Safety News

Vol:45

2015.7.12

セイフティ ニュース

国立聖火台の台座が完成披露
元請・下請間の契約関係
安全標語募集

結果発表

タワークレーンの疑問？

副社長が行く現場探訪「第２８回」
発行：遠藤興業株式会社安全衛生委員会
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国立「復興の聖火台」設置

国立競技場から石巻へ
仕上がるになる。

東日本大震災からの復興のシンボ

またこの化粧型枠は、東京にある新フ

ルとして宮城県石巻市に貸与された

ランス大使館と同じである

１９６４年の東京五輪で聖火をともし
た国立競技場（東京都）の聖火台が６
月１８日、市総合運動公園に設置され
た。
６月２７日の「いしのまき復興マラ
ソン」で披露され、火がともされた。
聖火台は２０２０年の東京五輪・パ
ラリンピックに向けて国立競技場が建
て替えられるのに伴い、１９年３月ま
で貸し出され、昨年１２月に移送され
た。
直径約２・１メートル、重さ約２・
６トンの聖火台は、クレーンでつり上
げられ、高さ約２・５メートルの台座
に約１時間半かけて設置された。
台座の製作は４月８日から始まり、６
月１７日にほぼ完成した。
構造的に一般的な「ラーメン構造」で
はなく、本台座は「面構造」となって
いる。
天端に 2.6 ｔの聖火台と付属施設、及
び人が上がった時の重量を加算すると
約 5 ｔの重量に耐ええる構造物にしな
ければならない。また、震度６強クラ
スの地震が発生しても強固なまで耐え
なければならない。国から貸与された
聖火台を傷物には出来ない。
そのため構造解析が重要な建築物で
あった。
設計は昨年１２月から始まった。

が動いていた。
そこで１月に台座の３倍にあたる重
量のコンクリートブロック（ｍ３ブロッ
ク 84 個）を重ね、圧密工法による地
盤沈下促進を行った。
地盤高は日ごとに管理されたが、地
下水位の影響でか、地盤高が下がる一
方ではなく、上昇する日も発生した。
この沈下促進は 3 か月行った。100
日を過ぎたあたりから、地盤変動が微
小になったので圧密工法を終了し、地
盤調査のための掘削作業後、支持層の
載荷試験を行った。
この構造物は、ラーメン工法ではなく
「任意形状立体フレーム」構造であり
SNAP ( 任意形状立体フレームの弾塑性
解析 ) を行わなければならなかった。
任意形状の構造物に対する部材レベ

この一発仕上げでは、重要な点がある。
それはセパレータの穴をいかに目立た
せなくするからだ。
セパ穴を通常通りただ埋めるのではな
く、先のとがったそう、
「点検ハンマー」
で、細かく叩き、模様を付けるのだ。
このひと手間によって、完全一体とな
り木目化粧がはえるというものだ。
ぜひとも、石巻市総合運動公園に行き
注意深く見て頂きたい。
この事は遠藤会長自らが指揮指導を
行った。
こうして無事に６月１６日に台座が
完成した。

ルの弾塑性の動的応答解析、応力解析、
増分解析を行い。線材の他、面内剛性
を持つ平面板要素も重要な解析課題。
当然、基礎から構造物まで一体となっ
たコンクリート打設を行わなければな
らず、湾曲した柱脚部の隅々にまで均
等に流し込むことは、熟練の感と慎重
な作業が必要であった。

聖火台を設置する６月１８日は、あい
にくの空模様。聖火台設置には国立競

石巻市総合運動公園は平成８年に工事

技場から来た梱包のままでは据え付け

が開始し、３年の月日で完成した施設。

が困難、そこで専用の吊り具を作成す

公園内は元々、田圃・畑・沼地であり、

ることになった。この吊り具は鋼製の

旧北上川と一級河川真野川支流に挟ま

リングが材料として使用され、内側に

れた軟弱な地盤であった。

は保護材が貼り付けられ、くさびには

運動公園工事に先立ち、工区内はすべ

ウレタン製の物を使用ている。

てサンドドレーン工法による地盤改良
工事を行っていたが、先の東日本大震
災の揺れで各所に液状化現象が見られ、
今回建築する場所も舗装が歪み、地盤
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構造体の型枠には宮城県産の杉板を使
用した。
この工法では、コンクリート表面に木
目上の凹凸が付き、見た目にも美しい

こういった細かな気配りは、遠藤会
長の永年の英知である。
チョットしたことに細心の注意を払
うことが信頼に結びつく。

合はマスコミ TV 関係５社新聞報道８社と
全国的に注目されている。
「バランスが悪
いと！」仕切り直しができない状態。一
発勝負なのだ。

設置に際し、注意事項がある。玉掛け
の問題である。通常、上部に重心があり、
円錐状の物を吊り上げる事は滅多にない。
聖火台は上部に重心があり、バランスが
非常に悪い鋳物である。
２連のリングバンドで支えるが、このリ
ングも聖火台の直径ジャストでは製作で
きない、リングと聖火台の間にくさびを
打ち込んでバランスを取るわけだが、そ
こで問題が、全ての位置から均等にくさ
びを打ち込まなければ、吊り上げた時に
偏ってしまうのだ。
最新の注意が必要。そして、経験によ
る感が最も必要となる。
こ れ ば か り は、 経 験 値 が 物 を 言 う。
地切して再確認するわけだが、今回の場

最後の微調整は遠藤会長が木製のくさ
びを打って決めた。
地切りした時、マスコミのカメラが集
中した。この模様は TV ニュース等で皆さ
んもご覧になったであろう。
的確に重心を見極め、吊り具の製作し、
リングバンドを締める位置を決定するの
には、机上の論理ではなく、経験値が物
を言う。
この点では、現代の技術者では無理だ
ろう。国立競技場から来た状態を見れば
一目瞭然。

上写真「国立競技場からの梱包」
TV ニュースを見ると、競技場から吊り上
げたのは単管パイプの無い状態。100H 鋼
のやぐらの上に乗せ、上から 100H 鋼で
サンドイッチしているだけ、上の H 鋼と
下の H 鋼は 4 カ所のチェーンブロックで
締めているだけ、正直お粗末であった。
やった事の無いことは、恥ずかしがら
ず・知ったかぶりせず、先輩に聞くべき
だと感じた。東京の業者が初めから吊り
具を制作していれば経費節約につながっ
たであろう。無駄を省く目を育て！
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石巻市に貸与されている
国立競技場の聖火台に火がともされた。
降りしきる雨の中、復興への「希望の灯」が高々と燃え上がった――。国立競技場（東京）か
ら石巻市に貸与され、6 月２７日に行われた１９６４年東京五輪の聖火台点火式。アテネ五輪金
メダリストの室伏広治選手がトーチから火を移すと、大きな炎が風に舞い、戦後復興のシンボル
が被災地を照らした。
直径約２・１メートル、重さ約２・６トンの聖火台は、民間の有志による誘致運動を受け、管
理する日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）から市に無償で貸し出され、昨年１２月 8 日に移送
された。国立競技場施設と一体化していた点火装置については、別途調達が難しかったため、一
時は点火をあきらめたが、聖火台上部にプロパンガスのバーナーを置いて着火する暫定措置で対応。この日は強い雨のため、来賓の
祝辞を中止し、点火が繰り上げて行われた。
点火式には、森喜朗・２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック組織委会長、河野一郎・Ｊ
ＳＣ理事長、安住淳衆議院議員、亀山紘市長ら
も出席した。

◆点火役に室伏選手
点火役を務めた室伏選手は、これまで聖火台を磨く活動を続
けてきた。市に貸与された後、被災地の子どもたちに参加し
てもらったことを振り返り、
「この役目をいただいて光栄。
聖火台の炎が東北の力になればと願っている。子どもたちも
元気になったはず」と感慨深げだった。
式典に先立ち、聖火台の鎮座と復興を祈願し、鹿島御児神社

窪木宮司による祝詞が捧げられ、

遠藤会長らが玉櫛を奉献した。

午後 1 時 30 分から式典が始まり、石巻広域消防音楽隊による演奏。
そして、宮城県鳶土工業連合会若鳶会による「梯子乗り」が披露された。
天候が最悪で「雨・風」ともに収まる雰囲気はなかったが、創業 50 周年記念式典でも上がった古瀬明美女史が、「私は台風の中でも
上がる。経験はある」と豪語。若鳶たちの意気消沈した表情に気合を入れた。（写真左：強風の中一本背亀の技を披露する古瀬女史）
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古瀬女史は自身のブログにこう記した。
「6 月 27 日は、大雨で風も強くなってしまい、梯子乗りをやるのかど
うか、決断に苦慮されたようです。が、イベント主催側で「やる」と判
断すればやるしかないし、危険だから中止すると決められたら予定時刻
に小雨になっていたとしてもやらない。私たち乗り子は、上の命令でや
るだけなのです。わざわざ石巻まで行って、雨で乗らないで帰るのは不
本意だから、
「できますか？」と尋ねられたら「できますよ」と答えます。
台風が近づいた状況でも乗ってきた経験上、やると言われれば、自分の
判断で危なくない範囲で、やります。私以外の宮城県連若鳶会の 2 人の
乗り子さんも「できます」と言ったので、大雨でも決行したそうです。
2 時間以上前から、車の中で待機していたけれど、雨脚は強まる一方で
したから、中止になるかもしれないと半ばあきらめてもいました。が、テントの中で、聖火台点火のためにいらしている室伏選手と
お会いし、彼の笑顔を見てから、( 私だけじゃなく ) みんなのモチベーションが上がりました !!
ハイテンションになりましたけど ( 笑 )

だって、顔が小さくて背が高くて引き締まった体 !(^^)!

私は「カッコいい～♥」って感じで
間近でお目にかかれるとは思っ

ていなかったんで。
けれども雨は弱まらず。遠藤興業会長さんが濡れないようにと赤半纏を羽織らせてくださいました
が、
梯子に上っていく間に背中からびしょ濡れ。顔にかかる雨粒が痛い。梯子のサイズを直してもらっ
ていてよかった。正面には、ピンク色のジャージを着た中国からの招待客の皆さんが、手を振ると
返してくれて。この方々は同じホテルに宿泊している人たちで、ホテル内でとても賑やかだったので、
「おぉ !! ルートインで今朝会ったよ～」という意味で大きく手を振りましたが、多分 ( 絶対 ) 向こう
はわかってません。梯子の向きが、来賓客席正面に向いていなくて、しかも点火台と来賓客用テン
トが遠いために、テントの中の人々は梯子の上からは小さ～
くしか見えません。でもさすがに、森元首相は目立ちますね !
「わっ ! 森さん本当にいらしているのね !」と思い切り手を振り
ましたが、厳しい顔つきのままで振り返してくれませんでし
た。後から祝賀会でご本人にそう言うと、「冷や冷やして、お
願いだから無事に早く降りてきてと祈っていた」そうです。
早く降りてきてと言われたのは、私が二本背亀で回ろうとし
たときに、濡れた半纏が灰吹きに絡みついて回れなくなってしまって、長い時間一本背亀の状態でちょっとずつちょっとずつ回して
いたから。《灰吹きに被せている銅板が、30 センチくらいあって竹と銅板との境に手が掛けられたら手が滑らずに回せたのに》《竹の
上部に縦に筋入れてくれていれば手が掛けられたのに》とか、色々考え巡ったけど、銅板は 3 センチくらいしか巻いていないからダ
メだし、竹は濡れてツルツルで手が滑っちゃうし。仕方なく懐から手拭を出して手拭を竹に巻いてなんとか回したけど、あれは見て
いる人にかなり心配をかけてしまったと深く反省している。ガッチリ竹に体重がかかってしまっているので、多少の強風では ( 梯子
が倒れない限り ) バランスが崩れる心配はなく、自分は恐くなかったのだけど、手に汗握るというような乗り方をしてしまったことは、
本当にごめんなさいとしか言いようがない。
点火式の室伏さんがカッコイイと舞い上がってしまい、自分はすごくカッコ悪かったな～と、大反省。でも、今回はカギ持ちしてく
れている皆さんとも仲良くなってからの梯子本番だったので、みんながちゃんと支えてくれている安心感と、何かあっても絶対私を
受け止めてくれる ( だろう ) という信頼感があり、終わってからのうれしさは、言葉にはできないものがありました。（全文掲載）
古瀬様には、
敬意を表します。日本伝統の文化を守る。そして技を継承する。大変なことだと思いますが、
貴殿の益々のご隆盛をお祈り申し上げます。
（石巻市体育協会

会長

伊藤和夫）

点火式後は、会場を石巻グランドホテル
に移し、祝賀会が行われた。
祝賀会では、森喜朗・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック組
織委会長らから祝辞が述べられた。
また、聖火台誘致委員会より誘致委員会発足前から誘致活動を賛同し、
聖火台の台座を寄贈した遠藤興業株式会社

会長

遠藤信義氏に感謝状

が贈られた。
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下請契約の管理

― 契約変更への対処 ―

とくに変更契約は着工前に行わなければ

らずあり、これが下請工事の採算性に影

ならないのだが、適正契約は 45% とかな

響を及ぼし、品質の問題に波及するなど

り低い。

のマイナスはきわめて大きい。国や都道

（一財）建設経済研究所客員研究員
六波羅 昭
1. 下請契約管理の実態

府県の発注工事では、三者会議、設計変
③追加・変更の内容が確定できない場合

更会議、ワンデーレスポンスなど施工条

の対応

件の変化に迅速かつ効率的に対処する仕

建設業における契約管理とは、所期の

追加工事の全体数量が事前に確定でき

金額・工期・品質の工事を完成させ、契

ないなどの場合には、工事着工前に当該

施工プロセスの多くが下請契約のもとで

約成果（下請受注者にとっては利益、発

工事が変更契約の対象であること、契約

進められている実態があり、原則的に発

注者にとっては全体工事の円滑な進行）

変更を行う時期、契約単価等を記載した

注者・設計者・元請・下請の四者が協議

を確保するために、施工中に惹起するあ

書面を元請、下請間で取り交わす必要が

に参加し、施工情報を共有し、意思決定

らゆる事象に対処し、契約変更や紛争な

ある（国土交通省「建設業法令遵守ガイ

する体制が必要だ。国土交通省の各地方

どの諸問題を解決するための重要な技術

ドライン」）。この点についての実態は、

整備局では、三者会議の構成について、

の一部である。契約書などにいくら立派

適正率がわずか 9％という低率である。

発注者、設計者、施工者の三者のうち施

に双務的な権利と義務が規定されていて
も、施工プロセスにおいてタイミングよ

工者に関しては必要に応じて下請施工者
２. 契約変更をスムーズに行うために

く義務を果たし、権利を活用することが
なければ成果は得られない。
今回は、契約変更への対処に着目し、

組みを採用する動きが広がりつつある。

の参加を求めるとしている。
近年、独自の「設計変更ガイドライン」

①施工条件変更等に対する協議態勢
第一のポイントは、施工条件の変化に

を作成して設計変更を行う要件及び手順
等を事前に明示する公共発注者（各地方

まず、「下請取引等実態調査」
（平成 23 年

迅速に対応できる体制づくりである。建

整備局、都道府県等）が急増している。

度）の結果からどのような問題があるの

設工事は、現地条件（地形、地質、地下

中部地方整備局の「設計変更ガイドライ

かを見ていこう。

埋設物、
周辺条件、気象条件）、設計条件（設

ン」を例にすると、設計変更が円滑、迅

計変更、設計不備）
、他工種工事などとの

速に行われるための留意点を具体的な例

綿密なすり合わせによって良い成果を得

示をあげて説明している。ガイドライン

追加・変更工事が必要になり請負契約

ることができる。このすり合わせプロセ

は元請契約に関するものであるが、同様

書の内容を変更するときには、追加工事

スを円滑に進めるためには、責任ある関

の問題は下請契約においても発生するの

等の着工前に変更内容を書面に記載して

係者による協議及び意思決定体制を用意

であり、下請関係をも含めたガイドライ

署名又は記名押印のうえ相互に交付しな

しておく必要がある。契約当事者双方の

ンを用意すべきである。

ければならない
（建設業法第 19 条第 2 項）
。

現場代理人（元請側の監理技術者又は主

このガイドラインによれば設計変更が

実態調査の結果、「契約変更を行わずに工

任技術者、下請側の主任技術者が兼務す

確実に実施される要件は、発注側、受注

事を下請に行わせている」が 21％、そし

る場合が多い）が契約履行の責任者であ

側がともに当初の施工条件の確認と明示

て「発注者との間で契約変更がなされな

り、キーパーソンである。両者が施工条

を徹底することである。下請契約におい

い場合でも下請契約の変更を行っている」

件に関する情報を共有して条件変化に迅

てもこの点は同様であり、さらに下請工

適正な対応は 36％である。大臣一般許可

速に対応しなければならない。なお、監

事の施工に影響がある元請工事の施工条

あるいは知事許可業者の場合は過半が不

理技術者及び主任技術者については、当

件及びその変更についても迅速な確認が

適正という結果である。

該工事の元請、下請それぞれの請負会社

必須といえよう。

①追加・変更契約締結の有無

との直接的かつ恒常的雇用関係が必要で
②追加・変更契約の方法及び時期等

ある。

契約書又は基本契約約款の作成、追加・
変更契約の締結時期等については、いず
れも当初の請負契約の場合よりかなり適
正率が低い。
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② 三者会議から四者会議へ
前述の実態調査を見ても、追加・変更
工事の承認が得られないケースが少なか

元請・下請関係の見える化
― 施工体制台帳の活用 ―
1. 発注者と施工現場の距離
発注者は元請会社と請負契約を結ぶが、

いる。しかしながら、義務付けられてい

表

施工体制台帳の記載事項と添付書類

る書類を添付していないものが公共工事
で 43％、民間工事では 71％の高率を示

記載事項

している。建設業法施行規則に規定する

①自社（元請会社）のすべての許可業種

添付書類は、表に掲げる 3 種である。

一般に現場施工は元請会社と各種の専門

と許可の種類（特定・一般）
②請負った建設工事の名称、内容、工期、

工事業者との下請契約に従って行われる。

３. 施工体制台帳の活用による

発注者の名称等、発注者が置く監督員

多くの場合、下請契約の内容には発注者

元請・下請関係の見える化

の氏名及び通知事項（監督員の権限、

はノータッチであって、発注者は現場施

契約で生じる問題の解決策

意見申出方法）、自社の現場代理人の氏

工に携わる下請会社を知らないし、何か

元請契約と下請契約の骨組みは異なる

変更する必要が生じたときには、監理者

ものではない。契約条項は本来等質のも

申出方法）、現場に置いている監理技術

あるいは元請業者の現場代理人、監理技

のでよい。建設業法第 19 条 1 項は、請負

者の氏名及び管理技術者資格等、専門

術者等に伝えることになる。このように

契約の内容として欠かせない事項を 14 号

技術者の氏名及び主任技術者資格等

現場の最新情報を手にする下請会社と発

にわたって列挙している。これらは元請

③すべての下請負人の名称等、許可番号

注情報を手にする発注者との間の情報の

契約、下請契約の別なく契約の内容でな

及び請負った建設工事にかかる許可業

流れに滞りが生じた場合には、コストや

ければならない。すでにみたように、契

種（許可業者の場合）

品質に影響することになる。また、この

約内容が不適切であることや不当なしわ

ことは下請契約の契約管理にとっても大

寄せの問題などは下請契約の段階が多い。

きな意味を持つ。

こうした不当なしわ寄せが施工の品質や

建設現場の可視化

名及び通知事項（監督員の権限、意見

④下請負人が請負った建設工事の名称、
内容、工期等②と同様の事項

安全性に影響するのであり、発注者が無

添付書類

関心なはずはないのだが、実際は見えて

①当該建設工事の元請契約及び下請契約

発注者と施工現場の距離を縮める建設

いないのである。この問題に対しては、
「元

現場の可視化をテーマとする。はじめに、

請・下請関係の見える化」を進めること

②監理技術者の資格者証等及び雇用関係

建設現場の可視化に大きな役割を持つ施

で解決に近付くことができる。施工体制

を証する書面（健康保険被保険者証）

工体制台帳などについて、下請取引等実

台帳は、そのためにあるといってよい。

等の写し

態調査の結果（平成 23 年度）を見ておこ
う。

③主任技術者の資格証及び雇用関係を証
下請工事の内容、工事状況の把握
施工体制台帳の記載事項は表のとおり

２. 施工体制台帳・施工体系図作成の実態

であり、これを工事現場に備え置き、発

施工体制台帳・施工体系図の義務化

注者の閲覧に供しなければならない。ま

平成 6 年の建設業法改正によって、特

再下請先の名称等、工事内容、工期等を

3,000 万円（建築一式工事では 4,500 万

元請の特定建設業者に通知する義務が生

円）以上となるときには、施工体制台帳・

じる。二次以降の下請負人も同様に再下

施工体系図の作成が法定義務となった（建

請発注を行ったときには下請発注者に再

設業法第 24 条の 7）
。この時の法改正は

下請通知書を提出しなければならない。

一般競争入札方式の実施など入札契約制

この通知書があって施工体制台帳が完成

度の大改革の一環として行われた。海外

する。重層下請化した施工体制を把握す

企業の参入を前提に競争促進を図る一方

るカギは、この再下請通知書がもれなく

で、技術と経営に優れた企業が伸びられ

提出されているかどうかにかかっている。

写し

さらに、各下請の施工分担を表示した

下請関係を中心とする施工体制が外部か

施工体系図を作成し、現場の見やすい場

らも見えるようにすることで、特定建設

所に掲示しなければならない。施工体制

業者の元請としての適格性を見ることが

台帳、施工体系図を発注者が活用するこ

できるのである。

とにより、下請工事の内容、工事の状況

下請取引等実態調査（平成 23 年度）

する書面（健康保険被保険者証）等の

た、下請負人は再下請発注したときは、

定 建 設 業 者 は、 下 請 契 約 の 請 負 代 金 が

る市場環境を整備する目的を持っていた。

の契約書と変更契約書の写し

を把握することができ、また、必要と考

の結果をみると、民間工事では施工体系

えれば発注意図などの情報を現場に伝え

図の作成率が 5 割強とかなり低いものの、

ることができる。

公共工事などではほぼ適正に作成されて
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下請代金の支払
1. 下請代金支払の実態

条）があり、請負代金についても少なく

建設業法では、元請・下請関係の適正化、

とも労務費相当額は現金支払が原則であ

下請保護の一環として下請代金の支払期

る。

限に関する特例規定を置いている。第一

工事が完成して代金の支払がなされる

実態調査によると、「全額現金で支払って

に、発注者から請負代金の支払があった

段階を扱う。まず、平成 23 年度下請取引

いる」が 66％、
「少なくとも労務費相当

ときの 1 ヵ月以内（建設業法第 24 条の 3）

実態調査結果から下請代金支払の実態を

額は現金支払」17％を加えると 8 割強と

の支払期限である。第二に、特定建設業

みてみよう。

なる。しかし、残る 2 割弱の回答は不適

者に課される完成工事の引渡し申し出日

切なものであった。

から 50 日以内の下請代金支払義務（建設

①完成工事引渡しの申し出があってから
支払までの期間

業法第 24 条の 5）であり、これは発注者
④手形期間

からの支払とは無関係に発生する義務で

特定建設業者は、下請負人から完成し

特定建設業者は、一般の金融機関で割

ある。1 ヵ月あるいは 50 日という期限は

た工事の引渡し申し出があれば、申し出

引困難な手形により下請代金支払を行う

法定の限度であり、法は下請保護のため

日から 50 日以内に下請代金を支払う義務

ことが禁止され（建設業法第 24 条の 5 第

に期限を設定すると同時に支払実態を踏

がある（建設業法第 24 条の 5）
。実態調

3 項）
、また、特定許可、一般許可にかか

まえてこのような比較的長い期限を設定

査結果では、約 9 割の特定建設業者の支

わらず手形サイトは 120 日以内とされて

した。条文は、この範囲内でできるだけ

払期間が 50 日以内であり、違法は 1 割程

いる（平成 20 年「建設業法令遵守ガイド

早期に支払う義務があることを規定して

度にとどまっている。しかし、建設業法

ライン」
、平成 4 年建設経済局長通達「下

いる。引渡と代金支払の同時履行が大原

は
「50 日を経過する日以前において、
かつ、

請代金支払の適正化について」等）。

則であり、早期支払の重要性を重ねて強

できる限り短い期間内において」と規定

手形期間が 120 日を超える手形を交付し

しているところ、
50 日以前ではあるが 1 ヶ

ている建設業者は、平均では 1 割程度で

月を越える（31 日以上）支払期間が 4 割

あるが、大臣・特定許可業者では 5％、大臣・

近く（約 38%）を占めており、状況はよ

一般許可業者では 20％強と差が大きい。

いとはいえない。

調しなければならない。
②現金払いの原則
労働基準法第 24 条は、「賃金は、通貨
で直接労働者にその全額を支払わなけれ

②注文者から支払を受けてから下請負人

２. 下請代金支払期間及び支払手段等の適

ばならない。…」と、賃金の現金直接支

に支払うまでの期間

正化のポイント

払原則を規定している。下請代金の主体

元請負人が注文者から請負代金の出来

は賃金部分であるから、現金支払を原則

高払又は完成払を受けたときは、支払の

①完成工事引渡と代金支払の同時履行原

とすべきである。実態調査の結果では、

対象となった工事を施工した下請負人に

則

現金払いとしているものが 2/3 を占めて

対して出来高に相応する下請代金を 1 月

民法 633 条には請負代金の支払につい

いるものの、賃金部分にも手形を当てる

以内で、かつ、できる限り短い期間内に

て、
「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同

ようなものを含む不適切な支払方法が 2

支払う義務がある
（建設業法第 24 条の 3）
。

時に、
支払わなければならない。
（以下略）」

割程度みられている。建設業労働者の賃

「1 月以内」については回答の 8 割以上が

と規定し、目的物の引渡と請負代金支払

金水準の是正と社会保険加入の徹底が重

遵守している。ただし、この点について

の同時履行原則を掲げている。これは、

要な課題になっていることから、下請代

も、1 月以内ではあるものの、2 週間を越

元請契約、下請契約を通じる大原則であ

金の現金支払への理解を深める必要があ

えるものがちょうど 4 割を占めており、1

る。現行の代表的工事契約約款である民

る。

週間以内とするものは 3 割である。

間（旧四会）連合協定約款では、第 26 条
に「…検査に合格したときは、契約書に

③支払手段
下請負代金の支払は、できるだけ現金

別段の定めのある場合を除き、乙は、甲
に契約の目的物を引き渡し、同時に、甲は、

払いが望ましい。賃金支払について現金

乙に請負代金の支払を完了する。
」と同時

による直接支払の原則（労働基準法第 24

履行原則に則った規定が置かれている。
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産業ガスの種類について
産業ガスは、明確な定義があるわけではありませんが、一般的に家庭で使用されている燃料
用の都市ガスや LP ガスなどと区別して呼称される名称であり、製造業などで雰囲気ガスや原料
ガスとして利用されている工業用途の「酸素、窒素、アルゴン」などが主体となります。従って、
以前は「工業ガス」とも呼ばれていましたが、近年、半導体産業用途の「特殊材料ガス」や病院
などで利用される「医療用ガス」
、その他多種多様な産業用途に利用されるガスを総称して、こ
のように呼ばれるようになりました。

アセチレンガスを用いた溶断作業で出火
災害は、鉄筋コンクリート造り 3 階建て倉庫解体工事において、倉庫 1 階屋内に設置されていた鉄骨およびデッキプレートで構成
された保管棚をアセチレンガスを用いて溶断作業を行っているときに発生したものである。

当日は、三次下請業者所属の現場責任者により作業分担等の打合せがされており、保管棚の解体は三次下請業者の日雇い作業者 3

人が行うよう指示されていた。また、作業にあたっては次の注意事項が指示されていた。
[1]

倉庫 1 階屋内での作業は密閉に近い状態の中で火気を使用するため、水道ホースを這わせる。

[2]

消火器、防火用バケツを設置する。

[3]

作業前に床に水をまく。

[4]

ガス溶断の煙が出て換気が悪いので適時休憩する。

保管棚の解体を行う日雇い作業者の 3 人は、過去においても当該事業場でアセチレンガスでの溶断作業を行っていたので、取扱いは慣れているとの判断か
ら作業場所の指示や作業方法についての具体的な指示は行われなかった。
3 人は、アセチレンガスボンベと酸素ガスボンベそれぞれ 3 本を、倉庫屋外に設置している枠組足場に番線で連結しゴムホースと吹管を屋内に引き込み、
保管棚 ( 高さ 2.7m) を足場として各人の判断による作業手順で足元の保管棚の溶断にあたっていた。
昼休みの後、3 人は溶断作業を再開していたが、間もなく 1 人の作業者の左側壁面から出火が起こった。
この作業者は他の 2 人の作業者に避難するよう声をかけいったんドアから外に出て、消火しようと水道の蛇口にホースを取り付け水を出し、再びドアを開
けようとしたが、黒煙が勢いよく吹き出してきたためそのまま退避することとなった。
その後消防署が消火活動を行ったが、他の 2 人のうちの 1 人が現場で死んでいるのが発見された。
災害発生現場となった倉庫は、低温貯蔵庫として使用されていたもので壁には全面に断熱材 ( 硬質ウレタンフォーム ) が吹き付けられていた。しかし、作
業員に対しては壁に吹き付けてある断熱材が燃えやすいものである等の説明はされていなかった。
また、倉庫内は薄暗く、高さが 2.7m の作業場所から容易に下りることのできる有効な昇降設備を備えていなかった。
日雇い作業者 3 人のガス溶断の資格に関しては、三次下請業者の常用作業者が口頭で確認しただけであり、資格証の確認は行っておらず実際には 3 人とも
無資格であった。
なお、1 階の保管棚をアセチレンガスで解体する方法は、現場責任者が前日 1 人で決定し、関係者には報告されていなかった。

原因
[1]

作業場所におけるウレタンフォームの有無等火災の危険性についての調査の実施、およびこれに基づく関係事業場への的確な安

[2]

火災の防止に配慮されていない施工方法が下請の現場責任者の単独で決定され、元方事業者に報告されなかったこと。また、こ

[3]

ウレタンフォームが吹き付けてある場所で、アセチレンガスによる金属溶断作業を行わせたこと。

[5]

雇い入れ時教育等安全教育が不徹底であったこと。

全対策が指示されていなかったこと等、元方事業者の現場管理、指導が不十分であったこと。
れにより安全対策について十分な検討がなされないまま作業を開始したこと。
[4]

資格を有しない日雇い作業者に、アセチレンガスによる金属溶断作業を行わせたこと。

対策
[1]

元方事業者が主体となって現場の施工計画、施工管理および指導を行い、作業手順書の作成や雇い入れ時教育等を関係請負人に

[2]

元請事業者および関係請負人は、決定事項等が周知されるよう連絡体制を確立すること。

[3]

ウレタンフォーム等易燃性のものが吹き付けてある場所では火気の使用を禁止すること。やむを得ない場合には、火花の飛散等

対し周知徹底させること。関係請負人はこれらを順守し、自らも積極的な安全管理を実施すること。

を防止するため不燃材料、不燃性を有するシート等で遮熱、遮へいすること。
[4]

資格を有する作業を行う作業者については確実に資格確認を行い、無資格者に当該作業を行わせないこと。
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安全スローガン募集
応募の結果発表！
この度の募集に当たり、たくさんの方々からの応募誠にありがとうございました。
７月１日、遠藤興業株式会社安全衛生委員会において、厳選なる選考の結果下記の通り、
最優秀賞並びに入賞者を発表いたします。
また、授賞式は７月１３日（月）遠藤興業株式会社安全会議上において行います。
受賞者の方々おめでとうございました。

厳正なる選考結果は左記の通りです。安全
衛生委員会１５名による投票により決定致
しました。
投票結果は左記の通り
皆さんの応募ありがとうございました。
来年も行いますので奮って応募ください。

部門 A

安全週間標語の部

最優秀賞
優秀賞

ルールなくして

暑さに負けない体力づくり
安全は

佳

作

すべてに優先

部門 B

年間標語の部

最優秀賞
優秀賞
作

みんなで支える健康管理

㈱涌澤組

広げよう！ゼロ災職場

人に頼るな

任せるな

昭さん

髙橋和志さん

みんなで築く快適職場
工事部

復興現場

自分で確認安全作業

後世に誇れる仕事（土木・建築・運輸） 遠藤興業
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渋谷

首藤英明専務取締役

大久保

孫にも伝えます。安全は未来に残すみんなの財産
目指せ０災

卓史さん

㈱アーズシステム

意識高めて安全職場

未来へ向かうこの一年

子にも

中村

三浦和也本部長

段取り良くして安全作業
佳

株式会社岡田電気工事

ゼロ災害

慣れた作業と油断せず
高めよう！安全意識

安全なし、 ルール守って事故は無し

賢一郎さん

建築部

四倉信之さん

土木部

大平義彦さん

㈲アーバングリーン
運輸事業部

小野俊さん

熊谷陽一さん

平成２７年全国安全週間の社内ポスターは、下画像のとおりです。
みなさん安全作業でお願いいたします。
また、ポスター用画像も募集しております。
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５月３０日、長面海岸現場で大型ダンプ車両に対し、抜き
打ちで検査を行った。検査内容は、積載重量およびオペレー
ターに対する飲酒検査である。
検査結果は、良好で積載量も車両別制限のほぼ７０％の重
量。これは、新蛇田南造成工事の田圃表土の運搬であるが、
表土剥ぎ取り後現場内で曝気・乾燥をさせた成果である。
含水比が多い田圃土をいかに軽量化させ、重量による運搬
数量の減をなくし、大型ダンプの荷台一杯に土砂を積載させ
るかが、カギである。曝気乾燥時間が長ければ現場の作業が
遅れ、問題になる。この見極めが肝心であり、本工事の現場
代理人である「高橋義仁」氏の日頃の観察力に他ならない。

店社パトロールは毎月 1 回行われているが、パトロール中必ず見受けられるのは重機・車両等の鍵のつけっ放しである。
最近の乗用車は従来のカギではなく、インテリジェンスキーすなわち「リモコンキー
が主流だから、カギを抜く癖がなくつけっ放しなんだと」言い訳した、作業員がいた。
あきれてものが言えない。
もし、この重機を所有しているのが自分で、勝手に他社の作業員に乗り回されたらど
う感じるだろう。
普通の神経なら「なに、勝手に使ってんだよ！」となるでしょう。ましてやそれが
自家用車だったらただじゃぁーすみませんよね。
重機等も同じように管理しなければなりません。
もし、ローラーの運転の業務に係る特別教育を受けていないものが、現場内で邪魔だ
と勝手な判断を行い、無資格で機械を動かした場合で事故発生！！
誰が責任取るのでしょう！
当然事業主は責任が発生しますが、重機管理責任者には直接刑法が該当します。
自宅の車を勝手に子供が使って事故を起こした時と同じです。
事故の防止の観点からキチンとカギは抜きましょう！

店社パトロールで鍵付けっぱなしの状態を発見した時は、今までのように「是正報告」での対応はしません。

パトロール員がカギを持ち去ることにします。

※（現場にそのことを報告しませんが、重機に「キー挿しっ放しダメ」シールを貼ります。保管は本部長）

よって本誌は必ず一読させること。周知徹底してください。
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石巻市立病院建設工事
ようやく地上部の工事になりました。現場内は本当
に狭隘で大変のようです。
先行工区では、基礎及び 1 階床コンクリート打設作
業が完了しつつ
あ り、 残 る 工 区
でも順次同様の
作業を進めてい
ます。
次 の 段 階 で、
1 階 柱、2 階 梁
及び床スラブ等の設置に取りかかってます。市役所屋上駐車場から丸見えですので見学はいつでもどーぞ！

【道路交通法改正】うっかり捕まらないために！自転車の交通違反のポイントを解説
2015 年 6 月 1 日に改正道路交通法が施行され、自転車による交通違反がより厳しく取り締まられることになりました。

その内容は、14 項目設定された危険行為について、3 年間に 2 回以上の取締を受けた場合、自転車運転者講習の受講が義務づけられ
るというものです（対象は 14 歳以上）
。

講習は 3 時間で、受講料は 5,700 円と、なかなかバカにならない金額。

これを受講しなかった場合は 5 万円以下の罰金が科せられ、いわゆる「前科者」の扱いになります

1 14 個の危険行為（完全に自動車と同じ法規です！停止線無視・逆走！簡単に取り締まられます。）
1.1 信号無視 1.1.1 2 段階右折の信号無視

1.2 遮断機が下りた踏み切りへの進入

1.3 指定場所一時不停止等

1.4 歩道通行時の通行方法違反

1.5 制動装置（ブレーキ）不良自転車運転

1.6 酒酔い運転

1.7 通行禁止違反

1.8 歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）

1.9 通行区分違反

1.10 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

1.11 交差点での安全進行義務違反等

1.12 交差点優先車妨害等 1.12.1 優先道路の定義

1.13 環状交差点での安全進行義務違反等

1.14 安全運転義務違反

安全運転義務違反とは

今回の法改正で、最も不明確かつ重要なポイント
「安全運転をしなくてはならない」という義務に違反すると取締の対象になるということで、ハッキリ言って警察官次第で「取り締ま
れる」と言う事です。
基本的には以下のような内容を想定していると考えられますが、これまで罰則が無かった違反を取り締まったり、屁理屈で言い逃
れができないようにするために、このような言葉に落ち着けたのでしょう。
• スマホ・ゲーム機等の操作や、読書しながらといった「ながら運転」
• 傘をさしての運転（片手運転な上に、雨という危険な状況のため）

• イヤホン等により、外部の音が聞こえない状態での運転（片耳イヤホンでもほぼダメ）
•2 人乗りの禁止（幼児用の小型座席に乗車させる場合は除く）
• 無灯火運転（夜間・トンネル等でライトをつけない状態）
根拠は道路交通法第 70 条
安全運転義務違反について規定されているのは、道路交通法の第 70 条です（警視庁の HP に明記されています）。
（安全運転の義務）
第 70 条

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の

状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

要するに、他人に危害を及ぼさない方法で運転することが大前提で、その「方法」は走っている道路・その場の交通状況・乗ってい
る自転車の状況に応じて変わる、ということです。
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安全とは？
この写真は、ある市内建築現場を公道から撮った写真である。
何か気付きはしないだろうか？
現場員にモザイクがはいっている事ではありませ
んよ（笑）
大型クレーン車で建築工事現場で、外壁材のプレ
キャストコンクリート板を荷揚げ作業を行っている
模様です。
作業半径内に立ち入り禁止柵はあるものの、その中
に、軽トラック１台、現場員２名、作業員１名。
玉掛け作業員はいない模様。
何やら現場員と軽トラックの運転手が打ち合わせ？
しているようにも見えます。
現場は街中で敷地が狭く苦労しているようです。
そこで、よーーく見てみましょう！
なんかおかしくないですか？
この大型クレーン車はブームの形状を見る限り２００ｔクラスですね。
しかも、カウンターウェートが後付けの構造。さすがにデカいですね！
よぉーく、見てみましょう！

なんとまぁ！！！

手前のアウトリガーと奥のアウトリガーの間に「普通乗用車」？

この車の持ち主は誰なんでしょう？

安全作業！とか言っている場合ではありませんね！

論外です。こういった事を平然と行ってしまう意識が問題です。ぶつからなきゃ良い？邪魔じゃなければ良い？
狭隘現場では敷地の有効利用と思いますが、ちがうでしょ！安全は、意識と常識の問題ではないでしょうか？
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脳タリンが作業しているのが分かるの写真。少しは考えろ！
ホース横断溝がないときの応急処置でしょうか。
無理です列車は脱線します。
ホース横断溝とは、火災が発生すると、消防隊は周囲にある消火栓や防火
水槽等から消防ポンプ車によりホースを延長して活動しますが、緊急の必
要がある場合には、線路を横
断してホースを延長する場合
があります。その際、線路下
に設けられたホース横断溝を
活用すれば列車の運行を妨げ
ることなく消防活動を実施す
ることが可能となります。

ドローン撮影機を投導入
遠藤興業㈱は㈱鶴岡殖産の協力のもと、空撮用ドローンを投入した。
機材は㈱鶴岡殖産所有だが、全面協力で遠藤興業の現場を撮影することが出来る。
ドローン活用で得た究極の「上から目線」
竹中工務店が吹田市立スタジアムの建設に小型の無人飛行機を
投入
英語で蜂の羽音を意味するドローン（小型無人飛行機）が建
設現場を変えている。竹中工務店は吹田市立スタジアム
（仮称）作業所で導入、品質管理から害鳥駆除まで様々
な活用法を検証している。宙を舞う「目」に映る新しい景色を紹介する。
新スタジアムの完成予想図です。縦約 160m
×横約 210m ×高さ約 40m の巨大なスタジ
アムです。約 40,000 人席のすべてを屋根で覆
います。構造は「鉄筋コンクリート造、
鉄骨造」
です。
世界で初めて超軽量免震屋根架構「３Ｄトラ
ス構造」を採用しています。Ｊリーグの試合
だけでなく、国際試合も開催できる仕様になります。建設現場に 2015 年 3 月 24 日に撮影した空撮写真が掲示されていました。毎回
ヘリコプターを飛ばして空撮しているのかと思っていましたが、今話題の「 ドローン」で撮影しているようです。
「 ドローン」もこ
ういう使い方なら非常に有効ですね。
マルチコプターを活用した管理業務の例
１）工事記録撮影での活用
縦 160 ｍ

横 210 ｍ

高さ４０ｍの巨大なスタジアムを鳥瞰できる隣接建造物はありません。

敷地が広大で安全も確保できること、撮影用のヘリコプターに比べ、近接撮影や天候不順に
よる撮影延期、撮影の許認可手続等に対して自由度が高いことから工事記録の鳥瞰撮影に活
用しています。
２）品質管理・安全管理での活用
躯体工事における柱・梁の PC 化により作業床・足場も必要最低限での作業となっています。また、同時並行的に作業が行われている
ことから、管理者は、多くの作業場所を均一に管理する必要があります。作業場所への移動効率も検討し、マルチコプターによる映
像で作業（品質管理・安全管理）の確認や、安全事項の伝達を行っています。
※撮影の依頼は営業部鎌田まで連絡ください。天候等にもよりますが日程を現場に合わせ撮影いたします。
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タワークレーン
石巻駅前で進められている「市立病院」建設工事。基礎工事も順調に進み遂に、地上部の鉄
骨組み立て作業が見えてきましたね。
石巻地方では珍しい「タワークレーン」が二基もそびえ立っています。
最近、よく聞かれることですが、このタワークレーンってどうやって組むの？そして、建物
が完成したらどうやって解体するの？と・・・・・
意外に知らない「タワークレーン」特集を行います。
石巻市立病院は竹中工務店・橋本店・遠藤興業の特定建設工事共同企業体で行っております。
病院棟は 7 階建てで、1 階と 2 階の間に免震装置を入れる。
構造は、免震下部が SRC 造、上部が S 造。高さは約 41m。

建築現場の一番上にそびえ立つタワークレーン。

それは高層化されている今の日本の建築には、絶対不可欠な存在である。
最大吊り上げ能力 70t の大型から、1t の小型のクレーンまで、種類は実に
様々。
ここでは、主に高層建築現場で使用されている。
大型タワークレーンを中心に話を進めたいと思う。

タワークレーンの組立、解体作業。
これも鳶の仕事である。

「ビルを駆け上がる＝ク
正式名称はクライミングクレーンと言い、その名の通り、自身の力で上に登っていくところから、

ライミング」と名付けられた。
機体は細かく分割された部材によって構成されており、現場で、組立、クライミング、解体していく。
この一連の作業、主に鳶がこなすのだが、実は一般にはあまり知られていない タワークレーン専門の特殊部隊が存在する。
その名も

タワークレーン技術指導員。

彼らの主な仕事はクレーンの組立、解体、クライミングの指導。
それだけではなく、機械の調整、修理、点検等も行う。
更にはクレーン運転士に機械の説明や運転方法の指導も。
タワークレーンに関する事はどんなことでもこなし、絶対にミスは許されない立場

におかれている。

作業技術はもちろん指導員としての腕も問われるのだ。
機体はデリケートな為、組立解体の順序が細かく決められている。
その為、鳶は指導員からの手順や指導、助言を元に作業を進めていくのである。

タワークレーン組立
では、どのように組立てられて、解体されていくのか。
組立ての手順は
まず、ベース架台をセット、その上にマスト（柱）を乗せ、本体をセットする。
それから本体に、ジブ（クレーンの腕）を取り付け、起伏、巻き上げ下げ用のワイヤーを通し、
組上がった後に、クライミング、そして監督署の検査を受けていよいよ稼働となります
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クライミングとはクレーン本体がマストを昇降することを言い、大型クレーンでは油圧シリンダ方式が主流で この油圧昇降シリン
ダの伸縮運動によって昇降する。
昇降シリンダの上部と下部にはカンヌキがあり、その両方のカンヌキで交互にクレーン本体を支えることで、本体自身を昇降させる
ことができるのだ。

一方、その他のクライミング方式としては電動シリンダ、電動チェーンブロック、そして、ワイヤロープなどを用いた方式もある。
こうやって組み立てられたクレーンは、建物と共に空へ向かってどんどん上がって行くわけですが・・・
建物の本体鉄骨がある程度上がってきたらクレーンも上げなければなりません。
そこでクライミングをするわけです。
このクライミングには 2 種類の方法があり クレーンを建物の内部に建てるか、外部に建てるかで変わってきます。
石巻市立病院は敷地が狭隘のため外部に立てることが出来ません。そのため内部に２基建てておりますね。

フロアクライミング
これは建物の内部にクレーンを組み立ててい
る時に用いる。
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建物の本体鉄骨を利用して、クライミングし、
最上段にクレーンのベース架台を乗せ替えることを言う。
ではどうやって乗せ変えてるか？だが、
絵と写真を参考に説明しよう。
クレーン本体部分を下降させ、
レベル 3 の受け架台に機体を預け、固定する。
固定したらベース架台のアウトリガを縮める。
写真左列参照
そしてクライミング。
クレーン本体が鉄骨に固定されているため
クライミングすることによって、
ベース架台がマストごと持ち上がっていきます。
レベル 2 の受け架台まで上がったら、
アウトリガを伸ばし固定。
そしてクライミング。
今度は本体がマストを昇ります。
写真右列参照
この一連の作業のことをフロアクライミングと言い、
これを繰り返してクレーン本体は建物と共に、
高く高く空に向かい上がっていくのです

マストクライミング
こちらは建物の外部にクレーンを組み立てている時に用い
る。
ベース架台はそのままで、マストを継ぎ足し、クライミング
していく工法。
ただし、この工法だと建築するビルの高さに見合うだけの
マストの数が必要になるため、超高層建築には向きません。

マストコラムクライミング
建物の本節鉄骨柱をクレーンのマストにして立てていく工
法。
この工法、フロアクライミング工法と比べて、何処にメリッ
トがあるのかと言うと、ダメ穴、つまりクレーン周りの開口
をなくすことができる。
それによって最上階の穴がふさがるので、下の階が、天候に
左右されることが少なくなり、早い段階で仕上げ工事に着手
することができる。
更には、一般のタワークレーンのベース架台、マストが不要
な為、組立解体の工期を短縮することができる。
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タワークレーン解体方法
続いて解体方法と手順。
あの高いビルのてっぺんまであがったタワークレー
ン。どうやって解体しているのか？
複数のクレーンが設置されている場合は、
最後の一台になるまで隣り合ったクレーンで解体して
いきます。
残った最後の一台のクレーン A で一回り小さなクレー
ン B を組み立てます。
そのクレーン B でクレーン A を解体。
そして更に半分の大きさのクレーン C を組んでクレーン B を解体します .
このように組み替え組み替えを繰り
返し、クレーンのサイズを小さくし
ていくのです。
そして一番最後には人力や本設の点
検用ゴンドラを利用して解体。
最後のクレーンは解体すると一つの
部材が 80kg 未満になります。
これを本設エレベータ、点検用ゴン
ドラなどで降ろします。
コレはあくまでも一例であってその現場に応じて変化します。
今ほど機械が発達してない時代では、丸太で三脚デリックを組み、ウインチ（巻き上げ機）と滑車を応用して解体、搬出の際には台
車なども利用していた。

いつの時代でも、最後は人の手で解体、
搬出されるのに変わりはない。

次号は日本２台しかない世界最大級 3000 ｔクローラー

LIEBHERR LR11200

Super Wing Lift 3000 特集
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副社長が行く現場探訪

第２８回

建設リポート
整理整頓の心構え：石巻市立病院現場付近を夜間また休日に行ったことがある人
は多いと思います。
見上げてみればタワークレーンが２基。整然と並んでいます。キチンと２基とも北側に向いて！
この模様は毎日です。クレーンオペの気持ちが伝わってきます！
不思議と全国どこの工事現場でも休みの日はきれいに整列してい
ます。社内教育がよく行き届いてますね！と感心していたが・・・
しかし、これには理由があったんです。
こういう質問をぶつけてみました。

Ｑ：気になったことがあって
タワークレーンが作業終了時に いつも北側を向いている気がするんですけど、法律とかで決まっているんですかね？

Ａ：元、クレーン運転士です。

超高層用タワー 70 トン、クローラー 50 トンの運転経験があります。
タワークレーンの駐機方角については、これを定める法令や規則はありません。
タワークレーンの駐機方角が一定なのは下記の理由に因ります。
クレーン運転室から運転士が離脱する場合は、クレーン上部旋回機体が強風を受けた場合に自由旋回する事を防止するためにロー
ラーパス固定側歯車板と旋回機体の間に「アンカー」と呼ばれる鋼鉄製の閂を挿入しますが、このアンカー挿入穴が北側を向く位置
に設けられていた。

主マスト（クレーン機体を搭載する主柱）に取り付けた運転士昇降用のハシゴ位置と上部旋回機体床面のマンホール位置が一致し

ていないと運転士が上部旋回機体の運転室に行けないので合わせる必要がある。
アンカー挿入位置も運転士昇降ハシゴ取り付け位置もクレーン組立時に自由に設定できますので、北向きに限定しません。通常は
駐機時に部品や油脂（可動部潤滑油やグリス）が落下しても事故や苦情を生じないように現場敷地中心を向くようにアンカー位置を
設定します。記者さんがご覧になったタワークレーンはこのアンカー位置が北向きになる位置に設定されていたのでしょう。
なお、吊上荷重 5 トン未満の小型タワークレーンや運転士が上部旋回機体に乗り込む必要がないリモコン操作式タワークレーンでは、
アンカー装置を具備していない製品が多いですが、駐機時の部品や油脂の落下に備えて最も安全と思われる方角を定めて駐機するの
が常識となっています。
と、意外な事実が発覚しました。
整理整頓を確実に行っている。というよりは機構上そうなってた！と言う事でした。

チョットだけ気を許すと！
何時ものように！いつもの癖で！
そんな様なことってないですか？普段帽子をかぶらない人が帽子を被っていて、原チャリに乗る。で、ヘルメット被らないで運転し
てしまう。そんなおっちょこちょい！有るんですよ！警察官でもやってしまってます。このチョットした気
のゆるみが大事故を呼んでしまうんですよね！
たまに見かけます、工事用ヘルメットで原付乗ってる人！
法治国家の日本では、ノーヘルは処罰されます。その前に、転倒事故があったら！本人が一番命の危険にさ
らされます。「ルールを守り安全作業」それは、皆さんにケガなどして欲しくないから定めているルールな
のです。

なんと「仮面ライダーＶ３」が、スピード違反で捕まった !!。
一般の道路において制限速度を無視し、５０キロオーバーもの速度違反で免
停となったらしい。（おまけにノーヘルだし・・！）ライダー本人は「正義の
ための戦いに行くところだった・・・。改造人間が小学生を襲っていたから・・・
云々」などとしきりにスピード超過に対して正当性を主張。
でも、却下！違反は違反です！！（この場合は確信犯ですけど）
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工事現場のふ・し・ぎ
なぜ呼び方が違う？の巻

コンベックススケールと

hoe= 鍬、鍬で掘る ) と言います。ただし
我々が普段使っているバックホウという
言葉はその部品のことを呼んでいるので
はなく、手前向き掘削の油圧ショベル全
体のことをバックホウという認識で使っ
ています。これも習慣でついた呼び名で
あり、多少意味合いに差があります。
工事現場では、実際にユンボ、バックホ
ウという言葉が日常的に使われています
が、ショベルカーという言葉はあまり使
われません。ちなみに英語圏でパワーショ
ベル、ユンボ、バックホウと言っても通
じないと思います。英語では a hydraulic
excavator と言います。（hydraulic：油圧
excavator：掘削機）

スケール

コンベックス

メジャー どの呼び方？

一般的にスケールって呼んでますが、
コンベックスって店では呼ばれていて、
この業界じゃない人からはメジャーって
正解は・・・実はどれも正解です。現在
総称として一般的に

｢油圧ショベル｣

という言葉が使われています。ユンボ及
びパワーショベルは商品名です。ユンボ
とはフランスの重機メーカー ｢シカム社｣
が販売した油圧ショベルの商品名でした。
ヨーロッパでは 1940 年代から油圧ショベ
ルは作られていました。日本では 1960 年
に三菱重工がシカム社の技術提携を受け
国産初の油圧ショベル ｢三菱ユンボ Y35｣
を販売しました。ここから油圧ショベル
が普及しはじめ、ユンボという言葉も同
時に広まったわけです。同じく、パワー
ショベルは日本のメーカー ｢コマツ｣ が
使っていた呼び方です。
バックホウとは油圧ショベルの先端に付
いている部品の形状によるものです。先
端の部品は色々と付け替えることができ
るのですが、一般的な油圧ショベルにつ
いている手前側に土をすくうタイプ（写
真）をバックホウタイプ back= 後ろ向き

呼ばれています。
さぁどれが正解でしょう！
答え◆メジャーが正しい
基本的に全て同じものです。但し、言
い方で正しいモノはメジャーです。テー
プメジャーが正式名称ですが、メジャー
だけでも通じます。
メジャー＝目盛、ものさし
スケール＝縮尺、尺度

巻尺って違うの？

これらの 2 つってどう違うの？
巻尺ってのは裁縫用のメージャーの大き
い版で（運動会なんかで使うやつ）
コンベックススケールってのはメジャー
のようにひらひらしたものでなくて、金
属製の巻尺版と勝手に捉えています。
たぶん、どちらも基本的には同じもので
すから厳密に区別する必要はないと思い
ますが、そもそもコンベックス (convex) っ
て凸（とつ）って意味であって、凸尺と
は言わないけれど、最初に商品を考案し
た人がコンベックス (convex) という単語
をたいした意味もなく使ったのが名残で
残っているだけだと思うのですが、どう
なんでしょうか。
「コンベックス」は商品名なのです。
コンベックスという商品を見ると金属製
の巻き尺の断面が凸型をしています。
こうするとひき出した時に硬直して剛性
が生じて使いやすくなるのです。ちょっ
とした工夫ですが私は使いやすくなって
いると思います。
↓「立ち」と形容されています。
http://www.tajimatool.co.jp/goatu2.html
で、この形状からコンベックスと名付け
た。
（反対側から見れば凹＝コンケーブで
すが「笑」）
以前には金属製巻き尺でもこのような形
状のは無く、今でもそうでない物はある
と思います。
というわけで「コンベックスという商品

コンベックス＝凸型

名には形状から来た意味がある」という

スケールの場合、
「サンスケ」と呼ばれる

そもそも通常の平板の巻き尺に対して利

三角スケールが有名で、この物差しで寸
法を測る行為から、測る行為→測る道具
→スケールとなったと予想されます。
コンベックスは、メジャーの商品名称に
なった物があったらしく、その製品を使っ
ていた人間にとってはメジャー→コン

のがお答えです。
点を示していたはずの名前が誤解されて
いるに過ぎません。
商標登録はされていないようです。
コンベックス＝金属製という意味ではな
いのです。

ベックスらしいです。
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あしか
熊谷千葉市長のツィートが話題になっ

ブランドマークちょっとズレて、文字が

ただ、私の立場（年齢を含む）で考えると、

二重になったのは、ご愛嬌・・（笑）

仕事は見て盗むと言う現場所長さんに対

ているみたいです。

して、疑問を感じます。

「障害者」とは「社会の障害」でも「身体

「やる気を促す」ことを放棄しているよう

に障害を持つ者」でも無く、
「社会との関

にも感じるのです。

わりの中で障害に直面している者」とい

最近聞くのは、70％は「仕事の経験」

う意味であり、私たちはその障害を一つ

で学び、20％は「他者とのかかわり」で

ひとつ解消していくことが求められてい

学び、10％は「学習や研修」で学ぶと言

る。

うことです。

様々な考えがあるでしょうが、私は「障

これらの作業は「作業手順」が徹底され

経験というのは「失敗」も含まれますから、

がい者」という表現ではなく「障害者」

ているわけですが、その中でも製作過程

教える側としては「勇気」が必要です。

と表現すべきと思います。

の全てが「学び」となります。

ならば、まずは教える側の責任の範疇で

（気を使いすぎることこそ問題かと思いま

そのため、自分が行う作業について「ど

す）

のように工夫するか」を考え行動してい

熊谷市長の言葉を借りると、例えば、発

ます。

「成長と上昇を満たす」ことができるとや
る気を促す事が出来ると思います。
（先輩たちのグチもそれが足りないのが原

達障害など「働くことへの障害」も、私

因だと感じます）

たちが一つひとつ解消していく必要があ

現場所長という「人の上に立つ」立場は、

ると思います。

意欲を向上させるのが仕事ですからね。

そこで、働くために必要な能力を身につ

さて、今年の全国安全週間のスロー

ける訓練の一環として、また、社会の一
員として「働くことの喜び」を感じても
らえると良いと思い「あたらしい、しょ

この姿勢は、建設現場も「学ぶべきこと」

う者支援の、
カタチ」の頭文字で「あしか」

が多いと思いますね。

というブランドを作り、建設業で使うモ
ノを製作していただいています。
建設業にとっても、自らが使用するモノ
が「社会貢献」に繋がると喜ばしいです
よね。
ということで、「あしかブランド」の製作
現場となっている就労移行支援事業所を
訪問しました。
編み込み車止めのロープを外れにくくす
るため、編み込む作業
（編み込む手順を覚え、指先を使う訓練と
なります）

仕事は見て盗む
さて、読者さんからのメールの中に「お
もしろいメール」を見つけました。
抜粋すると・・・。
現場所長は「仕事は見て盗み、覚えるもの」
と言います。
しかし、先輩上司は仕事の陰口ばかりで、
仕事をしてる姿を見せてくれません。
まぁ、彼は「ジョーク交じり」でのネタ
提供なので、実際のトコロは問題は無い
はずですが、もしかすると「同じような
思い」を感じてる人もいるかもしれませ
ん。
助言するとしたならば、多少なりとも
先輩上司は仕事をしているわけで、頑張
ろうという思いがあれば、見つけること
ができるはずです。
また、「陰口」をいう人は楽しく仕事でき
ていないのですから、その姿を見ること

彼は焼印初めて「ブランドマーク」の焼
印を押します。

で「楽しく仕事する方法」を学ぶことも
できるわけです。

ガンは「危険見つけてみんなで改
善

意識高めて安全職場」です。

趣旨に「人手不足が顕在化」という一文
があります。
だからこそ「全員で安心して働くことが
できる職場づくりを目指す」というのが
今年のスローガンの趣旨らしいです。
元気な建設会社のほとんどが、元気な
従業員と元気すぎる経営者（笑）で構成
されていると感じます。
つまり、元気な会社は、従業員を大切に
している会社ということです。
従業員の中には「それは表向き」だけと
いう人もいるのですが、間違いなく「大
切にしたい」という姿勢は感じます。
表向きと感じるのは、掛ける経費と得ら
れる効果という「費用対効果」にリスク
があるから、会社として積極的に取り組
んでいないかもしれません。
その視点で考えると「みんなで改善」と「意
識を高める」には企業としてリスクは無
いです。
ということは拡大解釈すると、私たち個
人として全国安全週間のスローガンを達
成すると、元気な会社になり、人手不足
が解消し、生産性が上がり「日本が再興
する」ということになりませんか！
23

セイフティ

ニュース
2015 年 7 月号

VOL：45

遠藤興業株式会社安全衛生委員会

発行日：2015 年 7 月 13 日

24

