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概要： 近年，時間や場所による制約を減らした自由度の高い働き方が注目されている．その背景には ICT の発展があり，日本に

おける特徴としてノート PCが多く利用されていることがあげられる．しかし，ノート PCの利用に関して，以前から作業者への負担が

問題視されており，その軽減に向けた作業環境の整備が求められ，デスクも重要な要素の 1つとして考えられている．そこで，本研

究では，負担の軽減に効果が期待されるデスクとして，天板に傾斜のある角度付きデスクに着目し，その使用がもたらす姿勢や身

体負担，作業性への効果とその汎用性について検証することを目的に人間工学的評価を行った．結果として，天板に 12 度の角

度が付くことで，①目と画面の位置関係や頭部・頸部の前傾の改善，②頸部の筋負担および頸部と目に対する主観的な負担の軽

減，③画面の見やすさやタイピングのしやすさの向上が示唆され，その効果には一定の汎用性があることも確認された． 
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1. はじめに 

現在，日本では労働参加率と労働生産性の改善に

向けた働き方改革が進められ[1]，対策の 1つとして ICT

を活用しながら働く時間や場所を自由に選択できる働

き方が注目されている．情報端末としてはノート PC が

多く利用されているが，作業負担の大きさが問題点とし

て指摘され，その解決のためにデスクなどの作業環境

の整備が必要とされている．本研究では，負担軽減の

可能性が期待される角度付きデスクに着目し，座位作

業における角度付きデスクの使用がもたらす姿勢や身

体負担，作業性への効果とその汎用性について検証

することを目的に，人間工学的評価を実施した． 

 

2. 実験概要 

2.1 実験条件 

天板角度が変更可能なデスク，および 2 種類のチェ

アの組み合わせにより構成された 3 種類の作業環境を

実験条件とした．デスクの天板は作業者から見て手前

側が下がる形で傾斜し，角度は 0 度または 12 度であ

った．チェアの機能の違いは座面と背もたれが 360 度

揺れるか否かとした．360 度揺れるチェアは頸部や肩

部の負担軽減に有効であることが確認されており[2]，角

度付きデスクと併せて使用される可能性も考えられるこ

とから，天板に角度が付くことによる効果の汎用性を検

証するために使用した．各条件におけるデスクの天板

角度とチェアの機能の組み合わせを表 1に示す． 

 

表 1 実験条件 

実験条件 条件 1 条件 2 条件 3 

天板角度 0度 12度 12度 

手前側高さ 720mm 715mm 715mm 

360度の揺れ なし なし あり 

 

2.2 実験タスク 

ノート PC（GALLERIA GKF1060GF）の画面上に呈

示された公募小説（https://ncode.syosetu.com/n5399el/）

を見本とし，タイピングする作業を実験タスクとした．1

試行あたりの遂行時間は 20 分間とし，タイピングの前

後には 30 秒間の安静状態をとらせた．また，条件間で

画面の呈示内容を統制するため，左側にタイピング画

面を，右側に見本画面を呈示した． 

2.3 評価指標 

客観指標として，姿勢動画，筋電図，心拍，タイピン

グデータを使用した．姿勢動画に関しては，ビデオカメ

ラ（HDR-TG1）を用いて実験参加者を左側から撮影し，

姿勢の定量化を行った．筋電図に関しては，生体信号

システム（biosignals plux）を用いて左右僧帽筋上部線

維の筋電位を計測し，頸部にかかる負担を調べた．心

拍に関しては，脈拍計付き腕時計（Mio ALPHA）を用

いて心拍数を計測し，自律神経活動を評価した．タイ

ピングデータに関しては，タイピングされたテキストおよ

び視線計測装置（Tobii X2-30 Compact）により記録さ

れたキーボードの打鍵ログデータを使用し，作業性を

確認した．主観指標として，「首が痛む」，「首が疲れ

る」，「目が疲れる」，「キーボードが打ちやすい」，「画

面が見やすい」，「デスクに身体を預けている」の 6 つ

の質問項目に対し，7 段階で回答する主観評価アンケ

ート，および総合評価による順位アンケートを実施した． 

 

2.4 実験手順 

 実験参加者に対し実験内容を説明し，参加への同意

を得た上で実験を開始した．タイピング練習により，実

験参加者がキーボード操作に十分慣れたことを確認し

た後，耳珠点横および肩峰付近にマーカーシールを

貼り付け，筋電計と心拍計を装着した．各試行の開始

前には再度タイピング練習を行いながら，ノート PC の

位置や画面の角度，チェアの高さを適宜調整するよう

求め，実験中は調整したものを変更しないよう教示を

与えた．各条件はランダムな順序で実施し，実験参加

者は大学に通う学生，および社会人の男女 16 名（平

均年齢 25.9±9.4歳）であった． 

 

3. 実験結果 

 ここでは評価指標のうち，条件間で傾向の違いがみ

られた姿勢動画，筋電図，主観評価アンケート，順位

アンケートに関する結果のみを示す． 

 

3.1 姿勢動画 

 撮影された動画を用いて，図 1に示した視距離 L，視

線角度 θv，頭部角度 θH，頸部角度 θNを時系列的に算

出し[3]，時系列データごとの平均値を求めることで各条

件を比較した．ただし，角度については水平前方を 0

度とし，時計回りを正，反時計回りを負とした[3]．結果か



 

ら，視距離に関してはどの条件においても中央値が

500mm 前後となった．視線角度に関しては，条件 1 に

比べて，条件 2および条件 3において 1%水準で有意

に水平方向に近づいた．頭部角度に関しては，条件 1

に比べて，条件 2 では 5%水準で，条件 3 では 1%水

準で有意に正の方向に大きくなった．頸部角度に関し

ては，条件 1に比べて，条件 2では 5%水準で，条件 3

では 1%水準で有意に垂直方向に近づいた． 

 

 

 

 
図 1 姿勢の定量化の定義[3] 

 
 

 

3.2 筋電図 

 筋電位の時系列データを使用し，僧帽筋上部線維の

左右それぞれについて，各条件の RMS値を筋負担の

指標として算出した．それらを用いて，条件 1 を基準と

したときの他条件における中央値の変化率を求めたと

ころ，左僧帽筋上部線維において，条件 1 に比べて，

条件 2 では 16.8%，条件 3 では 18.9%低くなった．ま

た，右僧帽筋上部線維においても，条件 1 に比べて，

条件 2では 14.6%，条件 3 では 13.1%低くなった． 

 

3.3 姿勢動画と筋電図の関係 

 全条件をまとめた頭部角度，頸部角度，左右僧帽筋

上部線維における RMS 値について，姿勢と筋電図の

相関関係を確認した．結果から，頭部角度とRMS値の

間に相関はみられなかったが，頸部角度に関しては，

左僧帽筋上部線維におけるRMS値との間に相関係数

-0.27 が 10%水準で認められ，右僧帽筋上部線維にお

ける RMS値との間に相関係数-0.59が 1%水準で認め

られた． 

 

3.4 主観評価アンケートおよび順位アンケート 

 はじめに，主観評価アンケートについて，各条件にお

ける回答結果を比較したところ，「首が痛む」，「首が疲

れる」，「目が疲れる」の 3項目に関して，条件 1に比べ

て，条件 2 および条件 3 において評点が低くなる傾向

がみられた．また，「キーボードが打ちやすい」に関して

は，条件 1に比べて，条件 2および条件 3において評

点が高くなる傾向がみられ，「画面が見やすい」に関し

ても，条件 1 に比べて，条件 2 および条件 3 において

高い評点が得られる傾向がみられた．「デスクに身体を

預けている」に関しては，どの条件においても回答にば

らつきがみられた．次に，順位アンケートについて，ケ

ンドールの一致度係数を算出したところ W=0.43 となり，

中程度の順位の一致が 1%水準で認められたことから，

順位の高い方から順に，条件 2→条件 3→条件 1 とな

った． 

4. 考察 

はじめに，姿勢に関して，天板に 12 度の角度がつ

いた場合，視線角度がVDT作業ガイドラインの提示す

る視野角（水平前方の下方 10～15 度）[4]に近づき，目

と画面の位置関係が改善されることが示唆された．また，

頭部や頸部が起き上がり，前傾姿勢が改善される可能

性があると考えられる．次に，身体負担に関して，天板

に 12 度の角度が付くことで，頸部にかかる筋負担が軽

減されることが示唆された．これには，頸部における前

傾の緩和が影響していると推察される．加えて，頸部

や目に対する主観的な負担の軽減にも効果が期待で

きると考えられた．さらに，作業性に関して，天板に 12

度の角度が付くと，画面の見やすさやタイピングのしや

すさが向上し，作業性が高まる可能性があると考えら

れる．そして，天板角度が付くことによる効果の汎用性

について，上述した結果および考察から，条件 1 と比

較した場合，条件 2 と条件 3 はともに似た傾向を示す

ことが確認された．このことから，天板に 12 度の角度が

付いたデスクの使用効果には，一定の汎用性があると

推察される． 

 

5. まとめ 

 本研究では，座位作業における角度付きデスクの使

用がもたらす姿勢や身体負担，作業性への効果とその

汎用性について検証するため，姿勢の定量化や筋電

図による筋負担の計測，主観評価アンケート，順位ア

ンケートなどを用いて人間工学的評価を行った．その

結果，天板に 12度の角度が付くことで， 

・ 目と画面の位置関係や頭部・頸部の前傾の改善 

・ 頸部の筋負担と頸部や目の主観的負担の軽減 

・ 画面の見やすさやタイピングのしやすさの向上 

が示唆され，その効果には一定の汎用性があることも

確認された．このことから，ノート PC を用いた座位作業

における角度付きデスクの使用は，作業負担の軽減と

労働生産性の向上につながる 1つの手段として可能性

があると考えられる． 
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