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発行にあたって
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植栽の道具と使い方』を作成いたしました。経験 10 年程の中堅技能者が、さらに研鑽を積
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び、的確に使いこなす技量が求められます。

　本書では、当会主催の「技を生かす庭づくり塾」で作庭する「楽しく遊ぶ庭」を具体例と

してとりあげ、特に自然素材である石、竹、樹木（植栽・剪定）を扱う作業について、必要

な道具と使い方を解説しています。作業の様子を収録した映像教材（DVD）もありますので、

テキストと併せてご活用ください。

　テキスト・DVD は、いつでも誰でもご覧いただけるよう、当会のホームページで公開し

ております。できるだけ多くの造園関係者の方々が、現場の作業や各地域の研修会など、様々

な場面でこの教材を活用していただくことを心より願っております。
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景石と石組、２種類の石積み、竹垣、
敷石、園路、樹木の植栽、草花の植栽
など、伝統的な技法を大切にしつつも、
新しい工夫を施した自然風の庭園。基
本を踏まえつつも現代風にアレンジし
た意匠で、本庭園の作庭を通して、古
くて新しい、多彩な技法が学べるよう
に意図した。
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序章　楽しく遊ぶ庭

 １．庭園のデザインコンセプト
（1）全体のデザインコンセプト

　この庭園はアプローチガーデンとお客様を迎える機
能と、中庭として観賞し散策する機能の両面を併せ持
つように意図。
　石組、石積み、竹垣、園路、植栽といった、日本庭
園の伝統の技に、新しいモダンな感性を取り入れて、
重厚さをベースにしつつも、場所によっては明るく、
また軽妙な趣をつくり出している。
　春の芽吹き、彩りを競う花々、萌える新緑、燃える
紅葉、雪景色と、四季の移り変わりを楽しめる庭園と
した。特に光と風が織り成す季節の微妙な移ろいを、
日々の暮らしのなかに感じ取ることができる庭を目指
した。　　
　周囲から見た景観と、歩くことにより多様に変化す
る景観の両面を考え、１本１本の樹木、１株１株の草
花の配植に十分留意して施工。

園路

園路

松韻垣
（H＝1.75）

飛石
切石敷石

レンガ

小端積み

野面積み

「庭づくり塾」
の石碑

「楽しく
遊ぶ庭」
の石碑

芝生

楽しく遊ぶ庭　計画平面図

「楽しく遊ぶ庭」アプローチの部分。切石の敷石が特徴的

「楽しく遊ぶ庭」中庭部。飛石と景石、野面積みの景
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（2）石積み・石組・つくばい
　①石積み
　野面積みの不規則な中に美しさが感じられる目地の
模様は、大・中・小の石の巧みな組み合わせによって
生み出される。また、それぞれの石の面を均一にそろえ、
かつ、天端の水平ラインをきれいに出すことが、野面
積み独特の美しさを表現するポイントとなる。安定感
を求めつつ、自然石のもつ風合いや迫力を損なわない
のが、野面積みの醍醐味である。
　小端積みはすべて切石を用いて、モルタルを使って
積み上げていく。セメントやモルタルを使わないで積
む方法を「空積み」と呼ぶのに対して、セメントやモ
ルタルを使って接着しながら積む方法を「練り積み」
と呼んでいる。切石による小端積みは縦に目地を通さ
ないのがポイント。

野面積み施工の様子。天端石を積む作業

完成した野面積み。下草や草花が石の表情をやわらげる

完成した切石の小端積み。モルタルを使った練り積みで施工

小端積み施工の様子。石を積むごとに水平を確認
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　②景石・石組
　景石と石組は、根が切れないようにして、大ぶりな
石を山天で据えるのを基本として、自然の風合いを損
なわないように工夫している。
　特に景石は存在感を主張しつつも、全体の調和を壊
すことなく、庭の急所に据えた。
　また石組は、大ぶりな石材を用いて、飛石と連続さ
せたり、また株立ちの樹木の下部などに据え、効果的
に景を引き締める役割を担う。

　③つくばい
　自然石の手水鉢を使った「降りつくばい形式」とし、
大ぶりな石を前石として据えつける。野面積みの手前
に配して、野面積みと一体となった景趣をつくる。
　筧を取りつけて、海にはゴロタを敷き詰める。排水
は自然排水とし、有孔管を地中に埋めておく。

（3）敷石・園路
　①切石の敷石
　切石にところどころレンガを織り交ぜたテラス風の
園路で、この庭のアプローチとなる。目地は砂目地とし、
目地幅を均一にすることで、より整然としたフォーマ
ルな美しさを表現。ビシャンでエッジを落として滑ら
かにして、柔らかな趣とした。

序章　楽しく遊ぶ庭

ポイントに景石を据えて効果的な景趣をつくる

自然石の手水鉢を使用した降りつくばい。筧の水音が心地よい

切石の敷石を施工。目地ゴテで目地を押さえる

完成した切石の敷石。ポイントに挟んだレンガ敷きが色彩的な変化をつくっている
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　②延段
　自然石で外側を縁取って、内側はミキサーで練った
土系舗装材で仕上げる（寒冷地では特によく練る）。下
地には砂利を敷き詰め十分に転圧、その上に土系舗装
材を水で練ったものをコテで平らに均し、固まるまで
しばらく放置する。石はランダム模様として方向性を
考えて施工。石の大中小のバランスを考えて、メリハ
リをつけて配置。今回は舗装の中に、造園連のイメー
ジキャラクターである「庭丸」を彫ったレリーフを埋
め込んで楽しみのあるアクセントとした。
　土系舗装は、雑草の繁茂を防いだり、雨水を浸透さ
せるなど、環境にやさしい素材のため、近年施工され
ることが多くなってきた。今回は真砂土系舗装材を練っ
て使用したが、一般的には敷き均した後、散水して固
まるまで放置・養生すればよい。土系舗装はエコクリー
ンソイル、ガンコマサ、透魂ソイル、エコグローブ、
ハナマサなど、さまざまな名称で商品化されている。

（4）松韻垣（創作垣）
　庭の入口左側にある、存在感のある創作垣。
　この松韻垣は、横に渡した唐竹の組子と斜めに放射
状に取りつけた押縁が特徴的な、野村脩氏による創作
垣。幅３.6m（２間）、高さ２m ほど。斜めの押縁が松
葉を思わせ、風が吹くと、その名の通り松籟が聴こえ
てきそうな風情をもつ。手前の景石と相俟って、この
庭の趣を特徴づけている。

完成した延段。自然石で縁取り、内部は真砂土系舗装

延段の施工。真砂土系で舗装し、レンガゴテで均す

完成した松韻垣。放射状に斜めに取りつけた押縁が特徴。植栽と手前の景石と相俟って趣のある景をつくる
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（5）樹木の植栽・剪定
　季節の移ろいを楽しむのが、この庭のコンセプトな
ので、全体を常緑樹で引き締めつつ、四季の変化を見
せる落葉樹を特徴づけて植えた。アプローチガーデン
として歩いて視点を変えながら眺める側面もあるので、
ポイントに植えた落葉樹は株立ちを中心として、四方
どこから見ても美しく味わいがあるように植栽。
　剪定は枯れ枝や立ち枝、からみ枝などの忌み枝を除
き、幹の線をしっかり出して、その木特有の樹形が分
かるようにして、庭に深みを出した。

（6）草花・下草の植栽
　草丈や向き、空間構成、明暗などを考慮して、石積
みや石組、竹垣、園路、高木類などと巧く調和するよ
うに草花や下草を配植。また花色の明度や彩度を考慮
して、草花どうしの色の取り合わせを十分に考えたり、
また、庭のどこに植えれば効果的かを工夫している。

序章　楽しく遊ぶ庭

樹木を植えつける作業

草花を植える作業

園路脇に配した草花。樹木と石と苔とが一体となった景草丈と花色、向きを十分に考えて配植

株立ちの落葉樹を中心とした植栽。歩きながら観賞すると、視点の変化によって趣が変わって見える
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 ２．作庭に必要な共通道具
　土工、石工事、竹垣製作、植栽、剪定とさまざまな
作業をするゆえに、造園ほど多種多様な道具を必要と
する仕事はない。
　道具の扱い方が、仕事の出来栄えを大きく左右する
ので、作業に応じた道具を適切に選び、その道具を的
確に使いこなすことが大切である。　
　石工事、竹垣製作、植栽、剪定に使用する道具は、
それぞれ弟１章から３章で詳解し、ここでは、土工や
運搬・移動など各作業に共通して使用される道具を、
次頁に一覧表とした。

コラム①　若い技能者よ「My道具」を持て！！

　近年、民間の庭園工事がなくなってきて、竹垣製作
や石積み、飛石、敷石といった、わが国の伝統的な技
能を身体で覚える機会がメッキリと少なくなってきた。
そうなると若手から中堅技能者たちも「将来的に技能
を身につけても…」といった向上心や意欲がなくなっ
てくることが大いに懸念される。
　現に最近の若い職人を見ていると「こいつ、本当に
庭に興味があるのだろうか…？」と思ってしまうこと
がたびたびある。与えられた仕事は無難にこなしはす
るが、普段の何気ない話や行動や、現場での仕事に対
する姿勢から、そんなことを感じてしまうのである。
　その一例として、彼らが現場で使う道具は会社で支
給されたものばかりで、自分の道具を持とうとしない。
いい道具を求めようとしないのである。どんな道具で
も、その大きさや微妙な形状の違いから、自分に合う

合わないが出てくるものだが、会社支給のいつも同じ
道具を使っていたのでは、それは実感として分からな
いだろう。
　現場を長年経験していると、例えば木を剪定してい
るときの音やリズムだけで、使っている木バサミがそ
の人に合っているかどうかが分かる。
　木バサミでもノコギリでも、セットウやコヤスケと
いった石を割る道具でも、自分の手や身体の大きさ、
または動作に合ったものを試行錯誤しながら見つけて、
自分だけの「My 道具」とする必要がある。
　ただし、ここで言う「My 道具」とは自分の所持する
道具ではなく、長年、使い込んで手に馴染んだ道具の
ことであると思う。使っては手入れして、使っては手
入れしてを繰り返しながら、いい意味で自分ならでは
のクセがついた道具である。技能者と呼ばれるからに
は、そんな「My 道具」をいくつか持ってなくてはなら
ないだろう。
　技能を磨く現場が少なくなっている昨今だが、今回
の「楽しく遊ぶ庭」の作庭のような研修の機会を利用
して、さまざまな作業の過程で「My 道具」を使うこと
の面白さを覚えてもらいたい。そして技能を修得する
ことの喜びを知ってもらいたい。そうなると庭づくり
の楽しさを覚え、より庭を好きになってくれることと
思う。向上心や意欲は「面白い、楽しい、好き」から
生まれてくるものである。若い技能者たちには、ぜひ

「My 道具」を持ってもらいたい。
　先輩たちが培ってきた、すばらしい伝統的な造園技
能を絶やさないために。

敷石敷設に必要な道具類

剪定用のハサミ類、左から剪定バサミ、切りばし、木バサミ
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道　具 工　　種用　　途
位置出し 土  工 石工事 竹  垣 樹木植栽 草花植栽

スコップ

ツルハシ

こうがい板

ジョレン

レーキ

た　こ

地ごて

ノコギリ

木バサミ

ペンチ

バール

かけや

突き棒（きめ棒）

木づち

水平器

水　糸

キ　リ

木でこ

金てこ

ウインチ

チルホール

ソリ（修羅）

地車（台車）

滑車（金・木車）

コ　ロ

チェーンブロック

ボウズ・二又・三又

かなづち

剣スコ

角スコ

両面スコップ

整地、樹木の掘取り・埋戻し、丸太建込み等の穴掘り

先が尖っていて、主に穴を掘る

先が平らで、土砂等をすくって積み込み運搬

硬い土面の掘り起こしや岩石などの掘削

仕上げの整地用具。土や砂を叩く、土粒をつぶす、均す等

土や砂利、コンクリート等の掻き寄せや敷き均し

地面や盛土、基礎の割栗石等の突き固め

樹木植えつけや石を据えた後の地面を平らに均す

竹垣や支柱の製作時、竹材や丸太、杭等を切る

竹垣や支柱の製作時、竹と竹、丸太と丸太を針金で結束

樹木の剪定。竹を割く。シュロ縄を切る、等

木材に釘を打ちつける

失敗したり、曲がってしまった釘を挟んで抜く

石や樹木等の重虜物をこじ上げて動かす

石や樹木等の重虜物を吊って移動させる

チェーンブロックを取りつけ石や木を短い距離だけ移動させる

石や樹木を載せて、短い距離を移動させる

重量物を現場内の短い距離を移動させる

石や樹木、建築資材等を人力で運搬する

重量物の牽引や、吊り上げ・吊り下しを行う

手動やモーターでワイヤーロープを巻き上げ重量物を引っ張る

手動でワイヤーロープを巻いて重量物を牽引する

木でこと同様だが、貴重な石や樹木は傷つくので使用しない

竹垣や支柱の丸太、遣方の杭等を地中に打込む

竹垣製作、飛石、敷石、石積み、遣方等の作業時に水平を確認

竹垣製作、飛石、敷石、石積み、遣方等の作業時に水平に張る

竹に釘を打つ場合、竹が割れないように穴を空ける

丸太や杭等を地中に打込む。立子の頭を叩き高さを均一に揃える

丸太の生込みや樹木の埋め戻し、庭石の据えつけ時の突き固め

施工前の草掻き・整地。小石・ゴミの掻き集め。施肥等

径が小さく深い穴を掘る。支柱の建込みや草花の植え穴等

主な造園作業に共通した道具類

序章　楽しく遊ぶ庭
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１
章石

の
技

石組、石積み、飛石・敷石と、作庭で
は石の使い方が極めて重要。石を適材
適所に用いることにより、重厚な趣を、
またリズミカルで軽妙な景を表現でき
る。本章では石を切ったり、割ったり
する道具類の使い方とともに、かたち
に応じた自在な石の使い方を学ぶ。
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第１章　石の技

１．石材工事に用いる工具と使い方
（1）石材加工に用いる工具

　①コヤスケ
　コヤスケはハンマーのような形をしており、セット
ウで頭を叩くことによって石材を割る道具で、クイキ
リとも呼ばれる。敷石や張石、石積みなどの施工で、
石と石の合端を合わせるために石を割るのに使われる
ことが多い。
　コヤスケの柄を片手で持って、刃を石の割る部分に
当て、もう一方の手で持ったセットウでコヤスケの頭
を叩くことにより石を割る。このとき刃を石の表面に
直角に当てると深く割れ、斜めに当てると薄く割れる。

　②セットウ
　セットウは小型の槌で、コヤスケやたがねの頭を叩
いて石を割ったり削ったりする道具である。大・中・
小の種類があり、叩き面は 4.5 〜６cm 角で面取りがし
てある。コヤスケやたがねの重量や大きさ、また石の
硬さや石質などによって使い分ける。
　叩くときは大きく振り落とさずに、耳のあたりから
振り下ろすくらいにして、徐々に石を割るようにする。
またセットウで直接石の表面を叩いてはならない。

　③たがね　　　　　　　　　　別名：はつり、石ノミ

　たがねは別名はつり、石ノミなどと呼ばれ、石を割っ
たり、表面を彫ったり削ったりする鋼鉄製の道具。特
殊鋼または炭素鋼でつくられた六角柱たがねと平たが
ねがあり、石の表面に当ててせっとうで叩くことによっ
て石を割ったり彫ったり削ったりする。タンキリやト
バクロなどの種類もある。
　たがねは片手で軽めに握って、ブレないように刃を
石の表面に当て、せっとうで頭を叩く。せっとうで叩
いた瞬間にたがねを握った手の甲が少し上に向くよう
に、若干手首を返すのが（手の甲が少し見えるように
返す）、巧く石を削るコツ。作業中はせっとうで手を叩
かないように細心の注意が必要。また、たがねの頭が
叩きすぎて損傷しささくれ立つようにめくれていると
きは、手に傷をつけやすいので要注意。

コヤスケ（左）とセットウ（右）

たがねとセットウで石を割る作業

たがね２種 タンキリ２種
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　④ハンマー
　物を打ち叩くための大型の鉄槌をいう。重量がある
ので両手で持って使用する。野面石積みを施工する場
合などに、石の合端を合わせるために、石を大きく割
らなくてはならないときに用いる。ハンマーでは、大
まかな割り方のみ可能なので、細かく割って調整する
場合は、コヤスケとセットウを用いる。

　⑤かなじめ
　かなじめは鉄槌のかたちをしており、槌の一方は丸
く太く、反対側は細く平たくなっている。木製の末端
部には鉄輪（カツラ）がはめられており、これが名前
の由来となっている。
　飛石や敷石、縁石など小型の石を据えつける際に重
宝して使われる。槌の太いほうをハンマー代わりにし
て石を割ったり、叩いて据えつけ高を調整したりする

（このときは石の表面に当てものを敷いて、石を傷つけ
ないようにすること）。槌の細いほうは梃子として石を
動かすのに使う。柄の末端部は突き棒として利用した
り、石の高さの微調整などにも利用できる。非常に応
用範囲の広い道具である。
　使用後は槌と柄の取りつけ部分に緩みがないか念入
りにチェックすることが必要。また定期的に槌の両端
に焼き入れをすることも大切である。

コラム①　セットウの柄は「牛殺し」が定番？
　セットウの柄にはグミやカナメモチ、ガマズミ、ヤ
マボウシ、あるいは柑橘系の材が適しているが、昔か
ら定番中の定番は「牛殺し」といわれている。
　「牛殺し」とはカマツカの俗称で、カマツカの名は文
字通り鎌の柄に使われたことに由来する。「牛殺し」の
別称は、牛の鼻輪の材として用いられたとか、あるい
は鼻輪の穴を空けるときに使ったという説もある。い
ずれにしろカマツカは材が堅くて丈夫なのである。
　セットウの柄は堅いばかりでなく、ある程度のしな
りが必要となる。その点、このカマツカほど柄に適し
た木材はない。かつては、石の丁場の近くには必ずと
いっていいほどカマツカが植えられていたという。既
製品が少なく、自分で必要な道具をつくっていた時代
には、カマツカの材でセットウの柄をこしらえたので
ある。
　水分の少ない冬場にカマツカを切り出して、１〜２

年くらい風通しのよい所で乾燥させて、自分の使いや
すい長さに切り、使いやすい太さに削ってセットウの
柄をつくっていた。現代で考えると、何とも手間のか
かる面倒な話だが、そこに１つの道具に対する職人の
こだわりがうかがい知ることができよう。

ハンマー

かなじめ

落葉時に赤い実のなるカマツカ、別名、牛殺し
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　⑥ビシャン
　たがねなどで削った石材の表面を叩いて平滑に仕上
げるのに使われる鉄槌。この作業を「ビシャン叩き」
または「ビシャン仕上げ」という。
　柄の長さが 20cm 前後で、柄頭には、長さ 15cm く
らいの槌が付いている。槌の端面は 3.6cm 四方で、碁
盤の目に切ったような突起が付いている。突起の数に
よって、25 目（５×５）で５枚ビシャン、64 目（８
×８）で８枚ビシャン、100 目（10 × 10）で 10 枚ビ
シャンなどと呼ばれる。
　最初は５枚ビシャンで叩き、仕上げが進むにつれて
枚数の多いビシャンを使う。

　⑦セリ矢
　大きめの石材を割るためのくさびのような道具。石
には石目と呼ばれる割れやすい目があり、その石目に
沿ってドリルで穴を空けセリ矢をいくつか打ち込む。
ハンマーなどで叩いて、セリ矢を徐々に深くめり込ま
せ、やがて音が変わってパックリと割れる。小型のマ
メ矢と呼ばれるものもある。

　⑧カットチゼル
　先端の刃の部分が平たくなっている平タガネの一種
で、主にレンガを割るのに適している。刃幅が 75mm
のタイプが一般的で、これはレンガの幅に合わせて割
りやすくしたものである。
　刃をレンガの面に当てて、セットウやハンマーなど
で柄を叩いて割る。このとき事前にやディスクグライ
ンダーなどでレンガの四面に切れ込みを入れておくと
きれいに割れる。
　またレンガは柔らかいので、強く叩くと他の部分が
欠けてしまう。したがって砂袋などのクッション性の
あるものの上にレンガを置いてカットすると安全であ
る。

ビシャン。36目（６×６）で６枚ビシャン

セリ矢

セリ矢を打込み石を割る

ビシャンで叩いて切石の角を滑らかにする

カットチゼル

第１章　石の技
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　⑨コミキリとアテミキリ
　コミキリとアテミキリは、乱張り用の石材を加工す
るために使用する。コミキリは先が細くなった方も使
うが、平たい頭の上を刃としても用いる。アテミキリは、
コミキリを当てる際の台として用いる。形はこやすけ
に似ているが、これで直接石を割ることはない。
　使い方は、割りたい石の裏面に（石の下）にアテミ
キリの角をあてがい、石の上面をコミキリの刃で叩く。

　⑩ゴムハンマー
　ヘッドがゴム製のハンマー。レンガを敷くときに、
レンガの表面を叩いて据え付けたり、据え付け高を調
整するハンマー。レンガ積みで高さなどを調整すると
きにも用いられる。鉄製や木製のハンマーで叩くとレ
ンガが破損してしまうので、その衝撃を緩和するため
にヘッドがゴム製のハンマーを用いる。

　⑪ディスクグラインダー
　ディスクすなわち研削砥石を高速回転（１分間に約
１万回転）させることにより、石材やレンガを切断し
たり、石材を研摩するための電動工具。約 10cm ほど
のディスクを切断や研摩などの用途に合わせて交換し
て使用する。石材やレンガのカットにはダイヤモンド
ホイールが適しており、カットのスピードが速く、切
り幅が狭く、粉塵も少ないのが利点。
　ディスクが高速回転するため、非常に危険なので、
使用にあたっては十分に注意が必要である。片手で持
つと振られてしまうので、両手でしっかりと持って作
業することが必要となる。また使用時には破片や粉塵
が飛ぶのでゴーグルや防塵マスクをつける必要がある。
　なお、研削砥石の取り替えを行う作業者は、この研
削砥石の危険性を十分に認識し、安全に取り扱うこと
ができる知識と技術を有していることが必要となる。
そのため研削砥石の取り替え、または取り替え時の試
運転の業務に就く者は、特別教育が義務づけられてい
る。

コミキリ（左）と
アテミキリ（右）

アテミキリはコミキリを
当てる台としても使用

コミキリは平たい頭の上の
角を刃としても使う

石の裏にアテミキリの角を
あてがいコミキリの刃で叩く

ゴムハンマー

ゴムハンマーでレンガの表面を叩く

ディスクグラインダー

ディスクグラインダーでレンガを切る
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（2）石材運搬・移動に用いる工具

　①木でこ
　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木製の棒で、樫材
などが適している。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、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、追いてこ、持ちてこ、
はねてこ、舟漕ぎなどの方法がある（P24 参照）。

　②金てこ
　鉄製のてこのこと。長さは一般に 1.5 ｍ程度。木で
こに比べて重く、丈夫だが曲がりやすい欠点がある。
　金てこで石や樹木を動かすとき、不用意に作業を行
うと、傷をつけたり、欠損したりする危険性があるので、
十分な注意が必要である。貴重な石や樹木を扱う場合
は、金てこは使わずに、木でこにする。

　③台車　　　　　　　　　　　　　　    別名：地車

　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。台車
には、いろいろな形式のものがあり、エンジンがつい
ている動力式のものもある。

　④一輪車　　　　　　　　　　　　　別名：猫、猫車

　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。通称「猫」あるいは「猫車」
と呼ばれる。ボディが浅いタイプと深いタイプがある。
　手前についている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。

木でこと枕になる角材

金てこと枕

台車 ( ２輪）

台車 ( ４輪）

一輪車（猫）

第１章　石の技
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　⑤ソリ　　　　　　　　　　　　　　　別名：修羅

　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。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、丸太を半割り
にしたような材を何本も地面に並べ、これに油を塗っ
て、その上を滑らせる。普通は、0.5 〜 2.0 ｔ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。

　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
にコロを並べ、コロの上にコシタ（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。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
〜 1.5 ｍ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 〜 3.0
ｍくらいのものを用いる。

　⑦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。
　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。

コ　ロ

138

上フック

本体

荷くさり

手くさり

下フック

チェーンブロック各部名称

チェーンブロック

ソ　リ
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第１章　石の技

　⑧三又　　　　　　　　　　　　　　　別名：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。

　⑧チルホール
　重量物を引っ張るためのドイツ製の手動式ウィンチ
で、型式によっては最大 1.5 ｔ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。
　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１回は必ず自主点検す
ることが大切である。

トラ チェーンブロック

下駄 90°

A B

吊り上げるものが物が三又の外にある場合吊り上げるものが物が三又の外にある場合

おにがみ
（短くて太いワイヤロープ）

チェーンブロック

丸太

下駄
枕

トラ チェーンブロック

下駄 90°

A B

吊り上げるものが物が三又の外にある場合吊り上げるものが物が三又の外にある場合

おにがみ
（短くて太いワイヤロープ）

チェーンブロック

丸太

下駄
枕

トラ チェーンブロック

下駄 90°

A B

吊り上げるものが物が三又の外にある場合吊り上げるものが物が三又の外にある場合

おにがみ
（短くて太いワイヤロープ）

チェーンブロック

丸太

下駄
枕

三　又

吊り上げるものが三又の内側にある場合

吊り上げるものが三又の外側にある場合

解放レバー

全身レバー

バックレバー

セフティキャッチ
ロープ
ガイド

安全ピンアンカーフック チルホール各部名称

チルホール
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（3）その他、仕上げ・左官用工具

　①こて類　　　　　　　　　　　　　　　
　モルタルやコンクリートを塗るための道具で、左官
工事に主に用いられる。造園工事では敷石、石張り、
レンガ敷き、石積みなどの下地の床造りとしてのモル
タル、コンクリートの敷設、およびモルタル目地の押
さえなどに利用される。
　こては工種・用途によって以下の種類を使い分ける。
●レンガごて：俗に「おかめごて」と呼ばれるかぶら
型のこて。モルタルを練ったり、取ったりする場合に
最もよく使う。板石のモルタル極めで、モルタルを取っ
たりするときはこのこてを使う。
●ブロックごて：三角形をしたこてで、細長いブロッ
クの上にモルタルを載せやすくできている。
●柳刃ごて：柳刃ごては小形のこてで、細いところの
仕事にはこれを使用すると便利である。板石のモルタ
ル極めなどでは、石を張った後に側面の立ち上がりを
塗り上げるのに便利である。
●中塗りごて・上塗りごて：この種のこては、平坦な
ところに中塗りや上塗りを行うためのもので、上塗り
ごては中塗りごてよりもよくしなり、艶出しに適して
いる。

　②目地ごて・目地べら
　敷石、練積みの石積み、石張りなどの目地にモルタ
ルを詰め、さらに、詰めたモルタルを押さえて仕上げ
るために細い棒状のこてやへら。目地からはみ出した
モルタルを押さえ込んだり、石の表面に付着したモル
タルをかき落とすときにも使われる。幅が違うものが
何種類かあるので、目地幅によって使い分ける。既製
品の目地べらは一般には金属製だが、目地をより美し
く仕上げるためには、竹などを材料にして手製でつく
るとよい。自分の使い勝手を十分に考えた形に工夫す
ることができる。

　③左官ブラシ
　敷石やレンガ敷きの目地を洗うときなどに使う左官
用のブラシ。ブラシの幅が３cm くらいのものが適して
いる。

こての種類

各種目地べら

左官ブラシ３種



21

コラム②　セットウの柄をつくる

　セットウの柄は一般的には、セットウの頭を握った
時に、その人の肘までの長さが適しているとされる。
あまり長いと引っかかって危険で、短いとしなりをう
まく使えずリズミカルに叩くことが困難となる。この
あたりのさじ加減は使う人の好みによる。
　切って乾燥させたカマツカの切り口から数センチは
使えないので切り落とす。
　そこから自分の好みの長さより少し余裕があるくら
いのところで切る。
　このとき柄が多少湾曲していたほうが使いやすい。
湾曲の向きは叩く方向に曲がっているのがよい。
　セットウの頭の穴にあわせて、柄を削っていくが、
このとき、「ノコヤスリ」があると便利。

　ノコヤスリで徐々に削っていき、穴に入るか確かめ
ながら作業を進めていく。

（4）工具類のメンテナンス
　　〜コヤスケはこまめな点検を〜

　コヤスケとセットウで石を割るときに、コヤスケに
はセットウの大きな力で衝撃が伝わる。
　コヤスケには柄がついているので、直接手で握るた
がねなどよりも安全に思えるが、実際はたがねよりも
危険が伴なう。
　それはその衝撃の大きさで、頭が飛びやすく、自身
や周りにいる人に当たって大怪我の元となる危険性が
高いことである。
　また叩くとき、少しでも芯からずれてしまうと、角
が欠けて飛ぶ危険性もある。
　したがってコヤスケの手入れは入念に行う必要があ
る。コヤスケは使うたびに衝撃を受けるので、頭がど
んどん減っていく。
　硬い焼入れのものは欠けやすいため、削る頻度が多
くなり、柔らかい焼入れのものはキノコ状に鋼材がめ
くれあがってくる。そうなるとコヤスケのききが悪く
なり、石を思うように割れなくなる。
　そこで余計に力を加えてセットウを振ると、コヤス
ケの頭はより減りが早くなり、またセットウの頭が飛
ぶ危険も高くなる。
　コヤスケは消耗品と考えて、こまめに点検すること
が必要である。　　　　　　　　　　　　

第１章　石の技

コヤスケとセットウで石を割る作業

コヤスケの頭（ヘッド）は消耗品

柄を削るのに便利なノコヤスリ
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（1）セットウの重みで割る

　石積みや敷石の作業で、石と石をなじませて積んだ
り敷いたりできるように、石材を割ることは必須の作
業となる。
　石材を割るときは、コヤスケやたがねなどをセット
ウで叩いて割ることが多いが、このとき力任せにセッ
トウで叩いても思うように割れない。巧くコツは、コ
ヤスケやたがねの刃を石面にしっかりと当てて、セッ
トウの重みを利用して、リズミカルに叩いて石を割る
ことである。

（2）石目を見て割る

　石の表面には節理と呼ばれる亀裂が走ったり、平ら
な面が残ったりしているので、これらを手がかりに石
目が推定できる。しかし、御影石（花崗岩）の場合、
石目は一定方向だけでなく、２から３方向が混在する
場合があり、必ずしも節理方向と石目が同じとはいえ
ない。
　石目の判断を間違うと、割っている途中で急に別方
向に向けて割れ、目的とする製品が取れない場合があ
る。したがって、石を割るときは、まず表面観察で一
度石目と推定される方向を見定めて割ってみてから、
真の石目を見極めることが重要となる。石目に沿って
割れた面は、凹凸が少なく、一方、石目に直交する面は、
凹凸ができ、きれいな平面とならない。

２．石を割る

石材の割る部分にコヤスケの刃を当てて、セットウで叩
いて石を割る

セットウでコヤスケを叩くときは、セットウの重みを利
用して、リズミカルに強弱をつけて軽く叩くのがきれい
に割るコツ

石目をよく見て、石目に沿って割ると、凹凸が少なく滑
らかな断面となる

１
５

６
７

２
３

４

セットウ

コヤスケ

石

石
（平面図）

石の割り方

必ず割る石を安定させる

数字の順番にコヤスケや
たがねなどで割るとよい
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　現代でこそ、大きな石などの重量物はトラックで現
場に運び込み、クレーンで吊って移動させることが多
いが、車両や重機の入らない現場では、人力に頼らざ
るをえない。
　昔は山から切り出した石を人力やあるいは牛などの
動物、水運などで長い距離を運搬していた。また現場
ではもっぱら人力によって動かしていたが、そこには
さまざまな工夫があった。特に城に石垣がつくられる
ようになった安土桃山時代以降は、石の運搬・移動技
術が飛躍的に進み、作庭にも取り入れられたと見るこ
とができる。その工夫が現代にもいかされているので
ある。

（１）かつぎ

　最も簡単な運搬方法は丸太を使って数人がかりでか
つぐこと。短距離の移動に限られるが、２人で 200kg
程度の石は、かつぐことができる。２人、３人、４人
と人数が増えるにしたがって、丸太を組んで運びやす
いように工夫する。

（２）転がし

　石を短い距離だけ動かすときは、穴を掘ったり、角
材などの枕を当てがって石が転がりやすいように工夫
をして動かす。また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って
転がす方法もある。

３．石の移動・運搬

第１章　石の技

角材などの枕をあてがう

ロープをしっかりと踏み付ける

石の下に穴を掘って
動かしやすくする

穴
角材などの枕をあてがう

ロープをしっかりと踏み付ける

石の下に穴を掘って
動かしやすくする

穴

向こう側へ進む

進
む
方
向

進
む
方
向

向こう側へ進む

進
む
方
向

進
む
方
向

向こう側へ進む

進
む
方
向

進
む
方
向

２人でかつぐ場合

３人でかつぐ場合

４人でかつぐ場合

かつぎの方法

転がしの方法

ロープを使った転がしの方法
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（３）てこ

　石を据えたりするときに、それらの重量物をてこで
こじ上げて動かす。木製の木でこや鉄製の金てこがあ
り、小さい力を拡大して石を動かしたり、持ち上げた
りすることができるので重宝する。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：てこを石の下にこじ入れ、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、石を向こう側へ横に移動させる。
②持ちてこ：てこを石の下にこじ入れ、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
ことによって石を持ち上げる。
③はねてこ：てこを石の下にこじ入れ、角材などの枕
をてこの下に入れ、そこを支点として、てこを下へ押
し込むことによって、石を上へ持ち上げる。　
④舟漕ぎ；３人がかりで大きな石などを少しずつ横に
移動させる。

（４）ソリ（修羅）

　ソリは重たい石や木を乗せて引っ張るための木製の
道具。ソリ（修羅）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て、表面に潤滑油
を塗り、その上を滑らせるようにソリを移動させる。
500kg 〜２t くらいの石まで運搬できる。

追いてこ

持ちてこ

はねてこ

船漕ぎ（真上からの図）

石が動く方向

追いてこ
上へ

枕 枕

三又とソリを利用して石を移動する

てこの使い方
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（５）コロ

　石などの荷を移動させるために、下に敷いた何本か
の丸太をコロと呼ぶ。荷を引いたり押したりすると、
コロが回転しスムーズに移動する仕組み。コロは、狭
い場所内での運搬や数 10 ｔの大木の移動に現在でも重
宝する。
　コロを使用するときは、地面にレールのような役割
をする道板を敷き、その上に丸太のコロを並べ、コロ
の上に修羅やコシタ（ヒラ）と呼ばれる板を載せて、
その上に荷を載せる。このコロは大坂城の石垣を築く
とき、多くの石材の運搬に使われたといわれている。

（６）三又（三脚）

　三又とは、三本の丸太の上部を結束したもので、下
部を三方に開いて、石などの荷を吊ることによって移
動させる。荷を吊るための器具はかつてはロープと滑
車が使われていたが、現在ではチェーンブロックと呼
ばれる鎖つきの滑車が使われている。

（７）二又（二脚）

　二本の丸太の上部を結束したもので、石燈籠や石塔
などの組み立ては、常に同じ地点に移動させるので、
平行移動が難しい三又よりも二又が重宝する。

（８）ボウズ（一脚）

　ボウズとは、一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。いわば昔風の手動クレーンであ
る。

作業員
作業員

吊り上げる物が三又の内側にある場合

平面図

吊り上げるものが物が三又の外にある場合

〈チェーンブロックと三又による移動〉

トラ チェーンブロック

下駄 90°

A B

第１章　石の技

現場に道板を敷いて、コロを並べた

三
又
に
よ
る
石
の
運
搬
作
業

三又による重量物の移動

二又による重量物の移動

ボウズによる重量物の移動
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　石積みは、文字通り石を積み上げて築かれた土留を
兼ねた外壁である。通常、法面勾配が 45°より急なも
のを石積みと称し、それより緩やかなものを敷石と区
別している。石積みは１つ１つの石の素材がもつ表情
を生かして巧みに組み合わせ、面としてのテクスチャー
を表現することにより、景観的な美しさをつくり出す
と同時に、絶対に崩れてはならないという安定性も必
要で、かなり熟練を要する技術といえる。

（1）野面積み
　自然石の表面（野面）の表情を活かして築かれた石
積みで、通常は高さを１ｍ以下とする。形状が不揃い
の自然石を巧みに組み合わせて積み上げられ、重厚で
落ち着いた風情をつくる。

■野面積みの施工工程
　野面積みの施工順序は、以下の通りである。
①法面に石積みを行うとすれば、石積みの予定の線か

ら少し離れたところに基準の杭（逃げ杭）を打つ。
②設計図にしたがって、床掘りを行う。
③割栗石を敷いて突き固める。そして、下の地盤があ

まり強固でない場合には、割栗石の上にコンクリー
トを打って、しっかりした基礎をつくる。なお、鉄
筋は、ワイヤメッシュを使っても構わない。

④石積みの位置と勾配を示す、縦遣方をつくる。
⑤チェーンブロックやクレーンを使って根石（一番下

４．石積み工

城壁を意識した野面積み。自然石の風合いを生かして積まれ、つくばいや草花と程よく調和している

逃げ杭

①石積みの予定の位置よりも
　少し離れた位置に基準の杭
　（逃げ杭）を打つ。

②床掘りを行う。

③割栗石を敷いて突き固める。
　必要であればコンクリート
　を打つ。

④縦遣方をつくる。

⑥順次石を積んでいき、かませ石を
　入れて、安定させる。

⑤まず、根石を据える。

⑦積み上げたら、遣方をはずして、
　基部を埋め戻す。

かませ石

野面積みの施工順序
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第１章　石の技

になる石）から据えていく。そして、石の裏にかませ
石を入れて石を安定させる。

⑥徐々に、石を上に積み上げていくが、不安定な積み方
は絶対にしてはいけない。

⑦順次裏込め石を詰めながら積み上げていき、積み終え
たならば、遣方をはずして、基部を埋め戻す。　

■野面積み施工のポイント
①石材の選び方
　石材の選別は角石→天端石→根石→胴石（築石）の順
に選ぶのが基本である。
角石：三方または四方が直角で、どっしりと安定感のあ
る石。
天端石：天面と前面が直角である石。
根石：後方の控えが長く、どっしりとした安定感がある
石。また、石の中心線が水平であること。
胴石（築石）：石の中心線が水平で、上部に積み石に対
して安定できる石。

②安定した野面積みの方法
　石積みは角の根石→根石→胴石→天端石の順に積み上
げていく。
　角の根石、根石は石積みの土台となるので、上からの
荷重を受け止めるように、どっしりとした安定感をもっ
て据える。胴石、天端石は１個の石を下の２石で支える
ように積むことが基本となる。また石の中心線が水平に
なるように積むのが安定感のある石積みをつくるポイン
トとなる（28 〜 29 頁の図参照）。
　石を積むごとに、もう一度よく見直してみて、不安定
であったり景観がよくなかったりしたら、金てこを使っ
て石を動かして、微調整するとよい。

石積みのための盛土を行う

遣り方をつくり、根石から据えていく

根石の上に胴石を積む

完成した野面積み。下の２石で上の１石を支え、また目地の模様に注意して積み上げた
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角石、天端石、根石、胴石

角石、天端石、根石、胴石の積み方

角天端石 天端石 天端石

胴石

石の中心は水平

角根石 根石

根石は安定させる

G.L.
介石

介石

角石の積み方

根石の積み方 胴石の積み方

天端石の積み方

上の荷重

力の
方向 糸面

２点に荷重をかける

根石

矢印方向の荷重を受け
止める安定感のある石

石積みの高さが変わっても
荷重を受け止める石

角石 天端石

中心線を
水平に

胴石
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よい野面積みの例

悪い野面積みの例

後方から

石の大中小のデザインを考える
中
間
面
を

１
〜
２
セ
ン
チ

糸
面
よ
り
控
え
る

立ち石を積まない 同じ大きさの
石を積まない

断面図 正面図

角石
天端石

根石

角根石

胴石
G.L.

四つ目積みは単調で景観を損なうし
安定感もない

抱き石
通り目地

景観的によくないし、
支える接点がないので危険

土圧で矢印の方向に
動いてしまう

角石

角根石

天端石 天端石

胴石
胴石

胴石

薄い石は安定感がなく、景観的にもよくない

■四つ目積み

■通り目地

■その他の悪い例

■重ね積み

■八つ巻き

土

後方から

石の大中小のデザインを考える
中
間
面
を

１
〜
２
セ
ン
チ

糸
面
よ
り
控
え
る

立ち石を積まない 同じ大きさの
石を積まない

断面図 正面図

角石
天端石

根石

角根石

胴石
G.L.

四つ目積みは単調で景観を損なうし
安定感もない

抱き石
通り目地

景観的によくないし、
支える接点がないので危険

土圧で矢印の方向に
動いてしまう

角石

角根石

天端石 天端石

胴石
胴石

胴石

薄い石は安定感がなく、景観的にもよくない

■四つ目積み

■通り目地

■その他の悪い例

■重ね積み

■八つ巻き

土

第１章　石の技
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（2）小端積み
　角のある石材を、小口を見せて積む方法が小端積み
である。御影石や安山岩を用い、大きさが決まってい
ない角のある自然石を積むことが多く、その場合、合
端を合わせるために石を加工する必要がある。石はそ
れぞれ大きさや形が異なるので、大中小のバランスを
考えて目地のデザインに配慮して積む。この小端積み
はセメントやモルタルを使わない「空積み」で積まれ
ることが多い。
　また鉄平石や青石などの板状の石材を用いて、コン
クリート構造物等の前面に積み重ねた石積みも小端積
みという。
　この小端積みは「練り積み」で、積み方は目地とな
る部分にモルタルを塗りながら、板石を常に天端が水
平になるように積み重ねていく。 

■小端積みの施工工程
　小端積みの施工順序は、野面積み同様である。ただ
練り積みの場合は、セメントやモルタルを塗布して、
積み重ねて行く。

天端石 天端石

根石根石 根石 根石

石の中心線

１ ２
３ ４ ５ ６ ８

７
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27
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29
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31 32 18
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12 13 1415 16
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G.L.

G.L. G.L.

胴石

胴石
胴石

※番号順にデザインを考えて積む

通り目地四つ目地 こ
の
方
向

に
崩
れ
る

天
端
石
が
動
く

天端石 天端石

根石根石 根石 根石

石の中心線
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７
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12 13 1415 16
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G.L.

G.L. G.L.

胴石

胴石
胴石

※番号順にデザインを考えて積む

通り目地四つ目地 こ
の
方
向

に
崩
れ
る

天
端
石
が
動
く

小端積みの手順

悪い小端積みの例

外壁に沿って積まれた小端積み

小端積みの表面の目地模様
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■小端積み施工のポイント
①石材の選び方
　石材の選別は、野面積み同様に、角石→天端石→根
石→胴石（築石）の順に選ぶのが基本である。
　角石、根石には、安定感のある石を選ぶ。
②安定した小端積みの方法
　野面積み同様に、角の根石→根石→胴石→天端石の
順で積み上げていくが、水糸を張って、横目地は水平に、
縦目地は通らないように、大中小の石のバランスをよ
く考えて施工することが重要。 
③練積みの小端積みの要領
　切石を用いて、1 段積むごとに、必ず水糸を張って水
平に積み上げていき、かつ石の中心も水平にする。
　縦の通り目地が出ないようにすることが重要。 

角石

根石

天端石

胴石

G.L.

コラム③　熊本城の石垣修繕へ向けて

　熊本城は「武者返し」と呼ばれる反り返った石垣が、
優美な景観を生み出していたが、熊本地震で城跡全体
の石垣の３割にあたる約２万 3600㎡、517 面で崩落し
た。17 世紀初めに加藤清正が築城して以来、被害規模
は最大といわれている。
　石垣は外側に築石（つきいし）、その裏側にこぶし大
から人頭大ほどの栗石が詰まっており、さらに内側に
盛土がある三層構造。３つの異なる材料を組み合わせ
ることで強度を増し、安定性を高めていた。
　崩れてしまった石は一つずつ番号をつけて、過去の
写真や映像と照らし合わせて積み直すらしいが、上に
建物が載っている石垣は、重機が使えないので、崩れ
た個所や、傾きを少しずつ直していかねばならない。
かなりのの難工事が予想される。ミリ単位の作業にな
ろう。特に、下の方が緩やかで上に行くほど垂直に近

くなる「武者返し」の再建は大変である。あの独特の
勾配を再現するのはかなり難しいといわれている。
　修復には、現在の試算でおよそ 20 年、金額にして
600 億円以上かかるといわれるが、今後、さらに技術的
な検討を重ねなくてはならないだろう。日本の熟練技
術者の腕の見せ所ではある。

第１章　石の技

切石の小端積み

切石を用いた練積みの小端積み。水平を確認して積む

切石の小端積みの完成。緩やかにカーブを描くデザイン

地震で崩落した熊本城の石垣

切石を使った小端積
みの場合、石材はす
べて水平に積まれ、
横目地も水平となる。
縦目地を長く通して
しまうと景が損なわ
れてしまう。
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５．敷石・延段施工
　敷石には大きく分けて、
　❶切石（加工石）のみを用いて幾何学的に意匠した
真体（切石敷き）、❷自然石のみを用いたあられこぼし
と称される草体（玉石敷き）、❸切石と自然石をミック
スさせた行体（寄石敷き）、以上の３種類がある。
　また敷石を短冊型に長くつくったものを「延段」と
いう。

（1）切石による敷石
　一般に、切石のみで整然とした敷石を施工するには
次のような手順で行われる
①ピンポール、水糸で遣方をつくり、施工範囲の床掘

りを行う。
②床掘り後、軟らかな土の山を２つ盛る。これを２点

盛りという。
③２つの山の高さ・バランスを確認し、石の稜線が水

糸と合うように山盛りの上に板石を置く。
④水平器で確認しながら板石の位置と高さを調節する。
⑤こうがい板で石下のすき間に土をつき込み、その後、

地面と石の境界線をはっきりと綺麗に出す。

①施工範囲の床掘りを
　行う

④板石の位置と高
　さを調節

②２点盛りを行う

⑤こうがい板で石下に土
　をつき込む

③板石を山盛りの上に
　軽く置く

⑥地面と石の境界　　　
　をきれいに出す

切石をテラス風の敷石。ポイントにレンガを敷き、変化あるアプローチガーデンとする
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（2）切石と自然石による延段
　ここでは右の写真のような寄石敷きの延段の施工方
法を解説する。

①石材選び
　ここでは、細長い花崗岩の切石を１本、同じく花崗
岩の板石を２枚、自然石を多めに用意する。自然石は
凹凸が少なく、一面に平らな部分があり、硬質で摩滅
に耐え、かつ、すべりにくいものを選ぶ。自然石のうち、
角にあたる石は２つの側面がほぼ直角に接しているも
の、周囲の縁にあたる石は一方の側面が平らなものを
それぞれ吟味して選ぶ。

②遣方づくり
　設計図にしたがって、敷石を施工する範囲を決め、
まずは大ざっぱな縄張りを行う。敷石の高さに合わせ
て水糸を水平に張って遣方をつくる。石を据える高さ
は３cm くらいが適当。

③床掘りと下地づくり
　敷石の施工範囲をスコップで床掘りする。掘る深さ
は石材の厚さや敷石の高さによって決まるが、ここで
は 10 数 cm とする。掘り終わったら底の土を均して突
き固める。ここでは底面に砂を敷き詰めてよく均して
下地とする。

④石の仮置き
　寄石敷きの場合、最初に切石を決める。自然石は角
の部分にあたる石と周囲の縁の部分の石から決める。

⑤目地のとり方
　角石と周囲の石が決まったら、内側の自然石を決め
ていくが、ここで注意しなくてはならないのが目地の
とり方である。目地の幅は１〜 1.5cm 均一とし、自然
石などの非整形的な石材を使うときには、Ｙ字形やＴ
字形の目地となるのが望ましい。
　右下図のように、目地が十字になる「四つ目地」や、
目地が線状に通ってしまう「通し目地」、大きな石の周
りを、いくつもの小さな石が取り囲む「八つ巻き」な
どは、敷石の景趣を損ねる、好ましくない目地模様と
されている。また同形同大の石が並んだり、同じ目地
模様が繰り返すことも避けた方がよい。

⑥石の据えつけ
　目地に注意して、すべての石の仮置きが完了したら
１つ１つの石を据えつける。石の周囲から土を入れ、
よく突き固めながら据えつけていく。

四つ目地 通し目地 八つ巻き 同大、同形の
石が並ぶこと

同じ模様の
繰り返し

敷石のよくない目地と石の並び

第１章　石の技

切石と自然石を混ぜて敷いた延段

よくない延段の目地。四つ目地、通し目地が見られる
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６．石工事の安全管理
　石組、石積み、敷石敷設などの石材工事時の事故は
大きく分けて、①石の移動・運搬、据えつけ時、②石
材加工時に多く起きている。
　庭石は、特に巨石ともなると何トンというかなりの
重量物で、しかも固いので落下や接触によって命を落
としかねない重大事故につながる。石工事にあたって
は、常に以下のような事柄に注意しなくてはならない。

（1）服装
①ヘルメットと手袋
　ヘルメットや手袋、安全靴の着用など、自分を守る
という意識のもとに服装面をきちんとする必要がある。
ヘルメットは落下・接触から頭を守り、軍手などの手
袋は石に手を挟んだり、ぶつけたときの怪我をできる
だけ軽減する。

②安全靴
　石材の落下などにより、つま先や足の甲をつぶして
しまう危険性が高いので、安全靴の着用は欠かせない。
労働安全衛生法・労働安全衛生規則によって、作業内容・
環境に合わせた安全靴着用の義務が定められている。　
　安全靴は JIS 規格により「主として着用者のつま先を
先芯によって防護し，滑り止めを備える靴」と定義さ
れていて、材質（甲被は牛革かゴム）や安全性などに
ついて規格が定められている。JIS 規格を満たしたもの
だけが「安全靴」という名称で販売されている。
　安全靴のつま先部の保護先芯は、近年、従来の鋼製
先芯に代わり、軽量の強化樹脂製先芯が使われるよう
になり、軽量化が進んで履き心地がよくなっている。

（2）石の運搬時の安全管理　
①吊り上げ時の安全管理
　人力で移動できない重量のある石材は、ワイヤーロー
プで吊ってクレーンや三又などで移動・運搬すること
が多い。石材にかけたワイヤーロープをフックに取り
つけたならば、まず絶対に落下しないように以下のこ
とに注意して静かに少しずつ吊り上げることが必要。 安全靴２種

石工事は常に危険がつきまとう。確実な安全管理を

石工事では常にヘルメット、手袋、安全靴を着用
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第１章　石の技

　ロープがフックの中心にかかっているか、ロープの
張りは均等か、ずれる恐れはないか、荷は水平か、荷
振れの恐れはないか、といった事項をしっかりと確認。

②クレーンで運搬時の安全管理
　荷をクレーンで吊り上げて、目的地点まで移動する
場合、他の人や物に衝突することはないかなどに注意
しつつ確実に誘導する。吊り荷の下には絶対入らない
ようにし、人の頭上を通るようなルートを選ばないよ
うにすることも重要。

③使用してはいけないワイヤーロープ
　以下のようなワイヤーロープは使用が禁じられてい
るので、事前にしっかりとチェックすること。
●ワイヤーロープの１よりの間で素線の数の 10％以上

が切断しているもの。
●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。
●キンクしたもの。
●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。
●端末止め部に異常があるもの。

（3）石材加工時の安全管理
　セットウの使用前・使用後は、頭と柄の取りつけ部
分に緩みがないか、十分に確認することが必要。少し
でも緩みがある場合は楔を打ち込むなどして補修する。
緩みをそのままにして作業をすると、頭の部分が外れ
て飛び、思わぬ事故につながる。自分はもちろん周囲
の人にも十分に注意する必要がある。
　セットウで頭を叩いた衝撃で、コヤスケの柄が緩ん
で頭が外れてしまう危険性もあるので、使用前に柄を
水で濡らして、木部の柄に水分を含ませ、多少膨張さ
せておくと効果的である。なおコヤスケを振り下ろし
て石を直接叩いてはならない。
　作業中はセットウで手を叩かないように細心の注意
が必要。また石を叩いたとき石片、石粒が飛んで目を
傷めることがあるので、ゴーグル等の着用は欠かせな
い。さらに、たがねの頭が叩きすぎて損傷しささくれ
立つようにめくれているときは、手に傷をつけやすい
ので要注意。使用後にグラインダーをかけるとよい。　

キンクしたワイヤーロープ

このような状態になることを、
キンクするという。

石を吊るときは周囲に注意し、安全に確実に誘導する

石を割るときは周囲に注意し、自分の手を叩かないように

石割りでは石片などが飛んで目を痛めるのでゴーグルを着用
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第
２
章竹

の
技

竹垣づくりは、工具を巧く使って、竹
を切ったり、割ったり、あるいは編み
込んだりする技が欠かせない。
本章では、創作垣である松韻垣、およ
び網代垣の製作工程を通して、竹材の
扱いとさまざま工具の使い方を学ぶ。
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第２章　竹の技

１．竹垣製作に用いる工具と使い方

（1）工具の種類と使い方
　①竹ひきノコ
　竹材の切断専用のノコギリ。竹垣をつくる場合、胴
縁や立子に用いる竹は節止めにする（節の部分で切る
こと）。竹の繊維は縦に通っているので、竹を輪切りに
するには、繊維と直角にノコギリをひく。そのため鋸
身の片側に横びきの歯がつけられている。
　また、竹の繊維は普通の木材に比べて細かいので、
竹ひきノコは、一般的なノコギリ（両刃ノコ）よりも
刃が細かく、鋸身も小さいのが特徴である。
　丸竹を切る場合、竹を回しながら切ると、切断面は
ささくれが立たずに、きれいに切ることができる。

　②竹割りナタ
　竹を繊維に沿って、縦に割ったり、そいだりする竹
専用のナタ。
　全長 30〜 40cmくらいで、刃の部分は、長さ 18〜
25cmほど、幅３cm強、厚さ４〜５mmほど（両刃）。　
　建仁寺垣などの押縁や玉縁に使うため、丸竹を半割
りにする際には、ウラ（末口）の方から竹割りで割り
を入れる。

　③竹割り包丁
　竹を細く割いたり、薄く削いだりする竹専用の包丁。
　細く割くには、包丁を右手、左手に竹を持ち、末口
の方に刃を食い込ませて押し下げる。山割りにした竹
をさらに薄く削ぐにも重宝する。

　④竹割り器　　　　　　　　　　別名：菊ナタ、菊割り
　１本の丸竹を数等分に割る円形の道具。竹割り器の
中心を丸竹の末口部の中心に合わせて、木づちで叩い
て刃を食い込ませ、菊割りの把手を両手で持って押し
下げることによって割る。竹を何枚に割るかによって
三つ割りから八つ割り、多くて十三割りなどの種類が
あり、それぞれ使い分ける。

竹ひきノコ

竹ひきノコ２種

竹割りナタ

竹割り包丁

竹割り器４種

竹ひきノコで竹を切る

両刃

胴金

柄
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　⑤小刀
　竹を削ったり、節を取るための道具。特に建仁寺垣
などの柱づきの立子を馴染ませるために削ったりする。

　⑥けがき用コンパス
　竹のけがきに用いる。けがきとは「加工時の目印」
を書き入れること。柱つきの立子は多くは柱の曲がり
などによってすき間ができるので、右図のようにコン
パスやディバイダなどでけがきを行い、立子を削って
親柱になじませる。

　⑦ペンチ
　針金や銅線を切断したり、曲がっている釘を真っす
ぐに伸ばしたり、細かい作業のとき、材料を挟んだり
するのに用いる工具。造園施工では、主に、竹垣の製
作や支柱の取り付けの作業などで、竹と竹、あるいは
丸太と丸太を針金で結束する際に用いる。
　類似の工具として、最も汎用性のあるプライヤーや、
細身で細かい作業が可能なラジオペンチやヤットコ、
針金を正確に切断できるニッパー、太い針金を切るク
イキリなどがある。

　⑧げんのう
　主に、木材に釘を打ちつけるために用いる一般的な
大工道具。玄能は、槌の部分が、一方は平らで、もう
一方には丸みがある。釘は平らな方で打つが、丸みの
ある方は「木殺し」と呼ばれ、釘の最後のひと打ちは
この面で行う。この丸みによって、木材に傷をつける
ことなく、釘を深く打ち込むことができる。
　かなづちは、鉄でできた槌の部分の一方の端は、釘
打ち用に平らな面で、もう一方の端は細くなっている
ものをいう。細い側では、釘を深く入れたり、鎹など
の穴をあけるのに用いるが、この部分が釘抜きとなっ
ているものもある。

　⑨キリ
　柄を手で揉み込んで、木材に小さい穴をあけるため
の工具。釘を打つ前に穴をあけて、釘道をつくるなど
に用いられる。特に竹に釘を打つ場合、直接打ちつけ
ると、繊維に沿って竹が割れてしまうので、必ずキリ
で穴をあけてから釘を打つようにする。
　キリには刃先の形によって次のような種類がある。

親柱

けがき線

コンパス

削り取る部分

立子

①立子を親柱にあてがう。
②コンパスなどで親柱の曲が
　りに合わせた線を立子に印す。
③線に沿って小刀などで立子を
　削り、曲がりを合わせ
　て収める。

ペンチ

小刀３種

立子のけがき

けがき用コンパス

げんのう
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●四つ目ギリ：刃先の断面が正方形。深く揉み込むほ
どに穴が大きくなる。
●三つ目ギリ：刃先が太い三角キリ。一定の大きさの
穴を深くあけるときに使われる。
●きくざギリ：刃先が円錐状で、穴の表面に近い部分
を円錐状に仕上げるのに用いる。
●つぼギリ：柔らかめの木材に、大きな穴をあけるた
めのキリで、刃先が半円状になっている。最初に刃先
で円を描いてから揉み始める。
●ねずみ歯ギリ：刃先が３つに分かれているキリ。堅
い木材や竹に大きい穴をあけるのに用いる。
　以上のような手揉みキリのほかに、ハンドドリルや
クリックボールなどといった手動式の機械ドリルも多
く使われている。

　⑩電動ドリル
　電動モーターで、木・鉄・コンクリートなどに穴を
あける工具。　竹垣や支柱の製作にあたって、作業効
率からキリに代わって用られることが多い。

　⑪バール
　木工品の解体や、釘打ちに失敗して曲がってしまっ
た釘、古くなった釘を、てこの原理を応用して抜くた
めの鉄製の道具。長さ 30〜 40cmくらいで、片側は鉤
状に曲がっている。両端とも先が２つに割れており、
この部分に釘を挟んで引き抜く。

　⑫ノミ
　木材にホゾ穴を彫ったり、鉋の入らない細い部分の
仕上げに用いたりする道具で、刃のついた穂、首、柄
の部分からなる。槌で柄頭をたたいて穴を彫る「叩き
ノミ」と、手で柄を押して削る「仕上げノミ」に大別
される。叩きノミには柄頭に金属のかつらがはめてあ
る。仕上げノミにはかつらがないので、一目で叩きノ
ミか、仕上げノミかを見分けることができる。
　竹垣の製作では、御簾垣をつくる際に、親柱、間柱
に組子を差し込む溝を彫るときなどに、叩きノミが使
用される。
　なお、ノミには最も一般的な追入れノミのほか、向
待ノミ、丸ノミ（以上、叩きノミ）、突きノミ、しのぎ
ノミ（以上、仕上げノミ）などの種類があり、用途によっ
て使い分けられている。

各種キリ

各種ノミ

電動ドリル

バール

第２章　竹の技
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　⑬シュロ縄
　シュロ縄は、垣根の結束や樹木の支柱の結束などに使
用される。シュロ縄は、その名の通り、シュロの葉柄の
側方にあって幹を包むようになっている繊維をほぐして
縄にしたもので、きわめて腐りにくいものであったが、
現在はヤシ類の表皮でつくられている。
　販売されているシュロ縄は、黒く染められた黒染め縄
と、染めていない赤茶色の赤縄とがある。竹垣の結束に
は主に黒染め縄が、支柱の結束には主に赤縄が使われる
ことが多い。
　また、直径約６mmの太縄、約3.5mmの中縄、約2.5mm
の細縄の区別があり、全長約 27ｍを 45cmに折って１
把、50把で１束としている。

　⑭くり針
　建仁寺垣、御簾垣などの遮蔽垣の立子や組子を、胴縁
にシュロ縄で結束するときや、押縁、玉縁を取りつけて
結束するときに用いる鈎形の針。太い針金でつくること
も可能。くり針の穴にシュロ縄を結びつけ、透き間なく
並ぶ立子（組子）の間に針を通して、シュロ縄を垣の表
側から裏側へ回し、また表側に回して結束する作業をス
ムーズに行うことができる。
　竹垣の両面で２人で作業する場合は、直線状の直針で
を使ってシュロ縄を通すこともできる。

　⑮かけや
　遣方の杭や支柱の丸太、竹垣の親柱、間柱などを、地
中に打ち込むときに用いる大型の木槌。樫などの堅い木
材でつくられている。槌の部分の直径は 13 〜 15cm、
全体の長さが24〜27cm、柄の部分が90cm程度である。
なお、樹木などの立て入れ直しなどのとき、その樹木と
掛矢の柄にロープを結びつけて、槌の部分を支点にして
引っ張るといった利用法もある。

　⑯木づち
　関東地方ではコノキリとも呼ばれ、カシやケヤキなど
の堅木でつくられた小型の槌。叩きノミを叩く、池泉工
事のコンクリート打ちの際に型枠を叩くといった作業に
使われる。また、カンナの刃の出し入れにも用いる。
　造園工事においては、遣方の杭や支柱の丸太、竹垣の
親柱、間柱、立子を、地中に軽く打ち込むとき、立子の
頭の高さを均一にそろえるときなどに使われる。

黒染めのシュロ縄

くり針

かけや

木づち

直　針
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　⑰突き棒　　　　　　　　　　　　　別名：きめ棒
　竹垣の柱や支柱を、穴を掘って立てるときに、しっ
かりと固定させるために、土を入れて突き固めるのに
使われる木の棒。長さ 150 〜 160cm、直径５cmくら
いが使いやすい。材質は樫などの堅木がよい。
　庭木の植えつけの際の、水ぎめや土ぎめのとき、ま
た石を据えて突き固めるときにも同様に使われる。

　⑱水平器
　施工する構造物の水平の状態を確かめるために使う
器具。木製または鉄製の細長い定規の中程に気泡管を
入れ、気泡管の気泡を真ん中にすることによって水平
をとる。最新式の万能水平器は水平のほかに、垂直や
45度を確認できる。また最近ではデジタルタイプのも
のや、レーザーを照射させて水平を測るものなども市
場に出回っている。
　造園工事では、竹垣の製作、飛石、敷石や石積みな
どを施工する前の遣方づくりなどに利用される。竹垣
づくりでは、立子の頭部の高さを決めるために水糸を
張るときに利用し、遣方づくりでは、飛石、敷石等の
高さを決めるために水糸を張るときに利用する。また、
実際に飛石や敷石を据える際にも、石の表面に水平器
を置き、つねに水平を確認しながら作業をする。

　⑲墨壺
　墨壺は、材料や構造物の表面に、目印となる直線を引く

道具である。墨糸を巻いた糸車と、墨（墨汁）をしみこま

せた墨肉をいれた墨穴からできていて、糸の先に仮子（か

るこ）という針がついている。ただし最近では墨汁ではな

く色粉を用いる場合が多い。

　仮子を引っ張って、一つの墨印（例えば水盛りによって

付けた水平面の印等）に糸を押さえ付け、墨壺の方をもう

一つの墨印に合わせて墨糸を強く張り、この糸をはじくと、

糸が材の表面を打って、糸についていた墨が材の表面につ

くというわけである。材の表面に多少凹凸があっても、正

確な直線を引くことができる。

　最近ではチョークラインといって、墨に代えてチョーク

の粉で線を引く道具も開発されている。

第２章　竹の技

標準タイプの万能水平器

突き棒で竹垣の柱を建て込む

デジタルタイプの水平器

レーザー水平器

最新式の墨壺 チョークライン

従来の墨壺２種
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（2）竹の切り方
　竹垣の胴縁や押縁、立子などに用いる竹は、節の部
分で切る、すなわち節止めにする。
　竹の繊維は縦に通っているので、竹を輪切りにする
には、繊維と垂直に竹ひきノコをひくことになる。し
たがって竹を回しながら切ると、切断面はささくれが
立たずに、きれいに切ることができる。
　竹の繊維は普通の木材に比べて細かいので、竹ひき
ノコは、普通のノコギリよりも刃が細かく、鋸身も小
さい。

（3）竹の割り方
①竹割りナタで割る
　建仁寺垣などの押縁や玉縁に使うため、丸竹を半割

りにする際には竹割りナタを使用する。

　比較的短い丸竹の場合は、末口を上にして垂直に立

てて、竹割りナタを入れ木づちなどで軽く叩いて割り

を入れ、一気に下まで割る。

　また、長くて真っすぐに立てられない丸竹の場合は、

斜めにして、末口から竹割りナタを入れて割っていく

が、一節行くごとに竹を 180 度回転させるのがコツ。

これは上下で割ったときの厚さにムラができないため

である。手で引き裂けるくらいの割りを入れたら、地

面に置いて下側を足で踏み、上側を持ち上げるように

して割ってもよい。その場合も 持ち上げる方が薄く割

れていくので、数回上下を入れ替えながら割ると、き

れいに半割りにすることができる。

　なお押縁と玉縁は、太い丸竹を末口から半割りにし

たものを用いるが、それぞれ割り方が異なる。竹は芽

のある方から見ると真っすぐに見え、芽の脇の方から

みるとジグザクに見える。したがって、押縁用の竹は、

芽を両側に残すように半割りにし、玉縁用の竹は芽の

位置で半割りにしなくてはならない。

丸竹を切る作業

半割り竹を切る
作業

竹割りナタで丸竹を半割りにする作業

　玉縁の竹の割り方 　胴縁・押縁の
　竹の割り方

芽 芽
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第２章　竹の技

②竹割り器（菊ナタ・菊割り）で割る
　丸竹を数等分山割りにするときは竹割り器（菊ナタ・
菊割り）を使うと便利。
　竹割りナタで半割りにするときと同様に、短い丸竹
の場合は竹を末口を上にして垂直に立てて、竹割り器
の中心を丸竹の末口部の中心に合わせて、木づちで叩
いて刃を食い込ませ、把手を両手で持って一気に押し
下げる。長い丸竹の場合は斜めにして、末口から竹割
り器を木づちで叩いて刃を入れて割っていくが、これ
も半割りと同様に、一節行くごとに竹を 180 度回転さ
せる。そのまま割ると竹の重みで割り幅にムラができ
てしまう。

③竹を細く裂く
　山割りにした竹をさらに細く裂いたりする場合、竹
割り包丁を使うと便利。
　山割り竹を半分に裂くには、まず末口の方に木バサ
ミなどで切り込みを入れ、そこに包丁の刃を入れて裂
いていくが、このとき竹割り包丁を動かすのではなく、
竹のほうを送って行く感じで動かすのがコツ。裂き進
むにつれて、竹割り包丁の胴金、さらに柄の部分を使
うようにするとスムーズに裂くことができる。

（4）工具のメンテナンス
　竹ひきノコや竹割りナタ、竹割り包丁などの刃物は
使い終わったら、ケースや鞘に収める前に、屑を払っ
て錆び止めの油を塗る。油は丁子油などの刃物専用の
錆び止め油が望ましく、専門店で購入するとよい。な
お雨などに濡れて水分がついたままケースに収めると、
すぐに錆びてしまうので、しっかりと水分を拭き取っ
てから収めること。
　また、竹割りナタや竹割り包丁などは切れ味が悪く
なるまえに、しっかりと砥いでおくことが必要である。
　

竹割り器を末口に当て木づちで叩いて刃を食い込ませる

竹割り器を一気に押し下げて丸竹を山割りにする

長い竹は斜めに寝かせて節ごとに回転させて山割りに

竹割り包丁で山割り竹を半分に裂く作業
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２．松韻垣をつくる

1800 1800

15
0

12
0

G.L.

17
50

（1）松韻垣の構造
　松韻垣は、横に渡した唐竹の組子と斜めに取りつけ

た押縁が特徴的な、野村脩氏による創作垣。幅３.6m（２

間）、高さ２m ほど。

柱：左右の親柱と中間に間柱を建てる。

組子：唐竹を御簾垣のように横に渡す。末口と元口を

交互にして、芽を正面に向ける。所々に適度な割り間

を空けるのが特徴。

胴縁：裏側に丸竹を斜めに平行に取りつけて、骨格と

する。組子の割り間から、所々透けて見える趣がポイ

ント。

押縁：半割り竹を用いて、向かって左下に斜めに取り
つけた短い押縁を起点に、右上方に向かって放射状に
取りつける。
シュロ縄結束：組子を挟んで、押縁と胴縁の交点をイ
ボ結びで結束。

松韻垣の構造図

柱を建てて組子を取りつける作業

組子を芽を正面にして末口と元口交互に取りつける
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（2）松韻垣の製作
①柱を建てる
　左右の親柱と中間に間柱を建てる。

②胴縁の取りつけ
　丸竹を裏側の胴縁として図面にしたがって斜めに平

行に取りつけ、親柱、間柱に釘止めする。

③組子の取りつけ
　唐竹を横に渡して取りつけ、柱に釘止めする。末口

と元口を交互にして、芽を正面に向けて真っすぐに見

えるようにする。

④押縁の取りつけ
　図面にしたがって半割り竹の押縁を斜め放射状に取
りつけ、胴縁との交点を銅線で結束し仮止めする。
⑤シュロ縄結束
　押縁と胴縁の交点をシュロ縄でイボ結びにする。

第２章　竹の技

コラム①　松韻垣の斜め押縁が組子を真っすぐに見せる
　押縁が左下から右上に向かって放射状に取りつけら
れていて、あたかも松葉を思わせるような、変化のあ
る意匠が、松韻垣の大きな特徴となっている。
　しかし、松韻垣の斜めの押縁には、竹垣のデザイン上、
思いがけない効果を発揮しているのである。
　竹には育った環境によって、曲がりなど、それぞれ
多少のクセがある。たとえば、御簾垣のように押縁が
縦に垂直に取りつけられている場合、押縁の真っすぐ

な垂直のラインが、組子の竹のクセを強調して、横に
渡した組子が曲がって見えることがある。
　その点、この松韻垣のように、押縁が斜めに取りつ
けられた場合、目の錯覚も手伝って、組子が横に真っ
すぐに整然と見える。
　見る人の目を十分に意識して、ときに目の錯覚を誘っ
て、よりよく見せる工夫をする、それも造園の技のひ
とつと言えよう。

完成した松韻垣。株立ちの樹木と景石を垣の模様に馴染ませている

裏から見た松韻垣。丸竹の胴縁を仮止めに

半割り竹の押縁を放射状に取りつける
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３．網代垣をつくる
（1）網代垣の構造

　網代垣は、沼津垣とも呼ばれ、主に沼津地方でハコ

ネダケを編み込んだ垣が多くつくられていたことに由

来する。組子を斜めに編み込んでいくのが特徴だが、

編み方にもさまざまなものがある。ここで製作する網

代垣は、幅１m 弱の袖垣で、組子に唐竹の割り竹を用

いる。

柱：左右に親柱を建てる。

組子：唐竹を６等分した割り竹、８本をひと手として、

裏表交互に編み込んで行く。

無目板：下部に組子を支える無目板を取りつける。

胴縁：裏側に半割り竹を水平に４本取りつける。

押縁：胴縁と同じ位置に半割り竹の押縁を４本取りつ

ける。

額縁：２本の柱に沿わせて山割り竹を、裏表とも縦に

取りつけ、左右の額縁として景観を引き締める。

玉縁：上部に半割竹の玉縁を取りつける。

シュロ縄結束：玉縁の結束は飾り結び、組子を挟んで

押縁と胴縁をイボ結びで結束。

950

15
0

50
0

70
0 16
00

40
0

15
0

玉縁

柱

額縁
押縁

組子

シュロ縄
結束

銅線結束
無目板

飾り結び

網代垣の構造図

組子に使用する山割り竹、丸竹を８等分に割って節を取る 組子を編む作業。裏表を巧みに編んで独特の模様を表現
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（2）網代垣の製作工程
　この網代垣は以下のような工程で製作される。

①親柱を建てる
　左右２本の丸太を建て込み親柱とする。

②無目板を取りつける
　親柱の間に下部に無目板を取りつける。

③組子を編む（詳細は 49〜 50 頁）
　割り竹８本をひと手として、交互に斜めに編み込ん

で、組子をつくる。

④裏の額縁と胴縁を取りつける
　垣の裏側に柱に沿わせて２本の山割竹を額縁として

縦に取りつけ、また４本の半割り竹を胴縁として裏側

から取りつける。胴縁は柱に釘止めする。

⑤組子を取りつける
　編み終わった組子を取りつけ、胴縁に鉄線で仮止め

する。

⑥表の額縁と押縁を取りつける
　組子を押さえるように表側の額縁と、胴縁と同じ位

置に押縁を取りつける。

⑦玉縁を取りつける
　最上部に半割り竹の玉縁を取りつける。

⑧シュロ縄結束
　玉縁は飾り結び、組子を挟んで押縁と胴縁をイボ結

びで結束。イボ結びのさがりは 10cmほど。

第２章　竹の技

左右の柱を建てて、下部に無目板を水平に取りつける

組子を折り込む作業。この折り込みによって模様が完成

裏側に半割り竹の胴縁を取りつける 編んだ組子を取りつける
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胴縁を鉄線で仮止めする作業

胴縁をシュロ縄で結束

押縁をシュロ縄で結束。さがりは 30cmほどと長くする 完成した網代垣

左右の額縁、半割り竹の押縁と玉縁を取りつける
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（3）網代垣組子の組み手手順
　ここで網代垣製作の最重要ポイントである組子の組

み手手順、および、その要領を解説する。

①準備
　墨壺を使って組み手手順の補助線をコンパネに引く。

②組む
　割り竹ひと組みの組み手を８本とし、半分を逆さま

にする。左を下手に竹は皮使い（右を上手に肉使い）で、

１３手まで組む。編むときにドライバーやパッカーは

ずしや粗皮削りなどの道具を使って山割り竹を掻き寄

せると隙間がなく編むことができる。

③折り返し
　右上手上方から１本ずつ折りぐせをつける。折りぐ

せは “ 切れないノミ ” で筋を入れるとよい。一度手前に

音のするまで折り曲げてから、８本をひと手に数えて

ふた手越しに向こう側へ折り返す。左下手は折りぐせ

をつけ、８本を手前にふた手越しに折り返す。

④組み進む
　途中で何回か組手の模様の通りを確認しながら進め

る。組み終わりは奇数手で終わるように調整する。

⑤組み終り
　右上手（下方）から折り返す。向こう側に折り返す。

左下手（上方）は手前に折り返す。組み終りの手数によっ

て組み終わりの模様が変わる。

コンパネ

上端

下端

右上手

左下手

中心線

折返し線

折返し線
950

16
00

コンパネに墨壺で組み手手順の補助線を引く

組子の組み手手順の補助線

組子を編むにはドライバーやパッカーはずし、粗皮削り
などで竹を掻き寄せるとよい パッカーはずしを使って竹を掻き寄せながら組子を編む

切れないノミで折り込みぐせの筋を入れる 組子の編み込みが完成

第２章　竹の技
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（肉）

左手を下手に１
右手を上手に２と置く
１手は細割り２cmを８本
４本、４本を末元互い違いにする

４手めに注意

続けて 13 手まで組む

組子の完成

①

⑥

⑩ ⑪ ⑫

⑦ ⑧ ⑨

② ③ ④ ⑤

矢
印
の
方
向
へ
折
り
返
す

矢
印
の
方
向
へ
折
り
返
す

13 手まで組んだら
左側を折り返す

13 手まで組んで
左側を折り返した状態
次に右側を折返す

網代垣の組子の組手手順
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コラム②　沼津垣と網代垣
　沼津垣は、青割竹や篠竹、女竹などを網代状に編み
こんでつくるもので、静岡県の沼津地方に多く見られ
るため沼津垣、その模様から網代垣とも呼ばれる。冬
の強い西風や海岸からの風の強い沼津地方では、家や
農作物を守るために利用され、主に外囲い用として用
いられてきた。沼津垣は 16 本の篠竹を斜めに綾模様に
編み込んだものだが、最近は沼津垣を作る職人が少な
くなったとのことである。

　沼津垣は、昔から沼津周辺で浜の潮風を防ぐために
用いられてきた垣根で、景観的にも、実用的にも優れ
ている。旧沼津御用邸でも多く用いられていたことか
ら、一般に知られるようになった。
　材料は、箱根竹と呼ばれる篠竹を十数本ずつ束ねて、
網代編みにしている。この束を「手」といい、どの束
も別の二つの束を超えて編んでいるため、この編み方
は「ふた手越し」と呼ばれている。　

（4）竹垣製作の安全管理
　網代垣ばかりでなく、竹垣を製作するにあたって、

安全管理上、以下のような事柄に留意する必要がある。　

①ナタなどは外向きに使う
　竹の節を払うときに手を切ることがあるので、ナタ

を外向きに使うこと。

②竹のささくれに注意
　竹のささくれが刺さることがあるので、長袖、腕カ

バーを着用し、作業手袋を着用する。

③長い竹の取り扱い
　長い竹を取り扱うときは周囲に人がいないことを確

認して行う。

④安全姿勢の確保
　竹を細割りにするときは、座って安定した姿勢で作

業をする。

竹を割るときにも、周囲に気を配って安全を確認

刃物やハンマー類には細心の注意を竹の節を払うとき、ナタの刃は外向きにする

静岡県の沼津地方に多く見られる沼津垣（網代垣） 篠竹を 14 本ずつ束ねて１手とし、網代状に編む

第２章　竹の技
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第
３
章植

栽
と

  
剪
定
の
技
樹木や下草、草花の植栽・配植により
景色を表現することは、庭づくりの基
本であり、最も個性と創意が現れる大
切な部分である。仕上げの剪定も樹木
の生理を整えるばかりでなく、庭のテー
マに沿って、より景趣を豊かにする。
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第３章　植栽と剪定の技

１．植栽・剪定に用いる工具と使い方

（1）植栽工具の種類と使い方
　①スコップ
　シャベル、ショベルとも呼ばれ、土砂を掘ったり、
すくったりする道具。庭の土面の掘り起こし（天地返
し）、庭木の植え付けや移植のときなどには欠かせない。
用途に応じて以下のような種類がある。
●剣スコ：先が尖っていて、主に穴を掘るのに使う。
●角スコ：先が平らで、土や砂利などをすくって積み
込み・運搬するのに用いられる。
●練りスコ：コンクリートやモルタルなどを練り混ぜ
るときに使う。
●両面スコップ（ダブルスコップ）：剣スコを２枚合わ
せた構造で、土を挟み込むようにして掘る。竹垣の柱
や庭木に取りつける支柱など、径が小さく深い穴を掘
る場合に重宝する。

　②エンピ
　スコップの一種であり、主に庭木の掘り取りに用い
る。へら部分には反りがあり、先端はやや尖っている。
柄はまっすぐで反りがない。刃先は裏面も研いで鋭利
にする。
　なお、エンピは、断根法と呼ばれる簡単な根回しを
行う際に使われる。これは根元周辺の地面をエンピで
突き刺して、側根を切断することによって、そこから
細根を多く発生させるのを促すものである。

　③ツルハシ
　硬い地盤を掘り起こしたり、掘削する工具である。
　弦状に湾曲した鉄の両端を尖らせたものと、片方だ
けを尖らせたものがあり、その尖った様子が鶴の嘴に
似ることから、この名がある。いずれも、中央部に木
製の柄が付いている。前者は「鶴」、後者は「鳶」また
は「ばち」という名でも呼ばれている。

エンピ

両面スコップで丸太を建てる穴を掘る

ツルハシ

剣スコ（左）と角スコ（右） 両面スコップ
（ダブルスコップ）
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コラム①　こうがい板のさまざまな使い方

　④こうがい板
　「掻き板」あるいは「手板」などとも呼ばれ、部分的
な地均しや、低木類の植栽、石組、飛石、延段・敷石
の施工、敷砂などを行う際に、以下のような作業に使
う台形の板片。
●土や砂を叩いたり、土粒をつぶしたり、均したりな
どの仕上げ作業。特に景石や飛石の周囲の地際をきれ
いに仕上げることができる。
●景石や飛石の周囲の土を突き込んだり、ほじくった
りする作業。
●施工物の簡単な位置を地面に描く。
　以上、さまざまな作業に使用できる。非常に幅広く
使え、造園工事の現場には欠かすことのできない基本
的な道具である。
　こうがい板は普通、手製でつくるものであり、その
つくり方は以下のような手順で行う。
①長さ 25 〜 30cm、幅 10cm、厚さ１cm くらいの長
方形の板片を用意する。
②板片の片側の端を斜めに切り落とす。先端の角度は
30 〜 45 度ほどが適当。
③斜めに切り落とした辺と、台形の長い方の辺を、斜
めに削って刃のような状態にする。

こうがい板

こうがい板

こうがい板の持ち方の例

　こうがい板は植栽、石組、飛石、敷石、敷砂など造
園作業全般の仕上げとして欠かせない道具である。以
下に、代表的なこうがい板の使い方を写真で紹介する。

整地の際、地面に埋まっている土のかたまりなどを除去

地面と敷石の境界線をはっきりときれいに出す

仕上げとして地面を整地する地面の地均しを行う
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　⑤ジョレン
　土や砂利やコンクリートなどを、掻き寄せたり、敷
き均したりする用具で、長い柄の先に、鉄板製または
竹編製の箕が取りつけられている。柄を両手で持ち、
手前に引き寄せるようにして作業する。
　短い鉄の刃（爪）を櫛状に並べて柄をつけた農器具
である。一般に６本爪と 12 本爪がある。また竹製のも
のを熊手、柄の短いものを手熊という。

　⑥レーキ
　庭の施工前の敷地の草掻きや整地のほか、芝張り花
壇づくりの際に元肥を施す作業、または小石やごみを
掻き集めるのにも使う。また、枯山水の敷砂に砂紋を
描く砂かきもレーキの一種で、描く紋様によって、刃
の数や刃の間隔を工夫している。
　人力で上下し、地面や盛土、あるいは基礎に敷き詰
めた割栗石（グリ）を突き固めるための道具。

　⑦地ごて
　こては、左官工事の主役であるが、この地ごては、
地面を平らに均したり、庭木を植えつけ後や、石を据
えつけた後、盛り上がった土の表面を押さえ整える作
業などに用いる。地方によっては庭園工事、および土
木工事に使われるこてである。

　⑧すき
　地面に穴や溝を掘ったり、土をすき取ったりするの
に用いる用具。台（先端が刃の部分）と柄とを１本で
つくり出し、柄尻がＴ字型になっており、鋤台の肩を
踏んで地面に垂直に挿入することができる。現在はス
コップが使われ、あまり用いられなくなった。 

　⑨くわ
　土の耕作、整地、除草と園芸作業に幅広く用いられ
る農具。苗床や花壇づくりに使われる。先端に刃をつ
けた平たい鉄板に、長い木製の柄をつけた形が一般的
であるが、刃先が３〜４本に分かれたものもある。
　弥生時代の出土品のなかにもあり、相当昔から使わ
れていたことがうかがい知れる。 

第３章　植栽と剪定の技

ジョレン

レーキ

す　き

４本刃のくわ（上）と通常のくわ（下）

各種地ごて
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（2）剪定用工具の種類と使い方
　①木バサミ
　　 別名：植木バサミ、南蛮、わらび手、和バサミ、おたふく

　「植木バサミ」、「南蛮」などとも呼ばれている、最も
一般的な剪定用のハサミ。剪定作業には一番頻繁に使
用される。関西ではわらび手、和バサミ、おたふくな
どという呼称で親しまれている。
　指を入れる柄の部分を「わらび手」といい、このわ
らび手が大きく、独特のかたちをしているのが特徴。
このような柄の形は、枝を切ったときに、他の枝を挟
んで傷めないように工夫されたものである。木バサミ
は剪定バサミのようにバネがなく、長時間使用しても
手が疲れないという利点がある。大きさ、かたちとも
にいろいろなものが市販されているので、実際に手に
とってみて、よくなじむものを選ぶとよい。
　通常、木バサミでは直径１cm くらいまでの枝を切る。
それ以上の太い枝を切るには剪定バサミを用いること
が多い。細い枝が込み合っている場合には、木バサミ
を使うと剪定作業がスムーズに行える。さらに、枝分
かれの部分や芽の位置で切る場合など、剪定バサミで
切ると、枝の切り残しが突起状になってしまうが、木
バサミを使うと、枝を残さずにきれいに切ることがで
きる。使うときは、わらび手に全部の指を入れて持つ
ようにすると、指に力を入れやすい。細い枝は刃先で
はさみ、太めの枝は刃を大きく開いて刃の根元に近い
ほうではさむ。前後に動かすと多少太い枝でも楽には
さむことができる。ただしハサミを左右にひねりなが
ら切ると、刃こぼれをするので要注意。

　②切りばし
　主として京都を中心とした関西で使われているハサ
ミで、細かい枝先の剪定のほかに、植木の掘り取りの
際の根切りや、柄の部分で根鉢の余分な土をかき落す
など、職人たちが作業に応じて工夫して使っている万
能バサミ。

　③剪定バサミ
　最初、果樹の剪定用のハサミとしてヨーロッパから
紹介されたが、切れ味がよいうえに太めの枝も切れる
ことから、庭木や盆栽などの剪定に広く用いられるよ
うになった。果樹剪定用ということから、庭木の見た

木バサミ

切りばし３種

剪定バサミ

木バサミの持ち方①
基本的な持ち方。わ
らび手にすべての指
を入れて持つと、指
に力が入る。

木バサミの持ち方②
　人さし指と中指を
わらび手の外側にか
ける持ち方。慣れる
とハサミを動かしや
すく、作業をスムー
ズに行うことができ
る。
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目の美しさより、できるだけ多くの木、多くの枝を剪
定するのが目的で、スピーディかつ、よく切れること
を狙いとしたハサミである。したがって枝先などの細
かい剪定には向かない。
　木バサミとは刃の形が異なり、「切り刃」と「受け刃」
が半円の弧状となっている。「にぎり」と呼ばれる柄の
内側にバネが仕込まれていて、ギュッと握り込むよう
にして枝を切る仕組みになっている。このバネには、
針金のゼンマイバネと虫バネの２種類があり、バネの
強いものは、長時間作業するとかなり手が疲れてしま
う。剪定バサミは各種市販されているが、購入の際には、
実際に握ってみて自分に合ったものを選ぶとよい。
　剪定バサミは、木バサミでは手に負えないような太
い枝の剪定に使用する。枝の硬さによって多少の違い
はあるが、一般的に直径 2cm くらいまでの枝を切るこ
とができる。切り方によってはそれ以上の太い枝を切
ることも可能。実際に枝を切る場合は、切り刃を手前
にして、枝をはさんで向こう側へ押し込むように回し
て切る。このようにすると、それほど強い力を入れな
くても、太い枝を無理なく切ることができる。

　④刈り込みバサミ
　生垣および玉ものや玉散らし、または洋風のトピア
リーなどの人工的な仕立てものを刈り込むためのもの
で、両手で扱う大型のハサミ。木バサミ、剪定バサミ
と異なり、枝を１本１本切るのではなく、全体的な樹
形をつくることを目的とする。
　刈り込みバサミには、表と裏があり、刃先が反って
いるほうが表で、この刃の反りが手前側に向くように
するのが正常な持ち方。刈り込みバサミ購入時には自
分に合ったものを選ぶ。刃が厚く、刃渡りが長いもの
のほうが使いやすく、柄も長いほうが腕が疲れないの
で作業が楽である。
　刈り込みバサミの使い方は両手を同時に動かすので
はなく、片方の手は柄の中ほどを握って固定し、もう
一方の手を動かして使用する。そうすると刃先がブレ
ずにきれいに刈ることができる。また、柔らかい芽先
のみを刈り取るような場合は、柄を短めに持つと作業
しやすい。なお、玉ものの上面の曲面部を刈り込むと
きには、ハサミを裏返しに使うと美しい丸みがつけら
れる。また、生垣の天端など高所を刈り込むときも、
ハサミを裏返したほうが作業がスムーズに行える。

枝の太さによる用具の使い分け

刈り込みバサミ

左手は固定

右手のみ
動かす

第３章　植栽と剪定の技
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　⑤高枝剪定バサミ　　　　　　　　　  別名：高枝切り

　脚立やハシゴを用いずに、高いところの枝を切り落
としたいときに使う植木バサミ。街路樹、公園樹の剪
定に使う大形のものと、高さ 3.0m くらいまでの枝を切
る家庭用のものがある。かつては、竹の先端にノコギ
リを固定して使っていたこともあったが、現在は、伸
び縮みする長いパイプの先に剪定バサミを取り付けた
ものが一般的で、市場に多く出回っている。
　径 1.5 〜２cm くらいまでの枝を切るのに使い、それ
以上の太い枝を切るには無理がある。また、正確に切
る枝の位置をとらえることできないので、細かい手入
れを行うには向かない。どちらかといえば、樹芯に近
い部分の枝透かしや枝抜きに用いる程度である。
　ハサミ状の刃に枝を挟んだら、刃を動かすロープを
一気に引いて切る。なお、最近はヒモでなくグリップ
式の引き金になっているものが主流となっている。

　⑥剪定ノコギリ
　剪定バサミでは切れないような太い枝や太い根など
を切るときに使用する。古くから使われている道具。
両刃だと他の枝を傷つけてしまうので、片刃のものを
選ぶ。幹や太い枝を切るには、目が粗く、刃の長さが
45cm くらいのものが適す。細い枝を切るには、目が細
かく、刃の長さは 25cm ほど、片手で持って楽に作業
ができるような小形のものが適す。また、刃の先端の
部分が細く丸くなっていて、枝と枝の間に無理なく差
し入れられるものがよい。折りたたみ式のノコギリは
収納には便利だが、使っていないときは刃が見えない
ので、サビに気づきにくいので注意が必要。
　枝を切る際には、切り取る枝の先のほうを一方の手
でしっかりと支えて、枝が動かないようにしてから、
ノコギリを引くようにする。

　⑦枝打ち鎌
　庭木の剪定作業で、枝を切るための柄の長い鎌。刃
が薄めで、刃と柄の角度が普通の鎌よりもやや鈍角で
ある。高い位置での枝の剪定、高垣などの刈り込みに
必要で、主に台杉を仕立てる時の、枝打ち、払い枝な
どに用いられる。台杉の立木の部分の枝を落とす枝打
ちは、枝の付け根に鎌をあてがい、一方の手で枝を下
方に枝折らせて、一気に切り落とす。このとき、切り
口が幹の面より高くなっていると見苦しい。払い枝は、
立木をまっすぐに仕立てるために、穂先の部分の勢い
のある「きき枝」や「立ち枝」を払う作業である。
　払い枝はこれらの枝の枝先から 10 〜 15cm ほどのと

高枝剪定バサミ２種

剪定ノコギリ２種

枝打ち鎌２種

ロープ式の
高枝剪定バサミ

グリップ式の
高枝剪定バサミ
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ころを鎌で払うようにして切る。また新しい立ち木を
育てるにあたって、樹形を乱す勢いのある枝を抜き枝
する際にも用いられる。なお竿鎌といって、1.8m ほど
の長い竹の柄の先に鎌の刃をつけて、高いところの枝
を楽に払えるように工夫したものもある。

　⑧ヘッジトリマー
　生垣など、面を均一に刈り込むための刈り込み機。
電動式、充電式、発動機（エンジン）式などの種類が
ある。ヘッジトリマーは作業が効率的に行えるが、瞬
間的に刈る機械なので、使用にあたっては十分な注意
が必要となる。一部分を刈り込み過ぎてしまったり、
電動式の場合はコードが足に絡んだりして、思わぬケ
ガをすることがあるので注意が必要。

　⑨チェーンソー
　鎖式に連結した鎖歯を長円形鋼版の縁に沿ってベル
ト状に回転させることによって、材を挽く動力ノコギ
リ。主に樹木の伐採や丸太を切ったりするときに使わ
れる。発動機式と電動式の２種類がある。 
　なお使用にあたっては、「伐木等の業務に係る安全衛
生特別教育」を修了する必要がある。

　⑩脚立
　剪定作業に使われる脚立の一般的な構造は長さ３ｍ
ほど、直径５cm くらいのスギやヒノキなどの丸太を三
角形に組み立て、足を掛ける桟を 30 〜 35cm 間隔に横
に打ち付け、さらに支えとなる長さ 2.5 ｍほどの竹の
棒を一番上の桟に取り付けてつくられている。最近は
同形のアルミ製の脚立もあり、軽量で持ち運びが楽な
ので現場で広く用いられている。ただし降雪のときや
コンクリートなどの舗装面では滑りやすいので要注意。
　実際に脚立を使って作業を行う場合は、脚立を立て
たら、支えの棒と桟をロープで結び、脚立が開いて倒
れないようにする。足と地面の角度は 75 度以下と規定
されている。脚立に上っての作業は、通常、上から３
番目か４番目くらいの桟の所までを目安にし、必ず桟
に足をからめて安全を確保する。脚立は前後の動きに
対しては安定感があるが、横方向の動きに対しては不
安定なので、左右の枝を切るときなど、あまり無理な
姿勢で作業を行うと危険である。

　⑪はしご
　脚立でも届かない、さらに高所の剪定作業に利用さ
れる。剪定用のはしごは、現在では二段に伸縮可能な
アルミ製のものが使用されることが多い。

チェーンソー

発動機式（上）と電動式（下）のヘッジトリマー

頂部を針金
で結束

竹

丸太

開
き
止
め
の

ロ
ー
プ

丸太の脚立 アルミ製の脚立

差込み
（丸太など）

はしご 作業のときは
桟に足を掛ける

筋交

安全を考えて
おしみを張り
他の木などに
結びつける

おしみ

はしごの使い方

第３章　植栽と剪定の技
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（3）草花植栽・管理用工具の種類と使い方
　①移植ごて
　土を掘ったりすくったり、草花の定植、移植、また
は球根の植え付けなどに用いられる小さなショベル状
の道具。園芸では非常に頻繁に使用される。
　材質は鉄やステンレスが主流であるが、材質が貧弱
だと柄の付け根が折れ曲がったりする。
　選ぶときは、厚さが１ｍｍ以上で、裏側を見て柄の
付け根のくぼみの部分に、折れ止めがついているのが
よい。

　②ガーデンフォーク
　木製の柄の先に、フォーク状の金属がついたもので、
先端で突いて、固くなった土を崩すのに用いる。特に、
植え付け前にプランターの中の土をほぐすのに最適。

　③草かき
　長い柄の先に半円形の刃がついている除草用具。立っ
たままの姿勢で使うことができる。分類上は鍬の一種
だが、普通の鍬よりも刃が鋭利につくられている。

　④鎌
　木製の柄の先端に、半月型の刃をつけたもの。草を
刈り取るのに用いる。 鎌には以下のような種類があり、
刈り取る草の種類や状態によって使い分ける。
●草刈り鎌：最も一般的な草刈り用の鎌で、刃渡り
10cm くらいの小型のものから、20cm 前後のものが使
いやすい。柄が長いと立ったまま作業ができて楽。
●ノコギリ鎌：刃の部分がノコギリ状になっている鎌。
茎が丈夫な草を刈るのに適する。

　⑤ふるい
　用土の粒をふるい分け選別するための道具。ふるい
の目は、JIS（日本工業規格）により 10 種類の大きさ
があるが、園芸用には 1.0、1.5、3.0、4.5、6.0mm の
５種類を用意しておけば、たいていの場合は間に合う。 

大小のガーデンフォーク

草かき

ノコギリ鎌（上）と
草刈り鎌２種（中・下）

ふるい

移植ごて

各種移植ごて。通常のものよりしっかりしていて使いやすい
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　⑥じょうろ
　水を雨滴状に散水するための道具。水を入れる容器
から突き出たパイプ状のアームの先端に、蓮の実状の
穴のあいた口を取り付けたもの。水を出したときに水
流の筋がよれないのがよい。

（4）清掃用道具の種類と使い方
　①竹ぼうき
　作業終了時の清掃や日常的な庭の清掃に用いる。長
さ 1.2 ｍ〜 1.3 ｍほど、柄は丸竹でつくられ、穂には竹
穂や柴木が使われている。

　②手ぼうき
　杉苔や敷砂などの上の落葉やゴミを払ったり、飛石
や敷石の上についた塵や土を払ったりする、柄のない
小型の箒。竹穂を束ねて手製でつくられる。 

　③熊手
　落葉や砂利、石屑などを掻き集めるための清掃用具。
芝生の中などのゴミを集めるのにも便利である。長い
木製の柄の先に、先端を爪状に曲げた細い竹を何本も
つけたもの。松葉を掻き集める専用の熊手は、普通の
ものに比べて、竹の本数が多く先が細かい。 

　④箕
　掃きだした塵や落葉、石屑などを集める用具。大型
の塵取りとして使われている。もともとは農具で、穀
類をあおってふるい、穀、ごみを選別して除くもので
ある。竹、藤、桜などの皮を編んでつくられる。 

　⑤ブロアー
　庭専用の強力な送風集塵機。１台に吸引機能と吹き
飛ばしの機能の双方を兼ね備えていて、集塵に便利で
ある。
　刈り込んだ細かい枝葉や、鋸での枝おろしで生じた
木屑などを集塵したり、箒や熊手が入らない物陰や、
パイプをアタッチメントを使って長くすれば、屋根や
雨樋に溜まる埃や落ち葉を掃除できる。

じょうろ

竹ぼうき 手ぼうき

熊手

竹で編んだ箕 プラスチック製の箕

ブロアー

第３章　植栽と剪定の技
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（5）工具のメンテナンス
　ハサミ類やノコギリの使用後は、刃に葉汁や樹液、
葉くずや木くずがついたままにしておくと錆びてしま
うので、きれいに払拭し、潤滑油などを塗って保管する。
また刃こぼれがないかよく確認し、もし切れ味が悪い
ようなら、次回に備えてしっかりと砥いでおく。
　刃の砥ぎかたは、大きな砥石を固定しハサミを動か
す方法と、ハサミを固定し、小さな砥石で砥ぐ方法が
ある。いずれの場合も砥石に十分に水を含ませて、
万一の安全のために、自分の方にハサミの刃を向けず
に、ミネの方が手元にくるようにして砥ぐ。刃を砥ぐ
ときは、砥石を刃にピッタリと密着させ、角度を変え
ずに２つの刃のすり合わせがよくなるように砥ぐのが
コツ。
　なお、ハサミ類は使用しているうちに、噛み合わせ
がゆるくなって枝葉を噛んで思うように切れなくなる。
少しでもゆるくなったと感じたら、噛み合わせを調整
する必要がある。
　木バサミは刃を留めている鋲の周りをカナヅチで軽
く叩いて調整する。１度に強く叩くと逆にきつくなり
すぎるので要注意。剪定バサミと刈り込みバサミはボ
ルトを締めることによって調整できる。

コラム②　木バサミと剪定バサミ

　細かい枝を切るのが木バサミ、比較的太めの枝を切
るのが剪定バサミと、われわれは、枝の細い太いで木
バサミと剪定バサミを使い分ける場合が多いが、そも
そも木バサミと剪定バサミとでは、そのつくりという
か構造が根本的に異なる。
　木バサミの場合は、普通の裁ちバサミやペーパーナ
イフと同じく、２枚の刃が直線状についていて、それ
で枝を挟んでスパッと切るので、切口も滑らかになる。
　対して剪定バサミは上刃の切り刃と下刃の受け刃が
あり、多くはともに曲線状の刃となっている。切り刃
が凸型で受け刃が凹型である。
　普通に枝を挟んでも、切り刃は常に引き切りとなる。
したがってノコギリで切ったときと同じように枝を押
しつぶし、切口の繊維が多少乱れることとなる。
　剪定では、切ることが可能な太さまでは、なるべく
木バサミを使った方が、木にやさしいといえよう。

砥石を手に持って刈り込みバサミの刃を砥ぐ

剪定バサミの刃の砥ぎ方

木バサミの刃は直線状の２枚刃となっている

剪定バサミはカーブした切り刃と受け刃からなる
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ことが多い。

❶竹ぼうきとペンチ、ニッパ、針金、銅線などを用意。
１本の竹ぼうきから２本の手ぼうきができる。

❸基準の棒をつくり、穂を使いよい長さに穂先から
切りそろえる。

❺そろえた節の元から 3節目までの穂を切り落とし、
手の大きさに合わせる。普通は130本～ 150本ほど。

❼元の切口をヤスリ等でこすり、あたりの無いよう
にする。針金で束ねた上から化粧として銅線を巻く。

❷ペンチやニッパで、竹ぼうきを分解して、穂と柄
の部分に分ける。

❹穂の長さは 40 ～ 50cmほどが使いやすい。

❻穂を自分の使いやすい太さにそろえて、節間を２
カ所、針金できつく巻いて束ねる。

❽手ぼうきの完成

　杉苔や敷砂などの上の落葉やゴミを払ったり、飛石や敷石の上についた塵や土を払ったりする、柄の
ない小型のほうきで、竹穂を束ねて手製でつくられる
　ここでは竹ぼうきをほぐして、手ぼうきをつくる方法を紹介する。　

コラム③　竹ぼうきから手ぼうきをつくる

第３章　植栽と剪定の技
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２．庭の景色を構成する植栽
（1）樹木の表と裏

　樹木には実は表側と裏側がある。
　庭をつくる場合、私たちはそのことをじっくりと見
極めて木を植える。単植すなわち一本のみを独立樹と
して植える場合は、表を観賞位置の正面に向けて植え
るのが普通である。
　見分け方は、一般に日照を受けて葉が多く茂り、幹
の皮肌も艶やかで美しい方、または枝振りが均等に前
後左右にバランスよく整って見える方が表、その反対
側が裏となる。株立ちの場合はすべての幹が見えるほ
うが表となる。たとえば、二本の株立ちならば二本の
幹が、三本の株立ちならば三本の幹すべてが他の幹と
重ならないで見える方向が表ということである。とに
かく表側は木の姿がよく、見栄えがいい。

（2）気勢を重視した自然風配植
　配植とは「庭のどこに、どのような樹種を何本、ど
のように植えるか」ということである。と一口にいう
と簡単そうに聞こえるのだが、これがなかなか難しい。
その地域の気候や土壌、日照や通風といった環境条件
を踏まえつつ、庭のテーマやデザインに即して選んだ
樹木を組み合わせて植栽し、一つの景観を表現しなく
てはならない。
　配植の方法は、つくり手の感性によるものが多く、
特に決まりがあるわけではない。昔から庭師の腕とセ
ンスが最も顕著に表れるのが配植であろう。
　見る視点と歩く動線、また樹木の生長度合いを考慮
して数年後どのような景観となるかを念頭に置き、樹
木と樹木の相互のバランス、水景や石組、建物や構造
物との調和を十分に考えて配植することが重要となる。
　配植には「気勢」というものが重要な役割を果たし
ている。形あるすべての物は、その形や質感、模様な
どから、空間に目に見えない線を生み出し、今にも動
きだしそうな方向へ向かって伸びています。この見え
ない線を「気勢」と呼んでいる。
　気勢には強さと方向があり、比較的安定した形の物
の気勢は弱く、不定形の形の物ほど気勢は強い。たと

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

まっすぐ上へ
向かう気勢左上方向の気勢

右上方向の気勢

図③樹木のそれぞれの気勢

樹木の枝振りから表と裏をよく確認して、正面を決める

樹木の気勢の方向
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えば、半球形に仕立てられた刈り込みは、周囲に向かっ
て少しずつ穏やかな気勢を発していて、長く枝が伸び
ている樹木などは、その先端から強い気勢を発してい
る。この気勢を無視して配植を行うと散漫で落ち着か
ない庭になりかねない。気勢は衝突や反発、あるいは
途中で断ち切ったり、勝手気ままに分散したりするの
を避け、できるだけ統一性をもたせて、まとまりのあ
る空間を表現することが大切。

（3）寄植え
　木を２本、３本と複数組み合わせて植える、寄植えは、
単植の場合と異なり、すべての木を表を向けて植える
というわけにはいかない。２本なら２本、３本なら３
本の木どうしのまとまりが互いに補完しあって一つの
景観を表現するからである。
●２本植える場合　２本植える場合、主木に対して添
えとなるように主従関係をはっきりさせて植えるよう
にする。横に並列に並べて植えると単調になり、景に
味わいがなくなるので、主木の斜め前か、斜め後ろに
主木より低い添えの木を植える。この場合、それぞれ
の木の幹の傾きや枝の出方をよく見て、２本を配植し
たときの全体の気勢が地中の一点から上へ向かって放
射状に出ているように植えている。ただし、横方向へ
の気勢が強すぎると２本の木が反発するように見えて
しまうので注意が必要。
　また、観賞位置から見て、×の字に交差したり、互
いの木の気勢が正面衝突するような植え方はしてはな
らない。このような植え方をすると、のちのち枝が伸
長して互いにからみ合ってしまう。
●３本植える場合　３本植える場合も、それぞれの樹
姿をよく見て、３本の木の気勢が地中の一点から上へ
向かって放射状に出ているように植える。また、３本
の木は平面的に見ると根元を結ぶラインが不等辺三角
形となり、立体的に見るとそれぞれの頂点を結ぶライ
ンが不等辺三角形となるように植えるのが自然風植栽
の基本といわれている。
　それ以上の本数の寄植えは、単植、２本植え、３本
植えを基本的な植栽単位として、さらに不等辺三角形
をつくっていくように組み合わせる。自然風の庭園は
整った秩序を嫌う。さりげない不調和のなかに、自然
風の独自のバランスが求められる。

単植は、枝が均等に出て
いて姿がよく、気勢に片
寄りがない表側を鑑賞位
置に向ける

気勢気勢

気勢

■単植（１本植え）

２本植えは、鑑賞位置から見て左
右均等に気勢が出ているように配
植するのが基本

悪い例①：鑑賞位置から見て
幹が交錯する

悪い例②：鑑賞位置から見て
気勢が正面衝突する

気勢 気勢

気勢

■２本植え

３本以上の寄植えも、３本の不等
辺三角形を基本単位として、さらに
不等辺三角形をつくっていくように
配植する

平面的に見て、真、対、添えの中
心を結ぶラインが不等辺三角形と
なるよう配植する

気勢が地中の１点から上へ向かっ
て放射状に出ているように植える。
また３本の木は平面的に見ても立
体的に見ても不等辺三角形となる
ように植えるのが基本

気勢

不等辺三角形

不等辺三角形

不等辺
三角形

不等辺
三角形

気勢

気勢

真

真 真

真対

対

対

対
添え

添え
添え

添え

■３本植え

単植（１本植え）の気勢

２本植えの気勢

３本植えの気勢



66

（4）常緑樹と落葉樹のバランス　　
　２種以上の樹種の組み合わせにより、庭はさまざま
な演出方法が可能となる。
　樹木は葉の形から針葉樹と広葉樹、冬場の葉の有無
で常緑樹と落葉樹、丈の高さから高木、中木、低木と
分けられ、それぞれの樹種がそれぞれに特有の美しさ、
味わいをもっている。配植に当たっては、その樹種の
もつ個性を生かしつつ組み合わせることも重視しなく
てはならない。
　特に常緑樹と落葉樹の割合に留意している。常緑樹
が多いと、その濃い緑が庭にいくぶん暗い雰囲気を与
えてしまい、逆に落葉樹が多いと冬場がさびしい風情
になるばかりでなく、落葉の季節の掃除に大変な手間
がかかってしまう。
　例えば、常緑樹をベースとして、そこに落葉樹を馴
染ませるような感覚で植えるとよい。常緑樹が庭全体
の景色を引き締め、落葉樹が開花、新緑、緑陰、紅葉、
落葉と季節の彩りを添える。どの季節にどのような景
色を表現するかを十分に考慮することが大切である。

（5）近景、中景、遠景の重なり　　
　配植については、近景、中景、遠景の重なりをつく
ることにより、決して視線を一点に絞り込ませずに、
分散あるいは連続させ、左右への広がり、または奥へ
の深まりを表現する。これは隠れて見えない部分を暗
示させ、期待感をもたせるという心理的効果を意図す
るものでもある。つまり、実際に見えている景色の勢
いや流れ。あるいは気勢が現実には見えない部分にま
で連続し、見る人の心のうちに景色を展開させるので
ある。
　遠近感、調和と対比、見え隠れといった、配植の緩
急自在のリズムが、広さや奥行きなどの、さまざまな
視覚的効果を生み出し、何気なく見ていても自身が風
景のなかに溶け込んでいくような安堵感のある美しさ
を表現する。また、季節により、時間帯により、見る
位置により、同一の庭の趣が変容するようにも企図し
ているのである。
　配植により美しい庭の景色を表現する、それは経験
により培った感性と、それに基づいた植栽の維持管理
があってこそのものなのである。

遠景

近景 中景

①庭の遠景・中景・近景のパースペクティブ

フレーム外に広がる
景を暗示

遠景

近景 中景

②上の庭を正面から見たときの視覚的フレーム

隠れた部分
を期待感を
もって暗示

常緑樹で景観を引き締め、落葉樹で季節の彩りを表現

高木植栽の作業

近景、中景、遠景の重なりを配植で表現
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３．景色をつくる樹木の剪定
（1）忌み枝を除く

　剪定というと、不要な忌み枝を除いて樹形を整える
と同時に、日照と通風を確保して、樹木の健全な生育
を促す大切な作業である。
　まずは１本の木に着目して、除くべき忌み枝の解説
をする。
■徒長枝（とび枝）：幹や枝から上の方に長く伸びた枝。
放置しておくと、樹形が乱れ、また勢いが良すぎるた
めに他の枝に養分が行きわたらなくなる。
■ひこばえ（やご）：根元から発生する小枝。放置すると、
樹勢の衰弱を招く。
■からみ枝（交差枝）：枝と枝が交差したり、からみ合っ
たりして見苦しいので除く。
■幹吹き（胴吹き）：幹から直接発生する小枝。樹木の
衰弱の徴候となるもの。
■逆さ枝（腹切枝）：枝は本来、幹から外側へ向かって
伸びるが、逆に幹の方へ向かって伸びる枝。樹形を乱
す原因となる。
■立ち枝：枝から直立するように上へ伸びる枝。勢い
があるので他の枝の養分を吸収し樹木を衰弱させ、ま
た著しく樹形を乱す。
■懐枝：樹冠の内部にある小枝。ほとんどは樹勢が弱く、
生長する見込みがないので切り除く。
　以上が主に除くべき忌み枝とされるが、他にも枯れ
枝などの樹形を整える上で妨げになる枝は除く。
　逆に本来は除くべき枝でも、樹種あるいは剪定の目
的によっては故意に残すこともある。
　その樹種固有の美しさや性質を理解した上で、枝く
ばりをよく見定めて剪定することが大切である。特に
に歩きながら観賞する庭では、１本の樹木を四方から
見て、忌み枝をよく見極めて外すことが必要となる。
　なお、これから植えつける樹木は、植えつけ前に寝
かせた状態で忌み枝を除く剪定を行うと、作業がやり
やすく、また植えつけてから水分の蒸散も多少抑えら
れて活着がよくなる。

逆さ枝

平行枝

交差枝
からみ枝

懐枝立ち枝

徒長枝

幹吹き
ひこばえ

除くべき忌み枝

からみ枝を除き、幹筋をしっかりと出す剪定作業
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（2）庭の景色を考えた剪定
　長い歴史のなかで経験則により培われてきた、一様
でないわが国の剪定技術は、世界でも類を見ないもの。
その優れた剪定技術あってこそ、日本の庭は人為的で
ない自然風の美しさを維持することができるのである。

　①個々の木の役割を考えて剪定
　個々の木の剪定から一歩進んで、庭の景色を表現す
る剪定について考えてみたい。設計意図・コンセプト
に合った庭園の姿を維持するための剪定である。　　
　その木がなぜその部分に植えられているのかを考え、
その木が庭のなかでどのような役割をしているかを見
極めつつ、適切な剪定が必要となる。樹木どうしの関係、
背景との関係、既存樹との関係、庭石や竹垣ほかの構
成物との関係などを見て、互いに補完し合ったり、一
方が他方を引き立てたりと、どのように調和するかを
考えて剪定を行う。

　②気勢に逆らう枝を除く
　寄植えなどで、隣り合う木の枝が交差し、からみ合っ
ている場合は、庭全体の気勢を見て、その気勢の方向
と逆向きの枝を除くといい。また、たとえ交差してい
なくても、気勢に極端に逆らう枝は外すようにする。

３本植えのからみ枝を抜く

３本植えの木の気勢が周囲に放射状に向かってい
るので、からみ合う枝のうち、赤く塗った枝が気
勢の方向と逆向きなので、ここでは除く。

株立ちの幹の気勢が放射状に周囲に広がりを見せるように配植
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コラム④　昔と変わらぬ剪定道具
　江戸時代後期の文政 11 年（1828）に秋里離島により
刊行された『築山庭造伝・後編』は当時の庭づくりマニュ
アルとして大ベストセラーとなった。庶民の間でも庭
づくりが非常に盛んであったことを物語る。
　この書物のなかに「庭を造道具」と題して、下図の
ような造園工具類の絵が掲載されている。
　今日でいうところの、木バサミや刈り込みバサミ、高
枝剪定バサミ、ノコギリといった剪定道具、そのほか
にも、こうがい板、木でこ、こて類、ナタ、すき、くわ、
木づち、ふるい、滑車、また木の枝を誘引している様
子や、人力のウインチのような道具で巨石を引いてい
る様子も描かれ、いかに効率よく作業が進められるか
創意工夫のほどがうかがい知れる。その多くは現在わ

れわれが使っているものと何ら変わることがない。
　それぞれの道具の一つひとつに、長年培われた伝統
的な機能美が備わっており、永々と受け継がれている
ことがわかる。
　実は、江戸時代にハサミといったら木バサミのこと
であった。元禄以降、泰平の世となって刀剣の需要が
減り、鍛冶職人の仕事がなくなってしまった。そこで
鍛冶職人たちは、その技術を日常生活に必要な刃物類
の製作に応用したのである。
　そのなかの一つが木バサミであった。この木バサミ
から裁ちバサミが生まれ、今日一般に見られるハサミ
となった。われわれが使う木バサミこそ、すべてのハ
サミの原形なのである。

『築山庭造伝・後編』より「庭を造道具」　　　※図中の文字は編集委員会による

綿切ろくろ

突きバサミ

手木棒（てこぼう）

大ろくろ

木バサミ
手バサミ

植木ごて

ちりとり

ふるい

木掘り

土端叩き

庭ごて

ノコギリ

玄 能

木づち

如簾（ジョレン）

手 板
同 鍬

鎌

かけや

鋤（すき）

鍬（くわ）

蝉 車

ナ  タ

今でいう手動ウィンチ
で巨石を動かす

今でいう
滑車

今でいう木でこ（樫梃子）

今でいう
スコップ

今でいう
地ごて

今でいう
刈り込みバサミ現在でいう

木バサミ

一般に「こうがい板」
と呼び整地等に今で
も必須の道具

今でいう高枝剪定バサ
ミ。右上の図は、木に
登り枝先を突きバサミ
で切る作業。今でいう
安全ベルトもしっかり
と締めている

　③幹のラインをしっかり出す
　特に落葉樹の場合は、剪定で幹のラインをしっかり
出して、柔らかさや、逆に厳しさといった、その木の
特有の表情、持ち味をいかすことも必要とされる。また、
それぞれの木の幹のラインがくっきりすることで、前
景、中景、背景のメリハリがついて、遠近感を表現す
ることができる。

幹のラインをしっかり出して景石、石積みと調和させる
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４．草花で庭を演出する
　草花を植えるにあたっては、草丈が高くなるものは
背後に、低いものは手前に植えるのが基本で、年間を
通して何らかの花が咲いているのを望むのならば、順
次開花期をずらして植えこむか、年間に数回の植え替
えが必要となる。
　また花の色彩計画や草花の生育条件を考えることも
重要。日当たりを好むものと日陰を好むものを同じ場
所に植えても、同じようには育たない。花の美しい庭
をつくるためには綿密な計画が必要となる。

（1）草花の印象を庭にいかす
　草花は花や葉の色やかたちで与える印象が変わって
くる。例えば垂直に伸びる草花は狭い場所を立体的に
見せ、横に広がる草花は安定感を与える。花の大きな
ものは豪華で派手な印象を与え、小輪で多花のものは
ふんわりとしたやわらかさが感じられる。
　また草花の寄植えでは花のない季節でも、観賞に耐
える必要があるので、葉や茎のかたちとともに質感・
テクスチャーも大切な要素となる。例えば光沢があっ
て硬いイメージだったり、繊細で柔らかそうだったり、
ざらざらして無骨なイメージだったりと、草花の種類
によってさまざまである。
　以上のような草花のイメージを考慮し、庭のどの部

分に配するかを検討することが大切となる。

（2）色の３つ属性と花色の取り合わせ
　花の色は種類によって千差万別だが、花色の取り合
わせ次第で、さまざまな印象を与える。色には色相、
明度、彩度という３つの属性がある。花色を考えるとき、
この３つの属性を考慮するとよい。

　①色相
　色相は赤、青、黄色、緑色というような色の相違で、赤、
黄、オレンジなどの暖色系と、青、水色、緑、紫といっ
た寒色系に分けられる。一般に暖色系は「進出色」と

和風庭園に草花の美しさをさりげなく演出

草丈と花色を考慮して、どこに植えるかを決定する

木の根元に植える草花を試行錯誤して決める

景を絞り込むには暖色（黄）がいいか？　寒色（青）がいいか？
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いって前に飛び出して見え、寒色系は「後退色」といっ
て後ろに下がって見える。これは色の波長の長さが関
係していて、波長が長い赤やオレンジほど近くに、波
長の短い青や紫ほど遠くに見えるように感じる。これ
を利用して花色で遠近感を出すことができる。
　また花色は同系色の組み合わせは穏やかでまとまり
がよく、逆に赤と緑、黄と紫のような補色（反対色）
の組み合わせは、強烈な印象を与えるが、お互いを引
き立たせる効果もある。

　②明度
　明度とは、色の明るさの度合いで、同じ色相でも白
に近いほど明度は高く、逆に黒に近いほど明度は低く
なる。明度の高い明るい色はさわやかで軽快な感じで
周囲に広がりをもつ。茶色や暗赤色など、明度の低い
暗い色は重厚で落ち着いた感じで、収縮して見える。　
明度の差を大きくした花色の組み合わせは、メリハリ
の効いた印象を与える。

　③彩度
　彩度とは、鮮やかさの度合いで、例えば同じ赤でも
日の丸の赤は彩度が高く鮮やかで、レンガ色に近い赤
は彩度が低く地味である。彩度が高いと原色に近く、
彩度が低いと無彩色に近いといえる。
　花色も彩度が高いものは派手な印象で、一般に園芸
種に多いといわれている。彩度の低い花色は野生種に
多く、自然風の庭にほどよく調和する。

（3）和風庭園に花を扱うポイント
　庭、特に自然風の和風庭園のなかで花を扱うには、
以下のようなポイントに留意する必要がある。
●やわらかな中間色の草花はやさしく暖かい印象を与

える。
●白の花はまとめ役でつなぎ役にすると巧く調和する。
●彩度の低い花は落ち着いた趣で自然風の庭に調和し、

彩度の高い派手な花はポイントにアクセントとして
配すると効果的。

●数株の集団を不整形なバランスで配すると効果的。
●常緑の宿根草をベースに一年草を少し入れると管理

しやすい。

草丈とかたち、花色を考えて適材適所に配植

アプローチ脇には人目を引く黄色い花で歓迎の意を

延段脇の花を配植。和風ならではのさりげなさを表現

石組の根締めとして白と紫の花を効果的にあしらう



72

●草丈や向き、空間構成、明暗などを考慮して、石積
みや石組、竹垣、園路、高木類などと巧く調和する
ように草花や下草を配植。

●草花を樹木や景石、石積みに添えるとやわらかな景
色となり効果的。

●草花を下草と組み合わせると、自然の風合いややわ
らかさが出る。

●花の色が多すぎると自然風の趣が損なわれる。
●花の色合いで、庭の雰囲気がまったく変わることが

ある。
●時に彩度の高い派手な花色でポイントを押さえ、ア

クセントとすることも必要。

（4）ポット苗の仮置き
　図面より積算した株数を基準に１〜２割増しの苗を
準備する。特に立体的な花壇の場合、平面上での計算
どおりにいかないことが多い。植え込む前にポット苗
を仮置きして配置のバランスと数を確認する。一・二
年草のポットを置く間隔（株間）は 15 〜 20cm ほど、
１㎡当たり 25 株くらいが目安。宿根草は年々株が大き
くなるので１㎡当たり 10 〜 15 株ほどで十分であろう。

（5）苗の植え付け
　草花を植え付ける際には、背後から手前へ向かって
順次植えていく。円形の花壇であれば中央から周辺部
へと作業を行う。ポット苗は根が土の表面から出ない
ように植える。苗は木のように明確な表裏があるわけ
ではないが、花が咲く向きをよく見て、一株一株確認
しながら、観賞する方向にそろえることが大切である。

アプローチ脇のポット苗の仮置き。

延段と飛石を、草花でさりげなく演出する

庭のポイントポイントに草花を植えつける作業

アプローチ脇には華やかな印象の暖色系の花、庭奥には寒色系の花で落ち着いた印象を。赤い花は庭のアクセントとする
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第３章　植栽と剪定の技

５．植栽工・剪定作業の安全管理～起こりうる事故と対処法

コラム⑤　仕上げとしての庭の清掃

　植栽や剪定作業中の事故で、近年多くおこっている
のが、ひとつは転落事故である。木に登っての剪定中
に枝が折れて転落したり、脚立を利用しての剪定中に、
脚立が倒れて転落するケースが特に多くなっている。
　樹上の作業では、ヘルメットと安全ベルトを必ず着
用し、できるだけ枝の付け根の部分に足をかけて作業
をすることが必要とされる。
　脚立作業中は安全ベルトを使用しにくい。脚立を立
てる位置場所、脚の角度など、脚立の安全確認が必要
とされる。また脚立上での作業は、剪定する枝に届く
ように身体を左右に伸ばすなど、無理に体勢をとらな
いこと。その場合は一度脚立から下りて、脚立を立て
直して作業を行うことが必要。
　切った枝の落下により怪我をする場合も多い。高木
の場合は吊るし切りを行い、かつ上下作業はしないこ
とが大切。
　さらにトリマーや草刈り機の刃で自傷あるいは周囲
の人が怪我したり、刈り払い機で小石を飛ばして怪我
する場合も多い。機械類を扱うときは、常に周囲に注
意し、草刈りの作業前はあらかじめ小石や空き缶など
が落ちていないか、よく確認することが大切である。

　掃除というと何かをつくるわけでなく、生産性の低
い作業と思われがちだが、造園の仕事は「一に掃除、
二に掃除」といっても過言ではない。
　庭の掃除は第一に効率よく進めて行くことが肝要で
ある。その日の風向きを考え、常に風上から風下へと
進める。風がないときは隅のほうから始めて徐々に中
央部へと移って行くのが基本となる。
　玉ものの刈り込みなどにつっかかっている枝葉や、
庭石や飛石などの上の塵を手箒を使ってよく落とす。
木や石燈籠の根元、竹垣の後ろなどに入り込んだゴミ
や塵を手箒で掃き出し、熊手や竹箒で大きなゴミを集
める。
　植木鉢などがあれば、いったんどけてその下をきれ
いにする。見えないところをしっかりと掃除すること

が大切で、お施主さんが普段気づかないところをきれ
いにするのがプロというものである。
　落ち葉一つ残さないのは当然だが、自分の足跡も残
してはいけない。だから常に後ろ向きで後ずさりしな
がら掃除を行う。
　庭が茶庭で、塵穴があるようであれば、そこにカシ
やヒノキといった常緑樹の枝葉を入れ、塵箸を立て掛
けておく。これは庭を常にきれいに清浄にしていると
いう証なのである。
　本来、庭木の剪定などより掃除のほうが手間がかか
るといってもいいだろう。
　どんなに優れた庭でも、ゴミや落ち葉ひとつで、す
べてが台無しになってしまうこともある。掃除は常に
庭づくり・管理の仕上げなのである。

ヘルメット

造園専用安全帯
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女
性
技
能
者
の

  
活
躍
を

  
　 
目
指
し
て

庭づくりの現場で活躍する女性が増え
てきた。しかし彼女たちの能力を最大
限にいかしているかといったら、まだ
まだ課題が多い。女性技能者たちが生
き生きと活躍するにはどうすればいい
のか、事業所はどのように対応すべき
か…。女性技能者への意識調査を踏ま
えて、ここに提言してみたい。

第
４
章
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第４章　女性技能者の活躍を目指して

 １．造園業界の女性技能者の現状
　造園業界では現場で働く女性が増えている。造園技
能士合格者のうち女性が占める割合が、平成 18 年度は
9.05％であったのに比較して、28 年度では 15.95％を
占めるようになってきた（下表参照）。
　さらに全国都市緑化フェアなどの施工現場では、女
性のガーデナーが必ずといっていいほど生き生きとポ
ジションを担っている。
　しかし地域によっては女性が現場で働くことがまだ
まだ珍しいところも少なくない。また若手は多いのだ
が、キャリア 10 〜 15 年となると少数になってしまう。
　そのような現状で、少子高齢化社会の進展もあり、
現場の担い手不足か大きな課題となっており、今後、
女性の活躍に期待するところが大きい。そこで女性技
能者へのアンケート調査や聞き取りのなかで、造園の
現場や維持管理において女性の活躍を期待して、女性
の能力を活用するための要領をまとめてみた。 網代垣を製作する女性技能者。ていねいな手仕事が光る

小端積みを施工する女性技能者たち。石を一つ一つ丹念に積み重ねていく

年　度 合　計１級合格者 ２級合格者 ３級合格者 うち女性の数 ％

平成 28年度 　465人

　559人

　900人

　924人

　926人

　1,070 人

　1,299 人

　1,261 人

　1,601 人

　2,688 人

　2,746 人

　3,571 人

　429人

　418人

　323人

　15.95％

　15.22％

　9.05％

平成 23年度

平成 18年度

造園技能士合格者に対する女性技能士の割合
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下草の植えつけ作業。手の大きさに合った木バサミを使用

セットウとコヤスケで石を割る作業。セットウの重みで
割るという基本をマスターすれば、女性でも楽に割れる

女性技能者３人で竹垣を製作

（1）能力に応じた道具の使用
　①体にあった道具を使用する
　木バサミや剪定バサミは、手の大きさに合わせたハ
サミを使用することで、怪我もなく疲労も少なくなる。
握力が弱くても切れる剪定バサミを活用してもよい。
またチェーンソーも小型化、軽量化が進んで、女性で
も扱いやすくなっている。

　②道具の手入れ
　特に木バサミや剪定バサミ、刈り込みバサミなどの
毎日の手入れを確実に行う。切れるようにしておくと、
力も使わないし、仕事も速くなる。

　③基本の使用方法を守る
　石積みなどで、石を加工するセットウとコヤスケの
使用については、22 ページに記載しているが、セット
ウの重みで石を割るという基本的な使用法を守ること
によって強い力を入れずに石の加工ができる。腕の筋
力が比較的弱い女性技能者は特にこの基本を守ること
によって、石積みや敷石作業など作業領域が広がる。

　④重量物、脚立などの取り扱い
　石材などの重量物の運搬はクレーンなどの機械力を
活用し、また機械が入らない現場では無理せずに同僚
などに助けを借りる。一方、人力で運ぶ脚立などにつ
いては、安全姿勢を保ち、進行方向をよく見て、基本
姿勢で運ぶ。特に非力な女性は無理をせずに同僚の力
を借りる。

（2）女性技能者の積極的な活用を
　①女性は花が得意という先入観での押し付けはやめよう
　女性技能者には色彩感覚にすぐれ、花の植栽などに才能
のある人もいれば、高所作業が得意な人もいる。女性の活
用について、女性＝花の植栽というような決めつけはやめ
て、それぞれの個性や能力を引き出す作業配置が必要であ
り、女性技能者たちもそれを望んでいる。

 ２．女性技能者の活用に向けて
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ダンプから土砂を積み降ろし、ミキサーで撹拌する作業

さまざまな道具を使用して敷石を施工する作業。

割竹を薄く裂いて花籠をつくる。繊細な作業は女性に向く

移植ゴテで下草を植える作業

　②体力的に劣る女性だから、機械力を活用したい
　クレーン、パワーシャベル、高所作業車などの労働安全
衛生法に定められた資格は取得し、かつ経験を積んで上手
に活用できるようになることが必要。軽トラックやダンプ、
４トン車なども運転免許を取得するとともに運転に慣れて
活用したい。

　③緻密な作業は女性が得意なことが多い
　石材をビシャンで叩いて積む小端積みや、敷石の目地入
れなど、緻密な作業に根気よく対応できる女性技能者が多
いので、そのような作業に積極的に活用したい。

　④資格取得に意欲のある女性が多い
　技能士や施工管理技士に加え、樹木医、グリーンアドバ
イザーなど多方面の資格取得の支援を求めたい。
　造園連での調査に回答した女性技能者 16 名は１級・２
級造園技能士、および１級・２級造園施工管理技士、樹木
医、グリーンアドバイザーなどの資格取得に意欲を持って
いることがわかった。目標を決めると粘り強く勉強する女
性は合格率も高い。ワークライフバランスを考えると、国
家試験などの資格を取得していくことは女性たちが造園技
能者・技術者として長期間活躍することに繋がる。

　⑤お客様への提案や営業に女性の能力活用を
　　〜庭園アドバイザーとしての活躍を期待〜
　近年、奥様が生活の主導権を握って、庭園工事の発注者
が女性に代わってきた。ガーデニングブーム以来、特にそ
の傾向が強くなり、庭は男性の世界から、女性の世界へと
様変わりしている。
　このような状況のなかで、提案営業に女性スタッフを採
用し成果を挙げている会社が各地に見られるようになって
きた。さらに女性の活躍する場を広げる意味でも、造園連
では、お客様への提案営業や現場管理を担う「庭園アドバ
イザー」研修制度を 20009 年度より創設しており、全国
で 541 名が資格を取得している。
　庭園アドバイザーの仕事は、現場業務よりは時間が自由
になるので、女性技能者が結婚・出産・育児期間後の現場
復帰まで、パートタイマーとしての仕事としても可能性が
ある。女性同士の何気ない会話からリガーデンに繋がった
という報告も増えており、この分野での女性の活躍が大い
に期待される。

第４章　女性技能者の活躍を目指して
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（3）女性の就労で制限のある作業
　労働基準法ならびに女性労働基準規則では、下表の
ような業務の就労が禁止されている。妊産婦以外の女
性でも重量物を取り扱う業務に制限がある。また、法
律上制限はないが、母性の保護の観点から、農薬散布
作業なども慎重に取り扱う必要がある。

（4）女性技能者の活躍に期待
　女性技能者へのアンケート調査の結果では、「結婚や
出産などのライフサイクルの変化に関わらず事業所で
社員として仕事を続けたいか」という質問に対し、右
の円グラフのように 69％の女性が「そう思う」と回答
している。女性たちが生き生きと活躍できるような仕
事の配置や研修機会の提供などにより、女性たちの能
力を最大限に生かしていくことが、造園業界全体の発
展に繋がるであろう。

就業制限の業務の範囲 妊婦 産婦 その他の女性
年少者

（満18歳未満）

× 全荷重
で禁止

・重量物を取り扱う業務

年齢及び性別
重量 ( 単位：kg)

断続作業 継続作業

満 16 歳未満

満 16 歳以上
満 18 歳未満
満 18 歳以上

女 12 以上
15 以上 10 以上

15 以上
20 以上
20 以上

25 以上
30 以上
30 以上

 ８以上

女

女

男

男

・つり上げ荷重が 5t 以上のクレーンもしくはデリック
または制限荷重が 5t 以上の揚貨装置の運転の業務

・  最大積載荷重が 2t 以上の人荷共用もしくは荷物用の
エレベーターの運転の業務

・クレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務（2 人以上の
者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く）

・  高さが 5ｍ以上の場所で、墜落により労働者が危害を受ける恐れ
のあるところにおける業務

・  土砂が崩壊する恐れがある場所または深さが 5m 以上の地穴に
おける業務

・  動力により駆動される土木建築用機械または船舶荷扱用機械
の運転業務

・胸高直径が 35cm 以上の立木の伐採の業務
・足場の組立、解体または変更の業務（地上・床上の補助を除く）
・火薬、爆薬、火工品を取り扱う業務
・危険物（爆発、発火、引火の恐れのある者）を取り扱う業務
・土砂等の塵埃、粉末を著しく飛散する場所での業務
・著しく暑熱な場所での業務
・著しく寒冷な場所での業務
・削岩機・鋲打機等著しい振動の機械器具を用いる業務
・強烈な騒音を発する場所での業務

＊左表による
×　　×　   　×　　　    ×

×　　×　   　×　　　    ×

×　　△　   　○　　　    ×

×　　△　   　○　　　    ×

×　　△　   　○　　　    ×

×　　△　   　○　　　    ×
×　　△　   　○　　　    ×
×　　×　   　○　　　    ×

×　　△　   　○　　　    ×

○　　○　   　○　　　    ×

○　　○　   　○　　　    ×
○　　○　   　○　　　    ×

○　　○　   　○　　　    ×

○　　○　   　○　　　    ×

×　　○　   　○　　　    ×

×　　○　   　○　　　    ×

×　　×　   　×　　　    －

×　　△　   　○

－　　－　   　－　　　    －

－　　－　   　－　　　    ×

×：妊娠中の女性または満 18歳未満の者を就かせてはならない業務
△：産後 1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を申し出た場合、就かせてはならない業務
（注）この表で「妊婦」とは妊娠中の女性を、「産婦」とは産後 1年を経過しない女性をいう。

女性及び満18歳未満の者は、下表に示すような業務の就労が禁止されている。

思う
69％

どちらでも
ない   13％

思わない
13％

無回答
６％

女性・年少者の就業禁止の一覧表　（造園工事に関係ある業務）

ライフサイクルの変化に関わらず、
事業所で正社員として仕事を続けたい

女性たちによる野面積みの施工。重量物は慎重に扱う

造園連「女性技能者に関するアンケート調査」より
（平成 28 年 9 〜 10 月実施）
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【あ行】
アテミキリ  16
石ノミ  → たがね
移植ごて  60
一輪車  17
ウインチ  11, 18
植木バサミ  → 木バサミ
上塗りごて  20
枝打ち鎌  58
エンピ  53
おかめごて → レンガごて
おたふく → 木バサミ

【か行】
ガーデンフォーク  60
角スコ  11, 53
かけや  11, 40, 69
滑車  11, 18, 19, 25, 69
カットチゼル  15
かなじめ  14
かなづち  11, 38
金てこ  11, 17, 24, 27
鎌  60
刈り込みバサミ  57, 62, 69
きくざギリ  39
菊ナタ → 竹割り器
菊割り → 竹割り器
木づち  11, 37, 40, 42, 43, 69
木でこ  11, 17, 24, 69
木バサミ  10, 11, 43, 56, 57, 58, 62, 69, 76
きめ棒 → 突き棒
脚立  58, 59, 73, 76
キリ  10, 11, 13, 16, 38, 39, 40
切りばし  10, 56
クイキリ  13, 38
草かき  60
草刈り鎌  60
熊手  55, 61, 73
クリックボール  39
くり針  40
くわ  55, 69
けがき用コンパス  38
剣スコ  11, 53
げんのう  38, 69
こうがい板  11, 32, 54, 69
小刀  38
コミキリ  16
ゴムハンマー  16

コヤスケ  10, 13, 14, 21, 22, 35, 77
コロ  11, 18, 25

【さ行】
左官ブラシ  20
三又  11, 19, 24, 25, 34
地車 → 台車
地ごて  11, 20, 55, 69
修羅 → ソリ
シュロ縄  40, 44, 45, 46, 47, 48
じょうろ  60
ジョレン  11, 55, 69
水平器  11, 32, 41
すき   55, 69
スコップ  11, 33, 53, 55, 69
墨壺  41, 49
セットウ  10, 13, 14, 15, 21, 22, 35, 76
セリ矢  15
剪定ノコギリ  58
剪定バサミ  10, 56, 57, 58, 62, 69
粗皮削り  49
ソリ  11, 18, 24

【た行】
台車  11, 17
高枝切り → 高枝剪定バサミ
高枝剪定バサミ  58, 69
たがね  13, 15, 21,22, 35
竹ひきノコ  37, 42, 43
竹ぼうき  61, 63
竹割り器  37, 43
竹割りナタ  37, 42, 43
竹割り包丁  37, 43
たこ  11
ダブルスコップ → 両面スコップ
タンキリ  13
チェーンソー  59, 76
チェーンブロック  11, 18, 19, 25, 26
チョークライン  41
直針  40
チルホール  11, 19
突き棒  11, 14, 41
つぼギリ  39
つるはし  11, 53
ディスクグラインダー  15, 16
ディバイダ  38
手ぼうき  61, 63
電動ドリル  39, 55
トバクロ  13

ドライバー  49
【な行】

中塗りごて  20
南蛮  → 木バサミ
ニッパー  38
二又  11, 25
猫  → 一輪車
猫車  → 一輪車 
ねずみ歯ギリ  39
練りスコ  53
ノコギリ  11
ノコギリ鎌  60
ノコヤスリ  21
ノミ  39, 49

【は行】
バール  11, 39
はしご  59
パッカーはずし  49
ハンドドリル  39
ハンマー  14, 15, 16, 51
ビシャン  7, 15, 77
プライヤー  38
ふるい  60,  69
ブロアー  61
ブロックごて  20
ヘッジトリマー  59
ペンチ  11, 38
ボウズ  11, 25

【ま行】
マメ矢  15
箕  55, 61
水糸  11, 31, 32, 33, 41
三つ目ギリ  39
目地ごて  7, 20
目地べら  20

【や行】
ヤットコ  38
柳刃ごて  20
四つ目ギリ  39

【ら行】
ラジオペンチ  38
両面スコップ  11, 53
レーキ  11, 55
レンガごて  20

【わ行】
和バサミ  → 木バサミ
わらび手  → 木バサミ

道具名さくいん
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