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概要：近年政府が取り組みを始めている健康経営は企業内外から注⽬され, 実際の労働者への健康効果も期待されている. 
健康経営の課題の⼀つとして⻑時間の座位作業による糖尿病や⼼⾎管疾病などに関連する健康的リスクが挙げられ, オフ
ィスワークにおける⽴位作業の導⼊が推奨されている. ガイドラインでは⼀般的なオフィスにおけるオフィス家具への配
慮が求められているが, ⽴位作業においてもこうした作業環境の整備や配慮が必要であると考えられる. 本研究では, 負
担の軽減に効果が期待される天板の傾斜および上下昇降が可能な⾓度付きデスクに着⽬し, ⽴位作業時の⾓度付きデスク
使⽤がもたらす効果について, ⼈間⼯学的な観点から評価しその知⾒を得ることを⽬的とした. 結果として天板に 12 度の
⾓度がつくことにより①作業姿勢に関して,⽬と画⾯の位置関係や, 頭部および頸部における前傾姿勢の改善につながる可
能性, ②⾝体負担に関して, 頸部における筋負担や主観的な負担の軽減が⾒込まれること, ③作業性に関して, 画⾯の⾒や
すさの向上が期待できること, ④⾼さ設定⽅法に関して, ⾃由設定の⽅が頸部および肩部の筋負担を軽減する可能性があ
る. しかしながら⾼さ設定⽅法に関しては必ずしも個⼈が適正な⾼さに合わせられるとは限らず更なる検証が必要である
ことが⽰唆された.  
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1. はじめに

ノートパソコンを⽤いた⻑時間の座位姿勢による
デスクワークは, 主に糖尿病や⼼⾎管疾病および総
死亡と関連があるという報告があり[1],それらを予
防・改善するための作業環境の整備が必要とされて
いる[2].そこで, 本研究では, オフィス家具の⼀つで
ある⾓度付きデスクに着⽬し, その⽴位作業時での
使⽤がもたらす効果について検証することを⽬的に, 
主観的・客観的な評価を⾏った. 

 

2. 実験概要 

2.1 実験条件 

天板⾓度が変更可能なデスクと,床から天板上⾯の
⾼さの設定⽅法の組み合わせによって構成された 3
つの作業環境を実験条件とした. デスクの天板⾓度
は 0 度または 12 度であり, ⾼さの設定⽅法は個⼈の
趣向に合わせた⾃由設定と, 掌を平板に当てて肘が
90 度になる⾼さを利⽤した提案設定の２種類から決
定した. 各条件における作業環境を表 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 
⾼さ設定 ⾃由 ⾃由 提案 

 

2.2 実験タスク 

ディスプレイ上に呈⽰された⾒本となる公募⼩説
(https://ncode.syosetu.com/n5399el/)をタイピング
する作業を実験タスクとした.1 条件あたりの遂⾏時
間は 20 分間とし, タイピングの前後には 30 秒間の
安静状態を設けた.⾒本の⽂章とタイピング画⾯の配
置に関しては, ディスプレイの左側に⾒本画⾯を，右
側にタイピング画⾯を呈⽰することで統制した.  

2.3 評価指標 

客 観 指 標 と し て , ⽣ 体 信 号 シ ス テ ム
(biosignalsplux)を⽤いて左右の上部僧帽筋の筋電図
計測を⾏い, ⾸にかかる負担の指標とした.また, 実
験参加者を側⾯からビデオカメラで撮影し, 図 1 に
⽰す頭部⾓度𝜃"と頸部⾓度𝜃",	および視軸⾓度𝜃%(⽔
平線の上側が正の向き)[3]を算出することで姿勢を定
量化する指標とした. 主観指標として, ⾝体負担や
タイピングのしやすさに関する 9 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
合評価としての順位アンケートを実施した. 

 
図 1. 頭部角度・頸部角度・視軸角度の算出図 

 

 

3. 実験手順 

実験参加者に対し実験内容を説明し, 同意を得た
後に実験を開始した. はじめに練習⽤の⽂章を⽤い
て, キーボード操作に⼗分慣れてもらうための時間
を設けた.筋電センサーを装着後, 実験タスクを開始
したが, 各試⾏前にはノートパソコンの位置, ディ
スプレイの⾓度を適宜調整するよう教⽰を与えた. 
各条件はランダムな順序で⾏い, 試⾏終了後にアン
ケートへの回答を求めた. 実験参加者は, 男性 15 名,
⼥性 6 名の計 21 名とし, 平均参加年齢 25.8±8.1 歳



であった. 

 

4. 実験結果 

4.1 筋電図 

筋電位の時系列データを使⽤し, 式(1)により RMS
値を算出し, 式(2)により規準化を⾏なった. 結果か
ら, 僧帽筋上部および中部線維において, 条件 1 に
⽐べて, 条件 2 の規準化 RMS 値が 10%⽔準で優位
に低くなる傾向が⾒られた. また条件 3 に⽐べて, 
条件 2 の規準化 RMS 値が僧帽筋上部線維では 10%
⽔準, 僧帽筋中部線維では 5%⽔準で有意に低くな
る傾向が⾒られた. 
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(𝑥:タスク時 R𝑀𝑆値, µ:安静時平均値, σ:安静時標準偏差) 
 

4.2 姿勢 

撮影された動画からその姿勢をとっている時間が
最も⻑いものを静⽌画像として抽出し, 図 1 に⽰し
た⾓度をそれぞれ算出した. 結果として, 頸部⾓度
に関して, 条件 1 に⽐べて, 条件 2 では 10%⽔準で, 
条件 3 では 1%⽔準で, ⾓度が有意に⼤きくなること
がわかった. また, 視線⾓度に関して, 条件 1 に⽐べ
て, 条件 2 および条件 3 の⾓度が 1%⽔準で有意に⼩
さくなることがわかった. 

 

4.3 主観評価アンケート 

⾸の負担に関する「⾸が疲れる」への回答結果から,
実験開始前と実験終了後の変化量を⽐較したところ, 
条件 1 に⽐べて条件 2 では 10%⽔準で, 条件 3 では
5%⽔準で評点が有意に低くなる傾向が⾒られた. ま
た作業性に関する「画⾯が⾒やすい」への回答項⽬で
は, 条件 1 に⽐べて, 条件 2 および条件 3 において
5%⽔準で評点が有意に⾼くなる傾向が⾒られた. 

 

4.4 順位アンケート 

総合評価としての順位づけ⾏い, Kruskal‒Wallis 法
による検定を⾏なった結果, どの条件においても有
意差は得られなかった. 

 

5. 考察 
条件 1 と⽐較し, 条件 2 において, 僧帽筋上部線維

および中部線維の規準化 RMS 値と主観評価での「⾸
が疲れる」の評点の変化量が低くなる傾向が⾒られ
たことから, 天板に 12 度の⾓度をつけることで, ⾸
や肩の負担および⾸の負担に対する⾃覚症状が軽減
されることが⽰唆された. また, 条件 1 と⽐較して
条件 2 および条件 3 で「画⾯が⾒やすい」の評点が
⾼くなったことから, 天板に 12 度の⾓度をつけるこ
とで, 作業性も改善されることが⽰唆された.その要

因として, 頸部の前傾が緩和されたことや, ノート
パソコン使⽤時の視軸⾓度が VDT ガイドラインの
提⽰する 10~15 度[4]に近づいたことなどによる作業
姿勢および⽬と画⾯の位置関係の改善が考えられる. 
さらに, 条件 3 と⽐較して, 条件 2 における僧帽筋
上部および中部線維の規準化 RMS 値が有意に低く
なったことからデスクの⾼さ設定は⾃由設定である
⽅が負担の少ない姿勢を取れる可能性が⽰唆された. 
しかしながら総合評価としての順位アンケートでは
条件間に差が⾒られなかったことなどから⾃由設定
であっても必ずしも個⼈が最適な⾼さに合わせられ
るという訳ではないことが⽰唆され, ⽴位時におけ
るデスク⾼さ設定についてはさらなる検証が必要で
あると考えられる. 

 

6. まとめ 

本研究では, ⽴位姿勢における⾓度付きデスクの
使⽤に関して, 筋電図や姿勢動画, アンケートを使
⽤した効果の検証を⾏った. 結果から, 作業姿勢の
改善が⾒られ, ⾸や肩に対する負担の軽減や作業性
の向上が確認されたことから, ⾓度付きデスクは⽴
位作業による⾝体的悪影響の予防・改善に有効であ
ると考えられる.ただしデスクの⾼さ設定⽅法におい
ては⾃由設定の⽅が負担をより減らせる可能性があ
るが, 個⼈に合った⾼さ設定についてはさらなる検
証が必要と考えられる. 
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