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オフィスユースには　　　　▶　FlexScan［フレックススキャン］

クリエイティブワークには　▶　ColorEdge［カラーエッジ］

エンターテインメントには　▶　FORIS［フォリス］

どんな用途にもEIZOモニター

今日から実践！



疲れ目対策の基本

EIZOでは、眼科医とVDT作業※1労働衛生教育インストラクターの監修のもと、パソコン作業環境と目の疲労度の関連性
について調査を実施。長時間のパソコン作業における目のピント調整力の低下（ぼやけ）具合を計測しました。
※1 VDT作業とは…パソコンなどのコンピュータを使用した作業のこと。

①標準設定 ②適切な輝度 ③適切な輝度 +VDT指導
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● 結果や感覚には個人差があります。

■ パソコン作業後の疲労度比較
平均調節近点※2延長率が高いほど、疲労度が高い

14.61％14.61％

6.65％

0.48％

〈
平
均
調
節
近
点
延
長
率
〉

1 2

正しい対策で疲れ目の抑制はもちろん、
作業効率も向上できます。

長時間のパソコン作業後は、
目の疲労が見られる

モニターの輝度を下げると、
目の疲労度が低下
②のモニターの輝度を適切に下げた状態の値と、①の輝度
100％の標準設定時の値を比較すると、平均調節近点延長
率が半減しており、目の疲労度が低下したと考えられる。

平常時に比べ、パソコン作業後に平均調節近点が
14.61％延長したので、ピント調整力が低下したこと
がわかる。

モニターの適切な輝度設定に加え、姿勢や休憩など
を改善することで、パソコン作業後に、ほとんどピン
ト調整力が低下しないということがわかる。

VDT指導に沿って作業することで、
目の疲労度がさらに低下

疲 れ 目 対 策 の 結 果 １ 目のぼやけ

疲れ目対策 メリット

モニターの輝度調整＋正しい姿勢&適度な休憩で
目のぼやけが大幅に改善

〈測定条件〉

数字で実感

適切なモニター調整

正しい姿勢&適度な休憩

※2 調節近点とは…
　　ピントを合わせられる最も短い距離のこと。
　　目が疲れると、この距離が長くなると言われています。



疲れ目対策 メリット

さらに、VDT指導に沿って
作業することで

作業効率が
12.5％アップ！

輝度を下げることで

作業効率が
4.6％アップ！

数字で実感数字で実感

モニターの輝度調整＋正しい姿勢&適度な休憩で
パソコン作業の効率がアップ

疲れ目対策 メリット

モニターの輝度調整＋正しい姿勢&適度な休憩で
目と心身の疲労感が軽減

疲 れ 目 対 策 の 結 果 ３ 作業効率疲 れ 目 対 策 の 結 果 ２ 疲労感

①標準設定 ②適切な輝度 ③適切な輝度 +VDT指導
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● 結果や感覚には個人差があります。　

パソコンの入力文字数を集計。標準設定の値を100として記載
■ 単位時間あたりのVDT作業効率

100.0％

104.6％

112.5％
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〈測定条件〉
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4.6%
効率
アップ

7.9%
効率
アップ

各項目、複数人による5段階評価の合計スコア/総スコアを％で表示

〈測定条件〉

〈VDT作業後の疲労度〉

■ パソコン作業後の心身の疲労や症状

20％67％ 47％ 45％ 36％45％

15％60％ 53％ 49％ 38％ 31％ 36％

20％36％ 25％ 24％25％18％ 29％

35％

首肩 腕手指 背中 腰 足
精神

ストレス 頭痛

全身の疲労度 down!

■ パソコン作業後の目の疲労や症状
各項目、複数人による5段階評価の合計スコア/総スコアを％で表示

〈測定条件〉

〈VDT作業後の疲労度〉

47％ 40％55％ 42％

51％ 27％49％ 42％ 35％

29％ 22％40％ 31％ 22％

33％

目の疲れ 目の痛み目の乾き 視界のぼやけ まぶたの重み

目の疲労度 down!

・・

・・・

①標準設定

②適切な輝度

③適切な輝度
   ＋VDT指導

①標準設定

②適切な輝度

③適切な輝度
   ＋VDT指導



文字や図表を扱う一般的なオフィス作業では、モニターの明るさ（輝度）を紙の明るさに合わせるこ
とをおすすめします。 通常の明るさ（300～500ルクス）のオフィスであれば、モニターの輝度を100～
150cd/㎡程度に下げると疲れ目対策に効果的です。文書作成や写真の閲覧などの用途に合わせて、
画面の明るさを手軽に調節できるモニターは、パソコン作業を快適にします。

EIZOの液晶モニターなら
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液晶モニターは、輝度を下げても画面がちらつか
ず、安定した表示ができることも重要です。EIZO
のモニターなら、後付けフィルタなどを用いるこ
となく、安定した表示のまま輝度を低く下げるこ
とができます。

輝度25％ 輝度100％

安定した画面表示を維持

輝度に応じた省電力の度合いを一目で確認でき
る「EcoView Index」機能を搭載。輝度の抑制が
促されるため、疲れ目の軽減が見込めます。

省エネが一目でわかる

複数のモニターの省電力設定を一元管理できる、法
人に最適な無償ソフトウェア「Screen InStyle 
Server」を用意。１台のパソコンから各モニターの
省電力設定を一覧で把握でき、教室やオフィス単位
で省電力化を図るとともに使用者の疲れ目軽減に
もつながります。

複数のモニターを一括管理

近年、液晶モニターのバックライトには省電力性
能の高いLEDバックライトを採用していますが、
画面が暗い（低輝度）時、LED光源はちらつきが発
生しやすくなります。
EIZOの一部のモデルは、異なった調光制御アルゴ
リズムを組み合わせる「EyeCare調光」や「高速
PWM調光」を採用して、人の目では感知できないち
らつきまでカット。目への刺激緩和が見込めます。

ちらつきを完全カット

● 詳細はP7を参照● ColorEdgeは非搭載（CS230を除く）

● ColorEdgeは非搭載

● ColorEdgeは非対応

 いつも目に優しい明るさに
周囲の明るさを感知し、表示を適切な輝度に自動調
整する「Auto EcoView」機能を備えています。まぶし
さによる直接的な目への負荷を軽減するだけでな
く、画面と書類の明るさの差を抑えることで、目の筋
肉の伸縮による疲れを緩和します。

 画面を暗く調整できる

数cd/㎡
最大輝度最小輝度

FlexScanの場合

液晶モニターは、輝度を十分に下げられることが
重要です。EIZOのモニターは、輝度の調整範囲が
広く、最大限暗く表示できます。目への負担が大き
な暗所での作業や、コンテンツを長時間凝視する
CAD作業などにおいて、超低輝度で表示できるた
め、疲れ目の緩和が見込めます。

適切なモニター調整とは 〈明るさ〉

低輝度時も階調性を維持



DC調光は
ちらつきがない！

DC調光は
疲労が少ない！

どの作業環境が
見やすかったですか？

どの作業環境が
楽に感じましたか？

どの作業環境が
集中しやすいと感じましたか？

PWM100Hz
0%

不変
20%

不変
20%

不変
10%

PWM200Hz
40%

PWM100Hz
0%

PWM200Hz
30%

PWM200Hz
20%

PWM100Hz
0%

DC
70%

DC
50%

DC
40%

DC調光は
見やすいと
感じる！

DC PWM調光 200Hz PWM調光 100Hz
とても感じた

0%
感じなかった

20%

少し感じた
80%

とても感じた
20%

感じなかった
10%

少し感じた
70%

とても感じた
20%

感じなかった
10%

少し感じた
70%

DC調光

DC調光

PWM調光 200Hz PWM調光 100Hz

少し感じた
0%

とても感じた
0%

感じなかった
100%

少し感じた
20%

とても感じた
0%

感じなかった
８0%

少し感じた
20%

とても感じた
10%

感じなかった
70%

画面が暗いほど「ちらつき」が気になる

ただし、低輝度設定時の色制御の精度が弱点
DC調光はちらつかない、疲れにくい

蛍光管に代わり、LEDバックライトの表示デバイスが普及してから、ちらつきによる目の疲れを訴える人が増えてき
ました。まれに、光の高速点滅をちらつきとして認識できる人がいるためです。もちろん、ちらつきを認識できない多
数の人たちも、知らない間にちらつきの影響を受けている可能性があります。

● 結果や感覚には個人差があります。

● EV2116W-Aを除く
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LEDバックライトは目が疲れる？
実際に調光方式によって、どのように感じるかを実験してみました。  出典：北里大学医療衛生学部（被験者10人）

本当に、ちらつきで目が疲れる？

調光（明るさの制御）方法は、大きく分けて「PWM調光」と「DC調光」の2方式があります。

そもそも、なぜちらつく？

PWM調光の「ちらつき」とは?

一周期あたりのLED点灯の時間
長い 短い

画面の明るさ
明るい 暗い

ちらつきを
感じたかどうか？

自覚的疲労度は？

その他、
見やすさ等は？

PWM調光
点滅する間隔で明るさを制御
明るさ調節の範囲が広い。回路設計も容易。
LEDバックライトの場合、ちらつきが気になることがある。

高輝度調整時：DC調光
ちらつきを抑えて疲れ目を抑制。

人の目でちらつきを感知できないほど超高速点滅させる高速PWM調光を採用。

また、LED素子の発光タイミングをずらすことで、知覚できるちらつきを抑制。

低輝度調整時：PWM調光を併用
DC調光が苦手な色再現性や安定性を維持。

DC調光
流す電流で明るさを制御
ちらつきが起こらない。
暗い表示での色の制御が難しい。回路が複雑になりやすい。

画面が高速点滅（約200Hz）していますが、人によっては、まれにちらつきが気になります。

そこでEIZOでは
PWM調光とDC調光の良いところを組み合わせたハイブリッド型の「EyeCare調光」を開発。
FlexScan EVシリーズに搭載しています。

EyeCare調光

さらに一部機種では

主流

LEDバックライトの「ちらつき」



紙の書類や書籍を参照しながら入力作業を行う場合や、電子書籍などのコンテンツを長時間閲読す
る場合は、紙に合わせて画面の色味を調整することで、疲れ目やストレスをさらに軽減できます。

EIZOの液晶モニターなら

● FlexScan専用ソフトウェア「Screen InStyle」の機能です

● ColorEdgeはPaperモード非搭載（CS230を除く）
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 自動で表示モードを切替え 簡単に表示モードを切替え
使用するソフトウェアごとに、最適なカラーモードを
あらかじめ設定できる「オートカラーモード」を装備。
使用するソフトウェアを頻繁に変更する作業でも、カ
ラーモードが自動で切替わるため、常に最適な表示で
参照できます。

ブルーライトは目が疲れる？

表示画像や作業内容に合わせて最適な表示モード
（カラーモード）を前面ボタンから簡単に選択できま
す。文書作成や表計算などテキスト中心の場合には
Paperモードを選択。画面を卓上の紙に似た明るさや
色味に簡単に調節できます。

細かく色温度を調整できるブルーライトをカット
モニター画面の色味を細かく数値で設定できます。
画面と書類の色味を合わせやすく、入力作業時などの
頻繁な目の順応を軽減できます。

紙の見え方に近い色味やコントラストに調整できま
す。紙の書類を参照しながら入力作業を行う場合は、
頻繁な目の順応を抑えられるため、疲れ目の抑制が
見込めます。

一般的な
蛍光灯に
近い色味

出版・印刷
業界の
基準色

一般的な液晶
モニターの色味

一般的な
テレビの
色味

色温度を詳細に調整可能

4000K 5000K 6500K 9300K 10000K

LEDバックライトと「ブルーライト」

Paper

紫外線
UVA

315 ～ 400nm 400 ～ 500nm 800nm～

ブルーライト 可視光線 赤外線

波長（nm）
380 430 480 530 580 630 680 730 780

相対輝度 色温度を下げたときの効果
2.0E+00

1.5E+00

1.0E+00

0.5E+00

0.0E+00

ブルーライト

ブルーライトを約20%カット

初期値［6500～7000K］
5000K

強度
［W/（sr・m2・nm）］

1.2E-02

1.0E-02

8.0E-03

6.0E-03

4.0E-03

2.0E-03

0.0E-00

波長（nm）
380 430 480 530 580 630 680 730 780

輝度と色温度を下げたときの効果

ブルーライト

ブルーライトを約73％カット

初期値［約350cd/㎡、
　　　  6500～7000K］
約120cd/m2、5000K

ピーク波長のブルーライトを
約20%カットできました。

ピーク波長のブルーライトを
約73％カットできました。

ブルーライトは人の目で知覚できる可視光線に含まれます。モニターから発せられるブルーライトは、照明器
具の規格であるIEC、ANSI、JIS、ICNIPRの基準と照らし合わせても、青色光網膜障害となるレベルではないと
推察されます。 一方で、地表に届く紫外線の99％は、波長315～400nmのUVAです。ブルーライトは、有害である
UVAに近い波長であることから、目への負担が大きいとも考えられます。

液晶モニターからブルーライトを減らす方法
ここでは、ブルーライトが疲れ目に影響があると仮定して、モニター表示の調整によって、どれだけブルーライトを減らすこと
ができるかを検証します。

色温度を下げることで、光の分布がより長波長寄りになります。
テストしたモニター（LEDバックライト搭載）では、初期値

（6500～7000K）から5000Kに調整すると

■ 色温度を下げる（色味を暖色系にする）

■ サーカディアン調光

輝度を下げることで、光全体のエネルギー量が減少します。モニター
最大輝度（約350cd/㎡）から、適切な輝度（約120cd/㎡）に調整を行い、
さらに色温度を5000Kに調整すると

■ 色温度と輝度を下げる

使用するソフトウェアに

検索夜には夜の画質がある

適切なモニター調整とは 〈色味〉

Paper モード Movie モード

sRGB モード
Custom/User モード

さらにEIZOの一部機種では

時間に合わせてブルーライトを自動で制御する機能を搭載しています。



モニターの高さや角度設定は、作業姿勢を左右し、目への負担にも影響します。
画面の高さ設定は、視線が正面まっすぐか、少し下がるくらいが適切です。角度は少し上方に傾け
て、見やすいように調節しましょう。画面との視距離は50cm以上離して、書類やキーボードと距離
が離れすぎないようにしましょう。
また、画面に外光や照明が映り込まないように、モニターの角度を微調整しましょう。

EIZOの液晶モニターなら ●  一部機種は非対応

●  一部機種は非対応

ベストポジションに調整できるスタンド機構
 

映り込みを抑制

画面表面をアンチグレア処理しています。反射光を拡散するため、映り込みによる画像の見えにくさや目の疲れを
抑制します。また、モニター筐体表面にシボ加工を施すことで、ベゼルからの反射光も抑制しています。
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■活用例

高さ調整 縦回転 スウィーベルチルト

広い昇降範囲とチルトで、
本を読むような楽な姿勢に

縦回転で、縦に長い文書や
ホームページも広々表示

広範なスウィーベルで、
プレゼンテーションや
ミーティングにも最適

縦回転＋スウィーベルで、
設置もラクラク

透過性に優れたアンチグレアコー
ティング仕様の液晶保護パネルを
各サイズ取り揃えており、液晶パ
ネルを傷や汚れから守ります。

外光や照明の光が
映り込まないよう
モニターの角度を
微調整

視線は正面まっすぐか
少し下がるくらい

背筋を伸ばし深く腰掛け、
背を十分に当てる

履物の裏面全体が
床に接地

きれいな姿勢で疲れ目対策！

■上向き視線 ■下向き視線
緊張

乾燥

自然

しっとり

画面との距離は
ワイドモニターなら50cm以上

90° 90°

+35° -5°

-344°

アンチグレアパネル

正しい姿勢&適度な休憩 〈姿勢〉

モニターの位置は
高すぎず、低すぎずが大切です。

■ FlexScan EV2456/EV2451の場合



現在お使いのスクエアモニターに、ワイドモニターを買
い足してマルチで活用すれば、スクロールやウィンドウ
切替えの手間が省け、一層の疲れ目の抑制と作業効
率がさらにアップします。

スクエアモニター+ワイドモニター
普段持ち歩いているノートパソコンをワイドモニターに
接続することで、作業領域も活用の幅も大きく広がり、
作業効率がさらにアップします。

マルチ表示で
作業領域が拡大

ノートパソコン

ワイドモニター

クローン表示で
プレゼンテーションに活用

パソコン作業中は、近距離を注視し続けるので、目のピントを調整する筋肉がいつも緊張状態にあります。これ
が一定時間続くと疲れて機能低下をまねきます。そして、疲れ目状態になると、痛み・乾き・充血や視界のぼやけ
などの症状がでてきます。60分以内の1連続作業時間と次の作業時間の間に、10～15分の作業休止をいれてパソ
コン以外の作業をする、遠方視をする、ゆっくりまばたきするなど、目を癒しましょう。また、席を立って歩く、
ストレッチをするなど体を動かして、各部位のコリをほぐしたり、水分補給して全身の血行促進を図り、心身の
リセットをしたほうが、作業効率と生産性を高めることができます。

EIZOの液晶モニターなら

●  一部機種は非対応

ワイドモニターは、スクエアモニターと比べて横方向に作業領域が拡大。画面が大きい
ため、複数のウィンドウやツールパレットを同時に表示できます。拡大・縮小表示やスクロ
ールの手間に加え、頻繁な目の順応による疲れ目を軽減できます。

EIZOの液晶モニターなら ●  一部機種は非対応
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自動的にパワーセーブ
人感センサー「EcoView Sense」対応モニターは、ユ
ーザーの離席を感知して、自動的にパワーセーブ（電
源オフ）を行います。定期的な作業休止でも、モニター
の消し忘れがなく、確実な節電を行えます。

離席時にパワーセーブに移行 席に戻ると自動的に
パワーセーブから復帰

モニター活用術

パソコン
以外の作業も

効果的

リラックス

目を休める

個体差が少ない
EIZOの液晶モニターは、表示状態を
調整の上、出荷しています。マルチモ
ニター構成で使用した場合でも、個
体差が少なく画面表示が均一なた
め、見た目の違和感が少なく、目の順
応による疲労も緩和できます。

マルチモニター環境で快適
FlexScan専用ソフトウェア「Screen 
InStyle」には、マルチモニター利用時
に、各モニターの電源オン/オフ、カ
ラーモードなどの設定を1台のモニ
ターの操作で連動できる便利な機能
を搭載しています。

ベゼルを薄く設計しているため、マ
ルチ構成においても、画面間での視
線の移動が途切れにくくなり、疲れ
目の抑制と作業効率の向上が見込め
ます。

狭額ベゼルで省スペース

縦表示で縦に長いコンテンツも
一覧表示

ノートパソコン+ワイドモニター

正しい姿勢&適度な休憩 〈休憩〉

リセットタイムは
作業効率と生産性を
高めます

画面の高さやドットピッチがほぼ同じで快適

メインモニター
23.8型ワイド

サブモニター
17型スクエア

■組み合わせ例
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オフィスユースには　　　　▶　FlexScan［フレックススキャン］

クリエイティブワークには　▶　ColorEdge［カラーエッジ］

エンターテインメントには　▶　FORIS［フォリス］

どんな用途にもEIZOモニター

今日から実践！


