
電気情報工学科 

３ 電気情報工学科 
 
３．１ はじめに 
 本学科で行われている教育・研究は、電気・電子、情報処理、ならびに、情報通信分野ま

でとかなり広範な分野にわたっている。これらの実験・研究で問題となる安全項目として

は感電災害、電気火花や電流による火災、電動機による機械的災害、レーザ光線の特に眼

に与える傷害、デバイスプロセスに用いられる化学薬品やガスによる傷害等があげられる。

実験室では、室内の電気配線、種々の電気装置の製作、修理等を自分で行うことが必要に

なる場合がある。そうした作業に従事する場合には、電気に関する基礎知識を持ち合わせ

ていることはもちろん、電気使用のルールを正しく理解しておくことが必須である。さら

に、本学科ではＶＤＴ（Visual Display Terminal）機器の操作が必須であるが、長時間

のＶＤＴ作業を継続することにより、眼精疲労、眼の痛み、かすみ眼、充血、ドライアイ、

色覚異常、視力低下、肩こり、めまいなどが起こることが報告されており、以下の注意事

項に十分留意する必要がある。視力検査は年に１回行われるので、視力低下や色覚異常が

みられたときは、眼科医の指導のもとに早急な対策を講ずる必要がある。 

 
 ここでは、［１］学生実験における安全の基本となる電気災害、［２］電気の使用に関

する基礎知識、［３］電気機器設置、取り扱い、工事に関する安全対策、［４］ レーザ

光線による傷害防止、［５］デバイスプロセスにおける安全対策、［６］学生実験におけ

る安全対策、［７］コンピュータの配置とＶＤＴ作業の心得について概述するにとどめる。 
 
３．２ 電気災害とその種類 
 電気災害の 3 大原因は、感電、漏電および過熱である。 
 
（１）感電 
 感電の際に問題となるのは、触れた電圧よりも人体を流れる電流の大きさである。人体

に対する電流の影響は、通電部位や通電時間によって大きな違いがあるが、大体の目安を

表１に示す。 
 また、mA×sec の値が 30 を越えれば人体が致命的損傷を受けるともいわれている。状

況によっては家庭用の交流 100 V でも死亡に到る危険はある。感電事故を起こさないため

には、一般的な以下の注意を守ることが必要である。 
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表１ 電流の大きさと人体への影響 

電流値 人体への影響 

1 mA ビリッと感じる 

5 mA かなりの苦痛 

10 mA 耐えがたい苦痛 

20 mA 筋肉のけいれんと神経まひ、離脱不能 

50 mA 呼吸困難、相当危険 

100 mA 心臓の障害、呼吸停止 

 
１) 濡れた手で電気器具に触れない。 
アースを正しく接続しておく（アースのとりかたについては「２.３（1）接地」参照）。

特に、水の近くで使用する電気器具や、本体が金属である器具（電動工具、冷蔵庫等）で

は、これが大切である。 
２) 高電圧は、触れなくとも放電によって感電する危険がある。2.5 kV では 30 cm、50 kV

では 1 m 以上離れていないと危険である。 
３) 特に直流回路では、スイッチを切った後でもコンデンサが高圧を保持していることが

あるので、回路にふれる場合には、その前にコンデンサを完全に放電させることが必

要である。 
４) 高電圧の検査や修理は、安易に行うべきでない。しかし、どうしても必要な場合は十

分な予備知識をもった上で行う。その際、体の絶縁を十分良くしてから行うこと（周

囲から湿気をなくする、機器や足の下にゴムを敷く、ゴム手袋を着用する等）。 
５) 万一感電事故が生じたとき、自力離脱不能の感電者を速やかに回路から離脱させると

ともに、電源を遮断・接地する（あるいは、電源を遮断・接地したうえで、感電者を

回路から離脱させる）。このとき、不用意に感電者に触れると救助者も連鎖感電する

恐れや感電の衝撃による転倒・転落等、感電の二次災害にも注意すべきである 。 
 
（２）漏電 
 漏電は、電気機器が古くなって絶縁が不良になったり、機器内部に湿気がついたり、高

圧部分にほこりが溜まったりすることで起こることが多い。漏電は火災に直結するので非

常に大きな火災の原因となるほか、漏電が感電を引き起こすことも多い。漏電防止対策と

しては、以下のような事項が考えられる。 
１) 水気や湿気のある場所で使用する電気機器や電源には、漏電遮断器を取り付ける。こ

れは漏電が起こった場合に直ちに電源を遮断するもので、電源盤につけるタイプとコ

ンセント差し込み型のものとがある。 
２) 腐食性ガスの発生する場所には電気機器を設置しない。 
３) 特に、電源部分には、ゴミやほこりが溜まらないように適宜点検する。 
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４) AC プラグのネジのゆるみ、コードの折れ曲がり部分の損傷等でショートが発生する

ことが多い。時々点検するように習慣づけることが必要である。 
 
（３）過熱 
 過熱には、電気器具自体の過熱と配線やコンセントの接続部の過熱とがある。 
１) 配線やコンセントの過熱は定格以上の電流を流したときに起こる。コードやテーブル

タップ等の電流容量には常に注意することが必要である。テーブルタップは、定格 15A
のものが多い。 

２) 過熱によって事故を起こしやすい機器としては、まず第一に、電熱器（電気コンロ）

がある。特に、発熱体がむき出しのコンロは危険である。そのような機器の使用に際

しては、必ず誰かがそばについていること、短時間の使用にとどめること等の注意が

必要である。最近は電気ヒータでもシーズヒータ（発熱体が金属のパイプの中に埋め

込まれている）、ホットプレート、電磁調理器のような安全性の高い製品が種々発売

されているから、それらを使うようにしたい。マントルヒータのように実験用に作ら

れたヒータは、長時間使用できる。 
３) 電気ストーブも過熱の危険が多い。特に大型（600 W 以上）のものでは、機器自体だ

けでなく、コンセントやコードも過熱しやすいので注意を要する。 
４) 1000℃以上にもなるような電気炉を無人で長時間使用する場合には、炉の周囲に燃え

やすいものを置かない等、十分の注意が必要である。また、電気炉のターミナル等は

高温のため劣化しやすいから配線部分の点検も欠かせない。 
 
３．３ 電気の使用に関する基礎知識 
 本学科の実験室で研究に従事する学生や研究者は、電気磁気学の基礎知識は当然持って

いるはずである。しかし、実験室で種々の電気器具や配線を扱う上で必要な実際的な事柄

が講義等で取り上げられることはむしろ少ないから、各自必要な知識を習得するように努

める。 
 
（１）接地 
 電気機器を接地することは、感電防止の意味からも、また漏電による火災防止の意味か

らも大切である。商用交流電源の片側は接地されているから、電気機器のアースが正しく

接地してあれば、もしも電気機器の内部で絶縁不良がおこり、金属ケースに漏電した場合

でも、漏電電流はアースを通って地中へ流れる。このように、電気機器を接地していない

場合に比べて、感電および漏電による事故の危険はずっと少なくなる。接地工事は、法律

的には種々の規定があり、たとえば「面積 900 cm2以上の銅板または長さ 90 cm以上で直

径 8 mm以上の銅棒を地中に埋設して、接地抵抗を 10〜100 Ω以下に抑える」等であるが、

要はできるだけ接地抵抗を少なくすることである。 
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 鉄骨構造の建物においては、鉄骨自体が非常に接地抵抗の低い良好なアースになってい

る。本学の研究室の配電盤についているアース端子は、接地抵抗の点では特に良好とはい

えないと思われるが、感電を防ぐ目的には十分役立つ。より良好なアースが必要な場合に

は、個別に工事をしなければならない。水道管は、最近ではポリ塩化ビニル管が使われる

ことが多いので、これからアースをとることはできない。また、ガス管からアースをとる

ことは、火災の原因となる危険があり絶対に行ってはならない。 
 （２）配電盤 
 各実験室には配電盤が設置されており、3 相 100 V と 3 相 200 V がおおむね 30 A の容

量で配線されている（相当するヒューズかブレーカが取り付けられている）。ともに 3 相

3 線式である。3 相 200 V は動力用として用いられる。アースの接地抵抗は、第 3 種接地

工事では 100 Ω以下であり本学工学部 B 棟では 11.8 Ωである。  
 
（３）ヒューズおよびブレーカ 
 ヒューズの素線（糸ヒューズ）をそのまま使用することは禁じられており、必ず爪付き

または筒型のヒューズを使わなければいけない。爪付きヒューズの定格電流(A)は、3、5、
10、15、20、30、40、50...等と大きすぎるヒューズはヒューズの意味をなさないし、逆

にヒューズが小さすぎると切れてばかりいて不都合である。使用電力に見合った適正なヒ

ューズを使うことが必要である。コンセントやテーブルタップのためのものとしては、普

通 15A が使われる。ブレーカもヒューズと同じ目的で使われる。ヒューズより高価だが信

頼性はヒューズより優れている。 
 
（４） 電線およびコード 
 電線には数多くの種類があるが、ここでは実験室で室内配線等の目的で日常使われる数

種類について簡単に述べる。 
１) 平形（平行）ビニールコード：家庭用電気器具や測定器に附属して使用されるコード

で、定格電流は普通 7 A（芯線 0.75 mm2）である。このコードにテーブルタップを取

り付け、いわゆるタコ足配線をしているのをよく見かけるが、電流容量の点で危険で

ある。また、この電線は移動用であり、壁や床等に固定してはいけないことになって

いる。 
２) キャブタイヤコード：cab のタイヤのように丈夫なコードと言うことで、この名前が

ある。外装はゴムまたはビニールであるが、平形コードよりも太く、丈夫で電流容量

も大きい。手荒い使い方をする場所や、屋外等の水気のある場所での移動用電線とし

て用いられる。定格電流は太さによって異なるが、普通 15〜25 A(2〜3.5 mm2)程度で

ある。 
３) 平形ビニール外装ケーブル（F ケーブル）：室内の固定配線用に適したケーブルであ

る 。種々の定格のものがあるが、たとえばビニール外装の厚み 1.5 mm で許容電流は
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19 A である。壁等への固定はステップル等で行う。 
４) ゴムコード：電気を熱として利用する機器や白熱電灯に用いるための、天然または合

成ゴムの被覆のコード（袋打ちコード等）である。ビニールの被覆のコードは、熱に

弱いのでこの目的に使用してはならないことになっている。 
 
 
３．４ 電気機器設置、取り扱い、工事に関する安全対策 
（１） 電気機器設置、取り扱い、工事 
１) コンクリート上に設置する３相 200 V のモーターや、ルームエアコンには第 3 種接地

工事をする（配電盤のアース端子につなぐ）。 
２) ３相１馬力のモーターは、過負荷保護装置を取り付けること。 
３) 金属板で覆われた 100 V の電気設備には接地抵抗 100 Ωの接地工事、絶縁抵抗 0.5 M

Ωが必要である。ただし、地絡時、0.5 秒以内に作動する漏電遮断器が設置されてあ

れば 、それぞれ 500 Ω、0.1 MΩでよい。 
４) 50 kW 未満の自家用電気工作物の低圧部分の需要設備の工事は、第 1 種電気工事士ま

たは電気工事認定者でなければ行なってはならない。 
５) 電気工事士でなくてもできる作業は、24 V レべル用変圧器の 2 次側の配線、開閉器の

コード接続、ヒューズの取り替え等である。 
６) 電気工事士でなければできない工事は、電線相互の接続、ガイシに電線を取り付ける、

電線管に電線をおさめる等である。 
７) 対地電圧 200 V で使用する設備は、コンセントを使用してはならず電路と電気機器は、

直接接続しなければならない。 
８) 使用電圧 300 V 以下の機器の金属ケースは、第 3 種接地工事をし、接地線は 1.6 mm 以

上のものを使用しなければならない。 
９) 自家用電気工作物の設置物は、感電事故、電気火災の発生時、48 時間以内に所轄通産

局に届けなければならない。 
１０）工事を行なった後は、目視試験、絶縁試験、接地試験、導通試験を順次行なわなけ

ればならない。 
１１）被覆電線では接地側を白色、非接地側を黒色コードにする。 
 
（２）電気実験の心得 
１) ナイフスイッチの投入時は、スパークから眼をそらせるようにすること。 
２) 高電圧のコンデンサに触れるときは、完全に放電したことを確かめること。放電余効

といい、一度短絡した後でも電極間に電圧が発生していることが、よくあるので注意

すること。 
３) 高電圧を使った回路を組み立てるときは、ケースを開けると電源が切れ、コンデンサ
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が放電されるようなインターロックを組み込むこと。 
４) 高電圧を扱う際は、手足の濡れや、汗に気をつけること。また、複数人で実験を行な

うことが重要である。 
５) 高電圧やモータ機器等の安全性を考えると、一度停電すると再び起動しないかぎり作

動することのないよう、保持回路付きに設計することが望ましい。 
６) 高電圧の作業には、絶縁性の高い靴の使用が必要であるが、静電気によるショックを

防ぐためには導電性の静電靴と呼ばれるものを使用する。また、火薬類、粉体等を扱

う際は、あらかじめ接地板に触れてから入室すべきである。 

 
３．５ レーザ光線による傷害防止 
（１）レーザ 
 レーザ光線とは特定の物質に人工的の光や放電などの強いエネルギーを与えて励起さ

せ、それがもとの状態に戻るときに発生する、電磁波を制御された誘導放射の過程に増幅

させたものをいい、その波長は 200 nm から 1 mm までの領域にある。また、レーザ光は電

磁波として波面がそろい指向性にすぐれ、エネルギー密度が高い。主なレーザの種類を表

２に示す。 

 
                     表２ 主なレーザの種類 

種類 波長 (µm) 
出 力 

連続 パルス 

ガスレーザ 

He–Ne 0.63 1–50 mW  
CO2 10.6 10–5000 mW ~300 J 
Ar 0.51 0.5–5 W  

 0.48 5–20 mW  
エキシマ 0.2–0.4 – ~2 J 

固体レーザ 
YAG 1.06 1—500 W ~50 J 
ルビー 0.69 – ~20 J 
ガラス 1.06 – ~100 kJ 

液体レーザ 色素ローダミン 6G 0.5–0.65 0.1–10 W  
半導体レーザ GaAs 系 0.64–3.1 1–10 mW  

 
（２） レーザ機器のクラス 
 JIS 規格ではレーザ機器の人体に与える影響の程度に応じてクラス分けを行っている。

その大まかなクラス分けは次の通りである。 
クラス１  人体に傷害を与えない低出力（おおむね 0.39 μW 以下）のもの。 
クラス２  可視光（波長 400〜700 nm）で、人体の防御反応（まばたき動作秒）により
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傷害を回避しうる程度の出力以下（おおむね 1 mW 以下）のもの。 
クラス３A  工学的手段でのビーム内観察は危険で、放出レベルがクラス 2 の出力の 5 倍

以下（おおむね 5 mW 以下）のもの。     
クラス３B  直接または鏡面反射によるレーザ光線の暴露により目の傷害を生じる可能

性があるが、拡散反射によるレーザ光線に暴露しても目の傷害を生じる可能

性のない出力（おおむね 0.5 W 以下）のもの。  
クラス４  拡散反射によるレーザ光線の暴露でも目に傷害を与える可能性のある出力

（おおむね 0.5W を越える）のもの。 

     
（３）人体に与える影響 
 レーザ光線の波長、出力、波形などによって異なるが、皮膚と目に傷害を起こす可能性

がある。目に対しては可視光は、角膜を透過し水晶体のレンズ作用により網膜上に集光さ

れるためエネルギー密度が高くなり危険性が大きい。表３にレーザ光に露光した場合の生

体の傷害の例を示す。 
 
       表３ 過度のレーザ光に露光した場合の生体傷害       

CIE 波長域 眼 皮 膚 

紫外 C (UV-C) (100~280 nm) 角膜障害 
紅疹（日焼け）、皮膚老化の促進、

色素の増加 

紫外 B (UV-B) (280~315 nm) 角膜障害 
紅疹（日焼け）、皮膚老化の促進、

色素の増加 
紫外 A (UV-A) (315~400 nm) 角膜障害、白内障 色素の黒化、光による反応、火傷 
可視 (VISIBLE) (400~780 nm) 網膜損傷 色素の黒化、光による反応、火傷 
赤外 A (IR-A) (780~1400 nm) 網膜損傷、白内障 火傷 
赤外 B (IR-B) (1.4~3 µm) 角膜障害、白内障 火傷 

赤外 C (IR-C) (3 µm ~1 mm) 角膜障害、白内障 火傷 

* CIE （国際照明委員会）によって定義される波長範囲で、生体学的影響を記述する場合

に用いられる。 

 
（４）安全対策 
 レーザを用いて実験を行う場合、次のようなことに注意すること。 
１) ラベルなどで使用するレーザのクラスを確認すること。 
２) レーザの光路を直接または鏡面反射物を通してのぞき込まない。 
３) 時計、ボールペンなど鏡面反射するものをレーザ光路に持ち込まない。 
４) 不必要な方向にビームを使うときには保護めがねを着用する。 
５) 大型レーザを使うときには保護めがねを着用する。 
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６) レーザを動作させるときには共同実験者（同室者）にも声をかける。 
 
３．６ デバイスプロセスにおける安全対策 
 半導体プロセスの主な要素技術としては結晶成長、ウェハの加工、不純物添加、熱酸化、

化学気相堆積(CVD)、リソグラフイが挙げられる。さらに、材料・デバイスの評価には各

種の計測・観察手段が用いられている。これらのどの要素技術、計測・観察装置を見ても

そこには危険性が潜んでいる。 
（１）エッチング 
 よく用いられるエッチング液を表４に示す。シリコンのウェハ作製では、エッチング液

として硝酸、フッ化水素酸および氷酢酸または水からなる混酸が用いられる。シリコンが

エッチングされる機構は HNO3によって酸化される過程と、酸化により生じた SiO2が HF
で除去される過程からなると考えられる。 
 

Si + 4HNO3 →   SiO2 + 4NO2 + 2H2O 
SiO2 + 6HF →   H2SiF6 + 2H2O 

 
 エッチング液自体が有毒ガスを発散するが、エッチングによっても有毒ガスが発生する

ので、排気装置のついたドラフトの中で使用する。 

 
                       表 4 よく用いられるエッチング液        

半導体 エッチング成分 組成 エッチング速度 
GaAs H2SO4:H2O2:H2O 3:1:1 ~10 µm/min 
GaP HNO3:HCl:H2O 1:2:2 2~5 µm/min 
InP CH3OH, Br2 – – 

 
(2) 薄膜生成 
 デバイスの作製には金属、絶縁体、半導体薄膜などの薄膜を何層も積み重ねた多層膜を

作製している。薄膜生成にはシラン、ジメチル亜鉛、アルシンといった危険な有害ガスが

最先端の実験・研究に用いられることが多くなってきた。こうした半導体用のガスを用い

て、研究活動を継続していくためには、決して事故を起こさないことが最も重要な課題で

ある。 
 半導体用ガスを用いたプロセスでは、事故を未然に防ぐため、常に次の諸点を鉄則にし

て実験を進めていく必要がある。 
１) 有害ガスを絶対に漏らさない。 
２) 有害ガスを未処理のまま排出しない。 
３) 万一漏れても絶対に吸わない 
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 大学での実験では、短期間で学生が入れ替わるため習熟の程度が低いために、事故につ

ながる危険性が常につきまとっている。したがって、きめの細かな安全教育が望まれる。

半導体プロセス関係の実験では、以下に示す一般的注意事項を守る必要がある。 
１) 半導体用ガスに対する基礎知識をもち、ガスの性質を十分認識した上で実験を行う。 
２) これまで報告例のない、新しい半導体用ガスを用いる場合は、必ずその安全性に関る

資料を集めてから実験を開始する。 
３) 事故は、装置の立ち上げの際に起きやすい。ガスを初めて流す前に真空引きによる漏

れチェックを徹底して行うこと。特に、加圧となる部分については、慎重に漏れチェ

ックを行う必要がある。 
４) 一般的には、半導体プロセスでは、バルブ操作がきわめて多いため、必ずバルブ操作

のためのマニュアルを作成すること。実験に慣れてきても、マニュアルで確認する作

業を省略してはならない。 
５) 危険なガスを扱う実験は、二人以上で行うことが望まれる。特に、夜遅く一人で実験

を行ってはならない。 
６) 定期的に安全確認の作業を行うこと。特に、定期的に保守が必要な装置（たとえば、

排ガス処理装置）などに関しては、必ず作業記録を残し忘れることのないようにする

こと。 
７) 緊急時に備えて定期的に訓練を行い、特に消火器ガスマスクなどはすぐに使えるよう

日頃の訓練を怠らないこと。また、担当者間で日頃から地震、火災、ガス漏れなどに

対する緊急処置を話合うことが大切である。 

 
（３）寒剤による傷害事故 
 液体窒素、液体ヘリウムやドライアイスなどの寒剤を用いて実験を行うことがある。こ

の場合皮膚に付けた時の凍傷と、締め切った部屋で大量の寒剤を蒸発させた場合の酸欠事

故の危険性がある。凍傷を防ぐには、液体の染み込む手袋などを使用しないことである。

素手ならば、液体は突沸を起こして蒸発し、液体と皮膚の間に気体の断熱層ができ大事に

至らない。すぐに手を引っ込めればよい。液体の染み込む場合は凍結により簡単に取れな

くなった状態で長時間冷やされかえって危険である。また冷却された金属類を手にする時

は断熱材を介して持つ必要がある。さらに、液体窒素が室内に大量に流れた場合、酸素欠

乏により人命が失われる危険性もあり換気に注意する必要がある。 

 
３．７ 学生実験における安全対策 
（１）電気機器操作 
 電気機器は、回転部分のあるなし、電源が直流か交流によって図１のように分類される。

上記の電気機器を操作するにあたり、必ずあらかじめ指導書、マニュアル等をよく読み、

注意しなければいけないことを理解しておくこと。電気機器の種類により注意すべきこと
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が異なる。また、電気機器の実験は取り扱う電圧、電流が比較的大きいため、実験中は神

経を集中し以下の注意を守らないと思わぬ事故にあい、感電、火傷、けがをする可能性が

あるのでくれぐれも注意すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 電気機器の分類 

                   
(電気的注意事項) 
１) 配線などの操作を行う場合、必ず電源を切って行うこと。特に、多人数で実験を行う

場合、（声を掛け合うなどして）必ず全員が確認すること。 
２) 電源が入っている場合、電気端子、裸線、金属などの電導体を絶対に両手でさわらな

いこと。 
３) 腕時計、金属バンド、金属性の筆記用具やものさしなどは、実験器具の電気端子部分

に接触しないように注意すること。 
４) 接続線により結線する場合、端子に確実に接続線を挿入し、実験中に緩まないように

しっかり固定すること。また、接続線の途中において接続線を結合する（いわゆる空

中配線）はしないこと。これが不完全であると、結合箇所が発熱し火傷の危険がある。

また、接続に誤りがないよう入念に調べること（点検者は、接続作業者以外の者が望

ましい）。思ってもみない箇所が短絡していた場合、大電流が流れ危険である。 
５) 用いる電気機器の定格（定格電力、定格電圧、定格電流、定格回転数など）に注意し 、

その定格にあった計器、接続線の太さを選択使用すること。定格よりもかなり小さい

容量の計器を用いた場合、計器が壊れるだけでなく、最悪の場合には破損した部品が

飛んできてけがをする場合もありうる。また、電気機器の定格電流よりも小さい電流

容量をもつ（細い）接続線を用いると、接続線が熱を持ち絶縁体を溶かしてしまい危

険である。 

 
３．８ コンピューターの配置 

（１）部屋の明るさ 

 部屋が明るすぎると、まぶしさにより眼が疲れるので、原稿が十分に読める程度の照度

電気機器

回 転 機

静止機器

直流機（電動機、発電機）

交流機（電動機、発電機）
誘導機

同期機
変圧器

静止電力変換器
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（300〜1000 ルックス）になるよう、ブラインドやカーテン等で明るさを調整する。部屋

全体がまんべんなく明るいことが望ましい。 

 

（２）ＣＲＴの向き 

 ＣＲＴの背後に窓があると、明るい光線が眼に入りまぶしい。また、窓が背後にあると、

光の反射や外の景色の映り込みなどで画面が見にくくなる。このような場合は、窓にブラ

インドを付けたり、ＣＲＴにフードやフィルター等を付けたりすることにより、その影響

を低減させるようにする。 

 

（３）ＣＲＴの高さ 

 ＣＲＴの画面の上端が眼の位置よりも下になるように工夫する。顔は正面に向き、わず

かに下向き加減になるのが首にとっては最も負担のかからない好ましい姿勢である。 

 

（４）キーボードの位置 

 手が空中に浮いた状態では、それを支えるために、肩や腕の筋肉に大きな負担がかかり、

疲労する。手が作業台上に置かれた無理のない姿勢で作業できるように、キーボードの位

置を調節する。上腕と前腕の角度は、９０度またはそれ以上の角度を保つことが望ましい。 

 

（５）机と椅子 

 椅子に深く腰を掛けて背もたれに背中を十分にあて、背筋を伸ばし、足の裏全体が床に

接した姿勢が腰の疲れを予防する基本的な姿勢である。これを実現するために、椅子はそ

の人の体格にあった高さに調整でき、肘かけの付いているものを用いることが望ましい。 

 

３．９ 作業の心得 

（１）作業時間 

 一連の作業時間は１時間以内にし、次の作業までの間に１０〜１５分の休憩を設ける。

一日の作業時間は４時間以内とすることが望ましい。 

 

（２）眼からの距離 

 「眼から画面への距離」と「眼から原稿への距離」はできるだけ等しくなるようにし、 

40 cm以上の距離を保つことが望ましい。 

 

（３）姿勢の緩和 

時々遠くを見るのは眼の緊張を和らげる効果がある。適当な間隔で腰や足の位置を変え

たり、立ち上がるなど姿勢を変えることは腰痛や腰の疲れを予防するのに効果がある。 単

に立って座り直すだけでも緊張した姿勢の緩和、血液の循環の増加などの効果がある。           
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３．１０ 妊婦に対する配慮 

妊婦は原則としてＣＲＴをもつＶＤＴ作業は、Ｘ線や電磁波による胎児への影響が懸念

されるため、従事しないことになっている。 
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