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住宅建築における穴工技能の評価に関する観究

一大工技能の作業研究および継手の強度試験に基づく考察一

主査蟹澤宏剛*1

委員増田千次郎*2

我が国の建築技術は世界でも最高レベルにあり、特に、木造建築の加工に関しては特筆すべきものがあるとされる。しかしながら、

従来、そうした熟練技能は、技能者間の口伝や徒弟による経験により体得するものだとされ、研究の対象とはされてこなかった。技能

は、過去のものではなく、今でも改良が重ねられ続けている。そこには、現代、そして未来の技術開発に寄与しうる英知が結集されて

いる可能1生がある。本研究は、熟達した大工の技能を作業研究および構造実験により詳細に評価しようというものであるが、技能承継

に資する資料を作成といった意味だけでなく、持続可能な木造住宅の生産システム構築に寄与することを目的としたものである。
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1はじめに

我が国の建築技術は世界でも最高レベルにある。その

根源は、長年にわたって受け継がれ、改良が重ねられて

きた技能・技術にあり、特に、木造建築の加工に関して

は特筆すべきものがある。しかしながら、技能者の減少

や高齢化に歯止めはなく、特に、技能習得に時間を要す

るといわれる職種の減少は顕著で、国勢調査によれば、

大工(型枠大工を含む)はピークの1980年に比べて

41%余り減少し、もはや過半が50歳以上という状況にあ

り、技能者の存在を前提とした我が国の生産システムの

存続は危機的状況にある(図1)。

これは、住宅供給の過半を占める木造住宅の持続可能

性を考える上で大きな問題である。新設住宅の主流は、

まだまだ木造であり、2007年においては新設住宅全体

の43%余り、そのうちの8割強は戸建てで、その8割強

が所謂在来軸組であり、ストックは膨大な数である。

本研究は、これまで不在であった技能・技術を適切に

評価するシステムの構築が、こうした問題解決の糸口に

なりうるという考えに立脚したものである。従来、熟練

技能については、技能者間の口伝や徒弟による経験によ

り体得するものだとされ、研究はほとんどなされてこな

かった。職業訓練校のテキストや技能の解説書は存在す

るが、「伝統技能」という捉え方に拘束されすぎる傾向

がある。元来、「伝統技能」や「在来工法」は変化する

ものであり、現代では、電動工具や人工乾燥材の存在を

前提とした研究が必要である。

確かに、首都圏の木造住宅ではもはや8割がプレカッ

トという状況にあり、馨や鉋、鋸などの道具を持たない

現場労働者が一般化しつっあるのも事実であるが、その

一方で、資源の有効活用、長寿命化の気運が高まり、自

然素材を用いた建築や建物のリニューアルが注目を浴び

ている。こうした工事においては、プレカット等の合理

化工法の適用は限界があり、熟練技能者の手作業による

技能・技術が求められる場面も多い。

*1芝浦工業大学工学部建築工学科准教授 *2増田千次郎建築事務所代表取締役
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図1職種別技能者数の推移(国勢調査)

また、リフォームの重要性が叫ばれて久しいが、依然

として市場が伸び悩み傾向にあるのは、それを担いうる

熟練技能者の不足と無関係ではなく、技能を研究する意

義は失われてはいない。さらには、旧来、請負を基本と

してきた技能者は、可能な限りの合理化を追求してきた

はずであるが、合理性という視点で、技能が研究された

前例はなく、解明されていないことは、まだまだある。

本研究は、熟達した大工の加工技能にっいて作業研究

および構造実験により詳細な分析・考察をおこない、積

算等で利用可能な品質とコスト、時間等に関するデータ

を提示すること、また、所謂コツを作業分解により解き

明かし、技能承継に資する資料を作成(技能のアーカイ

ブ、データベース等)し、持続可能な木造住宅の生産シ

ステム構築に寄与することを目的としたものである。

2技能あるいは継手に関する既往研究

製造業においては、古くは、RW.テーラー、F.B.ギ

ルブレス以来の作業測定に基づく作業研究とマニュアル

化の試行が盛んであるが、建築における技能の研究は少

ない。技能を直接評価しようというものとしては、神山

幸弘らによる町場大工の技能修業過程に関する調査、宮

大工の技能修得過程の分析、福濱嘉宏による「各地の木

工技能と木造住宅」などわずかである。技能訓練という

観点においては、谷卓郎が多くの著作を残しているが、

特に大工技能を深掘りしたものではない。

大工道具の研究としては、村松貞次郎が有名であり、

岩間新書の「大工道具の歴史」(1973年)および、同

氏による毎日新聞社刊の「道具曼茶羅」以外に、建築分

野の研究者における著作はほとんどなく、最近では、沖

本弘、渡邉晶らによる竹中道具館における一連の研究、

古川、東樋口らによるものなどわずかである。

継手の研究については、内田祥哉らによる在来構法の

研究(1982)を筆頭に、河合直人らによる木構造の継

手仕口(1983～84)、茶谷正洋・八木幸二による木造

在来構法における継手・仕口の研究継手・仕口の簡易

化状況の分析(1985)、住吉寅七・松井源吾による木

造の継手と仕口(1989)、大橋好光らによる在来継手

の引張耐力に関する研究(2002)、梅津二郎らによる

プレカットシステムによる新形状蟻仕口の強度特性

(2006)などがある。これらは、希少かっ先駆的な研究で

あるが、上述のように、ハード面の「もの」を主眼とし

たものである。本研究は、技能やプロセスなどの変数を

加えているところに差異があり、かつ、発展的である。

3本研究における技能の解釈

技能とは、それ単独で存在あるいは成立するものでは

なく、技能を有した人と一体化したものである。ハンガ

リーの科学者・哲学者であるマイケル・ポラニーは、そ

の能力を「暗黙知」と表現した。簡単にいえば、言葉で

は説明できないけれども誰でも自然に理解し、実行して

いること、というような概念で、例えば、箸でものを掴

む行為や自転車に乗るといった動作を考えればわかりや

すい。これらは、どんなに表現力のある人でも全てを言

葉で説明することは難しいし、部分の積み上げが全体像

になるわけではない。しかし、練習すれば自然に身に付

き、欠点を反省して上達することも可能である。

この説明に従えば、職能としての技能は、一一部の人間

だけが有する特殊な能力というよりは、人間が一般に持

っている能力を、人一倍研ぎ澄ましたものと考えた方が

自然である。よって、神業などといわれる高度な熟練技

能は、むしろ精密機械以上の精度で正確無比に同じもの

をつくることであり、その再現性により能力が証明され

る。カンや経験などというのも、実際には高度な演繹的

理論体系である。であるから、「技能は体で覚えるもの

であって教えることは出来ない」というのは必ずしも真

ではない。確かに、M.ポラニーのいう言語化できない

知は存在するが、それは、ごく一部であり、大部分は理

論や理屈で解説することが可能と捉えるのが、本研究に

おける技能の解釈である。

4本研究における木材と継手に関する見解と本研究の

特質および目的

木造建造物に使用される我が国の木材は、①天然素材

(植林材・を含む)である事の制約、②生産体制や加工方

法(=加工機械や加工場所)による制約(国内にある製

材機の最大行程は11～12mであろう)、③供給地の山

間部からの移送方法による制約、等の理由により材長や

断面寸法と言った部材の大きさに制限が見られ、特に

「長さ」には風土上の限界があり、その為に古くから

「長さ」を延長する「継手」が考案・利用されてきた。

現存する五重塔の芯柱も多くが継がれているし、「古代

鎌継ぎ」と呼称される鎌継ぎは現存する最古の木造建造

物である法隆寺西院の建物に於いても確認されている。

つまり、木材資源の現在より遥かに豊かで、充分に長大

材を入手可能な時代にも、木材を継いで「長さ」を確保
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する「技法」が存在していた。とは言え、「継手」の歴

史を考察する際に国指定文化財建造物の修理報告書に記

載された調査項目が利用できるが、中世まではやはり長

大材が比較的入手可能の為か、使用例や「継手」に関す

る記述は限定的である。又、「継手」の様な精巧な加工

を施す道具の限界も影響しているであろう。後述する現

在利用される「継手」の大半は江戸中期の前半、17世

紀末当り以後であろう。こうした技術の発展は必要が生

み出す、とすれば、一般住宅の建設が始まる江戸中期で、

需要の延びは長大材の入手を困難にし、更に構造的な知

恵の発展を促し、それ故、「継手」が問題視されて発展

したと推測する。

こうして、我が国の木造の技術的最盛期である明治期

後半から昭和初期に技法として整備されたであろう。し

かし、現在は「継手・仕口等の木材接続部の金物補強」

が法的に奨励され、更には構造的に半義務付けられる事

により、伝統的な「継手」が現場で利用される機会が、

特に都市部ではかなり減少している。勿論、「断面の大

きな梁は米松」と簡単に言われる様に、長さ規定のない

外国産材の検証なしの利用もこれに拍車を掛けている。

ここで半義務と記述したのは、確認申請時の構造計算で

は壁量計算以外の計算方法では金物補強のない伝統的継

手・仕口使用の工法も認められている。こうした先細り

の状態でも全国的にはこれらの価値を充分に理解し、継

承している大工職の努力で下記の「継手」(仕口を除

く)が確認できる。

・蟻継ぎ(一般的には腰掛付き):土台、仕口では

床梁等に多用される。

・鎌継ぎ(一般的には腰掛付き):土台、床梁、胴

差、軒桁(これらのうち、比較的成の小なる部

材)、一部母屋桁、棟桁等の屋根構造材にも見ら

れる。

・台持ち継ぎ:小屋梁等丸太梁類、成が大きく異な

る軒桁等。

・追掛大栓継ぎ:軒桁等横架材等、引張外力負担が

大なる箇所や一部の土台での使用も見られる。鎌

継ぎに次いで多用される。

・金輪継ぎ(しっぽ挟み継ぎと同類):合掌梁や軒

桁等、引張外力負担が大なる箇所維持修理では柱

の根継ぎに多用される

・車知栓継ぎ:構造材、造作材問はず引張力対応で

利用される優i秀な「継手」。仕口や柱を挟んだ状

態の差物(横架材)同士の接合にも利用される。

このような「継手」には多様な外力が働くが、無垢の

状態と変わらない耐力が要求され、特に引張力や捻れに

対しては安定した数値が求められる。一方、木材の建築

材料としての物性は個体差のバラツキはあるものの平均

的には非常に有能な数値を示し、コンクリートなどに比

して最良のバランスを保持している、と言っても過言で

ない。しかし、木材特有の欠点(=と一般的に言われ

る)である材の変形=「潰れる」、「減り込む」の為、

継手=接続部の耐力は無垢状態と比較して著しく劣る事

も明確である。「減り込み」変形は木材の繊維方向と直

角方向、尚且つ木材の中心部に向かう方向(=俗に言う

木目に直行する方向)が顕著(乾燥による「縮み」変形

と異なる)であり、この為に接続部が外力により変形し、

互いに緩みが生じ、接合された2材が異なった動きを

する事が接続部の破損となって現れる事もしばしば見ら

れる。国内産材等に見られる「継手」のしかし、日本の

伝統的な「継手」にはこうした破損を考慮した技法が用

意され、「継手」の設けられる位置や、それに掛かる外

力の種類に合わせて技法を選択する事が可能である。そ

の上、上記の変形の進行に従って、後年にある程度の調

整を可能にした技法も考慮されている。「金輪継ぎ」や

「しっぽ挟み継ぎ」等では材の痩せ(=加工後に自然乾

燥による材寸法が縮小する)に対して、継手中央部に設

ける栓とその穴を機型にして、こうした現象に対応させ

ているし、主に捻れ対策や木材特有の変形=反り等への

耐策として設けられる「目違い」は部材の痩せの少ない

方向に合わせて施行位置が考慮されている。

ここで言明するが、こうした木材特有の変形を処理す

る為に、と言うよりは、こうした木材特有の性質に煩わ

されずに施行する為に、金属金物による接合部補強が施

されている。しかし金属類は殆どの木材より硬質で、長

年の外力加圧による部材の損傷は木材のみが受け、金属

金物と木材の結束が状態を悪化させる。その為、100年

以上(現在文化財建造物の修理周期は100年前後が基

準となっている。)の建造物維持を考慮した場合には、

補強金物による木材接合部の損傷が充分に推定でき、極、

短期間(=・税法上の住宅耐用年数)の安全確保の工法と

しては耐震上の効率を含めて認めざるを得ないが、決し

て補強金物使用が正解と言える工法ではない。むしろ、

金属使用(釘及び鑓等)の限られた文化財建造物で確認

可能である確実な「木造加工技術」や「材の選択方法」、

「真壁工法等に見られる維持方法の確保」がより正解と

言える工法である事を技術者が確認すべき事項である。

因みに上記の材の選択方法とは、①白太部分の不使用、

②木裏を外部に晒す、③追柾材による変形を少なくする、

等の先人の知恵であろう能力であり、真壁工法は多くの

部材が如何なる年代を経過しても目視で確認でき、その

損傷を認知可能にしている効率の良い工法である事を指

している。

さて、木造の「継手」に関する考察、特に実験値を伴

う考察はこれまでも少なからず確認できる。又、現在公

的機関による新たな検討の為の実験データの作成が進行

している。しかし、その多くは木材に関する、特に前述
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したような木材の取り扱い方の特殊性に気付かずに、又

はそれらに触れずに考察している例が多く、現場には基

礎データにも実務にもそぐわない考察となっている事が

憂慮される。

一方、一般住宅の建築に際して、大工仕事の機械化が

進行している。大工行為の全般に渡り、機械が整えられ、

近年ではプレカットが80%を超えるまでに普及してい

ると言われ、逆に、特にプレファブ系の住宅では機械加

工不可能な「継手・仕口」は利用されない。それでいな

がら住宅工費は下がらないと言う文化的貧困な状態が生

まれている。因みに極一般的な住宅(住宅金融公庫の仕

様書程度)の棟上げまでの加工手間は俗に3人工/坪

と言われるが、プレカットでは0.4人工/坪と大きな開

きとなっている。加工手間の内訳では「継手・仕口」の

加工は大きな要因である。それ故、「プレカット継手」

との技術的差異も検討に値する問題である。

そこで今回の「継手」に関する考察では大きくは上記

の2点、すなわち、

・現場に即した「継手」に関するデータの収集し、

・従来の大工の手による「継手」の加工の問題と機

械加工の差異を明確にすること、

を目的として、検体の作成とその過程をデータ化し、

・継手の形態の差異による検体作成工程・工具と製

作時間、検体製作大工職の経験度によるこれらの

差異

・現場での利用に即した木柄と無視した木柄による

上記の差異

を明らかにしながら、伝統技法と道具の合理性を考察す

るために、鎌継では、

・竿元及び腰掛に目違いの有無、竿の長さ、鎌の長

さや鎌アゴ巾が、呼込傾斜(すべり勾配)の有無

追掛大栓では、

・継手中央の食い違い巾、呼込傾斜角(すべり勾

配)、継手全長、大栓の有無

などを変数として、さらには、

・上面板目材と柾目材の差異(芯去り材の曲げのみ

適用)

・芯持ち材では、成長差(年輪巾)、継手内の節の

有無、芯去り材では、2方柾材(上面板目)と追

柾材(上面柾)の差異

などを変数として設定して、各検体の引張応力や曲げ抵

抗値←一部)を計測してデータ化した。

これらにより、得られた数値を解析し、前述の「継

手」の今日的な位置を確認し、現状分析の」二、今後目指

すべき技術的方向を考察する。こうした伝統技術は熟練

度=高価と言った1元的な捉え方で切り捨てられる傾向

が見られ、こうした見方に問題提起を目指すのが本研究

の一つの目的である。

表5-1調査対象の大工プロフィール

     名前地域年齢経験年数受賞歴など

     A氏埼玉46歳28年95年度青年技能競技大会銅賞98年年度技能グランプリ優勝
     B氏佐渡50歳38年

     C氏東京35歳20年06年度技能グランプリ3位92年技能五輪国際大会出場
     D氏東京25歳8年06年度技能グランプリ優勝

     E氏岩手45歳25年

     F氏岩手53歳38年

     G氏東京25歳8年03年度技能五輪團際大会出場

     H氏東京72歳54年現代の名工勲7等膏色桐葉章
     眠東京42歳24年98年青年技能競技大会銀賞

難
霧

懸

弩犠難.
図54技能グランプリの課題(2007無度課題)

図5-2実験に用いた材木の断面

5調査の概要

本研究の目的の一つは、一流の技能を後世に伝える資

料づくりであるので、それに相応しい技能者を調査対象

としなければ意味がない。それについて全く前提条件が

語られない、あるいは、問題にしていないことが、前述

の既往研究や調査の問題として加えられる点である。

しかし、我が国には、技能者の技能を客観的に評価す

る基準が不在である。本研究では、1級技能士(あるい

は、その受験条件となる10年以.ヒの経験年数)を最低

条件とし、2年に1度開催される1級技能士の全国競技

会の優勝者(図5-1に示すように、非常に困難な課題で

競われる)、4年に一度、23才以下の世界中の青年技
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能者により技能が競われる技能五輪国際大会の日本代表

経験者や厚生労働省による顕彰制度である「現代の名

工」受賞者に協力を依頼した。

それに加え、プレカットの普及していない岩手、佐渡

などで、手刻みを基本に25年程度以上の経験を積んだ

大工を熟達者と解釈し、総勢9名の大工に協力してい

ただいた。その概略を表5-1に示す。

これらの技能者に、継手を製作していただき、デジタ

ルカメラとビデオによる全作業の記録に加え、要所でヒ

アリングをおこないながら、速く、精度良くっくるため

のコツについて作業分解シートを作成した。また、製作

していただいた継手を、技能のアウトプットとして捉え、

寸法精度を測定した。そのうえで、引張および曲げ試験

により強度を確認した。

なお、実験に用いた材料は、個体差を最小にするため

に、機械等級表示のされた大手材木メーカーの人工乾燥

米マツの芯去材(4寸角)とした(図5-2)。

5.1比較の基準設定について

本研究の特徴は、以下に述べる比較対象の「基準」を

設定したことにある。ここでいう基準とは、大工が最も

一般に用いる寸法や形状であるが、例えば、鎌継手の場

合、図5-3のような形状で、「鎌顎」の出寸法を2分5

厘としたものである。この形状・寸法は、図に示すよう

に、大工が墨付けに用いるさしがねの幅(5分)により

規定される。既往の継手の比較や強度実験、多くの文献

において、この「基準」が示されたものはほとんどない。

本研究は、「大工が最も一般に用いるものに合理性と

アドバンテージがある」という仮説を大前提とするので、

寸法に加え、「すべり勾配」や「目違いの有無」、込栓

の寸法と形状などにも「標準」を設定している。

っまり、鎌継手では、鎌顎の寸法、鎌竿の寸法、すべ

り勾配の有無、目違いの有無を変数とし、追掛大栓では、

継手の全長、すべり勾配の大きさ、栓の有無での数を設

定し、2007年には表5-2、2008年には表5-3、表5-4

に示す継手を製作した。

5。2強度試験の概要

試験体の全長は1500㎜とし、両端はホールダウン金

物で左右を挟み、ラグスクリューで固定した。

試験体への載荷は、図5-4に示す装置を用い、油圧ジ

ャッキによる単調引張加力とした。腰入れ目違い鎌継ぎ、

両目違い鎌継ぎは0.5kN/step、追掛け大栓継ぎは

1.OkN/stepの荷重制御で加力した。また、降伏したと

予想されるステップ以降は腰入れ目違い鎌継ぎ、追掛け

大栓継ぎともに0.31nm/stepの変位制御に切り替…えた。

最大荷重に達した後、せん断破壊した試験体に関しては

継手の機能が失われるまで、せん断破壊しない試験体に

表5-22007年に製作した試験体と変数

       継手名すべり勾配鎌顎の寸法腰掛部分のい竿部分のい試験体⊇一ド体数

       腰入れ目違い鎌継○2分5厘○xkk一7       x2分5厘○xk㎞一4

       ○5分○xkkL一4

       O3分5厘○xkk-51

       O3分Oxkkw一2

       ○1分2厘5毛0xkkS一2

       両目違い鎌継○2分5厘O○kkm一9
       追掛け大栓纒ok一6

       計35

表5-32008年に製作した試験体(鎌纒手)と変数

       継手名すべり勾配鎌頭の寸法腰部分の目違い竿部分の目違い試験体コード体数

       腰入れ目違い鎌維○3寸○x08kk90一3       ○2寸5分○x08kk75一4

       o2寸○x08kk60一3

       O1寸5分○x08kk45一3

       両目違い鎌継O2寸5分○○08mkk一2
       小計15

表542008年に製作した試験体(追掛大栓)と変数

      継手名栓の有無すべり勾配の大きさ継手寸法試験体コード体数

      追掛け大栓継x5分7寸ok一3      O5分7寸okd一6

      xx7寸okO一3

      x1寸7寸ok4一3

      X5分6寸okS一3

      小計18

睡到

図5-3鐡纒手の概要

       反力フレーム接台郵ホールダウン金,ズ/テフ。ル.、「/翻       /門一　一圧ノヤキ
       o鐘

       150αη〃r㎡

  
     
i

       ロードセルD一ラー

       一シイロンド

図5-4引張試験装置の概要

関しては平均軸方向変位が15mmを超えるまで加力し

た。曲げ試験に関しては、図5-5に示す装置により、支

点間を3等分する純曲げ形式で単調加力した。

これにより、継手両側面では、加力部直下、継手中央、

各継手端部のたわみ方向の変位の測定を行った。継手の

上下面には、各継手の開きを測定するための変位計を設

置し、受圧面付近にひずみゲージを貼付した。
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なお、素材試験においては、製作した木材ごとに圧縮

試験、せん断試験、繊維方向引張試験をおこない、含水

率、平均年輪幅を測定している。

6大工の技能に関する考察

6.1製作時間

ここでいう製作時間は、撮影した動画を秒単位で解析

し、解説している時間や道具を取りに行くなど、作業と

は直接関係のない時間(作業余裕)のうち、実験という

特殊条件に所以すると考えられる時間を除いた正味の作

業時間を指す。また、提示した時間は、男木・女木それ

ぞれの墨付、刻みを全て合算した時間である(表6)。

当然のことながら、大工毎に幅はあるが、基準形状の

場合で概ね30分前後で作業を終了している。両目違い

では、40～50分前後、追掛大栓では1時間程度を要す

るが、これらは、普段製作する機会がほとんどないこと

を考慮する必要があるため、単純に比較はできない。

一般的な住宅の場合、墨付けと刻みで概ね坪あたり1

人工というのが目安とされるが、休憩や移動などの作業

余裕を除いた1目の実作業時間が4時間だったとして

も、8体の鎌あるいは4体の追掛大栓を製作可能という

ことで、通常の2倍程度の歩掛である。
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6.2寸法の精度

製作した継手が規定の寸法とどれだけ誤差があるのか

を計測し、精度の比較を行った。図6は、継手の男

木・女木の同一…箇所の仕様上の寸法との誤差を計測し、

その絶対値を求めて散布図にしたものである。ただし、

木材は、乾燥の度合い等により断面寸法(幅)に誤差が

生じるため、ここで比較したのは、芯墨から追える寸法

のみを対象とした。

これによれば、誤差0.50㎜以内の範囲に34%、1㎜

以内に65%余りが収まっていることがわかる。大工の

墨付けの墨の太さは、0,3～0.5皿程度であるので、ま

さに、墨一本の誤差に納めていることがわかる。残りは、

1.01㎜以上の誤差があるわけだが、そのほとんどが鎌

竿下面部と鎌正面部(図5-3参照)に集中しており、継

ぐ際の効率を考えて意図的に誤差を出したものである。

っまりは、女木を大きめに加工することで、男木と女木

を円滑に組み合わせることができ、かつ、引張り強度や

捻れに対しては、殆ど影響がない。

6.3作業手順

時間分解により、大工ごとの作業手順には違いを考察

した。当然のことながら、技能には、バイブルが存在す

るわけではないので、人により差異が生じるわけである

が、それは無秩序であるわけではなく、以下のようにい

くつかの特徴としてまとめることができる。

005 ヨ　　　らヨヨ　ヰ　　ら　　　　らア

男木の誤差(mm)

図6纏手の蒲度分布

表6纒手の種別毎の作業時間一覧

    試験体コード番号製作者製作時間

    k』1A氏#辮謬    223分11秒

    3D氏30分23秒
    4C氏38分D9秒
    6E氏29分49秒

    7学生10時間

    8学生10時間

    k㎞一1A氏25分29秒    2嵩#鰐

    3D氏32分16秒

    4C氏29分40秒

    kkL一1A氏26分51秒    230分41秒

    3D氏33分34秒

    4C氏28分22秒

    k』5E氏31分38秒

    kkw一1D氏28分53秒
    2C氏28分06秒

    kkS一1A氏29分37秒
    2潔#縛

    k㎞一1A氏38分49秒    2####

    38氏52分46秒
    4C氏52分55秒
    5D氏57分48秒

    6C氏39分34秒

    7D氏41分41秒

    8E氏1時間11分13秒

    9学生10時間

    oに1A氏53分03秒    2溜が#

    3C氏58分56秒
    4D氏唱時間09分59秒

    5B氏44分44秒
    6F氏43分01秒
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なお、時間分解にっいては、2007年分の分析のみ完

了しているので、以下に述べる分析には2008年のデー

タは含まれていない。

(1)男木・女木の作業順序

男木から:1名女木から:3名状況による:1名

女木から始めるのを基本とする理由は、「加工に時間

がかかるため先に終わらせたい」、「男木で調節が出来

るので女木から加工する」などであった。状況によると

いうのは、墨付けが終わった時に近くにあった材から加

工し始めることで、無駄な移動をなくし、時間短縮に繋

げたいという理由であった。

(2)男木滑り勾配の墨付け1頂序

鎌部分加工の最後:2名墨付けの段階:3名

鎌部分加工の最後に滑り勾配の墨付けを行うのは、

「より正確に滑り勾配が加工出来る」という理由であっ

た。墨付けの段階から滑り勾配を付けるのは、「丸ノコ

で一一一気に加工することで、作業時間の短縮を中心に考え

たため」という理由であった。

(3)道具の使用順と効率

同じ道具で加工を進める:3名

1部位を集中して加工を進める:3名

道具の持ち替えを減らし、なるべく同じ道具のまま加

工出来る場所を探す方式と、1つの作業箇所毎に集中し

加工をする方式に分かれた。今回の調査に限れば、両方

式に作業時間の大きな差はなく、一一概にどちらが良いと

いう評価は出来ない。

(4)女木・鎌正面の加工方法

作業調査をおこなった大学内実験室には、角難盤を備

えていないため、ハンディタイプの各盤盤を持参した場

合および作業場に訪問した3名は各難盤を使用し、残り

は、インパクトドライバによった。通常、加工場での刻

みでは角墾盤を用いるが、技能グランプリ、技能五輪等

では使用が許可されていないため、インパクトドライバ

を用いるのが一一般である。また、現場での咄嵯の加工に

おいてもインパクトが適しており、この実験条件は、特

殊ではない。

インパクトドライバを使用する際は、鎌頭に5分前後

のドリルで3か所程度の穴を開け、さらに墾と玄翁で鎌

正面を整えていく手順であった。角墾盤の場合は、鎌頭

の幅と同じ1寸の角難を使用するため、加工時間が短縮

される。ただし、いずれの場合も、鎌竿部分は、鋸目を

入れた後に、材の断面側に盤を当てて玄翁で叩けば、木

目に沿って綺麗に女木を掘ることができるという、全員

が同じ手法を用いている。

(5)栓穴の加工

最初に加工:1名

合口の加工を終えてから:3名

合口鎌側面・合口竿側面の加工を終えてから、栓穴を

インパクトドライバ・馨と玄翁など用いて加工している

大工がほとんどであった。最初に栓穴を加工した大工は

角盤盤iを用いて、加工を行っている。一番時間がかかる

栓穴の加工を一気に角墾盤を使うことで、時間短縮にな

っている。

このように作業手順の違いをまとめることで、非熟達

者が熟達者の技巧を学ぶための手助けになる。熟達者も

自分とは異なった技巧を知ることでさらに技巧を凝らし、

作業時間の短縮に繋がることが期待出来る。そうした学

習効果の測定については、今後の課題である。

7継手強度と破壊性状に関する考察

本研究で主検討対象とした鎌継手は、主に土台に用い

られるものであるので、曲げに抵抗する必要はなく、ま

た、継手は圧縮には十分に強いため、引張りに対する耐

力で性能を測ることとした。

2007年度の調査においては、4寸角材の場合に、多

くの大工が「標準」と考える鎌頭と鎌竿が2寸5分

(75㎜)の全長5寸(150㎜)に固定し、鎌顎を2分

5厘(7.51㎜)の「標準」を基準に、その半分の1分2

厘5毛(3.75㎜)と倍の5分(15㎜)の変数を設定し

た。それに、尺寸を用いないW工務店が標準としてい

た9㎜にっいても実験に加えることとした。W工務店

は、社内に訓練校を有し、教育上推奨されている㎜単位

を採用したことにより、2分5厘に近く、また、割り切

りやすい9㎜という寸法を採用したものと考えられる

(木造の単位は、半割、3分割が多いので、3の倍数は

計算し易い)。

2008年度は、鎌頭および鎌竿の長さを変数とし、2

寸5分の「標準」に対して、1寸5分(45㎜)、2寸

(60㎜)、3寸(90㎜)の試験対を作成した。現在、

作業分解と引っ張り試験を平行しながら行っているとこ

ろであり、詳細分析にはなお時問を要するが、途中集計

によれば、「標準」の作業時間が相対的に短く、かっ、

1寸5分や2寸に比べて強く、3寸とほぼ同様という傾

向が示されている。

7.1引張り強度試験結果

今回の実験で見られた継手の破壊性状は、図7-1に示

すように、①めり込み、②勇断、③それらの混在に分類

することができる。次に、耐力と変位の関係であるが

(図7・2)、鎌顎部分が伝統的な「標準寸法」である2

分5厘は、最大荷重後も、めり込みにより弾性域にと

どまる粘り強さをみせる。これに対し鎌顎が倍の5分

は、当初、強度が伸びることが予測されたが、「標準寸

法」をやや上回る程度の最大荷重に達したところで、勇

断破壊を起こし、急激な耐力の低下をみた。これは、今

回の試験体においては例外なしの結果であった。
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図7-3追掛大栓纒手の破壊性状および引張試験結果
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図7-5曲げ試験の破壊性状

鎌顎が半分の1分2厘5毛は、最大荷重が「標準」

の1/2程度であるが、めり込みにより粘りをみせた。

鎌顎の寸法が3分(9mm)は、メートル法で職業訓練

をおこなっているW工務店の大工が用いていたため、

急遽対象に加えた寸法であったが、最大荷重まで達する

と、せん断破壊し、途中からめり込み破壊という「標

準」と5分の特徴が混在する性状であったが、相対的

に強度が伸びない結果となった。

このように、鎌顎の寸法が僅かに変化するだけで、破

壊形状や耐力が異なってくることがわかり、長年の伝統

により固まったと思われる2分5厘という寸法は、強

度に関して非常に合理的であることが示された。鎌竿の

目違いは、「標準」より最大強度をやや向上させる傾向

が確認されたが、明確な効果と断言するには十分なサン

プルではない。また、目違の効用は、捻れや乾燥収縮等、

長期的な木材の変形への抵抗と考えられるため、別の実

験方法を考慮する必要もある。

また、すべり勾配については、受圧面が拡大すること

による効果や「引き寄せ」の効果を予測したが、実験か

らは明確な傾向は得られなかった。これらの考察につい

ては、追加実験と継続的検討が必要である。

追掛大栓にっいては、「標準」の鎌の2倍程度の最

大強度が得られ、最終的には、勇断により破壊すること

が確認された。
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表7追掛大栓の曲げ試験結果
              ・元r口

              成H幅躍継手長さZ、継手種類試験体記号栓すべり勾配mmmmmm試験体名最大荷重PP'初期剛性五∬ジ'平均kNkNkNlmmkNlmmP'E'

              基本形(栓なし)。kk、keiB。8。k.:なし1/8120120450BO80k-110711008111097910085
              BO80k-29469840.84084

              BO80k-3632740057075

              栓あり90kkake-dalsenlBO80kd・:タモ118BO80kd-112301402080131¶201095              BO80kd-212801124102089

              BO80kd-314641153109088

              「okkake-dasenlBO80kd・:ヒノキ1/8BO80kd-410311177092104              BO80kd-510611172064070

              BO80kdゼ10661178082090

              勾配[0]:okkake(0)lBO80kO・:なし0BO80kO-1807920075122893083              BO80kO-2966849085075

              BO80kO-31155910063051

              勾配【大】:°kkake(1'4)lBO8°k4'置なし114BO80k4-1867829066057769064              BO80k4-2747720082074

              BO80k4-3792757117061

              継手長さ[短】。kk、ke-Sh。diB。8。kS.:なし1'8360BO80kS-1911976068069934074              BO80kS-2911976083085

              BO80kS-3881849074067

              継手なし::lN。-J。lntlBO8N凹:1BO8N-1393442151871904078『85              BO8N-248115154220223

              BO8N-319872129161163

              BO8N-440744364161164

              BO8N-536853948191194

              BO8N-643484658173176

※P'およびノt-'は,素材試験の結果により基準化したもの。

ただし、追掛大栓は、曲げの生じる箇所での利用に効

果があるものであり、2008年度に追加の実験を行うこ

ととした。

7.2追掛大栓継手の曲げ強度試験結果

引張強度試験と同様に120mm角の米松人工乾燥材の

芯去材を用い、栓には6分(18㎜)のタモと比較対象

としておよび同寸の檜を使用した、追掛大栓継手を作成

した。試験体の形状パラメータは、結果と併記した表7

に示すとおりである。

試験体は、図5-5に示したように、全長2,000mm,

曲げスパンは1,800mmとした。

基本形は、4寸角材では大工が最も一般的と考える継

手長さ1尺5寸(450㎜)とし、すべり勾配の緩急を

変化させたもの、継手部長さを変化させたものを3体

ずつ製作した。なお、欠損の条件を統一するため、栓の

有無にかかわらず全ての試験体に柄穴をもうけている。

木材の使用方法は,継手側面が板目となるよう統一し、

比較的大きな節が可能な限り継手部に含まれないように

配慮した。

加力方法は図5-5に示したとおりであり、支点間を3

等分する純曲げ形式で単調加力した。継手両側面では、

加力部直下、継手中央、各継手端部のたわみ方向の変位

の測定を行った。継手のヒ下面には、各継手の開きを測

定するための変位計を設置し、受圧面付近にひずみゲー

ジを貼付した。

素材試験は引張り試験と同様に、製作した木材ごとに

圧縮試験、せん断試験、繊維方向引張試験を行い、含水

率,平均年輪幅を測定した。

引張り強度試験の結果を概観すると(図7-4)、まず、

無垢材の強度が40～50kN程度であるのに対し、「標

準」の最大強度が10～12kN、すなわち母材強度の

20%強から場合によっては、30%程度の強度があること

がわかった。これは、従来、20%程度とされていた数値

より、やや高い値を示すものである。また、マクロには、

鎌と同様に「標準」の相対的に最大強度が高く、かっ、

粘り強い傾向が認められた。

変数毎の傾向としては、無栓はやはり相対的に強度が

低いのは予測通りであったが、すべり勾配無しの強度が

高く、すべり勾配が強い場合に強度が低いのは、やや意

外な結果であった。

ただし、無勾配は、はめ合いの許容誤差が小さすぎる

ため、本研究で製作を依頼したレベルの大工でなければ、

接合が不可能であることを考慮しなければならない。す

なわち、この強度の高さは、製作精度の高さに依存して

いる可能性を考慮する必要がある。

栓の材質については、大工によっては、母材に比して

強度が高すぎる材は、却って栓穴付近で勇断破壊を生じ

させる要因となると考える場合が少なくないので、母材

より柔らかく、粘り強い檜を比較対象としてみたが、明

確な傾向はみられなかった。

8技能の合理性に関する評価・考察

継手の精度が強度にあたえる影響を考察した。大一1二の

技能は、身に染みっいたものであり、かっ、道具づくり

(研ぎや調整)にも影響されるため、調査対象の熟練大

工が意図的に精度を落としたとしても、正確に低い技能

レベルを再現することは出来ない。そこで、本研究では、

学生が製作した鎌継手を比較対象として強度試験をおこ

なった。ただし、全くの素人に継手の製作は無理なので、

道具の研ぎや、盤、鋸などの用法を3ヶ月程度訓練し

た上で作業をおこなった。

結果を図8-1に示すが、「標準」の継手は、めり込み

破壊により、両目違ではせん断破壊の後にめり込むとい
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うように双方とも熟練大工と全く同様の破壊性状であっ

た。強度は、当初、全く比較のレベルに達しないことを

予測したが、学生によるものの最大荷重は、およそ半分

強の値となり、顎の出寸法1分2厘5毛と同等という

結果であった。これは、男木と女木の受圧面が、精度の

悪さにより半分程度であったことを示しているものと考

える。

要は、長年の改良により到達したであろう継手の形状

は、ある程度精度が悪くとも、男木と女木が噛み合って

さえいれば、一定以上の強度を生み出すことができると

いうことである。本論文では、これを伝統技能の合理性

と解釈する。

次に、加工時間と強度の関係を考察する。図8-2は、

腰入り目違い鎌継ぎ、両目違い鎌継ぎ、追掛け大栓継ぎ

の加工時間と引張強度の関係を示したものである。

比較的短時間で製作可能な腰入り目違い鎌継ぎに対し、

追掛け大栓継ぎは製作に時間を要するが、強度は十分に

高い。両目違い鎌継ぎは、これらの中間的な位置づけに

ある。追掛け大栓継ぎは、墾や鉋の作業が少なく、鋸

(電動の丸鋸)の作業がほとんどであるため、複数の大

工の比較により、より効率的な手順と丸ノコの活用法を

みいだせば、さらなる時間短縮の余地がある。

両目違い鎌継ぎは、目違いを墾で手加工するため、そ

の分作業時間を要するが、今回の実験においては、顕著

な強度の上昇はみられなかった。ただし、両目違いは、

前にも述べたように、材の捻れや痩せといった長期的な

変形に対する効果が期待できるものであり、実験方法の

工夫や別の観点からの考察が必要である。

9おわりに

鎌継手において、大工が最も…般的に用いる2分5

厘の顎の出寸法は、墨付けの合理性に規定されるもので

あるが、それが耐力的にも優れているという結果は、偶

然というより、伝統技能の合理性と捉えるべきであると

考える。

さしがねの幅が、いっ頃から5分になったかは判然

としないが、これを無数の試行錯誤中から生じた必然と

考えても無理はあるまい。

また、本報告に引き続く追加の実験、考察においては、

鎌竿の長さに関しても「標準」が最も強度が高く、かつ、

作業時間も短いという合理性があることがわかりっっあ

る。追掛大栓の曲げ強度においても、「標準」が相対的

に高耐力である傾向が示された。継手は、基本的には長

いほど耐力が高いが、材料の歩留まりという点において

は損失が大きく、強度と材料の合理的利用というトレー

ドオフの解決は容易ではないが、さしがねの幅と同様、

長年の試行錯誤により収敏し、受け継がれてきたのが

「標準」なのであろう。

このように、伝統的技能には、解明されていないこと、

価値を理解されていないことが数多く残されているので

あるが、職人は、それを的確に伝える手段を持たないこ

とが多く、あるいは、依然として隠蔽したがる傾向も根

強い。

最近になって漸く、伝統的な構法を排除するばかりで

なく、積極的に評価しようという動きが生まれてきた。

阪神大震災以降、建築学会大会の研究協議会、パネルデ

ィスカッションにおいて何度もテーマに採り上げられて

いる。また、最近では、超長寿命住宅の開発なども注目

されている。ここで述べたような、「標準」や「合理

性」必ずや、そうした技術開発にも寄与するはずである。

本論文が、伝統技能研究の重要さと、新たな可能性を認

知する端緒となれば幸いである。
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