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★国内最大規模の排水ポンプ場

築造開始

店社パトトール（超口径推進 3500 ｍｍ）
下請け指導ガイドライン
石巻港排水ポンプ場

現場見学「推進管は 3500 ｍｍ」
頭の体操ゲーム⑥

段取り七分。工程を制するものは
必見！

コストの達人

現場管理を制す

安衛法と仲良くする。第 11 回

今すぐ使える！管理のテクニック第 16 回

今すぐできる環境対策【vol.3】

やればやるほど環境がよくなることってなに？

副社長が行く現場探訪「第 50 回」
現場監理の達人：第 21 回

給排水衛生設備工事、空調換気設備工事 -2- 編

第 3 回「ゴルフから学ぶ」
持ち回りコラム
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平成 31 年

新年安全祈願祭

開催

平成 31 年 1 月 5 日、遠藤興業㈱グループ及び信和会は合同で新年の安全祈願祭を開催した。

新年おめでとうございます。
本年も建設業に係る全ての皆様方にとり安寧の 1 年でありますよう
心より御祈念申し上げます。
5 月に御代替わり・改元が行われ、新しい時代をいかにつくるか
という世論の流れになると思われますが、悠久の歴史をいただくな
かで築かれてきた日本の価値観を再確認しつつ、変えるべきところ
は大胆に変え、新しい時代をつくる、挑戦の 1 年としたいと思います。
これからも、社員一同、皆様にご満足して頂けるように努力を重
ねていく所存でございますので、何卒、昨年同様のご愛顧を賜りま
すよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

遠藤興業株式会社
代表取締役
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遠藤

正樹

鹿島御児神社拝殿において平成 31 年における遠藤興業㈱グルー
プ及び信和会の安全を祈願して玉串奉奠し拝礼した。
奉奠者名

遠藤信義・遠藤興業㈱会長
・富士生コンクリート㈱

代表取締役

阿部耕衛・信和会会長：㈱上野総建

代表取締役

本木忠一・宮城県議会議員
丹野

清・石巻市市議会議員

今野正弘・富士生コンクリート㈱専務取締役
加藤

清・㈲亮信興産

工事部長

近藤博之・㈱宮城富士アスコン
遠藤美子・㈱龍葵

営業部長

代表取締役

首藤英明・遠藤興業㈱

専務取締役

遠藤正樹氏

阿部耕衛氏

本木忠一氏

丹野

今野正弘氏

加藤

清氏

近藤博之氏

遠藤美子氏

清氏

首藤英明氏

神職退下の後、安全課「高橋悦男」氏の発声により参加者全
員で安全コールを行い、本年も安全第一で作業を推進すること
を誓った。
来賓祝辞は本木県議・丹野市議より
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ついに始まった！
国内最大規模の排水ポンプ場築造
清水建設・大豊建設・遠藤興業 JV
市中心部の２５９ヘクタールを区域にする石巻中央排水ポンプ場の建設
が本格始動した。
日本下水道事業団東日本本部（発注）、国内最大規模の能力で整備する雨
水ポンプ場、ニューマチックケーソン工法を用いる下水ポンプ場としては国内有数規模となる。
ﾎﾟﾝﾌﾟ棟形状：矩形 89.7m × 41.25m( 多角形 )
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沈設延長：37.8m

掘削面積 3,361m2

ニューマチックケーソンの原理は以下の通り。※大豊建設㈱土木本部エンジニアリング部

内田哲夫氏講演資料より
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チョットした配慮
左下の写真は、石巻港排水ポンプ場築造工事「佐藤工業・遠藤興業 JV」での立坑入坑用仮設階段の足踏部である。
踏面端部に設置した「鉄筋棒」この滑り止めが非常に心地よい。
仮設階段の踏面は意外に狭く、安全靴で昇降するとこの踏面端部が登り時は土踏まず付近、下り時は親指の根本付近に接するので
あるが、踏んでいることを印象付けるのにこの「鉄筋棒」が心地よいのだ。
スリップ防止のために設置しているのであろうが、ノンスリップ効果より階段踏面の端部であることを足の裏から指示するアンテ
ナの役割が効果的である。

ちょっとした手間と工夫であるが、配慮ある気遣いである。

推進 3500 ｍｍ

施工現場見学会

：石巻港排水ポンプ場

佐藤工業・遠藤興業ＪＶ

平成３０年１２月４日、日本下水道事業団発注：石巻港排水ポ
ンプ場築造工事「雨水管推進」の現場見学会を行った。
遠藤興業㈱土木部技術者１２名が参加、佐藤工業㈱東北支店：坂
口所長より座学があり以下のような説明があった。
推進工法の最大呼び径 3000 とされた理由は、3000 ｍｍの推
進管が道路法及び道路交通法の車両の高さ制限により運搬でき
る最大の寸法であることから決定されている。3000 ｍｍを超え
る超大口径推進工法では、この様な運搬上の制限から推進管を 2
分割して工場で製作し、現場にて組み立てる工法となった。
理論上、2 分割としても最大 5000 ｍｍの運搬までとなる。そのため呼び径は 3500、4000、4500、5000 ｍｍの 4 種類
が示されているが、愛知県にて 1 件のみ呼び径 3700 ｍｍの施工実績がある。
使用される管の形状は軸方向に 2 等分割した半円形で、組立の構造形式によって鉄筋コンクリート管（以下、ＲＣ管）と
プレストレスコンクリート管（以下、ＰＣ管）の 2 種類がある。ＲＣ管とＰＣ管では掘進機を供用させるため外径が統一さ
れている。本現場ではＲＣ管を採用。国内では過去に 3000 ｍｍを超える推進工事実績は 9 件、本工事が 10 件目の事例となり、
延長 400 ｍ超は国内最延長となる。
①：平成 17 年
②：平成 17 年
③：平成 17 年
④：平成 19 年
⑤：平成 21 年
⑥：平成 24 年
⑦：平成 24 年
⑧：平成 24 年
⑨：平成 25 年
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横浜市環境創造局
千葉市
千葉市
愛知県
横浜市
日本医科大学
東京都
日本下水道事業団
日本下水道事業団

戸田建設

渡邊・村本・昭和ＪＶ

3500 ｍｍ
3500 ｍｍ
3500 ｍｍ
3700 ｍｍ
4000 ｍｍ
4000 ｍｍ
4000 ｍｍ
3500 ｍｍ
3500 ｍｍ

１９４．５５ｍ
１８７．６０ｍ
１７３．１０ｍ
１０６．４０ｍ
３２０．１５ｍ
４２．４０ｍ
３２．３０ｍ
２２４．４６ｍ
２０３．１８ｍ

ＲＣ
ＰＣ
ＰＣ
ＲＣ
ＲＣ
ＲＣ
ＲＣ
ＰＣ
ＲＣ

推進管の組み立て作業を確認。
分割型 PC 推進管
今回工事に使用する推進管は内径 3500mm であり、道路法による制約から
単体での運搬は困難である。
このため、2 等分割の分割型推進管 RC 管と PC 管を比較検討し、RC 管に対
して管厚が薄くて掘削外径が小さく、重量が軽い「PC 推進管」を採用。
① PC 推進管の仕様は、本体に埋め込むシースのうち 5 箇所、円周方向に PC
鋼材を通し、緊張して一体化を図っている。また、分割部の継手面には位置
決めキー 4 本を配備し、位置合せとせん断抵抗を兼ねている。
②接合位置の検討
2 等分割面の継手位置は、荷重に対する発生応力度と PC の緊張応力度との
合成応力度を算出して、断面内の応力が圧縮側となる 30°～ 51°
の範囲に設
定する必要があること、継手位置と目地開口調整材末端が同位置に配置され
ないこと及び管製作時の型枠への吊孔設置位置を考慮し 37°とした。
継手位置が連続して同一断面に配置されないよう千鳥配置とした。
図－ 4 に接合位置図を示す。
③接続部目地開口長さの検討
曲線半径が同一であれば、管径の大きさに比例して目地開口長も大きくなる。
本工事では施工時の目地開口長に加え、軌道横断などのある重要な幹線で
あることから、地震時レベル 2 までの安全性の検討を最小曲線半径 R ＝
200m 区間で行った。
④ PC 推進管の組立手順
次ページ図－ 5 に PC 推進管組立手順を示す。2 分割で現場に搬入し作業
ヤード内に設置した回転架台上で組立を行った。
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400 Ｍを超える推進管の上には県道釜北線が横断している。ご存知
の通り片側 2 車線の産業道路である。
坂口所長はこの幹線道路の陥没事故を未然に防ぐために色々な対策を
行った。
まずは、推進管を組み立てた時点で管外側に滑りを良くする活性剤（マ
ニキュア）を入念に塗布。
この活性剤のおかげで推進圧力は設計の 1/4 ｔ程度で掘進させた。
200 ｍ地点に設置した中間ジャッキ（写真 3 枚目：施工業者提案）
は出番がなかった。到達手前ではカーブ推進を行わなければならない
が順調に全管を推進することに成功した。
①発進部 (*SEW 工法 ) の既設仮壁の切削
本工事の発進部と到達部には、高水圧・大断面での鏡切り工を回避
するため、鉄筋コンクリートではなく掘進機で切削可能な、特殊な補
強材を使用したコンクリートの仮壁を設けた。
（写真 - 左頁右下発進部）
その推進切削には、掘進機の方向修正ジャッキを使用し、微速回路
のインバーター制御により、5mm/ 分以下のジャッキスピードで掘進。
実際の切削状況は、平均推進速度 1mm/ 分以下でカッタトルクも常
に上限値付近での掘進となりました。
カッタと仮壁の切削摩擦熱が発生し、掘進機駆動部付近と排土され
た泥土がかなり高温になったことから仮壁コンクリートの強度・補強
材の配合と、掘進機の切削能力のバランスが重要であることが分かっ
た。
*NOMST 工法：ｼｰﾙﾄﾞ機が土留め壁に通過する部分に、炭素繊維を混入した石灰石粗骨材を使用した高強度ｺﾝｸﾘｰﾄを使用した工法
②推進施工
通常部の掘進では、当初より排土状況が安定。添加材の配合・注入率を様々試行した結果、推進速度 10 ～ 20mm/ 分程度で高水
圧による墳発を起こすことなく掘進。
③推進力
計画推進力は 15,000kN（先端抵抗 11,200kN）程度と算定していましたが、推進長 L=17m 付近までは 5,000 ～ 6,000kN で推移し、
先端抵抗は 5,000kN 程度と想定されましたが、ほぼ全線 2,500kN 程度で施工した。
施工された推進管の中を見渡すと、
「きれいな管」という印象が強い。
それは、通常施工では若干あり得る「泥水跡」が全く無いことだ。精度のより超大口径による長距離推進（国内最長）を 24 時間（推
進を半日以上施工しないで置くと、次の管を押す時施工された管の外周が土壌に固着し動かなくなるのを防止するため）施工にて行
われた本工事であるが、坂口所長はここからが本番と語る。発進立坑は石巻工業港に面した位置であるが、これより発進立坑より海
側の吐口の施工になる。海上隣接工事の経験が無いため「遠藤光弥常務」より助言を頂き、安全施工をする。平成 31 年 8 月竣工を
目指している。

便利グッツの紹介
現場での説明には「メットフォン」という受信機をヘルメット内部に仕込み、坂口所長からの無線にてのガイダンスが聞き取れる
最新の装置を体験した。この装置はＪＲ東日本コンサルタンツが開発したもの。建設機械や工具を使う音が響き渡る工事現場の見学
会で、案内役の声が聞き取りやすい。ヘルメットの裏側頂部に装着する小型・軽量のレシーバー（受信機）を通して参加者の耳に伝
わる声は明瞭。無線式のためハンズフリーで両手が自由に使える。寸法は６５
ミリ×６４ミリ×１２ミリで重さ４０グラム。リチウム充電池を搭載し、フル
充電で７時間の使用が可能。ヘルメット裏側頂部のクッション材にマジックテー
プで装着するだけ。ヘルメットが音を反響させるスピーカーの役割を果たし、
騒音下でも案内者の声が明瞭に聞こえる。
販売価格は１セット（送信機１、受信機２０）で４０万円。従来の耳掛け式（イ
ヤホン式）の６０万～７５万円と比べ安い。無線式のため、動き回ってもケー
ブルを引っ掛けたりする危険がない。イヤホンで耳をふさがないため、周囲の
音も聞きやすい。
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現場監督はもっと勉強しろ！

現場監督はもっと職人から学べ！

熟練の職人も意外と知らない「型枠工の工夫」

型枠工の意外な知識

土木の世界は、いかに今ある材料で早く施工を終わらせるかが前提の世界
である。そのため、土木の施工を長年なりわいとしている技術者・技能者
たちは、さまざまな知識を持っている。
特に職人たちの技術には、現場監督として施工を近くで見ている私自身、
いつも感心させられている。しかし、そんな熟練の職人たちでも「型枠」
は現場ごとに新しい発見があると言う。
そこで今回は、職人たちから聞いた、型枠工の使える意外な知識を紹介し
ます。

型枠工の面木を打ち付ける際のポイント
型枠工に面木施工はつきものである。面木を打っておくことで、角から構造物が割れることを防ぐのが目的だ。
土木の世界では、面木を打った後に生コンを打設し脱型してみると、構造物に面釘の頭が埋まってしまい、後からクリッパーなどを
使用して取らなければならない、という光景をよく目にする。これは面釘の頭が面木の面よりも飛び出してしまっているからである。
しかし、実際に面釘を打ったことがある方ならご存知だと思うが、ハンマーを使って面釘を打とうして、ある程度打ち込むと、面木
にハンマーが接触してしまう。そうすると面木が割れてしまうため、最後まで打ち込めない状況になってしまう。
そこで、熟練の職人がどうしているかといえば、65 の釘の頭を利用しているのである。面釘の頭部分に、65 釘の頭を密着させ、65
釘の先端をハンマーで殴ることで、きれいに面木の面まで面釘が入っていく。面釘を面木の面の角度に合わせて打ち込むこともポイ
ントだ。
実際に、この方法で施工している職人や施工班を数人は見かけたが、ほとんどの施工者はこの知恵を知らない。そのため、面釘の頭
がある程度飛び出してしまう事は仕方がないと考えている施工者も多い。知らなかった施工者の方は、この施工方法を試してほしい。
面白いように、きれいに面釘が入っていく。

セパの溶接の工夫
型枠を組み終わったら、枠が動いたり浮いてしまったりするのを防ぐためにセパの溶接を行う。その際、セパの溶接の仕方によって、
生コン打設時に型枠にかかる力のかかり方に違いが出てくることは、多くの現場監督もご存知だと思う。膨張性がある生コンは打設
すると枠が膨れるため、サポートなどでツッパリを取ることは当たり前の話である。しかし、セパの溶接一つで、枠の上下にかかる
力を利用できることは、案外知られていない。
まず型枠のセパは、横方向のセパと縦方向のセパを十字型に溶接する。その際、どちらか片方向のセパを少し下方向に曲げて溶接
することで、型枠が上に行こうとする力を抑えることができる。つまり枠の浮き止めの役割だ。逆に横セパと縦セパを水平に溶接し
てしまうと枠が上に浮いてしまう。これは生コンの圧力がセパにかかる力を利用した施工方法である。
水平に溶接されたセパに生コンが入ると、生コンは性質上、上方向にセパを引っ張ろうとするが、それで型枠が浮いてしまう原因に
なる。逆に下方向に向いたセパに生コンが入ると、生コン重量の力がそのまま下方向のセパにかかる。そうすることで下方向に圧が
働き、枠が浮き上がることを防いでくれるというわけだ。
意外とセパの溶接の仕方で、
枠の浮き止めをできるということを知らない施工者は多い。私もこの方法を知ったときは非常に感動した。

施工管理技士は「資格の教科書」よりも「職人の知恵」から学べ
職人たちは毎日施工を行いながら、色々な知恵を身に着け、日々勉強している。しかし、私たち施工管理技士は資格の教科書に載っ
ている施工方法が絶対に正しいのだと思い込んでしまいがちだ。
毎日、目まぐるしく状況が変化する環境の中で施工を行っている職人たちの知恵は、教科書では学ぶことが出来ないくらいに勉強に
なる。
私は施工者を管理する立場だが、職人たちからは勉強させてもらってばかりである。施工管理技士に必要な応用力は、職人たちから
学ばせてもらうのが一番の近道かもしれない。
13

安全の考え方
［安全の考え方の歴史］
安全に対する考え方は、三段階を経て現在に至っているようです。

第一段階・・・本人が悪い、個人の責任という考え方
世界で一番古い法律は、ハムラビ法典 ( 紀元前 1700 年 ) でこの
法典での決まりは、たとえば、建築家が家を作り、それが壊れ、
住んでいる人が腕を折ってしまった場合、その建築家の腕を折る。
住んでいる人の子供が足の骨を折ってしまった場合は、
建築家の子供の足を折るというもの。
本人の責任追及というのが安全問題の第一段階であり、人間の歴史
のほとんどをしめていた。

第二段階・・・機械の面からカバーしようという考え方
戦後、昭和３０年代以降、人間に対し非常に寛容になり、人間はエラーをするもの
だから、機械・設備の面で補うという考え方

第三段階・・・人間を育てていく面と機械・設備の両面
機械・設備の面から安全を図るというのは大事であるが、同時に人間も安全に強くなっていく、
安全を意識し、安全のための技量を身につけるという考え方
子供のうちからの（学校での）安全教育は不十分であるかに思う、何らかの機会にきちんと身に付
けてほしいと思います。

［ヒューマンエラーの形態］
人間に起因する誤作動の形は、次のとおり分類できます。

イ

リズム型
毎日の生活のなかで、脳の覚醒水準が変化する。日が昇るにしたがってどんどん高まって行き、お昼に絶好
調となり、その後ちょっと下がるリズムが人間にはある。
これは眠気という形であらわれるのと同じで、２３時から０６時、１３時から１４時は、注意しなければな
らない。

ロ

新人型
経験の少ない子供の場合とそっくりな行動でおきる。あわてやすいとか、注意が過度に一点集中、一つのの
とだけで動いてします。興味のあるもの、必要と思うものに向かってまっしぐらに動いてしまうのが特徴で
もある。
これを防ぐにため、新人にとって一番大事な事は、確認という動作をきちんと教えること。
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ハ

旧人方
ベテランの弱いところは、習慣行動と考え事である。ベテランの習慣行動にはすばらしいものがあるが、
習慣であるからその習慣からはずれたばあいに、誤ってしまう。一番弱いところは「分かってる」という
表現である。「もう２０年もやっているのだから目をつぶってもできる」といい、習慣でそのまま動くこと
が事故のパターンである。
「考えごと」についても極めて弱く、これが安全態度に非常に悪く表れる。また、落とし穴として、作業手順で、
次の手順を考えながら作業し危険の中に入ってしまうこともある。

ハ

緊急型
慌てたとき、急いだとき人間は、非常にもろく、非常時に知的活動の低下・停止がおこる。
落ち着けば他愛のないことでも、慌てたときはそれができかない。
緊急時対策というのは、とても難しいが、一つは緊急事態を作らないことで、先を読み、余裕をもつこと、
危険をあらかじめ避けること。危険予知訓練として教育すること。

ニ

高齢型
「年寄りの冷水」ではないのですがが、昔はできた、気持ちは若いものと同じ、は要注意です。
高齢者のかたは、さまざまな機能が落ちている事をもっと自覚したうえで行動することが大切となります。

ホ

不適応型
人間はさまざまな要因で変化する安全重視していた者が、家庭の悩み、慣れ、気の緩み、生活の乱れ、体力
の衰え等いえばきりがないが、により事故者に変わってしまう。
もちろん、人間関係がうまく行った、結婚し子供ができた等から安全重視の者になる。
このように人は簡単に変わる。

人間に対しての安全教育は、これからますます大切になると思います。
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ポイント 3

段取り七分。工程を制するものは

工程表とは、工事完成までの施工計画を基に

現場管理を制す〜工程管理〜

作成した実行予算を時間軸で整理したもので
す。
「工期内完成」と「コスト管理」の両面で、
段取り良く作業を進行するためには工程表の作
成は必須です。工程表には、①作業項目②作業
の日数③工事進捗率④作業の先行関係⑤工程を左右する重要作業など重要な管理要素が盛り込まれます。工程表には複数の
種類がありますが、その特徴を理解したうえで、現場管理に役立つ工程管理を行ってください。
工程表作成時の視点

視点 1. 工程表のラインは、工種単位ではなく作業グループ単位に作成する。

工程表は実行予算作成の際に考えた「作業グループ」単位に、1 ラインが構成されています。
1 日当たりの作業量と歩掛（必要な予定コストの積み上げ）から予算作成した際に計算された「作業グループの実質の作業
日数」を再度確認しながら工程表を作成することとなります。
※作業のグループ化及び作業グループの生産性を管理する方法については、前回の「ポイント 2：絵に描いた餅にしないた
めのコツ〔実行予算・生産管理〕」を参照してください。
視点 2. 工程表の 1 ラインに含まれる余裕日数や施工区間も把握できる工程表を作成する。
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この工程表からは「施工期間」や「作業順序」がおおまかに分かります。作業の開始日、終了日が明らかで、ある特定の日
に行われている作業や工事が一目で分かります。工事全体の流れを把握でき作成も簡単であることから、多くの工事で利用
されています。
下水道工事を例に説明します。上記の例では、作業グループとして「汚水管布設工」が作業延長で表示されています。ポイ
ントとして、5/10 ～ 8/10 の予定期間内で、作業日数が実際に何日予定されているのか、また（現場の段取りで分けた）施
工区間ごとに見るとどうなるのか表示した方が分かりやすくなります。同様に、他の作業グループも実際の作業予定日数等
が分かるように作成しましょう。小
規模工事や作業段取りが比較的容易
な工事については、『バーチャート工
程表』によるこの管理方法で十分だ
と思われます。しかしながら、大規
模な工事や作業も複雑に絡み合う工
事については、次の『ネットワーク
工程表』が必要です。
ネットワーク工程表は、ご承知の方
も多いと思いますが、先行作業とそ
れに続く後続作業の関係をはっきり
表したものです。作業グループの先
行関係を細かく把握でき、余裕のあ
る作業と余裕のない作業の区別や、
作業が遅れた場合の後続作業や全体
の工程に及ぼす日数の計算ができるなどの特徴があります。
バーチャート工程表に比べて作成には時間がかかりますが、複雑な工事の工程管理を行なうには理想的な工程表で、絶対的
な管理には欠かせないも
のだといえます。

視点 3. 出来高の進捗率も
確認できるようにする。

バーチャート工程表や
ネットワーク工程表には、
併せて「出来高累計曲線」
も表示しましょう
出 来 高 累 計 曲 線（S カ ー
ブ）を表示するメリット
は、①作業進行の度合い
がわかる②実行予算金額
が高いものは傾斜が急で
あることから、金額面で
の重要作業が分かることが挙げられます。出来高累計曲線は金額をベースに計算され、工事の利益に影響する度合いの高い
ものをひと目で確認できるため、これを活用しながら、出来高を予定通りにあげていくことが容易になります。
工程表作成時に忘れてはならないのは、工程表は実行予算と表裏一体であるということです。単なる作業工程だけを作成し
た場合には、それを基に工期内に工事は完成できても、コスト管理ができず大幅な持ち出しになってしまうということにな
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必見！

今すぐ使える！管理のテクニック第 16 回

今すぐできる環境対策 【vol.3】 環境法規を理解せよ！
環境に関する法律は、 昭和 40 年代の高度成長以降環境被害が続出したことを受け、 法制化され、 問題が発生する都度、 頻繁に改正さ
れている。 そのため、 常に最新の法令をチェックしておく必要がある。
法違反を犯してしまえば、 たとえ法律の内容を知らなかったとしても、 許されるものではない。
今回は、 建設工事に関連する環境法規を解説しよう。

廃棄物処理 ・ リサイクル関係法令
建設工事では多くの廃棄物を排出する。
化学物質が含まれることは少なく質的な影響は小さいが、 量的にはもっとも多くの廃棄物を排出する業界である。
廃棄物の不法投棄を防ぎ、 可能な限りリサイクルによって再利用することが求められている。

1． 廃棄物処理法
汚でい、 廃油、 廃プラ、 建設木くず、 建設紙くず、 建設繊維くず、 金属くず、 ガラスくず及び陶磁器くず、 がれき類、 ゴムくず、 コンクリー
ト破片などを「 産業廃棄物」 と呼び、 次の事項が求められている。
・ 処理許可業者を確認すること（ 不良、 不適格業者の排除）
・ 排出時にマニフェストを交付し、 廃棄物処理後に、 マニュフェストを回収し照合すること（ 不法投棄の防止）
・ 前年度廃棄実績を毎年 6 月 30 日までに報告すること

2． 労働安全衛生法
・ 解体 ・ 改修工事に伴う ｢ 石綿 ｣ 撤去作業時にこれを吸い込むと病気になるおそれがある。 作業開始前に労働基準監督署に建築工事計画
届を提出すること
・ 作業環境測定（ 6 ｹ月以内ごとに 1 回） 健康診断（ 6 ｹ月以内ごとに 1 回） を実施すること

3． リサイクル法
・ 再資源利用計画書、 再資源利用促進計画書の作成し減量を目指すこと。

4． 建設リサイクル法
大規模工事（ 解体工事 -80 ㎡以上、 新築 ・ 増築工事 -500m3 以上、 修繕 ・ 模様替工事 - １億円以上、 その他の工作物に関する工事（ 土
木工事等） -500 万円以上） の場合には、 リサイクルの状況についての届け出をすること。

大気汚染関係
青空背伸び男性建設工事に伴い、焼却によるばい煙、土砂の粉塵、石綿、フロン（ オゾン層破壊）、ホルムアルデヒド（ 人体への影響）等によっ
て生じるおそれのある大気汚染を抑制することが求められている。

1． 大気汚染防止法
・ 廃棄物焼却炉を設置して建設廃棄物の焼却する場合、 ばい煙発生施設の設置届、 ばい煙量の測定をする
・ 土砂の堆積場及び右記の施設を設置する場合（ 密閉型は除く） 一般粉塵発生施設の設置届を提出する
・ 解体 ・ 改修工事に伴う「 特定建築材料 ( 石綿等）」 の除去作業を実施する場合、 作業開始 14 日前に計画書を提出する

2． オゾン層保護法
解体工事、 改修工事においてオゾン層に影響がある空調設備、 消火設備等は専門業者により回収 ・ 破壊する

3． フロン回収破壊法
エアコン、冷蔵・冷凍機器（ ショーケース、自販機、冷水器等々含む） の機器の廃棄を委託された場合「 委託確認書」 の受理と写しの保存、
及びフロン回収業者の「 引取証明書」 の受理と写しを保存（ 3 年間） する。

4． 建築基準法
内装仕上げ ・ 換気設備及び天井裏等の工事において、 以下の規制がある
・ 石綿含有建材の使用禁止
・ クロスピリホス添加建材の使用禁止
・ ホルムアルデヒドに関する規制（ ①内装仕上げの規制、 ②換気設備の義務付、 ③天井裏等の制限）
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騒音、 振動、 悪臭
建設工事に伴い、 公共用水域（ 海、 川） に排水する場合は「 水質汚濁防止法」「 河川法」、 下水道に排水する場合は「 下水道法」、 浄
化槽を設置する場合は「 浄化槽法」 が適用される。
水質はいったん悪化すると、 元に戻すには数十年の年月を要する。 十分な注意が必要だ。

1． 水質汚濁防止法
公共用水域へ排水する施設（ 生コンクリートのバッチャープラント ､ 砕石の水洗破砕施設 ､ 水洗式分別施設 ､ 砂利採取の水洗分別施設（ 特
定施設）） 設置の際は以下の必要がある
・ 知事に 60 日前までに届け出
・ 排水基準 ( 排水基準を定める総理府令 ) 測定を実施

2． 下水道法
公共下水道への排水（ 一日 50m3 以上の汚水を公共下水道に排水する場合） は以下の必要がある
・ 公共下水道管理者にあらかじめ届け出
・ 排水基準（ 有害物質は排水基準を定める総理府令） ､ 生活環境項目については ､ 条例による。

3． 河川法
河川への排水（ 一日 50m3 以上の汚水を河川に排水する場合） は以下の必要がある
・ 河川管理者にあらかじめ届出

4． 浄化槽法
浄化槽 ( 合併処理浄化槽） を設置する場合は設置の届出、 および使用廃止後 30 日以内の届出を実施する。

土壌汚染
土壌汚染対策法は、 土壌汚染された土地の所有者等に対する規制だが、 汚染土壌を搬出する段階で施工業者にも規制がある。
・ 土壌汚染対策法
土壌汚染のおそれがある土地（ 3,000 ㎡以上） の土地形質の変更の際は、 工事着手日の 30 日前までに都道府県知事に届出し、 土砂排
出の際はマニュフェストを発行する
－－－－－－－－－－
上記の法規制以外に、 地方公共団体の条例や、 指針、 要綱、 マニュアル、 ガイドラインがある。
工事開始前に、 市町村の環境法担当部署に問い合わせて、 当該地域に該当する法規制について確認したのち施工する必要がある。
環境はいったん汚染してしまえば、 元の状態に戻すのに長い年月がかかる。
美しい地球を守るためには、「 環境法規制を知らなかった」 ではすまないのだ。
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「コマツ vs キャタピラー」あなたはどっち派？
建設現場に不可欠な建設機械メーカー
「コマツ vs キャタピラー」
建設現場に不可欠な機械メーカーと言えば、
キャタピラーとコマツの 2 社を挙げる建設技
術者・技能者が多いのではないでしょうか？
説明不要でしょうが、キャタピラーはアメリ
カに本拠地を置く、世界を代表する重機メー
カー。油圧ショベルや、ブルドーザなど建設
重機に力を入れており、世界シェアナンバー
ワンを誇る、言わずと知れた大企業です。
一方、コマツはキャタに打って変わって、東
京に本拠地を置くメイド・イン・ジャパンの
大手重機メーカー。コマツの建設機械は、日本でシェア・ナンバーワンを誇ります。日本以外の国にも進出しており、アメ
リカやヨーロッパなどでも知名度は高く、ICT 建機などで今後さらに成長すると言われている注目の重機メーカーです。
世界中の建設現場で比較されるコマツとキャタピラー
キャタピラーとコマツの建設機械については、日本の建設現場だけでなく、世界中の建設会社がよく比較しています。
例えば、キャタピラーとコマツのブルドーザが土を押しながら走る「対決動画」がユーチューブにアップされており、そ
の結果について世界中からコメントが寄せられているのをみても、両社への注目度の高さが伺えます。
では、キャタピラーとコマツの建設機械は、現場目線ではどちらが勝っているのでしょうか？
「コマツとキャタピラー、どっちが好き？」というアンケートを実施し、この記事で白黒をハッキリつけたいと思います（言
い過ぎ？）
。

キャタピラーの建設機械の特徴
よく、こんな話を聞きます。キャタピラーの建設機械は、とにかくパワーが強く、足回りもしっかりしていて早い！
それもそのはず、キャタピラー社の製品は、アメリカを代表する戦車にも影響を与えたほどです。初期の戦車は、当時のキャタピラー
社の代表的な製品である無限軌道トラクターを改良したものだといいます。戦闘用の車両にも影響を及ぼすくらいのパワーがキャタ
ピラーの建設機械にはある、という事実が、建設機械に乗る業界人もうならせるパワーなのでしょう。
建設現場で機械のパワーは必要不可欠です。また、世界の建設業では、とにかくスピードを重視する傾向も強いため、アメリカのみ
ならず、売り上げの半分以上は、アメリカ国外という事実もあります。
日本では、元は三菱株式会社のベンチャー企業として誕生し、現在はキャタピラージャパンとして日本でも人気を誇っています。
とにかく作業性を考えて作られた建設機械、というのがキャタの特徴でしょう。あのロゴマークもかっこいいですよね。

コマツの建設機械の特徴
コマツの建設機械で好評なのは、
「操作性」というのが専らの現場の声です。コマツの建設機械は、キャタピラーに比べて操作が非
常にしやすいように作られており、機械を使った細かい繊細な動きも可能にしています。
日本人は古くから繊細な技が世界から評価されているモノづくり大国です。そんな日本人のハートを強く掴んだのが、このコマツの
操作性能でしょう。だからこそ、日本でトップシェア率を誇っているのだと思います。
そして、コマツの凄さは ICT 建機だと私は思っています。ICT とは情報通信技術のこと。今の建設現場では自動化が進んでおり、コマ
ツはその自動化や無人化を実現するために次々に市場に新しい製品を投入してきています。
例を出すと、
無人ダンプトラック運行システムである「AHS」というシステムがあります。AHS とは、道路と車が連結で情報を取り合い、
様々な信号を送ることで交通事故を防ぐことを目的とした次世代のテクノロジーです。
こういった最先端技術をサービスや建設機械に取り入れてくるところが、コマツの凄さと言えると思います。実際、国土交通省が実
施している ICT 土工の講座でも、ほとんどコマツの建設機械が使われています。
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コマツとキャタピラーのバックホーを操作した私の感想
私自身、現場でバックホーなど両メーカーの建設機械に乗って作業したことがありますが、まずキャタピラーのバックホー
の感触は、足回りがしっかりしていて、とにかくタフだと感じました。
少しくらいの山道なら難なく上っていきます。そしてキャタピラーのバックホーで最も魅力的に感じたのは、重量のあるも
のを吊ったときに、普段あまりバックホーの乗らない私でも分かるほど、コマツの建設機械とは力の差があると感じました。
また少々の重いものでも、吊り上げたまま走行することも可能です。※やってはいけない行為です
一方、
コマツのバックホーは何といっても、操縦のしやすさが一番印象的です。あまりバックホーの操作が得意でない人も、
あの操作性能ならば簡単に乗れると思います。
パワーはキャタピラーのバックホーに比べて落ちますが、油圧による機械の揺れが少なく、コマツのバックホーは乗り心地
が抜群に良く快適です。
私の率直な感想は、パワーのキャタピラー、安定性居住性のコマツという印象です。

コマツとキャタピラーの対決の行方は？
現在、日本のシェア数でいえば、コマツが抜きんでているのが事実です。しかし、キャタピラーの建設機械も本当に素晴
らしく、数々の世界的な出来事や開発に革命を与えている、いわば建設機械の礎のような存在です。
裏を返せば、キャタピラーのダイナミックでパワフルな重機と真っ向から対決しても勝負にならないと分かっていたからこ
そ、コマツは日本人向けの建設機械を開発し、先手を打って最先端の ICT 技術を貪欲に取り入れたサービスを提供したのか
もしれません。
よく比較されるコマツとキャタピラーの両メーカーですが、両社とも今の建設現場にはいなくてはならない存在であるこ
とは確かです。仮にどちらかの製品が、建設現場に流通しなくなったら確実に業界全体が困ります。それだけコマツとキャ
タピラーの建設現場における存在は大きいということです。
日本の市場だけで見れば、コマツの勢いはすごいですが、キャタピラーの建機も、日本で十分に素晴らしい品質を証明し
ています。一概にどちらが凄いというのは非常にむずかしいですが、しいて言うなら、キャタピラーが全く新しい ICT 技術
を取り入れてきたら、日本でもシェア率トップを勝ち取る日が来るかもしれません。
キャタピラーの追い上げをひそかに期待しているのは、私だけでしょうか？

建機のコマツはなぜ「和製アップル」なのか？

規模で負けても事業で勝てばよい！ 日本らしい戦い方

売上高は最大手の半分だが利益では凌駕！「和製アップル」、その名はコマツ
コマツ（小松製作所）は、ショベルカーやダンプカーなどを製造・販売する建設・重機械メーカーだ。製造業関係者の方々
には説明すら必要ない有名企業だが、読者の中には「名前は知っているが、詳細は知らない」という人が多いのではないか。
創業者は、元内閣総理大臣である吉田茂の実兄、竹内明太郎氏。石川県小松市で産声を上げ、そのまま社名にしている。
元ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手の父親がコマツで働いていた縁もあり、松井選手が CM に出演していたこともあ
る。
地域社会や取引先を大切にすることでも有名で、サプライヤーで形成される「みどり会」は国内で参加企業数が 150 を超え、
アメリカ、中国にまでネットワークが広がっている。また、工場跡地を活用した地域社会向け施設の建設やイベントを開催
するなど、小松市民自慢の企業だ。
業績もすこぶる堅調。アメリカに拠点を置く建機業界最大手のキャタピラーに次ぐ、第 2 位の優良企業だ。
コマツの強さは収益力だ。売上で比較すると、巨人キャタピラーの約 5 兆円に対してコマツは約 2 兆円と半分以下だ。し
かし利益率では、年度差はあるがキャタピラーを凌駕している。
一般的に、製造業においては規模の論理が働くので、これほど売上規模に開きがあれば収益力にも大きな差が出る。コマ
ツは、それをダントツのモノづくり力と商品力、そしてビジネスモデル力でカバーしている。
昨今、世界中で規模を争う戦いが始まっている。先頃、日本が誇る三菱重工業がフランスのアルストムの買収合戦に、シー
メンスとタッグを組んで参戦した。結果は GE に軍配が上がった。年商 3 兆円を超える三菱重工が、世界市場で行われる業
界再編の「規模の戦い」に乗り遅れ、さも「負け組」かのような報道がなされている。
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筆者は、知恵や技術で確かなモノづくりを行ってきた日本企業にとって、規模というベクトルだけで戦うことは、決して
あるべき姿とは思えない。「規模では負けても事業に勝つ」ことはできるはずだ。
アップルはユニークなビジネスモデルの構築が賞賛され、日本企業はモノづくりばかりしていると揶揄される。しかし、
日本にもビジネスモデルを武器にして、世界で活躍する企業が存在する。しかもビジネスモデルだけではなく、日本のお家
芸であるモノづくり力も加わり、製造業でありながら利益率が 10％を超える超優良企業が存在する。
それが「KOMATSU」だ。
実はアップルの iTunes と同じモデル
「KOMTRAX」というダントツ技術
コマツは、ダンプカーやショベルカーを製造販売して
いるが、利益の大半をそのメイン事業以外から叩き出し
ている。そう、アップルが iPod ではなく iTunes で稼ぐ
のと同様のモデルを、すでに構築しているのだ。
コマツの事業モデルを語る上で、
「KOMTRAX」
（コムトラックス）の話題は欠かせない。KOMTRAX とは、建設機械に搭載
された GPS（全地球測位システム）や各種センサーにより、建設機械の情報を 1 台 1 台遠隔で把握するシステムで、コマツ
が独自に開発したものだ。
KOMTRAX が取得する情報は多岐に渡る。車両の位置情報、車両の稼働時間、作業内容、燃料の残量、エンジン負荷などだ。
これらの情報はインターネットを通して、ユーザーや販売代理店に提供される。
この情報はユーザーにとって、宝の山である。中国でこんな話があった。
「〇△現場の機械は 100 時間エンジンをかけていたのに、仕事をした形跡は 80 時間しかありません。20 時間エンジンを無
駄にかけていた可能性があるので、運転手に指導されてはどうですか」
コマツの営業マンが、鉱山運営企業にこう助言した。
鉱山運営企業が、ある日こっそり現場確認に訪れると、昼休みにエンジンを切らずに休憩していた中国人の姿を発見した。
しかも、2 つの工程をこなすために交互に車両を使いこなすのだが、別の車両を使っている間もエンジンを切っていないと
いう事実までも発覚した。
ある企業では、KOMTRAX を勤怠管理に使用している。鉱山のゲンバは山奥にあるのが一般的だ。現場管理者を毎日派遣
していてはコストがかかってしまう。KOMTRAX はエンジンを稼働した日時をログとして確認できるので、いわゆるタイム
カード代わりに使用できる。しかも、エンジンをかけたタイミングだけではなく、その後の作業内容まで記録が取れるので、
エンジンをかけてその後サボっていることなどはできない。
こんな話もある。KOMTRAX は「盗難防止」に効果があるのだ。建機は高価なものなので、中国をはじめとする新興国で
は盗難の対象となることも多い。しかし KOMTRAX を搭載していると、GPS で盗まれた建機がどこにあるかを確認すること
ができる上、遠隔操作で作動を止めることもできる。コマツの建機は盗難率が下がり、保険の金額設定が変わったらしい。
KOMTRAX というユニークなシステムが、ショベルカーやダンプカーを購入していた企業の多様な悩みを解決している。
顧客からすると、コマツは単なるショベルカーなどのモノ売りではなく、自分たちの多種多様な課題を解決してくれる事業
パートナーなのだ。

ベストな部品交換のタイミングを知ることはお金に換えがたい価値
こんな話があった。
「この機械はそろそろ部品の交換が必要です」と、コマツの営業マンが助言をした。
すると施主は、
「コマツさんはそう言って、部品を売り込みたいんやな。商売上手やな」と取り合わない。
数週間後、建機は実際に故障してしまい、現場は 2 日間止まってしまった。施主は、「コマツさんの言うことを聞いとけ
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ば良かったわ。2 日現場が止まるくらいなら、部品交換の方が安かったわ」と嘆いた。
部品交換のタイミングの判断は難しい。ユーザー側は、少しでも長く使いたい。一方、故障してゲンバが止まることはもっ
と避けたい。顧客にとって、ベストな部品交換のタイミングを予測できたら、何にも代えがたい価値であったのだ。
コマツ社内には、過去の不具合情報、開発時の解析・実験データが膨大に蓄積されている。この情報と稼働時間・エンジ
ン負荷状況などの実績情報を加味すれば、部品の交換時期の予測が可能と判断し、同社はこの虎の子の情報を有効活用する
ことにした。
「使用累積時間が○□▽×時間を超え、かつ高出力作業が△○×□時間を超えたあたりが、部品の交換時期です」
しかし、思わぬ落とし穴が出てきた。「コマツさん、誰かがストップウォッチで測るんですか？

そんな余力ありませんわ」

と逆に不評だったらしい。
あるとき、取引先の様子うかがいのために、現場視察を兼ねて営業マンが訪れた。すると、ちょうど事務所に「部品が故
障したので交換してほしい」と連絡が入った。顧客は「コマツさんタイミング良いな。部品交換や。仕事になったな」と笑い顔。
コマツの営業マンは、
「私が行ってきます」と意気揚々と出かけて行った。
しかし、現場は山奥。しかも、広大な作業エリア内のどの車両が故障したのか、顧客も正確に把握していない。結果、コ
マツの営業マンは大きな交換部品を持って、数時間トラックで彷徨うこととなる。

モノと IT を組み合わせてシステム化 「価値づくりプロセス」から生まれた KOMTRAX
KOMTRAX は「価値づくりプロセス」に密着することから生まれた。しかも、KOMTRAX が秀逸なのは、モノと IT を組み
合わせてシステム化した点だ。GPS アンテナをモノとして搭載する。その情報を IT を通じて集計する。センサーを搭載して、
稼働時間や機械への負荷状況をデータ収集する。同じく、これをサーバーへ転送し、IT を使ってデータ化する。今流行りの「IoT」
（モノのインターネット）を、数年前から実現していたのだ。
どこの企業も、口では現場主義と言う。しかし、大概の時間を「モノづくりプロセス」の社内で過ごす。私が尊敬するあ
る製造業の代表の方の言葉だ。
「利益は社外にしかない。社内にはコストしかない」
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りがちです。工程表の裏側にある「1 日の出来高進捗予定」「1 日のコストの予定」を踏まえたうえで、工程管理を行なうこ
とが重要です。
次号では、実行予算から作成した工程表がどのように会社の部門間で役立つのかについて説明していきます。

ショベルカーやダンプカーだけではない

IT やサービスを複合化した市場創造型企業

一方、営業サイドはコスト意識が強いので、
「付加価値を加えて、価格据え置きの方が売りやすい」と反論する。喧喧囂
囂の議論が続く。この議論に終止符を打ったのは、当時社長であった坂根正弘氏だった。
「KOMTRAX を全ての車両に標準搭載するが、価格は据え置きにする」という、実質的には KOMTRAX を無償提供する決定を
下した。社内では様々な意見もあったが、結果的にこれが功を奏した。標準搭載されたことで、KOMTRAX の価値を全てのユー
ザーが体感した。付随する関連サービスの購入にもつながった。他社との圧倒的な差異化につながり、コマツの車両は中古
市場でも値崩れしなくなった。
坂根正弘氏の頭には、モノとしてのショベルカーやダンプカーから、KOMTRAX やその他の IT やサービスを複合化させた
「市場創出型企業」としての姿が存在していたのだろう。「2％分のコストは、サービスやソフトで稼げばよい」と。アップル
が iTunes で稼ぎ、ハードに投資したモデルを実践していたのだ。
まさに、和製アップルだ。

ビジネスモデルとは「モノづくりプロセス」と「価値づくりプロセス」のすり合わせ
「価値の交差点」――。 この交点をどのように創出していくか。どこで稼ぎ、どこに投資するか。この事業モデルの設計
が重要だ。その事業モデルを考えるときにブレイクダウンしていく思考の軸に関して、触れてみたい。
考えるコツは、
「価値」もしくは「体験」＝「行動」＋「機能」で考えてみることだ。コマツの例で考える前に、身近な iPod と
iTunes で考えてみよう。
iPod ＋ iTunes で提供している価値や体験は、
「いつでも、どこでも、好きな音楽が聞ける」ということ。では、この「価値」
もしくは「体験」を一旦「行動」に分解し、その「行動」を実現するための「機能」に分解して考えてみる。
自分が聞きたいアーティストの曲やアルバムをネットから検索する行動、そのコンテンツをダウンロードする行動、保存す
る行動、音楽を聞くという行動。厳密に言えばもっと細かい定義が必要だが、便宜上簡易的に済ませる。
次に、行動を実現するために必要な機能に展開する。ネット上で検索する機能、ダウンロードする機能、保存する機能、
再生する機能、携帯可能という機能となる。携帯可能とは、小型・軽量でありながら蓄電の機能を持ち得る、音楽を購入し
た対価を支払う機能などだ。
次に、これらの機能をモノで実現するのか、サービスで実現するのか、IT で実現するのかといった、役割分担含めてデザ
インしていく。
保存という機能の実現などはさほど難しくはないだろう。フラッシュメモリを使うなど、選択だけの問題であるかもしれな
いし、その他の周辺機器との取り合い
なども、通常の「モノづくりプロセス」
の範囲内だ。いささか慣れが必要なの
は、検索という機能やダウンロードな
どの機能を考えるときだ。
連載第 10 回でも触れたが、音楽を
ネットからダウンロードするためには
著作権の取り扱いがキーファクターと
なる。ここをクリアしなかったソニー
のメモリースティック・ウォークマン
は、ダウンロードに膨大な時間を要し、
使い勝手が悪いシステムとなってし
まった。
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逆に iPod ＋ iTunes は、ジョブスが著作権問題をクリアにするために各レコード会社の CEO を直接口説いて回り、解決した
ことで、すっきりしたシステムが完成した。
ポイントは、その機能を実現すれば良いのではなく、実現手段としてユーザーにどの程度負担を強いるかという視点だ。
この視点が使い勝手に影響を与える。ジョブスは、「シンプル」にこだわった。彼は、ユーザーの操作の回数を基準に考えて
いた。iPod から電源ボタンが消えたのも、この理由からだ。
「画面に触れば自動的に電源が入ればよい。わざわざ電源を押す必要はない。間違って押したのであれば、その後連続して
操作しなければ自然と電源が落ちる仕組みにすればよい」
ショベルカーを運転するためには、免許が必要だ。その教習所まで運営している。工事現場にはプレハブ式の事務所が必
要だ。その販売施工を行う会社もある。ショベルカーは運搬が大変だが、配送会社もあるし、鉱山を効率的に掘削していく
ために助言をするコンサルティング企業まである。
「ショベルカーを買うにもお金がないんですよ」となれば、
「グループ会社でローン会社があります」となる。古くなった車両
を買い取る中古車販売もある。まさに、ゆりかごから墓場までコマツが面倒を看ている。
こう見てくると、
コマツはモノづくり企業というよりも、サービス・IT 企業ではないかと思えてくる。
「価値づくりプロセス」
に該当する企業群の方が、はるかに多いのだ。ちなみに、保守部品の売り上げが全体の 2 割程度だが、利益で言えば 6 割に
相当する。
価値あるすり合わせを発見しよう！
筆者は、グローバル化とはローカル化と思っている。ネットの普及などの様々な要因により、世界はフラット化すると言
われ続けている。これは、相対的には真実である。
しかし、フラット化す
ればするほど、人は人と
異なる価値を求め始める。
この繰り返しだ。最終的
には、日本企業は「日本」
という原点に立ち返るべ
きだと思う。和食が世界
遺産に登録されたように、
日本には蓄積された歴史
の重みがある。
「日本」自
体がブランドなのである。
東京オリンピックの誘
致プレゼンで、流行語に
も な っ た「 お も て な し 」
の精神。日本人は、きめ
細かなユーザーの視点に
立った思考が本来得意な
はずだ。その視点を活か
し て、 モ ノ と サ ー ビ ス・
IT を存分にすり合せて「日
本らしい」事業モデルを
創っていこうではないか。
そもそも、和食が世界的に評価された要素の 1 つに、料理そのものだけではなく、その料理を出す店や人の精神も含まれ
ている。表現を変えれば、料理というモノ単体だけではなく、その料理を食べるユーザーへのサービスまで含めた、プラッ
トフォームとしての価値を織りなしている。だからこそ、高額なサービス料をチャージすることができるのだ。
日の丸製造業は、そろそろ「和製アップル」へと脱皮すべきではないか。
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副社長が行く現場探訪

第 50 回

第 20 回 給排水衛生設備工事、空調換気設備工事 -2 編
ここでの監理者の心構え
設備工事は大きく電気設備工事と機械設備工事に分けられます。機械設備工事には、給水工事、排
水工事、空調工事、保温工事、ガス工事、消防設備工事、衛生器具工事などが含まれます。建築工
事を統括する現場代理人がいますが、設備工事会社でも現場代理人が選任されて、設備工事全般を
施工管理し、建築工事や他の専門工事との調整をしながら進めます。
監理者は建築、機械設備、電気設備の各現場代理人を集めて定例会議を開き、仕様の決定や変更
事項への対応などを協議しながら工事監理をします。たとえば設備機器が変更になれば、建築工事
の納まりが変わったり、電気の容量が変わったりすることがあります。建築工事、電気設備工事、
機械設備工事は相互に関連しているので、監理者は総合的な検討が重要になります。

3．パイプスペース（パイプシャフト）
パイプスペースは建物の各階の同じ位置にあり、設備配管、電気配線が縦につながっています。また、各住戸に 1 箇所ずつ設けられて、
水道メータ、ガスメータ、電力メータ、場合によっては給湯器などもパイプスペース内に設置されます。
パイプスペースは住居者が普段活用する場所でないために、できるだけ寸法を小さくすることが求められます。設備業者はパイプス
ペースの詳細施工図を描いて、納まりを検討します。監理者はパイプスペースの検討した結果を確認します。
パイプスペースは、コンクリートやブロックで作成し扉を付ける方法や、下の写真のように鋼板で囲って扉を付ける方法などがあり
ます。

1. パイプスペース外観

写真のパイプスペースの鋼板は錆止め塗装までで、仕上げ塗装はこれからです。
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2. パイプスペースの内部

パイプスペースの内部です。まだ、メータ類や給湯器は付いていません。

3. 竣工時のパイプスペース

パイプスペースの上部には給湯器が付いています。

給湯器

竣工に近い時期のパイプスペースの状況です。

4．給水設備
①給水引込と水道メータ
給水は道路に埋め込まれている給水管から敷地内に引き込みます。敷地に入ったところに給水管の仕切弁があり、給水を
止めることができます。
仕切弁

水道メータの箱
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水道メータ

分譲マンションの場合

竣工後の建物内の給水管工事は、ここの止水栓を止めて工事をします。 パイプスペースに各住戸の水道メータが取付けられます。

②配管工事
配管の色を変えることによって、種類が識別されています。水色は給水管、オレンジまたはピンクは給湯管、緑色は床暖房、ユニッ
トバスの追炊きと乾燥機です。クリーム色はガス管です。
住戸内の配管工事

床暖房設備
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③給水管の圧力試験
給水管は一定時間、規定の圧力をかけて、給水管の接合部分などに漏水がないか試験をします。
給水管の圧力試験

5．受水槽と高架水槽
道路の給水管には圧力がかかっているので、低層の建物はその圧力だけで水を配ることができます。集合住宅のような高
層になった場合には、上階では水圧が落ちて水が上がっていきません。給水にさらに圧力を加えて揚水する方法、受水槽に
いったん水を貯水し、ポンプで各住戸に配る方法、ポンプで高架水槽に揚水して、高架水槽から落差を利用して各住戸に送
る方法などがとられています。

①受水槽
受水槽は給水をいったん貯水しておく貯水槽です。
1. 受水槽の基礎工事

2. 架台組立て

3. パネル組立て
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他の事例ですが、完成した受水槽です。
受水槽の外観

受水槽の揚水ポンプ

②高架水槽

受水槽から屋上にある高架水槽に揚水ポンプで水を送ります。

高架水槽に貯水した水が、落差を利用して各住戸に送られます。
1. 高架水槽の外観

3. 高架水槽の配管
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2. 高架水槽のオーバーフロー管

6．配管の養生
配管が傷つけられて漏水が起こると、住生活に大きく影響を及ぼします。工事中に配管を踏んだり、物をぶつけて破損し
たりすることがないように、職人への注意喚起や養生を行っています。
配管への注意喚起表示
注意書きには、「お客様の大切な財産です、傷つけないように
大切にして下さい」「配管を踏まない、配管の上で作業をしな
い、配管の上に資材を置かない、配管の上に工具を置かない、
配線に資材を立て掛けない」などの言葉が記載されています。

配管の養生
配管が乱れて踏まれないように、ビニールでカバーしています。

配管の上を直接歩かないように、板でカバーをつくり養生してい
ます。

達

現場管理の達人
工事監理ガイドライン・工事監理チェックリストは
前号に記載しております
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玉串奉奠（たまぐしほうでん）の作法

今回は玉串奉奠（たまぐしほうてん）の作法をご紹介します。

玉串とは、神道の儀式に用いられる、榊（さかき）などの常緑樹
に、紙垂（かみしで）をつけたものをさします。
地鎮祭では参加者が順番に神前に玉串を納めていきます。
この時神主さんから作法の説明があると思いますが、事前に知っ
ておくと緊張せずに行うことができます。
1. 一礼して玉串を受け取る

玉串の持ち方
一礼して玉串を受け取る 玉串の持ち方玉串の持ち方順番
が来たら祭壇に進み、まずご遺族に会釈をします。神官の
前に進み出て、一礼してから両手で玉串を受け取ります。
このとき、右手は根元を上から包むように、左手は枝先を
下から添えるようにして持ちます。
2. 根元を祭壇に向けて玉串案の上に置く

玉串の回し方
そのまま玉串案（玉串をのせる台）
の前まで進み、祭壇に向けて一礼
します。
まず右手で持っている根元を手前
にして玉串を縦にします。今度は
根元を左手に持ち替え、根元が祭
壇に向くよう、右回りに半回転さ
せます。
根元を祭壇に向けて玉串案の上に
置きます。
なお、地方により榊の枝を使用し
ない所もあります。
3. 柏手は音を立てずに

柏手は音を立てずに 正面を向いたまま 2 ～ 3 歩退き、二礼してから柏手（か
しわて）を 2 回打ちます。このときの柏手は「忍手（しのびて）」といって音
を立てずに打つのがしきたりです。
最後に再び一礼して退き、神官やご遺族に会釈してから席に戻ります。
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答え
Ｑ１の答え

Ｑ２の答え

33

新連載 「ゴルフから学ぶ」

第 3 回「恥をかかないための服装マナー」
ゴルフの服装マナーは、ゴルフ場によってさまざま。
今回は、格式の高い読売カントリークラブの服装マナーをご紹介していきます。以下の通りにしておけば文句を言われることはまず
ないでしょう。やはり不安だという人はゴルフ場の HP をチェックしてドレスコードを確認するか、直接電話などで問い合わせるか
して確実な方法をとってください。

1.1.

これで大丈夫！プレー時の服装
これで OK ！恥をかかない服装
男女それぞれ画像の左側が OK な服装で右側がマナー違反の服装です。
※これは一例として取り上げた「利府ゴル
フ倶楽部」のドレスコードです。
ドレスコードはゴルフ場によって異なり
ますので、自分が行くゴルフ場はどうなっ
ているか、確認するようにしましょう。
男女共通でマナーを守った服装は以下のと
おりです。
◎

トップスは襟付きのシャツ
（ポロシャツで問題ありません）

◎

長いパンツ
（チノパンなど）

◎

シューズはゴルフ用シューズ

（スパイクレス、ソフトスパイクだとまず大
丈夫です）
◎

女性もベルト着用

（プレー中はシャツの裾をパンツに入れてプ
レーするので、ベルトをしているかどうか
は見えます）
◎

帽子、サンバイザーを持参

（ゴルフ場によっては義務付けられているので注意です。特に形状に指定はありません。キャップ、ハンチング、またはニットなど、
好きなもので OK です）

ギリギリ OK ライン
特別に格式高いゴルフ場でない限りは、以下のものは許可されていることがほとんどですが、不安ならやはりゴルフ場に確認をとっ
てください。
▲

短パン、ショートパンツ

（必ずしもダメ、というわけではありません。特に女性はスカートスタイルのゴルフウェアなどもあるくらいですので、だいたいのゴ
ルフ場で許可されています。しかし短パンやショートパンツの場合は男女共に、ハイソックスは必須です。また、プレー中はボール
を追って茂みにも入りますし、ゴルフ場は自然に囲まれているため虫も多いです。虫除けスプレーを持参するなどして対策する必要
があるでしょう）
▲

スカート、ワンピース

（しかしこれも短パンの時と同様、くるぶしが隠れる靴下、ハイソックスをはきましょう）
▲

運動靴

▲

ロングネック

▲

アンダーウェアの着用（半袖の下から長袖のアンダーウェアが除くような形）
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この服装はダメ！● T シャツ
●ジーンズ
●ジャージ
●タンクトップ
●芝を傷つける恐れのあるシューズ
（野球用スパイクなど、ゴルフ以外のスパイクや、金属
の鋲が付いたスパイク）
冬の服装について
カーディガンやダウンベスト、薄いシャカシャカジャ
ケットを着用して OK です。
耳当てやタートルネック、ネッグウォーマーの使用も
OK です

1.2. これなら大丈夫！入場時の服装
高級ホテルのロビーに行くつもりで。ビジネスカジュアルをイメージしてもいいでしょう。
※プレーする服装のまま来てはいけません。
これで OK ！恥をかかない服装
◎

ジャケット持参

（一応は持参して行った方が良いでしょう。夏場は持参
していなくて OK なゴルフ場もあります）
◎

女性は革靴や低めのヒール、パンプス

この服装はダメ！
● T シャツ
●デニム
●スニーカー
●ヒール

２

ゴルフ場でのマナー

●サンダル

ゴルフ場側は、皆さんがゴルフを楽しめるよう、日々ゴルフ場を整備しています。気持ちよくゴルフができる場を維持するために、
マナー違反のゴルファーには注意をすることも。
ゴルフ場全体を通して注意したいこと、そしてコースの中それぞれで注意したいことをまとめました。

2.1. ゴルフ場全体でのマナー
直接ゴルフ場を傷つける行為は当然、マナー違反。そして品の良いプレーを求められるゴルフでは、景観や品格に傷をつけること
もマナー違反です。
（１）ゴルフ場を傷つけるマナー違反
自然がいっぱいに広がるゴルフ場ですが、
それを維持するのには多くのコストと手間をかけています。
「自然を守る」ことは、
ゴルファー
の最低限のマナーです。
●木の枝を折る、土を掘り返す等の破壊行為は禁止です。
●禁煙です（指定の場所があるゴルフ場もあります）
。
●シューズは行き帰りとコースで履き替えましょう。( 外の雑菌を繊細なグリーンに持ち込まないためです）
（２）景観や品格を傷つけるマナー違反
ゴルフは紳士のスポーツと言われます。
「誰にも迷惑をかけていないから」と好き勝手な格好をしていると注意を受けます。
同組の人にも恥をかかせるので注意です。ついついやってしまいがちな、以下の行為には特に注意しましょう。
●首や頭にタオルを巻いてはいけません。
●上着の裾はズボンに入れましょう。
（ただし、女子用のもので、裾が短いものは OK なこともあります）
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社員コラム「ENDO-FUN ！」
このコラムは掲載者が次回の記者を指名し持ち回りで、企画を継続させていきます。

掲載内容な、趣味の事・現場の事・なんでも構いません。関連写真及び自己紹介写真の提出をお願いします。
提出先は、Mail：8333@endo-k.co.ip

題名 「働き方改革」

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

木村大輔【所属：土木部 課長】

皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
２０１９年、平成最後の年がスタートしました。５月には新しい年号に変わりますね。
みなさんは正月休み、どの様にお過ごしになられましたでしょうか？

え、私、例年通り 酒正月 です。

すみません。
改めまして土木部の 木村大輔 です。 私は平成１６年６月に入社し現在１５年目になります。
私は地元の石巻工業高校 ( 土木科 ) を卒業し、仙台の建設会社に就職しましたが２９歳の時に石巻に戻ってきました。
入社して１４年半が経ちますが、現在に至るまで諸先輩方や同僚の皆さん、また協力会社の人に御指導を頂きながら多くの
現場を担当させて頂きました。感謝を申し上げるとともに、これからも宜しくお願い致します。
現在、私は佐須浜地区の防潮堤 ( その１・その２) 工事を担当しています。その１工事はほぼ完成し、今月末の検査に向けて
準備を進めております。その２工事は水産技術センター前の防潮堤を施工しています。
海上での作業もありますので気象を常に把握し、安全管理に細心の注意を図り、現場を進めていきたいと思います。
話は変わりますが、みなさん標題の「働き方改革」についてお考えになった事はありますか。
昨年６月に『働き方改革法案』が国会で可決され、今年の４月には各法案が施行されるそうです。
当社においても、昨年８月の遠藤興業グループ安全大会において副社長より「働き方改革」をこれから推進していくとい
うお話がありました。この機会に「働き方改革」についてちょっとだけ勉強してみました。
国 ( 政府 ) が掲げる働き方改革には大きな３つの課題があります。１つめは『長時間労働の改善』、２つめは『非正規と正社
員の格差 ( 同一労働・同一賃金 )』、最後に『労働人口不足 ( 高齢者の就労促進 )』の３つだそうです。
私は最後の『労働人口不足』が建設業界にとって重要な問題ではないかと考えます。
日本は今、
少子高齢化の波を受けて 10 年後には約 1,000 万人もの労働者が減少すると言われています。建設業界においても、
55 歳以上の労働者が全体の約 3 割を占めているそうです。近々、定年が 70 歳迄に延びる話もありますが、5 年 10 年後に建
設業は今より人材不足になるのが明確です。
では、その代わりに 20 代や 30 代の若い世代の人達が同じぐらい建設業界に入ってくるでしょうか。
平成生まれの若い世代は就職するまでの約 20 年間、土日祝日を休んで生活してきました。
土日休みに慣れている若い人達が、休みが少なくイメージの悪い建設業界に好んで入ってくる人が多くいるとは思えません。
今、こういった現状に歯止めをかけようとしているのが『 週休二日制 』です。
建設業界では 2021 年度末までに週休二日制を定着させる事を目標にしているそうです。現に国交省工事では定着してきま
したし、県工事でも週休２日モデル工事が若干ではありますが発注されています。これから県や市の工事も週休二日制の導
入が進んでいくと思われます。ただ『週休二日制』を導入することでいろいろな問題が発生してきます。生産性の減少、工
期の問題、総収入の減少などが、皆さんも真っ先に頭に浮かぶ問題ではないでしょうか。
しかし建設業界は、早かれ遅かれ『週休二日制』になるでしょう。
私はこの「働き方改革」の働き方の意味にはもう一つの意味があると思います。本来の意味は企業側が労働者に対して働
く環境を変えていくというものですが、もう一つは労働者個人が「働き方」を変えていくという意味にも思えます。週休二
日制が導入されれば当然生産性（出来高）が減りますし工期も厳しくなります。そして生産性が下がれば当然給料も減ります。
今迄通りの働き方をしていれば会社や我々労働者が決して良くない方向に向かうのは火を見るよりあきらかです。おめえに
言われなくてもわかってるよー

と言われるのはわかっていますが、私もこれから自分自身の「働き方」を考え、変化させ

ていかなければ、現場管理がうまく行かないと思っています。みなさんも「働き方」について、この機会に一度お考えになっ
てみてはいかがでしょうか。
新春早々、固い話ですみませんでした。
次頁につづく
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次は、いま私が担当している渡波の佐須浜地区について紹介したいと思います。
まずはサンファン館
地元の人ほど行かないんですよね（笑）
私も 2・3 回しか行ったことがないです。
冬はサンファンをライトアップしています。

⇒

入館しなくても道路から間近に見る事が出来ます。
とてもきれいですよ。

つづいては佐須浜漁港です。
土日など休日は大勢の釣り人が訪れます。
カレイやアイナメが釣れるそうです。
釣りっこが好きな人は是非！
防波堤は本当は立入禁止なんですが。
現場の中にも平気で入ってくるほどです。
佐須浜は密漁禁止です ( どこでもですが )
先日、タコを採っている人を見かけました。
名前は言えませんが（笑）
以上、佐須浜地区の紹介でした。
是非立ち寄って見て下さい。

次はのんべえのおすすめコーナー
のんべえ の『おすすめの一杯』（副社長ー
①ハイボール

のど乾きましたー。最近、酒の差し入れ無いですね！！）
②芋焼酎

ブラックニッカ

③日本酒

赤兎馬（せきとば）

獺祭（だっさい）

＋ウィルキンソン（レモン）
炭酸水がおいしいので、ウイスキーは

父がこの酒が好きでもらって

最近、この酒流行ってますよね。

少量の方がおすすめです。

呑んでます。

たま～にしか呑めませんが。

これにしてから肝臓の数値が良好。

香りがよく雑味が少ない感じ

副社長～

がいいです。

吟醸酒なので女性でも飲みやすい。

この酒まってまーす。

＋
次回は工事部の

浮津

吉裕

さんお願いします。
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コラム：編集委員の独り言…
「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、技術者に関わる情報を綴っています。
現場で失敗を発見した時にやり直す勇気はあるか？
現場で自分の失敗を発見。

「うわ～、やっちゃった～」
でも、まだ誰にも知られていない。今からやり直すとなると明日のコンクリートまでには絶対に終わらない。

「う～ん。どうしよう」という経験って、現場を進めていたら少なからず有るよね。
私にだって当然あるし、あなたにだって当然あると感じるよ。
極端な例だけど、
梁の主筋が１本足りない事に気づいたとする。
工事監理者の配筋検査があったけど、たまたま気がついていなくて合格している。
配筋写真は、部下が撮っているが同じ符号の梁は他にも有るので、どこの部位で撮影したのかは知らない。
偶然、見つけた不具合。
もしも
あなたが鉄筋材料を今から段取りしても絶対に明日のコンクリートに間に合わないと、知らん振りして打設を行ってしまう。
それから
半年後の完成検査の時に、あなたは、忙しさに紛れて梁筋のことなど忘れている。
そこで
不意に見た配筋写真の、梁筋の本数が１本足りない。その時初めて思い出す。

「あ～、あの時の梁筋だ～！！」
しかし
事実は誰にも言っていないので、喉元まで出かかっていた言葉を慌てて飲み込む。
検査会場では、重苦しい雰囲気が漂っている。
数日後
梁をはつり取って、１本追加する工事が始まる。工期もお金も当時に手直しをする時に比べて、何倍も掛かって工事をするのだ。更に、
会社の信用なんてものは吹き飛んでいる。周りの皆からは「不信の目つき」で見られているのがヒシヒシと伝わっている。「あ～、あ
の時コンクリートの日程ずらしてでも鉄筋１本入れさせたら良かったな～」
いくら後悔しても、後悔しきれないよね。
結局
「やり直す」という小さな勇気に基づいた決断をしなかったばかりに、最悪の結果を招いたという例。
それでも

あなたは、
「まぁ、良いか？」と言えるかな？そこに「小さな勇気」が生まれるか？だよね。
あっ
先ほどの例は、実例では無いからね ( 一応 )。
つまり
現場で失敗を発見した時にやり直す勇気と言うのは中々出ないのが普通である。
しかし
今嫌な思いをするか？ 後から大問題になった後に嫌な思いをするか？については、圧倒的に前者の方が被害は少ない。
目先の「楽」にとらわれて、ビクビクしながら
毎日を暮らす方が、あなたは良いかな？
そして
やり直す時期においても、被害の大きさは かなり違ってくるから、「善は急げ」だよ。
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いるが、犯罪抑止は限界がある。防ぎきれ

金の件が正当なら、東川を殺害したのは警

に
( らやま が
) 動 い て い た。 両 名 と も 警 視
庁関係者と接触する可能性がある。仮に裏

村田の命令で、地検の検事の岡倉と韮山

極わずかなようだ。

俺のように事情や事実関係を知る警察官は

検察の動きを警察側は秘密裡にしていて、

り警察の捜査情報サイトをチェックした。

「ああ。事件捜査でストレス掛かってるか

ていることから、何者かが情報を盗むため

も、持っていたフラッシュメモリが奪われ

で転落死に見せかけて殺害された東川幸生

成員だ。それに北新宿の雑居ビル内の階段

害したと目される福野富雄は九竜興業の構

今回の二件の殺人事件で、角井卓夫を殺

知っているのだ。検事正の村田が東京地

人間が死んでいるのだから……。

けない。捜査は捜査だ。殺人事件で二人の

いた。もちろん末端にいる俺たちも手を抜

めとする上層部の人間たちは皆そう思って

れだけは何としてでも避けたい。岩尾を始

信用を無くす。看板が地に落ちるのだ。そ

何者かが東川を葬ったとしたら、桜田門は

地検の動きは警察にも波及した。警察の

と訊いてきた。捜査員が皆、俺の方を振

「井島、君は特捜の事情知ってるのか？」

一言二言耳打ちする。月岡が頷き、俺に、

を決めるわけじゃないのだが……。

別に一介の刑事である俺が検察の捜査方針

が、 そ の 辺 り の さ じ 加 減 を 気 に し て い た。

査 対 象 に 警 察 を 入 れ る の か？ 微 妙 だ っ た

ンを啜って栄養を付ける。やはり検察は捜

淡々としていた。昼になり、出前のラーメ

すべきなのだが、何かしら疲れていた。体

水、食べるもの、着るもの、それにプライ
ら、きついよ」

にあえて殺したのだろう。警察上層部――

検に着任直後から、政財界や官界の汚職事

その日も帳場内に詰めながら、業務自体

目立った情報はアップされてない。やはり

な い の だ。 温 床 が 常 に あ る の だ か ら ……。

察関係者ということになるからだ。もちろ

ベートまで……。普通の女性とは訳が違う
く苦しみなんてない。いつかは終わるんだ

「 ま あ、 今 し ば ら く の 辛 抱 だ よ。 ず っ と 続

おそらく警視庁本体だろう――が五億の裏

件などを多数手掛けてきたことを。あの男

普段から管轄内のパトロールなどはして

俺たち日勤の刑事が休む時間帯は、夜勤の

ん、事はそう単純でもないが……。

ぐ。厄介だ。

昼になると、食事になり、俺も吉倉も出
デカたちが活動している。新宿の街でも中

無に等しく、改めて捜査が座礁・転覆した

前で取られていたうどんを食べる。正直な
枢部にある歌舞伎町などの歓楽街は、日夜

のを感じる。だが、焦りは禁物だ。そう思っ

ところ、食欲はあまりなかったのだが、と

ティータイム小説
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話
また一日が終わる。現役の刑事は捜査に

が重い。鈍重と言うのか？日曜の勤務が終
にかく胃に何か入れておこうと思い、食べ

ていた。

わった後、頭も体もすっきりしないまま帰
灯りが点いていて、眠らない。

没入するのだし、本来的には俺だってそう

宅する。
物を詰め込んだ。

のだ。もちろん、街でも銀座などにあるク

金を作ったのは、紛れもない事実だ。すで

女は何かしら悪い色に染まる。メイクや香

ステスの仕事が忙しいのだろう。水商売の

は休んだ。麗華は最近来てない。きっとホ

自宅で食事と入浴を済ませ、午前零時に

ラブは勤務している女性も礼儀や折り目が
から」

に上の方は速やかに幕引きを図るため、動
いているものと思われる。

を引き連れてどんなところにでも入ってい

面を見据える。

り 向 く。「 え え 」 と 言 い、 頷 い て か ら、 正

月岡の座っている管理官席に歩いていき、

のだし、帳場は開かれたままだ。だが、吉

端的に頷き、うどんを啜る。時間はない

と問うてきた。

「井島、食欲ないのか？」

吉倉が脇から察したようで、

正しく、しっかりしている。華やかで、だ。
「そうだな」

の手の女性たちは若かろうが、こっちから

おそらく村田は岡倉や韮山など、部下の

……皆も気を抜くな。あくまで殺人犯を追

検事を使い、警察上層部の人間たちを捜査

「今、署長から聞いて特捜の動きを知った。
回したのだから……。ただで済むわけがな

く。政治家でも特捜を怖がるのは、あの手

い。金の入出の経路を巡り、すでに東京地

また業務を続ける。脇にある刑事課の人間

の検察官が容赦ない手を使うからである。

もその原因がなくなれば、終わってしまう。

たちにも、月岡の声は丸聞こえだ。思って

だが、まるで黒い霧だ。一際悪質である。

月曜を挟み、火曜の朝、上下ともスーツ

人の世など泡沫だ。食事後、持ってきてい

するだろう。警察が殺人事件で動いていて

い た。 事 件 が 危 な い 局 面 に 入 り つ つ あ る

五億という額の公金を上の人間たちが使い

を着て、カバンを持つ。そして署へ出勤し

検などが動いているだろう。地検の検事は

も、一方で検察は殺人容疑で警察官をター

倉の言葉通り、永続する苦痛や苦境などな

た。昨日は大したことがないまま、終わっ

た胃腸薬を飲み、またデスクで勤務し始め

精鋭だ。令状さえ取ればどこにでも入って

ゲットに据える。互いに二重三重の手を使

い。だから、常にマイペースでいた。葛藤

ている。どうも捜査は行き詰まった。角井

た。誰もが同じである。警官だって、司直

いく。

ていた。

る。受話器を取った警視総監の岩尾は、電

信元は東京地検特捜部の村田検事正であ

内にある警視総監室に電話が掛かった。発

ちかというと、警察もマスコミには警戒し

ブン屋は常にスクープを狙っている。どっ

殺人事件に関し、飛ばし記事を書いた通り、

以前も毎報新聞記者の石田奈々が今回の

で、実際は不器用な上司だと感じていた。

の裏金の件も察しているだろう。器用そう

のか？不透明極まりなかった。きっと警察

ないはずはない。ウソを付く理由でもある

人間が、事件に連動する特捜の事情を知ら

と。それに月岡は薄々勘付いていたような

各 々 捜 査 員 が「 は い！」 と 言 っ て 頷 き、

うのが俺たちデカの仕事だ！いいな？」

卓夫殺しのマル被である福野富雄は逃亡中

である前に人間なのだから……。

街の裏側で一騒動起こると思うと・・・。

話先で裏金の件に関し、巻こうとした。だ

ていた。あることないこと、書き立てられ

気がする。所轄でも刑事課長の立場にある

その日も午後は捜査本部に詰めた。単調

が、村田が、

い合うのだった。もちろん、際どい捜査過

る。二件とも警察にとっては降りかかった

で 疲 れ て し ま う。 だ が、 形 式 的 に で あ れ、

「岩尾警視総監、あなたの逮捕状を持って

程は伏せられたままで……。

災難だった。もちろん、捜査員は必死になっ

署内には帳場があるのだから、事件解決ま

一夜明けて翌日の午前十時過ぎ、警視庁

刑事事件は物証があって、科学的捜査が

ではここにいる必要性があった。コーヒー

捜査で組対が動くかどうかが、気になっ

出来ても、時と共に色褪せる。そういった

参るかもしれませんよ」

るのが捜査妨害になるので……。

玉が巧妙に絡み合いながら……。警戒して

きながら、街を見ていた。繁華街は人が多

他の刑事たちに一言言って、署を出る。歩

午後五時を回る頃、月岡や吉倉、それに

る。知らないはずがない。村田は部下の検

とは、常識的に言えば知っているはずであ

を繰り返した。億を超える裏金が動いたこ

らない」「部下が勝手にやったことですよ」

魔化した。電話先で岩尾は頻りに「何も知

月岡や吉倉、それに他の捜査員たちに朝

ちがいて、窓口業務はまだ始まってない。

抜けた途中にある刑事課には日勤の刑事た

署に着き、捜査本部へと入っていく。すり

て、欠伸が漏れ出る。だが、午前八時には

新宿駅の大勢の人波に揉まれた。疲れてい

高い。まあ、生身の人間の心の中など、お

瀬が告げる前にすでに知っていた可能性が

では筒抜けになっていたはずだ。署長の綾

の特捜の動きは、警察の上の人間たちの間

り、直に師走だ。また慌ただしくなる。否

いた。ヤツらは警察を舐めているのだ。俺

い。特に新宿駅近辺は大勢の人間が集って

事たちに命じて、警視庁の出納を調べさせ

ている。少しでも解決に近付こうと。

代物なのだ。目を光らしていた。ここ新宿

は程々にしておく。飲み過ぎると、胃が悪

時間が流れる。十一月も半分以上が終わ
くなるので。

たちが本気になれば、本庁の応援を得て全

いた。大都会の片鱗が街のあちこちで見れ

一日が明け、また朝は通常通り出勤する。

にも魔の手が潜んでいる。殺人犯と九竜興

面戦争し、組織を叩き潰せる。そのことは

る。在日外国人の輩も多数いた。警察もこ

る。パソコンに向かい、警察の捜査情報関

その日、朝から通常通り捜査本部に詰め

じゃないのだし、何かしら犯罪の片棒を担

の 連 中 の こ と は 大 変 な の で あ る。 日 本 人

もりでいた。

ている。バレれば即、関係者を確保するつ

立ち上げてネットに繋いでから、いつも通

の挨拶をして、デスクに着く。パソコンを

よそ他人には知りようがないのだが……。

次号へ続く

連のサイトなどを見ていた。更新情報が皆

どうも月岡の態度が気になる。縁の下で

応なしに。

常に脳裏に留めていた。

と脅す。岩尾が「ご冗談を」と言って誤

業、それに石井謙一のような歌舞伎町の悪

殺害された事件も有耶無耶となりつつあ

なのだし、東川幸生が転落死に見せかけて

願い下げだった。

などにある場末のバーの女の類である。あ

午後二時過ぎに綾瀬が捜査本部に来て、

俺のイメージしているのは、新宿の裏通り

性検事なら、令状さえ取れば、部下の検事
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