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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】樹上で移動時に安全帯を外して転落事故を起こ
したり、不安定な体制で作業をしたりすることを解消す
る安全器具を提供する。
【解決手段】シットハーネス、ワークポジショニングハ
ーネス（腹部アタッチメントポイント及び両側部アタッ
チメントポイント付）と造園樹木高所作業用２丁掛け安
全作業帯をセットで使用する。２丁掛け安全作業帯はラ
ンヤードＡ部分１ＡとランヤードＢ部分１Ｂから構成さ
れており、両部分は１本のアイ付ロープ１からなる。ラ
ンヤードＡ部分１ＡとランヤードＢ部分１Ｂを交互に使
用することにより、２丁掛け安全作業帯となり、常にど
ちらかで安全を確保できる。作業時は、ランヤードＡ部
分１ＡとランヤードＢ部分１Ｂ両方を使用することによ
り、安定した作業姿勢を取ることができ、２点保持とな
るため、万が一の際のバックアップ機能をも有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両末端にアイの付いた１本のロープ（メインロープは４．５ｍ程度から６．０ｍ程度）
を使用し、両端にそれぞれランヤードＡとランヤードＢを組合わせ、具備している。
　ランヤードＡはメインロープのＡ側アイには、カラビナ（開閉式接続金具）を取り付け
、メインロープには、可動式締具（２アイ式フリクションロープ）と２穴可動補助滑車（
プーリー）とカラビナ（開閉式接続金具）を接続して取り付ける。
　ランヤードＢは、メインロープのＢ側アイには、カラビナ（開閉式接続金具）を取り付
け、メインロープには、可動式締具（２アイ式フリクションロープ）と１穴可動補助滑車
（プーリー）とカラビナ（開閉式接続金具）を接続して取り付ける。
　この一体化された構造とシステムを特徴とする造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯
。
【請求項２】
　一体化された造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯は、樹木という親綱や堅固な手す
り等の無い特殊な環境で、体への落下衝撃を与えない作業帯としての転落防止機能、安定
した作業姿勢（ポジショニング）を取るための作業帯としての機能、枝間隔が広く直に登
れない場所での木登り器具としての機能、作業時の２点保持のバックアップ機能を、常に
体への負担を与えずに一つの一体化された器具で行えることを特徴とする。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、造園技術者等が樹木に登り作業する際、安定した作業姿勢で樹上での作業
を容易に行うことができるだけでなく、転落を防止し安全を確保できる器具である。
【背景技術】
【０００２】
　造園作業での樹上での安全帯については、高所作業用安全帯、一本吊り専用安全帯、Ｕ
字吊り兼用安全帯など、一般建設現場等での使用を想定した安全帯が流用されていた。こ
れらの器具は樹木に登るという特殊な条件での使用を考慮され制作されたものでなかった
。
【０００３】
　また、転落を防止することに主眼が置かれ、樹木上で安全に作業できる体制づくりが考
慮されていなかった。
【０００４】
　また、一本吊り専用安全帯は、作業者が万一足を滑らせたり、足元の枝が折れたりした
際は、ロープ１本で受け止め、転落を防止しているが、落下による体への衝撃が大きかっ
た。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これまでに樹木に登る際に一般的に使用されていた安全帯等は、樹木に登ることを考慮
していない物であったため、次のような誤った使われ方をするという欠点があった。
【０００７】
　親綱等が有る場所で使用する目的の安全帯を、親綱等が無い樹木の上下移動で使用する
ため、親綱の代わりに幹または堅固な枝に回し掛けて使用した。そのためランヤードの長
さに制約がある国内の安全帯では、移動できるクリアランスが取れなくなり、一時外すこ
とが行われ、非常に危険な状況が発生していた。
【０００８】
　このように、これまでに使用されていた安全帯は、樹木に登り降りする為の器具ではな
いため、樹上を上下移動する際の、専用の安全対策の器具の開発が、課題となっていた。
【０００９】
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　また、樹木上での作業する際、安全な作業が出来る姿勢を確保するには、国外の特殊な
技術の講習を受けなくてはならなかった。よって一部の技術者にのみ使用され、一般造園
技術者が、それを広く使用することは出来なかった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　課題を解決する手段としては、後に記載されている発明を実施するための形態を参考に
記載すると、当発明は、請求項１　請求項２を次のような手段で解決することを特徴とす
る。
【００１１】
　ランヤードＡ部分とランヤードＢ部分から構成されており、両部分は、１本のアイ付ロ
ープ１（４．５メートルから６．０メートル程度）で一体化されている。作業者は別途一
般市販品のシットハーネス、ワークポジショニングハーネス（腹部アタッチメントポイン
ト及び両側部アタッチメントポイント付）（参考図参照）を使用する。
【００１２】
　ランヤードＡ部分は、メインロープ１のＡ側アイ１Ａ側を用い、Ａ側アイ１Ａには、カ
ラビナ（開閉式接続金具）２Ａを取り付ける。ランヤードＡ部分のメインロープ１には、
可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と２穴可動補助滑車（プーリー）４とカラ
ビナ（開閉式接続金具）２Ｂを接続して取り付ける。
【００１３】
　ランヤードＢ部分は、メインロープ１のＢ側アイ１Ｂ側を用い、Ｂ側アイ１Ｂには、カ
ラビナ（開閉式接続金具）２Ｃを取り付ける。ランヤードＢ部分のメインロープ１には、
可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と１穴可動補助滑車（プーリー）５とカラ
ビナ（開閉式接続金具）２Ｄを接続して取り付ける。
【００１４】
　上記の手段により、各部材を組み合わせた物が、造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業
帯となる。
【００１５】
　当発明を使用する造園技術者等は、図３にある様な、既製品のワークポジショニングシ
ットハーネスＨ等を着用する。ワークポジショニングシットハーネスＨには、腹部アタッ
チメントポイントＨＡ‐１及び左右２か所の側部アタッチメントポイントＨＡ‐２を有す
る物を使用する。
【００１６】
　ランヤードＡ部分とワークポジショニングシットハーネスＨとの接続は、ランヤードＡ
部分のカラビナ（開閉式接続金具）２ＢをポジショニングシットハーネスＨの腹部アタッ
チメントポイントＨＡ‐１とを、作業中は常時接続した状態で使用する。ランヤードＡ部
分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ａは、樹木に登る（上昇）する際、一時的に２穴可動
補助滑車（プーリー）４から外し、樹木（上部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐１にメインロ
ープを掛け回した状態にし、ランヤードＡ部分の２穴可動補助滑車（プーリー）４に接続
して使用する。接続後、造園技術者等は、樹を登ってゆく。その際、上昇と同時に樹木（
上部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐１に掛けたランヤードＡ部分の緩みを取りながら登る。
緩みは可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と２穴可動補助滑車（プーリー）４
の中を通過したメインロープ１をランヤードＢ側に引くことで解消される。ワークポジシ
ョニングシットハーネスＨを着用した造園技術者等は、腹部アタッチメントポイントＨＡ
‐１とランヤードＡ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ｂと接続されており、造園技術
者等の荷重が、ランヤードＡ部分に加わると、可動式締具（２アイ式フリクションロープ
）３が締まり、造園技術者等は下降（転落）することは無い。
【００１７】
　ランヤードＡ部分を使用し、登った造園技術者等は、次にランヤードＢ部分を使用して
、安全で安定した体制を作る。ランヤードＢ部分とワークポジショニングシットハーネス
Ｈとの接続は、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ｄをポジショニングシ
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ットハーネスＨの側部アタッチメントポイントＨＡ‐２とを、作業中は常時接続した状態
で使用する。ランヤードＡ部分を使用できる範囲で登り切った造園技術者等は、ランヤー
ドＢ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ｃを、樹木（腹部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐
２にメインロープを回し掛けした状態にし、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉式接続金
具）２Ｄを接続した反対側のポジショニングシットハーネスＨの側部アタッチメントポイ
ントＨＡ‐２に接続する。接続後、造園技術者等は、ランヤードＢ部分の緩みを取る。緩
みは可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と１穴可動補助滑車（プーリー）５の
中を通過したメインロープ１をランヤードＡ側に引くことで、解消される。
　緩みを解消して、ランヤードＢ部分に造園技術者等の荷重を加えると、可動式締具（２
アイ式フリクションロープ）３が締まり、Ｕ字吊り状態の安定した安定した作業姿勢（ポ
ジショニング）で樹上での作業を容易に行うことができる。可動式締具（２アイ式フリク
ションロープ）３は、荷重が加わった状態でも、可動式締具（２アイ式フリクションロー
プ）３の結び部分を１穴可動補助滑車（プーリー）５側に引くことで荷重の加わったまま
でも移動させることができる。
【００１８】
　ランヤードＢ部分で安定した作業姿勢（ポジショニング）を取った造園技術者等は、ラ
ンヤードＡ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ａの接続を解除し、可動式締具（２アイ
式フリクションロープ）３を２穴可動補助滑車（プーリー）４側に移動させることにより
、ランヤードＡ部分のメインロープ１の長さを調整し、前述の、樹木（上部の幹又は堅固
な枝の又）Ｊ‐１にメインロープを掛け回した状態にし、ランヤードＡ部分の２穴可動補
助滑車（プーリー）４に接続して使用する。接続後、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉
式接続金具）２Ｃの接続を解除し、造園技術者等は樹を登ってゆくことを繰り返す。
【００１９】
　この繰り返しにより、一体化された、ランヤードＡ部分とランヤードＢ部分を使用して
樹Ｊに登る。木に登るという移動している際は、ランヤードＡ部分又はランヤードＢ部分
のどちらかが、樹Ｊ‐１又は樹Ｊ‐２に掛け回した状態で接続されているため、転落する
ことは無い。
【００２０】
　造園技術者等が、樹上で剪定作業、伐採作業等を行う際は、ランヤードＡ部分及びラン
ヤードＢ部分を同時に樹Ｊ‐１及び樹Ｊ‐２に掛け回した状態で接続し、ランヤードＡ部
分及びランヤードＢ部分両方に荷重をかけることにより、安定した作業姿勢（ポジショニ
ング）で樹上での作業を、両手を使い容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明による効果は、課題であった「一般的に使用されていた安全帯等は、樹木に登
ることを考慮していない物であった」、「親綱等が無い樹木の上下移動で使用する」、「
ランヤードの長さに制約がある国内の安全帯では、移動できるクリアランスが取れなくな
り、一時外すことが行われ、非常に危険な状況が発生していた。」、「樹木に登り降りす
る為の器具ではないため、樹上を上下移動する際の、専用の安全対策の器具の開発が課題
」となっていたことについては、前述の解決するための手段を使用することにより、次の
ような効果がある。
【００２２】
　一般的に使用されていた安全帯等は、樹木に登ることを考慮していない物であったが、
当発明により、請求項１の一体化された造園樹木高所作業専用に考案された２丁掛け安全
作業帯である。この発明は、樹木に登り降りする為の専用の器具であり、樹上を上下移動
する際の、専用の安全対策の器具である。
【００２３】
　親綱等が無い樹木の上下移動で使用する点については、当発明により、請求項２の親綱
等が無い樹木でも、ランヤードＡ部分又はランヤードＢ部分を掛け回した状態で使用する
ことにより、樹木の幹又は堅固な枝の又に常時接続した状態で上下移動が安全に行える効
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果がある。
【００２４】
　ランヤードの長さに制約がある国内の安全帯では、移動できるクリアランスが取れなく
なり、一時外すことが行われ、非常に危険な状況が発生していたことについては、この発
明により、請求項１の構造とシステムを特徴とする、両末端にアイの付いた１本のロープ
（メインロープは４．５ｍ程度から６．０ｍ程度）を使用することにより、ランヤードＡ
とランヤードＢは１本のロープをお互いに共用することが出来、長さを有効に活用出来る
。よって造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯は、一時外すこと無く、危険な状況は発
生しない効果がある。
【００２５】
　国内のランヤードの制約については、衝撃荷重を規格内に抑えるための長さの制約であ
り、本発明は、常に緩みを取りながら（常にテンションをかけながら）使用できるため、
大きな落下衝撃は発生しない効果がある造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯である。
【００２６】
　請求項２の一体化された造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯は、前述の解決するた
めの手段を使用することにより、樹木という親綱や堅固な手すり等の無い特殊な環境でも
体への落下衝撃を与えずに転落防止機能、安定した作業姿勢（ポジショニング）を取るた
めの作業帯としての機能、枝間隔が広く直に登れない場所での木登り器具としての機能、
作業時の２点保持のバックアップ機能を、常に体への負担を与えずに一つの一体化された
器具で行えるという効果がある。
【００２７】
　また、この発明による効果は、課題であった「樹木上での作業する際、安全な作業が出
来る姿勢を確保するには、国外の特殊な技術の講習を受けなくてはならなかった。」点に
ついては、当発明により一般造園技術者が、一般的な登り込みでの剪定作業行う場合でも
、機能を理解することで使用することが出来るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明を使用して樹に登る際の代表的なイメージ図である。
【図２】本発明の詳細を表す斜視図である。
【図３】本発明を使用する際に着用する標準的なワークポジショニングシットハーネス（
既製品）の参考図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態について説明する。
【００３０】
　本実施の形態の造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯は、ランヤードＡ部分とランヤ
ードＢ部分から構成されており、両部分は１本のアイ付ロープ１（４．５メートルから６
．０メートル程度）で一体化されているものである。作業者は別途一般市販品のシットハ
ーネス、ワークポジショニングハーネス（腹部アタッチメントポイント及び両側部アタッ
チメントポイント付）（参考図参照）を着用して造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯
を使用する形態である。
【００３１】
　ランヤードＡ部分は、メインロープ１のＡ側アイ１Ａ側を用い、Ａ側アイ１Ａには、カ
ラビナ（開閉式接続金具）２Ａが取り付けられ形成している。ランヤードＡ部分のメイン
ロープ１には、可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と２穴可動補助滑車（プー
リー）４とカラビナ（開閉式接続金具）２Ｂを接続して取り付けられ形成している。
【００３２】
　ランヤードＢ部分は、メインロープ１のＢ側アイ１Ｂ側を用い、Ｂ側アイ１Ｂには、カ
ラビナ（開閉式接続金具）２Ｃを取り付けられ形成している。ランヤードＢ部分のメイン
ロープ１には、可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と１穴可動補助滑車（プー
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リー）５とカラビナ（開閉式接続金具）２Ｄを接続して取り付けられ形成している。
【００３３】
　当形態の造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯は、図３にある様な、既製品のワーク
ポジショニングシットハーネスＨ等を着用する。ワークポジショニングシットハーネスＨ
には、腹部アタッチメントポイントＨＡ‐１及び左右２か所の側部アタッチメントポイン
トＨＡ‐２を有する物を使用する。腹部と側部のアタッチメントポイントを有する物であ
れば、フルハーネスタイプの使用も可能であるが、腹部側部アタッチメントポイントを有
しないハーネスは、使用できない。
【００３４】
　ランヤードＡ部分とワークポジショニングシットハーネスＨとの接続は、ランヤードＡ
部分のカラビナ（開閉式接続金具）２ＢをポジショニングシットハーネスＨの腹部アタッ
チメントポイントＨＡ‐１とを、作業中は常時接続した状態で使用する。ランヤードＡ部
分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ａは、樹木に登る（上昇）する際、一時的に２穴可動
補助滑車（プーリー）４から外し、樹木（上部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐１にメインロ
ープを掛け回した状態にし、ランヤードＡ部分の２穴可動補助滑車（プーリー）４に接続
して使用する。カラビナ（開閉式接続金具）２Ａは、一時的に外すが、その際ランヤード
Ｂは接続されているので、転落することは無い。接続後、造園技術者等は樹を登ってゆく
。その際、上昇と同時に樹木（上部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐１に掛けたランヤードＡ
部分の緩みを取りながら登る。緩みは可動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と２
穴可動補助滑車（プーリー）４の中を通過したメインロープ１をランヤードＢ側に引くこ
とで解消される。ワークポジショニングシットハーネスＨを着用した造園技術者等は、腹
部アタッチメントポイントＨＡ‐１とランヤードＡ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２
Ｂと接続されており、造園技術者等の荷重が、ランヤードＡ部分に加わると、可動式締具
（２アイ式フリクションロープ）３が締まり、造園技術者等は下降（転落）することは無
い。また緩みを取りながら登ってゆくことで、常にランヤードにテンションがかかってい
る状況となる為、落下による衝撃は発生しない。（一般的なフォールアレスト状況を発生
しない。）また、腹部アタッチメントポイントと接続されていることから、ランヤードＡ
に荷重がかかっている状態でも、体への負担無く使用できる。
【００３５】
　ランヤードＡ部分を使用し、登った造園技術者等は、次にランヤードＢ部分を使用して
、安全で安定した体制を作る。ランヤードＢ部分とワークポジショニングシットハーネス
Ｈとの接続は、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ｄをポジショニングシ
ットハーネスＨの側部アタッチメントポイントＨＡ‐２とを、作業中は常時接続した状態
で使用する。ランヤードＡ部分を使用できる範囲で登り切った造園技術者等は、ランヤー
ドＢ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ｃを、樹木（腹部の幹又は堅固な枝の又）Ｊ‐
２にメインロープを回し掛けした状態にし、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉式接続金
具）２Ｄを接続した反対側のポジショニングシットハーネスＨの側部アタッチメントポイ
ントＨＡ‐２に接続する。側部アタッチメントポイントの使用は、左右を入れ替えて使用
しても可能である。接続後、造園技術者等は、ランヤードＢ部分の緩みを取る。緩みは可
動式締具（２アイ式フリクションロープ）３と１穴可動補助滑車（プーリー）５の中を通
過したメインロープ１をランヤードＡ側に引くことで、解消できる。
　緩みを解消して、ランヤードＢ部分に造園技術者等の荷重を加えると、可動式締具（２
アイ式フリクションロープ）３が締まり、Ｕ字吊り状態の安定した安定した作業姿勢（ポ
ジショニング）で樹上での作業を容易に行うことができる。可動式締具（２アイ式フリク
ションロープ）３は、荷重が加わった状態でも、可動式締具（２アイ式フリクションロー
プ）３の結び部分を１穴可動補助滑車（プーリー）５側に引くことで荷重の加わったまま
でも移動させることができる。左右アタッチメントポイントを使用してＵ字吊り状態にな
り荷重をかけることにより、非常に安定した体制ができる。
【００３６】
　ランヤードＢ部分で安定した作業姿勢（ポジショニング）を取った造園技術者等は、ラ
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ンヤードＡ部分のカラビナ（開閉式接続金具）２Ａの接続を解除し、可動式締具（２アイ
式フリクションロープ）３を２穴可動補助滑車（プーリー）４側に移動させることにより
、ランヤードＡ部分のメインロープ１の長さを調整し、前述の、樹木（上部の幹又は堅固
な枝の又）Ｊ‐１にメインロープを掛け回した状態にし、ランヤードＡ部分の２穴可動補
助滑車（プーリー）４に接続して使用する。接続後、ランヤードＢ部分のカラビナ（開閉
式接続金具）２Ｃの接続を解除し、造園技術者等は樹を登ってゆくことを繰り返す。昇る
際は、幹枝に足や手を使い、通常の木登り方法も出来るし、ランヤードＡ部分のロープを
使用して登ることも出来る。
【００３７】
　この繰り返しにより、一体化された、ランヤードＡ部分とランヤードＢ部分を使用して
樹Ｊに登る又は降りることが、安全に行うことが出来る。木に登る又は降りるという移動
している際は、ランヤードＡ部分又はランヤードＢ部分のどちらかが、樹Ｊ‐１又は樹Ｊ
‐２に掛け回した状態で接続されているため、転落することは無い。
【００３８】
　造園技術者等が、樹上で剪定作業、伐採作業等を行う際は、ランヤードＡ部分及びラン
ヤードＢ部分を同時に樹Ｊ‐１及び樹Ｊ‐２に掛け回した状態で接続し、ランヤードＡ部
分及びランヤードＢ部分両方に荷重をかけることにより、安定した作業姿勢（ポジショニ
ング）で樹上での作業を容易に行うことができる。また、剪定作業、伐採作業等を行う際
、万が一ロープを切断する状況になっても、作業時は２か所で確保されている形態のため
に安全は確保されている。
【００３９】
　この発明で使用する造園樹木高所作業用２丁掛け安全作業帯の部材は、すべて２３キロ
ニュートン（約２３００キログラム）以上の強度を有しているものを使用しており、欧州
（ＥＮ規格）並びにアメリカ（ＡＮＳＩ規格）にも適合する材料、構造で形成されている
。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　　　メインロープ（４．５ｍ～６．０ｍ）
１Ａ　　　　　メインロープＡ側アイ
１Ｂ　　　　　メインロープＢ側アイ
２Ａ　　　　　カラビナ（開閉式接続金具）
２Ｂ　　　　　カラビナ（開閉式接続金具）
２Ｃ　　　　　カラビナ（開閉式接続金具）
２Ｄ　　　　　カラビナ（開閉式接続金具）
３　　　　　　可動式締具（２アイ式フリクションロープ）
４　　　　　　２穴可動補助滑車（プーリー）
５　　　　　　１穴可動補助滑車（プーリー）
Ｊ　　　　　　樹木
Ｊ１　　　　　樹木（上部の幹又は堅固な枝）
Ｊ２　　　　　樹木（腹部の幹又は堅固な枝）
Ｌ－Ａ　　　　ランヤードＡ
Ｌ－Ｂ　　　　ランヤードＢ
Ｈ　　　　　　ワークポジショニングハーネス（既製品）
ＨＡ－１　　　腹部アタッチメントポイント
ＨＡ－２　　　側部アタッチメントポイント
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