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図１ 名称 

 

A：ワイヤー  B：ハウジング  C：アイボルト  D：スナップフック  E：バンパー  G：巻き上げ・下

げハンドル  H：ブラケット 

 

警告：当製品は、墜落防止システムの一部を構成するものです。墜落防止システムの取付け・使用に携わ

る人は、各構成品の取扱説明書を必ず読みその指示に従って下さい。また各構成品の取扱説明書は、当製

品の使用者にも配布して下さい。その上で、当製品の使用前に必ず各取扱説明書を読み理解する、あるい

は取扱方法についての講習を実施して下さい。適切な使用・検査・メンテナンスを実施するために、取扱

説明書の指示に従って下さい。交換・代用・不適当な使用や、取扱説明書に反する行為は、重大な事故に

繋がります。 

重要：取付け、使用、メンテナンスや用途についての疑問は、代理店にお問い合わせ下さい。安全ブロッ

クの使用開始前に、ID情報を IDラベルに記入してください。 
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1.0 アプリケーション 

1.1 目的 

マンホール内の昇降時の墜落防止、意識を失った作業員の速やかな引き上げに使用します。 

 

1.2 法律・規格 

各国の安全規格を参照し、規格に適合するよう使用して下さい。 

 

1.3 トレーニング 

当製品は、使用用途や使用方法について講習を受けた人が使用して下さい。当製品の使用方法、メンテナンスに

ついて熟知しているかどうか判断するのは、使用者の責任です。使用者は、使用時の注意・用途の制限・不適切

に使用した場合の危険性を認識していなければなりません。 

 

1.4 システムの制限と要求事項 

安全ブロックを使用する時は下記を考慮して下さい。 

・重量：1人のみ接続可能。使用者の重量（衣服等身に付けているもの含む）は 59㎏～141㎏の間であること。 

・アンカー：レスキューシステムとして提供される純正三脚を使用して下さい。純正三脚以外を使用する場合は、

22.2kN以上の静荷重に耐えるものを使用して下さい。 

・鋭利なエッジ：鋭利なエッジと接触する可能性のある場所で当製品を使用しないで下さい。鋭利なエッジには

カバー等をかぶせケーブルを保護して下さい。 

・ハーネス：当製品を使用する場合、フルハーネスの着用が必須です。フルハーネスは、背中で接続できるD環

つきのものを着用して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 使用 

2.1 救助計画：ユーザーと経営者は救助計画と救助が実施できる体制を整えてから当製品を使用して下さい。 

 

2.2 点検頻度：使用前に責任者あるいは救助者が点検を実施する。5.0 点検の項目を使用前に目視で点検する。

使用者以外の専門知識を有する人物が毎年点検を実施する。点検後、結果を記録する。過酷な状態（厳しい環境、

長時間の使用等）で使用する場合は、専門知識を有する人物によるより頻度の高い点検を必要とします。 

 

2.3 通常時：安全ブロックに接続されている時、作業者は推奨作業エリア内で通常のスピードで自由に動くこ

とが出来ます。ケーブルは作業者の動きに合わせてスムーズにハウジングに出入りします。墜落が発生すると、

安全ブロックにロックがかかり墜落を防止します。墜落時と同じような急な動きは、ロックがかかる原因となり

ます。墜落防止後は、安全ブロックを取り外し点検項目に従って点検を実施して下さい。安全ブロックを収納す

る時、ケーブルはゆっくりとハウジングに戻して下さい。長時間ケーブルを全て引き出した状態にしておくと、

ハウジングに内蔵されているばねが伸びてしまう可能性があります。ケーブルにゆるみやたるみが出てきたとき

は、代理店にご連絡下さい。 

 

2.4 フルハーネス型安全帯：安全ブロックを使用する時はフルハーネス型安全帯を使用します。胴ベルト型安

全帯は、墜落時に重大な事故に繋がる可能性があるので使用しないで下さい。ハーネスと安全ブロックの接続場

警告：フルハーネスはPROTECTAブランドかDBI-SALAブランドのものの使用を強く推奨します。腰ベ

ルトでは使用しなで下さい。腰ベルト着用時に墜落すると、身体（特に腹部）にダメージを可能性や腰ベ

ルトから抜けてしまう可能性があります。また、腰ベルトでは救助引き揚げ時にマンホール開口部を通す

ことが困難になります。部品等の交換・代替等は行わないで下さい。 
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所は、背中の D環と接続して下さい。 

 

2.5 互換性：Capital Safetyの安全具はCapital Safetyの安全具と使用するようデザインされています。Capital 

Safety以外の製品との代替・交換は互換性を損ない、墜落防止システムの安全性と信頼性に影響を与えます。 

 

2.6 コネクターの互換性：以下の条件を満たす場合、コネクターは安全ブロックと互換性があると考えます。

コネクターの大きさと形状が、コネクターがいかなる動きをした時もゲートが開かない作りになっていること。

互換性について疑問がある場合は、代理店にご連絡下さい。コネクター（フック、カラビナ、Dリング）は、22.2kN

の荷重に耐えるものを必ず使用して下さい。アンカーや他の構成品と互換性のあるものを使用して下さい。互換

性のないコネクターは使用しないで下さい。互換性のないコネクターは、不意にゲートが開く場合があります。

コネクターは、サイズ・形状・強度の点で互換性を必要とします。OSHAでは、自動ロックコネクタの使用が要求

されています。 

 

 
図２ 大きさや形状の合わない金具との接続 

 

2.7 接続：当製品を使用する際は、自動ロックコネクタのみを使用して下さい。アプリケーションに適するコ

ネクターのみ使用して下さい。また、サイズ・形状・強度の点で互換性があることを確認して下さい。互換性の

ないコネクターは使用しないで下さい。使用する全てのコネクターのゲートがきちんと閉まりロックされること

を確認して下さい。Capital Safetyのコネクター（スナップフックとカラビナ）は、各製品取扱説明書に記載さ

れている使用方法を考慮して設計されています。下図に不適切な接続事例を示します。 

A）既に他のコネクターが接続されている Dリングへの接続 

B）ゲートに荷重がかかる方法での接続 

C）間違った接続方向。目視で確認しないと接続状態がわからない 

D）コネクター同士の接続 

E）ロープやランヤードへの直接接続（特別に取扱説明書で許可されている場合を除く） 

F）フックやカラビナのゲートが閉まらずロックがかからない形状のものへの接続 

G）不適切な接続方法の時に荷重がかかる場合 

 

 

 

 

 

 

ノート：スタンダードサイズのDリングやそれと同等のものと、大きなスロートのあるスナップフックを

接続しないで下さい。フックまたは Dリングが回転あるいはねじれると、ゲートに荷重がかかる可能性が

あるからです。大きなスロートのあるスナップフックは、鉄筋や横材等の構造材に取り付けるためにデザ

インされています。 
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図３ 不適切な接続 

3.0 設置 

3.1 計画：作業を始める前に墜落防止システム使用に関する計画を立てて下さい。墜落前・墜落中・墜落後を

考慮して下さい。システムの制限と要求事項については当取扱説明書をご参照下さい。 

 

3.2 三脚への取付け 

① ブラケットを三脚上部に取り付けます。ブラケットを好みの場所に置き、各ボルトを 20Nmで締めます。強く

締めすぎないでください。三脚下部にはブラケットを取り付けないで下さい。 

② 安全ブロックのフックが上に向くように三脚に設置します。 

③ プーリーにワイヤーを通します。 

 

 
図４ 三脚への取付 

 

3.3 安全ブロックの取扱い方法 

別添の資料「タンク・マンホール救助用安全ブロック 操作説明書」をご参照下さい。 
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4.0 作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 使用前：使用する前は必ず当製品の点検し、健全であることを確認して下さい。ダメージや摩耗がないか

チェックして下さい。全てのパーツ（ボルト、ナット等）が締まっていることをチェックして下さい。ワイヤー

の引き出しと巻き取りがスムーズに行えることを確認して下さい。もしスムーズに行かない場合は、代理店にご

連絡下さい。ワイヤーに切れ目、すり切れ、焦げ跡等がないか確認して下さい。ワイヤーを急激に引っ張り、ロ

ックが働くかチェックして下さい。不適切な事項が見つかった時は、当製品を使用しないで下さい。 

 

4.2 墜落発生後：墜落を防いだ製品は使用を中止し修理のため代理店にご連絡下さい。 

 

4.3 ハーネスとの接続：Capital Safety 社のハーネスを使用し、背中の D 環と接続してご使用下さい。腰ベル

トは使用しないで下さい。 

 

4.4 接続：接続時の注意点については 2.7をご参照下さい。 

 

4.5 作業：使用前に 5.0 点検で挙げられている項目に沿って点検を実施して下さい。安全ブロックを三脚に接

続します。ワイヤー先端のフックをフルハーネスの D環と接続します。それぞれの接続箇所の大きさ、形状、強

度に互換性があることを確認して下さい。フックがきちんと閉まり、ロックされている事を確認して下さい。接

続が完了すると、作業員は、推奨作業場所を自由に通常のスピードで移動出来ます。もし墜落が発生した場合、

安全ブロックのロックが働き、墜落を防止します。救助後は、安全ブロックを取り外して使用を中止し、セクシ

ョン 5の通りに検査を実施します。安全ブロックを使用中は、スムーズなワイヤーの引き出し・巻き取りが行わ

れるようにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ウィンチ（巻き上げ）機能 

ウィンチ機能は墜落発生時の救助に使用します。下記①と②は作業員と安全ブロックのフックを接続する前に実

施して下さい。 

①ハンドル部のハンドル固定ねじを緩め、ハンドルが自由に動くようにします。 

②ハンドルの取っ手を持ち上げます。 

③シフトノブを引き上げます。 

④シフトノブを引き上げた状態でハンドルの付け根を押し込みます。少し回すように押し込むとスムーズに奥に

警告：墜落防止の際にかかる衝撃に対して、健康状態に不安がある場合は、医師や経営者の判断を仰いで

下さい。年齢と健康状態は、墜落時の衝撃を耐えるために重要です。妊娠中の女性や未成年者は当製品を

使用しないで下さい。 

 
警告：当製品を意図的に誤使用しないで下さい。当取扱説明書に明記されていないサブシステムや構成品

とともに使用する場合は、購入元にお問い合わせ下さい。互換性のないサブシステム・構成品を使用した

場合、安全性を損なう恐れがあります。機械、電気、化学薬品、鋭利なエッジのある場所で当製品を使用

する場合、十分な注意を払ってご使用下さい。ケーブルが巻き付くのを避けてご使用下さい。 

点検後：「安全ブロック Cable Series SRLs 取扱説明書」のログに点検結果を記録して下さい。点検の結果、

欠陥が見つかったら使用を中止し代理店にご連絡下さい。 

警告：ワイヤーに結び目を作らない。ワイヤーを鋭いエッジや摩耗性の表面に触れさせない。ワイヤーに切

れ目、キンク、断線、鳥の巣状、焦げ目がないことを確認する。汚れや水などはワイヤーの絶縁性能を低下

させる。電線の近くでは特に注意を払う。 
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押し込まれます。シフトノブを元に戻します。 

⑤反時計回りで巻き上げ、時計回りで使用者を降ろしていきます。墜落を防いだ際は、まず少しだけ反時計回り

に回してブレーキを解除し、使用者を降ろしていきます。 

 

 

図５ ウィンチ機能の使用手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ウィンチ（巻き上げ）機能の解除 

①ワイヤーと作業員の接続を外します。 

②シフトノブを引き上げます。 

③シフトノブを引き上げた状態でハンドルの付け根を引っ張ります。シフトノブを元に戻します。 

④ハンドルを回し、収納時のポジションに戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

ノート：ウィンチ機能を働かせるには、少なくとも33.9㎏の荷重が必要です。ハンドルを回すには、0.13kN

の力が必要です。 

注意：ワイヤーが全て引き出された時、あるいは全て収納されている時は、ハンドルを回さないで下さい。

部品にダメージを与える可能性があります。 

注意：ウィンチ機能が解除されると、ワイヤーはハウジング内に引き込まれます。万が一の事故を避けるた

めに、先にワイヤーをハウジングに収納しておく、またはワイヤーを手で持ちながら解除して下さい。 
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5.0 点検 

5.1 点検頻度：2.2で示した頻度で点検を実施して下さい。点検内容は下表に示します。 

 

 

 

 

 

 

5.2 不具合が見つかった時：点検の結果不具合が見つかった場合、専門知識を有する人物が点検し使用可否を

決定します。 

 

5.3 製品寿命：製品寿命は、安全ブロックを使用する環境とメンテナンス状況により変わります。点検基準を

クリアできる限り使用可能です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検項目
責任者
救助者

専門知識を
有する人物

安全ブロックとブラケットのボルトに緩みや曲りが無いか、ダメージを受けている部分が無いか確認
する

□ □

ハウジング（A)に歪み、ひび、その他のダメージが無いか確認する □ □

アイボルト（B)に歪み、ひび、その他のダメージが無いか確認する。アイボルトが確実に安全ブロック
に取り付けてあり、引っかかりなく回転するか確認する。

□ □

ワイヤー（C)がスムーズにハウジングに出入りすることを確認する。引っ掛かりやたるみがないこと
を確認する。

□ □

ワイヤーを強く引っ張った時にロックするか確認する。ロックされた状態でワイヤーが動かないことを
確認する。

□ □

全てのラベルがはがれていないこと、全て読めることを確認する。 □ □

腐食が無いか安全ブロック全体を確認する。 □ □

スナップフックにダメージや腐食がないか確認する □ □

ゲートの開閉が正常か、スイベルが自由に回転するか確認する □ □

スナップフックの衝撃表示部を確認する。もし赤い線（D)が表示されている（C)場合、墜落の衝撃を
受けたことを表します。その場合は使用を中止し代理店にご連絡下さい。衝撃表示部をリセットしよ
うとしないで下さい。

□ □

ワイヤーに切れ目、キンク（B)、ワイヤーの断線（C)、鳥の巣状（D)、溶接スパッタ（E)、腐食、薬品と
の接触跡、摩耗がないか確認する

□ □

バンパー（F)を上げ、内部（G)にひびやダメージが無いか、ケーブルに腐食や断線がないか確認す
る

□ □

リザーブワイヤーを点検します。ほとんどのワイヤーが引っ張り出された状態で墜落を防止した場
合、リザーブワイヤーが使用されます。ワイヤーが止まるまで安全ブロックから引っ張り出します。赤
い線（A)が見えたら、リザーブワイヤーが使用されたことを示します。その場合は、安全ブロックの使
用を中止し、代理店にご連絡下さい。

□ □

ハンドル（A）とクランクアーム（B)に歪みやダメージが無いかを確認する。それぞれの動作がスムー
ズなことを確認する

□ □

シフトノブ（C＆D)を引っ張り、離す。クランクアームがシフトノブの動作により稼働・解除されることを
確認する

□ □

34～140kgのサンドバッグを吊るして、巻き上げ/下げ操作に問題が無いことを確認する。ハンドル
から手を離してもケーブルが引き込まないことを確認する。巻き上げるときにカチカチと音がすること
を確認する

□ □

安全ブロック

スナップフック
衝撃表示部

ワイヤー

ハンドル

重要：墜落を防止した安全ブロックの使用は即座に中止し、代理店にご連絡下さい。 

重要：過酷な状態（厳しい環境、長時間の使用等）で使用する場合は、専門知識を有する人物によるより頻

度の高い点検を必要とします。 
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6.0 メンテナンス、保管、輸送 

6.1 メンテナンス：定期的にハウジングを拭いて汚れを落として下さい。その際は、水と中性洗剤を使用して

下さい。安全ブロックを立てた状態にすると、水分が流れ出ます。ラベルも同様に拭いて下さい。 

ワイヤーもハウジングと同様に水と中性洗剤で拭きます。水で流した後に自然乾燥させて下さい。熱で乾かさな

いで下さい。過度の汚れ（土やペイント等）はワイヤーの動きを妨げ、墜落の原因に繋がります。過度の汚れが

確認できる場合、ワイヤーの交換が必要です。 

6.2 保管と輸送：当製品は、涼しく乾燥していて、直射日光の当たらない清浄環境にて保管下さい。また、化学

薬品のある場所は避けて下さい。保管後は、上記「5.0 点検」の項目に沿って点検を実施して下さい。 

 

 

 

 

ラベル訳 

使用：アンカーは 22kN の静的荷重を支えるものを選んでください。スイングフォールを避けるため、アンカー

の位置は出来る限り作業の真上に来るようにして下さい。アンカーよりも高い位置で作業しないで下さい。当製

品を使用する際は、フルハーネスが必要です。鋭いエッジとの接触を避けて下さい。接続人数は１人です。トレ

ーニングを受講した人のみ使用できます。水平方向での使用も可能です。使用方法に疑問がある場合は、代理店

にご連絡下さい。墜落発生後に作業者をワイヤーで下げていく前に、ロックを解除するために一度少しだけ巻き

上げて下さい。 

点検：使用前、あるいは月に一度取扱説明書に従い点検を実施して下さい。点検項目は、墜落防止機構が適切に

動作するか、ワイヤーの出し入れはスムーズか、ワイヤーに問題はないか、コネクター・ハウジング・ファスナ

ーにコンディションと機能に問題はないか、ラベルははがれてなく読める状態にあるか、その他ダメージや欠陥、
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不足の部品はないか確認して下さい。専門知識を有する人物による点検は毎年実施して下さい。カナダでは、製

造日から２年以内に一度、その後は毎年、製品の点検のためにメーカーに送り返す必要があります。取扱説明書

をご参照下さい。もし製品の状態に安全でない箇所が見つかった場合、使用しないで下さい。 

 

警告：使用前に取扱説明書を読んでください。製品の適切に使用するために、取扱説明書に従って下さい。従わ

なかった場合、重大な事故に繋がる可能性があります。衝撃表示部の赤い線が表示された時は、使用しないで下

さい。救助中はケーブルが緩まないようにしてください。 

 

 

ウィンチ機能 

①ハンドル部のねじを緩め、ハンドルが自由に動くようにします。 

②ハンドルの取っ手を持ち上げます。 

③シフトノブを引き上げます。 

④シフトノブを引き上げた状態でハンドルの付け根を押し込みます。少し回すように押し込むとスムーズに奥に

押し込まれます。シフトノブを元に戻します。 

⑤反時計回りで巻き上げ、時計回りで使用者を降ろしていきます。墜落を防いだ際は、まず少しだけ反時計回り

に回してブレーキを解除し、使用者を降ろしていきます。 

⑥解除するには、まずワイヤーと使用者の接続を外します。シフトノブを引き上げます。シフトノブを引き上げ

た状態でハンドルの付け根を引っ張ります。シフトノブを元に戻します。ハンドルを回し、収納時のポジション

に戻します。 

注意：ウィンチ機能を働かせるには、少なくとも 33.9㎏の荷重が必要です。ハンドルを回すには、0.13kN（13.6

㎏～18.2㎏）の力が必要です。 

注意：ワイヤーが全て引き出された時、あるいは全て収納されている時は、ハンドルを回さないで下さい。部品

にダメージを与える可能性があります。 

注意：ウィンチ機能が解除されると、ワイヤーはハウジング内に引き込まれます。万が一の事故を避けるために、

先にワイヤーをハウジングに収納しておく、またはワイヤーを手で持ちながら解除して下さい。 

 

用途：この安全ブロックは、作業員の救助用のものでありポジショニング用、ワークサポート用ではありません。 

 

 

用語 

・責任者・ユーザー：経営者から指定された墜落事故が発生する可能性のある場所での監督者/責任者 

・救助者：救助システムを使用して救助を行う人 

・専門知識を有する人物：墜落防止と救助に関する広範な知識・トレーニング・経験を持ち、ANSI Z259.1 が要

求する墜落防止システムと救助計画の設計・分析・評価・決定の出来る能力のある学位あるいは認定を受けた人

物。 

・認定済アンカー：墜落防止用に使用されるアンカーで、専門知識を有する人物が墜落時の負荷を支えることが

出来ると認定したもの、あるいは ANSI Z359.1に記載した基準に適合したもの。 
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シリアル No.                           

モデル No.                            

購入日                              

 

検査日 検査内容
メンテナンス
実施内容

承認者印


