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技術教育における作業動作の研究（X夏）

一作業と籏電騒一

佐 藤 次 郎
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　綾雑な運動からなる｛乍業勤｛乍は力という視煮か

らすればそれは筋力に．よって生じた力をどのよう

にす麟ま作業点に十分かけることぶできるからで

ある。そこでは鐸業点に薄し身俸全体が力の集中

がでぎるような体形を作ることカζ必要になる。こ

の報告は，基礎釣な嚢作であるヤス婆作業を透し

そのとぎに生ずる纂力を筋電緩に現わし・ヤス夢

作業を籏電麟学的に観察してみようとするもので

ある．

　ヤス舜ま勢離作業では最も墓塞釣なものであ参

この作業はヤス夢を作業点の場齎で釜復運動をす

ることによって｛鐸藩をするものである．この盤i後

連勇は身体全額を婆って行なわれるぶ特に．ヒ駿，

丁駿，捧幹に分け各騰簸とこれらに姥超し付養す

る筋の纂力をみることにする．したがって7どの

蕊分の簸熱どのような筋電馨を堤わすものである

かを観察することは力のかか参溝どの筋によって

生ずるものであるかを知ることに，必要になってく

る．

璽　糞　験　の　方　法

　重ず，作業点の高さを変えた場合に幕電麟にど

のような変化ぶあるかを観察し，つぎに，身倖各

額分の筋ではどの籔藻最も縫熱するかを観察し

た．作業台の高さを変えるための可変式作業台を

整い，そのとぎのヤス霧作業の作業盤を調べ，そ

の場合の筋電鍍を取除だした．幕電婆醸ま右零彗の表

で鰯は繕繧筋，長掌籔，三角筋，上騰二頭籏，大

勝纂，大殿籏，大縫二頭蕩，腓腹筋（赫とし表嚢

電極法を弄馨いた．筋電嚢…套と共に’1＞搏，響1藪の状態

も辞せ観察し記録は三栄灘器製の籏電計を潤い

た。ヤス蓼作業の識力は勇歪計を篤い，破嚢蕎は

健康な男子5名である．

蚕実験の綜果と考察
　i）　ヤス匡3修業

　ヤス夢作業の要領猿作業点にある綾舞覆鈎をヤ

ス夢の往復運動によって勢超するのであウカのか

か蔭工合は押すとぎに力を入れ手元に弓1くとき’に．

力を敏くのである．これはヤス夢の構造上の運縷

によるものであうこの構造はヤス夢作業藩体重を

かけて蟻作をするにも好舞禽に灘来ている．この

実験では長さ25鷹の中鷺を篤い欝難の往復をi醸

分として実施してある．綾験者の身長は平均i56

ε瞬舞iでの高さ98．2鋸で作業台の高さは作業点憲

で鴛馨，i緯艶i総，鱒綴の蓬襲踏とし騰瞬の程度

は露露とした．作業台の高さと作業窮容との縫係

は1穰iに示した遜ウであって隻1醗力ではi2膨擁で

は2．6繕，i欝薦では2．護擁，i総醗では2．縫欝鱒朧

では2．岐触とな参平均2．5縁となっていた．窪た，

3．む
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この勢麹力によって総懸された鑓購量を減量とし

てみると平均春、282であってi2（｝齪でを灘．23あ

猛騒朧では§．28乱i馨今鷹では魯．325㌧鱒維では
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O．3解とな合舞離量の懇人差をみると最も多い老

は欝羅当警倉．623であ参最も少ない老で魯．§§2と

なむ禧楽な差がみられる．これらの各灘定値を分

散分析によって験試してみると表iのようになむ

これらの灘定縫は作業台の高さとの麗係から必ず

しも高い場合，低い場合の権違を譲ずることはで

ぎないが作業点の趨さは作業の質や量に騰保する

場含も認められよう．
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表2　燐葎雛と筋電蔓〉横縫

破検姦i黎遷力と筋電
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　ヤス夢作業は勢鶴面を平らにするのが必要であ

むこれを平面度として韓料の舞凝颪のダレの関係

を灘足してみるとつぎのようになる。

　作業菰鞍験者に．よって区々であるが，舞えぽA

での霧禽捻叙鵠作業高では材料が手麟より請う綴

が2．毒γだけ下縫欝撚では水平であ纏縫俄では

向う健が2．07’，鱒鷹では手前力矯．8？’だけ下って

いる．βではi2§アi鎗，i轡毒ナ侮れも手前が9．9ノ

からi．驚’だけ不っていた、このように後験奏鬱々

の状態濠作業台の高さによる纒違だけではないの

であるが一鐙釣には高さ解高くなればダレが生じ

易いし重た手前よう講蜷にダレが生じ易いようで

ある．

　ヤス夢作業での材料に，かかる｛雰1饗の合力はどの

程度になっているか，前遠した逢縫2弓畿では2．§

綜，蟹矯翻では2．5栂ンその饒韓12．婆麹となってい

る。作業点と身長の縫係では身長が大ぎい程作業

点の轟さは高くな雛熱・老緑ど繕い作業点となっ

てくるのであるがそのときの力の最も入む易い高

さはどうか。

　2）蕪業台の高さと礁業姿勢

　作業台の高さは靄然作業姿勢を決定する。一般

的に言えることは作業台の高さが高くなれば左書

面上駿は財を上げそれでも轟ければ肩まで上げて

終う。この場合は爾下肢も羅騨度合が次第に小さ

くな参癒鰭になれば爾薮を捲えた立麺の姿勢とな

って終う。このような釈態では作業点に離するカ

のかかむ韓1少なくなむ｛舞i題力も大きくならない。

したがって作業点の轟さがその無業嚢の捧格に感

じ，縁どよい蕩さが決ってくるのであって今まで

の計灘では身長（鷹）x§．7一稔（礁）が療準であ

る．馨12は脅i…業、｛慧の高さと姿勢との§馨係である

ぶ．この鮫験表は身長蔦5磯であ参尉まiでの高さ

i轡倉朧の場合である．翼鉱繋ま作業点の轟さi鎗傭

で財が上参贋も上がっている．座雛が下っている

のでヤス夢を押えるというよ参は下方に』携張るよ

うな作業姿勢となっている．講是の擬騨程度は小

さい、薦．2はi欝鷹であ参i2馨鋸よ参は財の上警

は認められないが舜彗是の麗輝尋ま充分・でない．擬》．3

はi総鷹であむ作業点の高さと財窪での蕩さ溝講

じ蕩さとなる渉簾騨をしているので騒は少し低嚢

になる最も作業し易い高さであって姿勢にも無還

はない。醗．蓬は鋳礪の場合であってヤス夢を下

方に揮えるという姿勢であって体の麟篠溝大きく
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轡2　作業台の高さと襲業姿勢

注：鐸業台の高さ　飾．i　畷2む簾

濁、2…i茎（垂む鑓

論．3　彊§瞬

論．達　　§轡俄

なむ翻騨の程度も大きい。ヤス夢の蔚後移嚢では

俸重をかけるに最も蜂趨合であるが作業点が懸舞

なので力のバランスをくずし易くその点欠点であ

る。力の差は多い老で饗麟藏績i確当櫨．7晦で

あ静少ない煮では2．2擁となってお吟平均2．5触で

ある作業点の高さがどの種変良いかはこの実験内

では瞬確になっていないが観察の結果では玉鬱鬱戯

程，獲の高さぶ最も作業し易いようであった。

　つぎに作業時講の麗係をみると，2§鷹のヤス婆

を養ってのi往復は2．欝秒であ多力を入れている

時縫はそのうち魯．鯵秒で飽はヤス夢をもどすため

に｛吏っていることになる。この奪．鰭秒懸に2溶擁

の力がかか嚇．28撃の響くずが発生することにな

る．

　辱藪をみると2．懲秒の闘鶏をもってなされ、｝長

い者では2．畿秒，窺い妻でi．64秒である・ただし

この醇藪間難紘平均的なものであ靱突き祭には長

い王呼1毅の1垂象こ2菱蟹の作業が行なわれる嚢“もあむ

i呼1獲i当参i藝藝の害軽食’で｛乍業をなすf蕃もある．た

だ平均的には2．i4秒の作業懸擁と2．簸秒の呼騒闘

鐸羅とがあるのでi弩縫毅i羅の

作業がなされていることにな

る．

　3）筋　電　襲

　ここに示された筋電騒隷§．

§3secでの灘辞vの場合の筋電

緩である．

　作業嚢｛乍は基本的には動作

の方講，動ぎの籠闘，力の速

さなど纏れも関籔の購造とそ

の縫簸の動きに縫課する筋の

機籠によって渓まるといわれ

ている。ヤス餐乍業に関係す

る諸節妻ま多数であるがとくに

重要だと考えられるのは繕絹

篩，三角鰯，長掌籠，、と雛二

頭筋，大殿筋，大縫二頭籏な

どである。

　繕耀籔み動きは講を後方に

弓1ぎ上額のみでは肩準薬を持

上げ下薬では下垂させ肩翠骨

下角を外灘に転ずる作罵をす

るといわれヤス夢作業では羨

後の動作を認る．大麹筋は上

細内転，内施錠などを秘ものであって作業
時の力の関係よ雛ま作業でのヤス醤支持の安達不

安定に関熱しヤス夢の窪復運動時に轟磁な運動を

するために必要な麓である。また・三角纂は土鼓

を薦の麗さまで水平に持ち上げるとぎに二段！われる

ものであって作業点の高懸によ参この鰯が動員さ

れることになるが力のかか膿は特に重要な筋に

はなっていない。

　上勝二頭筋は作業に最も重要な羅筋であり麟醗

の外転，内転あるいは羅紳に関係し力のかか鱗ま

この籍に．よってなされるのである・この筋と共に・

重要なのは長掌筋であ参手掌筋膜を緊張さ重手を

醗げる作罵をなすものである・ヤス夢作業ではこ

の筋およびこれらに醤隠する縫係筋羨緊張するこ

とによって力がでるのである。

　下肢の纂では大殿筋，大縫二頭筋が重要である

鑓大殿筋は毅関籔の紳展に関係し作業では体の鋳

態勢作に縫与する。大縫二頭鰯は羊薮の屈戯外

転を濁るものであって作業では力を入れるために

下鼓を麗凝し重心の移動をする際に旋われる籏で
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A　灸　掌　鰯

B　坐雛二頭籏

。　懸　轄　筋

む　大　騰　篶

麓　大　殿　筋

F　大縫二頭筋

睦羅3　　餐筋憂〉舞舞電護箋駿態

ある。これらをま麓fれも作業に嚢接麗｛果する諸節で

ある溝飽にも縫孫譲筋が協疑による甦作となって

闘保してくるものである。

　さて，これらの筋がどのような敏電をするもの

であるか，実験の結果から説甥してみる．

　騒3，戯こ示したものは長掌筋以下大縫二頸筋

重での右手是の籏電緩と古稀の場合の左右の籏の

筋電醤の建蔽である．最も霧綾にしかも大きな敏

電解認められるのは長掌筋，上蕊二頚籔であ参下

肢では大縫二頭蕩である。長掌筋はヤス夢を羨後

に移動させる場合絃勿講ヤス夢を強く押える場台

にも必要な筋であってこダ）旛乗的

な作灘によって強い敏電があるも

のとみられる。上縫二筋纂では作

業点越高さを持っているため駁赫

霞むこれに薄してこの筋ぶ作矯す

るので餐謹i叢な敏電が認められるむ

　鱈耀籔は肩を後方に瞬く湯合に

最も多く養われるが，ヤス夢鐸業

では肩畢認の上下に欝無しその数

電現象も縫えず続けられているも

のであろう．大海筋や大殿鰯では

あ震参強い数電はなく，大麗二頚

筋はひざに力を入れるために麹謬

あるいは糠すのであるがこの運嚢

のための敏電が強く璽われている

のである．

　以ま二は右翼の場合の膚鰯につい

ての敷電献：態で磨るぶこれを；賓蒋

㊧場合の座右の1務毒ζどのような駿

態であるかを箆較してみると鑓蓬

のようになる．ここで示した筋は

重要な筋だけであるボ，まず，上

饒二頭筋は右餓こ強く瞬駿に璽

れ，左灘にはほとんど現われてい

ない。表面電極を縫っているので

皮曝の動ぎが大ぎく筋電麟のなか

に．ドPップした様子湊覆れて見づ

らくなっている。麿灘では霧縢に

作業と騎電纒との麗係が示されて

いる。これはヤス夢を姦手に．持ち

左手は穂先を握む作業台の高さ憩

伽欝にした場合の筋電露である。

この協合の姿勢は上魏翻が繧慰し

羨後に移動しているのであるから上騰二頭筋は長

掌筋其の健の篶の屈捧ぶあ参そのための発生と考

えられる〇三角鰯は左右海手に認められるぷ上灘

二頭筋縁どではない。この筋の敏電をみるとヤス

夢を撫したとぎょ参も弥・た場合に多くみられる

のであるから羨後移動の場合，手を難く時に力が

生じていることになる。足で最も大ぎく発生をみ

るのは大縫二鑛籔であるが憲ず，大縫直籏は；餐下

鮫よ参左下肢に多い。実際の作業でも梅雛手の作

業では体の羨繧があって体重がすべて左下絞にか

かる。これを受けるため左足の大顎嚢鰯は強く麿
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瓦　上麓二頭筋

B　三　角　筋

〔｝　大鑓直筋

島　大鹿二頭幕

営　購腹籏締〉

霞　4 左　右　筋　の　籏　難　麟
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慰する。した溝って右下酸は鉢重爆かかってない

ので特勝方の発生はないものの左下絞に大きくカ

の発生が生ずるのである。ただ，右下肢も体の位

置を常に雛持するための大鹿薙筋の緊張が常に続

いているため小さな数電溝常に発生しているので

ある。窪た，大鹿二頭籏では右下1装に，発生溝認め

られ大麗痘筋とは反薄になっている。これは鉢の

蔚繧ぶあ参体重の人離分は左足の大縫薩筋などに

よって支えられているもののヤス婆を羨に押し進

める蘇にはこの二頭筋によって力蕃入るのであ

る。ヤス婆作業での下鮫の役塞は当然のことなぶ

ら力を入れるための体重移嚢の場合にバランスを

とって体の雑持確保をすることにある．この点か

らみれば駿腹筋（鋤《辮嚢筋が作駕するのである

溝とくに大ぎい数電は緋腹（嚇筋にある．そのな

かでも左下鮫には小さくあってもごく少ない。

　このようにしれみると，ヤス夢作業では右上絞

にあっては長掌篶，上鶴二頭筋，下薮では大縫二

頭籔とな参左上駿聡よび左下鮫では三角麓，大鹿

直筋，騰籏筋納）ぷ敏電登生渉大ぎいといえるの

である。

　蓬）　作業と筋力

　作業に要する籔力とは醤か。筋が生蓬学的に発

生し表現し得る力には盤縫S虚e沁鴛2と醇ばれ全く

生還学的な籏力であるぶ，われわれが讃める纂力

はこれ藩運動形態ン豪たは作業としての形態を示

すものであって人体ボ仕事をする力であって，

st鷲難警抜と呼1ばれる麓力量が重要な1のである。こ

のものは筋重たは筋群の叡縮によ参発生するもの

である。この発生する籏力嫁生蓬学的に発生する

筋力とほぼ箆擁するものと穂されているぶ鰯と骨

格さらに計灘器具の龍華によって正確な捲標には

ならないと鈴木らはi溌弱している．生運学的に作

業時にどのような筋や骨格が参擁しているのか，

ヤス夢作業のようにヤス夢を保持する手，雛ち手
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謹　5 ヤス垂タ俸業簸電露の蝦1タゲラム

縫籔これは橈骨手根麗籐よ参豪媛窪でのいわゆる

手と，これを支える髄魏それに上灘さらには体全

体渉鋳顛しな藩ら力を入れることにな参これを支

える下肢とボある。左右での動作は簿彗に区分しな

ければならない。

　手の基本的機龍としては知覚機能ナ運動機能と

ボ有るがこの鐸業では当然運動機能が中心になる

ものであ参その機能のなかでもとくに翫誹，つか

み、，にぎ参の3種類がその中心をなすものとみて

よい。

　勃を押す場合の運動ぶ獲欝であう手指の動作は

参撫せず単に物体を手掌でもって押す協会であ

る。この場合4〉運動の欝的は物体を移動させるこ

とではなく力を換えるのが轟的であ参結果として

は物体が泣麗移動をすることになる。重た，つか

む動作は手捲をわづかに羅饑して鞠体を保持する

ことであむ力の雛係からみれば手指に力を入れれ

ば入れる縁ど勃を確実につかむことになる。しか

し，ヤス夢作業ではヤス蓼を保持するのはヤス夢

の鋳後移動のときに方海を定めるためのものであ

ってとくに保持する必要はない。したがって強い

つかみはみられない。ただし，この動作がなけれ

ばヤス婆の移動は確実な蕉確さ

は求め得られない。に．ぎ鱗ま右

手，§iたは，左手溝ヤス蓼の穂

先を持つたときに現われる形態

であって手振が癒嬬に駿懸盤を

とるものであうこのに，ぎり溝行・

なわれた場合の力の入む方は非

常に強くなるものである．

欝　裳　　と　　め

　ヤス》作業ではどのような籔

電麟ぶみられるかを修業台の蕩

さを変えて観察した。この作業

で簸も大きな簸の敦電があった

のは長掌筋ア上騰二頭筋撃それ

に大顎二頭籏であ参作業春が左

愁ま驚として普通は巻長掌籔，

右上騰二頭筋，左大鹿直筋，右

大縫二頭籠に強い放電の発生を

認めるのである。また，作業時

の響i騒』をみると遜常で韓護呼籔

にi作業動作輝ちiつの噂騒を

している闘に葺鐙のヤス夢の往復動作潜あるのが

普通である．しかしン被後妻によっては玉響畷に

2贋の婬薬動作をする嚢もあった。

　籏電麟と舅醗力，蝉ち敦電の発生が大きい場合

には切欝力も大きいかという点については一般的

に放電の発生が大きい場合は筋力も大きくな疹結

果としては勢麟力も大となるのである越この筋力

ぶそのまま勢購力となって現われない離合もあ

る．これは生理学的に籔力と表現された力との瞬

に飽の条稀溝入ってくるからであろうしたがって

梅麗の有る表もあった。

　作業台の高さがどの程獲が良いかということ尋ま

麓電麟だけの驚係では舞賭し難かった．しかし，

観察ではi轡魯戯あるいは鱒鷹瀞鴛旗籠やi臆伽よ参

は作業し易いようである。
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