
悪条件下における緊急締切工事（仮堤防の築造）の施工効率の低下について

前田　俊一

１．はじめに

　平成27年の鬼怒川の洪水1）、平成28年の北海道・東
北の洪水2），3）、そして平成29年の九州北部の洪水4）

と、近年、非常に深刻な水害が毎年のように発生して
おり、気候変動の影響を考慮すると、水害の激甚化に
伴い、堤防決壊が今後増加することが懸念されてい
る。筆者は寒地土木研究所月報の2018年4月号5）、5月
号6）及び6月号7）にて、堤防決壊時における氾濫流が
ある中での緊急締切工事等の近年の事例を紹介すると
ともに、氾濫流がある中での緊急締切工事に関する留
意事項を述べている。
　4月号5）でも言及しているが、氾濫流がある中での緊
急締切工事の目的は主に2つあり、一つは、早期に決
壊口＊1を閉じることによって堤内地への洪水の流入量
を低減して浸水被害を軽減すること、もう一つは、次
の出水までに決壊口を閉じることによって次の出水で
の氾濫を防止することである。前者については、締切
工事がほとんど進捗しないうちに河川水位が低下して
氾濫が収まってしまうと、浸水被害の軽減効果がほと
んど無くなってしまうことから、氾濫が収まると予測
される時点までの締切工事の進捗量の見積りが重要で
ある。また、後者についても、次の出水までに決壊口
を閉じる必要があるため、次の出水の発生が予測され
る時期までの締切工事の進捗量の見積りが重要とな
る。なお、後者については、氾濫流がある中での緊急
締切工事のみならず、現場条件の厳しさ等により氾濫
流が収まってからの着手とならざるを得なかった緊急
締切工事や、そもそも氾濫流の発生しなかった堤防決
壊箇所での緊急締切工事（例えば、低い水位で侵食に
よる堤防決壊が発生し、氾濫が全く発生しなかった箇
所での締切工事）においても、その工事の目的となり
得る。
　このように、緊急締切工事の目的が前者であろうと

後者であろうと、緊急の工事である以上、工事に要す
る時間を工事着手前にある程度精度良く見積ること
は、河川管理者及び緊急締切工事の受注者の双方にと
って実務上必要なこととなる。ここで、通常の河川工
事と緊急締切工事を比べると、前者は天候が悪化すれ
ば休工になる他、夜間は施工しないことが一般的であ
るが、後者は工事の性格上、24時間体制で実施される
ことから、夜間においても、また、施工中に多少の降
雨があっても施工は継続される。したがって、緊急締
切工事に要する時間の見積りにあたっては、厳しい現
場条件を反映した施工効率の低下を考慮する必要があ
る。
　このような背景から、緊急締切工事が夜間や降雨の
中で実施された場合の施工効率の低下割合を調査する
こととした。調査対象は、平成27年度及び28年度に北
海道内で実施された堤防決壊箇所での緊急締切工事の
中の8工事（表－1）として、各工事の現場代理人の方
に、夜間施工や降雨のあった場合の施工効率の低下割
合、施工効率の低下した工種や要因、施工効率の低下
対策等を聞き取ることとした。なお、実際の現場で
は、夜間施工や降雨以外にも施工効率の低下要因は存
在し得るが、本技術資料では、それらの要因までは考
慮していない。また、詳細な説明は省略するが、表－

1の事例4では、夜間工事による施工効率の低下が発生
していたものの、地域的な特殊事情が原因であったた
め、夜間工事による施工効率の低下割合の調査対象か
らは外して、降雨による低下割合のみを調査対象とし
ている。

表－1　調査対象工事の概要

＊1 堤防決壊により堤防が消失した箇所。氾濫が発生して
いる場合には、そこから氾濫流が堤内地に流れ込んでいる
ことになる。
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写真－1　明るさのランク1の事例（北海道開発局提供）

表－2　現場内の明るさのランク

写真－2　明るさのランク2の事例（北海道開発局提供）

写真－3　明るさのランク3の事例（北海道警察提供）

　また、以降に出てくる施工効率の具体的な低下割合
は、現場代理人の方が感覚的に示した数字や、その数
字をもとに簡易的に算出したものであり、日々の施工
数量を丹念に調査して算出したわけではない。したが
って、これらの数字はそれ相当の誤差を含んでおり、
ある程度定性的なものとならざるを得ないことに留意
されたい。また、本技術資料の構成は、まず調査結果
のコアとなる部分を記載した後に、施工効率低下の数
字を算出する上での細かな留意事項等を追補として最
後に記載してあるので、細かな部分に関心を持たれた
方におかれては、追補を御覧になっていただきたい。

２．夜間工事による施工効率の低下割合

　事例4を除いた調査対象の7事例の全てで、決壊口の
締切完了まで夜間工事が実施されていたが、一晩の施
工で概ね完了した工事もあれば、何夜にもわたり実施
された工事もある等、夜間施工の状況は事例により
様々であった。

２．１　夜間の施工効率低下の定義

　本技術資料における夜間の施工効率の低下とは、施
工期間中の夜間全体の施工効率が昼間の施工効率と比
べて、どの程度低下したかを表すものであり、厳密に
は降雨等のその他の要因の影響を排除したものであ
る。例えば、夜間の施工効率の低下割合が10％だとす
れば、昼間の施工効率を1とすれば、夜間の施工効率
は0.9となるわけである。次に、この時、昼間と夜間の
施工時間が仮に同じ長さだとすれば、工事全体の施工
効率は、昼間の1と夜間の0.9の平均値の0.95となるの
で、工事全体の施工効率の低下割合は5％となる。こ
のように、昼間と夜間の施工時間の長さが同程度とみ
なすことができる場合は、夜間の施工効率の低下割合
を0.5倍したものが、夜間施工が原因となる工事全体
の施工効率の低下割合となる。この種の換算が、夜間
の施工効率の低下割合を工事全体の低下割合に変換す
る際には必要となり、この点が３．の降雨による施工
効率低下割合とは異なるので注意されたい。

２．２　現場内の明るさと施工効率の低下との関係

　夜間の施工効率は、現場内の明るさ、すなわち、現
場内に設置した照明（投光器）の充足度合いに大きく
依存すると考えられるため、ここでは、現場内の明る
さを表－2に示すように4段階にランク分けした。各ラ
ンクの現場内の明るさの目安は、写真－1～3のとおり
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である。なお、撮影者の使用カメラのスペックや撮影
技術のレベルにより、夜間に撮影された写真の明るさ
は相当変わり得るので、これらの写真は参考程度に見
ていただきたい。また、ここで言う「現場内」とは、
主に緊急締切工事が施工された決壊口の近傍を指す
が、堤防天端等の現場周辺のアクセス路も含んでいる
ことに注意されたい。
　調査対象の7事例のランク分けの結果は、ランク1が
3事例、ランク2が3事例、ランク3が1事例となった。
なお、少なくともランク1からランク3までは、照明の
充足度合いに差はあるものの、労働安全衛生規則で定
められている最低限の照度が確保されていることは言
うまでもない。また、照明を設置しないで施工した現
場は無かったので、ランク4の施工効率の低下割合の
データは無い。参考までに、明るさがランク2もしく
はランク3の事例については、現場代理人の方に対し
て、十分な数の現場内照明を用意できなかった理由を
質問したところ、①現場条件から照明を設置できるス
ペースが限られていたため、十分な数の照明を設置で
きなかった、②他にも多くの災害現場が24時間体制で
動いていたので、これ以上の照明を集めるができなか
ったとのことであった。平成28年の北海道豪雨災害の
時のように、同時多発的な災害が発生すると作業員の
方や重機の確保が厳しくなるという話はよく聞かれる
が、当然のことながら、24時間体制で復旧工事が実施
される現場が多くなれば、照明も取り合いになるとい
うことである。
　次に、現場内の明るさのランクと夜間の施工効率の
低下割合との関係を図－1に示す。図－1は、現場内の
明るさが低下すると、それに応じて施工効率が低下す
るという極めて当然のことを示しているが、最低限の
照度が確保されていたためなのか、照明の数がかなり
不足していた場合でも緊急締切工事の施工効率の低下
は25％程度までにとどまっていたことがわかる。ただ
し、前述のように低下率の数字そのものにそれ相当の
誤差が含まれていることに加えて、サンプル数が少な
いこと及び明るさのランク分けも厳密なものではない
ことから、図－1は、それなりの誤差を含むことに注
意が必要である。なお、ランク1（十分な照明あり）で
も施工効率の低下が0％ではない事例があるが、現場
代理人の方によると、確かに夜間工事としては十分に
明るかったが、当然昼間並には明るくならないので、
重機による仕上げ作業のような細かな部分の確認が必
要な作業では、例えば重機の陰に入って昼間のような
視認性が確保できない部分等がどうしても出てきて、

図－1　明るさのランクと夜間の施工効率の低下との関係

オペレーターから合図者への確認作業が多くなり施工
効率が低下したとのことであった。

２．３　施工効率の低下した工種や要因

　施工効率の低下した作業や工種及び要因等に関する
現場代理人の方の主な意見を以下に記す。
（１）現場内（決壊口近傍）

・現場が十分に明るくないと、近くまで見に行って確
認することが多くなり、効率が下がった。（ランク
2）

・手作業が必要な工種（測量、丁張り等）の効率は暗
くなるとどうしても下がり、重機のみで行うことの
できる工種の効率は、ほとんど低下しなかった。
（ランク2）

・仕上げ作業（法面、堤内排水路）では、施工効率が
低下した上に、出来型の精度にも影響した。（ラン
ク1）

・照明の設置可能な場所が限られていたが、堤防天端
の重機に向かってまともに照明をあてると、オペレ
ーターが眩しく感じるので、照らす場所を多少ずら
すような感じで照明の向きを調整したため、照明の
能力を最大限まで発揮できなかった。（ランク3）

（２）現場内（堤防天端等の周辺のアクセス道路）

・アクセス道路が暗くて狭く、Ｕターン箇所も無かっ
たので、安全確保を最優先にして慎重にトラックが
バックで現場に入ることになり、資材の運搬効率が
低下した。（ランク2）

・施工現場にＵターンするスペースがあったので、ダ
ンプがバックで堤防天端を進む必要はなかったが、
暗い天端を進むため、ダンプのライトだけで安全が
確保できる程度までダンプの速度を落としたことか
ら、資材の運搬効率が低下した。（ランク2）

・堤防天端を2kmも進むため、堤防天端に2台のダン
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写真－4　ヘルメットに装着した手元を照らすライト

（北海道開発局提供）

写真－5　堤防法肩のマーカーライト（北海道開発局提供）

プが待避することのできる広さの車両交換場所を3
箇所造成（既存の1箇所と合わせて合計4箇所）した
が、夜間はダンプの転落を避けるために車両交換場
所のスペースを目一杯使うことができなかったこと
から1台しか待避できず、資材の運搬効率が低下し
た。（ランク2）

２．４　施工効率の低下要因への対策

　２．３で示した施工効率の低下要因に対して、対策
を取っていた現場も幾つかあったので、以下にその対
策を示す。安全管理の一貫として、夜間施工の安全度
を高める対策が、結果として施工効率の低下対策とし
ても有効に機能するというものが多かった。なお、施
工効率の低下に対して、リソース（作業員の方や重
機、ダンプ等）の追加投入によって施工効率の低下の
穴埋めを行っていた現場もあったが、その様な対策に
ついては以下では記載していない。
（１）現場内（決壊口近傍）

・作業員のヘルメットにライトを装着させて、常に手
元が明るくなるようにした（写真－4）。

・工程管理が厳しい災害の現場だからこそ、照度計を
使用して照度管理をきちんと行い、作業効率が低下
しないように努めた。

・夜間に行うと作業効率が低下する測量、丁張り、法
面仕上げ等は昼間に行うような段取りを行った（施
工ボリュームが大きく、広い現場であれば、このよ
うな調整は比較的やりやすいとのこと）。

・作業の進捗に応じて照明をこまめに移動させて、作
業場所ができるだけ暗くならないように努めた。

・河川管理者の用意した照明車のライトが非常に明る
かったので、自社で用意した照明は、照明車とは反
対側に設置して多方向から照らすことで陰になる部
分を減らすように努めた。

（２）現場内（堤防天端等の周辺のアクセス道路）

・通行する堤防天端の延長が短かったこともあり、砕
石を使って天端幅を広げて安全かつ効率的な資材運
搬に努めた。

・工事用道路の幅員を通常よりも広く造成して、安全
性や円滑な走行性を確保した。

・工事用道路として使用する堤防の法肩にマーカーラ
イトを設置した（写真－5）。

３．降雨による施工効率の低下割合

　調査対象の8事例については、緊急締切工事の実施

中に降雨の無かった現場が3事例、降雨のあった現場
が5事例あった。5事例の施工期間中の降雨の強度や継
続時間は様々で、弱い雨が時折パラパラと降った程度
のものから、強い雨が比較的長く降ったものまであっ
た。また、降雨はあったものの施工効率への影響は無
かったという事例も2つあった。

３．１　降雨による施工効率低下の定義

　本技術資料における降雨による施工効率の低下と
は、施工期間中全体の降雨の状況を総合的に考えて、
施工期間中に全く降雨の無かった場合と比べて、施工
効率が工事の全期間を通じてどの程度低下したかを表
すものであり、厳密には夜間施工等のその他の要因の
影響を排除したものである。実際の現場では雨が降っ
ている時間帯と降っていない時間帯が混在しているた
め、雨が降っている時間帯の瞬間的な施工効率の低下
割合は、ここで定義した降雨による施工効率の低下割
合よりも大きくなり得るので、この点に注意されたい。

３．２　降雨強度等と施工効率の低下との関係

　降雨による施工効率の低下割合は、概ね、降雨強度
や、雨の降っていた時間の施工期間全体に占める割合
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を図－2に示す。図－2は、強い雨の降る時間が長くな
ると、それに応じて施工効率が低下するという極めて
当然のことを示しているが、やや長い時間強い降雨が
降った場合でも緊急締切工事の施工効率の低下は20％
程度にとどまることがわかる。ただし、図－1と同様
な理由から、それなりの誤差を含むことに注意が必要
である。
　また、今回の調査では、ランク3及びランク4の事例
が、いずれも氾濫流のある中での緊急締切工事（表－

1の事例4及び事例5）であったことに着目する必要が
ある。氾濫流のある中で築造する仮堤防は、氾濫流で
締切資材が流出しないようにする必要があるため、氾
濫流量が相当低減していない限りは、締切資材として
ブロック、割石、大型土のう等を用いることが一般的
である。したがって、このような場合には、結果とし
て施工中の降雨の影響を受けにくい資材を用いている
ことになる。一方で、氾濫流が収まってからの施工、
もしくは、氾濫がもともと発生しなかった中での施工
では、仮堤防の材料として、締切資材の流出を心配す
る必要が無いため、土砂が使用される可能性が高いの
で、工事は施工中の降雨の影響を受けやすくなる。し
たがって、もし、ランク3及びランク4の事例が、氾濫
流のある中での緊急締切工事ではないために土砂によ
る仮堤防の築造が行われていたとすれば、施工効率の
低下がさらに大きくなった可能性がある。
　また、ランク1の全事例で施工効率の低下が無いの
は当然のことであるが、ランク2でも、施工効率の低
下は無いと回答のあった事例が全3件の内で2件あった
ことから、ランク2程度までの降雨は、施工効率にあ
まり大きな影響は及ぼさないようである。ランク2の
事例の現場代理人の方の話の一例を紹介すると、盛土
工を実施している最中に雨が降ってくれば、通常の工
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に依存すると考えられるため、ここでは、降雨のラン
クを表－3に示すように5段階にランク分けした。ラン
ク分けの根拠となる各現場の降雨の状況については、
現場代理人の方の話と近傍のアメダス観測地点の降雨
データから推定している。参考までに、降雨のランク
の具体的な目安として、降雨のランクと各事例の施工
期間中におけるアメダスの降雨データとの関係を表－

4に示す。表－3、4から、表－3の中の「強い雨」は、
1時間に5mm以上の強さの雨を指していることがわか
るが、天気予報の用語として用いられている「強い
雨」とは降雨強度の基準が異なっていることに注意さ
れたい。天気予報では、1時間に10mm以上20mm未満
の雨を「やや強い雨」、1時間に20mm以上30mm未満
の雨を「強い雨」と呼んでいる8）が、土木工事にとっ
て、1時間に10mm以上の降雨は「（やや）強い雨」の
基準値としては大き過ぎると考えたので、基準値を下
げている。また、表－3は、主に、強い雨（1時間に5
mm以上の強さの雨）がどの程度長く降っていたかに
着目したランク分けとなっているため、強い雨は降ら
なかったものの、弱い雨が長時間降った場合のランク
が明確ではない。これは、今回の調査対象において、
弱い雨が長時間継続していた事例がたまたま無かった
ためであるが、この問題を解決するには、降雨のラン
ク分けの改善が必要であり、これは今後の課題である。
　調査対象の8事例のランク分けの結果は、ランク1
（無降雨）が上述のように3事例、ランク2が3事例、
ランク3が1事例、ランク4が1事例、ランク5は無しと
なった。
　次に、降雨のランクと施工効率の低下割合との関係

図－2　降雨のランクと施工効率の低下との関係

表－3　降雨のランク

表－4　対象工事の降雨のランクとアメダスのデータとの関係
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３．４　施工効率の低下要因への対策

　３．３で示した施工効率の低下要因に対しては、あ
まり有効と思われる対策は無いようで、現場代理人の
方からは、ダンプ等が頻繁に通る堤防天端には予め砕
石を補充しておく程度の話しか出てこなかった。土木
工事の元来の特性から、悪天候に対する有効な対策は
あまり無いようである。筆者の考える対策の一例とし
ては、適用できる場合は極めて限られるかもしれない
が、氾濫流が収まった後の施工であるために土砂で仮
堤防を盛ることが可能な状況でも、強い雨が長時間継
続する予報が出た場合には、あえて、大型土のう等の
降雨に強い他の資材で仮堤防を築造するようなことも
あり得るのではないかと思われる。

４．まとめ

　本技術資料では、堤防決壊箇所での緊急締切工事を
調査対象として、夜間施工や降雨に伴う施工効率の低
下割合を示すとともに、施工効率が低下する作業や工
種、要因及び対策について説明した。本技術資料で紹
介した現場の施工条件と施工効率の低下割合との関係
を示す図－1、2は、ある施工条件に対する施工効率の
低下の目安を考える上で参考になると思われる。
　また、通常の河川工事では、夜間や降雨時には施工
を行うことは極めて希であるため、緊急締切工事の発
注者である河川管理者も、工事の受注者である建設会
社も、そのような場合に、どのような作業や工種で施
工効率の低下が現れ、どのような対策を取れば良いの
か、十分な見通しを立てにくい場合があるかもしれな
い。本技術資料では、これに対する幾つかの具体的な
情報が記載されているため、そのような面でも参考に
なるはずである。もちろん、これらの情報は、個々の
現場条件に大きく依存し得るので、別の現場でそのま
ま活用できるとは限らないことに注意する必要がある。
　なお、繰り返しになるが、１．でも述べたように、
本技術資料では、ここまで調査結果のコアとなる部分
を記載してきており、施工効率低下の数字を算出する
上での細かな留意事項等の記載は後述の追補にまわし
ている。したがって、細かな部分については、必要に
応じて追補を御覧になっていただきたい。
　最後に、国土交通省北海道開発局と寒地土木研究所
では、堤防決壊後に氾濫流が決壊口から堤内地に流入
している状況下で、決壊口を早期に締め切る技術の開
発を共同で行っており、その一環で十勝川千代田実験
水路9）において、ダンプや重機を用いたブロック投入

事では安全を見て工事をいったん止めて様子を見るこ
ともかなりあるが、今回の施工では弱い雨だったこと
もあり、転圧の際の土の状況を見た感じから降雨の転
圧への影響は無いと判断して、そのまま工事を継続し
た結果、施工効率への影響は無かったとのことであっ
た。この事例では現場代理人の方は、緊急工事での
QCD（Quality：品質、Cost：コスト、Delivery：納
期）の管理を通常の工事よりもDに重点を置いて行っ
たために、ランク2程度の降雨では施工効率への影響
が発生しなかったとも言うことができる。災害関連の
緊急工事ではDに重点をおいた管理が一般的であるた
め、少しの降雨であれば、よほど降雨に弱い材料を使
用しない限りは、施工効率にあまり大きな影響は出な
いケースが多いのではないかと考えられる。

３．３　施工効率の低下した工種や要因

　施工効率の低下した作業や工種及び要因等に関する
現場代理人の方の主な意見を以下に記す。
（１）現場内（決壊口近傍）

・緊急工事を実施した河川が中小河川であったことか
ら、降雨が強くなった際の急激な水位上昇のリスク
があったために、実際に強い雨が降ってきた際には
現場を一時的にストップした。（ランク3）

・バックホウのオペレーターはワイパーを動かしなが
らの作業になるので、その分だけ視界が悪くなり、
作業効率が落ちた。（ランク4）

（２）現場内（堤防天端等の周辺のアクセス道路）

・アクセス道路としての堤防天端が施工中にぬかるん
できたので砕石を天端に補充した。その後もぬかる
んできたので再度砕石を補充した。（ランク4）

・霧雨による視界不良のため、安全が確保できる程度
までダンプの速度を落としたため、資材の運搬効率
が低下した。（ランク2）

（３）現場外

・一般道の路面が降雨によって濡れるとダンプの制動
距離が長くなるので、ダンプのスピードを制限速度
よりも若干落とさせたため、資材の運搬効率が低下
した。（ランク2、ランク3、ランク4）

　なお、３．２でも説明したように、もし、ランク3
及びランク4の降雨条件で締切資材として土砂が使用
された場合には、施工効率低下の要因として、強い雨
が降っている間は、盛土工を休止せざるを得なかった
という意見が聞かれた可能性が高いと思われる。
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れた工種が完全に一致していたとしても、現場ごとに
各工種が工事全体に占める割合は異なっているはずで
ある。さらに、同じ現場の同じ工種でも工事の進捗に
伴い現場条件も変化するため、低下割合が変わる場合
もあるかもしれない。しかしながら、本技術資料で
は、これらの差異までは考慮していない。このこと
は、夜間工事だけではなく、降雨による施工効率の低
下割合を示す数字についても同様である。
　さらに、施工効率の低下要因は夜間施工や降雨以外
にも考えられる。例えば、調査対象の中には、氾濫流
がある中での施工事例と、氾濫流が収まってからの施
工事例、もしくは、氾濫がもともと無い中での施工事
例が混在しており、氾濫流のある中での施工と氾濫流
の無い中での施工では、施工効率は著しく異なる可能
性がある。しかしながら、今回の調査では、そこまで
踏み込まないこととし、氾濫流の有無による施工効率
の低下については考慮していない。すなわち、氾濫流
の有無やその程度については各工事現場の前提条件と
して取扱った上で、夜間工事や降雨による施工効率の
低下割合のみを現場代理人の方には回答していただい
ている。その他には、実際の緊急締切工事では、現場
条件を十分に把握できない段階で工事に着手をせざる
を得ず、想定外の問題が発生して工事の進捗が遅れる
ことがあり得るが、このようなことも前提条件として
取り扱っている。繰り返しになるが、今回の調査対象
は、夜間工事と降雨による施工効率の低下割合のみで
あり、それ以外の低下要因については考慮していない。

Ⅱ．施工効率低下割合を表す数字に関する注意事項

　夜間工事もしくは降雨による幾つかの工種の施工効
率の低下割合を示す数字が現場代理人の方から示され
た場合には、以下の点に留意する必要がある。
（１）相対的に小さな施工効率低下の潜在化

　何らかの要因（本技術資料では、要因を夜間工事と
降雨に限定）により、同じ時間帯に複数の工種の施工
効率が低下した場合に、施工効率の低下が相対的に小
さな工種については、その低下が潜在化する可能性、
つまり、工事全体の施工効率の低下に何ら影響を及ぼ
さない可能性がある。シンプルな仮想事例として、重
機による決壊口への締切資材投入と、ダンプによる資
材運搬の2つの工種しかないと仮定して、昼間の無降
雨状態で、重機による決壊口への締切資材投入ペース
と、ダンプによる資材の運搬ペースが概ね同じで、う
まくバランスしている締切工事を考えよう。もし、こ
のような状態で昼間の無降雨の状態から夜間の無降雨

実験等を行い、サイクルタイム等の締切工事に関連す
る施工データを取得している10），11）。千代田実験水路
でのこのような実験は、これまで比較的天候が良い日
中に実施されてきており、夜間や降雨時の悪条件下で
は実施されていないが、今回整理した実際の緊急締切
工事の調査結果から判断すると、比較的天候が良い日
中に実施された実験から得られた測定データについて
は、実際の現場条件が非常に悪い場合を除き、施工速
度を多少遅くする（もしくは、サイクルタイムを多少
長くする）程度で夜間や降雨時のサイクルタイム等と
して活用することができそうである。

謝辞：緊急締切工事の現場代理人の方には、お忙しい
中、聞き取り調査に御協力いただいた。ここに記して
感謝の意を表する。

追補

Ⅰ．施工効率低下割合を表す数字の意味

　夜間工事による施工効率の低下割合を示す数字は、
２．１の定義のところで説明したように、降雨等のそ
の他の要因の影響を排除したものである。このため、
実際には調査対象の幾つかの現場では、夜間工事によ
る施工効率の低下以外にも降雨等のその他の要因によ
る施工効率の低下が発生していたものの、その他の要
因による施工への影響が無かったと仮定すれば、夜間
工事による影響だけで、昼間の工事と比べて、この程
度の施工効率の低下があったという具体的な数字が図

－1にプロットされていることになる。このことは、降
雨による施工効率の低下割合を示す数字についても同
様であり、夜間工事等のその他の要因による施工への
影響が無かったと仮定すれば、降雨による影響だけ
で、降雨の無い場合の工事と比べて、この程度の施工
効率の低下があったという具体的な数字が図－2にプ
ロットされていることになる。
　また、夜間工事による施工効率の低下割合を示す数
字は、1現場につき1つしか示されていないが、２．３

で述べたように、夜間施工により効率の低下する工種
と低下しない工種があることから、この数字は、大雑
把に言えば、緊急締切工事の中で実施された様々な工
種の夜間における施工効率の低下割合の代表値的なも
の、もしくは加重平均値的なものと解釈していただき
たい。細かく見れば、例えば、全ての現場で実施され
た工種は全て一致しているわけではなく、仮に実施さ
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り得る一方で、その逆にマイナスの相乗効果がある程
度働いて両方の影響があっても単独の影響のある場合
とさほど施工効率の低下割合が変わらない工種もある
かもしれない。この技術資料では、取扱をシンプルに
するために、このような類いの相乗効果は考えないこ
ととしている。つまり、夜間工事と降雨の両方が影響
している場合には、簡単な計算によって両者の影響を
分離して、各々の施工効率の低下割合を算出すること
ができると仮定している。また、このような考え方は、
工種だけでなく、工事全体の施工効率の低下割合にお
いても同様である。

Ⅲ．施工効率低下割合を示す数字の算出方法

　１．でも述べたように、施工効率の低下割合を示す
数字は現場代理人の方の感覚的なものであり、その数
字は、例えば、実際の緊急締切工事の施工速度、もし
くは工事完了までの施工時間と、無降雨かつ昼間のみ
の施工でのそれとを感覚的に比べた上で示されたもの
と考えられる。
　施工効率の低下が発生した調査対象現場の全てで、
夜間工事もしくは降雨の片方だけが工事全体の施工効
率に影響を及ぼしていたのであれば、工事全体の施工
効率の低下割合を示す数字の取り扱いは非常にシンプ
ルになり、工事全体の施工効率の低下割合（＝現場代
理人の方が示していただいた数字）は、夜間工事によ
る施工効率の低下割合（ただし、２．１で説明したよ
うな換算が必要）、もしくは、降雨による施工効率の
低下割合に等しくなる。しかし、表－1の2事例（事例
5及び事例7）では、夜間工事と降雨の両方が施工効率
に影響を及ぼしていたため、降雨による影響が昼間の
みに発生していた場合を除き、両者の影響が混在して
いる施工効率の低下割合を夜間工事による施工効率の
低下割合と降雨によるそれに分離する必要がある。実
際には、両者の影響を合理的に分離することは難しい
と思われるが、Ⅱ．（２）で述べた仮定に基づき、概
ね以下のような手順で簡易的に分離することとした。
結果的に、事例5及び事例7については、分離後の施工
効率の低下割合を示す数字が図－1、2にプロットされ
ていることになる。
①夜間の施工効率低下要因及び降雨による施工効率低

下要因を現場代理人の方に列挙していただく。
②工事全体の施工効率の低下割合の数字を現場代理人

の方に示していただく。
③①で列挙していただいた全ての施工効率の低下要因

を現場代理人の方に俯瞰していただいた上で、感覚

の状態に移り、夜間には昼間に比べて、締切資材の投
入効率が10％、資材の運搬効率が5％低下すると仮定
した場合、この夜間の施工効率の低下割合は、締切資
材の投入効率の低下割合と等しい10％になり、資材の
運搬効率の低下の影響は全く表面化しないことにな
る。締切資材の運搬効率が多少低下しても、それ以上
に資材の投入効率が低下しているからである。この例
は、夜間工事による施工効率が低下した場合のもので
あるが、降雨による複数の工種の施工効率が低下した
場合でも、このようなことは起こり得る。また、降雨
のある中での夜間工事においては、ある工種では夜間
工事が原因で、また別の工種では降雨が原因で施工効
率が低下するような場合にも、そのようなことは起こ
り得る。
　したがって、実際の現場で同じ時間帯に複数の工種
において施工効率の低下が発生しそうな場合には、施
工効率の低下が潜在化する工種があるのかどうかを確
認することが、工事全体の施工効率の低下を予測する
際に役に立つはずである。また、施工効率の低下が顕
在化する工種と潜在化する工種を適切に分けることが
できれば、影響が顕在化する工種にターゲットを絞っ
た施工効率の低下対策を実施することにより、施工効
率の低下を効率的に抑えることができると思われる。
ただし、施工効率の低下が顕在化すると思われる工種
への対策のみを実施した場合には、施工効率の低下が
潜在化すると思われた工種の影響が顕在化することも
あり得るので注意が必要である。なお、当然のことな
がら、影響が潜在化する工種の対策のみを優先的に実
施するようなことは絶対に避けなければならない。
（２）夜間工事と降雨の両方が影響する工種の扱い

　ある工種の施工効率が、夜間工事によっても降雨に
よっても低下する場合に、雨の中の夜間工事の施工効
率の低下割合の、夜間工事のみによる施工効率の低下
割合及び降雨のみによる施工効率の低下割合との関係
は、工種によって様々である可能性が考えられる。数
学的な厳密さは横においておくとして、単独の影響に
よる低下割合から両方が影響する場合の概ねの低下割
合を簡単な計算で求めることができる工種（例：夜間
工事で10％低下、ある降雨で20％低下の場合、夜間に
そのような降雨が降った場合には、簡便に0.1＋0.2＝
0.3で30％と算出。もしくは、1－（1－0.1）×（1－0.2）
＝0.28で28％と算出。ただし、２．１で説明したよう
な換算は説明を簡単にするために無視している。）が
まず考えられる。また、夜間工事と降雨の双方の影響
の相乗効果により施工効率が著しく低下する工種もあ
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的なものでかまわないので、全体の施工効率低下の
数字を夜間工事による低下割合と降雨による低下割
合に分離していただく。

④夜間工事に割り振られた数字は、工事全体に対する
低下割合であるため、２．１で説明したような方法
で、昼間の施工を比較対象とした数字に変換する。

⑤もし、最終的に出て来た数字を見て、感覚的におか
しいと思われる場合は、再度数字を検討していただ
く等、トライアル・アンド・エラーで夜間工事と降
雨の両方の最終的な施工効率低下割合の値を確定す
る。

　なお、上述の相対的に小さな施工効率低下の潜在化
については可能な範囲で考慮していただいている。
＜計算例＞

　工事全体の施工効率低下が15％で、列挙した施工効
率の低下要因を総合的に判断した結果、夜間工事の影
響が降雨の影響よりもかなり大きいということであれ
ば、例えば、15％の内の10％を夜間に、5％を降雨に
割り振り、降雨による施工効率の低下割合は5％とす
る。また、夜間に割り振られた10％を、昼間の施工時
間と夜間の施工時間がほぼ等しいという仮定の下で2
倍して、夜間の施工効率低下を20％とする。
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