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土と岩
土木工事で取扱う主要な材料は，自然界にある土や岩が中心である。これら
は，一般に地域環境や工事場所などによってその性質は大きく異なる。
土木工事を合理的・経済的に実施するため，土の物理的な性質や用語につい
て理解する。

⑴

1.1.1

土粒子の比重とは，土粒子が空気中で示す質量

土の構成

★重要

と，同体積の蒸留水が示す質量との比をいい，そ

土は，土粒子，間隙水および空気間隙の３要素
から成り立っている。
土の性質はこの土粒子の形や大きさ，間隙中の
土の体積 V に含まれる土粒子，水および空気
を分離して模式的に表すと次のようになる。
積

質

：土の全体積
：土粒子の体積
：間隙の体積
：間隙水の体積
：空気の体積
：土の全質量

水

：土粒子の質量
：間隙水の質量
ρ ：水の密度

土粒子

土を構成する３要素
ms
Gs＝
Vs・ρw
Vv
e ＝
Vs
Vw
×100
Sr ＝
Vv

土粒子の比重
間隙比
飽和度（％）

m
土の湿潤密度（g/cm ） ρt ＝
V
3

土の乾燥密度（g/cm3） ρd ＝

間隙比（e）

土の間隙を，土粒子全体の体積に対する比で表
したもので，間隙比の大きな土は，土粒子の骨格
が大まかな土で，大きな荷重を受けたときに，体

⑶

飽和度（Sr）

土の間隙が，どの程度水で満たされているかを
表したものである。
一般に，土を締固めると間隙比が減少するとと
もに，飽和度が大きくなる。飽和度100％の土を
“飽和された土” という。
一般に，よく締固まった土の飽和度は80～95％
程度である。

⑷

土の湿潤密度（ρt）

自然状態の土の密度であり，土のみかけの密度
である。湿潤密度の大きい土は重い土である。
通常の土の湿潤密度は1.6～1.9g/cm3 程度である。

⑸

土の乾燥密度（ρd）

自然の土を乾燥して，間隙中の水をすべて追い
出した状態の密度である。
一般に乾燥密度が大きいということは，その土

ms
V

は間隙が少なく，土粒子が密につまった，よく締

Va
×100
V

⑹

空気間隙率（％）

va ＝

含水比（％）

mw
w ＝    ×100
ms

ρw：水の密度＝1g/cm3

⑵

積を減じる傾向が強い。

量

空 気

図1.1－1

の比重は2.5～2.8の範囲にあり，通常は2.6～2.7
程度の土粒子が最も多い。

水や空気の量によって大きく変化する。

体

土粒子の比重（Gs）

まった土である。

空気間隙率（va）

土の中の空気の体積を，土全体の体積に対する
比で表したものである。
一般に，空気間隙率の小さい土ほどよく締固
まった土ということができる。よく締固まった土
の空気間隙率は２～10％程度である。

2
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★重要

粘土

砂

④

③

通過質量百分率

シルト

レキ

②

①

（％）

粒

図1.1-2
★重要

この曲線について解説すると，次のようなこと
がいえる。

径（㎜）

粒径加積曲線

土の強度のうち，土粒子の間の摩擦力に基づく
ものはその土の内部摩擦角と呼ばれ，土の内部摩

①は，曲線が右のレキに位置しているため大き
な粒径の土を含む。
②は，曲線の傾きが緩やかでありシルトからレ
キまでの広範囲の粒径の土を含む。
③は，曲線が立っているので粒径が揃っている
土である。

擦角の大きな土は一般に安定した土といえる。
土の内部摩擦角は，適度な含水比の砂質土では
比較的大きく，含水比の大きな粘性土では極めて
小さい。普通の土の内部摩擦角は30°～40°程度で
ある。粘着力および内部摩擦角は，土の一面せん
断試験によって求める。

④は，曲線が左の粘土，シルトに位置している
ため粒径の小さな土からできている。
一般に曲線②は粒度分布がよく，曲線③は粒度
分布が悪い土という。

⑵

土のこね返し（鋭敏比）

粘性土，特に粘土は，堆積したまま長い年月が
経過すると，土粒子間に電気的・化学的な結合が
起こり強度が増大する。
しかし，これが掘り起こされ機械や人力でこね

1.1.3
★重要

⑴

土の性質

土の強度

返すと，結合機構がこわれて，土の強度が減少す
る。このような現象は「土のこね返し」と呼ばれ
る。こね返し前と後の土の強度の比を鋭敏比とい

盛土や基礎掘削時に切土面が崩れるのは，土に

い，普通の粘土は２～４程度，関東ロームでは８

何かの外力が加えられたとき，ある面上の土粒子

～10程度である。粘性土の土工でよく発生する現

が，互いに滑動することによって起こる。このよ

象である。

うな土粒子相互間の滑動に抵抗する力の強さが
“土の強度” であり，土の強度は，土粒子相互間の
粘着力と摩擦力とによって生じる。
粘土のような土の強度は，もっぱら粘着力によ
るもので，摩擦力はゼロに近い。
一方，砂のような土の強度は，土粒子の間に働
く摩擦力によって生じ，粘着力はほとんどない。
4

⑶

土の透水

土中の水が間隙を通って土の中を自由に移動す
る現象を土の透水という。土の透水性の大小は，
地下水位より下で行う基礎掘削工事の難易度や，
地盤の圧密沈下の速度などに影響する。このた
め，河川堤防の築堤材料には，透水性の小さな土
を選定する。
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コンクリート工
コンクリートは，使用材料，用途，施工方法，施工条件によってさまざまな
分類方法と名称がある。コンクリート工事の品質を確保するために，各々の
性質や施工方法について理解する。

⑶

1.5.1

コンクリートの種類

コンクリートとは，セメント，水，細骨材（砂
等）
，粗骨材（砂利等）および必要に応じて混和材
料を練り混ぜ，一体化した材料で，建設工事では
最も多く使用される材料である。
コンクリートは，使用材料，用途，施工方法，
施工条件などにより，さまざまな名称がある。

⑴

補強材による分類

鋼材を使用しないコンクリート。ただ
無筋
し，収縮ひび割れ対策用に鋼材を用い
コンクリート
たものは，無筋コンクリートとみなす。
鉄筋を使用して補強されたコンクリー
鉄筋
トで，外力に対して鉄筋とコンクリー
コンクリート
トとが一体となって働くもの。
鉄骨，鉄筋およびこれを包むコンク
鉄骨鉄筋
リートが一体となって働くように設
コンクリート
計・施工された一種の鉄筋コンクリート。
プレスト
PC 鋼材によってプレストレスが与え
レスト
られている一種の鉄筋コンクリート。
コンクリート

⑵

使用材料による分類

軽量骨材
骨材の全部または一部に軽量骨材を用
コンクリート いたコンクリート。
モルタル

コンクリートの構成材料のうち，粗骨
材を欠くもの。

セメント
ペースト

モルタルの構成材料のうち，細骨材を
欠くもの。

26

コンクリートの品質による分類

エントレインドエア（AE 剤，AE 減
AE
水剤等によってコンクリート中にでき
コンクリート
た空気の泡）を含んでいるコンクリート。
水密
透水性の小さいコンクリート。
コンクリート

⑷

練り混ぜ・打込み場所による分類

フレッシュ
まだ固まらないコンクリート。
コンクリート
レディー
整備されたコンクリート製造設備を持
ミクスト
つ工場から，随時に購入することがで
コンクリート きるフレッシュコンクリート。
水中
淡水中あるいは海水中に打込むコンク
コンクリート リート。
海洋
海洋環境において供用されるコンク
コンクリート リート。
工場または現場の製造設備により，あ
プレキャスト
らかじめ製造されたコンクリート製品
コンクリート
または部材。

⑸

施工方法による分類

あらかじめ施工箇所に特定の粒度を持
プレパックド
つ粗骨材を詰め，その空隙に特殊なモ
コンクリート
ルタルを注入して作られるコンクリート。
圧縮空気・遠心力等を利用してホース
中を運搬したコンクリート，モルタル，
吹付け
あるいはそれらの材料を施工面に吹き
コンクリート
付けて形成されたコンクリートまたは
モルタル。ショットクリートともいう。
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搬する場合に適用される。運搬距離が長くなると

リートを打込むと境界面が一体化せず，コールド

コンクリート表面から水分が抜けて乾燥するた

ジョイントができるため，コンクリートは連続し

め，ベルトコンベヤに覆いを設けて水分の蒸発を

て打込むことが重要である。

防ぐ必要がある。

⑶

トや漏斗管を取付け，材料分離を防ぐ。

締固め

コンクリートの打込みは，鉄筋や型枠の隅々ま

また，ベルトコンベヤ終端にはバッフルプレー

でコンクリートがゆきわたるよう十分に締固める。
コンクリートの締固めには内部振動機（棒状バ

ベルトコンベヤの設置勾配は，30度以下にする
必要がある。

イブレータ）を用いるが，薄い壁などで内部振動

⑤

機の使用が困難な場所には型枠振動機を使用する。

シュートによる運搬
最も利用される方式で高い場所から低い場所ヘ

コンクリートを運搬するときに，シュートを用い

振動機は種類が多く，性能も多様なので，それ
ぞれの工事規模に適したものを選定する。

る。最初にシュートにモルタルを流し，その後に

内部振動機の振動が有効な間隔は一般に50 cm

規定のコンクリートを流し，コンクリートの渋滞

程度である。振動機は垂直方向に差込み，先端が

を防ぐ。シュートの傾斜角は，水平２に対し鉛直

10 cm 程度下層のコンクリートに入り込むように

１を標準とする。シュート末端とコンクリート打

する。振動機を傾斜して使用すると，締固められ

設面との打込み高さは，1.5m 以下とする。

ない部分ができたり，下層に届かず上層と下層の

⑵
1）

打込み

打込み区画の決定
コンクリートの打込み区画は，材料の供給能

付着が不十分となるおそれがある。
また，振動機の差込み，引抜きは静かに行い，
表面に振動機の跡を残さないようにする。

力，打込み工程，構造物の形状，打込み能力，打

なお，狭い場所にコンクリートを打込む場合で

継ぎ目等について十分に検討し，施工に無理のな

あっても，材料分離の原因となるので棒状バイブ

い打込み量を決定する。

レータでコンクリートを横移動させてはならない。

2）

打込み順序

⑷

打継ぎ目

打込み順序は，構造物の形状，コンクリートの

コンクリートは，連続して打込むことが望まし

供給状態，型枠・支保工の強度，重量配分等を考

いが，大きな構造物等では適当な区画に分けて打

慮して決める。

設する。このとき，既に打ったコンクリートと新

打込み区画が広い場合には，一般にコンクリー

しいコンクリートの境界で打継ぎ目ができる。

トの供給源から遠い所から打込むが，これは，打

打継ぎ目は構造物の強度を低下させるため，せ

込みの終わったコンクリートの上を歩いて，振動

ん断力の小さな位置に設け，打継ぎ面を部材の圧

や衝撃を加えないためであり，また，運搬路など

縮力のかかる方向と直角にするのが原則である。

仮設材の撤去を考慮したものである。

1）

3）

① 先に打設したコンクリートの表面の品質が悪

注意点

水平打継ぎ目の施工
いコンクリート，レイタンス，異物等を完全に

運搬したコンクリートは，直ちに打込む。練り

取除き，十分に吸水させる。

混ぜてから打ち終わるまでの時間は，原則として
外気温が25℃を超える場合は1.5時間，25℃以下

② 型枠は確実に固定し，打込みに際しては旧コ
ンクリートと密着するように締固める。

の場合は２時間以内とする。
なお，暑中においてはコンクリートが早く固ま

2）

鉛直打継ぎ目の施工

らないように直射日光を避け，また寒中において

①

型枠を強固に支持する。

は温度が低下し凍結しないように対策する。練り

② 打継ぎ面は，ワイヤブラシで表面を削るか，

混ぜてから時間の経過したコンクリートは，水分

チッピング等により表面を粗にして十分吸水さ

が浮き上がるなど材料分離を起こしているため，

せ，セメントペースト，モルタルあるいは湿潤

水を加えないで練りなおす。ただし，少しでも固
まったコンクリートは使用してはならない。
また，硬化したコンクリート面に新たなコンク
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面用エポキシ樹脂などを塗った後に打継ぐ。
③ 打込みにあたっては，新旧コンクリートが十
分に密着するように締固める。

第１章
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ても，寒風に当たるとコンクリート表面は凍るの
で，寒風を防ぐことが必要である。
養生中の温度は，初期凍害防止の観点から５℃
以上に保つことが必要であるが，寒さが厳しい場
合あるいは部材厚が薄い場合には10℃程度が望ま
しい。

⑵

暑中コンクリート

1.5

確認テスト

〇×テスト［問題文末の（

）は本文参照先，答

えはこのページ下］
① コンクリートの締固め時に使用する内部振動機
の一般的な振動の有効間隔は，
50cm 程度である。

気温の高い時は，打込み時のコンクリート温度

（p32 ⑶締固め）

も高く，単位水量の増加，コンクリート取扱い中

② 混和材はその使用量が多く，コンクリートの

のスランプ低下，打込み後の急速な凝結，水和熱

配合計算に関係する。また使用量が少なく薬品

による温度上昇，長期強度の増進度合いの減少な

的な使い方をするものは混和剤という。

どが発生する。このため，打込み時はコンクリー
ト温度を低くするために，材料の保管，練り混
ぜ，打込み方法について配慮する。

（p28 ⑸混和材料）

③ 運搬中に材料の分離が生じたコンクリート
は，必ず練り直してから打設する。

日平均気温が25℃を超える時は，このような注

（p31 ⑴運搬）

意のもとに暑中コンクリートとして施工し，ま

④ コンクリートの養生期間は，普通セメントの

た，打込み時のコンクリートの温度は35℃以下で

場合５日以上必要だが，早強セメントを使用し

なければならない。

た場合には，１日あればよい。

⑶

マスコンクリート

（p33 表1.5-7 養生期間）

断面の大きい橋台・橋脚，箱形ラーメン，各種

⑤ コンクリートの強度は一般に，水セメント比

工場施設の基礎などの構造物は，セメントの水和

（W/C）が小さいほど大きくなるが，作業は困

熱による温度上昇が大きく，そのためひび割れを

難となる。

（p30 ⑶コンクリートの強度）

生じ易いので，打込み後の温度上昇を抑えるため

⑥ 混合セメントには３種類ある。高炉セメント

に，材料および配合の選定，打込みおよび養生等

は高炉スラグを混合したもの，シリカセメント

に注意して施工する。

はシリカ質混合材を混合したもの，フライアッ
シュセメントはフライアッシュを混合したもの

1.5.10

鉄筋工

鉄筋の加工，組立ておよび継手の強度は，構造
物の強度，耐久性および施工性に大きな影響をお
よぼす。
したがって，鉄筋は設計で定められた正しい寸

である。

（p27 2）混合セメント）

⑦ 水平打継目の施工では，旧コンクリート表面
のレイタンスなどを完全に除去し，十分乾燥さ
（p32 ⑷打継ぎ目 1）水平打継ぎ目の施工 ①）
せる。

⑧ 打込み中に材料分離を生じた場合には，必ず
加水して練りなおす。（p32 ⑵打込み 3）注意点）

法および形状をもち，かつ材質を害さない方法で
適切に加工し，設計で定められた方法により所定
の位置に正確に，かつ堅固に組立てる。
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【1.5答え】

①〇 ②〇 ③〇 ④× ⑤〇 ⑥〇 ⑦× ⑧×
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原動機と電装品
建設機械用の原動機には，ディーゼルエンジンとガソリンエンジンがあり，
第２章
建設機械一般

両者の特性比較，エンジン性能曲線，燃料消費率，トルクライズ，エンジン
始動・停止時の注意点，故障と対策，電動機の始動方式などについて理解す
る。

要

燃料
（C,H,S）

原動機の種類

空気
（O,N）

2.2.1
⑴

概

建設機械の原動機には，エンジン（内燃機関）
と電動機（モータ）がある。一般の建設機械には

NO
NO 2
エンジン
（燃焼）

オイル
（C,H）

ンエンジンが採用されている。

CO
HC
黒煙（すす）
SOx

エンジンが採用され，そのほとんどはディーゼル
エンジンであるが，一部の小型の機械にはガソリ

N 2O

図2.2-1

排気ガスの成分

また，定置式の建設機械（砕石プラント，コン

層の破壊，地球温暖化など地球規模の環境問題と

クリートプラント等）および移動を要求されない

なっている。規制対象は，窒素酸化物（NOx），

大型機械，排気ガスを嫌うトンネル工事等の機械

炭化水素（HC），一酸化炭素（CO），粒子状物質

には電動機が採用されている。

⑵

原動機出力

（PM）および黒煙（すす）である。ガソリンエ
ンジンでは，エンジンコントロールシステムの改

原動機出力は，kW（キロワット）の単位で表

良と排気ガスを触媒（三元触媒）を通すことによ

示している。出力とは仕事をする能力であり，単

り NOx，HC，CO をほぼ100％近く取除くことが

位は時間当りの仕事量で，次式で示される。

できるが，ディーゼルエンジンの場合は，排気ガ
ス中に多量の NOx，黒煙（すす）や硫黄酸化物

出力（Ｗ）＝仕事（J）／時間（s）
＝力（N）×動いた距離（m）/時間（s）
出力（１kW）＝1,000J/s ＝1,000N・m/s
なお，従来の単位系として使われていた馬力（PS）
とキロワット（kW）との換算式は，次のとおり。
★重要

１PS ＝0.7355kW

⑶

を含むため，後処理装置（触媒）によって排気ガ
ス中の有害物質を取除くことが難しく，燃焼室形
状の改善，燃料噴射の高圧化（コモンレール式燃
料噴射装置（図2.2-2）
），過給と吸気冷却，排気
ガス再循環，タイミングコントロールなどの方法
で対策を行っている。

エンジンの環境対策

エンジンから出る排気ガスが，地球環境に悪影
響を与えているということから，近年，種々の対
策がとられている。排気ガス中には，図2.2-1に
示すように，燃料中の炭素（C），水素（H），少
量 の 硫 黄（S） と， 大 気 中 の 酸 素（O）， 窒 素

（N）が高温で燃焼することにより，さまざまな
有害物質が生成されている。これらの有害物質
は，自動車をはじめ建設機械，農業機械，船舶等
から排出され，酸性雨や光化学スモッグ，オゾン

図2.2-2

コモンレールシステムの例
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★重要

表2.2-2
故障内容
⑴

エンジンが始動しない
①クランク軸が回転しない

⑵

原

因

対

策

・焼付き，破損部分の点検・交換

ｂ）始動モータ・電気系統の不良

②クランク軸が回転する
・排気煙がほとんど出ない

・始動モータ，バッテリ，電気配線の点検・
修理

ａ）燃料の供給が不十分

・燃料補給，燃料配管系（燃料フィルタ目詰
まり含む）の点検

・排気煙が出る

ａ）燃料噴射系統の故障

・燃料噴射ポンプ・ノズルの点検・修理

ｂ）圧縮圧力の不足

・ピストンリング，ライナ摩耗，ガスケット，
吸排気バルブ等の点検・修理

ａ）空気の供給が不十分

・エアクリーナエレメントの清掃，交換

ｂ）燃料の供給が不十分

・燃料噴射ポンプ・ノズルの点検・修理
・燃料補給，燃料配管（燃料フィルタ目詰ま
り含む）の点検

ｃ）圧縮圧力の不足

・ピストンリング，ライナ摩耗，ガスケット，
吸排気バルブ等の点検・修理

ａ）燃料の不良

・適正な燃料に交換

ｂ）燃料噴射（噴霧，噴射量，噴射
時期等）の不良

・噴射ポンプ・ノズルの点検・修理

ｃ）空気の供給不足

・エアクリーナエレメントの清掃，交換

ｄ）圧縮圧力の不足

・ピストンリング，ライナ摩耗，ガスケット，
吸排気バルブ等の点検・修理

ａ）オイル量が過多

・油量調整

ｂ）オイルの粘度大

・適正なオイルに交換

ｃ）圧縮圧力の不足

・ピストンリング，ライナ摩耗，ガスケット，
吸排気バルブ等の点検・修理

エンジンの出力不足

排気色の異常
①排気が黒いとき

②排気が白〜青色のとき

⑸

な

ａ）回転部分の焼付き，破損

⑶

⑷

主

ディーゼルエンジンの故障と対策

回転数の異常

振動が多い

ｄ）オイルの燃焼

・ピストンリング，ライナ摩耗の点検・修理

ａ）燃料の供給が不安定

・燃料配管（燃料フィルタを含む）の点検

ｂ）ガバナの不良

・修理，交換

ａ）エンジン取付けの緩み

・増締め

ｂ）フライホイールボルトの緩み

・ボルトの点検・増締め

ｃ）バランサの不具合

・不具合箇所の修理，交換

ａ）油圧計・圧力調整弁の不良

・調整，交換修理

ｂ）オイル量の不足（エアの吸込み） ・オイル補充
⑹ 油圧の異常
ｃ）オイル通路（フィルタ含む）の
（油圧が高い・低い・不安定）
詰まり

⑺

オイル消費が多い

⑻ 冷却水温の異常
（水温が高い・低い）

⑼ 電気系統（充電）の異常
（全く充電しない，充電電流
が少ない・多過ぎる）

98

・洗浄，エレメントの交換

ｄ）オイル粘度が高い

・適正なオイルに交換

ｅ）ベアリング等の給油部分損傷

・損傷部分の交換，修理

ａ）ピストンリング・ライナの摩耗

・交換

ｂ）オイル漏れ

・該当部分の修理

ａ）冷却水の不足

・漏れの点検，修理，補充

ｂ）サーモスタットの不良

・交換

ｃ）ファンベルトの緩みまたは破損

・点検・調整，交換

ｄ）連続過負荷での運転

・負荷の低減，アイドリング運転

ａ）計器の故障

・修理，交換

ｂ）配線の不良

・修理

ｃ）ダイナモの故障

・修理，交換

ｄ）バッテリの故障

・修理，交換
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施工方法
ブルドーザ作業は掘削，押土，盛土，仕上，リッパ，湿地等の作業，ローダ
は掘削積込み作業，スクレーパは運搬盛土作業，不整地運搬車は積込みおよ
びダンプ作業について理解する。

入を防ぐため，走行面を機械で荒さないこと

ブルドーザ

ブルドーザは，掘削，押土（運搬），盛土，締固
め転圧作業のほか，作業装置を取付けて，リッピ
ング，スクレーパ牽引，スクレーパのプッシュ，
倒木，伐開除根などの作業を行うことができる汎
用性の高い土工機械である。

⑴

が必要である。降雨後の乾燥を促進させるた
め，施工中の地山には排水勾配をつけ，排水溝
や小堤を設けて雨水の侵入を防ぐ。
④ 盛土の施工は，含水比を測定し，盛土の材料
や盛土の時期を選ぶ。切土を盛土または路盤に
使用するときは，表層は除去し，所定の含水比

掘削押土作業

① 建設機械の走行可能な度合い（トラフィカビ
リティー）を示すコーン指数 qc（kN/m ）が300
2

程度の場合は湿地ブルドーザを，500～700程度
の場合は普通ブルドーザを選定する。
② ブルドーザによる土砂の運搬（押土）距離

の材料のみを使用する。
⑤ 押土距離が長く，ブレードの押土量が半減し
たときは，いったんその位置に土を置き，次の
押土とまとめて押土する。この方法を二段押し
という。

は，60ｍ以下が能率の良い距離である。施工計

！

二段押し

画の段階において運土距離が最小となる施工方
法を計画する。
1,000

時間当り作業量
（㎥/h）

★重要

や，ほぐした土は締固めておくことなどの配慮

条件
：土量換算係数＝1
：作業効率＝1

800

図3.6-2

二段押土

⑥ 押土作業は，土を押すと同時に走行路を造る

600

ことでもあり，表面の凹凸は修正し一定の勾配

50t級
40t級
30t級
20t級
10t級

400

にする。掘削，押土作業はクローラのスリップ
限界点近くで行い，ブルドーザの能力を最大限
発揮できるような掘削面をつくり作業する。

200

掘削面に凹凸や勾配変化があるとスリップが
発生し，牽引力，押土速度が低下する。

0
0

10

20

30

運

図3.6-1

40

搬

距

50

60

離
（m）

ブルドーザの作業能力

70

80

⑦ 押土作業の押土は低速で押し，後退はできる
だけ高速で行い，サイクルタイムを短縮する。
⑧ 押土作業は，押土距離がポイントであり，必
要以上に後退したり，所要の地点を過ぎて押土
しない。
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③ 盛土または路盤造成などの場合は，雨水の侵

第３章

3.6

トラクタ系建設機械

確認テスト

〇×テスト［問題文末の（

）は本文参照先，答

えはこのページ下］
① ブルドーザの掘削運搬距離は，60 ｍ 以下が
能率が良い。

（p169 ⑴掘削押土作業 ②）

② ブルドーザで押土する場合，ブレードの両端
から土が散逸するのを防ぐ方法として，複数の
ブルドーザがブレードを一線にそろえて押土す
る方法を並列押土法という。

（p170 同上 ⑨）

③ リッパ作業は１速で行うのが原則で，最も効
果的な作業速度は 2 km/h 前後である。


（p171 2）リッパ作業の要領 ①）

④ ブルドーザでの盛土作業と同時に締固めを行
うときは，盛土の厚さは15～30 cm 位とし，ク
ローラで締固める。

（p170 ⑵盛土作業 ①）

⑤ ローダの掘削は，掘削面に直角に押込むと衝
撃が集中して機械を損傷させることがあるの
で，斜めに押込むとよい。


（p173 ⑴掘削積込み作業 ⑤）

⑥ ローダの積込方式には，Ｉ形，Ｖ形，Ｌ形，
Ｔ形の各方式がある。


（p173 ⑵ダンプトラックへの積込み）

⑦ ホイールローダによる掘削運搬作業のロード
アンドキャリ工法は，運搬距離が180 ｍ 以上の
場合に適している。


（p174 ⑶ロードアンドキャリ工法）

⑧ スクレーパの掘削積込み作業では，エプロン
を15～30 cm 上げ，エジェクタを最後部に格納
し，ボウルを下げて走行しながら，地表を削っ
て積込む。

（p175 ⑴掘削積込み作業 ③）

⑨ スクレーパの運搬・盛土作業時の走行速度は
できるだけ低速にする。


（同上 ⑵運搬，盛土作業 ②）

⑩ ブルドーザの斜面での掘削は，常に上方から
開始し，下方に作業を進めるとよい。


（p173 ⑼斜面での作業 ①）
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ショベル系建設機械

作業能力
作業能力の算出方法を理解することが重要である。

バックホウの作業能力

バックホウによる運転１時間当り作業量の算定
は，次式のとおりである。

⑵

クラムシェルの作業能力

クラムシェルによる運転１時間当り作業量の算
定は，次式のとおりである。

q：１サイクル当り掘削量（m3）
q=q0×K
q0：バケット山積み容量（m3）
K：バケット係数

q：１サイクル当り掘削量（m3）
q=q0×K
q0：バケット平積み容量（m3）
K：バケット係数

f ：土量換算係数

f ：土量換算係数

E：作業効率

E：作業効率

Cm：１サイクルの所要時間（s）

表4.7-1

バックホウ作業効率（E）（参考）

Cm：１サイクルの所要時間（s）

表4.7-２

現場条件 地山の掘削積込み ルーズな状態の積込み
土質名
砂
粘
レ

良好 普通 不良 良好 普通 不良
砂
質

キ

性

土
質

0.80 0.65 0.50 0.85 0.70 0.55

土
0.75 0.60 0.45 0.80 0.65 0.50
土

岩 塊 ・玉 石
岩 （  破  砕  ）







Q：運転１時間当り作業量（m3/h）



Q：運転１時間当り作業量（m3/h）

─

─

─

0.65 0.50 0.35

（注）現場条件の内容
① 地山の掘削積込み
良好：掘削作業に当り，掘削深さが最適（１〜４ m）で地
山が緩く，しかも矢板などの障害物がなく連続掘削
ができる場合。
不良：掘削作業に当り，掘削深さが最適でなく，地山が固
く，しかも矢板などの障害物があり，連続掘削作業
ができない場合。
普通：上記諸条件が中位と考えられる場合。
② 掘削箇所が地下水位以下などで排水せず，水中掘削作業
（溝掘り，基礎掘削，床掘り）を行う場合は，不良とする。

クラムシェル作業効率（E）（参考）
地山の掘削・
積込み・床掘り

現場条件
土質名
砂

ルーズな状態の
積込み

良好 普通 不良 良好 普通 不良
砂
質

0.65 0.50 0.45 0.70 0.60 0.50
土 （0.60） （0.45） （0.40） （0.65） （0.55） （0.45）

粘
性
土
0.55 0.40 0.20 0.60 0.50 0.30
レ キ 質 土
（0.50） （0.35） （0.15） （0.55） （0.45） （0.25）
岩 塊 ・ 玉 石
（注） 床掘り作業で，土留矢板，切梁，腹起し，基礎杭等が
あって，作業の妨害となる場合は，0.05を減じた（ ）
内の数値とする。

表4.7-3

サイクルタイム（Cm）
土質別のサイクルタイム（s）

機   械   名

規格
（m3）

砂質土，
粘性土， 起砕軟岩，   玉 石，
ルーズな 固 結 土 岩 塊
レキ質土

クラムシェル
（機 械 式）

0.8

２Ｈ＋28 ２Ｈ＋33 ２Ｈ＋36

（注）H は平均巻上げ高さ（m）で，掘削深さの１/２とする。
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3,600×q×f×E
（m3/h）
Cm

Q＝
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3,600×q×f×E
（m3/h）
Cm

Q＝

★重要

★重要

⑴
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労働安全衛生法

安全対策・環境保全・関係法令

労働安全衛生法
労働安全衛生法は，事業者の義務とされている最低基準の確保に関する法律
である。建設業は，重層下請，リースなど雇用関係が複雑であるが，本法は
すべての労働者と使用者に適用される法律であり，特に使用者は，内容を充
分理解しておかなければならない。なお，働き方改革推進を受けて関連法律
の見直しが行なわれている。

法の主たる義務主体は，労働者を使用して事業

9.4.1

法の目的と適用範囲

労働安全衛生法（以下「安衛法」という）は，
労働基準法と相まって，労働災害を防止するため

を行う者（事業者）で，法の大部分の条文はこの
事業者が遵守すべき事項として定められ，その保
護の対象は，事業者に使用されている労働者であ
る。

危害防止基準の確立，責任体制の明確化および自

なお，事業者等が実施すべき必要な措置の具体

主的活動の促進等に関する総合的計画的な対策を

的基準は，安衛則，クレーン則等の省令により定

推進し，職場における労働者の安全と健康を確保

められている。

するとともに，快適な職場環境の形成を促進する
ことを目的としている（安衛法第１条）。
安衛法の趣旨，体系を示すと次のとおりである。
•制 定

昭和

•目 的

（1972年）

総合的計画的な対策の推進
〇危害防止基準の確立
〇責任体制の明確化
〇自主的活動の促進

⬇

〇働く人々の安全と健康の確保
〇快適な職場環境の形成促進
• 法の施行体系
労働安全衛生法（安衛法）
│
労働安全衛生法施行令（安衛令）
│
労働安全衛生規則（安衛則），
クレーン等安全規則（クレーン則）など

用語の定義

① 労働災害とは，
「労働者の就業に係る建設物，
設備，原材料，ガス，蒸気，粉じん等により，
又は作業行動その他業務に起因して，労働者が
負傷し，疾病にかかり，又は死亡することをい
う」（安衛法第２条第１号）。
② 労働者とは，職業の種類を問わず，事業また
は事務所に使用される者で，賃金を支払われる
者をいう（労働基準法第９条）。
③ 事業者とは，「事業を行う者で，労働者を使
用するものをいう」（安衛法第２条第３号）。

⑵

事業者等の責務

事業者等の責務について，規制の概略を示すと
次のとおりである。
機械のメーカ，ディー
ラ，リース業者

安衛法は，昭和47年６月８日に法律第57号とし
て制定され，施行にあたり必要な具体的事項につ
いては，労働安全衛生法施行令（政令）
（以下「安
衛令」），労働安全衛生規則（以下「安衛則」），ク
レーン等安全規則（以下「クレーン則」）等の省
令に定められている。
図9.4-2

規制の概略
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労働安全衛生法の趣旨，体系

⑴

定義，事業者等の責務
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図9.4-1

9.4.2
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⑶

安全対策・環境保全・関係法令

ジョイントベンチャー（JV）
に関する適用

⑴

単独の事業場

単独の事業者が行う建設現場に，設置が義務付

ジョイントベンチャーを構成して工事を行う者
は，構成員のうち１人を代表者として定め，都道

けられている安全衛生管理組織は下記のとおりで
ある。

府県労働局長に届け出なければならない。

9.4.3
★重要

安労
衛働
則者
で数
定常
め時
る 50
構人
成以
上

安全衛生管理体制

建設工事現場には，労働災害防止活動を推進す
るため，安全衛生管理組織として次の管理体制の
設置が義務付けられている。
１．事業者主体

労働者数常時100人以上
事業の実施を統括管理する者
安全衛生委員会

（安衛法第５条）

元 請

安全衛生
推進者等
労働者数常時
10 50人未満
告示で定める者

１次下請
２次下請

２次下請

２次下請

２次下請

安全衛生協議会︵元請・下請︶︵安衛法第三〇条︶

統括安全衛生責任者︵元請︶︵安衛法第一五条︶

安全衛生責任者︵下請︶︵安衛法第一六条︶
元方安全衛生管理者︵元請︶︵安衛法第一五条の二︶

︵支店・営業所等︶
店社安全衛生管理者︵安衛法第一五条の三︶

総括安全衛生管理者︵安衛法第一〇条︐安衛令第二条︶

安全管理者︵安衛法第一一条︐安衛令第三条︶
衛生管理者︵安衛法第一二条︐安衛令第四条︶

産業医︵安衛法第一三条︐第一三条の二︐安衛令第五条︶

安全衛生委員会︵安衛法第一七条︐第一八条︐第一九条︶
安全衛生推進者︵安衛法第一二条の二︶
︵安衛則第一二条の二︶

作業主任者︵安衛法第一四条︐安衛令第六条︶

図9.4-3

労働者数常時50人以上
免許を受けた者等

労働者数常時50人以上
安衛則で定める者

２．混在作業

１次下請

労働者数常時50人以上
医
師

建設現場における安全衛生管理体制

図9.4-4
1）

単独事業者の安全衛生管理体制

総括安全衛生管理者（安衛法第10条）
企業の自主的労働災害防止活動を推進するた

め，一定規模以上の事業場には安全管理者，衛生
管理者，これらの安全衛生に関する業務を統括管
理する，総括安全衛生管理者の選任が義務付けら
れている。
総括安全衛生管理者の職務は，次のとおりである。
① 労働者の危険または健康障害を防止すること。
② 労働者の安全または衛生のための教育の実施
に関すること。
③ 健康診断の実施，その他健康の保持増進に関
すること。
④ 労働災害の原因調査および再発防止対策に関
すること。
⑤ その他，
労働災害を防止するために必要な業務。
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