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キャタピラーの新たな選択肢
Cat 950GC ホイールローダ
®

砕石や砂、砂利や石炭などのバラ荷材の
トラック積込み、ホッパー投入、横持ち、かきあげ作業などに
ベストフィットすべく専用に開発されたモデルです。
シンプルなデザインは容易なオペレーションとメンテナンスを実現し、
保有経費、運転経費の削減に貢献します。

運転質量

18,890kg

バケット容量

3.3m３

エンジン定格出力

168kW

お客様見聞録 〉
〉File 06 株式会社渡辺建設
優れたパフォーマンスを発揮

キャタピラー

http://www.cat.com/ja_JP/

CAT CLUB編集室

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1
TEL. 045-682-3424

CAT CLUBメールアドレス

ワイドビューで快適な運転環境を実現

積込み作業に最適な「 Zバーリンケージ」

CAT CLUB デジタル版も
好評配信中！

cat-club-japan@cat.com
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3代にわたって

“地域の水回り”を支え続ける
道路の下の力持ち。

Team Caterpillar

Inside Sales Rep.

日本キャタピラーでは今年７月から新たな業務をスタートさせた。
専任のコールスタッフが電話での対話を通して、
お客様 一人ひとりのご要望をしっかりと受け止めながら
最適な製品をご提案していく
「インサイドセールス」
。
長瀬温美はそのチームの一員として、南東北エリアのお客様を担当している。
「スタートしたばかりなので行き届かないところも多いと思いますが、
毎日少しずつ、お客様との関係の輪を広げていきたいと思っています」
そう語る長瀬に、仕事への意気込みを聞いてみた。

販売促進課に勤務し、第一線で活躍す

営業所のマシンセールスは１人で何百社

るセールスを後方支援する仕事に携わっ

というお客様を担当しており、できるだけ

てきましたが、キャリアを重ねるうちに、

たくさんの事務所や現場を訪問するよう

もっとお客様に近いポジションで自分の力

にしていますが、コミュニケーションが十

を生かしてみたいという思いを持ち始め

分に行き届かないケースも出てきます。

ました。そうしたこともあって、上司から

私たちインサイドセールスの役目は、

インサイドセールスへの推薦をいただい

電話でのヒアリング やご 提案を通じて、

たときには即答でお受けしました。

より多くのお客様からのご要望をこれま

業務のスタートに先立つ研修では、電

で以上にスピーディーかつきめ細やかに

話のマナーをはじめ、見積書など一連の書

カバーし、マシンセールスへ円滑に橋渡

類作成、信用調査、ファイナンスのご提案

しをすることです。

についてまで、セールスとして身に付けて

もちろん電話でのコミュニケーション

おくべき実務上のノウハウを学びました。

だけでなく、カタログや契約に必要な書

また、機械の知識を深めることで少し

類のお届け、ご購入いただいた車両のお

でもお客様に近い目線でご対応できれば

引渡しなど、機会があればどんどんお客

と思い、車両系の運転資格も取得しまし

様のもとへ足を運んで直接お話をさせて

た。油圧ショベルやホイールローダなど

いただきたいと思っています。

にじかに触 れ、乗ってみることで、あら

建 機 業 界 初の取り組みとして当社が

ためてわかったことがたくさんあります。

7月にスタートさせたばかり。お手本が何

3D施工も実際に体験して、私のように運

もない中でのチャレンジになりますが、

転経験が少ない女性でも設計データ通り

インサイドセールスという存在を知って

の施工が容易に行えることを知りました。

いただくところから始めて、お客様との

さらに安全に対する意識も強くなり、お客

新しい関係を少しずつ切り開いていきま

様向けの安全講習会で講師を務めさせて

す。どうぞよろしくお願いいたします！

いただく機会にも恵まれました。

『声のセールス』で、
お客様との新しい関係を切り開きます

より多くのお客様とのコミュニケーションを密にするため、

日本キャタピラー

BCP販売開発グループ

長瀬 温美
Atsumi Nagase
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「MP300シリーズは、プロジェクトを成功させる上で大きな役割を果たして くれました。
このマルチプロセッサを使えば他のツールよりも約30％の効率化が可能で、
工期を2、3日は短縮できます」
と語るJef van Loo氏

BELGIUM

Technology
Showcase
ＫＶメヘレン
（ＫＶＭ）
は、ベル ギーサッカー界の名門チームの一つ。

１９０４年に設立されたこのチームは、１９８８年のＵＥＦＡカップウィナーズカップをはじめ、

数 多くの国内・国 際タイトルを獲得してきた。しかし、２０００年代初頭には財 政難に陥り、チームの成績も低迷。

名門の復活を支えたのは、地元の解体業者Ｖａｎ Ｌｏｏ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ社と

一時は解体の危機に直面したが、新たに建造されたホームスタ ジアムと共に再起を果たした。

最新型のCatマル チ プロセッサを装備した解体用油圧ショベルだった。

ベルギーサッカーチームに
新たな命を吹き込む
Cat解体マシン。

Van Loo Projects社の経営者
Jef van Loo氏
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共同経営者として父親の事業を
サポートする Johan van Loo氏

サッカースタジアムのような巨大建造物の

最新型のマルチプロセッサMP300シリーズ

す。しかし、それだけでは十分とは言えません。

解体プロジェクトでは、分厚いコンクリートや

は、コンパクトで軽量であるにもかかわらず、

現場で望まれているのは、ジョーの交換をより

は基礎も含めて完全に解体され、残ったのは

建設を開始した。しかし、そのためには同じ

鉄 筋構造を破 壊する強力なパワーを持った

きわめて強力な切断・破砕パワーを発揮する。

スムーズかつ簡単にすること、いかにロスタイ

廃材だけだった。

敷地内の旧スタジアムを取り壊さなければな

機械が必要とされる。

さらに、ジョーを油圧で360°
回転させ、あらゆ

ムを短縮して途切れなく作業を行うかという

らず、Van Loo Projects社は何年にもわたっ

こうした作業のために開発されたのがCat

る角度から正確かつ効率良く解体作業を行う

ことです」

て解体作業を行った。父親のJefと共にこのプ

マルチプロセッサ。鉄筋コンクリートの粗破砕

能力を併せ持つ。独自の一体型油圧スピード

ロジェクトに取り組んだJohan van Loo氏は

から小割、鉄骨の切断、貯水槽や鉄板の切断ま

ブースターを採用することで、ジョーの開閉

MP300シリーズには新たなロックシステム

次のように語る。

で、用途に合わせて6種類のジョー※を交換す

時間を従来製品に対して半減、サイクルタイム

が採用されており、特殊な工具やスキルを必

「伝統あるスタジアムを取り壊し、新たなもの

ることが可能で、幅広い解体作業に対応する。

の短縮にも貢献する。

要とせず、オペレータ自身が10分程度でジョー

に変えることに、ある種の感慨を覚えたKVM

の脱着を行うことができる。また、油圧部品

サポーターも少なくないことでしょう。しかし、

「試合のないシーズンオフにしか作業が行えな
かったため、取り壊しを終えるまでに3年間を
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第2工期の着工から2週間後、スタジアム

015年、KVMはホームタウンであるアン
トワープ・メヘレンに新しいスタジアムの

要しました。期限を守ることが私たちに課せら

Caterpillar Work tools社の油圧機器製品

キャタピラーの製品開発プロジェクトマネー

れた最大の課題でしたが、プロジェクトの第2

スペシャリストであるPatrick Grantは
「私た

ジャとしてMP300シリーズの開発に携わった

工期は特にスケジュールが厳しく、わずか2週

ちがこのアタッチメントを
『マルチプロセッ

Frank van Koningsbruggeは語る。

間でスタジアムを完全に解体しなければなり

サ』と呼ぶ 理由は、まさにこの“多用途 性”に

ませんでした」

あります」
と語る。

「作業の効率化を求めるユーザーにとって、作
業スピードの向上は大きなメリットになりま

Jef van Loo氏は、このプロジェクトを同社
がこれまで行ってきた最も価 値ある仕事の
一つだと考えている。

の保護が強化されているため、
摩耗も少なく、

私たちは、愛する地元のチームが再び立ち上

部品の交換も容易になっている。

がり、輝かしい歴史へと歩み始める “特別な

こうした細部にわたるイノベーションへの
こだわりは、プロジェクトの進捗に大きな効
果をもたらした。

場 所” の 再 生に関 わ れ たことを 大 変 誇りに
思っています」
※ジョー：あごのように1枚を固定し、一枚を可動にした破砕板
2019 NO.105 CAT CLUB
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3代目社長の渡邉由理様。重機の運
転をはじめとする現場仕事を体験さ
れた後、経理などの社内業務を学び、
2013年より代表取締役に就かれて
います。

写 真 上：毎日欠 か さ ず 社 員 全 員 が 集 まってラジ オ 体 操 を 行うミー
ティング室の壁面には、各自の目標を記した書き初めが掲示されて
いました。
写真右：Cat 308 SRの魅力を語ってくださった渡邉昌弘常務取締役。
＊右はキャタピラー 小型製品販売促進部の福田社員

株式会社渡辺建設
代

見 聞 録

お客様

登米市

宮城県

File 06

設

株 式 会 社 渡辺 建設
CAT CLUB 2019 NO.105

者 ： 渡邉 由理
立 ： 1983年（創業1963年）

従 業 員 数 ： 20名
事 業 内 容 ：	下 水道工事、土木工事、リフォーム工事、外構工事、
水道施設工事、舗装工事 など
U R L ： http://www.k-wataken.com

3 代にわたって

“地域の水回り” を支え続ける
道路の下の力持ち。
と

め

仙台市から北へ70km。岩手県との県境に位置する登 米市は
広大な平野に田園風景が広がる宮城県内きっての米の産地。
株式会社渡辺建設様は、公共下水道の整備や水道施設工事などを通じて、
地元の人々の暮らしと産業を半世紀以上にわたって支えてきました。
今回は、その3代目リーダーとして会社を率いる女性社長にお話を伺うとともに、
新発売の次世代油圧ショベル Cat 308 SRをいち早くお使いになられた
オペレータ様の声をお届けします。

職人気質を受け継ぎながら
快適な生活環境の整備に貢献。
はさまがわ

市の中央を迫 川が流れ、東側を東北最大の北上川が走る登米市

初代の築いた信頼を受け継いだお父様も
「下水道は完成すると
道路の下に隠れてしまう、だからこそ品質には徹底的にこだわる」
というポリシーを持ち、渡邉由理様が3代目社長に就任した今も、
社風として社員一人ひとりに浸透しています。

は、水資源に恵まれた肥沃な耕地を擁し、江戸時代から米どころ

渡辺建設様が大きな躍進を遂げたのはお父様の時代。現場で指

として知られてきました。収穫した米を廻船問屋が船に積み、北

揮を執るお父様の姿をそばで見ていて、由理様は
「地質の読みの

上川から海に出て、江戸へ登って行ったことから
「登米」
という地

鋭さ」
と
「工事を手際良く進める段取りの隙のなさ」
に感銘を受け

名が付いたともいわれます。初夏には源氏ボタルが清流を舞い、

たといいます。

冬を迎えると白鳥やガンなどの渡り鳥が越冬に集まる
「水の里」
で
もあります。

「掘削した土砂を積む際も、ショベルに対してダンプトラックをど
んな角度で停めればいいかまで細かく指示を出していました。些

渡辺建設様は、この地で1963年に創業して以来、3代にわたっ

細なことかも知れませんが、そうした一つひとつを効率化してい

て下水道工事や家庭内の水回りを中心とした施工・リフォーム業

けば、大きな差が生まれます。土木は力仕事という先入観を持っ

務などを担ってきました。

ていましたが、頭を使って効率的な段取りを工夫する大切さを学

「創業者である祖父は、近所で有名な頑固者でした。しかし根っか
らの職人で、仕事でも一切手を抜かなかったので信用は厚かった
と聞いています」

6

表

本 社 所 在 地 ： 宮城県登米市中田町石森字境堀71

びました」
と由理様は語ります。
現在、お父様は一線を退いて会長職を務められていますが、由理
様が社長となって6年を経た今も、現場の人員配備や安全管理の
2019 NO.105 CAT CLUB
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写真上：キャタピラーがオーダーメイドで製作し
た下水道工事用の狭幅バケット。
写真右：4月にリリースされた新製品、次世代油圧
ショベル Cat 308 SR。クローラ幅内でフロント

現場まで同行して取材のお手伝いをしてくださった渡邉由理社長。

旋回が可能な超小旋回機です。

＊右は日本キャタピラー 古川営業所の佐々木セールス

施工後に施工品質を確認する
「管路テレビカメ
ラ調査」
を専門業者に委託。自走式ロボットが
撮影した配管内の様子を、モニタでチェック
します。

方法などについてきめ細かくアドバ
イスをしてくださるそうです。
「父は重機に対するこだわりも人一
倍、なので買い替えの際は必ず意見

毎年楽しみにしている方も多いクリスマスイルミネーション。

狭隘地での作業に活躍する050 SRミニ油圧ショベル。

を聞くようにしていました。実を言
うと先日購入した308 SRは、私の一
存で購入を決めた最初の機械なん
です。当社は長年Cat製品を愛用し

「ちょうど今日は308 SRが作業していた現場で管路検査が行われ

ており、現 在 保 有 する 機 械 も 大 半

ているのでご覧になっていってください。すぐそばの工区では050

あるプランをお持ちとのこと。
「私の夢のようなもので、実現でき

はCat製品です。セールスの佐々木

SRも稼働中ですから、そちらもぜひ」
と、由理様に案内されて車で

るかどうかもわからないのですが …」
。そう前置きして語ってく

さんから小型油圧ショベルの次世代

向かった先は、民家が立て込んだ住宅地。
「管路テレビカメラ調査」

ださったプランとは、地元の農地を活用した水耕栽培事業。お婆

機が 発 売されるという話を聞いて

と書かれた車両が停まっており、検査を行っている最中でした。カ

ちゃん子で子供の頃からお年寄りが大好きだったという由理様

製品説明をお願いしました。性能比

メラを搭載した自走式ロボットを配管内に通し、たわみなどがない

は、家業を継ぐ決意をするまで、老人介護など福祉の仕事に就き

較のために他のメーカーさんからも

か丹念に調べていました。さらにそこから歩いてすぐの畑に隣接

たいと考えていたそうです。

プレゼンテーションを受けましたが、当社が最も重視するコンパ

た機械との一番大きな差は、作業した後の疲労の少なさ。住宅が

する道幅2mほどの現場では、渡辺建設様の社員と050 SRが汚水

「当社でも60歳を超える高齢の社員が増えてきました。会社の近

クトさをはじめとして、作業範囲の広さ、操作性、燃費など、多く

両側に立ち並ぶ狭い道路での作業は、たえず接触に注意しなけれ

管 渠 築造工事をしていました。その下水道を利用するお宅はたっ

くに譲っていただける土地が見つかれば、長年尽くしてくれた社

の点で308 SRに魅力を感じたので発売日を待って購入しました。

ばならずストレスが掛かります。その点、308 SRは一回り小さく

た一軒。その一軒のために行っている工事なのだそうです。

員たちが現場を引退した後も仕事を続けていける、そんな場所を

すでにいくつかの現場で使いましたが期待通りです！」

旋回できるという安心感があります。新しく搭載されたスティック

次世代油圧ショベルの開発思想を
コンパクトに凝縮した308 SR。

「下水道工事は、縁の下ならぬ道の下から人々の生活を支える地

作りたいと考えています。社員の生涯雇用だけでなく、地域の障

味な仕事です。それでも社員たちはプライドを持って毎日頑張っ

害者雇用の一助にもなればいいなと思っています」
と由理様は語

の動作とスピードで、掘削・旋回・積込みが気持ち良く行えます」

てくれています」
と由理様は語ってくださいました。

ります。

家族を思いやるように、
社員を、そして地域を思う。

めるユニークなイベントを開催しています。20年近く続く年末恒

作業性や操作性の向上に加えて、燃料消費量を大幅に低減
（従
来機比：最大20％）
したことも、次世代油圧ショベルの開発思想

うですが、取材にお邪魔したときには役目を終え、本社裏手にあ

を受け継ぐ308 SRのセールスポイント。その点について伺うと

新製品を実際に運転されたのは、常務取締役を務められてい

かん きょ

ステアにもすぐに慣れました。応答性がとても良く、イメージ通り

Cat 308 SRは先日まで近隣の下水道更新工事に使われていたそ
る駐機場で砂利資材の山積みをしていました。

また、渡辺建設様では先代の頃から地元の方々との交流を深
例のクリスマスイルミネーション。12月になると自宅の庭木や社

「燃費が良くなっただけでなくタンクの容量も増えているそうで

渡辺建設様は創業以来、半世紀以上続けてこられた下水道工事

屋周辺をイルミネーションで華やかに飾り、23日には社長自らが

すね。乗り始めて3ヵ月ほどになりますが、実際に給油のための

も、老朽化に伴う更新工事は8割がたを終え、あとは細い枝管を残

サンタクロースの格好をして、地元スーパーマーケットの協賛を

る旦那様だとのこと。本業は大工などの建築業ですが、受注が重

休車回数が減り、稼働率はアップしています」
とお答えをいただ

なった繁忙期などにはオペレータとして現場をサポートされてい

きました。さらに常務は
「エンジンをワンタッチで始動できるプッ

るそうです。

シュ式スタートや、反射に邪魔されずに前方の足元掘削が行える

す。祖父と父が積み上げてきた信頼のおかげで、当社は今のとこ

社員はもちろん地元の方々との絆も大切にする渡辺建設様。私

ハネ上げ式のフロントガラスなどユーザ視点に立った新設計も気

ろ順調に発注をいただいていますが、先々のことを考えて動き始

たちキャタピラーもより良い製品とご提案で、お客様との絆を深

が利いていますね」
と評価してくださいました。

めなければなりません」

めていきたいと考えています。

「購入直後に試運転したところあまりにも乗りやすかったので、今
のところ私の専用機みたいになっています。これまでに乗ってき
8

由理様は、第一の経営課題として
「今後の事業展開」
を挙げられ、
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すだけだといいます。
「工事の需要が減っていく中で、価格競争は激しさを増していま

得て準備した700個のプレゼントを子供からお年寄りにまで配る
のだそうです。
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お 客 様の成 功をサポートする

Financial Solution × Exceptional Experience

Cat延長保証のサポート範囲
Catマシンのコネクティビティを高めるために保証範囲を拡大。

パワートレイン＋ ハイドロリックに加えて、COMPACT、GRADE、

有償延長保証プログラムの

「プレミア」
をお選びいただくと

PAYLOAD、LINKなどのテクノロジコンポーネントも対象に追加しました。

電装部品なども

ICT施工対応機に搭載されたセンサーやコントローラ、

保証対象に加わります

ディスプレイなども保証されます。

パワートレイン

＋

ハイドロリック

＋

テクノロジ

エンジンの馬力を

ステアリングと

モニタや

生成、伝達、制御する

作業機の制御に関する

センサー、

構成部品

構成部品

GNSSアンテナなど

Cat延長保証（EPP）のご紹介
※ EPP : Equipment Protection Plan

キャタピラーでは、ご購入いただいたCat製品を
長期にわたって安心してお使いいただくための延長保証プログラム
（EPP）
をご提供。
さらに、お客様のニーズに合わせて有償延長保証もご用意しています。

Catメカニック＆ 純正部品による対応で、機械停止時間の低減や修理費用の低減を実現し、
一つ上の安心をお届けします。

■ 新車延長保証プログラム

■ 有償延長保証プログラムおよび保証対象部分

3年または5,000時間どちらか 先に達した期間内で、パワー
トレイン + ハイドロリック + テクノロジの保証対象に故障や不
具合が発生した場合は無償で交換・修理に対応します。

最大5年または10,000時間どちらか先に達した期間内まで保証
を延長可能。お客様のニーズや予算などに応じて4つの保証オプ
ションをご用意しています。

※取 扱説明書に示す運転取扱いや点検整備が行われていなかった場合、純
正部品並びにキャタピラーが推奨する油脂類を使用していなかった場合
には保証されません。

※納 車 から1年 以 内 の 申し
込みが必要です。
※機 種によって選択できる
保証オプション・期間・金
額が異なります。
※サ ービ スアイテム、整 備
アイテムは保証対象外と
なります。

❹ プレミア

ハイドロリック
テクノロジ

新車保証

4年

延長保証 ※1

※1 対象機種：油圧ショベル
（311F以上）
、ホイールローダ
（950MZクラス以上）
、ブルドーザ（D6Kクラス以上）ほか
※2 対象機種：油圧ショベル
（308）、ホイールローダ
（924M ～ 938Mクラス）
、ブルドーザ（D3K ～ D5Kクラス）ほか

10
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ワンストップショッピング

4

再販時の車両価値をアップ

5

保証期間はカスタマイズ可能

機械をすばやく正確に修理します。
お客様は機械の購入に際して、ファイナンス、
延長保証などのCatソリューションをワンストップでご利用いただけます。
延長保証は譲渡可能なため、再販時にも高い車両価値を維持できます。
お客様のご要望に合わせて、柔軟な保証期間
（年数）
と時間
（500時間単位）
で
設定可能。保証範囲についても最適なコストでカスタマイズできます。

長期にわたって、そうした予測不可能なリスクからお客様のビジネスを守り、
安心をお届けするサービス。Cat製品を知り尽くしたメカニックが純正部品
い修理を施すことは、故障の再発防止に効果的なだけでなく、機械寿命を延

上記以外

◎対象機種の詳細につきましては、各地域の販売店までお問い合わせください。

3

世界2,500以上の地域で、キャタピラー認定のメカニックが純正部品を使って

を使用した質の高い修理を行い、迅速な現場復帰をサポートします。質の高

3 年/5,000 時間※1
3 年/3,000 時間※2

延長保証 ※2

地域に密着したエキスパート

修理リスクからお客様を守ります。

突破的な故障や動作不良の発生を
「ゼロ」
にすることは困難です。延長保証は

❸ パワートレイン ＋ ハイドロリック ＋ テクノロジ

パワートレイン

2

標準保証に付加価値を与え、将来発生する可能性がある突発的な

信頼性を追求しています。しかし、過酷な現場において日々稼働する中で、

❷ パワートレイン ＋ ハイドロリック

1年 / 無制限

包括的な保証範囲

キャタピラーは、お客様にお届けするすべての製品に、最高レベルの耐久性・

❶ パワートレイン


保証対象

1

なぜ、延長保証が必要なのでしょう？

4つの保証オプション

保 証 期間

Cat延長保証の５つのメリット

最大5年 /10,000時間

有償保証

長させ、再販時に高い車両価値を維持することにもつながります。

COVER YOUR CONNECTIONS
キャタピラーが提供するさまざまなサービスをご利用いただくほど、
お客様のビジネスはより一層効率的になり、機械のダウンタイムをより把握しやすくなります。
ぜひ、Cat延長保証
（EPP）
をお客様の機械が過酷な現場で活躍し続けるためのツールとしてご利用ください。
2019 NO.105 CAT CLUB

11

New machine Pickup!

振動工具の話

現場に新たなスタンダードを

次世代油圧ショベル Cat

®

持ってますか？
この資格

349 / 352
Cat 次 世 代 油 圧 ショベ ル
349/352 は、テクノロジ、
燃 料 効 率 、メンテナンス
コストなどさらなる高みを
目指したマシンで、お客様
のビジネスに貢献します。
349
運転質量

■ テクノロジ

■ 生産性・省燃費性能

2.1m３

エンジン
定格出力

316kW

316kW

10% アップ

※ 当社従来機比

油圧システムには、EH（Electro-Hydraulic）油圧コントロールシス
テムを採用。優れた操作性をもたらすとともに、パイロットポンプレ
スのシステムでエンジンのエネルギーロスを低減。さらに、高効率の
大容積ポンプも燃費低減に貢献します。エンジンモードはパワー /
スマート / エコの3モードを用意。スマートモードは作業負荷に応じ
てエンジン出力・油圧馬力を最適制御。作業量をキープしつつ、燃料
消費量を低減させます。
作業効率や安全性を向上させるテクノロジを搭載しています。

ペイロード計量システム
（CPM）

■ メンテナンスコスト

最大

バケット内の荷の重量をタイムリーに計量・記録するシステムで、ト

メンテナンス間隔の延長やメン

ラック積載量や現場の生産量の管理が容易になります。過積載や

テナンス作業のさらなる容易化

過少積載も回避できます。

により、メンテナンスコストを

E-フェンス機能

従来機比
（12,000時 間 稼 働 時 ）

設定した角度に近づくと旋回の動きを自動停止する機能を装備。旋

振動工具を

15% 低減

※ 当社従来機比

振動体内蔵工具

さく岩機、コンクリートブ
タイタンパー、コンクリート
チェーンソー、カッター、
レーカー、
ピックハンマー、
バイブレーター、
刈払機 など
チッピングハンマー など
タンピングランマー など

振動工具は身近で便利な道具
ですが、何も対策をせずに長時間
使用していると、手の血行を悪く
はく
して指先が 真っ白になる
「白ろう

積込み時に旋回操作を往復するような作業で旋回アシスト機能を
活用。旋回が自動的に停止します。停止前の減速で荷こぼれも防止
します。

従
燃料フィルタ
作業油リターンフィルタ
エアフィルタ

Cat プロダクティビティ
車両の作業内容
（アイドリング時間、各作業のサイクルタイムなど）
の詳細がパソコン

12

来

病」
という病気になったり、神経に
悪影響を及ぼして手に痺れや痛み
が出たり、さまざまな振動障害を発症することがあります。
こうしたはっきりとした症状が出ない場合でも、手に力が入らな
い、指先が冷たい、耳鳴りがするなどの軽い症状が現れたときは要
注意です。
「今日は疲れているから」
などと自分勝手な判断で後回し
にせず、早めに医師の診察を受けるようにしましょう。白ろう病に
は根本的な治療法はなく、マッサージや温熱治療で症状を緩和す
るしか方法がありません。白ろう病になる前の振動障害が軽いうち
に治療を開始することが大切です。
振動障害が起きる原因としては
「振動工具が重い」
「振動が大き

騒音や粉じん対策も
忘れずに！

349 / 352

500時間

1,000時間

交換間隔

2,000時間

3,000時間

交換間隔

2倍
1.5倍

6回

3回

清掃回数

半分

往復動工具

インパクトレンチ、
エアドライバー など

グラインダー、振動ドリル
など

バイブレーションシャー、
ジグソー など

厚生労働省では平成21年7月に
「振動工具の取扱い業務に係る
振動障害予防対策指針」
という通達を出し、振動工具から発生する
振動値の大小に応じて１日の作業時間を決めるように求めていま
す。なお、振動工具の振動値がよくわからないときには1日合計2時
間以下とするようにしています。
「工事の進行が遅れているから今日はタイタンパーで半日作業し
たよ」
と言っているあなた、もしかしたら振動障害予備軍かも知れ
ません。どんなに仕事が忙しくとも連続作業はもってのほか。1回の
作業時間をなるべく短くし、振動工具を使わない軽作業を合間に
挟みながら振動作業を行うようにしましょう。
「 振動工具のハンド
ルは防振構造だから軍手でも十分だろう」
という油断も禁物です。
必ず防振手袋を着用しましょう。

1

振
 動工具はできるだけ小さく軽いもので、
体に振動が伝わりにくいものを選ぶ

2

振動工具はきちんと点検・整備し、
損傷や変形・ひずみがあるものは使用しない

3

作業するときは手や体に
無理な力を掛けないようにする

4

作業は下向き姿勢で
行うようにする

5

現場の状況に応じ、保護具として
防振手袋のほか、耳栓、耳覆い、
保護メガネ、防じんマスクを着用する

6

作業者は健康管理に注意し、
定期的に健康診断を受けるようにする

振動工具取扱い作業者に対する安全衛生教育の受講について
キャタピラー教習所では、振動工具取扱い作業者に対する安全
衛生教育を定期的に実施しています。この教育では、振動工具に関
する知識や適切な作業方法、振動障害の予防法、関係法令などを
学ぶことができます。ぜひ、お近くのキャタピラー教習所までお問
い合わせください。

などで把握でき、車両の管理に役立ちます。CPMのデータともリンクし、事務所で積

技能講習・安全教育のご用命はこちらまで

載量、作業量の管理が可能。現場と車両を総合的に最適化できる新しいツールです。

キャタピラー教習所株式会社

CAT CLUB 2019 NO.105

回転工具

い」
「振動工具を使った作業時間が長い」
などがあります。作業の方
法を工夫して人体への影響をできるだけ減らすようにしましょう。

範囲を制限する機能もあり、安全に作業ができます。

旋回アシスト

締付工具

分けられます

気を付けるだけでなく

回による接触・衝突のリスクを低減します。フロント作業機の作業

エンジン内蔵工具

6つのタイプに

振動障害に

で最大15％低減しています。

ピストン内蔵工具

機構別に分類すると

47,700kg 50,500kg
1.9m３

燃料効率 最大

振動工具は、コンクリートの
「はつり」
、溶接の
「ばり取り」
、鉄骨や石材の
「切断・研削」
、
せんこう
さらには
「穿孔」
「 鋲打ち」
など、建築や土木工事の省力化に欠かせない道具です。
皆さんの中にも振動工具を1日に何種類も使って作業しているという方が少なくないのではないでしょうか。

352

バケット
容量

道路の改修や建物の解体をはじめ、
工事現場における作業では、振動を発生する
さまざまな工具が日常的に使われています。
「身近な道具だから」
と油断して、十分な知識を持たずに
使用していたり、適切な対策を怠っていたりしませんか？
今回は、振動工具を安全に使用するためのポイントを
あらためてチェックしてみましょう。

講 習科目

振動工具に関する知識
学

科

講習時間 ※

1.0時間

振動障害及びその予防に関する知識

2.5時間

関係法令

0.5時間

本 社 ：〒 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮7-11-1
TEL 0467 -73 -1221  FAX 0467-73 -1211
ホームページアドレス http: // cot.jpncat.com

※ 目安の時間です

詳細は
キャタピラー教習所

2019 NO.105 CAT CLUB
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安全靴の話

TOPICS

最近はスニーカーやスポーツシューズと
見分けがつかない安全靴が増えていますね。
でも、見た目の良さだけで選んでしまうと
後で
「安全性が十分でなかった」
とか、
「作業や現場に合っていなかった」
と後悔する場合も。
今回は、安全靴の選び方をご紹介します。

安全への視角

工 事 現 場 や工 場で 働く作 業 者にとって、安 全 靴は 大 切なユニ
フォームの一つです。作業中に最も多く発生する事故は、つま先や足
の甲のケガだと言われており、労働安全衛生法でも作業内容に合わ
せた安全靴の着用が義務付けられています。
最近は、安全靴と一口に言っても、短靴タイプから長靴タイプまで
さまざまな形状のものがあり、それぞれ特長や適する作業が異なり
ます。また、特殊な現場に対応できる特定機能付きの安全靴も増え
ています。作業内容や現場環境に合わせて、最適なタイプの安全靴
を選ぶようにしましょう。
特

短靴
くるぶし下までの
短い靴
あみあげぐつ

中編 上靴

※

くるぶしまですっぽり
覆うタイプの編上靴
あみあげぐつ

長編 上靴

※

すね部ぐらいまでの長さの
編上靴

半長靴
すね部ぐらいまでの長さで
編上でない筒状の靴

長

一般作業
全般

足首まで保護できる。短靴と比べて作業
中に出たクズや土砂、水、異物などが靴
の中に入りにくい。

運搬作業
台車運搬作業
溶接作業

す ねまで 保 護 でき、ズ ボ ンの 裾を 収 納
す ること で 引っ 掛 かりも 防 止 で き る。
フィット感も良く、異物などが靴の中に
入りにくい。

保線作業
解体作業
土木作業
高所作業

チェック

靴ひもを締めて、
親指のくびれた部分に
先芯の後端部が来るか
チェックしよう

チェック

4

重量物の落下から足の甲全体をガードする
プロテクタを装備。
コンピュータやロボットの誤作動、火花の発生など、
静電気の帯電が原因となって起こる障害・災害を防止。

耐水・耐油・耐薬

水や油、薬品に強く、
金属加工、薬品工場、食品加工の現場に最適。

電

靴ひもを締めない状態で
足を前一杯に移動させ、
かかとに人差し指が
軽く入るかチェックしよう

長

静電気帯電防止

耐

チェック

3

〈 主な特定機能付き安全靴〉
甲プロテクタ

立った状態で靴を履き、
全体のフィット感を
チェックしよう

2

※編上靴は
「へんじょうか」
と呼ぶこともあります。
特

靴底に絶縁ゴムを採用し、工場内の機械保全や
電気工事関係など感電の危険性がある作業で使用。

高所作業用

足と靴のフィット感が高く、ヒールのないフラットソールで
軽快かつ安全な高所作業をサポート。

溶接作業用

難燃性・耐熱性に優れた甲被と靴底を採用。
切り粉や火花が靴の中に入りにくい構造を持つ。

「CSPI-EXPO」は、建設業界・測量業界の最先端の製品・技術・サービスが一堂に集まる日本最大級の総合展示会で、

チェック

1

溶接作業
長編上靴と同様、保護できる範囲が広い。
解体作業
脱ぎ履きがしやすく、防水性にも優れて
土木作業
いる。
建築作業

特定機能

キャタピラーは、2019年5月22日
（水）～24日（金）に幕張メッセで開催された

チェック

5

圧迫感を感じたり、どこかが当
たったりする場合は、サイズや
ウィズ
（足囲）を1サイズ上げて
再度チェックしましょう。

先芯

親指のくびれ

安全靴は長く履くにつれ各部が傷み、
安全性が低下します。
右のチェックポイントが１つでも
当てはまったら、買い替えのサインです。
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キャタピラーは、i-Constructionをサポートするデジタ

足の一番広い部分と
靴の一番広い部分が
合っているかチェックしよう

ルプラットフォームが採用された次世代油圧ショベルの
最新テクノロジとソリューションをご紹介。屋内ブースで

この部分が合わないと、足に圧迫感が
あったり、靴の中で足が前後に動きやすくなったりします。

は、Cat 320 グレード3D仕様機や330を展示し、現場で

最後に、歩いてみて
▲部分に
強い圧迫感がないか
チェックしよう

は、Catコマンドによるリモート操作の実演 、4月に発売

役立つテクノロジをご紹介したほか、屋外展示スペースで
された後方超小旋回モデル308 CRの展示を行いました。

つま先への重量物の落下、激突や挟まれ、釘の踏み抜きなど、安
全靴はたくさんの危険から足を守る役割を果たしています。
「 身だし
なみは足元から」
と言いますが
「安全もまた足元から」
。作業内容に、
現場環境に、自分の足に、ぴったり合った靴を選びましょう。

今日のワンポイント

あなたの安全靴は
大丈夫？
買い替えチェック

会期中には合計38,919名が来場されました。

ぴったりサイズの安全靴の選び方

適した作業

脱ぎ 履きがしやすく、機動性・汎 用性に
優れているため、幅広い現場で使われて
きゃはん
いる。高所作業では脚 絆の併用が必要。

CSPI-EXPOに出展

「CSPI-EXPO（建設・測量生産性向上展）
」に出展しました。

どんなに作業に適した安全靴を選んでも、サイズが合っていない
と靴の機能を十分に生かせないだけでなく、疲労しやすくなったり、
ときには事故の原因になったりすることもあります。サイズ表示は同
じでも、
靴の形状や素材によってフィット感や履き心地は異なるので、
必ず試着をして自分にぴったり合うサイズを選ぶことが重要です。

〈 安全靴の形状と適した作業 〉
靴の形状

2019

「CAT CLUB No.105」
のご意見、ご感想をお寄せください。
抽選で３名様にCatグッズをプレゼントいたします。

〈 安全靴の買い替えの目安 〉

□はとめ、ボタンなどが脱落し、修理不能なもの
□かかとの腰革がつぶれたものや折れ曲がったもの
□大きな衝撃を受けたもの
□甲被が破れたもの
□甲被の磨耗、破れなどにより先芯が露出したもの
□ 表 底が剥がれたもの
□表底の損傷が著しいもの
□表底の模様がなくなる程度に磨り減ったもの

PRESENT

こしかわ

こう ひ

おもて ぞ こ

（独）労働安全衛生総合研究所
「安全靴・作業靴技術指針」
「 6.4 廃棄基準」

一度でも大きな衝撃を受けたものは、
外観上に異常が認められない場合でも、
変形やひび割れが生じている
恐れがあります。
必ず廃棄して新しい靴に
履き替えましょう

次世代油圧ショベル320
1/50 スケールモデル

3

名様

ご当選者には、セールスマンが
賞品を直接お届けいたします。
お届けの際、賞品の色などが見本と
異なる場合がございますが、あらか
じめご了承ください。

ご 愛 読 者 プレ ゼ ント

〈応募要領〉
必要事項を記載いただき、下記メールアドレス宛にご応募ください。
■ お名前
■「CAT

■ ご住所

■ 連絡先のお電話番号

■ 会社名

CLUB」
へのご意見・ご感想

〈 応 募先アドレス〉

cat-club-japan@cat.com

〈応募締切〉

2019 年 11 月29 日（金）

ご提供いただきました個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、今後の商品開発・
販売促進などに利用させていただきます。当社の個人情報保護方針は、当社ホームページ
からご覧いただけます。

https://www.caterpillar.com/privacy-policy.html
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キャタピラーの新たな選択肢
Cat 950GC ホイールローダ
®

砕石や砂、砂利や石炭などのバラ荷材の
トラック積込み、ホッパー投入、横持ち、かきあげ作業などに
ベストフィットすべく専用に開発されたモデルです。
シンプルなデザインは容易なオペレーションとメンテナンスを実現し、
保有経費、運転経費の削減に貢献します。

運転質量

18,890kg

バケット容量

3.3m３

エンジン定格出力

168kW

お客様見聞録 〉
〉File 06 株式会社渡辺建設
優れたパフォーマンスを発揮

キャタピラー

http://www.cat.com/ja_JP/

CAT CLUB編集室

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1
TEL. 045-682-3424

CAT CLUBメールアドレス

ワイドビューで快適な運転環境を実現

積込み作業に最適な「 Zバーリンケージ」

CAT CLUB デジタル版も
好評配信中！

cat-club-japan@cat.com

©2019 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、そ れ ら の 各 ロ ゴ、"Caterpillar Yellow"、
"Power Edge"、およびCat "Modern Hex" のトレードドレスは、本 書に記 載されている企 業および 製品の 識 別情 報と同様に、

この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用し、水なし印刷を採用しています。

Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

用紙には適切に管理された森林で生産された木材を原料に含むFSC 認証用紙を使用しています。

CC -105- 0(0919)

®

3代にわたって

“地域の水回り”を支え続ける
道路の下の力持ち。

