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� は じ め に

1―1 コンクリートダム施工技術の発展とバイブルドーザ

本論文は，コンクリート打設機械の一つであるバイブルドーザが，戦後，発電用コンクリー

トダムの施工現場に導入され，改良，改善されていった経緯に関する論考である。バイブルドー

ザとは，ブルドーザの排土板の代わりに電動式バイブレー
①
タ5―6本を固定したものを指し，

機械操作によってバイブレータをコンクリートに挿入して締固めを行うもので
（1）
ある。バイブル

ドーザは，1950年代にスイスの Mauvoisinダムの施工現場で初めて採用さ
（2）
れた。

わが国におけるコンクリートダムの歴史は1900（明治33）年に竣工した布引ダムに始
（3）
まる。

これは堤高33mの水道用のコンクリートダムであり，それ以降，コンクリートダムが大型化

していった。特に，高まる電力需要に応えるために発電用コンクリートダムが次々と計画
（4）
され，

戦後になると，佐久間ダムをはじめとする堤高100m超のコンクリートダムが建設されるよう

に
（5）

なった。

大規模なコンクリートダムを建設する際，セメントの水和
②
熱に起因する温度ひび割れをどう

防ぐかが重要である。そのため，戦前から，強度を損なわない範囲でセメント量を低
（6）
減し，柱

状ブロック工
③
法を採用するとともにパイプクーリン

④
グが行わ

（7）
れた。

この施工法の下で，コンクリート打設は以下の一連の作業で構成さ
（8）
れた。①堤体打設現場の

直近に設置されたバッチャープラン
⑤
トで，コンクリートの原料であるセメント，水，骨

⑥
材など

を混合する。②バケットにコンクリートを積載し，ケーブルクレーンで打設現場に輸送する。

③作業員がバイブレータでコンクリートを締固める。

つまり，コンクリートダム打設の最終工程であるコンクリートの締固めは，作業員がバイブ

レータを手にしてコンクリートに挿入し，引き抜くことによって行われていたのである。コン

クリート締固めが機械化の最も遅れた部分であり，工期短縮，低コスト化を徹底するために，

バイブレータをブルドーザに固定してコンクリートに挿入することが試みられた。これがバイ

ブルドーザ導入の背景である。

水越は，1959（昭和34）年竣工の有峰ダムと1963（昭和38）年竣工の黒部ダムでバイブルドー

ザが使われたことを示して
（9）
いる。しかし，1970（昭和45）年頃になると，より小回りの利くバ

イバック，すなわちバックホーにバイブレータを取り付けたものがバイブルドーザに代わって

利用されるように
（10）

なった。

1―2 先行研究と研究対象

佐久間，黒部ダムなどの代表的なコンクリートダムに関し，骨材の品質管理，トンネル施工，

電気設備の選択などの個別の題目でまとめた技術報告書（以下，「技報」とする）が多数刊行

されている。しかし，コンクリートダム施工技術の発展史に関する先行研究は，日本土
（11）
木史，

技術と文明 22巻1号（４２）
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表―1 本論文の対象とした4ダムの諸元

名 称 形 式 着工年 竣工年 堤高（m） 計 画 堤体施工 備 考

佐久間ダム 重 力 式 1953 1956 155．5 電源開発 間 組 参考

田子倉ダム 重 力 式 1953 1959 145 電源開発 前田建設

論文の対象
奥只見ダム 重 力 式 1953 1960 157 電源開発 鹿島建設

有 峰 ダ ム 重 力 式 1956 1959 140 北陸電力 前田建設

黒 部 ダ ム アーチ式※ 1956 1963 186 関西電力 間 組

出所：工事記録，技報などから著者が作成。※両端は重力式である。

（12）
水越，

（13）
松浦，樋

（14）
口らなどが僅かな例である。これらは，わが国のコンクリートダム施工技術の

発展に関する通史を示しており，新しい施工技術が最初どのコンクリートダムの施工現場に導

入されたのかの記述に留まっている。通常，新しい技術は，導入された後，数度の試行錯誤を

経て確立していくものであるが，その経緯を詳細に論じた文献は見あたらない。

著者は，多くの発電用コンクリートダムで撮影された建設記録映画を基本史料として分析し，

ダム施工技術の発展過程を考察
（15）
した。その中で，バイブルドーザが有峰，黒部，奥只見の各ダ

ムで採用され，その間に機械としての改良が加わったことを示した。

本論文は，著者による先行研究の結果を基に，工事記録，技報などの分析を進め，さらに土

木技術者による聞き取り調査を実施して，バイブルドーザの導入から機械的な改良とオペレー

ション上の課題解決の推移を明らかにしようとするものである。そして，事業主と施工請負が

異なる複数のコンクリートダム施工現場で，ごく短期間にバイブルドーザの技術改良が連続的

に行われたことを論証しようとする。

1―3 資料

工事記録は，ダム竣工後，建設事務所長など建設担当者によって執筆された文献であり，計

画から竣工に至る経緯が克明に記録さ
（16）
れる。

これに対し，技報は，コンクリートや骨材の品質管理，仮排水トンネルの施工，電気設備な

ど個別の技術課題についてまとめ，学会誌，土木雑誌などに投稿されたものである。バイブル

ドーザに関して，有峰ダムと黒部ダムの2つの技報が公開されている。

映像資料は，技術が行使される場面の記録として有用である。戦後，大規模な発電用コンク

リートダムでは建設記録映画が撮影さ
（17）
れた。土木技術者による検証を経て評価された建設記録

映画は，文献史料を補完するものであり，本研究でも引用した。

以上の資料を活用し，田子倉，有峰，黒部，奥只見の4つのコンクリートダムにおけるバイ

ブルドーザの導入と改良，改善について検討した結果を述べる。この4例に加え，機械化施工

の嚆矢とされる佐久間ダムの諸元を表―1に示した。

日本の発電用コンクリートダム施工現場におけるバイブルドーザ技術の確立（馬渕）
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図―1 1957年11月 図―2 1958年5月

図―3 1958年5月 図―4 1958年8月
出所：森本時夫の提供による。

2 バイブルドーザの使用実績

2―1 田子倉ダムにおけるバイブルドーザ

2―1―1 初めての導入と試行錯誤

後述する有峰ダムでのバイブレータ利用に関して，大林と市浦が執筆した技報には，「この

方法は有峰ダムで実施する以前に，既に電源開発会社の田子倉ダムで試験が行われたのが貴重

な経験となっている。かつ同ダムと有峰ダムの施工者が同じ前田建設 KKであったことも幸で

あった」と記載されて
（18）
いる。電源開発による工事記録にも，田子倉ダムでバイブルドーザが導

入されたことが示されて
（19）
いる。

森本から提供されたバイブルドーザの写真から，1957（昭和32）年，1958（昭和33）年に田

子倉ダム建設でバイブルドーザが使用されたことが判明した（図―1
（20）
～4）。

この写真には，バイブルドーザに関する様々な試行錯誤がなされたことが示されている。以

下の4点が指摘できる。

1 バイブレータにキャブタイヤケーブルが接続されていることから（図―1～4），堤体施

工に使用された空気圧式の芝浦製バイブレータ EB―6型 FC―802では
（21）
なく，1957（昭和32）

年時点ですでに電動式のバイブレータが搭載さ
（22）
れた。空気圧式のバイブレータを使用する

場合，据置型のコンプレッサからエアチューブを介して圧縮空気を送ることになる。圧縮

技術と文明 22巻1号（４４）
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空気で張り詰めたエアチューブの引き回しは困難で，キャブタイヤケーブル，すなわち電

動式のバイブレータを使用してバイブルドーザの動きをより柔軟にしようとした。

2 1958（昭和33）年5月の段階で，ワイヤーから油圧によってバイブレータを上下動する

方式に変更された（図―1～3）。

3 排土板を外さず，排土板とブルドーザ本体の間にバイブレータを置いたものも一時的に

試された（図―3）。投下直後のコンクリートを均す作業とバイブレータによる締固めを1

台の重機で行おうとした。

4 バイブレータの固定方法に様々な工夫が認められる。上部を固定し中間部を半拘束した

ものや上部を吊り下げただけのものも試された（図―1・3・4）。

2―1―2 試験的導入としての評価

森本は，バイブルドーザの評価について次の3点を指摘
（23）
した。

1 田子倉ダムは監査廊や堤体内導水路の他，4本の放流管などを有し，発電用コンクリー

トダムとしては複雑な構造を有していた。多数の型枠や構造物の強度を高めるために配さ

れた鉄筋などがリフ
⑦
ト上の障害物となり，元々小回りの利かないバイブルドーザの稼働範

囲がいっそう限定されたため，バイブルドーザの効率的な運用ができなかった。

2 そのような理由により，バイブルドーザはあくまで試験的利用と認識していた。

3 このバイブルドーザの導入を決めたのは，野瀬である。田子倉ダムと同じ1953（昭和28）

年に着工した佐久間ダムに機械化施工を導入した野瀬は，海外先進技術の動向に常に関心

を持って
（24）
いた。

田子倉ダムへのバイブルドーザ導入は，本格的な利用を目的としたものではなく，最新の技

術を試行し，経験知識の獲得を目指したものであったことが看取される。

2―2 有峰ダムにおけるバイブルドーザ

2―2―1 導入の経緯

大林らは，スイスの Mauvoisinダムと Grande Dixenceダムでバイブルドーザが使用された

ことを
（25）
知り，有峰ダムへの導入を決断した経緯について述べて

（26）
いる。バイブルドーザ導入の意

義に関しては，以下の記述が認めら
（27）
れる。

当社（著者注：北陸電力のこと）がこの工法を採用した動機はいうまでもなくコンクリー

ト施工管理の改善とセメント使用量の軽減との2つをねらいとしている。最近の大ダムの

コンクリート工事は材料の輸送，ふるい分け，貯蔵，計量，混合並びに打設現場に運搬ま

では完全に機械化されているといっても過言ではない。ところが最後で，かつ最も重要で

あると考えられるコンクリートの敷ならしは人夫の手に持ったバイブレータによって行わ

れている。折角の完全機械化の作業が最後の段階でくずれているわけである。

日本の発電用コンクリートダム施工現場におけるバイブルドーザ技術の確立（馬渕）
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このような問題意識の下，小松製作所製 D―30の排土板を
（28）
外し，そこに電動式の芝浦製 EB―

6Eバイブレータ6本を固定したバイブルドーザを使用
（29）
した。このバイブルドーザを図―5に示

す。すべてのブロックにおける施工をバイブルドーザに委ねたわけではなく，ダム軸方向に左

岸側から右岸側にかけて32分割，ダム軸と直角方向に上流側から下流側に4分割したうちの上

流側，A―18と B―21の2つのブロックにおいてのみ，バイブルドーザ1台を交互に使用
（30）
した。

これは本格的な導入を意味せず，試験的な部分運用にすぎない。

2―2―2 運用時期

バイブルドーザの使用時期は明記されていないが，以下の断片的な記述が認められる。

1 25tケーブルクレーンに吊るした6m3バケットによるコンクリート運搬とバイブルドー

ザが組み合わされたことが大林らによる技報に明記されて
（31）
いる。工事記録から，25tケー

ブルクレーンの使用時期は1957（昭和32）年7月から1959（昭和34）年12月で
（32）
ある。

2 1957（昭和32）年12月中旬以降の冬営期間中に執筆された技報中のコンクリート施工設

備一覧表にバイブルドーザが記載されてい
（33）
ない。

3 大林らによる技報に記載されたバイブルドーザの使用場所は，「満水面から80m前後

下った所」とあり，これは，工事記録に照らすと1958（昭和33）年5月頃のことで
（34）
ある。

（ママ）

4 工事記録には「昭和34年
（ マ マ ）

バイブロドーザか働実績表」が掲載されて
（35）
おり，明らかに1959

（昭和34）年4月から10月の間でバイブルドーザが使用された。

これらの事実から判断すると，1957（昭和32）年12月から冬営に入った後に，バイブルドー

ザの導入を決定し，遅くとも1958（昭和33）年5月頃から1959（昭和34）年10月にかけて運用

した蓋然性が高いと考えられる。1958（昭和33）年以降の運用開始なら，大林らによる技報の

図―5 有峰ダム（写真左上，岩波映画製作所「有峰ダム第4部」より）
図―6 黒部ダム（写真上，『間組百年史』p．232より）
図―7 奥只見ダム

（写真左下，日映科学映画製作所「奥只見ダム第2部」より）

図―5～7 有峰，黒部，奥只見ダムにおけるバイブルドーザ

技術と文明 22巻1号（４６）

４６



「この方法は有峰ダムで実施する以前に，既に電源開発会社の田子倉ダムで試験が行われた」

との記述にも合致する。

2―2―3 運用実績

工事記録には，リフト上でのバイブルドーザの利用手順が以下のように示されて
（36）
いる。

1 まず，作業員が水冷用のパイプをリフト上面に固定する。

2 ケーブルクレーンに吊るしたバケットにモルタルを入れ，リフト面に流し込む。

3 ケーブルクレーンに吊るしたバケットでコンクリートをリフト上に投下し，第1層はす

べて人力によってバイブレータ操作を行う。

4 締固めの終った場所にケーブルクレーンでブルドーザとバイブルドーザを運搬する。

5 ブルドーザ D―40でコンクリートを均し，バイブルドーザでコンクリートを締固める。

6 1リフト3層，高さ1．5mになるまで打設していく。

ブルドーザやバイブルドーザの作業により，冷却用パイプとそのジョイントを棄損させぬよ

う，第1層の締固めは人力で行う。バイブルドーザとブルドーザの足場となる第1層の幅15m

×長さ12m程度の面積の締固めが完了するまで，バイブルドーザとブルドーザをリフト上に

置くことができない。すなわち，バイブルドーザですべてのコンクリート締固めができるので

はなく，人力によるバイブレータ作業と組み合わせて実施する必要がある。

大林らは，「ある程度2重設備となるが止むを得ないことである」と述べている。また，型

枠の隅なども手動によるバイブレータ作業にならざるを得ないと指摘して
（37）
いる。

2―2―4 評価――2つの技術課題の発見――

大林らによる技報には，「
（ マ マ ）

バイブロドーザの最も大きい特徴は同時に数個のバイブレータを

活動することにより非常に強い振動効果，いわば共振効
⑧
果ともいうべきものを与えることであ

る。すなわち個々のバイブレータの効果の代数和よりはるかに大きいものがあると思われる」

と記載され，硬コンクリートの打設に有用であることが示されて
（38）
いる。

工事記録には，バイブルドーザを利用した場合と手動によるバイブレータ操作の場合の歩掛

が比較され，故障がなければ，前者の方が後者よりおよそ20％改善できることが示されて
（39）
いる。

このような経済的な利点が示されているが，有峰ダムで採用されたバイブルドーザには機械

的欠陥があった。前掲のバイブルドーザの稼働時間によると，1959（昭和34）年4月から10月

までの7か月間で，1250時間10分の稼働時間に対して215時間20分の故障時間が
（40）

あった。稼働

期待時間，すなわち稼働時間と故障時間の和，に対する故障時間を故障率として計算すると，

14．7％と算出される。この値は相当高く，実用的な水準に達していないと安河内は指摘して
（41）
いる。

なぜ故障率が高かったのか。安河内は，バイブレータを垂直に挿入し引き上げていないこと

日本の発電用コンクリートダム施工現場におけるバイブルドーザ技術の確立（馬渕）
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に問題があるという。バイブレータを吊るしたアームの上下動は，正確には円周上の運動であ

り，バイブレータを降下する場合，下端がコンクリートに接した後に，バイブレータの上端を

やや前方に倒しながら挿入することになる。そのため，バイブレータの固定部，すなわち首に

相当する部分に大きな負担がかかってしまい，このことが故障を誘発したと推測される。実際，

後述する黒部ダムではこの点が改善され，バイブレータの垂直挿入を担保する機構が加えられ

ていることからも，安河内の指摘は妥当であると思われる。

田子倉ダムでの経験を踏まえ，有峰ダムでのバイブルドーザはごく一部のブロックでのみ試

験的に採用された。その過程で，機械的な改善点およびオペレーションに伴う人員配置上の問

題点を確認することができた。

2―3 黒部ダムにおけるバイブルドーザ

2―3―1 導入の経緯

野瀬らは黒部ダムでのバイブルドーザの実績につ
（42）
いて，1961（昭和36）年6月刊行の技報で

詳細に示して
（43）
いる。ここでは，Mauvoisinダムでの実績が示されるとともに，1958（昭和33）

年8月の時点で，小松製作所製ブルドーザ D―30の排土板を外してバイブレータを固定したバ

イブルドーザの試験を始めていることが示されている。この機構は有峰ダムと同一である。そ

の結果，「この試験では十分満足できるものは見当らなかったが，しかし，若干の改良を施せ

ば十分実用化できる見透しをつかむことができた」と記載している。

満足できなかった点は何か。上記の技報には，「バイブレータがコンクリートへそう入され

る場合バイブレータの取付個所に機械的な無理がかかる」と従来型の問題点を指摘して
（44）
いる。

有峰ダムにおいて顕在化した機械上の問題点を指している。

そこで，フォークリフトのような垂直昇降機構を取り付けた。米国インターナショナル製ト

ラク
⑨
タTD―9にフォークリフト式昇降機を取り付け，そこにバイブレータ6本を固定し，バイ

ブレータの垂直挿入が可能となるよう改良された（図―6）。この改造はマルマ重車輌株式会社

（現，マルマテクニカ株式会社）が
（45）

行った。

2―3―2 機械の改良と運用

工事記録によると，1958（昭和33）年8月の試験の後，同月中にこの改良が行わ
（46）
れた。8月

中に改造機を入手していたことから判断すると，試験は問題点の追認のためのものであり，改

造機の仕様は決定済みで，試験と並行して改造機を発注していた可能性がある。

垂直昇降機には，バイブレータを鉛直方向に対し最大10°まで傾斜してコンクリートに挿入

可能な角度調整機能も備えられていた。これにより，傾斜した下流面の型枠近くもバイブルドー

ザで締固めることができるように
（47）

なった。有峰ダムで認識されていた機械としての問題点はこ

のように解決された。
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作業手順は以下のとおりで
（48）
ある。

1 まず6m3バケットでリフト上にモルタルを投下し，敷き均す。

2 9m3バケットによって第1層のコンクリートを投下し，人力によるバイブレータ操作

で締固める。

3 第2層からは，9m3バケットから投下したコンクリートを小松製作所製ブルドーザ D―

50で敷き均し，バイブルドーザで締固める。

4 1リフト6層，高さ3mになるまで打設する。

吉田は，コンクリート打設の全工程で5台のバイブルドーザが使用されたことを示して
（49）
いる。

これによって，バイブルドーザの使用期間は1959（昭和34）年9月から1962（昭和37）年12月

までと特定することがで
（50）
きる。長期間の使用実績は，オペレーション上の課題も解決されたこ

とを示している。

2―3―3 オペレーション上の課題解決

黒部ダムのコンクリート打設の場合，リフト高が3mに設定
（51）
され，1層の高さ0．5mで6層

が連続して打設された。有峰ダムのように3層の連続打設の場合，第1層は人力で行い，第2，

3層にバイブルドーザを用いると，人員交代が1．5mごとに1回必要である。ところが，6層

を連続して打設すると，人員交代は3mごとに1回に減少する。有峰ダムで顕在化した人員

の二重配置が緩和された。

通常，6層連続打設の場合，上部層を締固める際に，下部層がすでに固化を開始しており，

上下層の一体化が困難になる。ところが，黒部ダムでは，コンクリートの固化を遅延させるこ

とで6層の連続打設が可能に
（52）

なった。それは，コンクリートの強度を高める以下の過程で実現

した。

重力式ダムのコンクリートの強度は200kg/cm2程度であったが，薄肉のアーチ式ダムである

黒部ダムのそれは500kg/cm2に目標設定さ
（53）
れた。まずは，骨材の粒径調整が再検討さ

（54）
れた。例

えば，粗骨材の最大粒径はそれまで採用されていた150mmから180mmに変更さ
（55）
れた。

さらに，コンクリートの強度を高めるために混和剤としてポゾリスが選択された。このポゾ

リスにコンクリートの固化を遅延させる作用があった。ポゾリスの添加によって，6層の連続

打設が可能となり，バイブルドーザのオペレーション上の課題が解決さ
（56）
れた。

野瀬らによる技報には，過去のダムコンクリート打設時の1，000m3あたりの歩掛について比

較検討が行われている。丸山ダム（竣工1955（昭和30）年），上椎葉ダム（同1955（昭和30）年），

殿山ダム（同1957（昭和32）年）の歩掛がそれぞれ，約35人，45人，60人であったのに対し，バ

イブルドーザを使用した黒部ダムのそれは約15人に減少して
（57）
いる。有峰ダムでの実績である

20％以上の生産性向上が認められ，コンクリート打設の完全機械化に近づいたことが示されて

いる。
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2―3―4 技術課題解決のキーパーソン

芳賀は，迅速なコンクリート打設を可能にした要因として「コンクリート締め固めにブルドー

ザーと
（ マ マ ）

バイブドーザーの併用による方法を完全にマスターしたこと」を指摘し，

「
（ マ マ ）

バイブドーザーについては取付けバイブレーターの数，それぞれの間隔，引き上げまたはコ

ンクリートの中への押し込み方法等試作品による検討のほか実施に移してからも相当の改良を

加え今日の成功を得た」と述べて
（58）
いる。1958（昭和33）年8月以降，相当な試行錯誤があった

ことが示されている。

ここで，黒部ダムの施工現場においてバイブルドーザの改良改善を担った人物について述べ

る。技報の筆頭執筆者は野瀬である。野瀬はもともと関西電力に在籍していたが，電源開発に

乞われて転籍し，佐久間ダムに機械化施工を導入して，田子倉ダム，奥只見ダムの設計に携
（59）

わった。その後，関西電力黒部川第四発電所建設事務所長に着任している。

つまり，1958（昭和33）年8月の試験ならびに機械の改造は，野瀬らによる技報の分担執筆

者である山下によって行われたが，コンクリートの品質改良を含めたオペレーション上の課題

の解決は，野瀬を中心に行われたものと考えられる。

2―4 奥只見ダムにおけるバイブルドーザ

2―4―1 導入の経緯

横尾が執筆した鹿島建設による工事記録には，バイブルドーザを使用した事実が示されてい

る。そこには，「昭和34年末より昭和35年にかけてフォークリフトタイプのインターナショナ

ル TD―9トラクター及 D―50を改造して発電機，制御盤及芝浦 EB―6Eバイブレーター6台をつ

けて
（ マ マ ）

バイブロドーザーとして，更に D―50 2台を均しドーザーとして試験的に使用した」と

記載されて
（60）
いる。

電源開発による工事記録にも，「34年末にブルドーザーを改造し，電動バイブレーターを取

付け，
（ マ マ ）

バイブルドーザーとして，施工テストした（中略）35年大々的に使用しようとした（後

略）」と記録されて
（61）
いる。さらに，使用機械一覧には，D―50バイブルドーザ2台が1960（昭和

35）年5月から同年8月まで使用されたことが示されて
（62）
いる。

これらのことを併せて考察すると，1959（昭和34）年末の段階では黒部ダムと同一の TD―

9ならびに D―50を基としたバイブルドーザで試験を重ね，実際の堤体打設の際は，完全国産

化を図って後者を利用したと判断することができる。建設記録映画ならびに工事記録に記載さ

れた写真
（63）
には，黒部ダムと同じ，バイブレータの垂直挿入機構が取り付けられており（図―7），

これが改造の意味するところであろう。黒部ダムにおける成果が確実に反映されている。

ところが，共振効果による硬コンクリートの打ち込みに利点があると認めつつ，バイブルドー

ザの使用は中止され，有用性を示すことができなかった。その理由として横尾は，4点を指摘

して
（64）
いる。長文なので要約すると，
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1 場所により手動とバイブルドーザによる締固めを切り替えねばならず，作業効率がそれ

ほど上がらなかった。

2 クーリングパイプを痛めるため，第1層目3列くらいは人力によるバイブレータ操作で

締固めるが，その後バイブルドーザ作業に移った場合，作業員を遊ばせることになる。

3 バイブルドーザの移動にもケーブルクレーンが用いられるため，コンクリート輸送時間

が割かれる。

4 打設費が割増しになる。

人員転換とケーブルクレーンの割り振りが難しく，機械締固めによる迅速化すなわち経費削

減が見られなかったことが示されている。しかしながら，この記述をもって，有峰ダムの技術

水準に後退したと評価することは早計である。

2―4―2 バイブルドーザに適した条件

電源開発による工事記録にも，バイブルドーザを導入したものの結局人力で締固めたことが

示されて
（65）
いる。なぜバイブルドーザの使用を断念したのか。

この時期，「昭和35年度に入り EL690以上は柱状ブロックの高さを揃えて層状方式に切替え」

と記載されて
（66）
いる。工事の遅延を取り戻し，発電開始日程を遵守する

（67）
ため，下部ほど強度を必

要としない堤体上部で縦継目をなくし，作業の効率化を
（68）

図った。上下流方向に隣り合う2つの

ブロックの高さを揃えた結果，ブロック幅18mはそのままであるが，ブロック長は約2倍の

70m前後に拡張されたリフト上でのコンクリート打設作業が行われた。

電源開発による工事記録には，「各層が2時間半乃至3時間で打込めるような長さ（著者注：

上下流方向の長さ）40～50m程度のブロックの場合は各層をベタ打ちして十分の効果が発揮

できたと思われ，当ダムの場合も34年（著者注：柱状ブロック工法で打設していた昭和34年）

に使用したならば，（中略）面目を施したと思われる」と記載されて
（69）
いる。層状方式にバイブ

ルドーザは不適であったことが示されている。

なぜ不適であったのか。コンクリートの固化開始時間内に長大なリフトを打設するために，

2台あったケーブルクレーンの両方を使ってフル回転でコンクリートを運搬し，締固めを2か

所で同時並行かつ迅速に進めなければならな
（70）

かった。これが以下の2つの理由で計画通りに進

まなかった。

第一に，ケーブルクレーンにはバイブルドーザ以外の施工機械や機材を運搬する目的もあり，

コンクリート運搬と割り振りを重ねることによって，無駄時間が生じたことである。コンクリー

トバケットから機械，機材への牽引物の交換の際にはケーブルクレーンが停止し，さらに，機

械と機材の運搬中はコンクリートの打込みが中断した。それでも，この間，固化は進行する。

第二に，縦継目を廃した代替として補強用の鉄筋が必要になったが，鉄筋とその周囲も，バ

イブルドーザが使用できない場所となったことで
（71）
ある。
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ダム名称
事業主

堤体施工請負
1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年

田子倉ダム 56.11～59.11堤体打設期間56.11～59.11堤体打設期間
電源開発

前田建設工業
有峰ダム 57.7～59.10（同上）57.7～59.10（同上）

北陸電力
前田建設工業

D-30バイブルドーザ（1台）＋D-40コンクリート均し（1台）D-30バイブルドーザ（1台）＋D-40コンクリート均し（1台）

黒部ダム
関西電力
間組

  D-30バイブルドーザ  D-30バイブルドーザ

奥只見ダム 　　58.9～61.9（同上）　　58.9～61.9（同上）

電源開発
鹿島建設

60.5～60.8（電発工事記録）60.5～60.8（電発工事記録）59.12頃テスト（鹿島工事記録）59.12頃テスト（鹿島工事記録）
TD-9, D-50バイブルドーザTD-9, D-50バイブルドーザ D-50バイブルドーザ（2台）＋D-50コンクリート均し（2台）D-50バイブルドーザ（2台）＋D-50コンクリート均し（2台）

59.9～62.12（同上）59.9～62.12（同上）

57.11,　58.5, 　58.8（森本撮影写真）57.11,　58.5, 　58.8（森本撮影写真）

58.5頃（技報）　　　59.4～59.10（工事記録）58.5頃（技報）　　　59.4～59.10（工事記録）

58.8テスト（工事記録）58.8テスト（工事記録） 59.9 ～62.12（工事記録）59.9 ～62.12（工事記録）
TD-9バイブルドーザ（5台）＋D-50コンクリート均し（5台）TD-9バイブルドーザ（5台）＋D-50コンクリート均し（5台）

これらの結果，2か所で同時に並行して迅速に行うべきコンクリート締固めの連続作業に支

障が出た。その結果，計画通りに堤体打設を進めることができず，最終的にバイブルドーザは

実用的でないと判断さ
（72）
れた。

つまり，バイブルドーザは柱状ブロック工法に対応したものであり，層状方式移行後は，リ

フト面積とコンクリート固化時間を基に，ケーブルクレーンの台数，バケットの容積，バイブ

ルドーザの台数などを見直し，作業員による手作業との最適な組み合わせを見出す必要があっ

たのである。

電源開発による工事記録には，より小回りの利くものであれば，効果が高まることも指摘さ

れて
（73）
いる。これにより，人力による締固めとバイブルドーザによる締固めの段取り替えに割く

時間を減らすことが期待できる。バイブルドーザから今日使用されるバイバックに変更するこ

との有用性が暗に示されている。

3 4つのダムにおけるバイブルドーザ改良改善の連鎖

田子倉，有峰，黒部，奥只見の4つのコンクリートダム施工現場における堤体打設期間とバ

イブルドーザの使用時期を整理し，図―8に示した。

田子倉ダムでは，森本による写真撮影時期から判断し，少なくとも1957（昭和32）年11月，

1958（昭和33）年5月ならびに8月にバイブルドーザが使用された。バイブルドーザの導入を

決断したのは野瀬であった。

有峰ダムでは，1958（昭和33）年5月頃から1959（昭和34）年10月の期間で，バイブルドー

注：堤体打設期間およびバイブルドーザ使用実績には冬営期間も含まれている。

図―8 田子倉，有峰，黒部，奥只見ダムにおけるバイブルドーザ使用実績
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ザ1台がわずか2つのブロックで試験的に使用された。バイブルドーザを試用したのは，大林

と市浦であった。

田子倉ダムと有峰ダムの2例が，バイブルドーザ導入の第1段階といえる。バイブルドーザ

の有用性を認識しつつ，2つの技術課題，すなわち，①バイブレータの垂直挿入機構の確立，

②手動とバイブルドーザ使用時の人員交代の改善，を確認した。

第2段階に相当するのは黒部ダムと奥只見ダムである。黒部ダムでは，1958（昭和33）年8

月，有峰ダムと同様の機構によって技術課題が追認され，山下によりバイブレータの垂直挿入

機構を有するバイブルドーザが開発された。その後，野瀬が加わり，試行錯誤を重ねてオペレー

ション上の課題を解決し，すべての堤体打設にバイブルドーザを使用した。混和剤の添加も技

術課題の解決に貢献した。黒部ダムの打設が始まった1959（昭和34）年9月をバイブルドーザ

の完成時期とするなら，田子倉ダムでの試験的導入からおよそ2年でバイブルドーザの技術課

題が解決されたといえよう。

奥只見ダムでは，1960（昭和35）年5月から8月にかけて，黒部ダムで改良されたものと同

一のバイブレータ垂直挿入機構を持つ国産バイブルドーザが用いられた。奥只見ダムでは，横

尾がバイブルドーザの活用を担った。故障の頻発という機械上の課題は解決されていたが，層

状方式に移行した後は，連続打設のオペレーションに円滑さを欠き，バイブルドーザの使用が

断念された。

4 考 察

セメントの調製，運搬などが機械化されても，最後のコンクリート締固めが人力に依存して

いたため，工期短縮，低コスト化が徹底されなかった。特に，セメント量を減らした硬コンク

リートは人力による締固めが難しく，機械による締固めが求められた。バイブルドーザ導入の

背景は以上のようにまとめることができる。

そして，バイブルドーザを実用的なものにするために，故障しにくい，機械としての信頼性

を高めることの他に，コンクリートの運搬，敷き均し，締固めの一連のオペレーションを円滑

に展開し，段取り替えに伴う無駄時間を最小化するための工夫が，複数のダム施工現場で試行

錯誤された。本章では，バイブルドーザの導入と発展に関する土木技術者間の技術コミュニケー

ションを考察したい。

新しい技術は，まず同一組織内で開発，改良され，完成度を高めて実用化を企てる。通常，

科学的知見や経験知識は組織内で蓄積され，外部，特に同業他社への流出は厳格に管理される。

ところが，バイブルドーザの場合，電源開発，北陸電力，関西電力という複数の事業主と，前

田建設工業，間組，鹿島建設という複数の施工請負の間で，さながらリレー走者のバトンタッ

チのように，ごく短期間のうちに知識が共有され，連続的に技術を発展させていった。このこ

とを本論文の結論とする。
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なぜこのようなことが起きたのか。事業主と施工請負業者がともに協力して，新しいダム施

工技術を発展させ，習得しようとする強い意思があったことを指摘したい。

例えば，機械化施工の嚆矢とされる佐久間ダムの現場は，数度にわたり他社の土木技術者に

公開された。北陸電力の稲松は佐久間ダムの工事現場をたびたび視察したことを明らかにして
（74）
おり，伊東は，佐久間ダム建設資材搬送のための国鉄飯田線付け替え工事で行われたトンネル

の全断面掘削工法を関西電力の社員が見学し，黒部ダム関電トンネルの計画に活かしたことを

示して
（75）
いる。前田建設の社史にも，「米国の技術を大きく取り入れた佐久間ダム建設工事には，

前田建設からも研究のため技術者が派遣され，只見川上流の田子倉発電所や，後述の北陸電力

による有峰ダム建設等に，その技法や機械類が，着実に利用された」との記述が
（76）
ある。

換言するなら，企業の利益より日本全体の利益が優先されたといえるであ
（77）
ろう。このような

背景の下，異なる組織に所属する土木技術者の間に非公式な技術コミュニケーションが成立し

た。

この技術コミュニケーションの中心に野瀬がいた。3つのコンクリートダム施工現場でのバ

イブルドーザの発展に，野瀬の関与が暗示されている。野瀬は，田子倉ダムへのバイブルドー

ザの導入を決断し，黒部ダムでは技術課題を解決した。設計者として奥只見ダムにもかかわっ

ている。有峰ダムについても，前田建設が，先行する田子倉ダムでのバイブルドーザに関する

情報提供を，施工主である電源開発の許可なく提供することは考えにくい。野瀬の了解があっ

たと考えるべきであろう。

野瀬は，いまだサンフランシスコ平和条約締結前の，戦後の傷痕が払拭されない1950（昭和

25）年1月から90日間に，GHQが組織した電気事業調査団の一員として渡米し，大型重機を

使った機械化施工を目にして
（78）
いる。コンクリートダム機械化施工に強い関心を持つ野瀬を中心

に，同じ志向をもつ技術者との間にコミュニティが形成され，そこに非公式な技術コミュニケー

ションが成立したと考えるべきではないか。

［謝辞］ 安河内孝氏にはダム技術全般に関し格別なご指導頂いた。森本時夫氏からは貴重な写真を拝

受するとともに，有益なコメントをいただいた。土木学会附属図書館室長の坂本真至氏（当時，故人）

にも資料調査等で大変お世話になった。感謝の意を表したい。

［土木技術用語］
（土木学会編『土木用語大辞典』技法堂出版，2005（CD-ROM版）を基に，著者が編集）
①【バイブレータ】 コンクリートを締固める目的でコンクリートに振動を与える機械。棒状のものが主流
である。ダムコンクリートに用いられる最大粗骨材寸法は80―150mmと大きく，バイブレータは直径130
mmといった太く，重量のあるものが用いられる。最初は作業員が手に持ち締固め作業を行ったが，そ
の後，ブルドーザやバックホーに固定し省力化を図った。バックホーとはバケットを手前に引きながら
掘削するショベル系掘削機の代表的な機種のことである。

②【水和熱】 セメントが水和する際に発生する反応熱。ダムコンクリートやマスコンクリートでは水和熱
による温度が上昇し，温度応力によりひび割れが生じることがある。ダムの場合，打設したコンクリー
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トの下部が拘束されるため，水平方向の収縮によって温度ひび割れが起きる。高堰堤のコンクリートダ
ムの場合，底幅も長大になるため，水和熱対策が大きな課題となる。

③【柱状ブロック工法】 コンクリートダムの施工法の一つ。セメントの水和熱に起因する温度ひび割れを
防止するために，ダム軸に平行な方向の縦継目，ダム軸に直角方向の横継目を用いて，ダム堤体をブロッ
ク状に分割してコンクリートを打設する。打設後は堤体の一体化を図るためジョイントグラウチング，
すなわち継目へのセメントミルクの注入が行われる。

④【パイプクーリング】 セメントの水和熱に起因してコンクリートに生じる温度ひび割れを防止するため，
コンクリート中に埋設したパイプの中に冷水を通じることによってコンクリートの熱を吸収し，温度を
制御する方法。

⑤【バッチャープラント】 コンクリート材料の貯蔵，計量およびミキサーへの投入の一連の操作ができる
計量設備。練り混ぜ装置を含むこともある。所定の配合に応じて材料を計量してミキサーに送り，一定
の品質のコンクリートを効率的かつ経済的につくることができる。

⑥【骨材】 コンクリートをつくるために，セメントおよび水と練り混ぜる砂，砂利，砕石など粒状の材料
の呼称。粒径の大小に応じて，細骨材（砂）と粗骨材（砂利）に区分される。

⑦【リフト】 柱状ブロックは所定の高さに到達するまで連続的にコンクリートを打ち込むわけではない。
一度に連続して打ち込むコンクリートの高さのことをリフトと呼び，1．5m以上2．0m以下が標準とされ
る。通常，1リフトは数層にわけて締固められる。リフト面はダム軸方向に幅15m，ダム軸と直角方向
に長さ30―40mに設定される。パイプクーリングのパイプはリフト面に固定される。

⑧【共振効果】 コンクリートに複数のバイブレータを接近させて挿入したとき，複数の周期的な強制振動
によって，振幅が非常に大きくなる現象が生まれる。これによりコンクリートの締固めを効率的に行う
ことができる。これを共振効果という。

⑨【トラクタ】 クローラー式トラクタにドーザという排土板を取り付けた掘削機械がブルドーザである。
⑩【拡張レヤー工法】 柱状ブロック工法が縦横2つの継目を用いるのに対し，縦継目を省略して横継目だ
けを設け，ダム本体を短冊状に分割してコンクリートを打設する方法をレヤー工法と呼んでいる。これ
に対し，セメント量を減らし，縦継目と横継目を最小限に抑え，バイブレータによってコンクリートを
締固める手法が拡張レヤー工法である。

⑪【RCD工法】 Roller Compacted Dam-Concrete工法のこと。拡張レヤー工法と同様に，セメント量を減
らし，縦継目と横継目を最小限に抑えたコンクリートダム施工法である。拡張レヤー工法はバイブレー
タを利用してコンクリートを締固めるが，RCD工法では，セメント量を限界まで減らした硬いコンク
リートを利用し，振動ローラーで締固める点に特長がある。
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Development of Vibulldozer at Hydraulic Power Concrete Dam Sites in Japan

by

Koichi MABUCHI

（Nagoya City Science Museum）

This paper concerns the development of a vibulldozer（bulldozer-mounted vibrator）by electric

power companies at hydraulic power concrete dam construction sites in Japan.

Responding to the surge in demand for electricity, hydraulic power concrete dams over 100

meters high were constructed around 1960 using heavy machinery. First a batcher plant mixed

cement, water and aggregate to prepare optimum concrete, then cable cranes transferred the

fresh concrete into a lift, and finally workers compacted the concrete using a vibrator. A vibull-

dozer was the last machine of the mechanized concrete placement system.

In this paper, we explain how the vibulldozer and its compaction method were gradually im-

proved at concrete dam sites. Based on the project documents and technical papers, the follow-

ing findings are suggested :

1．Electric Power Development Co., Ltd.（EPD）tested Japan’s first vibulldozer at the Tagokura

dam site in 1957―58．
2 ．Hokuriku Electric Power Company learned from EPD and tested a vibulldozer, converted

from a Komatsu D―30 at the Arimine dam site in 1958―59. Two problems, regarding the

machine and its operation, emerged : The former was to improve the mechanical durability,

and the latter was to decrease the time lost in changing from manual to vibulldozer work

and vice-versa. A vibulldozer wasn’t effective for compacting the whole of a lift.

3．Kansai Electric Power Company solved both the problems at the Kurobe dam site in 1958―
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59. The company developed a reliable vibulldozer, consisting of an American TD―9 tractor

and a special vibrator-lifter made in Japan, and it was successful in reducing the time lost

by more than half. Five vibulldozers were used in the whole dam construction from 1959

to 1962.

4．Although EPD adopted the Kurobe vibulldozer at the Okutadami dam site in 1960, halfway

through the construction, the vibulldozer wasn’t useful on the lift based on concrete place-

ment without longitudinal construction joints, which was twice as large as at Arimine.
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