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なぜ生コンクリートを流し込むことを打設と言うのか？
型枠に生コンクリートを流し込むことを「打設」と言います。
なぜ打設というんだろう？？と疑問に思ったことはありませんか？
まず、コンクリートはただ型枠に流し込んでいるのではなく、打ち込む際に
バイブレータという機械を用いて、振動を与えています。
これにより余分な水分や空気を外に出し、隅々までコンクリートが行き渡るよ
うに締め固めを行っています。
実はこの作業がとても大切になります。
締め固めの作業を行わないと、右絵のようなボロボロ、ボソボソ
のコンクリートが出来上がります。空洞（ す ）、未充てん、ジャンカ、
砂すじ、コールドジョイント（ 一体化されていない継ぎ目 ）など
ができた、密度、強度の低い、多孔質のコンクリートになり不良の
原因にもなります。
生コンを打込むときには、右図のような作業を行います。棒で突
く、バイブレーターで振動を与える、木づちでたたくなどです。
このような作業を行うことで、型枠のすみずみにまでコンクリート
が行きわたり、ジャンカやコールドジョイントの発生を抑え、余分
な空気が追い出された、密度、強度の高いコンクリートができます。
木づちでたたいたりバイブレーターで振動を加えると、生コンは
液状化して、型枠の隅々にまで行きわたりやすく、砂利だけ分離す
ることがなくなります。
ただし振動させ過ぎると、重い砂利が下に落ち、水が上に上がるブ
リーディングという現象を起こしてしまいます。ブリード（ bleed
）とは血を流すが原義で、生コンの上に水が染み出る現象を指しま
す。
壁を木づちでたたいている間、床上では、下のイラストのような作
業をしています。生コンを荒直しした後に、タンピングという突き
固め、締固めの作業をします。
生コン内の不要な空気を追い出して、密度を高めているわけです。
タンプ（ tamp ）とは突き固める、締め固めるという意味です。

なぜコンクリートを「 打つ 」というかというと、このタンピ
ングの作業があるからと言うのが一説。
現在のコンクリート打ちは流し込みに近く、タンピング作業を
しっかりとやらない現場が多くなっていまね。
そのためコンクリート表面の密度が低く、ひび割れが入りやす
いものも多く見受けられます。明治時代のコンクリートの方がま
しだ！ といったことにもなりかねません。
昔、農家には、雨の日や夜の作業のために土間がつくられまし
た。その土間はたたきと呼ばれ、土に石灰などを混ぜて、しっか
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りとたたいて固くしていました。コンクリートも同様に、たたく、

打つが重要な作業となっています。
コンクリートは流し込むだけだと、大げさにいうとスポンジ状の
多孔質となって、密度、強度が低く、水や二酸化炭素が入りやす
く耐久性の低い代物となってしまいます。
また水の多いコンクリートも多孔質になりやすく、施工できる範
囲で水を少なくするのも、密度、強度を出すポイントとなってい
ます。
昔のコンクリートは、
打ち込まなければならないほど固練り（スランプでいえば、
せいぜい 2 ～ 3cm 程度）でした。
固練りのコンクリートを使っていた理由は、現在のように、混和剤を用いて柔らかくしながら、単位水量を低減す
ることができなかったためです。
製造技術も現代のように発達しておらず、軟らかいコンクリートを製造すると、たちまちひび割れが生じていまし
た。また、戦前は骨材に、天然の砂利や砂を使用していたため、最大寸法も現在のものよりやや大きく、25mm ～
40mm が標準的でした。そのため、現在のように流し込むような打設ができなかったのです。
このような固練りのコンクリートを型枠に詰め込むには、突き固めるか、締め固めることが必要でした。
昔は青竹の先を割り、節を抜いたものを使用して打設したそうです。

鹿島御児神社

鳥居改築現場にて技術継承

直径６０センチの円柱内に鉄筋が張り巡らせ、高さ 5.4
ｍある型枠内にコンクリートを打設する。
高周波バイブレーターでは最下部まで到達できない。
型枠外部からのバイブレーターのみでは良いコンクリー
トにはならない。

昔の技術が応用された。長さ 6 ｍの青

竹を利用したコンクリート打設。固く柔軟性のある竹は難
なく最下部まで到達。コンクリート打設に一役買った。
また、コンクリート打設では打設しない箇所の養生が重
要である。周囲ももちろんだが、鉄筋等の汚損には気を付
けたい。 持って軽い防護板を製作したので活用願いたい。
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消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、
2021 年 12 月 31 日までに交換が必要です。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011 年 1 月 1 日の規格省令改正※ 1
により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは 2021 年 12 月 31 日まで※ 2 です。2022
年 1 月 1 日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められません※ 2 ので、計画的な交換・リサイクルを
お願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した
旧規格のものです。
※1

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第 111 号）

※2

船舶に設置される「船舶用消火器」など、消防法令以外で規格が定められている消火器については、2021 年 12 月

31 日までの交換の対象となりません。
新旧規格消火器の見分け方の例
①

製造年が 2012 年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が 2011 年以前のものについて、次の内容

を確認してください。

適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と
表示されていたら「旧規格」の消火器です。

適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

● 消火器の設計標準使用期限は「おおむね 10 年」です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業
務用消火器の設計標準使用期限は約 10 年です。
また、住宅用消火器の有効期間はおおむね 5 ～ 6 年です。
ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。
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● 製造から 10 年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です
設置が義務づけられている建物（防火対象物）では、製造から 10 年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検（水圧試験）」
が義務付けられ、以降 3 年ごとの耐圧試験が必要です。
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器
にあっては、2021 年 12 月 31 日までに交換する必要があります。
※

注意！

ガス系消火器（二酸化炭素消火器・ハロン消火器）についても、旧型式消火器は 2021 年 12 月 31 日までの交

換が必要です！

● 古い消火器はリサイクルしていましょう！
古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、メーカーでリサイクルを行っています。
回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。お近くの回収窓口はホームページで検索できます。

処分の手順
STEP1 消火器の品目を確認する。 国内で製造された消火器は、リサイクル処分できます。

次のステップ進んでください。
「エアゾール式消火具」や「外国製消火器」は対象外です。
注意
エアゾール式消火具は消火器ではありませんので、リサイ
クルシステムで引き取ることはできません。
地域の自治体のルールに従い、スプレー缶として処分して
ください。中身の薬剤の出し方は、製造元または販売元に
お問い合わせ下さい。
なお、消火器メーカーが製造したエアゾール式製品の処分方法は、下記のサイトをご参照ください。
製造元が不明の場合は、
（一社）日本エアゾール協会にご相談ください。

STEP2 処分方法を選ぶ。
① 引き取りを依頼する場合は…
特定窓口にご依頼ください。特定窓口は、主に「消火器の販売代理店」や「防災・防犯事業者」が担っており、全国に
約 5,000 ヵ所あります。
② 直接持ち込む
特定窓口又は、指定引取場所にご依頼ください。
指定引取場所は、
「消火器メーカー営業所」や「廃棄物処理業者」が担っており、全国に約 200 ヵ所あります。

STEP3 お近くのリサイクル窓口は
宮城ノーミ株式会社

石巻営業所

東洋安全防災株式会社
カガク興商株式会社

石巻営業所
石巻営業所

東北エレクトロ通信株式会社

石巻市大街道西二丁目２番 16 号

石巻市渡波字下榎壇 161 番地の４
石巻市開成１番地 50

TEL：0225233701

TEL：0225953381

石巻市あけぼの北一丁目１番地８

ジャパンビルシステム株式会社

TEL：0225938811

石巻市門脇字元浦屋敷２番地８メゾンエトワール 101

石巻市三ツ股一丁目２番 77 号

株式会社グリーンクロス
有限会社東部防災

石巻市蛇田字新丸井戸 39 番地 25

TEL：0225987511

TEL：0225936629

TEL：0225974487
TEL：0225933243
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新規格対応のフルハーネス型墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具（安全帯）の使用方法としては、
1 ランヤードの長さで作業員の移動範囲を制限して危険な場所に近づかせないように
する。
（レストレイントシステム）
2 作業員が墜落しても安全帯取付設備とランヤードと安全帯で宙吊りになった作業員を支え、地上への衝突を防ぐ。
（フォールアレストシステム）
の 2 段階に分けられ、高所現場作業の危険から着用者の身を守ります。
フルハーネス型の安全帯は、胴ベルト型安全帯と機構が異なり、身体が安全帯から抜け出すことや胸部・腹部に圧力が集中
するリスクを低減するために、肩、腿、胸などの複数のベルトで身体に装着します。
また、宙吊り状態になっても着用者の姿勢が ” 逆さま姿勢 ” になることの防止、墜落阻止時に発生する衝撃荷重を大幅に低
減にする ” ショックアブソーバー ” といった機能も備えています。

旧規格品は 2022 年以降使えなくなる？

厚生労働省は、2019 年 2 月 1 日に 5m 以上の高所作業では、” フルハーネス型 ” 墜落制止用器具の原則使用などを盛り込んだ労働安
全衛生法施行令（安衛法）と労働安全衛生規則（安衛則）の改正政省令を施行しました。
この改正政省令は、建設業では 5m 以上の高所作業でフルハーネスの着用を推奨、高さ 6.75m 以上で着用を義務化した内容の政省令
です。
▼フルハーネス着用義務化について、詳しくはこちらの記事をご覧ください
5 分でわかる！フルハーネス着用義務化のポイント【2021 年版】
同時に安全帯の規格を改正した「墜落制止用器具の規格」も施行され、2019 年 8 月以降は新構造規格に適合しない墜落制止用器具
の製造禁止、そして 2022 年 1 月 2 日以降には、メーカーや代理店は販売、現使用者の着用の禁止も定めています。
現時点（2021 年 3 月）では “ 経過措置（猶予期間）” のため、旧規格品の使用は認められていますが、高所作業を実施する業者は
2022 年 1 月 2 日までに新構造規格に適合した墜落制止用器具に代替しなければなりません。
◎新規格品と旧規格品はどこが違う？
フルハーネス型墜落制止用器具（安全帯）の新規格品と旧規格品との違いはご存じでしょうか？
新規格のフルハーネス型の安全帯をより深く理解してもらうために、労働安全衛生法の安全帯の規格（旧規格）と墜落制止用器具の
規格（新規格）におけるフルハーネス型墜落制止用器具（安全帯）の主な違いについて紹介します。
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●規格名：
‐ 旧規格：安全帯の規格
‐ 新規格：墜落制止用器具の規格
●使用制限：
‐ 旧規格：規定なし
‐ 新規格：6.75 メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型着用する者の体重及びその装備品の
質量の合計に耐えること
ランヤードは作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならない
● フルハーネスの衝撃荷重値：
- 旧規格：8.0kN 以下
- 新規格：トルソー（100kg 又は 85kg の試験用落下体）を保持すること
●フルハーネスの落下体の角度（ワイヤーと着用者とのなす角度）：
- 旧規格：30°
以下
- 新規格：45°
以下
50°
以下（環が胸部に備えられている場合等）
●ショックアブソーバの耐衝撃性：
- 旧規格：ショックアブソーバの伸びが 650mm 以下
- 新規格：第一種 自由落下距離 1.8m の場合、
衝撃荷重値 4.0kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.2m 以下
第二種 自由落下距離 4.0m の場合、
衝撃荷重値 6.0kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.75m 以下
●ハーネス本体の強度：
- 旧規格：11.5kN 以上
- 新規格：頭部方向への引張値 15.0kN 以上
足部方向への引張値 10.0kN 以上
●ランヤードの強度：
- 旧規格：15.0kN 以上
- 新規格：織ベルト又は繊維ロープは 22.0kN 以上
ワイヤロープ又はチェーンは 15.0kN 以上
第一種ショックアブソーバと組み合わせて使用する織ベルト及び繊維ロープは 15.0kN 以上
●ショックアブソーバの強度：
- 旧規格：11.5kN 以上
- 新規格：15.0kN 以上
●巻取り器の強度：
- 旧規格：11.5kN 以上
- 新規格：11.5kN 以上
ロック機能を有する巻取り器は 6.0kN 以上

胴ベルト型安全帯について
Q 胴ベルト型の安全帯は一切使用できなくなるの？
A いいえ。6.75m( 建設業は 5m) 以下の作業については、引き続き胴ベルト型を使ってもよいとのことです。ただし、
「安全性を高
めた胴ベルト型安全帯の使用を認める」とのことなので、2022 年 1 月 2 日以降は従来規格のものは使えなくなってしまいます。

Q 高所作業車での作業時は囲い、手すりがあるので胴ベルト型で大丈夫？
A 高所作業車での作業であっても 6.75m 以上であれば胴ベルト型の使用は不可となります。6.75m 以上はフルハーネスの着用が義
務付けられます。ただし、高所作業車のバスケット内は作業床があると認められますので特別教育は不要です。
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Q 法面工事 ( 吹付など ) でもフルハーネスを着けないといけないの？
A ロープ高所作業においては改正後の労働安全衛生規則第 539 条の 7 の規定により、ライフラインを墜落制止用器具 ( フルハーネス )
に取り付けないといけないことになっています。
しかしながら、現在のところ各社ともに傾斜面作業用のフルハーネスを製造していないため、猶予期間中 (2019 年 2 月 1 日～
2022 年 1 月 1 日 ) は従来の使い方 ( 親綱＋ライフライン ) をして頂き、製品が発売され次第、移行して頂くようなかたちにな
りそうです。

特別教育について

Q 特別教育を受講せずに作業をしていた場合の罰則は？

A 無資格の作業者に就業させた場合、罰則 (6 ヶ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金 ) が適用されます。
特別教育を受けなければならない
びっくりするかもしれないが・・・「高さが 2m 以上の箇所において、作業床を設けることがが困難な場合で、フルハーネス型を使
用して行う作業※」などの業務を行う労働者は「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受ける必要がある。
※ロープ高所作業を除く
6.75m 以下 ( 建設業では 5m) だと胴ベルト型使用可能でしたよね？ 6.75m 以上で作業をしない方はフルハーネス型を使用しないの
で受けなくても良いのでしょうか？
安衛則・特別教育規定には「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と書かれているので、フ
ルハーネス型を使用しない作業者は必ずしも受ける必要はない。しかしながら、今後フルハーネス型の普及が進むことを考えれば受
けておいて損は無いだろう。

使用可能な最大重量に耐える器具を選ぶ
墜落制止用器具は、着用者の体重および装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
(85kg 用または 100kg 用。特注品を除く。)
フックをかける位置によってショックアブソーバの種別を選ぶ

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたも
のでなければなりません。腰から高い位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。
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近代化施工

ジャンカ防ぐコンクリート打設時の締め固め状況を AI 判定、清水建設が開発
コンクリートの表面が石粒状になる「ジャンカ」は、粗骨材がモルタルペーストと分離した状態であり、強度不足や早期
の中性化を引き起こす。原因は、打設作業中の締め固め不足と考えられている。
清水建設は、打設時のバイブレーターによる締め固め状況を AI（人工知能）で分析して可視化する「コンクリート締固め
管理システム」を開発した。経験が少ない担当者でも締め固め完了のタイミングを適切に判断でき、コンクリートの品質を
安定的に確保できるという。2021 年 6 月 21 日に発表した。
開発したシステムでは、担当者のヘルメットに装着したウエアラブルカメラで撮影した打設作業のリアルタイム画像を AI
が解析。締め固め作業の進行状況を評価する。
AI が締め固め状況を評価する要素は、バイブレーターの挿入位置や挿入深さ、挿入時間だ。作業エリアに 50cm ピッチで
配置した AR（拡張現実）マーカーの平面座標から、バイブレーターの挿入位置を割り出す。さらに、バイブレーターの動力
ホースに張り付けた色マーカーから挿入深さを、締め固め作業の撮影時間から挿入時間を認識する。

コンクリート打設作業の締め固めを管理するシステムのイメージ図。担当者のヘルメットに装着したウエアラブルカメラか
ら送られてくる打設作業のリアルタイム画像を AI が解析する。AR マーカーからバイブレーターの挿入位置を割り出す。バ
イブレーターの動力ホースに張り付けた色マーカーから挿入深さを、締め固め作業の撮影時間から挿入時間を認識する
所定の挿入深さと挿入時間を満たせば、バイブレーターの直径に対して約 10 倍の範囲が適切に締め固められたと判定。評価結果をモ
ニター上に、青色の球体で表示する。条件を満たさない範囲は無着色になる。
締め固めの完了は、
コンクリート標準示方書などに記載された方法に基づいて判定している。打ち継ぎ部については、
下層コンクリー
トに 10cm 程度挿入し、10 秒程度締め固めることでコールドジョイントを防止する。
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足場の摩訶不思議

シリーズ④

// 足場に関するあなたの疑問を解決します //
足場の歴史 2 ( ビケ足場の出現 )
ビケ足場が建築現場で普及したいきさつを教えてください
1972 年、労働安全衛生法が施行されます。 その関係省令である労
働安全衛生規則では、作業床の幅は 40㎝以上、床材間のすき間は 3
㎝以下、転落のおそれのある開口部等への手すりの設置など、足場
の新しい基準が設けられます。 ところが、丸太足場でこうした基準
を満足させることは簡単ではありません。 しかも、丸太足場は使っ
ている間にひび割れが生じ、次第に大きくなること、最悪な場合は、
ひび割れや腐食が外見から分からず、丸太が折れて足場から転落す
るという事故が後を絶ちませんでした。
そこで、丸太足場に代わる安全で、使い勝手のある鋼製足場が強

く希求されるようになります。
こうしたニーズに応えようと、あるいは事業の成功を願って、さまざまなタイプの足場が試作されます。
1980 年ごろ、くさび緊結式足場の基本スペックが、堺市の大三機構商会 ( 現㈱ダイサン ) の工場で完成します。世にいう
ビケ足場です。
ビケ足場は、シンプルな構成でありながらフレキシビリティ ( 柔軟性 ) が豊かで、当時の足場では類を見ないものでした。
しかも、ハンマーひとつで組立解体できるという手軽さに優れていました。
ビケ足場の開発以降、くさび緊結式足場がいくつかのメーカーから発売されるようになります。 ビケ足場は登録商標です。
くさび緊結式足場ことを一般に「ビケ」ということがあります。これは、ビケ足場の斬新さと先発性の証です。
ところで、ビケ足場のビケは、現場を美しく形作るの「美形」に由来しています。 ビケ足場には、安全性や機能性の面で、
現場の革新に寄与したいという願いが込められています。
また、ビケ足場は、設計施工 ( 技術サービス ) 付でレンタルするという、これまでの足場になかったビジネススタイルを
構築しました。 部材の管理とレンタル、運搬、設計と施工を一体的に事業展開するこのスタイルは、小規模な建築業者が多
い住宅産業で普及するのに不可欠のシステムでした。 しかも、ビケ事業を担う事業者が、完成品である足場の仕様にまで責
任を持つことで、ビケ足場の安全性や機能性が確保されました。
労働安全衛生法は、丸太足場、わく組足場、単管足場など既存の足場を想定して施行された法律です。 42 条は「危険ま
たは有害な一定の機械等について」規格を定め、それに合致しないと譲渡、貸与または設置することを禁止しています。 危険・
有害な機械等には「鋼管足場用の部材及び付属金具」を含みますが、新たに開発されたビケ足場その他のくさび緊結式足場
をその範囲に含んでいません。 このため、くさび緊結式足場は当初、認定外品という扱いでした。 そこで、1984 年、仮設
工業会は、市場のニーズの高まりを受け、独自の基準を設け、ビケ足場を含むくさび緊結式足場を認定します。
こうして、くさび緊結式足場が、低層工事用足場の標準になっていきます。

足場の歴史 3 ( 番外編・丸太足場のいま )

丸太足場はもう使われなくなったのでしょうか
戦後の復興需要によって、天然林の伐採がすすみ、造林ブームが到来、木材需要はかつてなく高まりました。 そこで、
1950 年代に、森林資源保護の観点から木材資源利用合理化推進運動が林野庁主導で進められるようになったことは、シリー
ズ１で紹介しました。 ところが、皮肉なことに、その後の木材輸入の自由化による外国産木材の利用拡大、化石燃料の広が
りによる燃料としての木材需要の急減によって、国内の森林資源はその有用性を失い、林業は衰退の一途をたどっていった
のです。 放置された人工林は、必要な間伐などの手入れが行われないため、森としての健全性が失われ、荒廃していきました。
昨今、荒廃した森林を再生させるための間伐材の有効な活用推進が、官民で叫ばれるようになっています。 丸太足場は、杉、
ヒノキなどの細い間伐材を番線で締め上げて固定するため、間伐材の有効な活用法としては、この上なく有効です。
とはいえ、安全面で鋼製足場に代わることができないため、使用範囲は限られています。 たとえば、作業床を要しない低
層住宅の解体用足場などでは、いまなお、多くの丸太足場を見かけます。
ところで、丸太足場は、鋼製足場を凌駕する、余りある特性があります。 そのために今なお、丸太足場が根強く使用され
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ている現場があります。
その特性とは、フレキシビリティ、自由度の高さです。丸太は、建築物の形状に合わせて自由に組み合わせることが可能で、
必要に応じてその場で加工することもできます。 しかも、鉄材に比べて弾力性があるので、建築物にやさしく傷をつける可
能性が減少します。
こうしたことから、京都の国宝や重要文化財の改修工事の多くの現場で丸太足場を見かけます。 こうした改修工事では、
技術の伝承という歴史的使命をもって丸太足場を使い続けているといいます。 また、自然材としての丸太足場の癒し効果は、
世界中から拝観に訪れる観光客に工事中の違和感を和らげる効果もあるようです。
極めつけは、333 ｍの東京タワーの改修工事に丸太足場が利用されていることです。 電波塔である東京タワーの塗装工事
は、5 年に１度の周期で行われており、電波への影響を避けるためと近隣への防音対策の必要から、1 万本以上の丸太を使っ
て足場を組んでいます。
丸太足場に息づく技術の伝承、職人の真骨頂が発揮される世界です。
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建設現場で一番飛びまわっている職人、「鳶」ってどんな仕事？
鳶 の仕事は様々な範囲におよび、大きく３つ
に分類されます。

鉄骨建て方

高層ビルの骨組みに使われる鉄骨をクレーン

で高所まで運び、ビルの基本構造を組み上げて
いきます。どでかいビルを形作る鉄骨の重量・
大きさは、ハンパじゃありません。
それだけに、鳶の中でもハイレベルな技術が必
要となる花形のポジションです。

足場組み立て解体

建設中のビルを取り囲むパイプの足場を組みます。

安全性が第一で、いかに全員がスムーズに作業できるかを考えて組み上げなければならず、頭脳プレイも求
められます。

機械

鳶の仕事の中でも専門性が高い領域です。

高層ビル建設現場のシンボルとも言えるタワークレーンや、現場に欠かせない工事用エレベーターといった
特殊な機械の組み立て、解体をおこないます。
鳶としての豊富な経験はもちろん、知識、技術も必要です。
営業所ごとの専任技術者になることのできる国家資格等
【特定建設業の専任技術者】
・１級建設機械施工技士（建設業法「技術検定」）・１級土木施工管理技士（建設業法「技術検定」）
・１級建築施工管理技士（建設業法「技術検定」）・建設・総合技術監理（建設）（技術士法「技術士試験」）
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」）（技術士法「技術士試験」）
・農業「農業土木」
・総合技術監理（農業「農業土木」）（技術士法「技術士試験」）
・水産「水産土木」
・総合技術監理（水産「水産土木」）（技術士法「技術士試験」）
・森林「森林土木」
・総合技術監理（森林「森林土木」）（技術士法「技術士試験」）
【一般建設業の専任技術者】
・２級建設機械施工技士（第一種～第六種）（建設業法「技術検定」）
・２級土木施工管理技士

種別：土木、薬液注入（建設業法「技術検定」）

・２級建築施工管理技士

種別：躯体（建設業法「技術検定」）

・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工（職業能力開発促進法「技能検定」）
・ウェルポイント施工（職業能力開発促進法「技能検定」）・登録地すべり防止工事試験

試験合格後「土工工事」に関する

１年の実務経験が必要です （民間試験）
※職業能力開発促進法「技能検定」の検定区分２級の合格者は、合格後３年以上の実務経験が必要です。（平成１６年３月
３１日以前については、合格後１年以上の実務経験）
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足場板の重なり段差に関して、ご存じのように安衛則では

“ つまづき等の危険のない状態に保持すること ”
のみしか触れていませんので細かな寸法規定まではありませ
ん。
但し、建設作業現場における災害事故の分析によれば、不
安全行動（足場の上を小走りに移動）による足場の段差につ
まづいて転落事故が起きている事例もありますので、細かな
寸法規定は無いとはいえ注意や配慮が必要な部分かと思いま
す。

「安全に言い訳なし」という建設作業現場での
大切な教えを疎かにすることなく労働災害が起きない環境を
徹底したいですね。
足場上での作業を快適にするために、足場板の重ね部には
「段差解消摺り付けゴムマット」
、狭隘な開口には「コーナー
ステップ」を使用し、転落災害防止「見える化」を図っては
いかがだろうか！
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今日もどこかで掘削作業は行われています。
建設業において、掘削作業とは一番多い作業ではないで
しょうか。
トンネルのような大規模な掘削もあれば、ほんの数メート
ル程度掘るくらいの小規模なものまで、掘削する作業範囲
は幅広いです。
掘り方も、上から地面を掘るという明かり掘りというのか
ら、上から掘らず、地中にトンネルを掘っていく推進工法
というものまで、現在の掘削技術の進化は眼を見張るもの
があります。
これだけ、たくさん作業されていると、それに伴い事故
も多くなります。

崩壊・倒壊事故は、建設業の三大事故とも言われるほど、

多く発生しています。

掘削した法面（土壁）が崩落して、人が埋もれてしまうと
いう事故は、いつ起こってもおかしくないのです。
事故事例としても、掘削作業時の崩壊・倒壊をいくつか
とりあげています。
この記事を書いている少し前も、静岡県内のリニア新幹線トンネルで掘削作業中に土砂崩れが起こり、作業員が
亡くなるという事故が起こりました。
都会でも、山間部でも関係なく、穴を掘るという作業があれば、常に起こり得るのです。
掘削作業時の事故は、近年増えたわけではありません。
ずっと昔から、戦前どころか江戸時代よりも前から、この事故は起こっていたでしょう。
近代になり、建設機械を使うようになると、より早く深く掘れるようになったこともあり、事故が起こるリスクも
拡大してきました。
安衛則では、掘削作業の安全対策について、規定されています。
ただし、この規定は最低限です。
掘削作業は、場所により地質や地形、湧水状況などの特性が異なります。
そのため現場ごとに、その特性を踏まえた措置をとる必要があることは、頭に留めておいてください。
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【安衛則】
第6章

掘削作業等における危険の防止

第1節

明り掘削の作業

第1款

掘削の時期及び順序等

（作業箇所等の調査）
第 355 条
事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼす
おそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方
法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めによ
り作業を行わなければならない。
1）形状、地質及び地層の状態
2）き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
3）埋設物等の有無及び状態
4）高温のガス及び蒸気の有無及び状態
（掘削面のこう配の基準）
第 356 条
事業者は、手掘り（パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。
以下次条において同じ。）により地山（崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂から
なる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を除く。以下この条において同じ。）の掘削の作
業を行なうときは、掘削面（掘削面に奥行きが 2 メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られ
るそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。）のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げ
る掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
地山の種類 掘削面の高さ（単位

メートル） 掘削面のこう配（単位

岩盤又は堅い粘土からなる地山

度）

90°

5 メートル以上

75°

2 メートル未満

90°

その他の地山

5 メートル未満

2 メートル以上 5 メートル未満
5 メートル以上
２

75°

60°

前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削
面について、同項の基準に従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなけれ
ばならない。

（掘削面のこう配の基準）
第 357 条
事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行
なうときは、次に定めるところによらなければならない。
1）砂からなる地山にあっては、掘削面のこう配を 35 度以下とし、又は掘削面の高さを 5 メートル未満とする
こと。
2）発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を 45 度以下とし、又は掘削
面の高さを 2 メートル未満とすること。
２

前条第 2 項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合に
ついて、準用する。
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（点検）
第 358 条
事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次
の措置を講じなければならない。
1）点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中
震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
2）点検者を指名して、発破を行なった後、当該発破を行なった箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び
状態を点検させること。
（地山の掘削作業主任者の選任）
第 359 条
事業者は、令第 6 条第 9 号 の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者の
うちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
（地山の掘削作業主任者の職務）
第 360 条
事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1）作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2）器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3）要求性墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
（地山の崩壊等による危険の防止）
第 361 条
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそ
れのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防
止するための措置を講じなければならない。
（埋設物等による危険の防止）
第 362 条
事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業
を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移
設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なってはならない。
２

明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、
つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でな
ければならない。

３

事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮の
もとに当該作業を行なわせなければならない。

（掘削機械等の使用禁止）
第 363 条
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地
中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使
用してはならない。
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（運搬機械等の運行の経路等）
第 364 条
事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械
及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの
機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
（誘導者の配置）
第 365 条
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、
又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
２

前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

（保護帽の着用）
第 366 条
事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業
に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
２

前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（照度の保持）
第 367 条
事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければ
ならない。

掘削作業を行うには、何を差し置いても、まず現地調査を行います。
調査では、掘削箇所や周辺の地山についても行います。
作業場所周辺も、影響があるからです。
調査内容は、次のとおりです。

形状、地質及び地層の状態

き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
埋設物等の有無及び状態

高温のガス及び蒸気の有無及び状態
作業時に危険になりうる要素です。
必要に応じて、本格的な掘削作業の前に、試掘も行います。
地中の土質や地下水、埋設物などは、図面などの資料だけでは分からないことも多いですからね。

この調査によって、知り得た情報は、施工計画、作業計画に反映します。
安全な掘削作業は、まず現地調査からになるのです。
さて、いざ掘るとなると、掘削方法にも注意が必要です。
地山を垂直に掘り下げていく方法を、明かり掘りといいますが、掘削作業の大半は明かり掘りといっていいでしょう。
掘り方としては、バックホウで掘るというのが一般的です。
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しかし、狭い範囲の掘削などでは、まれにショベルなどで手掘りすることもあるかもしれません。
効率を考えると、1、2 メートルでも手掘りをするのは効率的と言いがたいですが、機械が入り込めない場所の掘削では、人
の手で行います。

バックホウなどの機械を使わず、手で掘削していく場合、地上から穴の底にかけて、適切な勾配をつけます。
断面で見ると、穴の底が短い辺の台形になるようにするのです。
ただし、これも土質と掘削高に応じます。
上記の条文の中にありますが、次の表のとおりですね。
地山の種類 掘削面の高さ（単位

メートル）

掘削面のこう配（単位

岩盤又は堅い粘土からなる地山
その他の地山

度）

5 メートル未満

90°

5 メートル以上

75°

2 メートル未満

90°

2 メートル以上 5 メートル未満
5 メートル以上

75°

60°

硬く崩れ落ちる可能性が低い地盤であれば、ほぼ垂直に掘り下げることができます。
しかしショベルだけで、硬い地山を掘ることは、昔ならともかく、今は滅多なことでは、やらないでしょうね。
2 メートル掘るなら、バックホウを使うでしょう。
なぜ手掘りの場合は勾配が必要かというと、必ず人が穴の底で作業するからでしょう。
穴の底で作業するのですから、土壁が崩れ落ちないようにする必要があるのです。
一方バックホウは、地上から掘り下げていくので、土砂崩れに巻き込まれることはありませんので、勾配については、規定
されていません。
とはいえ、バックホウで掘削しても、穴の底で作業することはあります。
基本、掘削は地中で何か設置するなどの目的があるわけですから、当然なのですけども、
掘削後、崩壊に巻き込まれないようにする措置は、別途必要になるのです。

さて、掘削する地質が、砂や発破で緩んでいて、普通よりも崩れやすい場合も勾配をつけます。
この場合の勾配はより小さく、高さも低くしなければなりません。
地山の種類 掘削面の高さ（単位

メートル）

掘削面のこう配（単位

砂からなる地山

5 メートル未満

発破等により崩壊しやすい地山

2 メートル未満

5 メートルで 35°
以下となると、ものすごく広い範囲を掘らなければなりません。

度）

又は

又は

35°以下
45°以下

ただしこちらは、明かり堀の掘削勾配とは、少し条件が異なるのが注意点です。

明かり堀の場合は、高さと勾配のいずれの条件も満たす必要がありましたが、崩壊しそうな地山では、勾配
角度もしくは高さのいずれかを満たす必要があります。

砂からなる地山では、勾配が 35°以下であれば、5 メートルよりも掘削面が高くなることは構いません。
また掘削面が 5 メートル未満であれば、勾配角度は 35°よりも急でも構わないということです。
混同しそうですが、少し条件が異なるのです。
角度が急になればなるほど、崩れるリスクも高くなるので、仕方ないのですが、ものすごく作業量は増えますね。
さて、掘削作業は 1 日で終わることもあれば、長期間掘ったままにする場合もあります。
水道やガス管を埋設する作業であれば、その日の内に埋め戻しまでやってしまいます。
しかし、建物の基礎などであれば、長い時は数ヶ月も掘削した状態にすることもあります。
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2 日以上の掘削した状態を維持する場合には、作業前に掘削穴や周辺の地山について点検を行わなければな
りません。

点検内容は、掘削部や周辺地山のき裂、浮石、含水・湧水・凍結、ガスの発生状態などです。
昨日までなかったき裂が、突然現れていることや、地下水が湧いてきていることも、よくあります。
これらを放っておくと、後々に倒壊の原因になるのです。
もし異常があれば、き裂や浮石箇所は先に崩して、取り除いたり、湧水などはポンプで汲み上げたりする必要があります。
地下水が上がっているようならば、別途地下水を組み上げる仮設も必要になります。

点検したら、必ず記録を残しましょう。

記録は少なくとも、一連の作業が完了するまでは、保管しておきましょう。
あと、点検時期として忘れてはいけないのが、大雨や地震の後です。
震度 4 以上を中震といいますが、これ以上の場合は、作業を中断して、まずき裂などが生じていないかを確認しましょう。
大雨の時は、作業は行わないでしょうが、地盤を緩めていることも多いです。
また発破作業も地盤を緩めてしまいます。
これらの地震、悪天候、発破の後は、必ず点検しましょう。

掘削で 2 メートル以上の深さを掘る場合は、作業主任者を選任しなければなりません。
2 メートルとなると、ジャンプして飛び込めない深さですし、足を滑らせて転落すると怪我をしてしまいます。
土の地面でも、たいしたクッションにはなってくれず、落ちれば怪我をしてしまいます。
そのような事故を防ぐためにも、作業主任者が、全体を監督し、指揮するのです。
作業主任者の職務は次のとおりです。

作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

安全帯（要求性墜落制止用器具）等及び保護帽の使用状況を監視すること。
作業方法、道具、作業者の保護具を把握し、指揮します。

なお、作業主任者の資格要件は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の技能講習を修了する必要があります。 掘削と土
止め支保工はセットになるのです。
バックホウで掘ろうと、手掘りで掘ろうと、何かしらの作業を掘削した穴の底で行います。
作業者が穴の底で作業すると、常に付きまとうのが、土壁の崩壊の危険です。
この危険を防ぐには、勾配をつけるくらいでは、全然足りません。
崩壊の危険から、作業者を守る対策が必要になります。
崩壊を防ぐのに、効果的なものが、土止め支保工です。
土止め支保工は、土壁の前に壁を作るとともに、内側から力をかけて、壁の崩壊を防ぐのです。
土止め支保工については、また改めてまとめたいと思います。
土止め支保工以外の手段としては、土壁の表面にネットを掛けるなどがあります。
これで多少は崩壊の影響を軽くしようとするものです。
また関係者以外は掘削面への立入りを禁止するのも大切です。
作業関係であっても、危険な箇所へは立ち入らせず、土止め支保工など、対策してから立ち入らせるようにしなければなり
ません。
掘削する場所は、あらかじめ設計時に検討されていることが多いです。
時には、コンクリート塀のすぐ側であったり、擁壁に沿って掘削ということともあります。
こんな状況で、注意しなければならないのが、コンクリート塀などの構造物の倒壊です。
事故事例でもいくつか取り上げたのですが、構造物に近接して掘ると、片側の支えを失ってしまい、ちょっとしたきっかけ
で倒れこんでしまうのです。

構造物に近接して掘削する場合は、倒壊防止措置をとらなければなりません。
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倒壊防止措置としては、土止め支保工で固定したり、支えになる部分は残して掘削するなどの工法の工夫が必要になります。
少しの時間だからと油断していると、崩れ落ちてしまうので、必ず対策しながら作業しましょう。

また地下埋設物がある場合も注意が必要です。
特にガス管を破損させてしまうと、ガスの供給がストップするだけでなく、火花で爆発したり、作業者が中毒になったりす
る危険があります。
ガス管以外にも、水道管、下水道管、電気・通信ケーブルなども注意が必要です。
掘削箇所にガス管などがあれば、囲いや防護管などの傷つけないようにしたりします。
長期間掘削しままである場合は、ガス会社と相談して、一時的に移設することも検討します。
ガス管の防護措置をとる場合は、慎重に行わければなりません。
そのため、作業指揮者を指名し、指揮者は全体の作業を把握して、作業を進めます。
万が一もあるので、必ずガス会社とは事前に相談しておきましょう。

さて、ガス管や電線ケーブルが埋設されている付近を掘削する場合ですが、機械で掘ってはいけません。
機械だと慎重にしても、少し手元が狂うと、ガス管を破損してしまいますね。
必ず周辺は、ショベルなどの人の手で慎重に掘りましょう。
掘削作業は、主にバックホウで行います。
掘り返した土は、不整地運搬車やダンプカーに載せ、仮置き場や作業場外に運び出します。
作業場は機械と人が、入り乱れている状態なのです。
そうなると、常に機械に接触する危険があるわけです。
バックホウがあちこちで作業していたり、ダンプカーが好き勝手に走り回っていたら、作業者は危険極まりありません。
作業計画では、機械の作業範囲、運行経路を定めて、運転者と作業者に周知しましょう。
バックホウで土や石をダンプに積む場所は、決まった場所で行う。
ダンプ運転手は、定められた経路以外を走らない。
作業者は、安易に運行経路を入らないなど、住み分けを行います。
この運行経路は、不同沈下、つまりワダチ掘れが深くなり、機械の転倒を引き起こさないルート、または日によって経路を
変えるなどの工夫も必要だと、念頭に置いておくといいですね。
特に雨の後など、地盤がぬかるんでいる時は、ワダチが深くなるので重要です。
対策としては、砕石などを敷いて、地表を固めるという手もあるので、場合によっては検討してもよいいかもしれません。
掘削作業現場は、機械と人が入り乱れているのですから、作業範囲を分けたり、運行経路を決めても、接触の危険性は残り
ます。
どうしても機械の近くで仕事しなければならない状況もあるでしょう。
また土を載せるために、ダンプカーが荷台を向けて、バックホウに近づくことも、よくあります。
バックで進むのですから、運転者は掘削部が見えておらず、穴に転落する危険もあります。

機械との接触事故や、機械が開口部に後進して転落の危険がある場合は、誘導者を定めて、機械を誘導させ
ます。

誘導者がオーライとかストップと言うだけで、かなりの危険が減らせるので、危険かなと思ったら、誘導者を配置しましょう。
さて作業者も、掘削作業を行うにあたって準備するものがあります。

何より大切なものが、保護帽、つまりヘルメットです。

ヘルメットをかぶっていれば、岩とかは無理ですが、小石程度が落ちてきても、頭を守ってくれます。
この場合の保護帽は、飛来・落下用です。
墜落・転落用のように、衝撃吸収ライナーは必要とされていません。
しかし、2 メートル以上の深い穴に入るのであれば、墜落転落と共用の保護帽を使用するに越したことはありませんね。
掘削作業は、明るいところで行う必要があるので、必要な照度は確保しましょう。
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昼間ならともかく、夕方から夜の作業、また日陰になって、掘削開口部が見えにく場合は、照明を点けます。
穴が見えないと、転落してしまいます。
また穴の底は、地上よりも暗くなるので、照明は必要になります。
さて、掘削作業においての条文をまとめてきました。
少し条文としては、離れるのですが、これも関係するので、あわせて紹介します。
第2節

飛来崩壊災害による危険の防止

（地山の崩壊等による危険の防止）
第 534 条
事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するた
め、次の措置を講じなければならない。
1） 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
2） 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

地山の崩壊や落石の防止対策をとらなければなりません。
この条文は掘削以外の墜落や飛来落下、崩壊防止の条文と並んでいます。

掘削時には崩壊しないように勾配や土止め支保工、点検等で発見した落石は除去し、あらかじめ危険要素は
排除するなどの対策を行います。

また土壁が崩壊する原因となりうる、地下水や雨水は排除します。
方法としては、ポンプで吸い上げることが一般的です。
地下水のためには、井戸を掘り、ポンプで吸い上げるウェル工法などが行われます。
対処としては、いくつかの方法があります。
最も大事なことは、事前に作業場所について調査し、土質や地層の状況に応じた作業計画を立てることです。
崩れやすい場所もあれば、粘土質の場所もあります。
同じ掘削でも、同じ方法というわけにはいかないのです。
そして作業が始まると、ほとんど機械での作業になるわけですから、機械との接触事故などに注意しなければなりません。
もちろん、機械自体も転倒したりすることは防がなければなりません。
掘削場所では、崩壊を防ぐ必要があります。
掘削作業は、ほとんどの建設現場で行われており、作業経験者もたくさんいます。
経験は慣れになり、時として油断になります。

経験者が多数いるのに、土砂崩壊事故は、跡を絶たないのです。
土砂崩壊のための技術や手段はあれこれ開発され、改良されています。
最終的に行うのは、事業者であり現場作業者に関わります。
慣れた仕事なので、これくらいの逸脱は平気だろうと思っていると、事故になる。
掘削作業にかぎらず、事故の原因は、慣れと油断が少なくありません。
とても基本的な作業としての掘削作業ですから、安全に作業するためにはということを今一度考え、作業方法を見直すと、
安全性だけでなく、実は作業効率も向上するのではないでしょうか。
次回は、倒壊防止措置として、土止め支保工をまとめます。
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まとめ。
【安衛則】
第 355 条
地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊等の危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所
などを調査し、その結果をもとに、掘削の時期及び順序を定めなければならない。
第 356 条
手掘りにより地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を地山の種類や高さに応じたものしなければなら
ない。
第 357 条
手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは、
高さに応じた勾配としなければならない。
第 358 条
明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊等の危険を防止するため、作業前や悪天候後に点検を行わせなければ
ならない。
第 359 条
2 メートル以上の深さを掘削する場合は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちか
ら、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
第 360 条
地山の掘削作業主任者は、必要な措置をとらなければならない。
第 361 条
明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊等の危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支
保工などの措置をとらなければならない。
第 362 条
埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合
において、損壊等の危険を防止するため、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた
後でなければ、作業を行なってはならない。
第 363 条
明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管などの損壊により
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械を使用してはならない。
第 364 条
事業者は、明り掘削の作業を行うときは、運搬機械、掘削機械などの運行の経路、土石の積卸し場所への出入の方
法を定めて、関係労働者に周知させなければならない。
第 365 条
明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するお
それのあるときは、誘導者を配置し、誘導させなければならない。
第 366 条
明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、保護帽を着用させなけ
ればならない。
第 367 条
明り掘削の作業を行なう場所については、必要な照度を保持しなければならない。
第 534 条
地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を防止するため、土止め支保工や地下水の排除など必要な措置をと
らなければならない。
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令和３年１０月３０日、鹿島御児神社大鳥居が姿
を現した。
秋田杉を加工して作った長さ 6 ｍの半円形型枠で打
ちあがったコンクリートは、木目が転写され気泡も
痘痕もジャンカも無く綺麗に仕上がった。
大鳥居の改修に合わせ境内の参道等も改修され
た。
参道は既設コンクリート舗装を切削し、コンク
リート舗装洗い出し工法にて施工。
大鳥居は、撥水塗装を行ってから装飾飾りの取付
を行い１２月１０日にお披露目式になる予定だ。
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高圧噴射攪拌工法の立坑の矢板欠損部防護箇所からの漏水
工事の概要とトラブルの内容
下水道整備事業において、既設下水管と交差するシールドトンネルの到達立坑を施工することとなった（図 1）。立坑は矢板
による土留めを計画していたが、既設下水管（φ 2000mm）が埋設されている位置の矢板欠損部の防護を目的として、砂質
地盤（N 値 N=10 ～ 30）を対象に高圧噴射工法（φ 3500）による固化改良が計画された。改良範囲は図 2 に示すように矢
板端部の親杭（H 鋼）が打設された箇所の背面とした。立坑の掘削を開始したところ 10m 程度掘削した際に矢板欠損部付近
の掘削面から 20ℓ / 分程度の漏水が生じたため、漏水対策を講じることとなった。

図1

改良断面図

図2

改良断面図

原因と対処方法
事前検討の段階から、鋼矢板（Ⅴ型）と H 鋼の境界付近は高圧噴射工法のジェット噴流が遮られて、改良できない領域が
生じることも想定されていた。実際に漏水が発生したのも当該箇所であったため、事前に検討しておいた下記の対策を実施
した。
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1）漏水は縦方向の数箇所から生じており、降雨時には漏水量の増加が観測された。薬液注入工法等により漏水を完
全に止めようとすると、周辺地下水位が上昇してさらに大きな水圧が改良体に作用し、より大規模な漏水を誘発
する可能性があった。そのため、比較的漏水の多い 2 箇所で鋼矢板に穴をあけて、水抜き孔（管）を設置し、周
辺地下水位を低下させた。
2）その他の漏水箇所は、矢板に漏水箇所を塞ぐように鉄板を溶接し、改良体壁面と鉄板の間に充填材を打設するこ
とで漏水を止め、漏水による土砂流失防止と水道（みずみち）が広がることを防止した。

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
高圧噴射攪拌工法は、噴射圧力により地盤を切削し固化改良を行う工法である。地中障害物や転石があった場合には、そ
の背面は改良されていないことがしばしばあるため、留意が必要である。特に、改良体から漏水が生じた場合の止水対策は
早急な対策を講じる必要があるため、事前に対策を検討しておくことが重要である。その際、軟弱粘土層が分布し圧密沈下
が予想される場合や周辺井戸の利用状況により水位低下が許されない場合には上記 1）の地下水低下は適用できないことに
留意する必要がある。本事案では、事前に検討しておいた対処法により、工事進捗に影響を与えることはなかった。今回の
事例のように、事前に検討を行っておくことで、問題が発生した場合にも落ち着いて対処することができる。

S-JMM 工法
S-JMM 工法は撹拌翼を備えた先端ビットからセメント系スラリ－を高圧噴射し、大口径の改良体を造成する工法です。

また、施工機械は専用走行架台上をスライドするので、クレーンを使用せずに移動でき、非常に機動性に富んでおります。
河川下の軟弱地盤の改良に非常に適しています。

特長

●優れた機動性

施工マシンは移動式架台に据付可能です。専用移動式架台を使用すれば、クレーンを使用せずに次の施工位置に移動できる
ので、機動性の高い施工が可能です。
●高品質な改良が可能

本工法に使用される固化材は軟弱土の改良に非常に適した専用固化材であり、高有機質土やローム等の特殊土においても高
品質な改良が可能です。
●大口径の改良が可能

直径 600mm の削孔撹拌ヘッドの先端から高圧のセメント系スラリーを噴射するので、高速度の引抜きで大口径の改良が可
能です。
●経済性

大口径施工により、
施工本数を大幅に削減できることから、従来の高圧噴射工法と比較して安価な地盤改良が可能です。また、
機動性の高い施工で工期を大幅に短縮できます。
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JSG 工法

JSG 工法は超高圧硬化材＋空気を二重管ロッドの先端に装着したモニターから噴射させ、回転・引き上げすることにより地
盤に 1000mm ～ 2000mm の円柱状の改良体を造成する工法です。
特長
● 25m 以浅の比較的ゆるい地盤に適しています。
●施工機械・プラント設備がコンパクトです。
●小さな削孔径で、大きな改良径が確保できます。
●密着性に優れた改良が可能です。
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CCP 工法

CCP 工法は、超高圧硬化材を、ロッドの先端に装着したモニターから噴射させ、回転・引き上げすることにより地盤にφ
300mm ～φ 500mm の円柱状の改良体を造成する工法です。
また、この CCP 工法より大きな改良径を造成するために開発されたのが、CCP-L 工法（φ 500mm ～φ 800mm）と CCP-S
工法（φ 800mm ～φ 1200mm）です。
特長
●コンパクトな機械設備で（薬液注入のボーリングマシン）施工可能です。
●確実に円柱状の改良ができます。
●切削部分以外の地盤を緩めることがありません。
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副社長が行く現場探訪

第 66 回

杭基礎の底辺のかぶり厚さはいくつ？どこから測定するの？

基礎のかぶりは大抵の場合は最小かぶりが 60mm、設計かぶりが 70mm で外周の表面からの距離でしょ。
で終了してしまうかも知れない今回の記事。
あなたは一体どのように考えていますか？

「きっと、わざわざ記事にするだけあって何かあるはず！

そうでなければ、わざわざ杭基礎なんて書かないよね」と感じたあなたは勘が鋭いですね。
そこで今回は「杭基礎」の場合の鉄筋のかぶり厚さについてお伝えします。
まず
杭と基礎の関係ですが杭頭にキャップなどをかぶせて建物の剛性を杭に伝えないような工法の場合を除いて、一般的には杭
頭補強筋で基礎と「剛」に接続されていますので、杭と基礎は「一体」として考えるのが普通です。
しかし
当然ながら杭と基礎は施工時期が異なっていたり、鋼管巻きの杭の場合はコンクリートと鋼管が接してします。
だから

杭と基礎との間に若干の隙間が生じる可能性があります。
すると

杭と基礎との隙間を伝って地下水などの水分が浸入してくる可能性があるのです。
もしも
杭に基礎の鉄筋が接していればどうなるのでしょうか？
考えるまでもなく腐食してしまう可能性がたかいですよね。
だから

基礎の底部分の鉄筋のかぶり厚さは「杭の天端」より最小かぶりで 60mm、設計かぶりで 70mm 必要なのです。
また
逆を言えば、基礎の配筋を設計図通りに行おうとすれば、必然的に杭の天端レベルが高くてはいけないのです。
杭天端レベルが高いと引張られるように基礎のベース筋のレベルが高くなってしまい、はかま筋が基礎天端より飛び出して
しまうという恐れがあるからです。

前工程の施工の良し悪しが、次工程の品質に影響する
良い例かも知れませんね。
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基礎と杭の接合状態は，半固定または固定接合のいずれかを仮定して設計するのが一般的であり，通常（ａ）図のように枕頭
を雌礎断面内に 100 mm 程度埋め込む．この場合，基礎筋のかぶり厚さは杭頭より 70mm とする．固定接合の配筋の参考
例を参考図 9.5 に示す．基礎と杭の接合状態・納まりは設計条件に関するものであるので，設計図書に特記する．

つまり
杭基礎の底部のかぶり厚さは基礎底部からではなく、杭頭の天端から７０mm を確保するようにしま
す。
なぜなら
杭の内部、若しくは杭の周辺に出来てしまった軽微な隙間などから水分などが浸入することによる鉄
筋の腐食などを防ぐためです。
すると
既製杭の杭天端のレベルが高いと基礎のかぶり厚さ不足になってしまう可能性があるので、杭工事の
時点の品質管理を
しっかりと行う事が、実は後の工程に影響を与えているのです。
だから
次の「既製コンクリート杭の高止まり、低止まりに備えよう」を合わせて読んで杭工事に関する知識
もつけておいて下さいね。
34

既製コンクリート杭の施工を行う上で意識しておかないといけ
ないのが杭が「高止まり」をしたり、逆に「低止まり」をしたり
する場合である。
もしも
掘削底に何か転石のようなものが落ちてしまっていると杭が転石
の上に乗ってしまった場合は、これ以上下がらなくなり結果とし
て「高止まり」になってしまう。
逆に施工後に根固め液が思っていたより硬化しておらず、
杭の自重で沈んでしまった場合などは「低止まり」になる。
そして
高止まりであろうと低止まりであろうと基礎工事時に何らかの問題が発生してくる。
例えば
高止まりの場合は、杭天端から基礎配筋のかぶり寸法を取るので基礎配筋が全体的に上がってしまう結果となる場合があり、
はかま筋の天端のかぶり寸法が確保できない恐れもある。
低止まりの場合は、基礎に対する杭の「のみこみ寸法」が確保出来ないので、程度にもよるが杭の周辺だけを掘り下げて対
応することになるだろう。
そこで
実際の施工に入る前に工事監理者さんと構造設計者さんと杭メーカーを含めて許容値を決めておくべき。
案外、あなたの中ではそのくらい大丈夫だろうと考えている値でも様々な観点から検討すると
「えっそういう問題が有るんだ！？」
という驚きの結果が待ち受けているかも知れない。
案外、高くても低くても様々な問題が有るのが杭の天端の管理。

ここで
今回、なぜ私がこの話題を書こうかと考えたか？というと「基準値の理由を知っていてる」のと「ただ単に
基準値を守る」
のでは、実際の施工管理を行う上での様々な判断の１つ１つに雲泥の差が出て来ると考えているから。
「今回は○○だから NG の可能性が高いからやり直そう」
と言う判断を現場で出来れば楽しいよね。

つまり
既製コンクリート杭の施工管理で大きな問題に発展する可能性を秘めているのが「高止まり」
「低止ま
り」の問題である。
事前に、許容値をメーカーと工事監理者さんとで打合せを行い、対処方法を確認しておくのがベスト
である。

そうしないと、せっかく打設した杭の耐力が得られずに掘削後に一度埋め戻しを
行い「増し杭」を打設しなければいけない事もある。
最悪の事態を想定して、事前に打合せを行うことは悪いことでは無いからね。
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コンクリートの打設手順の解説
コンクリートは強固なイメージが強いですが、練混ぜられた直後の
生コンクリートは柔らかく、決して強固なものではありません。適切
な打設を行う事で初めて強固な材料としての力を十分に発揮すること
が出来るようになります。
ここでは、コンクリートの打設手順について説明していきたいと思い
ます。

コンクリートの打設とは
一般的な打設は、型枠の中に生コンクリートを流し込んで行われていますが、ただ流し込めばよいというものではありません。打
設を行うにあたっては入念な準備と計画がなければ、良いコンクリート構造物を作ることは出来ません。打設手順は以下のような手
順で行われます。

コンクリートの打設手順
１. 打設前の打ち合わせ（打設計画）
２. コンクリートの打設工法の選定
３. コンクリートの打込み準備
４. コンクリートの受け入れ検査
５. コンクリートの打込み
６. コンクリートの締固め（⑤⑥⑦は並行して行われます）
７. コンクリートの仕上げ
①打設前の打ち合わせ（打設計画）
コンクリートの打設にあたっては、打設作業開始前にコンクリート工事関係者を集めて打合せを行う必要があります。打合せでは、

全員に打設計画書を配り、打設の順序や打設時の注意事項を共有することで、各作業員の役割を明確にし、打設作業をスムーズに行
う事が出来るようになり、不具合の発生を防止することができます。

②コンクリートの打設工法の選定

打設工法は、コンクリートポンプによる工法とコンクリートバケットによる工法の主に２種類に分かれます。
コンクリートポンプによる方法はポンプ車等によって配管を経由しポンプ圧送する方法で、コンクリートバケットによる方法はコン
クリートを入れたバケットを打設位置までクレーン等で移動させ、打設する方法です。
現在では、ポンプ車の性能の向上や、現場での省力化が図られることから、ポンプ工法が主流となっています。バケット工法は、小
規模の打設や固練りのコンクリートでポンプ圧送が困難な場合等に用いられています。
コンクリートを打設する箇所がどちらの工法が適しているかを検討し、選定しましょう。
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③コンクリートの打込み準備
コンクリートを打ち込むためには、打込む型枠が必要になってきます。型枠が設計通り適切に作られているか？型枠内の鉄筋は適
切な位置に配置されているか？等、事前の確認作業は非常に重要です。なぜなら、打込まれてしまってからでは修正を行う事が困難
だからです。
以下は、土木学会および建築学会の打ち込み準備についての規定を抜粋しました。
（１）コンクリートの打込み前に、鉄筋、型枠、その他が設計および施工計画で定められた配置であること、堅固に固定されていること、
ならびにコンクリートの打込みおよび締固めを阻害しないことを確かめなければならない。
（２）打込みは雨天や強風時を避け、それらの不足の事態を考慮して準備しておかなければならない。
（３）コンクリートの打込みの直前に、運搬装置、打込み設備および型枠の中を清掃して、コンクリート中に木片、ごみ等が混入する
ことを防がなければならない。また、コンクリートと接して吸水するおそれのあるところは、あらかじめ湿らせておかなけれ
ばならない。
（４）型枠内にたまった水は、打込み前に除かなければならない。また、型枠内に水が流入して新しく打ち込んだコンクリートを洗わ
ないように適当な処置を講じておかなければならない。
注意
（１）施工者は、運搬・打込みおよび締固めに用いる機器・用具・電源および人員などが、計画どおりに配置されていることを確認する。
（２）施工者は、かぶり厚さが確保されていること、型枠、配筋および設備配管・ボックス・埋込金物など埋設物の配置と寸法が設計
図書どおりになっていることを確認して、工事管理者の検査を受ける。
（３）打込みに先立ち、打込み場所を清掃して異物を取り除き、型枠・鉄筋などに散水した水は、コンクリートの打込み前に高圧空気
などによって取り除く。

④生コンクリートの受け入れ検査
現在では打設に用いる「生コンクリート」は、生コン工場に依頼し納入されることがほとんどです。
まずは現場に到着した「生コンクリート」が発注したものと同じかどうか伝票を確認しましょう。そして、ミキサー車から生コンクリー
トを荷卸しする際には、スランプや、空気量、塩化物含有量試験等の受け入れ検査を行います。
受け入れ検査では、生コンクリートの性状を確認し、発注した商品として規格を満足しているかどうかを判断します。
主な受入検査項目には以下のようなものがあります。
⑴スランプ試験
スランプ試験とは、
「生コンクリート」の柔らかさの程度を示すもので、スランプコーンと呼ばれる高さ３０㎝の筒に生コンクリー
トを詰め、筒を引き抜いた時にどれだけ下がるかでスランプを測ります。
⑵空気量試験
空気量試験とは、
「生コンクリート」中の空気の量を測定するもので、コンクリートに空気を含ませる事で、凍結融解抵抗性
（内部の水分が凍結と融解を繰り返すことによって生じる劣化の抵抗性）を高める事ができます。
空気量試験は、エアーメーターと呼ばれる試験器具によって測定されています。
⑶塩化物含有量試験
塩化物、いわゆる塩分は鉄筋の腐食の原因となるため、生コンクリート中の塩化物イオンの量には上限が設けられています。
ＪＩＳ（日本工業規格）では、通常０．
３０㎏／ｍ 3 以下とされており、購入者の承認を受けた場合には、０．６０㎏／ｍ 3 以下
とすることが出来るとされています。
⑷圧縮強度試験（試験体の採取）
圧縮強度試験は、圧縮力に対してどれくらいの強さをもっているのか確認する試
験です。
しかし、現場へ納入される「生コンクリート」は、まだ固まる前のものである為、
圧縮強度を測定することが出来ません。
その為、テストピースと呼ばれる円柱状の試験体を採取し、硬化後に圧縮試験を
おこなってコンクリートがもつ強度を測定します。
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⑤コンクリートの打込み
コンクリートの打込みは、型枠内に流し込むだけではありません。材料分離や打ち込み高さ、打ち重ね時間等に留意しなければい
けません。コンクリートは密度の違う材料を練り混ぜて造られた混合物の為、重い材料（骨材）は沈みまた打ち込み箇所からあまり
動かず、軽い材料（モルタル分：主に水分）は浮き上がろうとし、振動を与えれば打ち込み箇所から流動し遠くへ移動しようとして
しまいます。これらの材料の動き等によって材料分離を引き起こし、ジャンカやひび割れ等を引き起こしてしまいます。
また、コンクリートは時間とともに硬化していくため、打ち重ね時間が空き過ぎ
てしまうと先に打ち込んだコンクリートと後から打込んだコンクリートが一体化せ
ずコールドジョイントを引き起こしてしまいます。
打込みにあたっては、以下の土木学会および建築学会の打込みについての規定を参
考にして下さい。

（１）コンクリートの打込み作業にあたっては、鉄筋や型枠が所定の位置から動かないように注意しなければならない。
（２）打ち込んだコンクリートは、型枠内で横移動させてはならない。
（３）打込み中に著しい材料分離が認められた場合には、材料分離を抑制するための方法を講じなければならない。
（４）計画した打継目以外では、コンクリートの打込みが完了するまで連続して打ち込まなければならない。
（５）コンクリートは、打上がり面がほぼ水平になるように打込むことを原則とする。コンクリートの打込みの１層の高さは、
４０～５０㎝以下を標準とする。
（６）コンクリートを２層以上に分けて打込む場合に、上層と下層が一体となるよ
うに施工しなければならない。
また、コールドジョイントが発生しないよう、施工区画の面積、コンクリー
トの供給能力、打重ね時間間隔等を定めなければならない。
許容打重ね時間間隔は以下を標準とする。
外

気

温

許容打ち重ね時間間隔

２５℃以下

２．
５時間

２５℃を超える

２．
０時間

（７）型枠の高さが大きい場合には、型枠に投入口を設けるか、縦シュートあるいは輸送管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンク
リートを打ち込まなければならない。
この場合、シュート、輸送管、バケット、ホッパ等の吐出口と打込み面までの高さは、１．５ｍ以下を標準とする。
（８）コンクリートの打込み中、表面に集まったブリーディング水は、適当な方法で取り除いてからコンクリートを打ち込まなければ
ならない。
（９）打上がり速度は、一般の場合には３０分当り１．
０～１．５ｍ程度を標準とする。
（１０）スラブまたは、はりのコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している場合には、沈みひび割れを防止するため、壁
または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブまたははりのコンクリートを打ち込むことを標準とする。
（１１）コンクリートを直接地面に打ち込む場合には、あらかじめならしコンクリートを敷いておくことを原則とする。
注意
（１）コンクリートは、目的の位置にできるだけ近づけて打ち込む。その際、打込み箇所以外の鉄筋、型枠および先付けタイルなどに
コンクリートが付着しないようにする。
（２）打継ぎ部におけるコンクリートの打込み・締固めは、打継ぎ部に締固め不良やブリーディング水の集中などによる脆弱部を生じ
ないように行う。
（３）１回に打ち込むように計画された区画内では、コンクリートが一体になるように連続して打ち込む。
（４）打込み速度は、コンクリートのワーカビリティーおよび打込み場所の施工条件などに応じ、良好な締固めができる範囲とする。
（５）コンクリートの自由落下高さおよび水平移動距離は、コンクリートが分離しない範囲とする。
（６）打ち重ね時間間隔の限度は、コールドジョイントが生じない範囲として定め、工事管理者の承認を受ける。
（７）コンクリートの打込みに際しては、最外側鉄筋とせき板とのあきの状態を観察し、スペーサおよび鉄筋のサポートの修正、鉄筋
および型枠の修正を行って、所要の最小かぶり厚さが確保されるようにする。
38

⑥コンクリートの締固め

コンクリートを型枠の隅々まで充てんする為には、締固め作業が必要になります。

締固めを行う方法としては３つの方法があり、コンクリート内部に振動機（バイブレータ）を挿入して締め固める「内部振
動方式」
、型枠の外側から振動を与えて締め固める「型枠振動方式」、道路舗装や床などの表面を締め固める「表面振動方式」
があります。
締固めの際は、ジャンカや空隙等の充てん不良やコールドジョイントの防止を意識して作業することが大切です。
以下は、土木学会および建築学会の締固めについての規定を抜粋しました。
（１）コンクリートの締固めには、棒状バイブレータを用いることを原則とする。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、
かつ型枠に近い場所には型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。
（２）あらかじめ計画した締固め作業高さを超えることがないように、作業足場の設置や締固めの方法を検討しなければな
らない。
（３）せき板に接するコンクリートは、できるだけ平坦な表面が得られるように打ち込み、締固めなければならない。
（４）コンクリートを打ち重ねる場合、上層と下層が一体となるよう、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に１０㎝
程度挿入しなければならない。
（５）コンクリートを十分に締め固められるよう、棒状バイブレータの挿入間隔および１か所あたりの振動時間を定めなけ
ればならない。
また、棒状バイブレータはコンクリートから徐々に引き抜き、後に穴が残らないようにしなければならない。
（６）再振動を行う場合には、コンクリートの締固めが可能な範囲でできるだけ遅い時期がよい。
注意
（１）締固めは、鉄筋および埋設物などの周辺や型枠の隅々までコンクリートが充填され、密実
なコンクリートが得られるように行う。
（２）締固めは、コンクリート棒形振動機・型枠振動機または突き棒を用いて行い、必要に応じ
て他の用具を補助として用いる。
（３）コンクリート棒形振動機は、打込み各層ごとに用い、その下層に振動機の先端が入るよう
にほぼ鉛直に挿入する。振動機の挿入間隔は６０㎝以下とし、加振はコンクリートの上面
にペーストが浮くまでとする。コンクリート棒形振動機を引き抜くときは、コンクリート
に穴を残さないように加振しながら徐々に引き抜く。
（４）型枠振動機は、打込み高さと打込み速度に応じてコンクリートが密実になるよう、順序立
てて加振する。

⑦コンクリートの仕上げ
コンクリートは型枠内に打ち込み後、締固め作業を行っただけでは表面に凹凸ができてしまい、
きれいな表面になりません。こて等を用いて均し作業を行う事できれいな表面に仕上げることができます。
以下は、土木学会および建築学会の仕上げについての規定を抜粋しました。
（１）締固めが終わり、ほぼ所定の高さおよび形にならしたコンクリートの上
面は、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を取り除くまで仕上げて
はならない。
（２）仕上げ作業後、コンクリートが固まり始めるまでの間に発生したひび割
れは、タンピングまたは再仕上げによって修復しなければならない。
（３）なめらかで密実な表面を必要とする場合には、作業が可能な範囲で、出
来るだけ遅い時期に、金ごてで強い力を加えてコンクリート上面を仕上
げなければならない。
注意
（１）コンクリートの沈み、材料分離、ブリーディングおよびプラスチック収縮ひび割れなどによる不具合は、コンクリートの凝結が
終了する前に、タンピングなどにより処置する。
（２）柱・壁などの水平打継ぎ部の上面は、所定の勾配と粗さに仕上げる。打継ぎ面を凝結遅延剤を用いて処置する場合には、凝結遅
延剤の種類および使用方法を信頼できる資料または試験によって定め、工事管理者の承認を受ける。
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シリーズ【建設用語大辞典】

第 11 回 「とび・土工・コンクリート工事とは ? 」

建設工事の内容と例示
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を
行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
（例示）
・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重
運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロッ
ク据付け工事、工作物解体工事
・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい
工事
・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリー
ト圧送工事、プレストレストコンクリート工事
・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウ
ト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道
路付属物設置工事い、捨石工事、外構工事、はつり工事
各業種での類似している工事の区分の考え方
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの
据付けを行う工事等は「とび・土工・コンクリート工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロック
を積み、又ははり付ける工事は「石工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は「タイル・れんが・ブロック工事」である。
・プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式
工事」に該当する。
・吹付け工事とは、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のた
めにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」に
おける吹付け工事に該当する。
・地盤改良工事とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称した
ものである。
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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 「工事用仮設道路について」

土木部：亀山与一

工事名：小竹浜蛤浜線ほか 1 路線道路復旧工事 工期：令和 2 年 3 月 16 日～令和 3 年 6 月 30 日
１工区（折浜～小竹浜間）
当初設計では、盛高５ｍまでは、坂路に砕石を敷いて、仮設搬入路にし盛土施工。
盛高５ｍ以上は、法面中段のからの、仮設搬入路を使用しての施工。
１. 問題点
（１）勾配が１８％あり、登坂時大型ダンプがスリップして、走行が困難。
（２）当初の設計では、大型ダンプの回転場所が確保出来ず、１日の必要台数の確保が困難。
（３）当初設計の法面中段からの仮設道路は、道路のＲが小さく、大型ダンプの、安全走行が確保できない。

当初図面（左）

着工前状況写真（下）

当初設計仮設道路の現地盤は 15％以上の勾配があり、大型ダンプトラックの走行は危険なため計画変更の競技を行う事に
した。
2. 協議内容
（１）問題点（１）に対する提案
勾配が１５％以上あり、普通の敷き鉄板では、スリップにより坂路の走行困難なので、坂路に砕石（80 ｍｍ）を
２０㎝敷、その上に鋼製ロードマット（網状敷き鉄板、1500 ＊ 3000 ＊ 100、勾配 18％まで走行可）を敷設し、
坂路の安全走行を確保し、又、ダンプトラックタイヤの泥落としも、兼ねて施工したい。
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（２）問題点（２）に対する提案
大型ダンプトラックの回転場所は、施工下段基面に、敷き鉄板 (1500*6000*22) ３０枚を、地盤改良（80kg/m3) を
施工してから、敷設し、大型ダンプトラックの回転場所として、盛土を施工したい。
（３）問題点（3）に対する提案
舗装天端から５ｍ下がりまでは、下側より坂路（10％）を設けて盛土をし、その上は既設の舗装面より坂路（8％）
設けて、盛土を施工したい。
3. 当初設計から変更協議に係る設計費の増減
①当初設計
盛土 240m3、敷砂利 t=10cm,250m2
盛土 240m3*3,900 円＝ 936,000 円
砕石 250m2*800

＝ 160,000 円

合計 1,096,000 円

②当初設計に沿って、盛土を実施したときに、現場で発生する費用
上記の結果により②－③＝ 10,335,400 円 -2,379,000 円 =7,956,400 円の差額が生じます。

故に、別添内容にて施工したく、協議願います。
今回の工事は、台風災害による緊急的な災害復旧工事でした。
設計は地元の測量会社が担当。残念ながら施工で必要な「仮設道路」関係は、全然考慮されていませんでした。
着工当初は発注者も設計者と同様の意見で、「なんで施工出来ないんだ」との雰囲気でした。
( 復旧工事で、国の予算なので、査定以外の変更はダメ）が「原則」であり、現場をよく確認せずに設計をした模様。
１５％以上の勾配のある急な坂道に RC-40 敷砂利 10 ｃｍのみでの仮設道路構築する計画。
大型ダンプトラックの積載時に掛かるタイヤ設置面積との抵抗値を鑑みると、急こう配の砕石敷き仮設道路は上りでは後
輪がスリップして登らず砕石を後方にまき散らし、下りでは積載荷重と相まって慣性の法則が加わり、ブレーキに負担が
かかり、タイヤ接地摩擦係数が引い砕石舗装状ではスリップ確実。搭乗者のオペレーターも怖くて現場に入ることを拒否
される。
上記（1 ～３）のように、安全作業を考慮した変更図面、変更に伴う工事代金変更のために数量計算書及び想定設計金額
の比較を発注者へ提出。
変更協議を２か月重ね多結果、承認が下り変更した仮設道路の整備ができ、予定通り道路欠損部の盛土施工ができました。
今回の工事で思うのは、現場の道路は、
「乗用車が普通に走れるように造りなさい」と言われたことが思い出され、土木
工事における、仮設工事の重要さを、あらためて認識しました。
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「ゴルフを学ぶ」

第 19 回「スライス・フックを解消するチェックポイント 9 つ」

「ティショットが安定すれば 100 が切れるのに、スラ
イスして OB が止まらず、スコアを崩してしまう」
「ス
ライスが無くなったと思ったらフックが」･･･ と悩む
ゴルファーも多いのではないでしょうか？ここで重要
なのが、スイングの基本を見直すこと。
まず、スイングの基本を知っていれば、曲がり幅を
狭くすることができますし、
「いつもよりスライスす
るな？」と思っても、スライス幅を修正することが出
来ます。

「まずはスライスの曲がり幅を狭くすることで、OB やハザードに入れないようにするのが、スコアアップの近道」と羽生淳
一プロは言います。
ではスイングの基本とは何か？！初心者でも理解できるスイングの基本を羽生プロに聞いてみました。

スライスが止まらない ･･･ そんな時はまずゴルフの基本に戻ってグリップとアドレスをチェック
ゴルフスイングの基本は、グリップとアドレス。スライスに悩んだら、グリップとアドレスを確認すべし。
「スライスの原因は 60% がグリップです。まずグリップをチェックして下さい。それでも曲がるならスタンスを疑いましょ
う。」
まずはグリップして下さい。あなたのグリップはどうなっていますか？！
写真のように、アドレスの位置からグリップを見た時
に、左手のナックルが 2 つみえるように握って下さい。
そして左手の甲の角度をチェックします。この時大切
なのは親指と人差し指のラインが右肩を指しているか
どうかです。左手が決まれば、右手は添えるだけです。
スタンスも、つま先のラインよりいつもよりも左を
向いていないかチェックしてみて下さい。つま先は
ターゲット方向を向いているのに、肩のラインは左を
向いてしまうのが、スライサーの癖です。しっかり肩
のラインをチェックして下さい。
そしてスタンス幅もチェック。最近、松山英樹プロ
の影響か？！スタンス幅が広すぎてスライスする人が増えています。距離を出したいと思い、松山プロのマネをしたくなる
気持ちはわかります。しかし彼は、柔軟性も筋力も世界レベルです。無理せず肩幅よりも少し広いぐらいが無難です。

【グリップ・アドレスでのチェックポイント 3 点】
1. グリップをまずチェック。（左手の甲の角度、左手のナックルが 2 つ見えているか？！）
2. それでもスライスする場合はスタンスをチェック（肩のラインが左を向いてないか？！）
3. スタンス幅をチェック（広すぎて体が回らなくなっていないか？！狭すぎて不安定でないか？！）
この 3 つの羽生チェックをしても、スライスが止まらないならスイングに問題があります
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グリップ OK、アドレス OK、でもスライスするならスイングをチェック
グリップは OK、それでもスライスするなら、スイングをチェックしましょう。スイングチェック時には、まずはテイクバッ
クを見直そう。テイクバックでは、実は頭を動かすのがコツです。
（正しいテイクバックがこちら）
羽生プロも、
「頭は正しく動かせ！ 「頭を動かさない」
はスライサーを増殖させているゴルフの都市伝説の一
つだ。」と言います。
ゴルフのレッスンでは、頭を動かすなと教えられます。
ミスすると「ヘッドアップしているよ」という教えも
多いです。試しに頭を動かさずにテイクバックしてく
ださい、アドレス状態から、胸は 15 度しか右に動か
ないことに気がつくでしょう。胸を 90 度まで動かか
そうとすれば、その時に頭は少し右に動いてしまいま
すが、それでＯＫです！
（先ほどの写真を重ねるとこのように頭が右に動いて
いることがわかる）
頭を動かさないようにすると 15 度しか動かないので、
腕を上げるしかありません。すると充分に体が回って
いませんから、腕をつかってボールを打つしかありま
せん。そうなると、スイング軌道はカット軌道となり
スライスしてしまいます。
スイングの軸は頭の真ん中にあるのではなく、背骨の
後ろに軸があると思って下さい。背骨の後ろに軸があ
るということは、後頭部の後ろに軸がありますので、
テイクバックでは右に、少し右に頭が動きます。顔が
気持ち右を見るみたいな感じでしょうか。

胸は飛球線に対して 90 度ぐらい回転しているかチェックして下さい。まず少し膝を曲げて立ってスタンスは肩幅ぐらい、
両手を真っすぐ伸ばして下さい。手はそのままで右に 90 度胸を向けて下さい。その位置が正しいトップの位置です。しっ
かり右に乗ってパワーを貯めてそこから体を戻せば、両手は元の位置に戻ります。

【スイングでのチェックポイント 3 点】
1. テイクバックで頭は右へ動いているか？！
2. 胸は 90 度回転しているか？！
3. スイング軸は背骨の後ろにあるか？！
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初心者が陥りやすいリバースピボットの罠

回は、
、総務部佐藤次長 よろしくお願いいたします。。
アドレスとグリップが間違っていなければ、スライスの原因はリバースピボットです。チェックの方法と修正方法をまとめ
てみました。
ゴルフはアドレス状態から 90 度回転してトップ、そこからインパクトでスクエアに戻すだけのシンプルな動き、それを
邪魔するのはリバースピボットです。
リバースピボットとは、テイクバックでスイング軸が飛球線方向に傾いてしまうことです。スイング軸が飛球線方向に傾
くと、テイクバックはアウトサイドに上がり、スイング軌道はカット軌道になり。スライスを引き起こしてしまいます。
多くのスライサーが、このリバースピボットが原因でスライスに悩まされています。これは先程書いた、
「頭を動かさない」
というゴルフの都市伝説が影響を及ぼしていると僕は思って分析しています。
先程書いた、頭を動かさないように意識してクラブを上げようとすると手打ちもスライスしますが、頭を動かさないよう
にと強く意識するあまり、左の膝を曲げて、左肩が下がり、右の膝を伸びて、スイング軸を斜めに傾くリバースピボットも、
スライスの大きな原因です。
リバースピボットになっているかどうかは、スマホなどを使って動画で簡単にチェックすることが出来ますので、チェッ
クポイントと直し方を伝授しましょう。スマホは正面から撮影して下さい。そして背骨の線にラインを引きます。そして足
のラインにそって線を引いて下さい。

【リバースピボットを防ぐチェックポイント 3 点】
1. テイクバックの時に右足のラインが崩れていないことをチェック
（右足が伸びて、左足が曲がるとリバースピボットになる）
2. 背骨のラインを軸に、右に 90 度胸が向いているかチェック
3. 背骨のラインより、頭が右に行ってないかチェック

羽生プロが導く、スイングの基本と極意
しつこく言いますが、ゴルフの基本は、グリップとア
ドレスです。そしてゴルフスイングはとてもシンプル
なのですが、ゴルファーは真剣すぎて、すべてのアド
バイスを真に受けて、それを実行して、スイングの基
本を結果的に外れてしまいます。
特に、頭を動かさないというのは、スイングの基本で
は無いと僕は思っています。まずはスマホで、羽生
チェックを実行してください。正しくアドレスできて
いるか？！正しく体を使ってスイング出来ているか？
この２つをチェックするだけで、安定したショットが打てるはずです。
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いた。

は明るい。道なども、各所に街灯が灯って

りの駅で降り、歩いた。夜間でも東京の街

ムに着た電車に乗り込む。そして自宅最寄

新宿駅の地下鉄のコンコースから、ホー

間 寝 て い る。 生 活 の リ ズ ム は 全 く 違 う の

勤の刑事たちがいるのだが、あの連中は昼

て、夜は休息時間だ。もちろん、署にも夜

だから、休める時に休んでおく。俺にとっ

て休養を取るつもりでいた。さすがに人間

を歩く。疲れはあったのだが、自宅に戻っ

ティータイム小説
連載企画 第 34
話
一日の勤務が終わり、刑事課を出て、街

程度の幼稚な犯罪だ。低劣である。街に火

まあ、ヤクザのやることなど、所詮この

すのが妥当だと思う。

役じゃ済まないだろう。死刑相当の罪を下

罪行為だ。死傷者も出ているので、無期懲

しか言いようがない。そしてそれが故の犯

しても、やっていることは、もはや妄想と

何を考えているのか？篠崎にしても樋口に

など、ヤクザ者しか出来ないことだ。一体

繁華街を燃やし、罪のない人を焼殺する

易だろう。犯行を裏付ける決定打となる。

指紋や掌紋、ＤＮＡなどを検出するのは容

何よりの物証だ。これらから容疑者二名の

るガソリンとライターが見つかっている。

行った路地裏に、犯行時使用したと思われ

みられる場所から、二十メートルほど東に

訴するつもりでいた。ヤツらが放火したと

る自販機でレギュラーの缶コーヒーを一本

がら、歩いていく。空腹だった。通りにあ

疲れていたのだが、夕方の新宿の街を見な

刑 事 課 を 出 て か ら、 署 外 へ と 歩 き 出 し た。

その日も午後五時には仕事を切り上げ、

合間に小休憩を挟みながらも……。

カ フ ェ イ ン で 眠 気 が 取 れ た。 仕 事 は 続 く。

の方もコーヒーを新たに淹れ直して飲む。

た。分煙されてないから、煙たいのだ。俺

バコを吸い始める。煙が俺の目や鼻を襲っ

相方がコーヒーを淹れて飲みながら、タ

の組織が壊されるなど、考えたくもない。

が、たかが五億円程度の裏金で日本の警察

走る方がいいのだった。言い方は悪いのだ

やはりここは何としてでも、警察が保身に

仕事を新たに見つけるのは容易じゃない。

種試験パスの準キャリアの身であっても、

保身に走るだろう。そんなことを感じ取っ

と追及される側にある。上層部もひたすら

確かに今警察は五億の裏金の問題で、何か

が、
仕事はたくさんあった。逃げられない。

叩く。腰痛や腱鞘炎が慢性化している。だ

与えられた庶務などをこなすため、キーを

ても、代わりはいくらでもいた。

てるほどいるのだ。別に吉倉一人が辞職し

ていた。考えてみれば、警官など掃いて捨

度で、この男は首の皮一枚が何とか繋がっ

あまり能がなくとも、頭数を揃える意味程

相方はパソコンに向かっている。仕事に

「ああ、おはよう」

「おはよう」 と言った。

た。署に行き、刑事課に入ると、吉倉に、

だが、そんな街の喧騒にも雰囲気にも慣れ

へと出る。
大都会は朝から何かと騒がしい。

都心方面行きの地下鉄に乗り込み、新宿

と、隣の席の吉倉が、

はない。デスクでパソコンに向かっている

だったのだから、親しくしていても珍しく

と何やら話をしていた。まあ、元々コンビ

の綾瀬も制服姿で来ていて、課長席の月岡

ら仕事を始めた。吉倉もいる。それに署長

ジャケットなどを着て、ノーネクタイで決

ん、
世の中には私服警官という人間もいる。

した格好をすれば気が引き締まる。もちろ

いった。疲労が溜まっていても、きちんと

ら、 部 屋 を 出 る。 最 寄 り の 駅 へ と 歩 い て

た。警察バッジを付け、カバンを持ってか

れて飲んだ後、上下ともスーツに身を固め

翌朝も普通に起き出す。コーヒーを一杯淹

乏である。

所轄の巡査部長階級の刑事は、安月給で貧

う金持ちの部類で通っていた。俺のような

また一夜が明け、翌日も通常通り出勤す

服に身を包み、警察手帳を所持して、バッ

い。検察も手段を択ばないだろう。何せ裏

う す れ ば い い の だ ろ う か？ さ す が に き つ

吹かされかけている事態がある。これをど

う。冬場はどうしても内にこもりがちにな

になり、暖かくなれば、外勤も増えるだろ

のだ。きつい。だが、仕事はある。また春

閉鎖空間というのは人間を一番疲れさせる

日々署内にいても、いろいろある。何せ、

時間帯、女性警官が応対していた。今、婦

まる。刑事課内は窓口業務が行われている

くても、夕方から夜になるにつれ、気が静

昼 間、 何 か と 騒 が し く 心 が 落 ち 着 か な

山ほどある。それをやるだけだ。淡々と。

「ああ。だが、もっと手ひどくなるよ」

「陥落？……もう、してるんじゃないの？」

署刑事課に行き、午前八時二十分過ぎか

めていれば、誰も刑事だとは思わない。

夕食後、入浴も済ませて一晩休み、また

る。二月が始まった。あっという間に過ぎ

買い、飲んでから、少し胃の中を誤魔化す。

ていた。もちろん、俺たち下っ端の仕事は

だった。

るだろう。最近、時間が経つのが早い。そ
を点けて火災を起こすなど。いずれ立件さ

軽く何かを入れておけば、大丈夫だ。

ジ を 付 け て い る。 神 経 が 磨 り 減 る の だ が、

金の授受自体、一つの事件だ。警察幹部が

る。外は冷えるのだし……。

仕 事 が 始 ま る。 パ ソ コ ン を 立 ち 上 げ て、

れに慣れてしまっていた。まあ、感じるこ
れれば、きちんと肩を付ける。

そう気に掛けてない。

責任を取るものと目される。辞任・逮捕の

それにしても、今、警察が検察から一泡

と は い ろ い ろ あ る。 毎 日 の よ う に 仕 事 で、

刑事課に入ると、月岡も吉倉もいた。パ
公算が高い。

非番の日はほとんどないのだった。常に黒

ソコンの電源ボタンを押し、起動する合間

キーを叩く。ずっとそういった生活が続い

屋内勤務の時間が多い。パソコンに向かい、

ら、徐々に意識を覚醒させた。今の季節は

つこともある。パソコンに向かい、庶務な

状態も長くは続かないのだし、時折席を立

まっている。適度に力を抜いていた。緊張

きな仕事はないのだが、さすがに疲れは溜

二月二日も普通に課内に詰めた。特に大

する。いつも思う。刑事は激務だと。また

済ませて、ほんのわずかな時間、ゆっくり

荷が下りた。自炊して食事を取り、入浴も

電車を降りて、自宅に帰り着くと、肩の

見ながら、ネットニュースなどを読む。

方のラッシュだ。窮屈なところでスマホを

駅へと向かう。電車は一際混んでいた。夕

新宿駅から地下鉄に乗り、自宅最寄りの

で、路線が複雑に入り組んでいるので、乗

の 人 が い る。 特 に 駅 構 内 は 乗 り 換 え な ど

で歩いていく。疲れていた。通りには多数

その日も定時には課を出、街を新宿駅ま

業務に当たる。これは刑事ドラマや映画な

場ならロングコートなどに身を包み、警察

のどちらかだ。黒服の女性刑事は多い。冬

警も指定された制服を着ているか、スーツ

ない。そんな風に感じていた。内外でいろ

とは……。事態が沈静化するのを待つしか

焦げ付いたことだけで、ここまで騒がれる

だ が、 た か が 五 億 程 度 の 金 が 闇 で 流 さ れ、

察が風評被害に晒される。言い方は悪いの

黙って見ていたら、所轄の俺たちにも飛び

「五億の裏金問題は検察が立件する手筈だ。

かないので、
しばらく相方の方を見ていた。

仕事は続くのだ。刑事課は常に電話応対を

気を抜く。もちろん、午後からも通常通り

が人数分取られていた。食べながら、幾分

休憩に入ると、出前で大盛りのチャーハン

たちにも降りかかってくるだろうな」

「 そ ん な こ と 分 か ら な い よ。 …… で も、 俺

な？」

「警察が立件されたら、どうなるんだろう

「何？」

き出した。一歩でも部屋を出ると、街の空

を一杯淹れて飲んだ後、カバンを持ち、歩

し、上下ともスーツに着替える。コーヒー

わせていても、基本的に真面目に勤務する。

ブのホステスは金をバサラのように持ち合

来てないが、きっと忙しいのだろう。クラ

帰宅し、食事を作った。麗華はしばらく

ンと伸びた。課内に詰め、午後五時に仕事

が、
スーツを着ていれば、自ずと背筋もピー

続き午後も勤務する。幾分疲れていたのだ

日も正午になり、昼食を取ってから、引き

この刑事課から放り出されたら、困る。Ⅱ

る。さすがに心配なのだろう。俺だってこ

吉倉が俺の方を穴が開くほど見つめてい

なのだが……。

た。もちろん、そんなことは織り込み済み

て、生活感覚はまるでない。彼女もそうい

財布の中には万札がジャラジャラ入ってい

が終わると、署外へ歩き出す。

その

担当する婦警がいた。窓口業務だって、な

「まあ、警察が解体されることはないだろ

気が肺へと入ってくる。今日も署で仕事が

思わず頷く。どのみち茨だ。これから警

「確かにね」

火するかもしれない。油断できないな」

ていた。相方も隣でパソコンを使い、庶務

どをこなす。それで時間が流れていった。

明日も普通に仕事だ。午前零時には自然と

り場を間違えないようにしていた。スマホ

んな思惑が交錯するにしても……。

かなか大変なのだ。思っている以上に。さ

待っている。ずっと単調さが続き、きつかっ

どとも全く同じだった。

を行なっている。

「井島」

眠気が差し、ベッドに潜り込んで眠った。

でチェックすることもある。もちろん、慣

すがに女性警官でも、柔道などでしっかり

うがな……」

仮に篠崎洋一と樋口喜佐夫が歌舞伎町の

・・・次号へ続く

放火容疑を認めなければ、警視庁も強制起

もいるにはいるのだが……。

鍛えていて、力では男性刑事顔負けの人間

時間が経つ。昼間は何かと忙しい。食事

翌朝も午前六時には目が覚めて起き出

れてはいるのだが……。

吉倉が真顔で言う。聞き流すわけにはい

と言ってきた。

「井島、いずれ本店が陥落するぞ」

にコーヒーを一杯淹れる。そして飲みなが
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