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震災から１０年

災害に対する「防災」から「減災」への転換

東日本大震災や関東東北豪雨で未曽有の災害被害が発生している昨今では、洪水や津波
等に対して堤防などのハードウェアで災害を防ぐ「防災」の考え方では限界があることが
認識されるようになりました。
そこで生まれた新たな考え方が「減災」です。

減災とは、
「災害によって建物などの財産が失われることはある程度仕方がないものと許容して、
人命を必ず守ることに焦点を置こう」という考え方です。

■防災にはなぜ限界があるのか？
防災の考え方に限界がある例として、東日本大震災の津波を考
えてみましょう。
あの津波ではこれまで想定されていた規模を上回る津波に襲われ
たために、世界最大級を誇る釜石港の防波堤でさえも津波に持ち
こたえることはできませんでした。
「それならば今回発生したレベルの津波でも耐えられる防波堤を作
ればいいのでは？」
という流れになるのですが、そのためにはさらに巨大な防波堤を
作らなければなりません。
仮に、そのような巨大な防波堤を建設したとしても長い将来を見
据えれば、
今回以上の津波が襲ってくる可能性も十分にあるわけです。
そうなると、防波堤や河川堤防といった防災構造物というのは、
イタチごっこで大きくなっていきます。
しかし、公共事業の予算は限られているため、このような建設投
資を継続的に行うことには限界があります。
さらには「今度はもっと大きな防波堤を作ったから大丈夫だろう」
といった根拠のない安堵感が生まれてしまうと、
いざ過去最大級の津波が襲ってきた際の避難対応が遅れてしまう
可能性も出てきます。
このような点を踏まえると、津波や防波堤で被災しないようにす
るという防災には限界があることが分かると思います

■減災はソフトウェアによる対応
冒頭に述べたように、ハードウェアによる防災には限界がある
ことを踏まえて、一定規模以上の災害に対しては財産を含めた被
災ゼロを目指すのではなく、人命だけは必ず守ろうというのが「減
災」の考え方です。
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この考え方は、東日本大震災を教訓として土木学会などによる言として発表され、国土交通省の国土審議会においても提出
されています。
では、減災のためには何をすれば良いのか？
それには、災害発生時のソフトウェア対策が中心となります。
例えば、避難計画・訓練、避難先の整備、ハザードマップの活用、勤め先・
学校・自宅における備蓄食料の準備など、その手法は多岐にわたります。
防波堤を超えた津波がやってくる、堤防が決壊してしまうような洪水が
発生する、といった事態を想定しておいて、それに対して市民がすみや
かに対応できることが減災に繋がります。

■減災におけるハードウェアの在り方
今後、減災の体制を整備するに当たっては、ハードウェアに求められ
る役割も自ずと変わってきます。
例えば、これまでは津波を食い止めるための防波堤でしたが、これから
は津波が防波堤を越流しても崩壊せずに持ちこたえられることにより、
避難時間をできるだけ長くするといった性能が求められます。
このような構造を「粘り強い構造」と呼んでいます。
また、避難道路や避難場所における設備の整備なども必要になってきま
す。
これまで建設業が扱ってきたハードウェアとは違った形で、今後の防災
施設の整備が行われることが予想されます。
設計、施工、管理の各段階に関わる技術者に意識の転換が求められてい
る時代と言えるでしょう。
このように、防災から減災へのシフトが提言されていますが、一方では、
堤防や防波堤の規模拡大を行う工事が行われているのも事実です。
地域条件に応じて、どのように防災と減災のバランスを図るかがキーポ
イントとなると言えるでしょう。
防災と減災は、どちらも災害への備えを意味する言葉ですが、それぞれ違った意味合いがあります。防災は災害を未然に
防いだり、災害による被害を防ぐための備えです。一方減災は、災害の被害を最小限に抑えるための備えを意味します。
減災で重要なのは、
「公助」
「自助」
「共助」の円滑な連携です。とくに自分自身や家族の身を守るため、また地域の人々と
助け合うために、日頃から災害に備える事前対策を行っておくことが重要です。
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防災と減災の違い

まずは、防災と減災の違いについて、それぞれ詳しく解説いたします。

防災とは災害被害を防ぐための備え
防災は、地震や水害といった自然災害を未然に防ぐ、または災害による被害を防ぐための備えを意味します。災害による
被害をできるだけ「ゼロ」に近づけるため、あらかじめ想定した被害に対するさまざまな取り組みを行ないます。また、災
害対策基本法第 2 条 2 項によると、防災には「被災からの復旧まで」を定義するとされています。[ 注 1]
［注 1］電子政府の総合窓口 e-Gov：災害対策基本法 第二条二項

減災とは災害被害を最小限に抑えるための備え
減災とは、1995 年に発生した阪神淡路大震災の経験から生まれた取り組みです。「災害、または災害による被害は生じる
もの」という考えを前提とし、その被害を最小限に抑えるために備える事前対策です。
阪神淡路大震災や東日本大震災の経験から、被害想定を超越した大災害が発生した場合、防災による備えが機能しなくなる、
または十分でないという問題に直面し、被害を完全に防ぐことは不可能であることが明白になりました。また、自然災害を
完全に予測することは、現代の科学技術では困難を極めます。
阪神淡路大震災や東日本大震災以降は、これまでの防災意識や取り組みの問題点を補うため、より合理的で現実的な減災が
重要視されるようになったのです。

減災のための 7 つの対策ポイント
災害被害をできるだけ軽減するためには、
・行政や消防・警察・自衛隊など、国が行う「公助」
・個人や家族一人ひとりが自分の身を守る「自助」
・町内会や事業所など、地域や身近な人々で助け合う「共助」
以上の 3 つがそれぞれ機能し、円滑に連携することが大切です。また、内閣府は、個人や地域でできる「減災のてびき」として、
つぎの 7 つの備えを挙げています。
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1 自助と共助
減災において、とくに重要なのが自助と共助です。まずは自分自身の身を守ること、そして、自分自身や家族が無事であ
ることが前提のうえで、身の回りの人を助けることができます。自助があってこそ共助が成り立つ、ということを忘れては
いけません。
災害が起きてからでは手遅れです。一人ひとりが努力をする、事前の災害への備えをすることで、自然災害による被害を最
小限に抑えることが可能です。 たとえば、
・自分になにができるのか、なにをしておくべきか
・家族でできることはなにか
・地域の人々と協力してできることはなにか
ということを日頃から意識することで、災害による不測の事態に備えておくとよいでしょう。

2 地域の避難場所や危険区域の確認
各自治体や公民館で配布されている「防災マップ」は、住んでいる地域の避難場所や災害が発生したときの様子など、災
害時に必要な情報が掲載されています。家族で確認しておきましょう。自治体ホームページでも閲覧が可能です。
また、内閣府の「防災情報のページ」から、地震の際の地面のゆれやすさを表した「ゆれやすさマップ」もあわせて確認し
ておきましょう。自宅だけでなく、勤務先や子供の学校などもチェックしておくことをおすすめします。

3 地震に強い家にするための対策
地震が起きたときの被害の大きさは、自宅がどのくらいの揺れに耐えることができるのかによって変わります。まずは自
宅が新耐震基準以降に建てられたものかどうかを確認しましょう。昭和 56 年 6 月以前の家ならば、古い耐震基準のもとに
建てられています。必ず耐震診断を受け、強度が不十分なところがあれば改修や補強をしましょう。
昭和 56 年 6 月から施行された新耐震基準に基づいて建てられた家であっても、地震に耐えられる家というわけではあり
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ません。地震による揺れが大きければ被害を受けることもあるでしょう。築年数によって建物は徐々に劣化していきますの
で、点検や整備は定期的に行ないましょう。建物の仕組みやどのような家が地震に強いのかなど、基礎知識を身に着けてお
くことも大切です。
被災して自宅を補修したり、再建したりしなければならなくなったときのために、地震保険や共済保険に加入するなど、
経済的な備えについても家族で十分話し合う必要があります。

4 家具の固定や配置変更で「安全空間」を作る
地震による被害のなかでも、家具類の転倒や落下による負傷者は多く、新潟県中越沖地震で 40.7％、宮城県北部地震で
49.4% という割合でした。［注 2］
［注 2］内閣府：減災のてびき〜今すぐできる 7 つの備え〜
自分や家族の身を守るためにも、家の中に安全な空間を作らなければなりません。家具は倒れる向きを考えて配置し、転倒
防止のためにしっかりと家具を固定しておきましょう。とくに寝室や子供部屋、お年寄りのいる部屋は、十分な安全を確保
しておきましょう。家具はできるだけ低いものを選び、上に重いものを置かないといった配慮が必要です。

5 備蓄品や常備品を日頃から準備しておく
いつ災害が起きても慌てないよう、備蓄品や常備品を事前に備えておきましょう。事前に準備しておきたいものとしては、
次のようなものが挙げられます。
外出先でも常に携帯しておくべきもの
・身分証明書となるもの…運転免許証・保険証・マイナンバーカード
・閉じ込められたときに生命線となるもの…ペットボトルの水・チョコレートや飴・ハンカチ（口を覆える布）・笛
・状況把握に必要なもの…ポケットラジオ・スマートフォン・モバイルバッテリー・筆記用具
・けがや病気で受診の際に必要になるもの…病院診察券・お薬手帳・保険証
※特に持病のある方は必携
家や職場に常備しておくべきもの
・避難に役立つもの…歩きやすい靴・LED ライト・レインコート・手袋（できれば革製）など
・日常生活に必要なもの…水や食料、ティッシュペーパー類などの備蓄品・常備薬・口座番号などを控えたメモ（万が一通
帳やキャッシュカードを紛失した時に役立ちます）やノート・入れ歯や補聴器などの補助器具など

6 家族間での防災会議
災害が発生したときの家族の安否確認方法、非常時の集合場所、子供の引き取りに関すること、それぞれの学校や職場の
避難場所など、家族がバラバラの場所で被災したときのために、日頃からしっかり確認しておくことが大切です。また、連
絡すべき親戚や知人やその連絡方法も共有しておきましょう。

7 地域とのつながりを大切にする
減災に重要な「共助」には、日頃の近所付き合いが大切です。日頃から声をかけあい、いざというときに助け合える関係
を築いておきましょう。また、地域の防災対策を知るには、町内会や自治会で行われる防災訓練や炊き出し、救護訓練など
に参加しておくことをおすすめします。

減災には一人ひとりの日頃の意識・取り組みが重要
自然災害による被害を最小限に抑えるためには、私たち一人ひとりが減災に対する
意識を高め、事前対策を行っておくことが重要です。個人や家族、地域間でできるこ
とは計画的に取り組み、万が一のときに備えておきましょう。
6

防災・減災に関しての後述
近年相次ぐ地震・豪雨・豪雪・竜巻などによる大災害を目の当たりにして、日本国民は、
『科学も工学も万能ではないという事実』を
認識し、
『インフラ整備では科学的知見に工学的且つ政治的判断を加えることが重要』であることを実感した。安全で安心な空間の創
造と維持は、水や空気と同様、無料ではなく、安全に絶対はない。
しかし、生活活動を止める訳にはいかない。交通事故死者数は年間 5,000 人弱だが、車は生活必需品であるため知恵を絞り、事故件
数が 15 年前と変わらないものの死亡者数を半減とした。飛行機墜落確率がゼロにならなければ飛行機に乗らないのか？事故や失敗
の事実を冷静に受け止め、原因を分析して再発防止策を立案することで事故発生確率をゼロに近付けることが文明社会の基本だ。
災害原因となる自然現象解明や国土とインフラの毀損防止のため、科学者と工学者は、人類固有の創造力と経験に基づく想像力を
駆使し災害メカニズムを論理的に分析し、国民の生命と財産を護ってきた。結果として多くの生命と財産が失われた今、技術者とし
て反省すべきは、納税者である国民への説明プロセスの煩雑を厭うあまり、『100％安全』と言い切ってきたことに対してだ。
安全で安心な社会形成に寄与できるインフラ整備への意識が高まった現在、マスコミや国民に冷静な議論や対応を求める一方で、
建設事業に身を置く土木技術者はどう対応すべきであろうか？
先ず、現実を直視しなければならない。国民が安全で安心な社会を望み、そのために必要なインフラ整備促進を理解していること
は間違いない。一方で国民は、その整備という概念が建設事業や防災・減災事業といった具体的行為に進んだ時点で、建設にアレルギー
ともいえる拒否反応を示す。
東日本大震災に際して自衛隊、消防、警察の救援作業に先行して建設関係者が道を啓いたことを殆どの国民は知らない。不眠不休
の突貫作業でインフラ復旧に臨んだ事実は国民に正しく伝わっているのか？マスコミはどう伝えたのか？建設業者が復旧・復興事業
や防災・減災事業へ参加すると、
『また談合か』とか『復興事業でぼろ儲け』といった論調が出てくるのは何故か？
マスコミの記者には現場に赴き、自分の目で事実を見て、冷静に公正に国民に伝えることを願う。
例えば、被災者が被災地の道路啓開を行った事実。支援物資に並ぶことなく作業にあったった人々。苦労を伝えるのではなく、事実
を伝えて欲しい。感情で移ろう『気持ち』でなく、事実を直視した確固たる『考え』を発信して欲しい。
我々が復旧や復興に対して不眠不休で臨むのは過去の罪悪感からではない。ましてや復興需要で儲けようといった動機からではな
い。土木屋の原点である『世の為、人の為、未来の為』がモチベーションの源泉だ。
安全で安心な空間確保のためのインフラ整備は、建設業なくして不可能である。安全で安心な社会や空間は欲しいが、それらを護
るインフラは要らない、或いは造り手は要らないという訳にはいかない。
建設業が国民から見放された背景には、一般社会常識から外れたムラの論理でビジネスを行ってきた業界の歴史がある。談合決別
宣言以来、徹底的な法令順守でビジネス再構築を図ってきたが、国民に刷り込まれた『ゼネコン＝悪』のレッテル払拭は未だの感が
ある。法令順守だけでは不完全なことに気付かされる。不足しているのは、国民＝納税者＝発注者と考える姿勢、情報を積極的に発
信する姿勢、平易な言葉で専門家でない国民に理解して貰う姿勢の欠如だ。キーワードは『プロセスを見せる』ことで、企画～計画
～調査・設計・施工・維持管理・更新の全ての過程で、情報開示とプロセスの公開だ。
企画段階では、過去のデータや情報を科学的手法で分析し、歴史学と地政学に基づき国の未来を見据え、哲学ある国のビ
ジョンを示す。ここでは多くの分野から専門家を集め多様性に富む委員会で議論し、結果だけでなく過程を公表する。
計画段階の事業選定では、有限な財源を効率的に活用すべく、複数の事業を経済Ｆ / Ｓ (Economic Feasibility Study)
による費用便益分析 (Cost Benefit Analysis) で絞り込み、優先順序を付ける。インフラ整備であるから便益として直接便益だけで
なく間接便益も考慮すること、更に、便益として、例えば、道路では通行台数といった交通量を支配的に扱うのではなく、保安・医療・
救急などの緊急車両やダンプ・トラック・トレーラー・バスなどの産業車両には重みを付けるなど質を考慮すべきだ。ここでも過程
と結果の公表・公開は当然である。調査・設計・施工・維持更新段階の事業執行では、納得できる業者選定システム構築と選定過程
での透明性確保が重要だ。特に重要なことは、国民、特に地元住民への説明では誰にでも分かる言葉、目的も内容も聞くだけでイメー
ジできる言葉を使うことだ。国民への説明で、ＰＣ、ＲＣ、ラーメン、シールド、ＮＡＴＭなどの専門用語で事業目的や意図は理解
されるのか？難解な言葉を使うのがプロではない。難しい事を易しく、易しい事を深く、深い事を面白く伝えるのがプロだ。また、
安易に絶対だとか 100％とか言わないことも重要で、時間をかけて辛抱強く説明すべきだ。建設中は現場を常に公開して、何を目的
として何を造っているのか、経過と結果はどうなのかといったことを見せよう。
備えあれば憂いなしというが、災害に上限はなく、人命は地球より重いなどの綺麗事で全てのリスクにハード対応はできない。イ
ンフラ整備における究極の発注者は国民であるが、感情に左右され事業に頑なに反対する国民が責任を取れるとは思えない。プロで
ない国民が不要としたインフラが無いため災害が発生し人命が失われた時、我々は免罪符を与えられるのか？否、プロとして責任放
棄はできない。非難の嵐の中でも必要なものは必要と言い続けるべきだ。冷静な判断と確率論に基づき、ハード対応とソフト対応を
明確にして、本当に必要な事業をハードで整備すると決めたらスピード感も不可欠だ。昨今著しい議論の為の議論とせず、ビジョン
形成や事業決定のプロセスを透明にして、納税者の過半数の支持を得たらプロに任せるところは任せて欲しい。迅速な事業執行は費
用対効果（Ｂ / Ｃ）をも向上させることになるのだ。
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三陸沿岸道路 （仮称気仙沼湾横断橋）
仙台から宮古まで一本の道路で繋がりました。

遡る事平成２８年２月 （仮称）気仙沼湾横断橋の基礎工事にて鋼矢板が閉合した。

鹿島・東亜特定建設工事共同企業体

気仙沼湾横断橋小々汐 JV 工事事務所

『鋼管パイラー PP400D』
当工事では、鋼管杭を支持地盤中の所定の深度まで貫入する圧入工法により、鋼管矢板を打設しております。
この工法で使用する施工機械『鋼管パイラー PP ４００D』は、直径 1.5m の鋼管矢板を最大圧入力 400 トンにも及ぶ力で
圧入する機械であり、このクラスの鋼管矢板圧入機は世界中を探しても 2 機しかない（！）とのことですが、その内の 1 機
が当現場で活躍しています。
万が一故障してしまった際の代替機がない機械ですので、オペレーターは細心の注意を払って操作したようです。
「鋼管パイラー

pp400d」（最大圧入力 400 トン）のリース代金は。約９０万円 / 日になるようです。
ちなみに、最大圧入力１００トンクラスではリー
スダイキン約２０万円 / 日程度。
ＧＩＫＥＮ使用によると
適用杭材

鋼管矢板 φ 1300 - 1500 mm （PP・

PT・LT）
最大圧入力

4,000 kN (408 t)

最大引抜力

4,150 kN (423 t)

ストローク

1,000 mm

圧入スピード 1.4 - 21.9 m/min
引抜スピード 1.0 - 15.3 m/min
パワーユニット
質量
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EU200 クローラユニット

圧入機本体

60,650 kg ( φ 1300)

63,000 kg ( φ 1500)

JR19 1,800 kg（標準ジェットホース含む）

令和３年３月６日午後３時半に開通した横断橋
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○：石巻工業港運河線橋梁下部工新設現場において、橋梁下部工
養生中に次段取りを行うため構台端の手すり仮設を撤去後、親綱
にて転落防止を図りながら作業を進めていた。
仮設構台からはコンクリート養生期間中仮設足場に渡ることは
ほぼ無いと中村所長（談）
しかしながら、コンクリート養生に使用しているジェットヒー
ターの燃料補給、湿潤養生用の散水と、絶対に仮設構台から足場
に移る事はないと断言できない。
構台から仮設足場に移るには親綱を潜り抜けて行くことになる
が、桟橋に手すりが無く勾配もついていることから転倒落下の危
険は拭えない。
実際に中村所長が仮設桟橋に乗り移ると「恐怖ですね」と一言。
※足元が恐怖で内股になっている。
安全施設に作業員は直接文句が言えればいいが、チョットした
作業（乗り移る）の場合、「まぁいいか」と不安全行動を起こす。
安全に絶対は無いが、判り切った不安全は判るはずである。
安全施設を構築する場合、また撤去する場合、不足する安全を補
うために「目くばり・気くばり」で再確認していただきたい。

ぶっちゃけ、現場事故で「最初に気になる」ことは何？
建設業は安全管理が命！
建設業は、死亡事故や後遺症の残る重大な事故に遭遇する確率が、他の業種よりも高く、監督責任を追求されることも多い。万が一、
担当現場で死亡事故などが発生した場合は、
ニュースにもなってしまうし、全社での対応を迫られます。めぐりめぐって建設業のイメー
ジ悪化にもつながってしまいます。
幸いにも私自身の現場では、死亡事故や重篤な事故を起こしたことはありませんが、私の会社の他の現場では、大なり小なり事故が
発生しています。

休業は 3 日以内 (4 日未満 ) に抑えたいよね
現場で事故が発生した場合、どの現場どの会社でもまず最初に心配するのは「命に別状はないか？」「怪我の程度は？」でしょう。
そして、たいした怪我ではない場合、現場監督として、まっさきに確認したいのが「休業は３日以内に収まるか否か」です。不謹慎
かもしれませんが、現場としては、休業をなるべく 3 日以内 (4 日未満 ) に抑えたいという心情があるからです。
もし怪我の程度が軽く、次の日から仕事に出ることができる「不休災害」であれば、報告を行うときも「大したことありません」と
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言えるのでひと安心です。

「労働者死傷病報告」をめぐる葛藤
現場で怪我を追った人の休業が 3 日以内 (4 日未満 ) かどうかで、労働基準監督署への報告方法が変わってきます。
休業が 3 日以内 (4 日未満 ) であれば「労働者死傷病報告」を 3 ヶ月に 1 度、労働基準監督署に報告すれば済みますが、休業が 4 日以
上になる場合は「労働者死傷病報告」を事故発生から「遅滞なく」提出しなければなりません。報告に行くときは当然、謝罪もセッ
トになりますから、気持ちの良いものではありません。
労働安全衛生規則第 97 条 ( 労働者死傷病報告 )
1. 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、
又は休業したときは、遅滞なく、様式第 23 号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
さらに、この「遅滞なく」というのが曲者で、明らかに 4 日以上の休業となる場合は迷いなく提出できるのですが、休業期間が微
妙な場合は出すべきか迷ってしまうのです。そういう場合は結局、
「労災隠し」と疑われないように、労働基準監督署へ事故の報告だ
けをしに赴くこともあります。
しかし、いちいち事故が起こる度に、労働基準監督署へ報告と謝罪をしていると、
「この現場は安全管理に問題があるんじゃないか？」
と疑われて臨検の回数も増えるかも知れないので怖いです。

重大事故のとき、冷静でいられるか不安
もし重大な事故が発生した場合は、
「労働者死傷病報告」だけでは済みません。
ある日、会社から突然
「近くの現場で事故が起こったから応援に行ってくれ」という電話が来ました。その現場とは車で 10 分位の距離。
現場に到着すると、すでに救急車が到着し、救急隊員が怪我人を搬送しようとしているところでした。
怪我人の顔を見て、私は立ちすくみました。倒れているのは私もよく知っている真面目な職人さんで、つい 2 日前にも私の現場で仕
事をしていた方だったからです。他人の現場だったから、まだ冷静でいられましたが、もし自分の現場だったら、目の前が真っ白になっ
て現場監督として冷静に対応できるか不安になったことがあります。

死亡事故を経験した現場所長
重大な事故が起こったときは、大抵の場合、現場を全てストップさせなければなりません。そして、救急車の手配、社内外の関係機関、
労働基準監督署、警察、事故を起こした会社やその家族などに連絡します。
現場の再開は警察と労働基準監督署の OK が必要です。それぞれの機関が行う現場検証に立ち会わないといけませんし、病院などに
も状況を確認するための人員が必要です。各種報告書の作成、再発防止策の策定および周知会の開催など様々なイベントが待ったな
しで一気にやってきます。
万が一、死亡事故を起こしてしまった場合は、通夜やお葬式の手伝いなどの対応もあります。死亡事故を経験した現場所長の話では、
「通夜に行った時に、遺族の方から責められたのが一番辛かった」と言います。その後も示談金の交渉など気の重い業務が続きます。
業務上過失致死などに問われ、警察や労働基準監督署の事情聴取も受けなくてはなりません。社内的な人事考課でも、死亡事故や重
篤な事故を起こした現場として評価が下がり、出世の道も閉ざされてしまいます。

自分の現場で死亡事故は起こしたくない！
無事故、無労災は建設現場に携わる全ての人の願いです。今まで
の苦労をすべて水泡に帰すような事故なんて誰も起こしたくありま
せん。しかし、現場が忙しくなってくると、ついつい軽視されやす
いのが「安全」であるのもまた事実です。
このような重責とプレッシャーを背負いつつ、「あの時、ああしてお
けば良かった」と後悔の念が頭の中をぐるぐると渦巻くことのない
ように、改めて安全第一を意識してパトロールを行っていきたいと
思います。

ご安全に！
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第５回

建設業の形だけにならない安全管理について⑤

～各種安全活動の活性化～
はじめに
前回は、「 安全施工サイクル活動」 の中の「 各種安全活動」 の内、「 ＫＹ活動」 の活性化について述べたが、今回は、「 ヒヤリハッ
ト運動」「 一声かけ運動」「 災害事例教育」 について述べる。

1． ヒヤリハット運動の活性化
1‐１

ヒヤリハット運動の問題点
この安全運動は投稿ポストとヒヤリハット用紙、 筆記用具等を用意し、 作業員の休

憩所等に置いてヒヤリハット事例を集め、 投かんされた用紙を確認し、 ヒヤリハットの
原因 ・ 対策を考え、 その対策を現場作業に反映していく運動であるが、 以下の
問題点がある。
①

マンネリ化し、 宣伝はしてもいつの間にか集まらなくなってくる。

②

提出してから対応までに時間がかかる。

③

対策を作業員自身が考えず、 その指示が元請からの一方的なものになりがち
である。

１‐２

ヒヤリハット運動の活性化策
ヒヤリハット運動の良い事例（ 仮に「 一時間ヒヤリハット運動」 と称する） を紹介する。
公共工事では月に 1 回、 半日以上の安全教育が義務付けられている。 その安全教育の一環として実施してもよい。
しかし毎月行っても意見が出にくくなるので、 ３か月～４か月程度の頻度で行うとよい。 その手順を以下に記す。

一時間ヒヤリハット運動の手順
①

ヒヤリハット用紙と筆記用具を用意する。

②

作業員を小グループに分けて元請職員をそれぞれのグループに配置する。

③

最初の 10 分でヒヤリハット用紙に「 最近のヒヤリハット」 を記載してもらう。
（ 10 分は長いが黙って待っていると何か書いてくれる）

④

次の 25 分でヒヤリハットを発表してもらい、 全員で「 原因」 と「 その対策」 を考えてもらう。
一つの事象で対策が多く出た場合は２つ以内に絞る。（ いくつも決めると焦点がボケるのでこれだけを守れば災害が発
生しないと思われるものに決定する。） 採用しない対策もせっかく意見を出してくれたのだから、 発言者に「 あなたが提
言した対策も大事ですので、 あなた自身でその対策も行ってください。」 と指示する。

⑤

次に全員が集まって 20 分程度で各グループの発表を行い、 小グループで決めた安全対策の周知徹底を行い、 最後
の 5 分で総括する。
この方法だとヒヤリハットの募集から始めて、 元請職員、 職長、 作業員等、 全員で考えた安全対策が、 その場で１時間
の内に全作業員に周知徹底されることになる。

2． 一声かけ運動の活性化
２- １

一声かけ運動の問題点
作業員の危険行動や近道行動を見つけたら直ぐに注意をしなければならないが、 最近、 元請職員 ・ 協力会社職長等に声
が出なくなってきている傾向が見受けられる。 危険行動を見ても瞬間的に反応出来なくなっているのである。 そこで「 一
声かけ運動」 が大切な安全運動の一つとなっている。 多くの現場で実施されてきているが、 実際には声をかけづらく、 か
け声倒れになっている現場が散見される。

2- ２

一声かけ運動の活性化策
この安全運動をより活性化するためには、 ヘルメットの前 ・ 後に大き目のシールを貼り、 名前を記入する。 そして朝は大
きな声で「 ○○さんおはよう」 の挨拶から始め、 仕事の指示や安全の注意まで普段から名前を呼び合うようにすると声
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が掛けやすくなる。 一声かけ運動をやる際は、 “名前シール貼り” も併用すると活性化される。

3． 災害事例教育の活性化
３-1

災害事例教育の問題点
災害事例教育は、 最近発生した災害事例や他現場で発生した災害事例等を、 集合教育として朝礼又は安全教育として会
議室で行ったりしている。 しかし、 この方法だと朝礼又は安全教育等が終わり、 作業員が安全広場や会議室を出た途端
に頭の中はリセットされ、 現場ではいつものモードに戻ってしまいがちである。

3-2

災害事例教育の活性化策
災害事例教育は現場に関係のある事例を用意し、現場で再現する。 そして作業する人達全員で原因を考え、対策を考える。
このような手法で実践すると自分達で考えた安全対策が具体的なこととして把握され、 実行されやすくなる。 対策は、 一
つか二つにし、 多くても三つ。 多くあると焦点がぼけて、 頭の中に入りにくくなってします。「 これだけを守っていれば災
害は起きない」 という一つの対策が一番いいのである。 元請職員、 職長、 作業員それぞれの立場で守る対策を一つずつ
あげてもよい。
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躯体工事の優劣を決める型枠工事の役割と種類を整理しておこう？
「型枠工事が躯体工事において重要！というポイントは何ですか？」
と言われたらあなたは即座に答えることが出来ますか？

型枠工事は躯体工事の中でも仕事の優劣で今後の工事に大きく影響する工種です。
具体的には

◦型枠の精度が悪いと、仕上げの製品が図面通り納まらない

◦型枠の精度が悪いと、打ち放し仕上げなどであれば単純に出来映えが悪い

◦型枠のせき板の品質が悪いとコンクリート表面の仕上げとして要求される品質を満たさない
◦上記のように精度や品質がが悪いと、修正を行うのに多大なコストが掛かる
◦型枠の締め固めや緊結材の配置やピッチが不適切だと崩壊事故につながる
◦型枠材の転用計画が適切に行わなければ工程に影響を及ぼす

などなどありますが、コンクリート工事や鉄筋工事と違うのは、工事そのものが品質として残るわではない一種の「仮設」
的な役割にも関わらず、仕上げも含めた建物の品質全体に多大な影響を及ぼすという点です。
また
型枠工事の工法は沢山あって一般的な工法を分類すると下図の通りです。
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この中で、
私が躯体工事全体としての品質上気を付けておくべきポイントとして上げたいのは
「デッキスラブ」
などの「捨て枠」です。
なぜなら
「捨て枠」はコンクリートを打設した後に「脱型」しないから、コンクリートの打設後の品質を直接確認することが出来な
いからです。

これは「見えないんだったら別にいいや！ラッキー！」と言うわけではなく、

逆に「見えない箇所」で１つでも問題があると「他の箇所でも同じような問題があるか？」
について実際に調べる事が非常に困難だからです。
例えばデッキスラブに後打ちアンカーを打設したらあちこちでスカスカだった。

というトラブルが工事監理者さんの耳に届けば、当然ながら「他の箇所は？」と問われる事になりかねません。
その時に「あなたはどの様な行動を取りますか？」
だから「あ～、それは面倒くさいね…」

と、あなたが感じたのであれば「見えない所こそ」しっかりと品質を管理した方が良いですよね。
最後に
「建築工事監理指針（令和元年版上巻）[ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ]」の該当部分を確認して下さい。
P.423

6.8.0 概要

(1) 鉄筋コンクリート造の建物の出来ばえは躯体コンクリートの精度によって大きく左右され、さらに、この躯体は型枠工事
の優劣によって決まるといっても過言ではない。このように型枠工事は全ての工事の基本ともなるので綿密な計画と慎重
な施工が肝要である。
(2) 型枠は、材料や工法の開発に伴い、合理化、複合化、システム化が進められている。これは、建築工事の大型化・高層化、
熟練労働者の不足、工事の機械化、地球環境の保護等の社会状況の変化に対応し、品質の確保、工期の短縮、コスト低減
等を目指したものである。
躯体工事において、型枠の占める割合は高く、品質、工期、コストの上で効果の大きいものが多いので、施工者の提案に
ついては、設計担当者に要求機能を確認し、実績等を考慮して採用の可否を検討する。
型枠の主な合理化・複合化・システム化工法を適用部位別に整理すると図 6.8.1 のようになる。
なお、図 6.8.1 の「打込み型枠」及び「捨型枠」はコンクリート表面の状態を確認できないため、コンクリートに豆板、空洞、
コールドジョイント等が生じないように、調合、打込み、締固め等に留意し、密実なコンクリートとすることが大切である。
(3) 施工者が行う型枠計画は、他の工事との関連、納まり、施工性等を検討したうえで、材料・工法を選択し、施工計画及び
施工図を作成する。
(4) 型枠計画は、安全で、かつ、要求品質に見合った精度で施工する工法を採用するという観点でチェックする。
つまり
型枠工事の役割としては、躯体コンクリートの精度に大きく影響し鉄筋のかぶり厚さや断面寸法、仕上品との納まりによる
出来栄えなどに品質面の要求水準を確保する為に非常に重要な工種です。
型枠工事の種類については、コンクリート用合板の他にも鋼製のデッキスラブやシステム型枠など種類があるので、用途に
応じてコストと品質のバランスを見ながら採用することをお勧めします。
また、デッキスラブなども同様ですが、
「捨て型枠」と呼ばれるコンクリート打設後に「脱型をしない型枠」という場合には、
コンクリートの品質を直接確認する事が出来ないので、「ラッキー」では無くて、普段より「慎重に」施工することが大切
なので注意して下さいね。
以外と普段は「見えないから良いや」と考えている所に限って何らかの形で見えてしまうと、
「大問題」が潜んでいるとい
う可能性は経験上多いです。
だからこちらの「眼」を養ってトラブルを回避するように毎日の現場の巡視時に確認して下さいね。施工計画書と施工要領
書と作業手順書の違いを理解しているか？
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施工計画書を現場で作成する本当の意味とは？作成するのは誰の為？
施工計画書って何のために作成するの？と聞くと、
◎・各工事を良い品質で作るため
◎・安全な施工方法であるか確認するため
◎・適切な材料が使用されているか確認するため
◎・などなどの回答が出てくると感じるよ。
しかし

施工計画書は誰のために作成しているの？と聞くとあなたは誰のためと答える。
★・あなたのため？
★・工事監理者のため？
★・協力業者のため？
さあどれかな？

結局、言い分は色いろあるかも知れないけど、私は、あなたの為であり、工事監理者の為であり、協力業者の為であると感じている。
なぜなら

施工計画書は、基本的には元請けが作成する。
工事の内容によっては、協力業者が作成した物に表紙だけ差し替えて提出するものもあるかも知れない。
でもあなたが

まず理解していなければ、現場で実際に作業していることが「正しい」か「間違っているか」を判断することが出来ないから。
更に

工事監理者へは、元請けとして「施工計画書のやり方」で工事を進めますよ。
良いですか？という確認を取るべきだし、協力業者にも、この現場はこういうやり方で行くよ。
ということをアピールする必要がある。
もしも
あなたも、工事監理者も、協力業者も良く理解していないまま工事を進めてしまうと、現場で間違ったやり方で工事を進めていても、
誰も気づかないという最悪の事態を招きかねない。
そこで
何かしらのトラブルが発生したらどうなると思う？
きっと
「私は聞いていない」
「そんな指示はしていない」
「信用していたからチェックまではしてない」
「普段と違う所は個別に説明しないと分からない」
という醜い責任逃れ発言のオンパレードになってしまう確率は非常に高いよ。
最終的に
責任の所在は「あなた」になる可能性が最も高いとも私は感じている。
そのくらい、元請けの責任は重大だよ。
つまり
施工計画書を現場で作成する本当の意味とは、
工事監理者
元請け
協力業者
がそれぞれ、しっかり理解するために作成する。
だから
どこかの部署が分からないまま施工していると現場の施工中にミスを見つけ出すことも出来ない。
結局現場は、あらゆる立場の人が１つのゴールに向かって進んでいる状態が一番良い物が出来ると私は感じている。
だけどチェックをしていてもどうのようにチェックをすると良いかわからない人もいると感じるので、今後は各項目ごとに本音で解
説していくよ。
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施工計画書と施工要領書と作業手順書の違いを理解しているか？
各工種別に施工についての内容を記した書類には

◎・施工計画書
◎・施工要領書
◎・作業手順書

があるけど、この３つの違いってあなたは理解しているかな？

よくある間違いは、施工計画書と施工要領書。施工要領書と作業手順書。についての混同が起きているよ。

だから今回はこの２つの書類についてお伝えしていくよ。
まずは
施工計画書だけど、施工計画書というのは現場監督である元請けが「このように施工したい」という計画を書類にしたものである。
施工計画書については、前回の記事でお伝えしたのでまだ読んでいなければ合わせて読んておいて欲しい。
次に
施工要領書と言うのは、協力業者 ( 専門業者 ) が実際にどのように施工するのか？を記した書類である。
つまり
協力業者の立場での実際の施工方法や使用材料、品質管理などが記載されているのだ。
更に
施工要領書と言うのは、元請けの施工計画書に沿って作成されるのが「本筋」である。
まずは、「現場としての大前提の方針」が施工計画書で記載されていて、その方針を実際にどのように実現させるか？
が施工要領書の本来の姿であると私は感じている。
最後に
作業手順書とは、施工要領書と混同しやすいけど、施工要領書がどちらかと言うと、品質確保について重きを置いているのに対して、
作業手順書は、安全に作業を行なうための手順について書かれているのである。
だから

作業手順書は、安全パトロールで確認されるし、リスクアセスメントについての記載の有無は問われるが、

施工誤差の記載については問われることはない。
なぜなら
例え、許容誤差以上に取付けをしてしまっても安全に作業をしたのであれば、作業手順書の順守と言う意味では、全く問題ないから。
だから

施工計画書・施工要領書・作業手順書の３つをしっかり区別しておいてね。
つまり
施工計画書と施工要領書と作業手順書の違いとは、施工計画書は、元請けがどのように施工するのか？
また、したいのか？を計画する書類である。
それに対し、施工要領書とは施工計画書を受けて、専門業者が実際にどのように作業を行なうかの作業の要領を記したものである。
更に
作業手順書とは、施工要領書がどちらかと言うと「良い品質」を確保するために記されている事に対し、作業手順書とは、
「安全に作業」
をするためには、どのような手順で作業をすると良いのかについて記した書類である。
実際の現場では、先ほどの３つの書類の意味が理解されておらずにあいまいになっている現場が時より存在する。
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施工計画書の裏側２！一般事項で宣言すべき○○とは？
施工計画書に記載する内容って、
「何でこんな分かりきった内容を書くのだろう？」って疑問に感じたことは無いかな？
私も昔は同じような疑問を感じていたけど、色んなトラブルに遭遇したり、客先や設計事務所の人と、毎日のようにやり取りをし
ていると、「もしかして、そう言うこと？」と感じる事があったので、施工計画書に必要であると私が感じている基本的な章やブロッ
ク毎に、かなり私自身の独断と偏見が入っているかもしれないけど、「施工計画書の裏側」を解説していこう。
まずは
第１章の一般事項だけど、この章には次の事項を記載するのが一般的。
1 つ目は「適用範囲」。
つまり

今回の施工計画書は、どの工事のどの工種に適用しますよ。と言う宣言だね。当たり前過ぎるかもしれないけど一
種の呪文のようなもので深く考えずに記載してほしい。
2 つ目は「適用図書 ( 準拠図書 )」
。
実は、この章の中で一番重要であると感じている部分。
なぜなら

工事を進める上で、基準や仕様の解釈などでのすれ違いが客先や設計事務所と生じたときに、「 じゃあ、あなたたちは何にもと

づいているの？」と言う根源になるのがこの部分だから。
例えば
適用図書が公共建築工事標準仕様書と自ら記載しているのに、JASS の考え方で管理を、もしもあなたが行っていたのなら、

「施工計画書通りに施工していない」と言う結論に至るのは当たり前だよね。

特に年度によって管理方法が違うこともあるので、設計図書の特記仕様書をよく確認して、間違えないように記載しよう。
その時に、優先順位も合わせて記載しておこうね。
優先順位は一般的に
１．現場説明書や質疑回答書
２．設計図書の特記仕様書
３．設計図書
４．公共建築工事標準仕様書、JASS など
だからね。

3 つ目は「協議事項」。
つまり
何か「疑問」や「変更」が生じたときに、誰と話し合ってどのように決めるのか？
また決定事項はどのように伝達するのか？
について記載するのだけど、
設計事務所と工事監理事務所が別れていたり、
監修をする事務所がいたり、客先が施工に細かく口を出す場合は、
何か問題が起きた場合に責任の所在が曖昧になる、
と言うケースが案外多い。
さっきまで、大口叩いていた人が振り替えるといない。
みたいなことにならないように予め確認しておこうね。
最後は「運用方法」
。
つまり工事関係者に、説明・打合せなどを行い、内容を周知し徹底させます。と言ったことを書いておけば良い。
だって
せっかく施工計画書を作成しても、誰も読んでいなかったら全く意味のないことだからね。
つまり一般事項に関しては、
「こういう工事を、この基準で施工しますよ」と言う「宣言」と、相手による「確認」がメイン。
そしてこの章に記載している内容が間違っていると、残りの章に記載している事が全て無駄になってしまうので、特に「適用図書」
に関してはしっかりと確認しておこうね。
更に施工計画書にどんな内容を記載するかについては、建築工事監理指針の各工種の始めに書いてあるので、まだ持っていないのなら、
ぜひ手にされることをオススメするよ。
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施工計画書の裏側！工事概要って工種ごとに記載する必要あるか？
施工計画書は当然各工種ごとに作成するのだが、
「あ～、毎回面倒くさいと感じるのが工事概要である」
私は基本的に、施工計画書を作成する時は、以前の現場のデータを参考に修正するという形で作成することが多のだけど、そこで発
生する問題が、毎回毎回、工事概要の入力 ( 修正 ) の必要があること。

最初の躯体工事の頃は工種も少なくてまだまだテンションも高いのであまり苦にならないが、仕上げ工事に入って、作成すべき施
工計画書が増えてくると、途端に面倒くさくなってしまうのである。

「いっその事、無くてもこの現場の事なんて分かるから無くしも良いんじゃないか？」という気にさえなってくる。
しかし、計画書の構成として必要なのだろうな。と半ば諦めモードで昔はずっと作成していた。
でも最近、ふとした考えが浮かんで「実は必要かも？」と感じるようになったのだ。
それは「相手」の立場を考えた時には、やっぱり必要ということ。

つまり「相手」と言うのは、施工計画書を提出されてチェックする相手である。
具体的には、工事監理の担当者などのことである。
なぜなら
工事監理の担当者は複数の案件を抱えている場合が多い。
多い人だと民間工事なら１０個位の案件を抱えている場合もある。
だから
複数の案件を掛け持ちしていると、施工計画書を見ても「パッ」と物件のイメージが浮かんでこない場合もきっとあるはず。と私は
感じている。

「え～っと、○○工事だけど、どんな物件だったっけ？」

「おっ、工事概要がある。え～何々 RC １０階建の８０戸のマンション」
「あ～そうそう、あの物件ね思い出した。」

と実際に口に出しているのかどうかは分からないけど、実際に施工計画書を提出して、目の前でチェックし始めた時に、工事概要をじっ
くりと見て、納得をした顔を幾度か目撃している。
それから、腰をゆっくりおろして続きを読み始めていたのだ。
結局

施工計画書の工事概要は、あなたの為に記載するのではなく、チェックをしてもらう相手の為に有るのかな？
というのが私の感想。
もちろん

施工計画書というのは、あなたやあなたの同僚が作成するので、基本的な部分は「知っていて当
然」なんだけど、あなたの「常識」が他人の「常識」ではないということ。
と
自分たちの作成した施工計画書には、読んでもらう「相手」が必ずいるということ。
しかし読んでもらう、
チェックしてもらう「相手」をイメージをして書類を作るという行為は、冷静に考えると９割の人が「大切である」
と答えるが、実践できている人はまだまだ少ないと感じるよ。
実は書類を受け取る人は、作成した人の「想い」って読んでいく内に読み取れる事は多いはず。

あなたが逆の立場の場合には、同じように感じないかな？

つまり施工計画書の工事概要の部分は、チェックしてもらう相手にしっかりと「あなたの物件のイメー
ジ」をしてもらうために

案外重要な部分であるということ。

更に作成する書類は、提出先の相手にしっかりと伝わるように意識して書くように心がけると非常に効果的。
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施工計画書の裏側３！組織表とやる気の相関関係とは？
施工計画書の３つ目の項目は「組織」
。

つまりどのような体制で現場の工事に取り組んでいくか？という所を見せるポイントである。
当然現場の体制としては、誰が責任者で、誰が担当窓口なのか？と記すのだけど、せっかくなら「社内組織」も合わ
せて記入をしておくと、チェックする人間からすると、一定の安心感を得ることが出来る。
なぜなら

チェックする人間の心理からすると、工事を行っていく上で、何かトラブルが発生した場合にど
んな体制で現場をフォローしてくれるのか？という点は気になるところだから。

「現場をフォローする」ということは、すなわち「設計事務所」や「工事監理者」
、更には「お客さん」をも含めてフォローすること
に最終的にはつながっていくから。
でも

実際は、名ばかりで会社の安全な所から「ワーワー」文句を言っている人も少なくないけどね…。
そして
施工計画書をチェックする人間が気になるポイントは、
「ちゃんとした工事を行える協力業者なのだろうか？」という所であろう。
元請けがしっかりしていても、肝心の協力業者が完全な能力不足であれば、当然良い品質の建物は出来ないし、工事を監理する立場
の人の仕事も、数倍大変だと感じるから。
そこで
施工業者であれば建設業の許可や、製作工場であれば認定番号を一緒に記載しておくことは非常に重要。
更に
もしも、工事監理者さんが過去に一緒に仕事をした協力業者で良い印象を持っているのであれば非常に工事自体がスムーズになる。

「あの協力業者なら安心だな」

と感じてもらうだけでも、かなりのポイントアップになるという実感を私は現場で色々工事監理者さんと話している時に感じるよ。
結局は

この体制で工事を進めるから、安心して任せて下さいよ。という部分をアピールする部分だよ。
つまり

組織表をはじめとした、元請けと協力業者の管理体制は、工事にどのような姿勢で望むかをアピールする場でもある。

「これだけのバックアップ体制があれば、何かあっても大丈夫だろう」
「この協力業者は実績もあるし、信頼できるな」
と相手に感じさせるとこちらの勝だよ。
結局は設計事務所の人やお客さんに、「いかに安心してもらって仕事をするか？」ということは、現場をあなたの
思い通りに進めるためにはとってもとっても大切な要素であると私は感じるよ。

施工計画書の裏側４！工程表で流れと施工の準備作業をアピール
施工計画書に記載する次の項目は「工程表」
。

工種別こ必要な工程表は当然２種類添付する必要がある。
「全体工程」と「該当工種の工程」である。
つまり全体の工程はこのようになっている内の、この期間に今回提出する工事は行いますよ。という周知を行うのが、工程表の役割
である。
なぜなら工事の内容によっては、一般常識的に始めるであろう時期と実際の施工開始時期が大きく異なる場合があるから。

「えっ、もう○○工事始めるの？」

と、工事監理者さんに驚かれて説明をする場合もあるから。
だから

「もうすぐ工事を始めますよ」
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というアピールには「工程表の添付」は欠かせない。
そして
工程表を付けることで、もう１つアピールになる場合がある。
それは、なかなか施工のスピードに合わせて決め事や施工図を承認してくれない工事監理者さんがいる場合に必要。

「もう、図面承認してくれないと工事止まりますよ」
「あの質疑の回答ないと工事に入れませんよ」

と、工事監理者さんなどの決断や承認を促すのに非常に有効なのである。

切羽詰まらないと中々行動を起こしてくれない人にとって、
「お尻に火をつける」絶好の機会なのである。

実際に施工計画書を提出すると、
未決事項を抱える工事監理者さんから「え～。
もう始めるの？じゃあ、
そろそろヤバイよね」
という発言が出る場合は意外と多いので決断や承認のスピードが遅いと感じる工事監理者さんに対して、実際に一度は試してみる価
値があると感じるよ。
しかし、大前提が１つだけある。

それは施工計画書を工事に着手する時期に対して、
未決事項の決定についての「回答期間」が取れるくらい余裕を持っ
た時期に提出することである。
実は、早期に施工計画書を提出することが工事が進捗するにつれて段々と難しくなって来るのが実情。

「早く施工計画書を提出しないと工事にかかれないよ」
と逆に言われないように、十分に注意しようね。
つまり工程表を添付することで全体工程のどのタイミングで、
工事を始めるのか？を周知することが出来る。

更に質疑の未決事項や施工図の承認がまだの場合は、
「そろそろ決定しないとマズいですよ」という無言のアピールとして使用するこ
とも出来るよ。

施工計画書の裏側５！使用材料が違うと全てやり直しの悲劇
今回から本格的な実務の内容に入っていく。
と言っても、工種別に記述をしているわけではないので、具体的な内容では無いけれど、基本的な考えは同じ。
つまり、ひとことで言うと、
表向きの記載内容は「設計図書やその他の仕様書の通りに記述すること」であり、特段の事情がなければ「仕
様以上でも以下でも不可である」ということ。
だから今回は使用材料について経験の浅い職員が作成する場合の、私の身の回りの実情についてお伝えする。
まず、どこかの計画書のデータを流用して作成している場合は、
「前のデータのままの部分が無いか？」をチェックしないと、「訂正
し忘れ」な部分が多大に残っていると感じる。
次に協力業者にある程度作成させている場合は、
「使用材料」と「使用場所」の関係をもう一度確認しよう。
なぜなら
協力業者の担当者の設計図書の読み込みが甘いと、水回りに使ってはいけない材料の使用場所が実は水回りであったり、設計図書と
は違う仕様で、協力業者が普段使っている仕様の商品を記載していたりすることがあるから。
だから協力業者が記載してきた材料を疑って掛かることが、本当に大切であると感じている。
実は敢えてこの記事でお伝えしてるのは、施工計画書のチェックにおいて、陥りがちな失敗の基であると感じているから。
それは自分でよく理解しないままに施工計画書を作成すると、「以前の現場で記載してあること」、「協力業者が記載してきたこと」が
「正しい」と考えてしまいがちだから。
だから本当は、冷静な目で落ち着いてみると間違いに気づくような問題でも、
「正しいはず」という先入観が有るので、見落としてし
まうことがある。
その結果「業者さんの記入してきた通りです」という言い訳からはじまり、最終的には全てやり直しという最悪の結末を迎える恐れ
が十分にあるから。

最後に大切なのは、施工中に材料の間違いに気づいても「バレなかったら OK」という考えを絶対に起こさないこと。
もしも、竣工してから何らかの不具合が発生して発覚したら、施工中に手直しをする数倍の手間と費用が掛かるからね。
つまり施工計画書の使用材料が設計図書などの仕様と、異なっている場合には、所定の品質が確保できないので、全面的にやり直し
になる場合が非常に高いということ。だから施工計画書にしても、施工図にしても書かれている全ての内容が、
根拠の有るものか？についてチェックすべきであると感じるよ。
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施工計画書の裏側！施工フローで工事の流れを全てを記載せよ
施工計画書をチェックされている時に、
「あれっ、施工フローは？」と聞かれる確率はかなり高い。
なぜなら文字でずらずら書かれているよりは、図でまとめてある方が圧倒的に理解が早いから。

しかも工事を監理、監督する立場の人が一番気になるのは、
「どのタイミングで立会や検査があるのか？」ということ。
だから、
施工フローには、
各段階の施工のステップを書くことは当然で、
「検査」、
「立会」のタイミングでも忘れずに記入をしておこう。

更に検査に合格したらどうなるのか？検査に不合格ならどうなるのか？
という流れもしっかりと記載することがとっても重要。

それで初めて工事を監理、監督する立場の人間が「ふむふむ、この検査は自主だから現場に行かなくても良いかな？」
「おっ、これは立会の必要があるけど、頻度が多すぎだな。そこまで立ち会えないから回数を調整しよう」
とか、きっと考えているはずである。
しかし、検査の部分なんて、あなたには関係ないかもしれない。施工する立場からすると、
「検査なんだから毎回来ればいいじゃん」
と思ってしまうかもしれない。

でも、相手の立場からすると、逆に「検査」
、「立会」の部分が一番重要。

施工者が適当に検査の部分を記載すると、チェックを 1 番受けやすいのが先程述べた理由によるから。
施工者側と監理、監督側が重点的に見たいポイントが違うのが施工フローなので、全体を通して 1 番重点的に作成して欲しいポイン
トだよ。

もしも、施工フローが完璧であれば、その後の施工要領などは軽く読み飛ばしても良いくらいの重要さがあ

るという認識して欲しい。

監理、監督側の人間が施工フローを見ていて「ん？」と感じることがもしも有れば、その後の施工要領などは 1 文字 1 文字しっかり
と確認されるということはよく有るからね。
だから、

お互いの信頼関係を悪くしないための重要ポイントが、施工フローであると言う認識はしっかりと持っておいてね。
つまり施工フローとは、工事の進捗と各段階で誰がどのように確認するか？をしっかりと記載することで、職務と責任を認識して
もらう図である。
だから、工事を進める上で、客先や設計事務所に安心感を与えるためには、
「しっかり計画をして、計画通りに進めること」がとって
も重要だよね。
しかし、実際の現場は本当に忙しいと私は感じているので、「少しでも効率よく毎日を過ごしたい」という人はこちらがオススメ。

施工計画書の裏柄！施工要領は５W １H が大事！？
施工計画書の一番メインな部分は「施工要領」
。

つまり、実際にはどのような手順でどのように作業が行わるのか？を記載する部分で、一番関係者が理解しておき

たい部分。

「どのように作業するか？」がしっかりと計画されていないと、行き当たりばったりの作業になってしまい、良い品質は決して
得ることが出来ないと私は感じているから。

でもどのように記載すると関係者が分かりやすいのだろう？と言うのは

実際の施工要領の部分は、ある一部の人にしか分からない記載になってしまっていることが多いという事実がある
から。
具体的には
一部の人というのは、
「計画書を書いた当事者」である。
計画書を書いた当事者は、書くまでに色々調べたりして、一定の基礎知識が有るため、基礎知識の乏しい人が読むと理解に苦しむ
表現があったりするから。

そこで何が足りないと基礎知識に乏しい人が理解に苦しむかというと、５ｗ１H のどれかが抜けている場合が多い。

例えば

「鉄骨のボルトを締める」と言う記載だけがあったとする。
しかしボルトの種類は何？トルシア形高力ボルト？締めるってシャーレンチで締めるの？どのタイミング？前工程と後工程の関係
は？誰が作業して、誰が確認するの？どのようになった時点で完了なの？

22

などなどの色んな疑問が湧いてくるよね。
だけど計画書を書いた当事者は、
「そんなのいちいち説明しないといけないの？」と感じるかもしれないけど、
「説明しないといけな
いよ」

だって施工計画書の基本的な趣旨は「作業の計画を、全ての関係者に周知して、計画通りに作業を完了させること」

だからね。

今のままだと完全に「独りよがり」の計画書になっているから。もしも、提出前の施工計画書が手元にあるなら、

「５W １H」に注意して「誰が読んでも分かりやすいか」についてチェックしてみると、新しい視点で
の発見があるかも知れないね。

つまり施工要領に必要なのは、◎どのタイミングで

◎何の材料や工具を使って

◎誰が

◎どの場所において

◎どのような作

業をするか？を説明することで
・なぜそうするのか？を合わせて説明が出来る。
すると、全ての関係者にとって非常にイメージがしやすい分かりやすい施工要領になると私は感じるよ。
しかし、現場のスタッフには、施工計画書と施工要領書と作業手順書の区別がつかないで仕事をしている人が実は多い。

施工計画書の裏側！検査方法で重要なのは合格基準？それとも？
施工計画書には、検査方法という章が不可欠。
なぜなら、せっかく施工をしたのに、合格する品質なのか？否か？を確かめずに工事を終了して、あとから不具合が発生して実は、
「不合格だった」という悲劇になりたくないよね。

だから、施工のどの段階で、どのような検査を行えば、良好な品質が保たれているのか？をしっかり記載しよう。

当然、施工計画書には「検査方法」
、
「合格基準」を記載すると感じるけど、私が一番必要だと感じるのは、先程の２つのどちらでもない。
それは「不合格時の対応方法」である。
つまり、「もしも、不合格の場合」は
◎・補修で対応してもよいのか？
◎・取り壊して再構築しなければイケないのか？
◎・再検査の方法は全数検査の必要があるのか？
このような対応を定めていないと、本当に検査に不合格をした時点でパニックになるはず。
そして、本来なら補修対応で済む工事を、取り壊して再構築したり、逆に、再構築しなければいけないものを、簡単に補修で済ま
せたり、品質的にも、工程的にも、原価的にも、顧客との信頼においても、大きく結果に影響を与えるようなターニングポイントに
なるよね。
対処方法を間違えると本当に取り返しがつかないことにも発展する恐れがある。
具体的には
コンクリートを打設した後の豆板 ( ジャンカ ) などは、程度によって、補修方法がしっかりと定められている。
骨材を叩いても落ちない程度ならモルタルを詰めれば OK みたいにね。
結局、現場というものは、いつも上手く行くことばかりではない。むしろ、上手く行かないことの方が多いのでは無いか？
と私自身は感じている。

だから、
「もしも、失敗したらどうする？」を、常に頭の片隅に置いておくか？否か？で

本当に「不具合」が発生した時の対応に雲泥の差が生まれると確信しているよ。

それが最終的に現場を納めるためには、絶対に必要な感覚であると私は感じている。
つまり
施工計画書で実際に記載しておくべきなのは、検査の合格基準よりも、不合格だった場合の処理である。
本当に不合格だった時に、あわてふためいてどうして良いか分からない。
そんな最悪のシチュエーションにならないようにね。
更に
現場ではうまくいく事より、うまくいかない事の方が多い。
自分で失敗してしまうことも日常茶飯事だから、
失敗した時のリカバリーショットをいかに上手に打つかは非常に重要。
失敗に強くなると人間的に一気に成長できるよ。

次号へつづく
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シリーズ【建設用語大辞典】

第 7 回 「左官工事業とは ? 」

左官工事業について、施工内容や歴史、国家資格について調べてみました。
左官工事の左官（さかん）とは、
建物の壁や床、土塀などを、専門の “ こて ” を使って塗り仕上げる職種のことをいい
ます。
左官の読み方は二通りあり、一般的な読み方は “ さかん ” ですが、“ しゃかん ” と呼
ぶ時もあります。
左官工事業は、建設業許可で区分されている 28 の専門工事業種のうちの一つです。
建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う業者が、建設業法第 3 条に基づき建設
業の許可を受けて営業するために必要なものです。
左官工事業は、その建設業許可を受けている専門業種です。
建設業許可は、区分により許可するところが異なり、3 種類あります。
① 大臣許可と知事許

② 一般建設業と特定建設業

③ 業種別許可制

これらの許可は、有効期間が 5 年です。
5 年ごとに許可を受けずに放置すると、許可は失効してしまうため注意が必要です。
左官工事業は、工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等を専門の “ こて ” で塗る、吹きつける、貼り付けると
いう工事をまとめた呼び方です。
作業工程や種類により、以下のように呼び方が変わります。
① 左官工事

② モルタル工事

⑤ とぎ出し工事

⑥ 洗い出し工事

③ モルタル防水工事

④ 吹きつけ工事

【施工内容・方法】
左官工事は、内容や方法により、いくつかの種類に分類することができます。
① 漆喰（しっくい ) 塗り
漆喰塗りは、日本で 1400 年以上前より行われてきた塗り方です。
二酸化炭素（CO2）を吸収して、徐々に固まる性質のある漆喰は、環境に優しい天然素材からできています。
この漆喰という天然素材を使い行う左官工事を、漆喰塗りといいます。
② 珪藻土（けいそうど）塗り
長年に渡り海底などで積まれた、植物プランクトンを “ 珪藻 ” と呼びます。
この “ 珪藻 ” の特徴を活かして行われる左官工事を珪藻土塗りといいます。
珪藻土には、壁に塗ることで調湿や消臭など様々な効果を発揮してくれる、とても優れた材料です。
③ じゅらく（京壁）
・砂壁塗り
日本の和の美しさを演出する壁材の塗り方として一般的な物が、じゅらく（京壁）や砂壁塗りです。
主に、和室の壁や廊下の壁などの仕上げに行われます。
④ ジョリパット塗り
ジョリパット塗は、室内の壁や外装の壁など、幅広く活用される塗り方です。
模様付けや色も豊富にあるため、お洒落な塗り壁に仕上げることが可能です。
⑤ 洗い出し
洗い出しは、日本の伝統的技術で、巾木（はばき）、玄関ポーチ、アプローチ、ガレージの土間などで幅広い所で使用
される方法です。
砂利や砕石をセメントで練り混ぜ、表面を水で洗します。
その後、石を表面に露出させる方法です。
⑥ モルタル塗り
モルタル塗りは、壁などの仕上げを大きく左右する、とても大切な工程です。
主に、壁での、ペンキ、拭きつけ、クロス、タイルの下地として行われます。
また、床では、下地素材として塗られ、階段やテラス等の仕上げとしても幅広く塗られる方法です。
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⑦ 自然石樹脂塗り
自然石樹脂塗りは、砂利や砕石を合成樹脂で練り混ぜたものを塗り付ける “ 洗い出し ” よりも、より鮮やかに仕上げる
ことができる塗り方です。
巾木、玄関ポーチ、アプローチ、ガレージ土間などで使われる塗り方です。
⑧ 屋根漆喰（しっくい）工事
この屋根漆喰工事は、防水モルタルを用いた防水工事である左官工事業または、防水工事業、どちらでも施工可能な工
事内容です。
【歴史】
左官の語源は、歴史の中からもいくつか諸説があります。
① 宮中の営繕を行う職人に、土木部門を司る木工寮の属（さかん、四等官の主典）として出入りを許したことが語源と言
う説（日本国語大辞典などから）
② 建久元年（1190 年）十月に行われた、東大寺の再建大仏殿の棟上時に、大工や他の職人が、官位を受領し、そのとき
壁塗が左官となったという説（玉葉に基づいた説、国史大辞典から）
③ 実際に左官と言う言葉が使われ出したのは、桃山時代という説（沙官・沙翫から）
④ 建築の “ 木 ” に関わる職を “ 右官 ” と呼んでいた説
これまでの歴史の中で、さまざま変化しながら、現在一般的になった “ 左官 ” という言葉が生まれました。
【施工価格帯】
以下は、左官工事業の平均的な施工単価です。( 地域による変動あり )
① 内部壁一般中塗り工事 ラスボード下石膏中塗り 2,800 ～ 3,400 円／㎡
② プラスターボード下地処理 1,600 ～ 2,000 円／㎡
③ ラスボード下土中塗り 3,500 ～ 4,200 円／㎡
④ ラスボード下土中塗り

土中塗り仕上げの場合 5,500 ～ 6,700 円／㎡

⑤ 内部壁一般仕上げ工事 一般聚楽仕上げ（種ラックス C 程度）1,600 ～ 2,200 円／㎡
⑥ 珪藻土仕上げ（シールタッチ程度）3,600 ～ 4,200 円／㎡
⑦ 一般白漆喰仕上げ 3,300 ～ 4,200 円／㎡
⑧ 外部壁一般ラスモルタル中塗り工事 木摺り下ラスモルタル中塗り（メタルラス貼り含む）4,000 ～ 4,800 円／㎡
⑨ 木摺り下モルタル金鏝刷毛引き仕上げ（メタルラス貼り含む）4,200 ～ 5,000 円／㎡
⑩ 外部壁一般仕上げ工事 外部用耐水ジュラク仕上げ 2,200 ～ 2,800 円／㎡
⑪ 白漆喰仕上げ 3,300 ～ 4,200 円／㎡
⑫ リシンかき落とし仕上げ（下地別）6,000 ～ 7,500 円／㎡
⑬ 基礎巾木仕上げ工事 基礎巾木うす塗りモルタル（H200 ～ 400）1,600 ～ 2,000 円／ｍ
⑭ 基礎巾木モルタル金鏝刷毛引き仕上げ（H200 ～ 400）2,300 ～ 2,800 円／ｍ
⑮ 基礎巾木豆砂利洗出し（H200 ～ 400）4,800 ～ 5,800 円／ｍ
⑯ 床仕上げ工事 床コンクリート金鏝仕上げ（ただし 30㎡以上）600 ～ 750 円／㎡
⑰ 犬走りコンクリート金鏝仕上げ（目地切り別）900 ～ 1,100 円／㎡
⑱ 床豆砂利（大磯程度）洗出し仕上げ（1 分～ 3 分）モルタル下地含む 12,500 ～ 15,000 円／㎡
⑲ ＡＣパネル下地
⑳ コンクリート下地

塗り厚 15 ｍｍ（300㎡） 2,800 円
外壁

塗り厚 25 ｍｍ（300㎡）

3,200 円

㉑コンクリート打ちっぱなし補修

部分補修

2 ｍｍ以内

㉒コンクリート打ちっぱなし補修

全面補修

1,550 円

【国家資格、免許について】

750 円

左官工事業に必要なものは、左官技能士という資格です。
試験科目は、学科試験と技能試験があり、合格すると 1 級、2 級、3 級の級を取得できます。
学科試験には、施工法、材料、意匠図案、建築構造、製図などがあります。 実技試験は、左官作業です。
また、他の国家資格有資格者に限り免除され、取得できる場合もあります。 免除される主な国家資格は、以下です。
① 1 級建築施工管理技士

② 2 級建築施工管理技士（仕上げのみ有効） ③ 技能検定（左官のみ有効）

受験資格に必要なことは、最低限、左官工事に関する実務経験があることです。また、左官専門の職業訓練を各地の認定職業訓練の
職業能力開発校などで受けることで、左官技能士を取得できます。
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補強土壁が完成前に大きく変形
工事の概要とトラブルの内容
台風で崩壊した山間部の道路の復旧工事において発生した補強土壁のトラブル事例である。
補強土壁は高さ 8m で壁面勾配は 1：0.3 であり、壁面材には、鋼製枠を用いた。鋼製枠とは、エキスパンド
メタルを L 型に折り曲げた構造で、その内側に斜タイ材を設けて土圧の作用による開きを抑制している 1)。
壁面材の高さは、1 段当たり 0.5m で、16 段積み重ねる計画であった。なお補強土壁の安定性を確保するた
めに、補強材（樹脂製のジオグリッド）を図のよう配置した（図 -1）
。盛土に用いた材料は、現場付近のま
さ土を主体とする砂質土であった。盛土の締固めは、ハンドガイドローラーを用いて所定の締固め度になる
ように十分に行った。壁面周辺は壁面の通りを揃えることに配慮して木製のタコや足踏みに加えてプレート
コンパクターを用いて慎重に締め固めた。10 段目の施工を完了した時点で、夜間にまとまった雨（日降水量
30mm）が降ったため、翌日に土留めの状況を確認したところ、壁面のはらみ出し、壁面材のずれおよび地
表面のひび割れと沈下が見られ、補強土壁が大きく変形した ( 写真次ページ）
図 -1
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補強土壁を用いた盛土の概要（断面図）

変形した補強土壁
原因と対処方法
補強土壁の変形は以下の 2 つの原因により生じたものと考えられた。
地形に関する原因としては、この現場は集水地形にあり、降雨量がそれほど多くなくても、背後の斜面や崩壊を免れた道路から表流
水が集まりやすく、盛土に表流水が浸透しやすい状況にあったものと考えられた。その結果、盛土の含水比の増加により土が強度低
下をおこした可能性がある。
また、施工方法に関する原因としては、壁面材自体の剛性が低いことから、締固めによって壁面が変形しないようにすることに気を
とられ、プレートコンパクターは使用したものの、壁面材に近接する部分の土の締固めが不十分となっていた可能性が考えられた。
なお、この補強土壁は変形が大きかったため、補強や補修といった対策により施工を継続することは困難と判断し、壁面材と補強材
および背後の盛土をすべて撤去した。再施工では、壁面材の周辺の土は、プレートコンパクターよりも大きい締固めエネルギーを与
えることができるランマを用いて締め固めることとした。また、仮に、盛土内に水が浸透しても速やかに排水できるように、最下段
は砕石層に変更した。加えて、施工期間中の盛土への水の浸透を防ぐ対策として、まとまった雨が予想される場合は、作業終了後、
地表面をシートで覆って養生した。さらに、道路面にまくら土嚢を設置して、表流水が現場に流れ込まないようにした。以上の対応
により、補強土壁を無事に構築することができた。
同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等
補強土壁工法では、地盤内に設置した補強材の引張力により地盤の崩壊を防いでいるため、補強材が効果を発揮するように地盤をよ
く締め固めて、補強材と地盤の間の摩擦抵抗を十分に確保しなければならない。加えて、特に壁面材の付近は締固め不足となりやすく、
壁面のはらみ出しやずれが生じる場合があるため注意が必要である。また、排水対策工を施すことにより盛土内への水の浸透を防ぐ
ことが重要である。せっかく締固めをしても、土が飽和して水浸状態になると、土の強度が低下し、補強効果も減少するため注意が
必要である。
また、ここに示した補強土壁は、上下の壁面材同士を結合しない構造形式であるため、壁面の変形が生じやすいので、より一層の注
意が必要である。なお、この点を解決する方法として、壁面材を上下左右に連結した形式の補強土壁 2) も実用化されている。これら
についても参考にすると良い。
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副社長が行く現場探訪

第 63 回

軟弱粘性⼟地盤の沈下と地震の関係
軟弱な粘性⼟が堆積している地盤では、盛⼟等による荷重の載荷、地下⽔のく
み上げ等に伴う地下⽔位の低下によって⽣じる圧密沈下が問題になることがあ
ります。圧密とは、
「飽和した粘性⼟が静的荷重を受け、時間遅れを伴って間隙
⽔を排出しながら体積が減少し、密度が増加して強度が増加する現象」のこと
です。ここで静的荷重とは、上で⽰した荷重の載荷や地下⽔低下にともない地
盤の有効⼟被り圧が増加することを指します。
圧密を原因とした地盤沈下の被害としては、直接基礎で⽀持された構造物の不等沈下、杭基礎で⽀持された構造物に⽣じる
構造物と地盤との段差等があります。例として橋台の取り付け部の段差（写真１）、建築物⼊⼝に発⽣する段差（写真２）を
⽰します。写真 1 は、杭基礎で⽀持された橋台の取付け部ですが、橋台背⾯盛⼟部分の沈下よって段差が⽣じて、補修を繰
り返した結果、⾞⾼の低いスポーツカー等は橋を通過する際に⾞体の下を擦りそうな状況になっています。写真 2 は 30 年
以上前に建設された杭基礎で⽀持された建物ですが、竣⼯当初から⼊⼝に段差ができるたびに階段の増設を繰り返しており、
沈下量は 80cm を超えています。このように圧密沈下は、⼈々のくらしに影響を与えるだけでなく、補修に費⽤がかかるこ
とも問題になります。

上記の写真が撮影された地区では、2011 年東⽇本⼤震災の後に杭基礎で⽀持された建物の⼊り⼝付近に段差が⾒られまし
た（写真 3）
。この段差は地震の約 1 か⽉後にはおよそ 5cm ありましたが、その後、徐々に⼤きくなっているようでした。
周辺で測定された地盤⾼のデータからは、地震発⽣の前には圧密による沈下は収束する傾向がみられましたが、地震を契機
として 10cm 程度の沈下が発⽣し、その後も年間 1cm 前後の沈下がみられるようになりました 1）。
写真 3

東⽇本⼤震災の約 1 か⽉に見られた建物⼊⼝の段差

地震の後に発⽣する地盤沈下については、緩い砂地盤の液状化
現象が有名です。液状化が発⽣すると、砂の噛み合わせが外れ
て、砂粒が浮いたような状態となり、その後砂が沈降して余分
な間隙⽔が排⽔されることで沈下が発⽣します。東⽇本⼤震災
の浦安市の埋⽴地で⾒られたように、砂を巻き込みながら地上
に吹き上がってくる噴砂現象が起こると沈下がさらに⼤きくな
ります。液状化による沈下量は、砂層の厚さのおおよそ 3~5％
に達するとされています。例として層厚 10m の砂層であれば
30~50cm 沈下する計算になります。
⼀⽅、写真２の建物周辺で⾏ったボーリング調査結果を図１に⽰しますが、粘性⼟が主体で液状化を起こすような砂層は認
められず、地震直後に砂や⽔が噴き出てきたという証⾔もありませんでした。この沈下のメカニズムを調べるために、図に
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⽰した表層に近い有機質シルトから１つ、その下のシルト層から 2 つの乱れの少ない試料をサンプリングして、地震の揺れ
に相当する⼒を⼟に与えた後、沈下量を測定する⼒学試験を実施しました 2）。具体的には、粘性⼟供試体を原位置の⼟被り
圧で圧密した後、⾮排⽔条件で繰返しせん断を⾏いました。その後、排⽔条件に切り替えて供試体から排⽔される間隙⽔の
量を測定しました。その結果、N 値が 1~3 の軟弱なシルト層では沈下が発⽣することがわかりました。この実験結果から予
測した沈下量は、現場でみられた沈下量と概ね⼀致することも確認できました。さらに、この沈下は今後数⼗年間継続する
という試算結果も得られました 1）。

図1

地盤沈下が⽣じた建物付近の地盤調査結果 2）

これに対して、表層のピートに近い性状を持つ有機質シルト層はほとんど沈下しないことがわかりました。沈下発⽣の有無
の違いは、粘性⼟の圧密状態の違いによるが影響していました。具体的には、シルト層は過去に受けた先⾏圧密応⼒と現在
の有効⼟被り圧がほぼ等しく正規圧密に近い状態にあり、有機質シルトは先⾏圧密応⼒が有効⼟被り圧よりも 2 倍ほど⼤き
い過圧密状態になっていました。⾔い換えると正規圧密状態に近い粘性⼟は軟弱で柔らかい粘性⼟、過圧密状態の粘性⼟は
硬く締まった粘性⼟に相当し、正規圧密に近い粘性⼟ほど地震によって沈下が発⽣しやすいことになります。
冒頭で「静的荷重」により粘性⼟の体積が減少する現象を圧密沈下と説明しましたが、本来の定義からすると圧密とはいえ
ないかもしれませんが、地震のような「動的荷重」でも粘性⼟は沈下することになります。地震による粘性⼟地盤の沈下の
例はそれほど多くはありませんが、軟弱な粘性⼟地盤が堆積する地域において確認されているようです。また砂と違って粘
性⼟は透⽔性が低いため、沈下が⻑期にわたって少しずつ発⽣する傾向があり、気づいていないことが多いかもしれません。
皆さんの周りで原因がよくわからない地盤沈下がみられ、かつその場所が軟弱な粘性⼟が堆積している地域の場合には、地
震による粘性⼟地盤の沈下について疑ってみてもよいかもしれません。
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【業界研究：スーパーゼネコン】
鹿島建設・清水建設・竹中工務店・大成建設・大林組の主要 5 社を徹底分析！
今回はゼネコン（総合建設）業界、特にゼネコンのトップに君臨する「スーパーゼネコン（大手ゼネコン）」と呼ばれる、
鹿島建設・清水建設・竹中工務店・大成建設・大林組について解説していきます。

ゼネコンとは？：どんな建築物も請け負うプロ集団
私たちの家や仕事を支えている「不動産業界」。土地の取得から企画、開発、建設、売買まで、その仕事内容はさまざまです。
その中でも特に「建設」に特化しているのが「ゼネラルコントラクター（日本語では「総合建設業者」）」、通称「ゼネコン」です。
建てるものは多岐にわたり、高層マンションやオフィスビル、学校、病院、道路、ダム、発電所、寺院の修復までさまざまです。

「ゼネラル（general）
」という言葉の通り、
どんな建築物の工事でも請け負うプロフェッショナル集団と言えます。
そんなゼネコンの業務をひとことで言えば、
「建設の指揮役」。
国や不動産デベロッパーが作成した企画案に基づいて建設計画を策定し、関連業者を巻き込みながら、完成までのプロセ
ス全てを管理します。

建設業界の今後：オリンピック需要と新型コロナウイルスの影響
景気の変動を受けやすい業界ではあるものの、公共投資による支えもあり、堅調な需要に支えられていると言えます。
2020 年に開催予定だった東京オリンピック・パラリンピックに向け、政府による公共投資の増加していた建設業界。2020
年の開催は延期になったものの、インバウンド需要が増加することを見越して、レジャー施設や宿泊施設の整備も拡大して
いました。オリンピック需要が落ち着いても、リニア中央新幹線の開通工事、老朽化した東京の下水・首都高速の再整備、
5G 通信などインフラの再整備による需要は高まっていました。
しかし昨今、工事の中止や延期や受注数の減少など、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けています。業績は厳
しい状況ではありますが、業務の効率化や IT 化など、従来の働き方を見直すきっかけになっているといえるでしょう（※ 1）。
（※ 1）参考：PR TIMES「【新型コロナウイルスによって建設業界はどう変化した？】コロナ禍での変化やこれからの IT 化
に関する考えが明らかに！」
ゼネコン業界の業績比較

各社の業績は以下の通りです。
※連結決算のデータを使用。各社の会計方式は大林組・鹿島建設・大成建設・清水建設が日本方式、竹中工務店が IFRS 基準
です
ご覧の通り、ゼネコン業界では上記の 5 社が売上 1 兆円を超えています。これがスーパー（大手）ゼネコンと呼ばれるゆえ
んです。売上高は大林組が首位をマークしていますが、営業利益は大成建設が最も高くなっています。
次に、各社の特徴を見ていきましょう。
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ゼネコン各社の特徴
鹿島建設：
『進取の精神』グループ連携を強化
鹿島建設の企業理念は「進取の精神」です。
その理念が表すように、日本で初めて鉄道工事を請け負い、1872 年に新橋〜横浜間で鉄道を開通させ、現在では当たり前と
なった高層ビルを日本で初めて建設したのも鹿島建設です。
鹿島建設のセグメントごとの売上高比率は以下の通りです。
上述の通り、鹿島建設は「進取の精神」という企業理念
のもとで「ポスト五輪問題」に対して事業の多角化をは
じめとするさまざまな対策を打ち出しています。
また、将来の就労者不足への対応と働き方対策として、
2018 年度に「鹿島スマート生産ビジョン」を策定して
います。「作業の半分はロボットと」「管理の半分は遠隔
で」「全てのプロセスをデジタルに」をコアコンセプト
として、2024 年度までに生産性を 3 割向上することを
目標としています。
具体的には、全てのフェーズで一貫した建物のデータ
の連携を可能にする BIM による「デジタルツイン」の
実現や、建設機械の自動化を核とした次世代建設生産
システム「A4CSEL（クワッドアクセル）」の本格稼働
などの取り組みが挙げられます。

清水建設：他社牽制力 1 位、こだわりのものづくり
清水建設は「子どもたちに誇れるしごとを。
」を理念にしています。都市開発だけでなく、社寺建設や伝統建築など、未
来に伝統文化を残す役割も担っています。
清水建設のセグメントごとの売上高比率は以下の通りです。
清水建設の特徴としては、「ものづくりへのこだわり」
が挙げられます。実際、清水建設は「他社牽制（けんせい）
力ランキング」で 1 位に選ばれています。
このランキングは特許保有技術の多さを表しており、他
社が真似（まね）できない独自の技術を多く抱え、競争
優位性を持つ企業が選ばれます。
これまでに清水建設がものづくりのための技術開発に力
を入れてきたことが分かります。

竹中工務店：建築特化型の老舗ゼネコン
竹中工務店は創業が 1610 年と今から 400 年以上前で最も古くから存在するスーパーゼネコンです。
これまで「東京ドーム」
「あべのハルカス」などの有名な施設も手がけてきました。
竹中工務店の事業は「建設事業・開発事業等・その他（不動産管理事業・保険代理事業など）」の 3 つに分けられますが、
売上の大半を「建築事業」が占めています。
竹中工務店単体でのセグメントごとの売上高比率は以下の通りです。
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ゼネコンの「建設事業」は主に「建築」
「土木」に分けられ
ますが、竹中工務店は建築が約 79% と、売上に占める建築
事業の割合が非常に高く、建築への強いこだわりが見て取
れます。
そのこだわりは「建築を業とするものは建築の職人であっ
て、営利のみを追求する商人であってはならない」と謳（う
た）う竹中工務店の「棟梁精神」に裏打ちされた経営姿勢
からも見て取れます。
その他も、竹中工務店の建築物に対するこだわりの強さ
は「棟梁精神」「作品主義」それを支える「トップクラスを
誇る一級建築士の在籍数」など枚挙にいとまがありません。
そして、その結果として受賞した国内の優秀
な建築作品に贈られる「BCS 賞」「BELCA 賞」の受賞件
数もトップクラスです。

大成建設：市街地再開発に強み、都市開発ノウハウを民間に応用
大成建設の大きな特徴は、市街地再開発事業に強みを持っているスーパーゼネコンだといえます。「西新宿六丁目南地区の
新宿オークシティ」や「川崎駅北口地区第 3 西街区の DICE（ダイス）」「千葉駅西口地区の westrio（ウェストリオ）」など、
さまざまな地域の再開発やビルの建設を手がけています。
大成建設のセグメントごとの売上高比率は以下の通りです。
また、中期経営計画の重点施策にて述べられているように、
再開発や施設運営などの都市開発事業に注力している点も
大成建設の特徴です。
事実、大成は全国の法定再開発案件の約 20％に関与してお
り、大手ゼネコンの中でトップの実績を残しています。
「テナント誘致や内装の決定などの業務はデベロッパーに
も通じる側面を持っており、『創造』と『想像』どちらも味
わえる点が魅力だった」と内定者は語っており、競合とし
て挙がる不動産の業務にも携われる大成の再開発事業を魅
力に感じる学生は多いのではないでしょうか。

大林組：今後は再生可能エネルギー事業に注力
大林組は設立以降、東京駅や大阪城などの歴史的建造物をはじめ、六本木ヒルズ森タワーや東京スカイツリー ®︎ など、時
代のシンボルとなる建物を数多く手掛けています。
2019 年度の大林組の主な事業である「建設」のセグメントごとの比率は以下の通りです。
大 林 組 は、2011 年 に 策 定 し て い た 中 長 期 環 境 ビ ジ ョ ン
「Obayashi Green Vision 2050」 を 2019 年 6 月、「Obayashi
Sustainability Vision 2050」に改訂しました。再生可能エネ
ルギー事業の推進などに加え、経営基盤としての ESG や社
会課題である SDGs の達成への貢献を取り込み、
「地球・社会・
人」と自らのサステナビリティの追求を目指しています。
また大林組には、「土木・建築・開発・新領域・エンジニア
リング・原子力・ロボティクス・技術開発」と多岐にわた
る事業があり、既存の建設業の枠に囚われず、新事業へ携
わることができる特殊な環境があるといえます .
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ゼネコン各社の社風
複数のスーパーゼネコンを受けていた内定者によれば、以下のような文化や社風の違いがあるようです。
・大林組：新規事業に注力、伝統よりも多様性を重んじる、業界トップゆえのおおらかな社風
・鹿島建設：不動産事業に注力、規律を重んじる真面目な社風、体育会系
・清水建設：小規模案件も請負堅実な経営、明るく面倒見の良い熱血の社風
・大成建設：都市再開発に注力、地域密着型、唯一の非同族経営のため風通しが良い社風
・竹中工務店：唯一の非上場、唯一の建築専業、建築意匠へのこだわりが強く個性派的存在
大まかながら各社の特徴捉えていますので、ぜひご参考にしてください。それでは、各社の社風を細かく見ていきましょう。

鹿島建設：「現場第一主義」人に熱く、仕事に熱い社風
鹿島建設の社風には「現場第一主義」に基づく、人と仕事に熱い姿勢が挙げられるでしょう。
2006 年に着工した「アルジェリア東西高速道路プロジェクト」では、テロの頻発で工事が遅れ、工事費の支払いが滞る問題も発生
し巨額の損失を招いたこともあります。
しかし、内定者いわく「当時プロジェクト担当だった社員は『非常に困難であったが、アルジェリアの経済発展のためにもやるべき
ことだった』
」と語っていたとのことです。
実際にこの事件後、他のゼネコンが海外土木事業から撤退する中、鹿島建設は積極的に事業展開を進めています。
例えプロジェクトが赤字になろうとも、現場のことを第一に考え、相手（国や企業）に価値あることを追求する「仕事に熱い」心
構えが感じられます。どんなに困難な状況であったとしても、社会のために本気で人と仕事に向き合う熱い社員とともに働くことの
できる環境が鹿島建設にはあるといえるでしょう。

清水建設：明るく面倒見がいい

フランクな鹿島建設、風通しがいい大成建設と比べ、清水建設の社員の方々は明るく面倒見がいいようです。
土の現場でも、明るく同じ目線で話してくれる社員の方々に好印象を持つ。
実際に、現場打合せに入る前段階の営業コミュニケーションで月 1 回以上は直接会い、工事段取りの推敲（すいこう）してくれたり、
支店幹部、現場署長に対し、地元企業の採用について合計 25 時間も時間を割いて説得していただいた事例もあります。
明るく面倒見がいい社風に引かれ、一度、お付き合いしたら清水建設様のためにと頑張りたくなる専門工事業者も多いとか、自分の
目で確かめることをおすすめします。

竹中工務店：
「良い作品は良い人から」長期的に人を育てる環境
非上場ゆえに短期的な利益を求めず、長期スパンで本当に良い作品を作ることを心がけています。
そんな竹中工務店の人材育成の基本方針は「よい仕事がよい人を育て、よい人がよい仕事を生む」であり、社員間のタテとヨコのつ
ながりを大切にしています。
こうしたタテヨコの人材育成は、
日本能率協会主催の「KAIKA Awards」では「KAIKA 賞」や「グッドパートナー賞」などの受賞経験もあり、
一年でも長く勤めたいと思える企業作りに貢献しているといえるでしょう。

大成建設：非同族経営ならではの風通しの良さ

大成建設は、特徴としてスーパーゼネコンの中で唯一の「非同族経営」であることが挙げられます。
創業者一族が経営を行っていると社員がボトムアップで声を挙げることが難しい問題ですが、そうでないため、社員の意見が比較
的取り入れやすいのだと考えられます。
他のスーパーゼネコン 4 社はいまだに創業家による経営関与が続いていますが大成建設だけが非同族経営であり、その影響からかあ
る社員の方は「他社にはない風通しの良さを感じます」と話します。
ある社員も「会社をどんどん改善していこうという社内の動きは活発です」と語るように、全社的に意見を言い合う環境が整ってい
ると考えられます。

大林組：多様性を尊重し、人を大事にするおおらかな社風
「人材が最も重要な経営資源の一つである」との考えから、一人ひとりを大事にする社風が存在しています。
人を大事にする社風から、男女問わない適材適所の配属を早くから行っていることも特徴です。
また、「社員一人ひとりを大事にしている。普通のゼネコンは研修後すぐに現場配属だが、大林組では一年目は必ず内勤の仕事に配属
され、ゆっくりと建設業界の仕事に慣れていくことができる」そうです。
ゼネコン業界の中でも、一人ひとりに向き合うおおらかな職場で働くことができる環境は大林組ならではでしょう
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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

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

題名 「ルアー（疑似餌）の歴史と起源を探る」
ご苦労様です。土木部の高橋

土木部

高橋

克

克です。平成 23 年からお世話になって早 10 年目となりました。

現場に携わさせていただき会社の皆さんや協力会社の方々に大変お世話になっております。
今後もご指導の程、宜しくお願い致します。
今回は、趣味の釣りに於いてルアーの起源についてちょっと書かせていただきます。
釣りと言えば皆さんがご存知の通りいろいろな種類があり、皆さんも好きな種類の釣りを楽しんでおられると思いますがそ
の中でも何気なく普通に一般的に行われるようになった釣り、今でメジャーとなり当たり前に行われているルアーフィッシ
ングについていつ頃にルアーが生まれたのか知りたいと思い歴史を探ってみました。
今回紹介するのは、いろいろな魚種を対象とした多種多様のルアーフィッシングの中でサケ科の魚を対象とした「トラウ
トルアーフィッシング」日本では、渓流・大河川・ダム湖・湖に主に生息ているイワナ、ヤマメ、ヒメマス、サクラマス、

アメマス、ニジマス、カラフトマス、サケ等の釣りに用いるルアー（疑似餌）
「スプーン」と「ミノー」についての起源
を探り紹介させていただきます。

スプーンの歴史と起源 （実はアメリカ）
数々のルアーの誕生はスプーンから始まったという歴史が諸説ありますがヨーロッパが発祥なのか
それとも違う国からスプーン、ルアーがうまれたのかルアーの起源となるスプーンの歴史を調べる
と実はアメリカ北部に有力な話があります。アメリカと聞いて驚くでしょうが１８４８年のことで
すがジュリオ・トンプソン・ピュエルという人物が父親と釣り押していた時にボートが岩にぶつか
りその拍子で持ってきた食器のスプーンを落としてしまい、ヒラヒラと落ちていくスプーンにレイクトラウトが食いついた
のを見ました。それを見たジュリオはスプーンの柄を切りフックをロウ付けしてそれを湖でトローリングしてみたら面白い
ように魚が釣れて釣れた魚を街の人たちに見せたところ評判になりそのルアーを作ってほしいと頼まれるようになった。
というスプーンの誕生の起源がありました。

スプーンの形状には、
「コロラド」食器のスプーンに似ている形・「ウィローリーフ」柳の葉の
ような形・
「ティアドロップ」水滴のような形・「ベンダー」くの字に曲がった形などの形状が
あります。
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ミノーの歴史と起源
[ ミノーとは、魚の形を模した水中を泳ぐルアー（疑似餌）です。]
フィンランドにて 1932 年前後にラウリ

ラパラがコルクに銀紙を巻いた疑似餌ルアーはすごい釣果をもたらしました。

1939 年第二次世界大戦勃発から３ヶ月目にソ連がフィンランドへ侵入し冬戦争が始まり、ルアーを作る為のコルクやバルサ
が手に入らないので松の皮を使って作り続けました。1940 年食料調達の為にルアーを使って成果を上げ終戦後にはこの噂が
フィンランド中に広がっていました。
1950 年以降にヘルシンキオリンピックに出場したアメリカの選手が本国、アメリカに持ち帰り、同時期に開催されていた見
本市で評判になり、北米からアメリカ全土に広がって行きました。

ミノーの種類には、
大きく分けて水に浮く「フローティングタイプ」
・水中に沈む「シンキングタイプ」の２種類になりますが、
近年ではそれ以外に中層で泳ぐミディアムディープタイプ・深度を深く泳ぐディープタイプ・水中で制止するサスペンドタ
イプ等があります。
以上、ルアーの起源について発表させていただきましたがこれ以外にも、諸説いろいろとあるのではないかと思われます。
私も、ルアー（疑似餌）に出会ったのは 40 数年前のことになります。始めた当時は一般的にこの釣りは知られていない部
分も多かったような気がしました。なぜなら、私がルアーでの釣りをしている時に、知らない人に「ガラゲケですか？」と
言われたのが今でも思い出すことがあります。
近頃、釣りについて思うことは、出来た起源から現在に至るまで釣りは、進化し続けるものであり終わりが無いものである
ように思われます。今では、誰でも身近で簡単に楽しめる釣りではありますが、私にとって釣りとは一言で言うと漫画家矢
口高雄（1939-2020）作で、自然の中での生活をテーマにした作品を描き、代表作「釣りキチ三平」で釣りブームを起こし
た漫画の中にある名言で「

たかが釣り、されど釣り

」と言うことが、これからも続くであろう自分にとって

の釣りであるような気がします。
皆さんも、これから季節も暖かくなり釣りには最適な気候となりますので、個人で楽しむ釣り・友人と一緒に楽しむ釣り・
家族と一緒に楽しむ釣りも良いのではないでしょうか？
但し、環境保護と釣りのルールとマナーは守りましょう！！
余談：ラウリが生まれたのは１９０５年

場所は首都ヘルシンキから６０マイル離れたシュスマという地域です。

ラパラが物心ついたころには父親はおらず、5 歳の時に母と共にシュスマに移り住んでいます。
区を管轄する協会では、ラウリの元の性である Saarinen から、付近の村の名前である「Rapala」を性に
した記録があります。つまり、あの Rapala はフィンランドの村の名前だったわけです。
Rapala 村はフィンランド最大の湖であるパイヤネン湖の畔にある小さな村。
フィンランド語での意味は『泥』を指しており、この地区の中央部には Rapalanlampi と
呼ばれる湿地帯に似た小さな湖があります。
左の不細工なコルクの塊こそ、伝説の「ファースト・ラパラ」1936 年。
のちにオリジナルフローティーングとして世界を驚かせたルアーの誕生です。
次回は、土木部若手ホープの、安住

陵さん

宜しくお願い致します。
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解体工事業のみなさまへ（経過措置期間は令和３年３月３１日までです。）
解体工事業の技術者要件（営業所専任技術者・現場配置技術者）の経過措置の終了
平成 28 年（2016 年）6 月 1 日時点で現に「とび・土工工事業」の技術資格要件に該当する者は、令和３年（2021 年）3 月 31 日
までの間は、解体工事業の技術者とみなされてきました。
経過措置（R3.3.31 まで）により解体工事業の技術者となっている者が経過措置終了後も引き続き技術者となるためには、経過措
置が終了するまでに解体工事業の技術者要件を満たすことが必要です。
なお、経過措置により営業所の専任技術者となっている者が、経過措置期間内に要件を満たした場合は、変更届出書（有資格区分
の変更）の提出が必要です。
経過措置終了前（令和３年 (2021 年 ) ３月３１日）までに要件を満たす営業所の専任技術者が配置できなければ、経過措置期間終
了後の令和３年（2021 年）４月１日以降は許可要件を満たさないこととなるため、解体工事業に関して許可取り消し（廃業）となり
ます。
解体工事業の技術者一覧（経過措置期間中及び経過措置期間経過後）

実務経験の考え方
解体工事業の実務経験年数は旧とび・土工工事業（平成
28 年 5 月 31 日までのとび・土工工事業）の実務経験年数
のうち、解体工事に係る実務経験年数とします。
新とび・土工工事業（平成 28 年 6 月 1 日以降のとび・土
工工事業）の実務経験年数は、旧とび・土工工事すべての
実務経験年数とします。
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樋口などはそういった無辜の人たちを死に

何ら一つとして罪はないのに、なぜ篠崎や

夜 の 仕 事 に 従 事 す る 人 間 で も、 同 じ 人 だ。

嬢などが数名いた。いくら水商売の女性や

ティータイム小説
連載企画 第 30
話
歌舞伎町放火で焼死したホステスや風俗

常にこんなものの積み重ねだ。つまらない

他人の思惑が透けて見える。デカの仕事は

の だ。 広 い よ う で 実 際 は 狭 い 街 に い る と、

頻りに脳裏をよぎっている。いろいろある

しないようにと。近頃、そういったことが

時は過ぎる。思っていた。時間を無駄に

側面は意識してないのだが……。

改めて考えるに、普段からそういった負の

合わせていた。単調な勤務も大変だ。まあ、

が続く。署内では一人一台マシーンを持ち

の短時間の休憩を挟んで、また午後も仕事

ても、食欲はあった。食べ終わると、ほん

付いていけてない。ネットでのその手の情

人や爆破の予告などを流す。正直、警察も

た。犯罪者はネットなどを巧妙に使い、殺

それにしても、最近世の中恐ろしくなっ

く様子見だ。

投げしていていいのだった。所轄はしばら

二件のヤマは本庁の刑事が追っている。丸

食べ始めた。合間にアルコールを含む。コー

慮は要らない。そう思い、箸を手に取って

める。いろいろあっても、恋人同士だと遠

き、部屋着に着替えてから、ゆっくりし始

ける。そして「食べましょ」と言った。頷

ブルに置いた皿の脇の方に缶ビールを乗っ

彼女はそう言い、軽く息をついた後、テー

まま、過ぎた。思う。警察も普段は余剰人

ちょうど二日間はこれと言って何もない
た歌舞伎町を見て、複雑な心境だった。篠

る。だが、新宿の街を歩きながら、焼失し

署外へと歩き出した。心身ともに疲れてい

や吉倉に一言言って刑事課を出る。そして

一日の仕事が終わると、一息つき、月岡

その日も午後五時には一日の仕事が終わ

しい。あくまで小耳に挟んだことなのだが。

火災のあった歌舞伎町はまた復興するら

ていた。

間経つのだ。時が流れるのは早い。痛感し

日、正月を迎えたかと思ったら、もう二週

一月も半分が過ぎようとしていた。つい先

思う。悪いことは長く続かないということ

手のことに関わっていると。だが、いつも

息が詰まりそうになることもあった。その

と、何かしら犯罪の臭いを嗅ぐことになる。

新宿区内で一番規模の大きな所轄にいる

とは気に留めてないのだが……。

犯罪の当事者じゃないのだから、細かいこ

報 共 有 に、 何 か 利 点 で も あ る の か？ ま あ、

だ後、スーツに着替え、カバンを持ってか

ンへと向かう。コーヒーを一杯淹れて飲ん

いる彼女をベッドに寝かせたまま、キッチ

翌朝、午前六時に起き出し、まだ眠って

き合う。互いに満足するまで。

華もいい女だなと。腕同士を絡ませて、抱

ドの中で性交した。交わりながら思う。麗

くれる。

ヒーで荒れていた胃にはビールも馴染んで

う認識していた。

追いやったのか？怒りが湧いてきた。警視
ことであったにしても……。

員 が 多 い と。 普 通 に 頭 数 だ け 揃 え て い る。
崎や樋口などの放火犯は、裁判を待たずに

り、刑事課を出て、街を歩き始めた。疲れ

を、だ。デカもいずれは過去の凄惨なヤマ

時 間 中 は 一 定 の 緊 張 感 を 持 ち、 詰 め る。

庁のデカも必ずヤツらを厳しく取り調べて

公務員でも司法警察員は特殊だ。だいぶ慣
死刑にしてやってもいいのにな、と思って

ていたのだが、新宿駅まで歩く。辺り一帯

ほしい。そう思っていた。

に 日 本 中 に 広 ま る。 物 騒 だ が、 仕 方 な い。

歌舞伎町放火・焼失のニュースは瞬く間

も守っていく。忙しいのだった。何かしら。

の職務をこなしながら、同時に市民の平和

していても、仕事は続く。警察も自分たち

みながらも、刑事課内で勤務する。淡々と

マシーンのキーを叩き、雑音を小耳に挟

きりしない。

はないのだが、頭の調子は今一つだ。すっ

ら地下鉄に乗り込み、都心へと行く。眠気

ら、自宅マンションを出た。最寄りの駅か

その夜、混浴して疲れを落とした後、ベッ

れたのだし、警察官としてやることもたく
いた。凶悪犯罪は絶えない。この日本とい

を忘れてしまう自然の摂理だった。

起訴し、裁判所で司法の下、厳罰を下して

さんある。

は繁華街だから、絶えず人が通る。歩きな

戻る。電車内でスマホを使い、ネットニュー

世情も反映して、皆心の奥底では怯えてい

そして時は流れていく。途切れることなく、

ンを立ち上げた。キーを叩き、課内庶務を

変わり映えしないのだが、それも含めて警

がら、街を見ていた。

スを読んだ。いずれ警視庁の刑事たちが逃

る。いつ繁華街が放火され、身に危険が及

始める。刑事課に属している以上、課内で

新宿駅から地下鉄に乗り込み、自宅へと

う高度な法治国家でも。

がいて、警察も巡回などで手一杯だ。焼け
亡中の福野富雄や村上など、殺人という重

ぶかなどと。俺だって一介の刑事だ。犯罪

街を見回ることもあった。歌舞伎町は丸

た後に新たな繁華街が出来ると、また犯罪
犯罪を犯した人間たちを逮捕するだろう。

焼けなのだが、新宿区内は普段から大勢人

の種がまかれる。物騒だった。何かに付け。
焦ることはない。事件は必ず解決する。

署に行き、刑事としての一日が始まった。

いつもは署内でパソコンに向かい、回さ

一日の仕事が終わり、また街の空から太

の仕事に追われていた。隣の席で吉倉がタ

れてきた庶務などを行うのだが、とにかく

そして一夜明け、翌朝も通常通り出勤し

夜が明けて朝になると、都心はまた人で

陽 が 消 え 失 せ、 夜 に な る。 署 を 出 て か ら、

バコを吸いながら、パソコンに向かってい

官だ。そう思い、デスクに着いて、パソコ

ここにいる以上、刑事として働くしかない。

た。朝のだるさはあったが、キッチンでコー

溢れ返る。いつもの通り、通勤ラッシュだ。

街を歩き、新宿駅へと向かった。疲れてい

ずっと。

もちろん、苦境がずっと続くわけじゃない

ヒーを一杯淹れて飲み、目を覚ます。上下

電車の中ですし詰めになる。居心地の悪さ

を阻止するだけの力はない。

のだが……。

ともスーツを着て、必要なものを詰め込ん

た の だ が、 い っ た ん 地 下 鉄 に 乗 り 込 む と、

昼間は主に署内にいる。剣道の稽古や射

を感じた。満員電車は一際窮屈だ。

へと着く。デスクに座り、パソコンを立ち

「おはよう、井島」 と声を掛けてくる。

分には出勤した。吉倉が、

の 窮 屈 さ だ。 確 か に 狭 い フ ロ ア に い る と、

ぎ去っていく。いつも感じるのは、署内で

肌寒いのだが、一月もあっという間に過

る必要もあるだろうと。それが出来ない性

ていた。時には腰を据えて、じっくり考え

と、真っ先に飛び出すタイプである。思っ

て、あくまで体育会系だ。事件捜査になる

る。コンビを組んでいるので、邪険には扱

だカバンを持ち、歩き出した。

撃訓練など、鍛錬の類もあった。吉倉がタ

上げて仕事を始めた。吉倉も隣のデスクに

「ああ、おはよう」「毎日単調だよな」

息苦しさを覚える。昔からそうだった。屋

質の男性なのだ。まあ、特に何も言わない

えなかった。相方は知能的なデカじゃなく

「井島、東川幸生と角井卓夫が殺害された

いてタバコを吸いながら、キーを叩く。仕

じゃないの？」

「 う ん。 …… で も、 そ れ が 所 轄 の デ カ な ん

内にいる時も、野外活動でも、警察官は高

落ち着くだろう。そう思い、アスファルト

ヤマは、まだ終わってないよな？」と訊い

事には能のない人間だが、一応相方だ。互

「 確 か に な。 俺 も そ う 思 っ て る。 給 料 も 安

駅から歩き、署に行って、午前八時二十

てきた。

いに仕事上のパートナーとして意識し合っ

朝のラッシュに巻き込まれながらも、署

「 あ あ。 本 庁 の 人 間 た ち も 大 変 だ ろ う。

ている。

の路面を踏み締める。

……でも、俺たちが手出しすることはない。
軽く息をつく。コーヒーを淹れたプラス

暇はない。時折コーヒーを淹れて飲みなが

持 ち 場 で 仕 事 を し て い て、 活 気 が あ っ た。

刑事課は絶えず電話が鳴り、捜査員は皆

と言ってパソコンを立ち上げ、ネットに

「とにかく仕事しよう」

してしまう。軽く頷き、

「勇介、お帰り。……食事作ってるわよ」

そう感じているのだった。

で も い い。 今 更 体 質 が 変 わ る こ と も な い。

年続いてる習慣だから、そう気に留めてな

も食事を取り終えて、タバコを吹かす。長

そう思い、なるだけ気を落ち着けた。課内

幾分気を抜く。あまりに急くのはよくない。

帰宅すると、麗華が来ていた。

・・・次号へ続く

では婦警による電話応対などが続く。吉倉

昼になり、出前のラーメンを啜りながら、

チック製のカップに口を付け、飲んだ。少

ら、パソコンに向かう。寒さに参ってしま

繋ぐ。そして警察の捜査情報サイトなどを

いのだが……。

のだが……。

しは落ち着く。何かしら、考えることはあっ

う。冬眠という言葉通り、本来なら冬場の

「ああ、ありがとう。……今夜仕事休み？」

度 な 集 団 適 応 を 求 め ら れ て い て、 俺 自 身、

たにしても。時折フロアを出て、トイレに

勤 務 は な し に し て も ら い た い。 も ち ろ ん、

「ええ。ママが出かけてるから」

そういったことは苦手なのだ。だが、それ

行くことがあった。常に精神を高揚させる

順々に見ていった。これと言って更新情報

相方が心の中に溜まっていたことを漏ら

と疲れてしまう。それが人間だ。おまけに

はない。東川幸生と角井卓夫が殺害された
昼食に出前のうどんを啜る。疲労してい

そうはいかないのだが……。

楽だった。気を張り続ける必要はない。そ

現時点で抱え込んでいるヤマはない。幾分

いし」

丸投げしてるからね」

バコを吸いながら、
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「ゴルフを学ぶ」

第 17 回「100 をつかむアプローチテクニック」
第6回

サンドウェッジは 56 度が圧倒的にやさしい

サンドウェッジは、パターを除いた 13 本のクラブのうちもっとも短い番手です。フルショットで使うこともありますが、

それよりもグリーン周りのアプローチやバンカーから距離をコントロールして打つことが圧倒的に多いはずです。つまり、
最大 90 ヤードくらいから最小 2、3 ヤードまでの幅広いレンジを 1 本のクラブで打ち分ける必要があるわけですから、いろ
いろな距離を均等に打ちやすいクラブを選ばなければなりません。

芯に当てやすく、距離を打ち分けやすいのは 56 度

プロの大半は 58 度を使っていますが、56 度と 58 度を比べたら間違いなくやさしいのは 56 度です。球が前に飛んでくれた
方が距離感を出しやすいからです。とくになるべくサンドウェッジ 1 本でグリーン周りをこなしたい人は、58 度よりも長い
距離の打ち分けができる 56 度が重宝します。
また、アプローチが不得意な人は、止まりやすいというイメージだけで 58 度を選ぶと失敗する可能性が高くなります。な
ぜなら 58 度は 56 度よりロフトが寝ている分だけ芯に当てにくいからです。さらに、バンカーショットやロブショットなど
フェースを開いて打つショットは余計に難しくなります。たまにいい球が出てぴったり止まるけれど、次はボールの下を抜
けてしまいましたではスコアはまとまりません。また、ボールが前に飛んでくれる 56 度ならハザードを楽に越えられるし、
ピンから遠いバンカーショットでもしっかり打って寄せることができます。

速く振っても飛ばない 58 度はスピンをかけやすい

一方、58 度を使うメリットとしては、球がつかまること、飛ばない分だけ振り幅を大きくできるのでスピンをかけやすいことなどが
あります。ピンポイントにねらって打っていける技術がある人なら 58 度の方がそれを生かせると思います。
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アマチュアにはストレートよりもグースがやさしい
ホーゼルからリーディングエッジのラインがまっすぐに見えるものをストレートネック、リーディングエッジがホーゼルよりも右
に引っ込んでいるものをグースネックといいます。
何となくかまえやすいとか、かまえにくいとか、ストレートネックとグースネックをフィーリングで選んでいる人が多いですけれど、
そこはよく考えた方がいいところです。

ストレートネックはアッパー軌道になるのでボールを拾いやすい

ストレートネックとグースネックの機能上の大きな違いは入射角です。リーディングエッジが出ているストレートネックのウェッ
ジは、アイアンの中で唯一ウッドに近いクラブともいえます。ウッドのようにアッパー軌道でボールをすくいやすいように作られて
いるのです。ターフを取らないでボールだけを拾っていくアプローチ巧者にはすごく使いやすい形状といえます。
ところが、アマチュアに多いのは、ボールを右に置いて打ち込んでいくタイプです。こういう人が歯の出たストレートネックを使え
ばダフリやすくなります。その点、グースネックはヘッドを上から入れても歯が遅れてくるからダフらないようにできています。短
いアプローチでもターフとるような人は絶対にグースネックが合います。
自分のかまえ方で選ぶ方法もありです。ボールを真ん中に置いて構える人は、ウェッジを振り子のように振って、最下点でボールを
拾う打ち方になるのでストレートネックが合います。これに対して、ボールを右に置く人は上から打ち込むのでグースネックが合い
ます。

グースネックはダウンブローに打ちやすく、フォローと出球が低い

このほか、ストレートネックとグースネックの違いとして挙げられるのは、出球の高さとつかまり具合です。
最下点でボールを打つストレートネックはロフトなりの打ち出し角が出ますが、それよりもボールを右に置いて打ち込むグースネッ
クはインパクトロフトが立つので打ち出し角が低くなります。また、ストレートネックよりも重心角の大きいグースネックは、フェー
スが返リやすいので球をつかまえることができます。その点でも一般レベルのアマチュアには使いやすいのはグースネックといえま
す。
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