
この辺は省略しても良いと思います。 

現場によっては、 

あった方がよい場合もありますので 

判断してください。 

 

２）コンクリートポンプ車の種類 
ａ．構造形式による分類 
（1）ピストン式コンクリートポンプ 
・圧送能力が高い。 

 
 
（2）スクイズ式コンクリートポンプ 
・小型の車輌にも搭載できるので、小回りがきく。 

 
 
ｂ．架装型式による分類 
（1）ブーム車（ブーム付コンクリートポンプ車） 
・現在の主流は折りたたみ式 4段ブームである。このブームの存在により、高所等コンクリ
ートの輸送が難しい場所への圧送が比較的容易に可能となる。 
・車両の安定を保つアウトリガーの張り出しにかなりの面積が必要となる。 

 
  



 
（2）配管車（配管式コンクリートポンプ車） 
・設置に場所を取らないメリットがある。 
・ブームを架装していない分車高が低いため高さに制限がある場所への進入が可能。 

 

 
ｃ．ポンプ車の装置 
（1）操作装置 

 
①操作パネル ②ラジコン装置（無線装置） 

 
 

 
 
（2）ホッパーおよびアジテータ撹拌装置 

 

 

 
 
  



 
３）事前確認事項 
ａ．圧送作業者の資格確認 
当作業所におけるコンクリート圧送作業のオペレータは、下記資格者の（1）または（2）， 
筒先作業者は下記資格者のいずれかとする。 
（1）労働安全衛生関係法令に定める「車両系建設機械（コンクリート打設用）の作業装置の操
作の業務に係る特別教育」を修了した者 

（2）各種仕様書などに基づいて建設業法施行規則に定める登録コンクリート圧送基幹技能者 
（3）職業能力開発促進法に定める 1級コンクリート圧送施工技能士と 2級コックリート圧送施
工技能士などの有資格者 

（4）全圧連 統一安全・技術講習会などの講習修了者 
ｂ．コンクリートポンプの選定 
（1）コンクリートポンプは、圧送計画に基づき現場で必要となる吐出圧力と吐出量を確保でき
る機種を選定する。また、使用するコンクリートポンプ車は、労働安全衛生関係法令に定め

る特定自主検査、定期自主検査（月例）、作業開始前点検、および運行前点検を実施したも

のとする。 
（2）機種選定（下記は例です） 
◆今回の打設は、土間コンクリートなので、配管の足場も良く、奥から手前に片押しで逃げ

てこられるので配管車を選択する。 

◆今回の打設は、ブーム車のアウトリガー最大張り出しの設置スペースが確保できないた

め、配管車を採用する。 

◆7階（20m）まではブーム作業(ブーム先端延長配管作業を含む)とし、8階（24m）以上は

125A 管による配管作業とする。鉛直配管は U ボルトなどにより躯体に固定する。下部水

平配管にはT字管を使用し、配管内の残コンクリートの返送、処理対策を講ずる。 

◆今回の打設は、8階スラブになったので、高さ的にブーム車のメリットを生かせないので

配管車とする。 

◆今回の打設は、打設数量も約100m3と多くはないのでスクイズ式を採用する。 

◆今回の打設は、基礎で吹き出しも多く、段取り替えも多いので、ブーム車を使用する。 

◆今回の打設は、基礎であり 30m 級のブーム車で全域カバーできるのでブーム車を採用す

る。 

◆今回の打設は、耐圧盤で打設量が多く、時間当たり70m3打ちたいので、圧送能力の高い

ピストン式を採用する。 

◆今回の打設から高さ的にスクイズ式では無理なのでピストン式を採用する。 

◆その他、現場の状況に見合った選定理由を記述する。 

 

  



青い文字部分は 

省略してもよいかと思います。 

現場の状況により、判断してください。 

 

 

 

 

 

ｃ．打設計画書を確認する 
圧送するコンクリートの配合（調合）、打込み数量、作業内容、作業時間、使用する機種およ

び作業者名など。 
ｄ．輸送管・機材の選定 
輸送管・機材は、所要圧力に応じたものを選定する。また、選定した輸送管・機材は一つ一つ

点検し、輸送管・機材の積み降ろし作業にあたっては、へこみなどができないように、丁寧に

取り扱う。 
ｅ．圧送作業の確認事項 
圧送業者の職長は、現場到着後、作業開始までに下記項目を確認する。 
① 打込み箇所、打込み順序、輸送管の配管経路 
② コンクリートの噴出し箇所、打重ね時間間隔 
③ コンクリートの供給計画 
④ 配管の固定・支持方法 
⑤ 足場の状況（安全性） 
⑥ 先送り材の排出場所 
⑦ 残コンクリート、残渣、洗浄水の排出場所 
⑧ 休憩時間等 
⑨ 作業開始前点検の実施と確認（図 9.1.5） 

 

 
 

作業開始前点検 
 

 
 
  



 
４）コンクリートポンプ車の設置 
ａ．設置地面の養生 
（1）コンクリートポンプ車を設置する場合は、車体の荷重や圧送中の脈動などからの衝撃荷重
により、アウトリガーが設置地面に沈下し転倒するなどの重大事故を防止するため、受盤木

をアウトリガーのフロートと設置地面との間に敷設する。 
（2）乗入構台やコンクリート舗装などの強固な地盤以外の場所にコンクリートポンプ車を設置
する場合は、敷鉄板で地面の養生・補強を行うことを原則とする。 

（3）また、躯体付近の地面は、埋め戻しをしている場合が多いので、埋め戻し箇所からは十分
に安全な距離を取り、敷鉄板で地面の養生・補強を行ったうえでコンクリートポンプ車を設

置する。 

 
図－2  敷鉄板で養生 

 
ｂ．アウトリガーの最大張出し 
（1）ブーム作業を行う場合は、コンクリートポンプ車のアウトリガーはつねに両側を最大幅に
張り出して確実にロックピンを装着して使用し、ジャッキ部は完全に接地させ、タイヤに車

止めを確実に取り付ける。 
（2）スクイズ式ポンプ車などの小型車の場合は、車体の後部が軽く安定性に欠けるので、前輪
が大きく浮かないよう、敷板で養生するなどの措置を講じる。 

（3）アウトリガーの張出し幅が少ないとコンクリートポンプ車の安定性が低下し、圧送中に転
倒事故に至る危険性がある。 

 
図－3  ポンプ車の設置における前輪の養生 

 



ｃ．傾斜地の設置 
（1）コンクリートポンプは、原則として水平な場所に設置する。やむを得ず傾斜地に設置する
場合は、アウトリガーのジャッキで車体が水平になるように調整を行う。 

（2）コンクリートポンプ車を設置する場合の車体の水平角度は、前後左右 3°以内（機種によ
り異なる）とし、車体の水平度は、コンクリートポンプ車に装備されている水準器で確認す

る。 
（3）車体の水平度の限度を超えた角度で設置すると、ブームの旋回時に旋回ブレーキの効きが
悪くなり、ブームが傾斜方向に流れて止まらなくなる可能性がある。 

（4）ブームの長さによるが、ブーム輸送管内にコンクリートが入ったまま伸長させると、低い
位置から高い位置へ旋回ができなくなることがあるため十分に注意する。 

（5）アウトリガーを設置した後は、圧送作業前に、ブーム輸送管内が空の状態でブームをコン
クリート打設箇所まで伸ばしてコンクリートポンプ車の安定性を確認し、さらに圧送作業

開始時には、コンクリートが筒先から吐出した時点で再度アウトリガーの状態と車体の安

定性を確認する。 
 
ｄ．配電線・送電線付近の設置 
（1）配電線や送電線の付近でブーム付コンクリートポンプ車を設置する場合は、ブームの作業
範囲が電線と一定の距離を保てる場所に設置する。 

（2）電圧の高い電線にブームが近づくと、ブームが直接電線に接触しなくても火花放電により
電気が流れ、感電事故や周辺地域の停電事故など重大な事故につながる危険性がある。 

（3）一般市街地にある配電線には、低圧線（100V、200V）と高圧線（高圧配電線、高圧引下
線、ともに 6,600V）が渡されており、各電力会社の安全離隔距離はともに 2m以上とされ
ている。 

 
図－4  離隔距離 

 
  



ｅ．道路上でのコンクリートポンプ車の設置 
（1）道路上にコンクリートポンプ車を設置して圧送作業を行う場合など、通行目的以外で道路
を使用する場合には、現場を管轄する警察署長に道路使用許可申請書を提出し、道路使用許

可を受ける。 
（2）道路上にコンクリートポンプ車を設置するときは、第三者への災害を防止するため、状況
に合致した適切な安全対策を講じる。 

 

 
図－5  歩道上のブームの養生 

 
５）配管計画と輸送管の選定 
ａ．配管計画の基本 
・配管計画の基本は、圧送負荷をできるだけ抑えるため、また閉塞などのトラブルを防ぐため

「長さはできるだけ短く」と「曲り部分はできるだけ少なくする」ことを基本とする。 
・打込み区画、配分順序など、現場の施工条件に基づき、輸送管の切離しなどの段取り替えが

円滑に行えるような輸送管の経路を計画する。 
 
ｂ．輸送管の種類による選定 
（1）輸送管の選定においては、使用する輸送管は一つ一つ点検する。輸送管の肉厚が摩耗して
薄くなっていたり、へこみなどがあると圧送中に局部摩耗により破裂するおそれがある。 

（2）輸送管の積降ろし作業にあたっては、へこみなどができないよう、丁寧に取り扱う。 
（3）輸送管のおもな種類ごとの、選定における留意事項 
①直管 
・直管は、段取り替えの作業効率を考え、1 本の長さができるだけ長いものを使用する。 
・高所圧送や長距離圧送の場合は、コンクリートポンプに近い輸送管ほど輸送管内の圧力

が高くなるため、その圧力に対応した輸送管を選定する。 
②ベンド管（曲り管） 
・ベンド管は、曲率半径ができるだけ大きいものを使用し、使用する本数はできるだけ少

なく計画する。 
③テーパ管（絞り管） 
・テーパ管を用いて輸送管の途中で管径を絞ることは、圧送負荷が大きくなるだけでなく、

テーパ管内でコンクリートの流れが変化し、内部の摩擦による材料分離が生じるために



閉塞の危険性が大きくなる。 
・テーパ管を使用して輸送管の管径を絞るときは、できるだけ長く、絞り度合いのゆるや

かなテーパ管を使用する。 
④先端ホース（フレキシブルホース） 
・先端ホースを曲げたときの内部の状態はベンド管と同様と考えられているが、先端ホー

スの状態により圧力が大きく異なる。 
・一般的に先端ホースの摩擦抵抗は輸送管の 2 倍程度高くなるため、できるだけ曲り半
径が小さくなるよう注意して作業する。 

⑤ドッキングホース（中間ホース） 
・ドッキングホースは、ブーム輸送管と先端ホースを接続する輸送管として使用されるほ

か、ブーム先からの水平延長配管作業において、水平配管部の振動によるブームへの負

荷を緩衝させるため、また、複雑な曲り角度の配管作業での接続に使用する。 
⑥ジョイント（継手） 
・ジョイントを使用した輸送管の接続箇所では、水分やセメントペースト分の漏れによっ

て脱水分離が生じ閉塞の原因となる場合がある。 
・ジョイントを使用するときは、ゴムパッキンに損傷がないか、ボルトの締付け不足がな

いかを十分に注意して作業を行う。 
⑦ストップバルブ（逆止弁） 
・高所圧送や下り配管のときに使用するストップバルブは、コンクリートの背圧（バック

プレッシヤ）によりバルブ部分で脱水が生じ閉塞の原因となる場合があるため、水密性

の高いストップバルブを選定する。 
 
ｃ．輸送管の径による選定 
輸送管の径は、圧送条件や作業性などを総合的に判断して選定する。通常は 100A管あるいは
125 A管を使用するが、輸送管の径の選定は以下の条件も考慮して計画する。 

（1）粗骨材の最大寸法に対して 3倍以上の輸送管径を選定する。 
（2）低スランプ、貧配合コンクリート、高強度コンクリートなど、圧送負荷が大きくなるコン
クリートを圧送する場合には、大きい管径を選定する。 

（3）長距離圧送、高所圧送などのように圧送負荷が大きくなる施工条件では、大きい管径を選
定する。 

 
ｄ．圧送用補助機材 
（1）配管受け台 

  

 



（2）立て配管支持ブラケット 
 

 
 
（3）スラブ鉄筋養生 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
６）圧送作業 
ａ．圧送に先立つ先送り材の圧送作業 
（1）先送り材の使用目的 
先送り材は、コンクリートの圧送開始に先立ち、ポンプおよび輸送管内面の潤滑性の保持と

コンクリートとしての所定の品質を確保するため、また、ポンプ車のホッパ装置などに剥離

剤として塗布した油脂類や輸送管内に入った異物を排出させることを目的とする。 
（2）先送り材の種類と必要量 
①先送り材には、水、セメントペースト、モルタルなどが使用される。モルタルには、セメ

ントと細骨材の比が 1：4 のモルタルおよび 1：1 のモルタルがあり、打ち込むコンクリ
ートと同等以上の強度を有するものを使用する。高強度コンクリートなどを圧送する場合

には、同じ配合で粗骨材を抜いたものを使用することも検討する。 
②先送り材の必要量は、輸送管の径と長さによって定める。セメントペーストやモルタルを

先送り材として使用した場合、ポンプ装置およびコンクリート輸送管内面に付着する量

と、ジョイント部のゴムパッキンの中に充填される量とで、輸送管内面積 1 ㎡当たり約
2.25リッター程度あればよいとされている。 

③先送り材の必要量は輸送管長さ 100m当たり約 100リッター程度となる。 
（3）先送り材の圧送 
①先送り材の圧送において、先送りモルタルに先行して圧送した水には、コンクリートシリ

ンダやホッパに残留したグリスなどの油分が混入している場合があるので、これを適切に

処理した後に、先送りモルタルを圧送する。 
②コンクリートポンプの運転は、先端ホースからモルタルが吐出されるまでは、吐出圧力の

上昇に注意し、ポンプの最大吐出量の 1/4 から 1/3 程度の低い吐出量で圧送する。また、
配管の状態なとどにも注意を払い、危険防止に努め、先端ホースから吐出されるモルタル

の状態を監視し、良質なコンクリートに切り替わったことを確認する。 
（4）先送り材の廃棄 
①先送り材は、型枠内に打ち込まず廃棄する。 
②先送り材の影響を受けたコンクリートの量をできるだけ少なくすることが必要となる。

ホッパ内に投入した先送り材の残量が多い状態でコンクリートを投入すると、ホッパのア

ジテータ（撹拌羽根）により混ぜ合わされてしまうこととなるため、ホッパ内の先送り材

の残量ができるだけ少なくなるまで圧送し、その後にコンクリートを投入して、ホッパ内

での先送り材のゴングリートへの混入をできるだけ少なくする。 
（5）先送り材の低減方法 
先送り材をコンクリートポンプ車のホッパから投入するのではなく、ポンプ根元部のテー

パ管に T字管を設けて、この T字管の投入口から先送り材を投入する方法である。下図の
方法は、T字管を用いて直接輸送管に投入するため、ホッパヘの付着量もなく、またコンク
リートとの混ざり合いも少なくなり、先送り材の量を低減できる。 
 

  



 
図－6  丁字管を用いた先送り材の低減方法の例 

 
ｂ．圧送作業 
（1）オペレータ作業の基本的事項 
①作業開始前には、打込み・締固めなどの関連業種と、コンクリートの圧送（配分）順序な

ど、綿密な打合せを行う。 
②過大な粒形の骨材や異物の混入を防ぐため、ホッパスクリーンはつねに閉めて使用する。

万一、ホッパ内に異物が混入した場合は、ポンプの運転を停止し、ホッパのアジテータ（撹

拌羽根）が作動しないことを確認してから排除する。 
③オペレータと筒先作業者とは、常時連絡がとれるようにしておく。 
④圧送開始時には、一度空運転を行い、冬季においては暖気運転も十分に行い、正常に作動

していることを確認してから、先送り材を圧送する。 
⑤ホッパにコンクリートを投入し、圧送運転を開始したら、アウトリガーの安定性、プーム

の振幅、配管の振動、コンクリートポンプの各部の作動に異常がないことを確認するとと

もに、筒先側から指示（合図）があるまでは、低吐出量で運転する。筒先側からの指示（合

図）により圧送が順調に行われることを確認した後、徐々に吐出量を上げていく。 
⑥ホッパに投入されるコンクリートの品質にはつねに注意する。また、いかなる場合でもコ

ンクリートに加水することはしない。 
⑦圧送負荷を油圧計によりチェックし、圧送負荷が予想より高い場合や、異常に上昇または

変動する場合には原因を調査し、その対策を講じる。 

 

 
図－7  加水禁止 



 
⑧コンクリートポンプ車のエンジン・切換えバルブ等の異音・異臭、ブーム作動時の異音の

有無に注意を払い、異常を確認したときは必要な処置を講じる。 
⑨圧送は連続的に行い、できるだけ中断しないようにする。圧送中断が長くなる場合は、輸

送管内でコンクリートの分離・ブリーディング現象が起こりやすく閉塞の原因となるの

で、オペレータは、その間、ポンプを正転・逆転させて輸送管内のコンクリートを移動さ

せる措置を講じる。 
⑩また、圧送作業再開時には、2～3 ストローク分のコンクリートをホッパ内に逆転させ、
撹拌してから圧送を再開する。これは、コンクリートを正常な状態に戻すのに有効な方法

である。 
（2）筒先作業の基本的事項 
①作業開始前には、打込み・締固めなどの関連業種と、コンクリートの圧送（配分）順序な

ど、綿密な打合せを行う。 
②打込み順序は、原則として配管経路の先端部より打ち込む。また、階段など、ゴングリー

トの噴出し部から先行して配分する。 
③オペレータと筒先作業者とは、常時連絡がとれるようにしておく。 
④圧送中は、コンクリートの吐出・停止、吐出量の調整をオペレータに指示（合図）する。

また、ブームを使用する場合には、ブームの起伏・旋回などをオペレータに指示（合図）

する。 
⑤先端ホースを無理な角度に曲げて使用すると、閉塞やホースの破裂などの重大事故に至

るおそれがある。 
⑥先端ホースの吐出口を上に向けたり、吐出口に手を突っ込んでコンクリートを遠くへ飛

ばしたりしない。 
⑦先端ホースの吐出口の先には、作業員を立ち入らせない。 
⑧圧送中、段取り替えなどで輸送管の切離しを行うときは、切離し部分の下をコンクリート

ボートやベニヤ板などで養生し、コンクリートのこぼれを防止するとともに、輸送管の取

外し、取付け、方向転換のときに配筋を乱さないよう特に注意する。 
⑨段取り替えなどでブームを移動するときは、圧送を停止し、ドッキングホースおよび先端

ホース内のコンクリートが完全に排出されたことを確認してから移動し、先端ホースから

骨材などが先行してこぼれ落ちないよう特に注意をはらう。 
⑩先端ホースを丸めてロープなどで縛り、ブーム移動中に骨材などがこぼれ落ちないよう

配慮する。 
⑪圧送中、段取り替えなどで輸送管を延長しなければならない場合は、閉塞を防ぐために、

新たに接続する輸送管の内壁を水またはセメントペーストで、あらかじめ湿潤させてお

く。なお、輸送管の 1回の延長は、3～6mにとどめる。 
⑫コンクリートの圧送（配分）のスピードは、締固め作業や均し作業より先行し過ぎないよ

うにする。吐出量が大きくなり、締固めや均し作業が追いつかなくなったときは、オペレ

ータに指示（合図）して吐出量を調整する。 
⑬昼休憩などで圧送を中断した後に圧送を再開したときは、コンクリートのコンシステン

シーが低下しているので、広い範囲に配分し、豆板などの不具合の発生を防ぐ。 



 
⑬コンクリートを打ち重ねる場合、打重ね時間間隔に十分注意して、コールドジョイントな

どの不具合の発生を防ぐ。 
 
ｃ．ブーム圧送作業 
（1）ブーム先端の取付け機材 
・JIS A 8612において、ブーム先端に取付けできる機材は、ブーム先端がホースガイド式
の場合、ドッキングホース、テーパ管、先端ホースおよび落下防止装置からなり、製造業

者が指定する長さ以外のホースなどを接続してはならないとされている。 
・ドッキングホースの長さは、口径 100Aの場合 4m以内、口径 125Aの場合 3m以内とさ
れている。また、デーパ管の長さは、1.2m以内とされ、先端ホースの長さは、口径 100A
未満の場合 8m以内、口径 100Aの場合 7m以内、口径 125Aの場合 5m以内とされてい
る。 
・ブーム先端がエルボ式の場合は、口径に関わらず 4m 以内の先端ホースのみとされてい

る。ただし、この規格に定められているブーム先端の取付け機材の荷重（重量）の範囲内

であれば、メーカーと協議したうえで、その径と長さを変更することができる。 
 
表－1  ブーム先端の取り付け機材（JIS A 8612） 
 口径 100A未満 口径 100A 口径 125A 先端エルボ式 
ドッキングホース ― 4m以内 3m以内 ― 
テーパー管 ― 1.2m以内 1.2m以内 ― 
先端ホース 8m以内 7m以内 5m以内 4m以内 

 
 

  
（a）ホースガイド式 （b）先端エルボ式 

図－8  ブーム先端の取付け機材（JIS A 8612） 
 
 

・落下防止装置は、図－9に示すように、ブーム本体よりホースガイドを介してドッキング



ホース、テーパ管および先端ホースに対してそれぞれ堅固に巻き付けて取り付ける。 

 
図－9  落下防止装置の取付け例 

 
（2）ブームにかかる過荷重 
ブームの姿勢により、ブーム自体にかかる荷重が大きく変わる。 

 

 
図－10  ブームの姿勢 

 
（3）ブーム先端延長配管作業 
①ブーム先端からの延長配管は、JIS A 8612において原則として禁止されているが、図－

11 に示すように、ドッキングホースにたるみを設けてブームへの負荷を緩衝させたり、
タイヤなどを延長配管下に敷設するような、圧送中の脈動によりブームに過負荷が生じさ

せない安全な措置を設けることによって、土間・床スラブ上などの水平方向の圧送作業に

限ってブーム先端延長配管作業を行ってもよいこととなっている。 
②鉛直方向へのブーム先端延長配管作業は、圧送時の脈動によりブームへの過負荷が生じ

るおそれがあるため絶対おこなわない。 
 



 

図－11  ブーム先端延長配管作業の例 
 

 
（4）ブーム操作 
①風速に関する制限 

10分間の平均風速が 10m/秒以上、もしくは最大瞬間風速が16m/秒以上の強風の場合に
は、ブームを使用してはならないまた、落雷のおそれがあるときは作業を中止してブーム

を折りたたみ格納する。（図－12） 

 
図－12  強風時のブーム使用禁止 

 
②ブーム先端の移動速度の制限 
ブーム先端の移動速度は、JIS A 8612において、ブームの 1つのみが作動しているとき
は 1.0m/秒以下、ブームのすべてが同時に作動しているときは 3.0m/秒以下と規定されて
いる。また、ブームを水平に最大に伸ばした姿勢でのブーム先端の旋回速度は 1.5m/秒以
下と規定されている。ブームの移動速度はできるだけ遅くすることが安全である。 

 
③先端ホースの引きずりの禁止 



圧送作業中のブーム操作では、先端ホースを引きずって移動させない。先端ホースに取り

付けた筒先操作用のロープが鉄筋などに引っかかった場合、ブームに過負荷が生じ、ブー

ムの座屈・折損などの重大事故につながる危険性がある。 
④先端ホースの姿勢 
コンクリートの圧送（配分）作業は、先端ホースを寝かせて行うことを原則とする。ただ

し、コンクリートが分離しない配合（調合）で、かつ型枠や鉄筋・スペーサに悪影響を与

えない範囲で安全が確保できる場合には、先端ホースをつり下げた状態で作業することが

できる。この場合、先端ホースから骨材の先走りなどが生じないよう注意する。 
⑤ブームの用途外使用の禁止 
ブームで機材をつり上げるなど、コンクリートポンプ車の主たる用途以外にブームを使用

することはしない。 
 
ｄ．配管作業 
（1）配管作業の基本 
配管作業は、短距離配管作業、高所配管作業、下向き配管作業、長距離配管作業などに分類

される。配管作業における配管計画の基本的な留意事項は、以下のとおりである。 
①配管経路は、圧送負荷をできるだけ小さくするため、輸送管の長さをできるだけ短く、ベ

ンド管の使用本数もできるだけ少なく計画する。ベンド管は、閉塞を防ぐため、曲率半径

のできるだけ大きいものを選定し、テーパ管は、閉塞を防ぐため、できるだけ長いものを

選定する。 
②輸送管および機材を配管経路に運ぶときに、移動式クレーンなどの揚重機の操作および

玉掛け作業が必要なときは、必ず有資格者が行う。 
③作業用足場・安全通路を確認してから配管の設置作業を行う。 
④配管が歩道を横断するときは、歩道上で使用する輸送管は高圧仕様のものを選定すると

ともに、歩行者の安全を確保するために適切な養生を行う。（図－13） 
⑤輸送管の支持・固定に使用する機材は、十分な強度のあるものを使用する。 
⑥配管経路上で足場やブレースなどを変更したり取り外す必要がある場合は、現場責任者

の許可を得たうえで、転落防止のための適切な措置・養生を行い、足場の組立てなどの業

務に係る有資格者が行う。なお、作業終了後は、変更したり取り外した足場やブレースな

どを必ず元の位置に復元し、現場監督の確認を受ける。 
⑦段取り替えなどで輸送管の切離しを行うときは、切離し部分の下をコンクリートボート

やベニヤ板などで養生し、コンクリートのこぼれを防止するとともに、輸送管の取外し、

取付け、方向転換のときに配筋を乱さないよう注意する。 
 



 
図－13  配管の歩道上の養生例 

 
（2）高所配管作業 
①下部水平配管部分の配管計画 
・下部水平配管部分は、圧送中の脈動によりコンクリートの吐出方向に大きく振動する。

下部の水平配管の振動を防ぐことは、鉛直配管部分や上部水平配管部分の振動を増幅さ

せないためにも重要であるため、図－14 に示すように、アンカーボルトなどの緊結金
具を用いて、堅固な床に固定し、圧送中のジョイントへの衝撃を緩衝させるために、で

きるだけ水平に配管する。 
・下部水平配管の長さは、コンクリートの自重による背圧（バックプレッシヤ）を緩衝す

るため、できるだけ長くとる。また、この場合は、下部水平配管の振れを防止するため、

アンカーボルトなどの緊結金具を用いて適宜な間隔で輸送管を固定する。 
 

 
図－14  下部水平配管の固定方法の例 

 
・なお、圧送作業中のトラブルへの対応や、作業終了後の洗浄作業のために、あらかじめ

下部水平配管の根元側の 150A→100A テーパ管の先にストップバルブ（逆止弁）を設
ける。下部水平配管に使用するストップバルブには、水密性が高く開閉力が大きい油圧

式シャッターパルプなどを用いる。 
②鉛直配管部分の配管計画 
・鉛直配管の最下部には、鉛直配管内のコンクリートの全重量がかかるので、図－14 の
ように座付きベンド管を使用し、強固に固定する。また、鉛直配管部分においては、圧



送中の脈動を抑えるために、構造物の外壁面および各階のスラブに小開口部を設け、図

－15に示すように輸送管を支持するチャンネルにアンカーボルトで止め、U ボルトで
固定する。 

 
図－15  鉛直配管の固定方法の例 

 
③上部水平配管部分の配管計画 
・上部水平配管は、S造や SRC造においては、構造体の柱などに固定機材で緊結するこ
とで脈動を抑えることができるが、RC造においては、固定機材で上部水平配管を緊結
することは難しい。 
・鉄筋に固定機材で緊結すると、圧送中の脈動により鉄筋が変位して構造物の重大な欠陥

につながるので、鉄筋を利用して配管を固定することは行ってはならない。 
・上部水平配管の振動を防止する手段としては、タイヤの中に短く切った先端ホースを詰

めたものなどを輸送管の下に敷設して、振動を緩衝させる方法などがある。 
 
ｅ．閉塞の防止と対処 
（1）閉塞の防止 
①閉塞の防止対策は、配管計画でベンド管の本数を少なくし、曲率半径の大きいベンド管を

選定すること、できるだけ長く絞りが緩やかなテーパ管を選定するなど、圧送負荷をでき

る限り小さくする配慮を行うほか、輸送管全体の内壁を十分に湿潤させる先送り材の量と

圧送方法の選定が重要となる。 
②圧送作業を中断した場合は、10～20分ごとに 2～3ストロークの正転・逆転運転を行い、
コンクリートを輸送管内で移動させる配慮が必要となる。圧送を再開する場合には、コン

クリートバルブ付近でコンクリートが脱水して材料分離を起こしている可能性が高いの

で、2～3 ストローク分のコンクリートをホッパに戻し、よく撹拌してから圧送作業を再
開する。なお、圧送作業中に閉塞気味になった場合には、吐出量を抑えるなど圧送速度を



調整したり、逆転運転などを行って閉塞を防止する。 
（2）閉塞時の対処方法 
①圧送作業中に閉塞した場合には、直ちに圧送を停止し、閉塞箇所の輸送管を打音などで確

認し、周囲の人払いを行い、輸送管全体の圧気を十分に抜いた後、閉塞箇所の輸送管内の

圧気が抜けているかを確認しながらジョイントをゆっくりと緩めて取り外す。輸送管内の

圧気が十分に抜けていなかったり、ジョイントを一気に緩めたりすると、圧気が一気に開

放されて標準気圧に戻ることによる爆発現象を起こし、コンクリートや輸送管類が飛散す

る重大事故につながる（図 9.5.32）。 
②閉塞時に正転・逆転を何度も繰り返すと、輸送管全体のコンクリートが材料分離し、圧気

が抜けなくなる可能性があるので十分注意しなければならない。また、圧気を抜く場合は、

ホッパの周囲をコンクリートが飛散しないよう養生して、高速逆転などを行う。 
③閉塞箇所の材料分離したような異常部分のコンクリートを廃棄した後、閉塞箇所の前後

のコンクリートに異常のないことを確認して輸送管を接続し、圧送作業を再開する。なお、

この閉塞を解除した箇所には空気が入っているので、先端ホースから圧送により圧縮され

た空気が排出されるまでは、先端部の人払いを行い、低速で圧送作業を行う必要がある。 
 
ｆ．圧送終了作業 
（1）洗浄作業 
①高所配管作業における輸送管の洗浄作業 
・すでに打込みが終了し、輸送管内のコンクリートをポンプ側に戻しながら水洗浄作業を

行う場合は、図－16（a）に示すように、圧送作業終了後、打込み箇所の輸送管先端部
にスポンジを詰めて水を投入し、下部水平配管に取り付けたストップパルプ①を閉じ

て、トラックアジテータに返送するための配管を T 字管を使用して接続し、ストップ
バルブ①を開けコンクリートの自重により逆流するコンクリートの流速をストップバ

ルブ②を調整しながら開けてトラックアジテータに返送する。なお、この方法だけでは

輸送管内の全量のコンクリートを排出することはできない。逆流が終わった時点でスト

ップバルブ②を閉じてポンプを逆転し、残りのコンクリートをホッパに引き戻し、スト

ップバルブ①を閉じてポンプを正転し、トラックアジテータに返送する。上部水平配管

の打込み箇所の輸送管先端部から投人したスポンジと水が戻ってくるまでこの作業を

繰り返す。 

 



図－16（a）  トラックアジテータヘ返送しながら水洗浄を行う場合の例 

 

図－16（b）  先端ホースの取り外しとクリーナ受けの取り付け 
 
（2）残コンクリートおよび洗浄水の処理 
洗浄作業後に残った残コンクリート、残さおよび洗浄水は、環境汚染の原因とならないよう、

現場内の指定された集積場所などに保管し、現場から産業廃棄物収集運搬許可業者に引き

渡すなど、元請会社の責任において環境に十分配慮し適正に処理する。 
 
７）コンクリートの打込みの基本 
ａ．基本項目 
（1）できるだけ早く打ち込む 
・コンクリートは、時間とともに、品質が変化し、さらに気温や湿度によっても大きく変化

するため、できるだけ早く打ち込む。 
（2）材料分離しないようにやさしく打ち込む 
（3）締固め作業のスピードに合わせて打ち込む 
（4）打込み箇所の間隔と高さを適切にして打ち込む 
（5）打重ね時間間隔を短くしてコールドジョイントを発生させないように打ち込む 
ｂ．自由落下高さ 
（1）コンクリートを落下させると、コンクリートが型枠や鉄筋などに当たり、材料分離を起こ
す。コンクリートを材料分離させないように自由落下高さはできるだけ小さなほうがよい。 

（2）この自由落下高さを図－17に示す。また、梁・壁部材によって自由落下高さが大きく変わ
るのでコンクリートが分離しないように注意する。 

（3）自由落下高さが高いほど、時間が経過すると、コンクリートの天端が沈降するため、打込
み高さはできるだけ小さなほうがよい。 

 



 
図－17  自由落下高さ 

 
ｃ．水平移動距離 
（1）コンクリートの打込みは、できるだけ水平にコンクリート面が上昇するように、打込み箇
所を移動させて打ち込むことが原則である。 

（2）コンクリートの打込み方法は、図－18に示すように片押し打ちと層状打ちがある。片押し
打ちは、コールドジョイントの発生防止に有効であるが、型枠にかかる側圧が過大となる。

一方、層状打ちは、型枠にかかる側圧は軽減できるが、コールドジョイント発生の危険性が

高くなる。 

 
図－18  コンクリートの打ち込み方法 

 
ｃ．打重ね時間間隔 
（1）先に打ち込んだコンクリートの上に、時間が経過しすぎた後に、新しいコンクリートを打
ち足すとコンクリートが一体化されずにコールドジョイントを発生させる。そのため、コン

クリートの打重ねは、できるだけ時間が経過しないうちに行う。 
（2）コンクリートの凝結（硬化する速さ）は、外気温や直射日光のような環境条件だけでなく、
コンクリートの種類によって大きく異なるので注意する。 

（3）このときの締固めは、先に打ち込んだコンクリートの先端に内部振動機（バイブレータ）
を 10cm程度挿入するように行う。（図－19） 

 
 
 
 
 



 

 
 
表－2  許容打ち重ね時間間隔の標準 
外気温 許容打ち重ね時間間隔 

25℃以下 2.5時間 
25℃を超える 2.0時間 

 
 

図－19  打ち重ね 
 
８）コンクリートの締固め作業の基本 
ａ．締め固めの基本４項目 
（1）確認しながら、締め固める 
コンクリートの締固めは、鉄筋および埋設物などの周辺や型枠の隅々までコンクリートが

密実なコンクリートが得られるように、確認しながら締め固める。コンクリート工はこのよ

うに確認をしながら締固め作業を行っているので、圧送担当者はコンクリート工との呼吸

に配慮する。 
（2）適切な振動機を用いて締め固める 
コンクリートの締固めには、コンクリート棒形振動機や型枠振動機などが用いられる。 
この振動機は、周波数や形状などにより多数のものがあり、打込み部材の形状やコンクリー

トの種類によって適切なものを選択する。 
（3）内部振動機はゆっくりと引き上げる 
コンクリートの締固めは、できるだけ鉛直に挿入して加振し、挿入間隔 60cm以下を目安と
する。また、振動機の先端が鉄骨・鉄筋・埋込み配管・金物型枠などに接触しないようにす

る。振動機の加振時間は、1か所当たり 5～15秒の範囲とする。さらに、締固めの補助とし
て、突き棒や木づちなどでたたいたり、突いたりして空隙を少なくし、コンクリートを密実

にする。 
（4）先に打ち込んだコンクリートと一体化させる 
できるだけ打重ね時間間隔を短くして、コールドジョイントを発生させないように打ち込

む。 
 
ｂ．振動機による密実 
一般的に、締固め作業は、棒形振動機、型枠振動機および木づちなどを用いて行う。この締固

め方法を図－20に示す。 
コンクリートの締固めは、コンクリートを密実にし、型枠内にしっかりと充填させるために行

う。締固めを行うときに、振動機を長時間かけすぎるとコンクリート中の空気は抜けるが粗骨

材が下部に沈降する現象を起こすので注意する。 
 



図－20  締め固め方法 
 締め固め方法 効 果 適用範囲 
棒形振動機 

 

振動によってコンクリートを

液体化させ、脱泡、締固め、せ

き板とのなじみを良くする。 

硬練り、軟練りを問わす, 
すべてのコンクリートの締固

めに適用できる。 

型枠振動機 

 

振動をせき板に伝達させるこ

とによって内部のコンクリー

トを加振させる。 

表面に見える豆板や気泡の現

象に役立つ。表面部に限られ、

内部のコンクリートを大量に

締め固めることはできない。 

木槌 

 

型枠とコンクリートのなじみ

を良くする。 
せき板面の水みちおよび空隙

を除去する。 

打放しコンクリートに有効で

ある。 
音によってコンクリートが充

填されているか判断が可能で

ある。 

 
ｃ．内部振動機 
締固め作業に用いる内部振動機は、コンクリート棒形振動機が一般的であり、径や振動数がい

ろいろとあるので適切なものを使用する。また、棒形振動機が使用できない箇所は、適宜、型

枠振動機、突き棒および木づちなどを用いる。 
 
ｄ．外部振動機 
型枠振動機が一般的であり、せき板を振動させることにより、コンクリート表面の豆板や気泡

の減少に締固め効果が高い。 
 
９）型枠工事との関連 
型枠にかかる側圧は、コンクリートの打込み・締固め作業において重要な要素といえる。コンク

リートの側圧が大きくなると、型枠のはらみ、ひび割れおよびのろ漏れなどの欠陥につながるだ

けでなく、型枠自体が崩壊するといった重大災害につながる可能性がある。そのため、担当者は、

コンクリートの側圧、すなわち、型枠にかかる側圧を十分に理解したうえで、コンクリートの圧

送をする。 
 
１０）打ち込み・締め固めのむずかしい箇所 
ａ．鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）の壁付の鉄骨梁 
・鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）の壁付の鉄骨梁は、一度 に打ち込むと、壁のコンクリー
トが沈降による空隙、空洞のほかにフランジの下端にも空隙が生じやすいため、壁コンクリー

トを梁下で一端打ち止めて沈降が終了してから、梁のコンクリートを片側から打ち込み、梁の

反対側にコンクリートが噴出してくるのを確認してから、両側よりコンクリートを打ち込む。 
・上端のフランジ下にも空隙・空洞が生じやすいので、コンクリートの圧送（配分）を遅くして



十分な締固めを行いながら打ち込む。 
 
ｂ．階段・手すりなどの噴出し箇所 
（1）階段・手すりなどの噴出し箇所は、先に打ち込んだコンクリートを噴き出さない時期を見
図り、次のコンクリートを打ち込む。 

（2）締固め作業は、先に打ち込んだコンクリートを噴き出さないように、締固めを行うために、
コンクリートの打重ねが上手くいかずにコールドジョイントなどの発生につながることが

ある。 
 
ｃ．独立柱 
（1）独立柱のような自由落下高さが高い部材は、高所から自由落下させると粗骨材とモルタル
が分離しやすく、打込み・締固めとも十分な注意を払いながらおこなう。 

（2）一般的に打込み高さ 50cm程度までコンクリートの圧送を行い、同時に、締固めを行う。
このときに、骨材の先走りが生じないようにすることと、次のコンクリートが打ち込まれる

前に締固めのときの空気を抜くようにする。そのため、コンクリートの圧送は、ゆっくりと

行う。 
（3）コンクリートの打込み高さ、すなわち 1層目となる高さは、コンクリートの側圧を考慮し
て、あらかじめ定められた計画した打込み高さまでとし、コンクリートの沈降状態を確認し

ながら新たなコンクリートを圧送する。 

 
骨材の先走り      粗骨材の飛散      適切な締め固め 

図－21  独立柱の打込み・締固めとの連携のポイント 
 
１１）コンクリートの不具合と対策 
ａ．コールドジョイント 
（1）コールドジョイントは、その部分の鉄筋が腐食しやすくなるので、構造物の耐久性の低下
につながる。 

（2）コールドジョイントの防止は、「打重ね時間間隔」をできるだけ短くする。そのため、圧送
作業にあたっては、事前に打込み順序、打込み量、打込み時間、休憩時間を打合せしておく。 

 



ｂ．豆 板 
（1）豆板は、分離した粗骨材が部分的に集まった状態で硬化したもので、型枠の下端や鉄筋の
混み入った部分に発生しやすい。 

（2）圧送作業においては、型枠内の自由落下高さが高い場合、下向き配管の場合や先端ホース
を鉛直にした状態で段取り替えのために移動する場合に発生しやすいので、豆板を防止す

るためには、できるだけ打込み箇所の近くにコンクリートを配分し、自由落下高さを小さく

して打ち込む。 
（3）コンクリートの圧送は、締固め作業が十分に行えるような速度とする。 

 
ｃ．沈下ひび割れ（沈降ひび割れ） 
（1）沈下ひび割れは、部材断面に変化のある部分や鉄筋などにより、コンクリートの沈降が抑
制されることによって発生する。これは、梁やスラブの上端鉄筋部分、壁・柱と梁の接合部、

柱・壁で鉄筋のかぶり厚さが小さい部分に生じやすい。 
（2）沈下ひび割れの発生しやすい箇所の例を図 10.5.1に、壁の横筋に沿って発生した沈下ひび
割れの状況を写真 10.5.3に示す。 

（3）沈下ひび割れを防止するためには、ブリーディングが発生しにくいコンクリートの配合（調
合）とすることが基本であるが、締固め作業が十分に行えるような圧送とする。 

（4）柱、壁などの鉛直部材は、梁下で一端打ち止めて、柱、壁のコンクリー卜の沈降がほぼ終
了してから（一般的に 60分程度で沈降がほぼ終了する）、梁・スラブのコンクリートを打ち
込むようにする。よって、コンクリートの圧送時間が制約されるので注意する。 

 

図－22  沈下ひび割れの発生しやすい箇所 
ｄ．空隙・空洞 
（1）空隙・空洞は、締固めが不十分な場合、複雑な部材断面での打込み順序が不適切な場合、
適切な空気抜き孔を設けなかった場合などに生じるコンクリートの未充填部分である。 

（2）鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）の壁付の鉄骨梁のフランジ下部や開口部下の腰壁など
に生じやすい。 

（3）階段などのコンクリートが噴き出すような打込み箇所では、コンクリートの移動によって
周辺の部材に空隙ができることがある。 

（4）空隙・空洞が発生しやすい打込み箇所では、打込み手順や締固め方法に応じてコンクリー



トの配分や圧送速度を調節しなければならないので、関係者と綿密な連携をとって作業を

進める。なお、型枠内に氷雪がある状態でコンクリートを打ち込むと、その部分に空隙・空

洞が発生する。必ず取り除いてからコンクリートを打ち込む。 
 
ｅ．表面気泡 
（1）表面気泡は、コンクリートに巻き込んだ空気が型枠面で気泡を形成したもので、樹脂コー
ティング型枠、プラスチック型枠、鋼製型枠など、吸水性のない型枠を用いると発生しやす

い。 
（2）高強度コンクリートや高流動コンクリートなどの粘性の高いコンクリートほど発生しやす
い。 

（3）対策としては、十分な締固め作業のほか、スページング作業（突き棒や振動機で表面気泡
を取り除く作業）を伴うことがあるので、その作業が十分に行えるようなコンクリートの圧

送にする。 
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