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第 58回 技能五輪全国大会 

「家具」職種競技課題  

 

・以下の注意事項および仕様に従って、図面に示す課題を製作しなさい。 

・脚部の左右つなぎ貫の位置を示す非公表寸法は、競技前日の選手集合の際、実施図面を配布

する形で公表します。 

・非公表寸法を公表する他、実施図面では、課題の形状や部材の接合方法など、仕様の一部を

変更します。 

 

１． 競技時間 

   標準時間 １１時間 （延長時間は設けず 11時間で全選手の競技を終了） 

    ・第一日目 ６時間（10:00～13:00/13:45～16:45） 

    ・第二日目 ５時間（9:15～12:00/12:45～15:00） 

 

２．注意事項および仕様 

（１）審査は、①JBG（Joint Before Glueing：接着前審査）、②JAG（Joint After Glueing：

接着後審査）、③完成品審査の３段階で行われる。 

（２）脚部では、JBGで接合部の仕上がりならびに嵌合度、JAGで接合部の外観を審査する。 

（３）箱部では、JBGで接合部に指示通りのビスケット溝、ダボ穴等の加工がされているかを

審査し、JAGで接合部の外観を審査する。 

（４）引き出し部では、JBGで板接合部の仕上がりならびに嵌合度、JAGで接合部の外観を審

査する。なお、引き出し部の底板（小穴溝）は JBG審査の対象外とする。 

（５）扉部は、今回の課題は框扉ではないため、JBGならびに JAG、いずれの審査も行わない。

したがって、扉部については、競技中に部材を審査に出す必要はない。 

（６）墨付け審査（加工墨の審査）は実施しない。ただし、各 JBG審査の際に、部材の前後左

右が判別できるための勝手墨が付されていることを必須とする。この勝手墨は、手描き

あるいはマスキングテープ貼り、いずれも可とする。 

（７）第一日目の内に、脚部と箱部について、それぞれの JBGならびに JAG審査を終えなけれ

ばならない。第二日目の競技終了までに引き出し部の JBG審査を終えなければならない。

引き出し部の JAG審査は、第二日目競技終了後の完成作品審査とあわせて行う。 

 （８）製品の寸法と接ぎ手の仕口は、全て競技図面どおりに加工すること。図面に寸法が指示

されていない仕口の割付、金具取り付け位置、ビスケットの位置などは、選手の判断に

より適切に工作すること。ただし、ビスケットやだぼの位置は選手判断となるが、取り

付ける数については課題図面どおりとしなければならない。 

 （９）扉芯材（MDF）への酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤による突き板貼りは、表を競技

図面どおりの化粧貼りとし、裏を平行貼りとする。 

 （10）脚部の傾斜相欠き接ぎ、ならびに貫と左右つなぎ貫の接合部の加工は、手加工必須とす

る。 

 （11）引き出し部の仕口加工（包み五枚蟻組み接ぎならびに五枚組み接ぎ）は、手加工必須と

する。手加工必須とされている箇所に機械を使用した場合は、減点の対象とする。 

 （12）箱部天板の前左右付け縁、および扉の付け縁は留めに加工すること。 

公表 
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（13）事前に製作した手加工ならびに機械加工用治具の持ち込みは不可とする。ただし、挽き

当て定規（90度・45度）ならびに木口台（90度・45度）、すり台、蟻型定規はこの限

りでない。競技中に治具を製作してもよいが、製作は選手個々の作業ベンチ内で行わな

ければならない。つまり、横切り丸のこ盤や昇降丸のこ盤など競技場設備の工作機械を

使用することはできない。治具製作に要する時間は競技時間内に含まれる。治具製作に

必要な材料（木材やトグルクランプなど）は持参可能とするが、競技課題の支給材料と

は異なる材種に限る。治具用材を持ち込む場合は、競技開始に先がけて行われる道具確

認の際に競技委員に申し出ること。製作する治具は安全に十分に配慮されたものである

必要がある。安全衛生上、使用に問題があると競技委員が判断した場合には、当該治具

の使用を中止するよう指示することもある。 

（14）電動ルータならびに電動トリマ用治具（合板に当て止めを固定した治具など）について

も、事前に製作したものを持ち込むことはできない。ただし、競技中に治具を製作する

ことは認められる。他の治具と同様、治具用材を持ち込むことは出来るが、位置決めの

墨が描かれているものや下穴が加工されているなどの材料は持ち込み不可とする。なお、

昨年度（2019）まで持ち込み可能としていたルータテーブルならびにトリマテーブルに

ついては、選手の作業ベンチ内を占有し、安全衛生上支障をきたす可能性があるため、

持ち込み不可とする（自作のルータテーブル・トリマテーブルを含む）。 

（15）横切り丸のこ盤の軸の傾斜および昇降丸のこ盤の横びき定規の角度は変更できない。 

（16）横切り丸のこ盤および昇降丸のこ盤は、部材の切り回しに使用することが出来る。 

（17）同企業もしくは同学校に所属する選手間の電動工具の貸し借りを許可する。ただし、対

象とする電動工具は、電動ルータ、電動トリマ、電動ドライバー（インパクトドライバ

ー）、ジョイントカッタ、電動サンダのみとする。スライド丸のこは対象外とする。な

お、電動ルータと電動トリマの貸し借り時には、競技委員が選手間の機械の受け渡しを

仲介する。その際、ビットの深さ設定やストレートガイドの位置設定を使い回すことが

できないよう、競技委員が設定を戻す等の処置を行った上で、借り手の選手に引き渡す。 

（18）ボール盤は、脚部つなぎ貫および箱部地板へのだぼ穴穿孔に使用することができる。 

（19）完成品はすぐに塗装できる状態に表面を仕上げて提出する。ただし完成品の脚先（下部）

には面をとらないこと。 

（20）埋め木や木屎などによる補修は行わないこと。そのような補修が認められた場合は、減

点の対象とする。 

(21) 作業時の服装など、安全作業を心がけること。作業帽と安全靴を常に着用し、木工用工

作機械を使用する際には保護メガネを必ず装着すること。近視や遠視、乱視用などの眼

鏡を着用している場合は、眼鏡のツルに直接取り付けるタイプのサイドシールドを装着

することで、保護メガネ着用相当とみなす。眼鏡の上に保護メガネを着用することも認

める。各自の作業エリアで電動トリマ、ルータを使用する際にも保護メガネを必ず装着

すること。なお、作業帽、安全靴、保護メガネの着用に関する不備が認められた場合は、

減点の対象とする。 

（22）上記の他、持参工具一覧に無い工具を使用した場合（事前に製作した治具を使用した場

合など）、また、別紙の「木工用工作機械の注意」に掲げられている禁止事項を行った

場合は、減点の対象とする。 

（23）安全衛生上問題があると判断され競技委員に作業中断を指示された場合は、中断を指示

されたこと自体は、減点対象としない。ただし、指示を受けて作業が中断した時間も、

原則、競技時間に含まれる。 

 



 - 3 - 

 

３．支給材料 

 
部品名 

寸法（㎜） 数

量 
備考 

幅 長さ 厚さ 

脚
部 

前後左右脚 
上62 

下37 
190 24.5 4 タモ 

貫 50.5 670 24.5 2 タモ 

左右つなぎ貫 40.5 280 24.5 2 タモ 

箱
部 

天板・地板 290 720 21 2 MDF(15㎜)+タモ化粧合板(3㎜)両面貼り 

左右側板（二丁取り） 

仕切り板（二丁取り） 
290 600 21 2 MDF(15㎜)+タモ化粧合板(3㎜)両面貼り 

付け縁（天・地板） 24.5 740 22 2 タモ 

付け縁（側・仕切り板） 24.5 320 22 6 タモ 

裏板 300 720 4 1 タモ化粧合板両面貼り 

引
き
出
し
部 

前板 110 220 18.5 1 タモ 

側板 96 300 12.5 2 ラワン 

向板 86 220 12.5 1 ラワン 

底板 200 290 3 1 タモ化粧合板片面貼り 

吊り桟 12.5 300 6 2 タモ 

扉
部 

芯材       230 260 18 1 MDF 

突き板 150 1500 0.5 1 タモ（板目） 

付け縁（上・下） 19.5 240 4.5 2 タモ 

付け縁（右・左）  19.5 270 4.5 2 タモ 

他 脚部現寸図用合板 300 450 3 1 シナ合板 

金
物
等
そ
の
他 

蝶番注1 角蝶番 研磨仕上げ 2 型番TTS-103M、木ﾈｼﾞ付（スガツネ工業） 

マグネットキャッチ注1 TIP-ONｽﾄﾚｰﾄ型 ｼｮｰﾄ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

1 品番956.1004/ TSﾃﾗﾌﾞﾗｯｸ色、ﾈｼﾞ止め式

ｷｬｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ付、ﾈｼﾞ付（ブルム) 

マグネットキャッチ  

ベースプレート注1 

TIP-ONｽﾄﾚｰﾄ型 ｼｮｰﾄ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

1 品番956.1201/ TSﾃﾗﾌﾞﾗｯｸ色、（ブルム) 

だぼ φ8 L=30 4 ブナ 

引出し落下防止だぼ注1 φ10 1 型番SS-318ｵｽ･ﾒｽ（スガツネ工業） 

ビスケット No.20 12 ブナ 

十字穴付き皿木ねじ 呼び径3.8 L=38 4 脚部接合用 

十字穴付き皿木ねじ 呼び径3.5 L=13 2 マグネットキャッチﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ取付用 

十字穴付き皿木ねじ 呼び径2.7 L=13 27 箱部裏板、引き出し底板、吊り桟取付用 

木工用接着剤 ボンドCH18 １ ボンド木工用（180ｇ入り） 

木工用接着剤注2・4 ボンドCH18 1缶 ボンド木工用（3Kg入り共用） 

木工用速乾接着剤注3・4 ボンドHB10 1缶 ﾊｲｾｯﾃｨﾝｸﾞ木工用（4Kg入り共用） 

注：（１）金具類については表示規格と異なることがある。  

   （２）木工用接着剤は突き板接着に共用で使用する。 

   （３）木工用速乾接着剤は付け縁接着に共用で使用する。 

（４）突き板および付け縁への接着剤塗布は加工前の部材に限り競技時間外に行うことができる。 

公表 
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第58回技能五輪全国大会「家具」職種持参工具一覧 

区分 種類 例 

手
工
具 

かんな 平かんな、小がんな、きわがんな、切り面かんな 等 

のみ 追い入れのみ、向待ちのみ、薄のみ 等 

のこぎり 両刃のこぎり、胴付きのこぎり、ほぞびきのこぎり 等 

打ち付け具 げんのう、金槌、木槌、打ち当て 等 

墨付け具 白書き、けひき、鉛筆、消しゴム 等 

定規 さしがね、直角定規、留め定規、挽き当て定規、斜め定規（自由がね）

等 

固定具・接着用具 ドライバー、Fクランプ、端金、フレームクランプ、ローラー、刷毛、

のりべら、粘着テープ 等 

測定具 ノギス、鋼製直尺 等 

その他 砥石、油つぼ、木口台、カッターナイフ、サンドペーパー、刷毛、バケ

ツ等 

電
動
工
具 

本体 電動ルータ、電動トリマ、電動ドライバー（インパクトドライバー）、

ジョイントカッタ、アイロン、電動サンダ、スライド丸のこ 等 

刃物 等 ドリルビット、ルータビット、ドライバービット、座ぐり用ビット 等 

治
具 

今回の課題専用に事前製作した治具の持ち込みは不可（手加工ならびに機械加工用、墨付け

用・組み立て用治具などいずれも不可、ただし挽き当て定規（90度・45度）ならびに木口台

（90度・45度）、すり台、蟻型定規はこの限りでない） 

治具製作に必要な材料（木材やトグルクランプなど）の持ち込みは可能（競技課題の支給材

料とは異なる材種に限る） 

注： 

（１）上記の手工具の種類については、大まかな分類である。したがって、選手は、公開図面を検討し

て必要と思われる手工具・電動工具・治具を持参すること。 

（２）競技場設備基準で競技会場に準備されている電動工具（電動ルータ、電動トリマ、充電ドライバ

ードリル、ジョイントカッタ、アイロン、スライド丸のこ）を使用してもよい。 

（３）電動工具に使用する刃物類については、競技場設備基準で競技会場に準備されているものを使用

してもよい。 

（４）手工具および電動工具（刃物も含む）については、同種のものを３個以内持参してもよい。 

（５）だぼ、ビスケット、木ねじは支給材料を使用し、予備を持参することはできない。  

（６）接着剤は、支給および共用の接着剤と同規格のものに限り持参することができる。  

（７）座式作業台を持参してもよい。 

（８）治具は「競技課題 ２．注意事項および仕様 の（13）と（14）」に留意して準備する。 

（９）昨年度（2019）まで持ち込み可能としていたルータテーブルならびにトリマテーブルについては、

選手の作業ベンチ内を占有し、安全衛生上支障をきたす可能性があるため、持ち込み不可とする

（自作のルータテーブル・トリマテーブルを含む）。  

公表 
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第58回技能五輪全国大会「家具」職種競技場設備基準（Ⅰ） 

設
備
類 

品  名 寸法または規格(mm) 数  量 備   考 

加工競技場 3000×3000程度 選手1名に付1面 周囲に若干の通路 

台車 積載面 900×600程度 1台 資材・工具搬送用 

ホワイトボ－ド 1800×900 程度､マ－カ付 2面 運営用 

壁掛け時計 φ350程度 3個  〃 

長机 Ｌ1800×W450×H750 程度 7脚   〃 

同上用いす  選手１名に付き１脚   〃 

パ－ティション W900×H1200程度､網入ﾋﾞﾆﾙ製 14面 切片飛散防止用 

コンパネ合板 加工場・機械場の全床面 1式 ガムテ－プで目張り 

工
作
用
機
械
・
工
具
類 

立式作業台 L1800×W900×H700程度 選手1名に付き1台 選手作業用 

立式作業台 L1800×W900×H700程度 4台 工作用機械用、接着剤塗布用  

図面台 L900×W900×H700程度 選手1名に付き1台 足折りたたみ式 

手元照明 Ｚライト 選手1名に付き1個 その他機械用に12個 

Ｆクランプ 150、200 各3個 機械作業時の部材固定用 

マグネットベ－ス 吸着力60kgf程度、角型 10個 当て止め用 

洗い刷毛 竹柄 選手1名に付き1本 選手作業用 

機械側置 L600×W400×H730程度 20台 機械作業時の部材置用 

横切丸のこ盤 ﾃ-ﾌﾞﾙ移動式（機種未定）・軸傾斜式 3台 縦びき用定規付、丸のこ(φ305横挽) 

昇降丸のこ盤 機種未定（ほぞ取装置付） 

 

2台 縦・横びき用定規付 

丸のこ(φ305 縦挽･横挽､各2枚) 

角のみ盤 機種未定（9・9.5mmｷﾘ箱のみ付） 2台 キリと箱のみは各2組 

移動式集塵機 機種未定、ｷｬｽﾀ-付 3台 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎ-ｽ2口(本)付 

卓上ボ－ル盤 機種未定､φ13ﾁｬｯｸ 2台 木工ドリル(φ5.8､7.8、9.8mm) 

ｽﾄﾚ-ﾄｼｬﾝｸﾄﾞﾘﾙ (φ1～13 0.5刻み 

     φ1.1～6 0.1刻み)各2組 

電動トリマ マキタ（No.3701相当）φ6ﾁｬｯｸ 1台 ｽﾄﾚｰﾄﾋﾞｯﾄ 

（φ9、8、6、4、3mm各2本） 

電動ル－タ マキタ（3612相当） 

φ12ﾁｬｯｸ、φ8･φ6  ｺﾚｯﾄｽﾘ-ﾌﾞ付 

1台 ｽﾄﾚｰﾄﾋﾞｯﾄ（φ12、2本） 

スライド丸のこ Festool KAPEX 2台 拡張テーブル・ローラー台付 

電動ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾀ マキタ（No.3901相当） 1台 ビスケット溝加工用 

充電ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾄﾞﾘﾙ マキタ(6315DRCSP相当)φ13ﾁｬｯｸ 1台  

職業用アイロン ナショナル（NI-P90相当） 1台 突き板貼り付け用 

ブロア マキタ（UB1101相当） 4台 木工機械整備用 

コンプレッサー 日立（PA600S相当） 2台 木工機械整備用 

電源 単相（100V） 選手１名に付３口 作業用(電動工具) 

電源 ３相(200V) 1式 運営用(設置機械接続用) 

公表 
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第58回五輪全国大会「家具」職種競技場設備基準（Ⅱ） 

区分   品  名   寸法または規格(mm) 数  量     備   考 

工
作
用
機
械
・
工
具
類 

工具セット スパナ・レンチ・ドライバー等 １式 木工機械整備用 

延長ｺ-ﾄ (゙ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ) 単相(100V)、長さ20m程度 1本(個) 運営用(設置機械接続用)  

ローラー φ45×164（スポンジ） 6本 突き板接着用 

接着剤練り板 270×345（スチロール樹脂製） 6枚 突き板接着用 

木工用接着剤 コニシボンドCH18 3kg入り1缶 突き板接着用 

木工用速乾接着剤 コニシボンドHB10 4kg入り1缶 付け縁接着用 

 

公表 



B B断面図

A A断面図

断面図（扉位置）

断面図（引き出し位置）

印刷用

競技課題 公表）

： ：

・ 芯
・表升貼り
・裏平行貼り

三面図

扉正面図（表） C

C

A A

D
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競技上の注意（前年度大会からの変更点など） 

 

1. 課題の当日変更について 

・家具職種の競技課題は、国際大会にあわせた競技内容とするため、2019 年度より、

競技時間、持参可能な治具、途中採点方法など、従来から多くの点を変更した。 

・2019 課題は、新ルールの導入年であったため、非公表寸法ならびに仕様の変更（形

状等の一部変更）は無しとしたが、2020 年度は非公表寸法箇所と仕様変更がいずれも

ある。 

 

2. 工作用機械の予約について 

・引き出し部の仕口加工（包み五枚蟻組み接ぎ及び五枚組み接ぎ）、脚部の十字相欠き

及びつなぎ貫と貫の接合部は、手加工必須とする。 

・箱部材、脚部材、扉部材、引き出し部材を一度にまとめて機械加工することは出来な

い。各部位の加工について、別々に予約する必要がある。 

・予約を行う工作用機械は横切丸のこ盤、昇降丸のこ盤、スライド丸のこ、角のみ盤、

ボール盤。 

・機械予約の権利は、１選手につき「３件」を上限とする。ただし、一人の選手が一台

の機械を占有する状況を回避するため、同一機械に複数の予約を同時に入れることは

出来ないこととする。例えば、横切り丸のこ盤 A に対して、同時に２件の予約を入れ

ることは出来ない。横切り丸のこ盤 A と横切り丸のこ盤 B に１件ずつ予約を入れるこ

とは可能（A と B は別機械として扱う）。 

・機械ごとに置かれている予約表に、選手自身がゼッケン番号を記入する。 

・予約の順番がまわってきた事は委員が声がけする。 

・委員から声がけがあったら、選手は直ちに機械を使用しなければならない。直ちに使

用できない場合、その機械予約はキャンセルとなる。 

・機械の使用中に、別の機械の順番がまわってきた場合、そのまま使用中の機械加工を

継続するか、新たに順番がまわってきた機械を使用するか、いずれかを選手自身が選択

する。その際、使用しないことに決めた機械はキャンセルとなる。 

・競技スタート直後の機械予約については、事前に、抽選により各機械の使用順を決定

する。競技がスタートして以後の予約は、競技時間内に行う（休憩時の記入は不可）。 

 

3. 加工用治具について 

・原則、加工用治具の持参は不可とする。 

公表 
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・ただし、挽き当て定規（90 度・45 度）、木口台（90 度・45 度）、すり台、および蟻

型定規はその限りで無い。 

・また競技時間内で加工用治具を製作することは許可する。治具製作に必要な材料は、

持参工具とあわせて選手が持参する。治具製作用の材料を持ち込む場合は、競技前日の

道具確認の際に、委員に申し出てチェックを受けること。 

・治具製作用の材料は、木材以外の材料(例えば合板、プラスティック、金属など)も持

ち込み可能。 

・治具の製作は選手個々のベンチ内で行う。製作は手加工で行う。ただし、スライド丸

のこを持参している場合、スライド丸のこは用いて良い。 

・ルータやトリマー用治具（合板に当て止めを打ち付けたような治具）を用いた加工を

行いたい場合も、選手が自ら競技時間内に製作すること。 

・位置決めや下穴など事前に加工されているものは、治具製作用材として許可しない。 

・なお、製作された治具が、安全衛生上問題ありと委員が判断した場合、競技中であっ

てもその治具の使用を中止する指示を出すことがある。 

 

4. 手加工を必須とする箇所について 

・引き出し部の仕口加工（包み五枚蟻組み接ぎ及び五枚組み接ぎ）、脚部の十字相欠き、

つなぎ貫と貫の接合部は、手加工必須とする。なお、脚と貫の接合部（ほぞ加工）は機

械加工を可能とする。 

 

5. 材料交換について 

・競技スタート前の材料交換については、減点の対象とならない。ただし、その際、材

料交換の申し出、ならびに交換の手続きは、選手自身が行う。 

 

6. 電動工具の貸し借りについて 

・同企業もしくは同学校による貸し借りを許可する電動工具は、電動ルータ、電動トリ

マ、電動ドライバー（インパクトドライバー）、ジョイントカッタ、電動サンダのみ。

スライド丸のこは対象外とする。なお、電動ルータと電動トリマの貸し借り時には、競

技委員が選手間の機械の受け渡しを仲介する。その際、ビットの深さ設定やストレート

ガイドの位置設定を使い回すことができないよう、競技委員が設定を戻す等の処置を

行った上で、借り手の選手に引き渡す。 

 

7. 会場設備の電動工具ならびにビット類の使用について 

・競技会場に準備された電動工具（スライド丸のこを除く）を使う時、ならびにビット

類などの刃物を各自の競技ブースで使用したい場合は、委員に申し出た上で使用する

こと。使用後は直ちに所定の位置に戻すこと。 
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8. 接着作業について 

・接着作業が休憩時間・昼食時間に重なった場合、委員が立ち会っているもとで作業を

継続する。その際、超過した時間分を再開時に調整する。 

・突き板張りの接着剤、ならびに付け縁のプライマー塗布は、休憩時間・昼食時間・競

技前後の時間帯に行うことができる。休憩時間等に上記作業を行いたい場合は、委員に

申し出て、委員立ち会いのもと、指示された場所で作業を行う。なお、カットした（加

工した）突き板については、休憩時間等に接着剤を塗布することは出来ない。 

・突き板は、最初の材料支給の折には未支給。選手の申し出により適宜、支給する。 

 

9. 安全衛生について 

作業帽と安全靴を常に着用すること。木工用工作機械を使用する際には保護メガネを

必ず装着すること。各自の作業エリアで電動トリマ、ルータを使用する際にも保護メガ

ネを必ず装着すること。なお、作業帽、安全靴、保護メガネの着用に関する不備が認め

られた場合は、減点の対象とする。ただし、近視や遠視、乱視用などの眼鏡を着用して

いる場合は、眼鏡のツルに直接取り付けるタイプのサイドシールドを装着することで、

保護メガネ着用相当とみなす。眼鏡の上に保護メガネを着用することも認める。 

 

10. 部位ごとの審査について（JBG ならびに JAG 審査） 

①審査の手順 

・部位ごとの審査には JBG（Joint Before Glueing：接着前審査）と JAG（Joint After 

Glueing：接着後審査）の２種類がある。 

・部位ごとの審査は、脚部なら脚部、箱部なら箱部、それぞれ単品で審査を行う。つ

まり、脚部と箱部について例示すると、まず脚部と箱部は、いずれも接着作業を行う

前にそれぞれの JBG 審査を受けなければならない。また、JAG 審査も各部位ごとに

受ける必要があるため、箱部は箱部、脚部は脚部だけを組み、接着した状態で JAG

審査を受ける。両部位の JAG 審査が済んだ後、脚部と箱部を合わせる流れとなる。 

・二日間競技の中で、各部位の JBG 審査は、すべて競技時間内に受ける必要がある。 

・脚部と箱部については、C1（競技一日目）の内に JBG ならびに JAG 審査を受けな

ければならない。この際、JAG 審査については、C1 の競技時間内に審査を受けるか、

あるいは、C1 作業終了時点で接着作業が完了していれば、選手解散後の競技時間外

に委員が審査を行う。仮に、脚部と箱部の JBG ならびに JAG 審査を C1 に受けるこ

とが出来なかった場合は、当該採点項目の得点はゼロ点となる。 

・引き出し部の JBG 審査は、C1 あるいは C2（競技二日目）の競技時間内に受ける

必要がある。扉部については、今回は框扉でないため JBG 審査は無い。 

・引き出し部の JAG 審査は、C2 競技終了後の完成作品審査とあわせて行う。扉部に
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ついては、框扉でないため JAG 審査は無い。 

 

②墨付け審査は、JBG（Joint Before Glueing 審査）の時に勝手墨のみ審査する。 

 

③接着前審査（JBG：Joint Before Glueing 審査） 

・JBG 審査は、各部位について、それぞれ単体で実施する。審査では、接合部の表面

ならびに内部の仕上がりと嵌合具合を確認する。 

・選手が手を挙げる→委員が検査場所に搬送→審査→委員が選手の作業場所に返送 

・ただし、箱部の JBG 審査のみ、接着作業に委員が立ち会う形で行う。つまり、箱

部の JBG 審査については、箱部材を審査場に持っていくことを行いません。箱部の

接着作業をはじめようとするタイミングで選手が手を挙げる。選手の箱部接着作業

に委員が立ち会い、所定の位置にビスケットを入れて接着しているかを確認する。 

・JBG 審査に出される部材には、前後左右が判別出来るように勝手墨を付すこと。 

・ここでいう「勝手墨」とは△印のことを指す。△印を付した上で、適宜、接合部ご

とにナンバリング等を付すことは問題無いが、ナンバリング等のみで△印が無いも

のは不備とみなされる。 

日本国内では、見付き面に／や○印、見込み面に／／や×印をつける手法が多用さ

れているが、技能五輪全国大会は国際大会の予選を兼ねる大会でもあるため、国際大

会の採点基準に則して「△印が無いものは不備」とみなす。【参考：普通職業訓練用

教科書（厚労省認定）『木工工作法』の「墨付け作業」「勝手墨」の項目では「外国で

は見付き面に△印をつけ、三角形の頂点を上側としており、△印一つで見付きと見込

み、上と下、左と右が判別できる」と説明されている】 

・勝手墨は、鉛筆や木材用チョークで書かれたもの、マスキングテープ貼り、いずれ

も可とする。 

・各部ごとに下記の部材を一緒に提出する 

・脚部（前後左右脚・前後左右幕板・左右貫・つなぎ貫）＊埋木材は不要 

・引き出し部（前板・左右側板・向板）＊底板と吊り桟は不要 

・扉部については、今回は框扉でないため JBG 審査は無い。 

 

④接着後審査（JAG：Joint After Glueing 審査） 

・JAG 審査は、各部位について、それぞれ単体で実施する。審査では、接合部の付き

具合と接着剤のはみ出しを確認する。 

・脚部と箱部の JAG 審査は、C1 の内に受ける必要がある。 

・引き出し部の JAG 審査は、C2 終了後の完成作品審査とあわせて行う。 

・扉部については、框扉でないため JAG 審査は無い。ただし、扉単品としての JAG

審査が無いという意味であり、完成して提出された作品について、扉部の突き板貼り
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の出来映えや扉の摺動性を確認する採点は行われる。 

・脚部と箱部の JAG 審査は、それぞれ単品で審査を受ける必要がある。つまり、脚

部はそれ単体を組み接着した状態で JAG 審査を受けなければならないため、脚部と

箱部の接着は、それぞれ単体で審査を受けた後に行うことになる。 

 

11. 掃除 

①各競技ブース（３×３ｍの枠内）より、選手が外へ掃き出す。 

②機械周辺及び各競技ブース外は、委員が掃除する。 

③洗い用に用意されたバケツの水は、各自で交換するか委員に申し出る。 

 

12. 仕損じ 

材料交換するか否かは選手自身が判断すること 

①競技開始前の材料交換（欠陥）・・ 減点なし 

②競技開始後の材料交換（仕損じ）・・ 減点（木ねじ・ビスケット・金物類を含む） 

 

13. 用便・けが・その他 

手を挙げて委員に申し出て、その後行動すること。 

 

14. 競技時間 

競技中の用便・刃物研磨等工具調整は、競技時間に含める。ただし、休憩時間・昼食時

間・競技前後の時間帯における刃物研磨は競技時間に含めない。 

 

  



 - 6 - 

競技終了後の注意 

 

1. 完成品の提出 

①課題が完成したら、手を挙げて委員に時間の確認をしてもらう。その際、委員立ち会

いのもと、委員所持の用紙にゼッケン番号と終了時間を記入し、完成品の引き出し内に

用紙を納める。 

②作品を受け付けに持参する。 

③受付にて作品の持ち帰りの有無を申告する。 

④受付にて作品及び工具箱搬送用の伝票（着払い）を必要枚数受け取る。 

2. 発送伝票の記入 

①作品用と工具箱用の伝票（工具箱が複数の場合は、「記事」欄に２個口の１・２個口

の２など）にボールペンで記入する。 

②作品用・工具箱用とも１枚目（依頼主控え）をはがして本人が保管・作品用の伝票は

受付に提出する。 

③作品を自分で搬送する（宅配便を利用しない）選手は、その旨受付に申し出る。 

3. 後片づけ 

①他の選手（作業中）の邪魔にならないよう、掃除と後片づけを開始する。 

②主催者が準備した手元照明、図面台などは、各競技ブース内に整理しておく。 

③ゼッケン、接着剤は、持ち帰って良い。 

④工具箱梱包用のロープ・ガムテープ・カッタなどは受付に準備してある。 

⑤宅配便での発送品には発送伝票を仮貼りし、所定の場所に移動する。 

4. 休憩・閉会 

①全選手の作業が終了するまで、家具会場付近で休憩する。 

・家具会場を離れる場合は、行き先・予定時間などを委員に連絡する。 

・審査場所には近づかない。 

②１１月１５日（日）午後３時に競技が終了し、全選手の作業と後片付けが終了後、家

具職種としての記念撮影・その他の行事を行う（３０分程度）。 

③忘れ物がないことを確認して解散。 
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木工用工作機械の注意 

 

1. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤・スライド丸のこに取り付けられているチップソーは外さ

ないこと。 

2. 今回は箱部板材の留め切り加工が無いため、３台ある横切り丸のこ盤の軸は全て矩

（90°）のセッティングとする。 

3. 今回は角のみ盤が２台あり、会場には 9.0 ㎜、9.5 ㎜のキリを用意する。予定では、競

技開始時は 2 台の角のみ盤ともに 9.0 ㎜の角のみを取り付ける。競技開始後は、選手の

要望に応じて競技委員の方で適宜キリの付け替えを行う予定。なお、競技開始時のキリ

のサイズをどうするかについては、競技前日の説明の際に、出場選手のリクエストを確

認した上で、最終決定する。 

4. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤の安全カバーの移動は、機械を補佐する委員に対して選手

から申し出があった場合にのみ行う。何も申し出がなければ、動かさない。 

5. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤のブレーキ操作は、選手自身が自分で行う。 

6. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤の歯の出の調整は、選手自身が自分で行う。なお、歯の出

の上限は、チップポケットの底が被削材の上端と揃う位置までとする。 

7. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤を使用する際、木屑・木片・木端の除去は、機械を補佐す

る委員が除去棒やエアーガンを使って木片等を適宜取り除く。木片等の除去について

は、特に選手が申し出る必要は無い。なお、木片等の除去を行う委員は、選手が完全に

切り終わってから木片等を除去するよう留意する。 

8. 横切丸のこ盤の当て止めについて。切り終わってテーブルを戻す（引く）際、①当て止

めを上げてから材を横にスライドさせた上で戻るか、もしくは、②材をスライドさせず

材が歯に接触しながら戻るか、①②いずれかの方法で行うこと。決して、当て止めを上

げることなく材を抜かないこと。 

9. 横切丸のこ盤で加工する際の、材料の持ち方とテーブルの送り方について。例えば、定

規を持たずに材だけを押さえる選手が過去に居た。委員が危険だと判断する行為があ

った際には、その選手の作業を止める場合がある。さらに、場合によっては（安全に関

する委員の説明をすぐに理解できない等）、ひとまず加工を中止した上で、順番を後回

しにすることもありえる。 

10. 鉛筆を耳に挟む行為は禁止。帽子と頭髪の間に鉛筆挟む行為も禁止。 

11. 作業服の袖や裾は、しっかりと仕舞うこと。 

12. 帽子、安全靴、保護メガネを着用すること。特に、保護メガネについては、木工用工作

機械、スライド丸のこ、ならびにトリマ・ルータを使う際には必ず装着すること。 

公表 
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13. 腕時計を装着しての機械加工は禁止。 

14. 手袋を着用しての機械加工は禁止。 

15. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤の使用時に鋼尺を使う際、鋼尺が歯に接触しないよう注意。 

16. 横切丸のこ盤・昇降丸のこ盤・スライド丸のこに取り付けられているチップソーには、

素手で触れないこと。例えば、歯のアサリの状況を確認するため「木製」鉛筆の軸をチ

ップソーの歯に引っかけながら刃を動かす（少し回す）行為は認められる。 

17. 先取りについて。機械を補佐する委員に先取りして欲しい場合には、加工をはじめる前

に委員に申し出ること。その場合でも、被削材がチップソーを通り過ぎるまでは自分の

責任で材を押し切ること。 

18. 定盤の上には、今から加工する材料だけを載せること。例えば、鋼尺は置かないこと。 

19. 上記の他、各木工機械の使用に際しては、労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規

則および同則別表などの記載を遵守し、安全面に十分配慮すること。 

20. 最近の大会で見られた不安全作業を参考に、競技中に行ってはいけない機械加工を例

示する。①スライド丸のこで引き出しの底板や吊り桟用の小穴溝を突く加工は、安全上

問題があるので行ってはならない。②昇降丸のこ盤で引き出しの底板や吊り桟用の小

穴溝を付く加工は、小さい部材の場合は危険を伴う。今回の課題の引き出しは前板の仕

上がり長さが 200 ミリ程度の小さい部材となるため、小穴溝を突く加工は昇降丸のこ

盤では行わず、トリマもしくはハンドルータを使うことになる。③脚部貫のほぞ加工は、

昇降丸のこ盤ほぞ取り装置による機械加工が認められている箇所だが、ほぞ取り装置

でなく主昇降テーブルの丸のこでほぞ挽き加工を行うことは、基本的に、安全上問題が

あるので行ってはならない。部材を固定するための治具を使い主昇降テーブル側で安

全にほぞ挽き加工を行う方法も考えられるが、その場合、用いる治具は競技時間内で製

作しなければならない。 



公表   第５８回技能五輪全国大会 家具職種採点基準 

 

 

１．採点項目及び配点 

以下の表に基づき採点を行う。 

 

 



２．採点の観点 

 A：寸法 

  各部の寸法を計測する 

   

 B：図面や仕様との整合性 

  図面で指示された仕様となっているかを確認する 

   

C：勝手墨と接合部接着前検査（JBG） 

  ・勝手墨が正しく付されているかを確認する 

  ・接合部の仕上がりと嵌合度を確認する 

 

 D：接合部接着後検査(JAG) 

  接合部の付き具合と接着剤のはみ出し等が無いかを確認する 

 

 E：摺動部の適合性と摺動性 

  ギャップ（隙間）と摺動性を確認する 

 

 F：突き板貼りの接着と仕上げ 

  ・図面で指示された仕様のレイアウトとなっているかを確認する 

  ・化粧貼りと平行貼りの接着具合と表面の仕上がりを確認する 

 

 G：表面仕上げ 

  木地表面の仕上がりを確認する 

 

 H：安全作業 

  作業時の服装や不安全作業が無かったかを確認する 

 

 I：部材交換の有無 

  ・交換の有無に応じ 3 点を上限として加点する 

・木ねじ、だぼ、ビスケット等の再支給も部材交換とみなす 

 



NO. 質問内容 回答内容

Q1
箱部のJAG審査時に底板下面のダボ孔(左右つなぎ貫との接合部)の
加工は必要でしょうか？

競技課題の「２.注意事項および仕様」において「箱部では、JBGで接
合部に指示通りのビスケット溝、ダボ穴等の加工がされているかを審
査」とありますが、ここで言う「接合部」は、あくまで箱部材同士の
接合を意味しています。従って「箱部底板」と「左右つなぎ貫」との
接合部に関わるダボ孔に関しては、JAG審査の対象外となります。

Q2
脚部の原寸図は支給されますか？　されるとしたら脚部のどの部分
でしょうか？

競技当日に原寸図を支給します。描かれるのは「左右つなぎ貫」
「貫」「前後左右脚」です。

Q3

競技上の注意　４．手加工を必須とする箇所についての2ページ目
　１行目に(包み五枚蟻組み接ぎならびに通し五枚蟻組み接ぎ)
　３行目に(包み五枚蟻組み接ぎならびに通し五枚組み接ぎ)
とありますが、どちらが正解でしょうか？

当該箇所の１行目（１項目目）が誤りです。競技課題の文面、課題図
面にあるとおり「包み五枚蟻組み接ぎ」と「通し五枚組み接ぎ」が正
しい情報です。ご指摘に即して修正した「競技上の注意」に差し替え
ます。

Q4

「箱の接着後検査」について
1日目の箱の接着後検査の時に箱のパネルと付け縁の目違いがあっ
た場合減点の対象にはなりますか？時間がない場合付け縁を貼った
後、内側だけ目違い払いをして組み立てて検査に出しその後に外側
の目違い払いをしたいと思います。

「競技上の注意」の「10-④」に記載しているとおり、接着後審査
（JAG審査）では「接合部の付き具合と接着剤のはみ出しを確認」しま
す。付け縁の目違い払いがされていない状況では、付き具合と接着剤
のはみ出しを正しく審査できない可能性があるので、その場合は減点
対象とします。

Q5

「治具」について
木口台の45度は持ち込んでも良いとありました。この木口台を横切
丸ノコ盤の上に置き付け縁の留めを切ってもよろしいでしょうか？

治具については「持参工具一覧」ならびに「競技上の注意」の「３」
に記載しているとおり「持参は不可」です。持参可能な別の工具を
「治具に転用」することも「持参と同じ」と見なします。従って、45
度（留め）の木口台を横切丸のこ盤による留め加工の治具に転用する
ことは不可です。ただし、全選手が共通で使用できるものとして、厚
さ21ミリ程度の合板で製作した「横切り丸のこ盤用の45度定規」（合
板製の三角定規のようなもので横切り盤の定規に沿わせ固定して使
う）を、競技場設備として用意します。そちらを使用するか、あるい
はスライド丸のこで留め切りを行うか、または手加工を行うか等、練
習の過程で検討してください。

Q6
箱部のJBG審査については｢所定の位置にビスケットが入っているか
を確認する｣とありますが、付け縁も審査対象ですか？ 個人の自由
なタイミングでの接着をしても構いませんか？

今回の課題では、箱部の付け縁にビスケットは入りませんので、JBG審
査とは無関係です。つまり、付け縁の接着作業のために競技委員を呼
ぶ必要はありません。選手が考えるタイミングで自由に付け縁の接着
を行ってください。

Q7
充電式の電動工具を使うのですがバッテリーの持ち込み個数に制限
などはありますか？

バッテリーの持ち込み「個数」に制限（上限）は設けていません。た
だし、電気製品に必要な安全基準を十分に満たした工具ならびにバッ
テリーを持参するよう気をつけてください。
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NO. 質問内容 回答内容

Q8

箱部の24ｍｍ付け縁、扉部の4ｍｍ付け縁は図面に表記されている
が守らなければ減点対象ですか？

付け縁は、箱部用が24.5mm（幅）、扉部用が4.5mm（厚さ）で支給され
ます。それぞれ、仕上がり寸法として24mmと4mmを図面に記しています
が、これはあくまで「想定」される値であり、付け縁については24mm
程度、4mm程度で仕上げるものと解釈してください。採点時に、この
24mm、4mmの精度を減点対象とはしません。

Q9
市販のトリマフェイスカッターは使用可能ですか？

トリマフェイスカッターの持ち込みは不可とします。
目違い払いに関する電動工具の使用については、まず第一に、Cantex
Ergo（ラメロ社）のような目地払い作業に特化した工具の使用を競技
として認めていません。それに伴い、トリマに後付けするフェイス
カッター（兼房）のような工具の使用も不可と解釈してください。
カサ付き目地払いビットについては、従来どおり、使用可能です。

Q10
昇降盤のほぞ取り装置を使い貫のほぞの縦引きを引くときに高さを
変えて斜めの角度を合わせて引いてもよろしいでしょうか？

昇降丸のこ盤のほぞ取り装置を使って縦挽きを行う場合、まずは、の
こ軸と材の中心が揃うテーブル高さを標準と考えてください。それよ
りもテーブルを下げることは、材が巻き込まれる危険があるため禁止
します。
従って、ほぞの胴付き面の傾斜にあわせて縦挽きを行おうとする選手
がいた場合、ほぞ取り装置のテーブルを標準より下げることは許可し
ません。標準より上げることは許可しますが、それも「程度による」
ことを予め理解しておいてください。例えば、上限目一杯までテーブ
ルを上げる行為は、危険が伴うため許可しません。

Q11
接着前審査において、勝手墨をつけなくてはならないとあります
が、脚部材の勝手墨の付け方に戸惑っております。
参考例などあればご提示頂けないでしょうか？

公表している「競技上の注意」「⑩-3接着前審査」の項目で触れてい
るように「見付き面△印」を付けるのが基本となります。
脚部と引き出し部を例に、洋式の△印勝手墨の描き方を解説した別紙
を作成したので、そちらを参照してください。
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