


発行にあたり

造園連では、平成23年度厚生労働省ものづくり立国の推進事業（業界等が

取り組む熟練技能者を活用した技能継承の支援・促進）を企画競争により受

託し、「１．熟練技能者の技から学ぶ～震災復興に役立つ人力による運搬組

立て工法研修会の開催事業」、「２．女性技能者育成にむけた技能向上研修会

の開催並びに高度な技能実演・展示事業」、「３．教員を対象にした造園実習

指導力向上研修会の開催事業」を進めて参りました。

いずれも、熟練技能の継承を通して人材育成等をはかり、ものづくり産業

を支える技能者が元気にいきいきと活躍できる業界づくりを目指して取り組

んだ事業でございます。

本書では、人力による運搬組立て工法研修会事業の成果として、工法や道

具の紹介、作業のポイントをわかりやすくとりまとめ、解説しております。

造園連のホームページで掲載内容をすべて公開しておりますので、造園業

に携わる、できるだけ多くの皆様が本書を活用され、造園技能の研鑽、向上

にお役立ていただくことを心より願っております。
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社団法人 日本造園組合連合会

理事長　白井　昇　
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重量物を安全に吊り上げるために、玉掛け作業者が注意しなければいけないこととしては、①ワイヤロー

プや吊り具が、その重量に耐えられるかどうか判断すること、②荷を安定した状態で吊り上げさせること、

そして吊り上げた荷を目的とする位置まで安全に誘導することなどがあげられる。

労働安全衛生法によれば、吊り上げ荷重１ｔ以上の玉掛け作業は、厚生労働省令で定める玉掛け技能講習

を修了した者だけが行うことができる。

１．ワイヤロープの構造
玉掛け用ワイヤロープは末端に輪をつくって、ストランドがほぐれないように処理している。この輪を蛇

口、またはアイスプライスという。

クリップを使って蛇口をつくるのが最も簡単だが、この他にも、巻き差しや割差しといった編み込む方法

やクリップ止め、特殊な金具を使った圧縮止めなどの方法がある。
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第１章．玉掛けの基本

■ワイヤロープの構造

■使用していけないワイヤロープ

①ワイヤロープの１よりの間で素線の数の10％以上が

切断しているもの。

②直径の減少が公称径の７％を超えるもの。このとき

の直径は最も長い部分で測る。

③キンクしたもの。

④ストランドのへこみ、心鋼のはみ出し、ゆるみなど、

著しく型くずれをしていたり、腐食のあるもの。

⑤端末止め部に異常があるもの。

キンクしたワイヤロープ

クリップ

危険なクリップの止め方



２．ワイヤロープの安全荷重
玉掛けに使用するワイヤロープが、ど

れだけの重さに耐えられるかを知るため

には、吊ろうとしている荷の重さを知ら

なければならない。

ワイヤロープの太さに対する、そのワ

イヤロープの大体の破断荷重は、次式に

よって求めることができる。

（ワイヤロープの径（mm））2÷20≒破断荷重（ｔ）

ワイヤロープの安全係数は６以上であるから、実際

にワイヤロープにかけられる荷重（安全荷重）は、そ

の破断荷重の６分の１以下ということになる。例えば、

破断荷重が４ｔ（40KN）であれば、安全荷重は0.67ｔ以

下になるわけである。

また、荷を２本のワイヤロープで吊った場合には、

その２本のワイヤロープの角度によって、それぞれに

かかる荷重が変わってくる。

そして、一般に、ワイヤロープが荷に当たったりし

て折れている箇所には、特に大きな力が加わっている

ということを覚えておきたい。つまり、荷に当たって

折れる部分を考慮すると、ワイヤロープの安全荷重が

吊り荷よりも大きくなるように、太いワイヤロープを

選ばなければならない。

３．吊り荷の荷重とワイヤロープの選び方　
吊り荷の重さを知るためには、その材質の比重を知っておくと便利である。

たいていの立体は、おおよその体積と比重と体積から、そのだいたいの重量を知ることができる。しかし、

これらの計算は、現場において暗算で行うことが多いので、必ずしも正確な重量を出す必要はなく、やや大

きめの概算値が分かればよいということになる。

したがって、複雑な形をした立体は、やや大きめの単純な立体に置き換えて計算しても構わないし、半端

な長さは、長めの、きりのよい数字に読みかえて計算しても構わない。大きめに計算すれば、大きめの過重

に耐えられるワイヤロープを選ぶことになるので、危険はない。しかし、重量を小さく見積もった場合には、

細いワイヤロープを選ぶことになるので、非常に危険である。
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ロープの太さ

３分　　　　９mm

４分　　　 12.5mm

５分　　　 16mm

６分　　　 18mm

破断荷重（ｔ）

4.0

7.8

12.8

16.2

安全荷重（ｔ）

0.67

1.3

2.1

2.7

■ワイヤロープの安全荷重早見表

■主な庭石の比重（１ｍ3当たり）
稲田御影：2.64ｔ　寒水石：2.72ｔ　筑波石：2.69ｔ
大谷石：1.98ｔ　秩父青石：3.50ｔ　抗火石：0.68ｔ
小松石：2.53ｔ　根府川石：2.90ｔ　伊豆石：2.59ｔ
鞍馬石：2.90ｔ　本御影：2.65ｔ　万成石：2.62ｔ
伊予青石：3.50ｔ　大理石：2.70ｔ



４．その他の玉掛け用具
（1）シャックル

シャックルとは、ワイヤロープを他の物に継いだり、ワイヤロープ同士を継ぐときに用いる金具で、Ｕ字

型の鉄棒にボルトかピンの貫が通っている。

（2）スリング（繊維ベルト）

スリングとは、合成繊維で織られた丈夫なベルトで、

ベルトの両端が輪になったものと、全体が一つの輪にな

ったものがある。吊り荷を傷めにくいために、樹木を吊

るときにワイヤロープの代わりに使われる。ただし樹木

の水揚げ時に幹に直接スリングを巻くと、樹皮がむけて

しまうことが多いので、ワラやコモ、杉皮などの緩衝材

をあてがった上に、スリングを巻きつけて吊り上げると

よい。

（3）クリップ

クリップは、ワイヤロープのアイスプライスをつくる

金具のこともいうが、ここでいうクリップは、玉掛け用

ワイヤロープを挟んで、堅固に保持すると同時に、取り

外しも簡単な鉄製の小道具のことをいう。これは、ワイ

ヤロープを、ただ通すだけだが、そのロープに荷重がか

かると、自然に締まって抜けない仕組みになっている。

ただ、ワイヤロープの太さに合った大きさのクリップを

使わなくてはならない。スーパークリップ、キトークリ

ップなどの商品名で市販されている。
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■シャックル

ストレートシャックル

■スリング３種

■使用してはいけないスリング（繊維ベルト）

①縫合部で糸切れのしているもの。

②繊維のケバ立ちのはなはだしいもの。

③著しい損傷のあるもの。

■使用してはいけない
フック、シャックル、リング等

①著しく変形しているもの（口の開いたフック、楕

円形になったリングなど）。

②亀裂のあるもの。

③摩耗のはなはだしいもの。

ストレートシャックル４種

両端アイタイプ

エンドレスタイプ

両端金具付きタイプ

■クリップ

バウシャックル４種



５．玉掛けの方法
（1）１本吊り

１本吊りとは、ワイヤロープ１本で吊り上げる方法

である。蛇口に他の端を通して絞る方法と、２つ折り

にしたロープに両端を通して絞る方法とがある。

前者のような方法を、目通し吊りというが、吊られ

た荷が回転しやすいうえに、ロープが極度に折れ曲が

ることにより、ロープの強度が著しく低下するという

欠点がある。

以上のようなことから、１本吊りは労働安全衛生法

上、原則としては行ってはならないこととなっている

が、自然石等の不定形のものを吊るときには、１本吊

りが効率よく作業ができるので、安全を十分に確認し

つつ行う場合が多い。

なお、１本吊りを行うときなどの、ロープの絞り方

には、浅絞りと深絞りの方法がある。

深絞りは、ロープの折れ曲がる角度が大きいために、

強度的には好ましい方法とはいえない。しかし、自然

石などを吊る場合には、浅絞りにすると、ロープがず

れてはずれやすいために、もっぱら深絞りにしている。

目通しした際に、ワイヤロープを金てこなどで叩き締

めて深絞りにする。

また、目通しは引っ張る方向に締まるように行う。

（2）２本吊り

２本のロープを用いて吊る方法が２本吊りで、目通

し吊りによる方法と、半掛けによる方法とがある。

目通し吊りによる場合は、左右のロープの蛇口の向

きを交互にすると、ロープの折れ曲がりが少なくなる。

特に滑りやすい荷の場合には、あだ巻きといわれる

玉掛け法が行われることもある。この方法は、吊り上

げるばかりでなく、横方向に引っ張る場合にも適用さ

れる。なお長さの異なるロープを使って２本吊りにす

る方法をあまり通しといい、この方法によると、左右

の長さを調節することができる。

また、狭い場所で樹木を吊るときには、根鉢と幹の

２カ所にあまり通しして斜めに吊ることが多い。この

場合、フレ止めとしてトラ縄を用いて誘導すると安全

である。
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石の１本吊り。向って右に引っ張ると締まるように目通し
を行っている。



（3）重心

玉掛けの作業を安全に行うためには、荷

の重心がどこにあるかを知る必要がある。

荷を、安定した状態で吊り上げるためには、

フックを、重心の真上に誘導して玉掛けし

なければならない。

このような状態になっていないと、荷が

傾き、吊っている間にずり落ちる危険があ

る。
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■吊り荷の重心

■樹木の２本吊り３種



６．荷を吊るときの注意点

（1）吊り上げ

荷に取り付けた玉掛け用ワイヤロープをフックにかけたならば、以下のことに注意して静かに少しずつ吊

り上げる。

①ロープがフックの中心にかかっているのを確認する。先端の方にかかっていると、吊り上げたときにはず

れたり、フックの変形の原因になりかねない。

②ロープの張りは均等か。

③あてものは正しく当たっているか。途中で落ちる恐れはないか。

④シャックル等の取付け状態はよいか。

⑤ロープがずれる恐れはないか。

⑥荷は水平か。

⑦荷振れの恐れはないか。

（2）誘導

荷を吊り上げたならば、それを目的地点まで誘導するが、このときは、以下のことに注意する。

①吊り荷の高さは、原則として人の高さよりも高く、つまり床上２ｍを保つこと。

②吊り上げた高さで、他の人や物に衝突することはないか。

③誘導の指示は先導するように行うこと。

④吊り荷の下には絶対入らないこと。

⑤人の頭上を超えるような経路を選ばないようにすること。

⑥吊り荷の上に乗らないこと。

（3）荷降ろし

吊り上げた荷を目的地まで誘導し、降ろして積む場合には、以下のことに注意する。

①荷を降ろすときは静かに降ろす。

②後の作業がやりやすいように、あるいは荷を傷めないように角材などを下に敷いておく。こうすることに

よってロープもはずしやすくなる。

③後の作業がやりやすいように配置、整理を考えること。例えば、すぐに使う順に並べておくとか、使用頻

度の低いものは別に並べておくなどする。現場では、庭石や飛石は、そのかたちを見ることができるよう

に、またどれでもすぐに取り出せるように、できるだけ積み重ねないようにする。なお、材料置場などで

は、飛石は縦にして並べておく。

④荷は安定させておくこと。荷は転倒しないように置き、高く積み重ねないようにする。重ねたときに隙間

がある場合には、クサビなどをはさんで安定させる。
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１．人力やロープでの運搬
石などを短い距離をちょっとだけ動かすときは、下図のように穴を掘ったり、枕を当てがうなどの工夫を

して転がしたりする方法がある。

また、人力で移動できない石は、ロープを石の下に通して巻き、数人がかりで地面の上のロープを踏みつ

けて引っ張るという方法もある。

２．かつぎ
荷を吊るした丸太（かつぎ棒）を肩に乗せて、数人でかつぐことを、かつぎという。

この方法は、短距離の移動に限られるが、２人で200kg程度のものは、かつぐことができる。
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第２章．重量物の運搬法

■かつぎの種類

■人力で転がす方法

■ロープを使って引っ張る方法
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したがって、200kgくらいまでのものであれば、チェーンブロックやクレーンを使うよりも簡便で、短い

距離の運搬を容易に行うことができる。

２人、３人、４人と人数が増えるに従って、かつぎ棒を組んでいく。２人でかつぐことを２てん、３人で

かつぐことを３てんという。また、２てんで向かい合ってかつぐことを差しという。かつぎにおいては、ワ

イヤロープは使用せず、主に太い麻縄を用いる。

３．樹木の玉縄
樹木をかつぐ場合には、以下に説明するような玉掛け

方法が行われる。

（１）首っ玉

首っ玉とは幹の根元に玉をかける方法で、通常、樹木

そのものよりも鉢が重くなっている、比較的小さい樹木

をかつぐ場合に行われる。

この方法は、玉掛けは簡単だが、鉢の方に重さがかか

る。そして、かつぎ棒でかつぐ人の他に、樹木を支える

人が１人以上必要である。

（２）尻玉（けつっ玉）

尻玉は、鉢の底にあたるところで吊る玉掛け方法であ

る。この方法によると、かつぎ棒にかかる荷重は小さく

なるが、吊られた鉢の安定は悪くなる。なお、樹木の方

は、首っ玉に比べて重くなる。

（３）本玉

本玉は、根鉢の重心の真上をかつぐので、最も安定が

よく、鉢も傷めにくい方法である。

（４）太鼓玉

太鼓玉は、２本の玉を使って、鉢の左右に輪をつくる

玉掛け法で、鉢の径が大きくて、鉢の上にかつぎ棒を通

すと、かつぐ人の丈の高さが足りないような場合に適用

される。左右のバランスをとるのが難しいかつぎ法であ

る。

■樹木の玉縄

２てん（差し）による樹木の運搬。玉縄は尻玉。 本玉による樹木の玉縄掛け



４．車積

（１）一輪車（猫車、猫）

現場内で、石材や土砂、セメント、その他の施工資材を人力で運搬するもの。車体の前部には車輪が、後

部には取っ手があり、これを押すことで前方に進む。取っ手についている２本のグリップを両手で持ち上げ

て、バランスを取りながら押して運ぶ。台車に比べると積載力がやや劣るが、小回りがきき、狭い場所や障

害物が多い場所で使いやすい。ボディが浅いタイプと深いタイプのものがあり、狭くて障害物の多い場所で、

土や砂・砂利、生コンなどを運搬するときは、深いタイプの一輪車のほうが安定する。

（２）台車（地車・でっち）

現場内で、石や樹木、建築材料などを運搬するには、人力で動かせる、台車を使用すると便利である。地

車には、いろいろな形式のものがあり、二輪のもの、三輪のものと、四輪のもの、エンジンがついている動

力式のものもある。
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■一輪車（猫車、猫）２種

一輪車はなぜ「猫車」と呼ばれるか？
土砂やセメントを運ぶ手押しの一輪車のことを通称「猫車」あるいは「ネコ」と呼ぶが、その語源は諸説ある。
主な説は以下の通りである。
①建設用語で狭い足場を猫が通るような足場の意味で「猫足場」といい、そこを通ることができる車なので「猫
車」と呼ばれるようになった。
②漆喰を練った「練り子」を運ぶために用いられたので、略して「ネコ車」になったとする説。
③逆さに伏せると丸まった猫の背中に似ていることから、「猫車」と呼ぶようになったとする説。
④猫のようにゴロゴロと音をたてることから、「猫車」と呼ぶようになったとする説。
このうち、最も有力と考えられているのは、①の「猫足場」の説である。ちなみに英語でも狭い通路を
“catwalk”という。

■台車３種

浅ボディタイプ 深ボディタイプ

二輪の台車 四輪の台車

三輪の台車



５．ソリ
ソリは、現場内等の短い距離を、石や重い樹木を乗せて引っ張るための道具である。多くは堅木製で、幅

40～50cm、長さ２ｍくらいのものがよく使われている。

ソリ道といって、長さ90cm程度の、半割の丸太か竹を何本か地面に並べ、その表面に潤滑油などを塗って、

その上を滑らせるようにソリを移動させる。普通は、0.5～2.0ｔくらいの重量物を運搬するのに使われる。

このソリは、大きな建設機械等が入れないような、狭い現場での材料運搬には大変便利である。

6．コロ
ソリと同じように、昔は、現場内等における比較的短距離の重量物の移動には、コロがよく使われた。

コロもソリも、最近では小型の運搬機械にとって代わられたが、コロは、狭い場所内での運搬や数十ｔの

大木の移動を行う場合などに現在でも使われている。

コロを使用するときは、地面に道板を敷き、その上に丸太等のコロを並べ、コロの上にソリやコシタ（ヒ

ラ）を載せて、その上に重量物を載せるようにする。このとき、コシタの上の重量物が安定するように、角

材などを荷とコシタの間にはさむ。この角材をかんざしという。そして、ワイヤなどをかけて、ウインチ等

で引っ張って移動する。

普通の現場で使うコロは、直径10～12cm、長さ1.2～1.5ｍくらいで、堅木製または金属製である。コシタ

は、載せる重量物にもよるが、ケヤキやカシ等の堅木製で、例えば２～５ｔくらいの重量物を載せるには、

その断面が15～20cm×20～30cm、長さは1.5～3.0ｍくらいのものを用いる。
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■ソ リ
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■コ ロ

道板を敷く作業。 道板の上に丸太のコロを並べ、ソリ・コシタを載せる。

ソリ・コシタに石を載せる。 コロを木づちで叩いて移動の方向を変える。

7．チルホール
重量物を引っ張るためのドイツ製の手動式のウィンチで、型式によっては最大1.5ｔくらいまでの牽引能力

がある。大きさは荷重能力によって異なるが、幅が50～80cm、自重が７～15kgほどである。なお滑車を使用

することにより物を吊り上げることも可能となる。

台付けのワイヤロープの一端を、大木その他のしっかりした構造物に結び、もう一端をアンカーフックに

掛け、荷にもロープガイド側の台付けワイヤロープをしっかりと掛け、前進レバーを動かして荷を引っ張る。

アンカーフック側の台付けに荷を取りつけた場合はバックレバーを動かして引っ張る。

使用にあたっては、決められた重量以上のオーバーロードは絶対に避け、１カ月に最低１回は必ず自主点検

することが大切である。



14

■チルホール

■チルホールの使用上の注意点
●チルホールの使用方法を誤った場合、重傷ひどいときには死亡するケースもみられるので、使用にあたっては

十分な注意が必要となる。

●操作ミスなどにより大事故につながることがあるので、特に初心者は本使用の前に、使用説明書を読み、何度

か練習すること。

●最大能力より大きな荷重をかけての使用はしてはならない。

●最大能力には、振動などによる偏荷重も考慮に入れること。

●最大能力の2倍以上の操作力が本体に作用した場合には、安全ピンの耐力を上回り安全ピンが切断することに

より、本機の安全装置が働く。これにより、牽引操作が不能になるとともに、作業が危険であることを警告す

る。

●ワイヤロープに基準以上の荷重がかかると、破断強度を超える力となり、ワイヤロープが破断することがある。

●操作中以外に一時操作を中止する場合には、必ずパイプハンドルを前進レバー・バックレバーから取り外すこ

と。

●チルホールを連続操作すると、本体及びワイヤロープが熱を持ち、いくら操作しても荷重が牽引されない現象

が時に発生することがある。この場合は、直ちに操作をやめ、本体を冷却すること。

●ワイヤロープを鋭利な角部に当てて作業すると、大きな強度低下がみられるので要注意。

チルホールのバックレバーを操作。 木にワイヤロープを結びチルホールを取りつける。



１．てこ
石を据えたり、樹木を植えつけたりする際に、それらの重量物をこじ上げて動かすための道具。木製の木

でこと鉄製の金てこがある。小さい力を拡大して伝達することができる。石の合端を合わせたり、木の向き

を変えたりするときに用いられる。 長さは一般に２ｍ以上、比較的軽く、使うときに力を入れやすいが、

木でこの場合、あまり無理をすると折れる危険性がある。

基本的なてこの使い方には、以下のような方法がある。

①追いてこ：てこを物体の下にこじ入れ、てこの先と地面が接する部分に支点を置き、てこを向こう側へ押

し込むことによって、物体を向こう側へ横に移動させる。

②持ちてこ：てこを物体の下にこじ入れ、てこの先と地面が接する部分に支点を置き、てこを上へ持ち上げ

ることによって、物体を持ち上げる。

③はねてこ：てこを物体の下にこじ入れ、角材などの枕をてこの下に入れ、そこを支点とする。てこを下へ

押し込むことによって、物体は上へ持ち上げる。

以上のほかに、３人がかりで大きな石などを少しずつ横に移動させる舟漕ぎという方法もある。
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第３章．施工時の重量物の移動と組立て

木でこ（右）と
まくら（左）

木でこ

■木でこ



２．滑車
滑車は、重量物を引っ張るときや、吊り上げ、または吊り降ろす場合に使う。普通は鉄製で、何組かの滑

車を組み合わせたものもある。滑車の利用の仕方には、定滑車と動滑車がある。定滑車は、力の方向を変え

るだけで、力の大きさや距離は変わらないが、動滑車は、力が半分になり、ロープを引く距離は２倍になる。

この原理を応用することにより、いくつかの滑車を組み合わせて、引っ張る方向を変えたり、引っ張る力を

小さくすることができる。

３．チェーンブロック
チェーンブロックとは、小さい力で、庭石などの重量物を吊り上げるための、滑車と歯車を組み合わせた

道具である。人がチェーンを引くことによって、歯車を回転させ、何枚かの歯車を介した後、吊り上げ用の

チェーンを引き上げる仕組みになっている。
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■滑車

三又に定滑車と動滑車を取りつけた例

■チェーンブロック

三又に取りつけられたチェーンブロック。

一車タイプ 二車タイプ



天井に据え付ける形式のものでは、数十ｔを吊り上げられるものもある。しかし、造園現場で使用する、

１～２人で取り付けられるものは、大体５ｔ程度までの樹木や石材の上げ下ろしができるもので、その揚程

は２～４ｍくらいのものが多く使われている。

チェーンブロックは三又（次項）などに取りつけて用いられることが多いが、手ぐさりは滑車の溝に沿っ

て引くことが重要。溝に沿っていないと引く音が異なるのですぐに分かる。なお手ぐさりを引くときには、

石などの吊り上げた重量物が来ない方向に立って作業をすることが大切である。

４．三又（三脚）
三又とは、３本の丸太、または鉄パイプ等の上部を結束したもので、下部を三方に開いて、上部にチェー

ンブロック等を吊り下げるのに用いる。石材などを、現場内の短い距離を移動させるのに、三又とチェーン

ブロックを使って引きずる方法がよく行われる。

三又は複数名で立てるのが望ましい。ただし脚を開くときは三脚同時に開かずに、必ず一脚は動かさずに

固定し、一脚ずつ開くこと。各脚の脚元部分に取手縄を結び、それを持って脚を動かすとスムーズに作業が

できる。やむを得ず１人で立てるときは、地面に小さな穴を掘るなどして一脚ずつ固定して立てることが重

要となる。

三又の足元には厚板や角材を利用してつくった下駄を設けて、脚が沈まないようにしておく。この際に注

意することは、厚板と脚が直角に当たるようにすることである。そうしないと荷重が大きくなったときに、

脚がずり落ちて、土中にもぐったり、すべったりして、外側に外れてしまい、三又が倒れる恐れがある。

３つの足元を結んだ三角形の中に、吊ろうとするものが入っている場合は、三又が倒れることはない。し

かし、吊ろうとする物が、三角形の外にある場合には転倒してしまうので、トラ縄と呼ばれる、転倒防止用

のロープを立木などに結び付けておかなくてはならない。このようにすれば、トラ縄にも荷重がかかり、三

又の両脚に荷重がかかるようになる。

また、三又で石などを引きずってきた場合、それを穴などに落とし込むときには、十分注意しなければな

らない。つまり、引きずってきた石などを、おしみと呼ばれるロープで立木などにつないでおくか、あるい

は三又の１本の脚につなぐなどしておかないと、石が地面から離れた瞬間に、その反動で石が大きく振れて、

三又が倒れる危険があるためである。
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■三又

三又とチェーンブロックで樹木を吊って移動する作業。
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■三又のワイヤロープ縛り～三又を立てる

④結び完成。 ⑤三又を立てる。

①３本の丸太を頭をそろえて
並べ、中央の丸太にロープ
を巻き結びなどで結び、左
右の丸太にそれぞれ→のよ
うに巻き付ける。巻く回数
は丸太の太さや吊る荷の重
量などによって調整する。

②予定数巻いたら、
丸太と丸太の間に
割りを入れて十分
に絞める。

③割りを入れ終わっ
たら、ロープの端
と端を止める。

■チェーンブロックと三又による移動法

３本の丸太をそろえて結束開始 丸太間に割りを入れて結束完了 ワイヤロープの端をクリップで止める

三又を所定の位置に立てる 三又の脚を３人で開く 三又にオニガミを取りつける
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■おしみによる三又の転倒防止

三又の丸太におしみをとったケース。 外側の立木におしみをとったケース。



５．二又（二脚）
人力では不可能な大きな石灯籠や石塔などの組み立ては、チェーンブロックを吊るした二又が使用される。

三又とチェーンブロックとでは、吊り上げたまま平行に移動させる操作ができないので、石灯籠の組み立て

には使いにくいという欠点があるからである。

６．ボウズ（一脚）
ボウズとは、現場で組み立て可能な簡易クレーンのこと。１本の長い丸太を立て周囲にトラ縄を張り、丸

太の先端に滑車をつけたもの。簡単な組み立てで使えるので、敷地内で移動しながら吊り上げ作業を行うこ

とができる。最後に逃げる方向を考えておかないと、敷地内で立ち往生してしまうので、要注意。
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■二又

二又を使って石灯籠を組む作業。

■ボウズ

地中にネカセをつくる

樹木の幹を傷めな
いために、カツブ
シ（木片）を巻い
て養生する

下駄と枕で丸太を安定させる

滑車またはチェ
ーンブロック

チルホールで丸太の傾きを調節
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ボウズを使ってトラックの荷台から樹木を下ろし移動させる。ボウズは三又、二又よりも可動範囲が広い。
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