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概要：本研究は、近年オフィスで注目されている Sculpt Ergonomics Keyboardのようなエルゴノミクス製品を継続的に
使用する際における筋負担を人間工学的に評価すること、及びそのミクロな動きにおける筋負担を評価するための新たな

時系列解析手法の提案を目的としている。評価実験では、エルゴノミクス製品で構成されたオフィス環境においてタイピ

ングタスクを行ってもらい、筋電図や疲労度調査を用いて評価を行った。しかし、既存の手法では明確な差が得られなか

った。そこで新たな評価手法として、筋電図から導出した偏自己相関係数によるクラスタ分析を試みた。その結果、被験

者間の差異を客観評価と主観評価の対応によって明確に見出すことが可能となった。これにより、エルゴノミクス製品を

継続的に使用することで機能効果が高まり負担度がより減少することがわかった。さらに、用いた新たな評価手法を提案

する。 
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1. はじめに 

	 近年は IT化が急速に進んだことにより、オフィス
においては VDT（Visual Display Terminals）作業
と呼ばれる PC を用いたデスクワークが中心になっ
ている。しかし、VDT作業に伴う疲労は深刻な問題
にもなっている。そこでオフィスにおける作業の疲

労を軽減することを目的に、人間工学に基づき設計

されたものが図 1に示すようなエルゴノミクス製品
である。 

 
図 1	 Sculpt Ergonomics Keyboard (Microsoft Corporation.) 

 
エルゴノミクス製品の継続的な使用における疲労

改善効果を評価するために、使用時の筋負担を筋電

図や疲労度調査によって測定した。筋電図を既存の

手法である RMS(root mean square)や周波数解析
(The median frequency)[1]によって解析を行ったと

ころ、傾向こそあるものの明確な差を見出すことが

できなかった。しかし、継続的な使用による影響、

いわば「慣れの影響」によりエルゴノミクス製品使

用において明らかに効果に差があることは体感的に

示唆されている。この効果を解明すべく、既存の時

系列解析手法を応用して被験者間の明確な差を見出

すことで評価を可能にし、用いた偏自己相関係数に

よるクラスタ分析という解析手法を提案することを

目的としている。この解析手法は筋電図による客観

評価と調査した主観評価の対応を検討している点で

既存の手法とは異なる新しい手法である。 
 

2. 評価指標	 
	 評価指標には客観評価と主観評価を両方用いた。

客観評価は、筋電図データを用いた解析による筋活

動の評価、及びビデオデータを用いた画像解析によ

る姿勢角度の評価を行った。主観評価は 4 件法を用
いた 14 部位の疲労に関する調査、VAS(Visual 
Analog Scale)によるキーボードに関する調査を行っ
た。 
 
3. 実験 
3.1 実験環境 

	 本 実 験 で は Sculpt Ergonomics Keyboard	 
(Microsoft) や Embody Chair (Herman Miller)とい
うエルゴノミクス製品を用いたオフィス環境を構築

し、各被験者に対して 1ヶ月に 1 回ごとの合計 6回
の実験を行った。各回で実験タスクとして異なる英

文のタイピングを 10分間行ってもらった。その際に



Neuropackμ（日本光電）という筋電図検査装置を
用いて、①尺側手根屈筋②浅指屈筋③僧帽筋④背中

起立筋の４ヶ所の部位を測定した。①及び②は

Sculpt Ergonomics Keyboard 使用時におけるタイ
ピングに関する部位、③及び④は Embody Chair使
用時における着座姿勢に関する部位として測定した。 
 
3.2 実験手順 
	 10名の被験者に対して、各被験者に適するよう各
製品の設定を行った。タイピングタスク開始と同時

に、筋電図検査装置測定とビデオ撮影を行う。タス

ク前後にはそれぞれ疲労度に関する調査、さらにタ

スク後にはキーボードに関する調査を行った。実験

を行うに際して、十分にインフォームド・コンセン

トを行って被験者の同意を得た。 
 
4. 結果 
	 本研究では製品評価における新たな時系列解析手

法として、過去に三家らが行っていた研究[2]や音声

信号のパタン認識[3]に用いられている偏自己相関係

数を用いた解析を応用し、筋電図の偏自己相関係数

によるクラスタ分析を試みた。 
4.1 次数についてのクラスタ分析 
	 各被験者について全実験回数における 1次から 10 
次までの次数についてクラスタ分析を行った。その

結果、各筋電図は 4 つのパタンに分類され、この分
析によって筋負担のパタン分類を行うことできると

いうことが示唆された。 
4.2 被験者によるクラスタ分析 
	 筋電図のパタン分類ができることが示唆されたの

で、10 名の被験者についてのパタン分類を行った。
実験 1回目から 6回目における 1次から 10次までの
偏自己相関係数を被験者ごとにまとめ、被験者によ

るクラスタ分析を 4 部位ごとに行った。まず、尺側
手根屈筋についてのクラスタ分析結果は以下の図 2
の通りとなった。 
 

 
図 2	 被験者間でのクラスタ分析（尺側主根屈筋） 

	 クラスタは大きく 2 つのタイプに分類された。向
かって左の群をタイプ A、右の群をタイプ Bと定義
する。この 2 つのタイプにおいてどのような差が存
在するか検討を行った。尺側主根屈筋はキーボード

に関する筋部位であるので、タイプ Aとタイプ Bに
ついて週平均使用時間、RMS 値、VAS 評価値を検
討した。その結果、平均使用時間がタイプ Aよりタ
イプ B の方が有意に長く、RMS 値はタイプ A より
タイプ Bの方が有意に小さく、さらに快適さの VAS
評価値はタイプ Aよりタイプ Bの方が有意に高いこ
と が わ か っ た 。 従 っ て 、 Sculpt Ergonomics 
Keyboard の使用時間が長いタイプ B の人ほど製品
の使用に慣れ、前方傾斜かつドーム型の形状で疲れ

や痛みの原因となる手首の負担を減少させるという

効果が大きく発揮される。その結果、筋負担度が減

少する上に快適性が向上するということが明らかと

なった。このように客観評価としての筋負担度を示

す RMSと主観評価として快適性を示す VASとの対
応が見られた。 
	 着座姿勢に関する脊柱起立筋についても同様の手

法で分析した結果、Embody Chair 使用に際して適
切な姿勢角度である人ほど疲労の感じ方が少ないと

いう対応が明らかとなった。これは、適切に使用し

ている使用者ほど、姿勢の変化に従いながら背中を

正しい位置にサポートすることで疲労を軽減すると

いう Embody Chairの効果が高いことを示している。 
 
5. まとめ 
	 本研究では、エルゴノミクス製品を継続的に正し

く使用するほど、その機能としての効果が大きくな

り負担度がより減少することがわかった。また、筋

電図において偏自己相関係数によるクラスタ分析と

いう新たな時系列解析手法を用いることで、被験者

間の差異を客観評価と主観評価の対応によって明確

に見出すことが可能となった。今後は、NIRS 等の
時系列解析にも応用し精緻化を図りたい。 
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