
概　要
 　「Gモード」とは、同社のクローラクレーン「マスターテッ
クGシリーズ／BM-Gシリーズ」全てに標準搭載されている

『アイドルストップ』『Gエンジン』『Gウインチ』の３つの省
エネ機能の総称。Gモードの３つの機能により、燃料消費量
を従来機より削減することが可能である。なお、クローラク
レーンとしてのNETIS登録は業界初である。

●数々の基準に適合した環境性能
低公害型エンジンの採用により、環境保全のために制定さ
れたオフロード法2014年規制の基準値に適合。
 ・低騒音型建設機械の基準値をクリア
 ・環境省グリーン購入法に適合

特　長
１．無駄なエネルギーを使わない「アイドルストップ」

資材搬入時などクレーンを操作していない待機状態を感知
し、エンジンを停止することができるシステム。アイドリ
ング時間の不要なエンジン回転を止めることで、燃料消費
量や周辺への騒音を減らすことができる。また、新設定の

「マニュアルアイドルストップ」により、条件が揃えば、
オペレーターの意思によりアイドルストップさせることが
できる。
２．高い燃費効率を維持する「Gエンジン」

軽負荷作業時において油圧ポンプ容量を制御することで、
燃費効率の良いエンジン回転数でクレーン作業を行うこと
ができるシステム。
通常、エンジン回転
数を抑えると作業速
度も低下するが、G
エンジンモードでは
作業速度を保ったま
まエンジン回転数だ
けを抑えることが可
能である。

３．省エネ性能とスピーディーな作業を両立する「Gウインチ」
荷物をつっていない状態の時、
エンジン回転数を上げることな
く最大速度でフックの巻上げ・
巻下げを行うことができるシス
テムで、作業効率を損なうこと
なく燃料消費量を減らすことが
できる。

Gモード搭載機種型式一覧

� 土木工事／共通工／特集–107

※グラフは日野J08エンジン

マスターテック7200GNEO（代表機種） 施工風景

7050G
7050G-2

7070G
7070G-2

7090G
7090G-2

7120G
7120G-2

7200G
7200G-2
7200G-2N

BM800G
BM800G-2

BM1000G
BM1000G-2

BM1500G

50t×3.8m

70t×4.0m

90t×4.3m

120t×5.0m

200t×5.0m

80t×3.7m

100t×3.8m

150t×5.0m

9.1 ～ 51.8

9.1 ～ 54.9

13.8 ～ 62.6

12.2 ～ 54.9

13.8 ～ 62.6

18.3 ～ 61.0

型 式 名 最大定格総荷重 ブーム長さ（ｍ）

15.2 ～ 61.0 ／
61.0 ～ 79.2

18.3 ～ 73.2 ／
73.2 ～ 91.4

※機種によって回転数は多少異なる

共通工その他

省エネシステム「Gモード」搭載
クローラクレーン
NETIS登録番号：KT-120107-VE

コベルコ建機株式会社
〒141-8626　東京都品川区北品川5-5-15
TEL 03-5789-2111　FAX 03-5789-3372
URL https://www.kobelco-kenki.co.jp/
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特集–106／土木工事／共通工

WILL-i工法施工機

概　要
本技術は、軟弱地盤対策の固結工法として矩形改良体を構

築する中層混合処理工の技術である。
ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状の

セメント系固化材等を注⼊しながら、リボンスクリュー型攪
拌翼の中で固化材と原位置⼟を上下左右に攪拌混合（揺動攪
拌）することで、安定した改良体を形成することが可能であ
る。

公共工事では、⼟木・建築構造物の基礎、盛⼟の基礎、す
べり破壊の防⽌、液状化防⽌、⼤型建設機械のトラフカビリ
ティー向上等にその効果を発揮する。

特　長
・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、

N値30を超える締まった砂・砂礫地盤の掘削混合が可能。
　［特許3958347号］［特許4829385号］

・衛星測位システムにより施工機を計画位置へ高精度に誘
導。

・現場座標データの事前⼊力により改良エリアの区画割り作
業が軽減。

・改良エリアでの作業員の補助作業が軽減し安全性が向上。
・未改良、既改良、攪拌位置を明瞭に色分けでき、オペレー

ターの熟練度に依存しない施工が可能。
・施工時の深度、流量、回転数等各種データをリアルタイム

に表示、記録可能。

適用範囲
●適用可能な範囲
・最⼤改良深度5mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜30 
・最⼤改良深度8mの場合、粘性⼟N<15、砂・砂礫Ｎ＜40
・最⼤改良深度10mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜30
・最⼤改良深度13mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜20
●特に効果の高い適用範囲
・ICT地盤改良工（中層混合処理工）
・最⼤改良深度8mにおけるＮ値40程度の締まった砂・砂礫

地盤の改良
・深度方向に異なる改良強度を必要とする場合

13m対応機

地盤改良工

ICT対応型スラリー揺動撹拌工
WILL-i工法
NETIS登録番号：QS-210018-A

WILL工法協会
〒812-0863　福岡市博多区金の隈3-1-26　㈱トーメック九州支店内
TEL 092-513-0031　FAX 092-513-0032
URL http://www.will-koho.com 

［正会員］あおみ建設、青山機工、安藤・間、エステック、エフビーエス、遠藤工業、兼
松サステック、岩水開発、三信建設工業、三和土質基礎、新光組、新日本グラウト工業、
東亜グラウト工業、東洋産業、道路工業、トーメック 九州支店、西尾技建、富士建、
松尾建設、丸中建設、山隆リコム、四電エンジニアリング　［賛助会員］埼玉八栄工業

GNSS装着状況 改良ブロックの拡大表示

当日施工分
(青色) 撹拌翼

前日施工分

(橙色)
改良機

(黄色)

基地局 受信機
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