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１．緒　言

　中学校学習指導要領（平成29年告示）１）の技術

分野の内容では，使用する工具・機器や材料等に

ついては，図画工作科等の学習経験や生活場面で

の使用経験などの生徒の実態を踏まえ，安全や健

康に十分に配慮して選択することが示されてお

り，特に，刃物などの工具や機器については，使

い方を誤った場合には身体を傷つける恐れがある

ことから，安全な加工法の指導が強く求められて

いる。また，中学校の「技術・家庭科」（技術分野）

の教科書２-４）では，工具の正しい使用手順ととも

に，材料固定，作業姿勢，視線の位置，工具の持

ち方，力配分など，作業動作のことが具体的に記

述されている。

　中学校技術科のものづくり作業において様々な

工具が使用されているが，その中でもかんなは特

に扱いが難しく，中学校で初めてかんな削りを体

験する生徒も多い。そのため，限られた授業時間

数の中でかんなを上手く使用することができる中

学生は多くないのが現状である。また，これまで

の技能指導では経験や勘に基づいた感覚的な指導

表現が多く，初心者がかんな削りの技能を習得し

ようとしても，作業動作の感覚的な表現を理解し

て実践することはかなり困難であった５-７）。かん

な削り指導の難しさは，かんな身の調整技術とか
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Abstract

　 The shoulder angle and elbow angle that are displaced during planing work, and the movement 

distance and the speed of hand plane were investigated, and verified the movements of the high-precision 

and low-precision university students. The students planed the Japanese cypress square lumber and 

photographed the work with two CCD cameras. The angle and distance of each part of the body were 

analyzed by motion capture using 3D coordinate measurement software.

　 As a result, in the upper group with high processing accuracy, the opening angle of the left elbow and 

the right elbow was smaller than that in the lower group, and a significant difference was observed. And 

the opening angle of the left shoulder of the upper group showed a larger value than that of the lower 

group, and a significant difference was observed. Regarding the movement distance of the hand plane, 

the upper group showed a larger value than the lower group, and a significant difference was shown in 

the comparison of the maximum value of the movement distance. The movement speed of the hand plane 

in the upper group was about 1.7 times faster than that in the lower group, and a significant difference 

was observed.
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んなの切削技術に大別されるが，両者はそれぞれ

異なった問題を含んでいるため，本報ではかんな

の切削技術に着目して検討を行う。

　かんな切削に関する先行研究は，これまで数多

く行われているが，その多くは大人の木工技能熟

練者の動きと比較しながら，初心者の切削動作の

問題点や改善法を示す方法がとられている８-11）。

しかし，かんな削り未経験の中学生が熟練者の動

きをまねて一足飛びに技能を向上されることは難

しいため，中学生の動作分析12）や，かんな削り

の技能学習を支援する授業用システムの開発13，14）

も行われてきている。

　そこで本研究では，かんな削り作業の経験が皆

無に近い大学生を対象に，かんな削り作業時に変

位する肩と肘の角度，かんな台の移動距離と移動

速度に焦点を当て，加工精度の高い大学生と低い

大学生が，それぞれどのような動作をとっている

のかを検証することにした。ヒノキ材を被削材と

し，裏金の調整が不要なかんなを使ってかんな削

り作業を被験者に行ってもらい，作業の様子を２

台のカメラで撮影した。その後，３次元座標計測

ソフトPV-studioを用いて角度と距離を計測し，

モーションキャプチャによる肩と肘の角度，かん

な台の移動距離と移動速度の変化を分析した。

２．計測方法

2.1　被験者

　調査対象者は，表１に示すように，大学生11名

（男性８名，女性３名）であった。被験者の身長は，

149～175 cm（平均164 cm），体重45～95 kg（平均

68 kg），年齢21～26歳（平均23歳）であった。ま

た，被験者11名は全員右利きであった。

2.2　使用したかんなと被削材

　実験で使用したかんなは，替え刃式かんな

（KANTAN-KANNA，山崎教育システム製，外

寸法258×70×34 mm，刃幅45 mm）で，かんな

身のかしらを叩き，刃先を適切に出すだけで常に

刃先と裏金の距離は約0.2 mmで調整される裏金

の調整不要なかんなであった。被削材は，長さ

400 mm，高さ40 mm，幅40 mmのヒノキ材で，

切削面が追柾目面となるようにした。

2.3　作業内容

　３次元動作分析のための作業内容は，作業台（縦

1500 mm，横750 mm，高さ760 mm）に，用意

したヒノキ角材を固定し，かんなで平削りを２分

間行う動作であった。かんなをこれまで使用した

ことがない被験者もいたため，作業計測前に基本

的な使用方法を説明し，細かい作業姿勢や使用方

法等は説明せず被験者に一任した。なお，被験者

全員には作業計測前に２～３分程度のかんな削り

の練習を行ってもらったが，実験時間は個人差が

大きく，短い人で10分間，長い人は33分間で，そ

の平均は20分間であった。実験は2015年１月19日

から２月４日の期間に行い，作業時の室内の気温

は19～22℃（平均21℃），湿度は54～66％（平均

60％）であった。

2.4　�モーションキャプチャによる３次元動作の

測定

　図１に示すように，球体の計測反射マーカーを

被験者の頭頂点，肩峰点，橈骨点，茎突点，転子点，

脛骨点の11箇所に貼り付け，図２に示すように，

２台のCCDカメラ（画面解像度：1034×779 pixel，

モノクロ，ソニー社製，型式XC-HR70）で作業の

様子を30 fpsの速度で撮影し計測した。２台のカ

メラの距離は2200 mm，高さは4900 mmに固定し

た。また，被験者の右前方と左前方から照明ライ

トで計測反射マーカーを照射し撮影した。

表１　被験者の属性

被験者 性別
年齢
（歳）

身長
（cm）

体重
（kg）

A 男 23 168 58

B 男 23 168 66

C 男 22 170 65

D 男 22 168 72

E 男 24 163 95

F 男 22 168 87

G 女 23 154 48

H 男 26 166 80

I 女 22 149 45

J 女 21 150 45

K 男 21 175 85
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　撮影後，撮影した動画を３次元座標計測ソフト

PV Studio ３D（ver.2.27，L.A.B社製）で計測点

のデジタイズを行い，Excelにてデータの変位と

角度を解析した。かんなで平削りする動作につい

て，両肘のそれぞれの角度と左肩の角度は，肩（肩

峰点），肘（橈骨点），手首（茎突点）と腰（転子

点）の４点から計算して角度を算出した。また，

かんな台の台がしらに貼付した計測反射マーカー

から，かんな台の移動距離と移動速度を計測した。

　さらに，表２に示すように，被験者11名を事前・

事後アンケートや，かんなくずの厚さと横幅など

の観点から評点を付けて総合順位を決め，上位群

５名と下位群６名に分けた。

頭頂点

橈骨点

肩峰点

茎突点

転子点

脛骨点

図１　計測反射マーカーの貼付位置

作業台

カメラ２カメラ１

ＰＣ

かんな

被験者

照明２照明１

木材

図２　計測の概略図

表２　かんなくずの厚さと横幅

被験者
厚さ　（μm） 横幅　（mm） 総合

順位１枚目 ２枚目 ３枚目 平均 １枚目 ２枚目 ３枚目 平均

A 71 63 61 65（ 3） 37.6 29.8 33.1 33.5（ 2） 1

B 63 61 61 62（ 2） 27.8 33.4 36.0 32.4（ 3） 1

C 70 59 78 69（ 5） 25.9 23.9 29.8 26.5（ 6） 6

D 77 71 70 73（ 6） 28.6 20.1 24.5 24.4（ 8） 7

E 83 73 100 85（ 9） 25.5 19.8 16.5 20.6（11） 10

F 90 80 65 78（ 7） 37.9 33.7 34.1 35.2（ 1） 4

G 84 129 140 118（11） 25.5 27.9 14.0 22.5（10） 11

H 45 63 74 61（ 1） 35.0 31.4 25.3 30.6（ 4） 1

I 70 77 90 79（ 8） 20.4 28.0 21.0 23.1（ 9） 9

J 80 106 70 85（ 9） 27.2 23.2 26.2 25.5（ 7） 8

K 63 65 75 68（ 4） 34.5 31.6 25.0 30.4（ 5） 5

 平均の（　）内の数字は，厚さと横幅の各項目内の順位
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３．結果と考察

3.1　�かんな削り動作における肘と肩の角度の変化

　図３で示すように，かんな削り動作時の肘と肩

の角度を，それぞれα，βとした。肘の角度αの

最大角と最小角の測定結果を表３に示し，左肩の

角度βの最大角と最小角の測定結果を表４に示す。

　肘と肩において，上位群と下位群の角度の違い

に有意差があるかを検証するために，それぞれの

角度の最大値と最小値についてｔ検定（等分散を

仮定した２標本による検定）を行った。その結果

を表５～表７に示す。

　表５に示すように，左肘の最大角度αでは平均

値の差が16.0°で上位群が小さい値を示し，上位

α
β

木材

かんな

図３　肘と肩の角度の測定箇所

表３　肘の角度αの最大角と最小角

 （単位：度）

被験者
左肘 右肘

最大角 最小角 最大角 最小角

上
位
群

A 92.8 58.5 71.4 51.8

B 124.2 83.9 120.8 80.1

F 112.6 81.6 108.01 80.3

H 132.2 89.4 119.3 80.7

K 97.9 70.5 101.9 68.4

下
位
群

C 139.4 84.5 129.4 97.7

D 143.8 116.3 155.3 126.5

E 120.3 83.7 125.9 91.4

G 125.4 105.9 128.3 101.2

I 119.3 81.0 121.5 74.7

J 119.3 96.5 114.9 93.2

表４　左肩の角度βの最大角と最小角

 （単位：度）

被験者 左肩の最大角 左肩の最小角

上
位
群

A  77.3 64.6

B  58.7 11.8

F  83.6 65.8

H  77.1 58.4

K 101.4 58.4

下
位
群

C  74.3 60.8

D  64.5 38.0

E  61.5 51.9

G  57.2 37.1

I  60.2 27.4

J  70.6 47.3

表５　左肘の最大角度αと最小角度αの t 検定

最大角度α 最小角度α

上位群 下位群 上位群 下位群

平均値（度） 111.93 127.93 76.79 94.63

t 値 -1.9089 -2.1967

P 値（両側） 0.0886 0.0556

表６　右肘の最大角度αと最小角度αの t 検定

最大角度α 最小角度α

上位群 下位群 上位群 下位群

平均値（度） 104.30 129.21 72.28 97.44

t 値 -2.4424 -2.7432

P 値（両側） 0.0372 0.0227

表７　左肩の最大角度βと最小角度βの t 検定

最大角度α 最小角度α

上位群 下位群 上位群 下位群

平均値（度） 79.62 64.70 51.78 43.75

t 値 2.1793 0.7575

P 値（両側） 0.0572 0.4681
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群と下位群の間に危険率10％で有意差がみられ，

また，最小角度αでも平均値の差が17.8°で上位

群が小さい値を示し，上位群と下位群の間に危険

率10％で有意差がみられた。また，表６に示すよ

うに，右肘の最大角度αでも平均値の差が24.9°

で上位群が小さい値を示し，上位群と下位群の間

に危険率５％で有意差がみられた。同様に最小角

度αでも平均値の差が25.2°で上位群が小さい値

を示し，上位群と下位群の間に危険率５％で有意

差がみられた。このことは，下位群では腕が伸び

きって肘が大きく開いた状態でかんな削りが行わ

れていることを示している。

　表７に示すように，左肩の最大角度βでは平均

値の差が14.9°で上位群が大きい値を示し，上位群

と下位群の間に危険率10％で有意差がみられた。

すなわち，下位群では肩の開いた角度が小さいこ

とがわかる。田中ら８）が指摘しているように，か

んな削り始めにおいて肘関節角度は熟練者ほど小

さく，逆に肩関節角度は大きいといわれており，

熟練者はかんなの引き始めにおける身体の屈曲が

大きく，かんなに充分体重がかけられるようになっ

ていることを示している。初心者は，身体が立っ

たままの状態で，手だけでかんなをコントロール

しようとしていることが確認でき，陳ら10）も，こ

の動きについて，熟練者は上腕の肩関節を中心に

回転して徐々に伸展（肘が後方へ移動）しながら，

前腕は肘関節を中心に回転して角度を徐々に閉じ

る運動連鎖を行っていると表現しており，肩と肘

の角度の違いが上位群と下位群の差をつくるひと

つの大きな要因である。肘の角度を小さくとり，

肩の角度を大きくとることを意識することが初心

者には必要である。この動作が，かんなを押さえ

つけることよりも引く力を有効に発揮させる動き

につながり，下肢を踏ん張って体重移動を有効に

させる動作を誘導できると考えられる。

　肘の角度αの変化について，かんな削り作業の

上位群２名の角度の変動を図４と図５に示し，下

位群２名の角度の変動を図６と図７に示す。上

位群では肘の角度αは約80～120°の範囲内で約

100°を中心軸として同じ時間間隔でリズミカルに

動いているのに対して，下位群では図６のように

周期的な動きを保持できず不安定な動きを示して

おり，図７では肘の角度の変動が小さく約120°に

図４　肘の角度αの変化（上位群の被験者B）
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図６　肘の角度αの変化（下位群の被験者C）
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図５　肘の角度αの変化（上位群の被験者H）
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図７　肘の角度αの変化（下位群の被験者G）
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開いたままの状態で平削りが行われていることが

わかる。このように，肘の角度に注意してかんな

削り作業を教えることが，加工精度を上げること

につながると考えられる。

3.2　�かんな削り動作におけるかんなの移動距離

の変化

　かんなの移動距離の最大値・最小値・平均値を

上位群５名と下位群６名に分けて表８に示す。移

動距離について上位群と下位群に有意差があるか

を検証するために，ｔ検定（等分散を仮定した２

標本による検定）を行った。

　表９で示すように，かんなの移動距離について

は，その最大値で上位群が下位群と平均値の差が

54.2 mmで大きくなり，10％の危険率で有意差が

みられた。有意差は認められなかったが，移動距

離の最小値と平均値においても，上位群の方が

移動距離は大きい値を示した。被削材の長さが

400 mmであることから，上位群は被削材よりも

100 mm以上も長く水平方向にかんな削りを行っ

ていたことがわかる。橘田ら12）によれば，削り

終わり時はかんなを水平に移動することが必要で

あり，かんなが水平に移動できない場合は下方に

押さえ落とされて面だれが発生すると指摘してい

る。そのため，削り終わり時には，両腕を両側の

脇腹にしっかりと締め付けるように閉じ，右腰の

手前で急激にかんなを停止する必要がある10）。移

動距離が長くなることで切削速度を上げることが

できるが，同時に削り終わりにかんなを急激に減

速させ停止させることが求められる。また，安孫

子ら11）によれば，熟練者は足の開きを大きくし

て被削材側に位置しているのに対して，未熟練

者は足の開きが小さく，右足・左足ともに熟練

者より前方に位置していると分析している。そ

の立ち位置の違いによってかんなの移動距離が

大きく変化して，上位群と下位群の差が現れた

と考えられる。

3.3　�かんな削り動作におけるかんなの移動速度

の変化

　かんなの移動速度の最大値・最小値・平均値を

上位群５名と下位群６名に分けて表10に示す。移

動速度について上位群と下位群に有意差があるか

表８　かんなの移動距離の最大・最小・平均値

 （単位：mm）

被験者 最大値 最小値 平均値

上
位
群

A 519.1 484.2 506.1

B 527.1 371.9 468.7

F 509.7 485.5 496.5

H 577.5 522.3 544.3

K 532.7 486.2 506.9

下
位
群

C 552.8 540.7 546.8

D 523.5 518.0 520.8

E 455.6 397.6 428.0

G 449.9 429.5 439.7

I 503.4 456.1 479.8

J 388.8 363.3 377.2

表９　�かんなの移動距離の最大・最小・� �

平均値の t 検定

最大値 最小値 平均値

上位群 下位群 上位群 下位群 上位群 下位群

平均値
（mm）

533.2 479.0 470.0 450.9 504.5 465.4

t 値 1.8852 0.4963 1.2883

P 値
（両側）

0.0920 0.6316 0.2298

表 10　かんなの移動速度の最大・最小・平均値

 （単位：mm）

被験者 最大値 最小値 平均値

上
位
群

A 538.2 491.6 511.9 

B 808.7 593.2 709.3 

F 651.4 454.3 564.7 

H 546.9 527.6 537.7 

K 633.5 448.4 524.3 

下
位
群

C 442.9 328.5 385.7 

D 396.6 365.1 380.8 

E 430.3 345.2 394.5 

G 245.6 219.9 232.7 

I 345.5 238.4 291.9 

J 380.1 273.8 340.3 
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を検証するために，ｔ検定（等分散を仮定した２

標本による検定）を行った。

　表11で示すように，かんなの移動速度について

は，その最大値・最小値・平均値のすべてにおい

て上位群が下位群より約1.70倍の大きい値を示し

ており，それぞれ0.1％の危険率で有意差がみら

れた。田中ら８）によれば，熟練者ほど切削速度

の立ち上がりが速く，単位時間あたりの平均かん

な削り速度も初心者に比較して速い値を示すこと

が報告されており，本報の計測結果も同じ内容と

なった。上位群の移動速度の平均値は569.6 mm/

sの値を示しているが，陳ら10）によれば熟練者の

かんなの移動速度は最初に0.3 m/sと緩やかであ

るが，途中から1.48 m/sの最高速度となることが

報告されており，熟練者と比較すれば，上位群

の速度ははるかに小さい値であることがわかる。

安孫子ら11）は，熟練者の最高切削速度は3.1 m/s

で，未熟練者は２m/s以下と遅いことを報告して

おり，本報の上位群の移動速度は未熟練者の範囲

内であることがわかる。また，橘田ら12）は，未

学習者の中学生の切削速度は小さく，その平均切

削速度は400 mm/s以下であることを報告してお

り，その値は本報の下位群の移動速度の平均値が

337.6 mm/sと小さい値であったことと同じ傾向

を示している。初心者には，立ち位置，かんなの

握り位置，かんな削り時の身体動作等と合わせて，

かんな削り作業ステップを初めの段階，中間段階，

作業終わり段階の３つの段階に分けて，それぞれ

の目安となる切削移動距離と切削速度を具体的に

学習者へ演示する必要がある。

４．結　言

　本研究では，かんな削り作業の経験が皆無に近

い大学生を対象に，かんな削り作業時に変位する

肩と肘の角度，かんな台の移動距離と移動速度を

調べ，加工精度の高い大学生（上位群）と低い大

学生（下位群）が，それぞれどのような動作をとっ

ているのかを検証した。ヒノキ材を被削材とし，

裏金の調整が不要なかんなを使って検証した。２

台のCCDカメラで作業の様子を撮影し，３次元

座標計測ソフトを用いてモーションキャプチャに

よる身体の各部位の角度と距離を分析した。得ら

れた結果は以下の通りである。

⑴�　かんな削り作業時に，加工精度の高い上位群

は，左肘と右肘のそれぞれの開き角度は下位群

と比較して小さくなり有意差がみられた。また，

上位群は左肩の開き角度は下位群と比較して大

きくなり有意差がみられた。すなわち，上位群

は上腕の肩関節を中心に大きく回転させ徐々に

伸展させながら，前腕は肘関節を中心に回転さ

せ徐々に閉じる運動連鎖を行っており，初心者

には，肘の角度を小さくとり，肩の角度を大き

くとることを意識づける指導が必要である。ま

た，上位群では肘の開き角度が同じ時間間隔で

リズミカルに動いているのに対して，下位群は

周期的な動きを保持できず不安定な肘の動きを

示し，腕が伸びきって肘が大きく開いた状態で

かんな削りが行われていることが確認できた。

⑵�　かんな削り動作におけるかんなの移動距離に

ついては，上位群は下位群よりも大きい値を示

し，移動距離の最大値の比較では有意差がみら

れた。また，かんなの移動速度については，上

位群は下位群より約1.7倍の大きな速度を示し

ており，有意差が認められた。上位群のかんな

の移動速度の平均値は569.6 mm/sの値を示し

たが，これは熟練者と比較すれば小さい値であ

り，熟練者と初心者の切削速度の差は大きいこ

とがわかった。初心者には，かんな削り作業時

に作業ステップを初めの段階，中間段階，作業

終わり段階の３つの段階に分けて，それぞれの

目安となる切削移動距離と切削速度を具体的に

学習者へ演示する必要がある。

表11　�かんなの移動速度の最大・最小・� �

平均値の t 検定

最大値 最小値 平均値

上位群 下位群 上位群 下位群 上位群 下位群

平均値
（mm/s）

635.7 373.5 503.0 295.1 569.6 337.6

t 値 4.7969 5.7522 5.3323

P 値
（両側）

0.0010 0.0003 0.0005

－ 13 －
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