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労 作 の 近 点 変 動 に 及 ぼ す 影 響

岡山大学医学部衛生学敎 室(指 導:緒 方益雄敎授)

專 攻 生　 桑 原 進

〔昭和30年2月21日 受稿〕

第1章　 緒 言

或る機能の変化か ら負荷によつて生体に起

つた変化の程度を推定す る事は,疲 労判定 の

場合の一つの考え方である.此 の意味で視機

能の変化から,疲 労 を判定す るい くつかの方

法が行われている.即 ち視機能を用いて行わ

れる疲労判定法には,視 覚系機能を利用す る

方法と,眼 筋系機能を利用す る方法 とがあ る.

前者に属するものには視力,視 野,光 覚,色

覚,閃 光融合閾,光 反応時間及び電気閃光法

等があり,後 者に属す るものには瞳孔径,眼

位,瞬目運動及び近点距離測定法等がある.そ

して上記測定法の内,今 日広 く利用 され てい

るものは閃光融合閾,近 点距離測定法で ある.

今日此の測定法に付いては一応の結論 は出

されて居るけれ ども,未 だ多 くの疑問を残 し

て居る.疲 労の本態に関 して も多 くの疑問 の

ある今 日では止むを得ない事で あるけれ ども,

残された疑問を解決す る事が私等の勉めであ

ると思われる.

此の問題は近点距離の変動に付いて も同様

である.負 荷 と近点の変動 との間には一定の

関係がある事はすでに認められて居 り,近 点

は負荷により鋭敏に変動する ものの様 であ る.

しかし近点の変動様相は多種多様 であ り,負

荷の種類,時 間等によつて異なつて来 る.故

にあらゆる種類の負荷 に対する近点の変動様

相を知る事は,残 された疑問を解決す る上 に

重要な事であると考え る.

私は変電所に於け る従業員,夏 期合宿練 習

に於ける野球選手,墜 道連続区間に於け る機

関車乗務員及び実験的負荷作業 に於け る被検

者に付いて近点の変動を測定 し,近 点距離測

定法の疲労判定法 としての意義並びに他種測

定法との関聯性を追求す る事が出来た,又 同

時に変動近 点の恢復過程 を追求す る事によ り,

疲労の恢復状態を も知 る事が出来たので報告

す る次第であ る.

第2章　 近点の変動について

第1節　 某電 力会 社の変電所に於け る

従業員の測定成績1)

第1項　 測定期間及び対象

測定期間は昭和28年3月12日 ～14日, 6月

10日 ～12日 の6日 間であ る.従 業員の作業内

容は配電盤スイツチ操作,記 録,監 視,連 絡,

屋外 巡視等である.即 ち軽作業であつて,肉

体的労働は殆 んどない.故 に精神疲労を主体

として考えなければならない のであるが,唯

夜勤者では徹夜作業 とな る点に考慮す る必要

があ ると思われ る.

第2項　 測定方法

(1)　近点距離測定法

石原氏近点距離計を使用 し,視 標面照度は

300Luxで ある.測 定に際 しては,視 標 は常

に一定 の速度で,遠 方 より眼に近づけて初 め

て視矇 を訴え る点を求 めた. 3回 測定を行 い

平均値を取 る.測 定 結 果は変動 ±0.5cm以

内を誤差範囲内 とした.

(2)　フ リツカー値測定法2)3)4)

(3)　尿 ケ トエノール物質測定法2)

(4)　膝蓋腱 反射閾法2)

(5)　皮膚空間閾法2)

(6)　重量感覚閾法2)

第3項　 測定成績

測定成績は煩雑を さけ る為 めに,近 点距離

測定法に よる結果を主体 として述べ る関係上,

他種 測定法の成績は総括のみに止め る事にす

る.故 に山川,桑 原1)の 資料 を 参 照 され た

い.

(1)　近点距離測定 の結果は第1表,第2表
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に示す通 りである

第1表　 変 電 所 測 定 成 績

日勤者の部(近 点距離cm)

第2表　 変 電 所 測 定 成 績

夜勤者の部(近 点距離cm)

第1表 に よれば,日 勤者9名 の内不変7名,

延長1名,近 接1名 である.尚 中間測定時に

於ては延長を示 した者2名,不 変の者7名 で

あ る.即 ち始 ん どの者 に於て近点の変動はみ

られなかつた.此 の結果は作業の内容上 当然

の事 と云え よう.又 夜勤者に付いては第2表

に示す様に不変の者5名,延 長の者3名 であ

つた.し か し中間測定時(23時)に 於ては延

長の者7名,近 接の者1名 であ り,始 ん どの

者 に於て近点 の延長をみ とめた.此 の様 に中

間 測定時に於 て近点の延 長を示 した理由は,

中間測定時 にあたつた23時 頃は 身体機能 の低

下が最 も著 しい時で あるか らであ ろ うと考え

られ る.し か しそれ以後翌朝 までに,交 代で

2～3時 間の仮眠 を取 る故,翌 朝測定時間に

は始 ん どの者が恢復す るので あろ う.上 記成

績 を要約 すれば,日 勤 と夜勤に付い ては特 に

変化があ るとは考えられないが,唯 中間測定

時に於 て夜勤者 の始 んどの者が近点の延長を

示 した事は興味あ る事 と云えよう.

(2)　フリツカー値測定 に於ては,大 体近点と

同傾向 の変動を示したけれ ども,近 点程鋭敏

な変動は見 られなかつた.

(3)　尿 ケ トエノール物質測定に於ては,全

く変化 を認める事が出来 なかつた.

(4)　膝蓋腱反射閾,皮 膚空間閾,重 量感覚

閾法に於ては多少認むべ き変化を示した.故

に本調査 の如 き精神疲労測定には有効なる方

法 と考え られ る.

第2節　 夏期合宿練習に於ける野球選

手の測定成績5)

第1項　 測定期間及び其の他

測定期間は昭和28年8月10日 ～13日 の4日

間である. 1日 の練習量は毎 日午後2時 より

5時 までの約3時 間であつた.

第2項　 測定方法

測定は毎 日練 習前 と練 習後の2回 行つた.

測定法は

(1)　近点距離測定法

(2)　尿ケ トエノール物質測定法

(3)　血漿予備アルカ リ量測定法6)

である.

第3項　 測定成績

(1)　近点距離測定の結果は第3表 に示す通

りである.本 表に示す様に,全 員に近点の延

長を認めた.其 の延長 は 最 低1.1cmよ り最

高7.19cmで ある.又 内野手,外 野手,投 手

等 の間に於ては差は認められなかつたが,捕

手に於 ては著 しい延長を認めた.こ の現象は

捕手の性質上,練 習量最 も多き故当然起り得

る結果であ るが,近 点測定に於て著明に現わ

れたのは興味あ る事である.

又近点の逐 日的変動に関 しては,蓄 積疲労

の様 相が うかがわれる.即 ち第3表 の最下段

に示す通 り,其 の平均延長度は第1日 目に於

ては2.26cmで あ り,第2日 目に於ては2.74cm

で第1日 目の延長度 より大である.第3日 目

の延長度は2.70cmで あ つ て,第1日 目より

大であるが第2日 目より小である.こ の事は

負荷作業 に対す る身体機能の馴れの現象の現
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われと見るべきものであろ うか と考 えられる.

其の馴れの現象が合宿練習3日 目に現われた

結果,上 記 の様な成積を示 したのであろ うと

考 える.更 に第4日 目に 於 て は 延 長 度 は

2.94cmで,最 高の延長を示 して 居 る.今 以

上 の関係 を図示すれば第1図 の様になる.

第3表　 野球合宿練習測定成績

(
近点距離cm

 上段は練習前
 下段は練習後)

第1図　 野球合宿練習(4日 間)の 近点変動

(2)　尿 ケ トエノール物質測定に於ては僅か

な変動が見 られたけれど も,有 意の もの とは

考え られない.

(3)　血 漿予備 アルカ リー量測定 に於ては近

点の変動 と同傾向の成績が得 られた.故 に近

点 と平行的 な もの と考え られ る.

第3節　 墜道連続区間に於け る機関車

乗務員の調査成績7)

第1項　 測定成績及び其の他

測定期間は昭和29年9月2日 ～4日 の3日

間であ る.本 調査のため特別に試験列車(貨

物列車3本(が 運転 された.調 査区間は池田→

坪尻間(試 験 列 車 第1号,第2号),山 田→

天 坪 間(試 験 列 車 第3号)で ある.池 田→

坪尻間は11.7km,墜 道数6ケ 所,墜 道 区 間

の延長粁数は全区間の48%,匂 配は25/1000であ

る.又 山田→天坪 間は13.4Km,墜 道 数23ケ

所,墜 道区間の延長粁数は全区間の48.9%,

匂配は20/1000である.他 の事 項 に 関 し て は山

川8),宮 下9),の 原著が ある の で 参 照 して戴

きたい.

尚調査期間中に於 け る機関車 内部の環境状

態は第4表 に示す通 りであつた.

第4表　 機関車内環境状態

( )内 は平均値
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第2項　 測定方法

試験列車に乗務の機関士及び機関助士合計

10名 に付き,乗 務前 と降車直後に測定を行つ

た.測 定 方法は次の4種 であ る.

(1)　近点距離測定法

(2)　体温,脈 膊,血 圧測定3)

(3)　血液 中Co-Hb測 定6)

(4)　血漿Co2測 定6)

第3項　 測定成績

測定成績は第5表 に示す通 りであ る.

第5表　 機関車乗務員の測定成績

機=機 関 士

助=機 関助士

(1)　近点距離測定に於 ては第5表 に示す様

に,乗 務 員の全員が著明なる近点 の延長を示

した.即 ち近点延長の 最低は1.7cmで あ り,

最 高は3.5cmで あ る.又 近点の延長が1.7cm

～2 .0cmの 者3名, 2.0～3.0cmの 者4名

3.0cm以 上 の者3名 であつた.以 上の成績は

従来報告 されている成積 と比較す れば,相 当

高度の延長を示して居 るもの と思われ る.即

ち特殊高温作業に属 す る機関車乗務 員の労働

強 度を うかがい知 る事が 出来 る.又 各列車に

於け る機関士 と機関助士 の比較では,近 点の

延長度は機関助士の方に大であつ た　 但 し試

験列車第1号 の本務機 関車に於ては其の反対

であつた.此 の事は機関助士に過重な作業で

あ るため,当 然の結果 と云えるが,近 点測定

に於 て著明に現われたのは興味のあ る事 と考

え る.

(2)　体温,脈 膊,血 圧測定に於ては,僅 か

に上昇が見られたけれども,何 れも正常動揺

範囲内であつた.故 に近点の変動 と一致する

もの とは考えられない.

(3)　Co-Hb,血 漿Co2測 定 に 関 しては近

点の延長 と同様,血 液 中Co量 の増加,血 漿

Co2の 減少が見 られ,大 体に於て近点の延長

度 と平行 の結果 を得た.即 ちCoの 恕限度は10

%Hb内 外 とされて居 るが,こ の恕限度を越

える者に於ては近点 の延長3.0cm内 外に及ん

だ.又 血漿Co2で は 酸 性 度(40%)の 者は

近点の延長は2cm内 外であつた.

第4節　 実験的負荷作業に於ける被検

者 の測定成績(ク レペ リン加

算作業)10)

第1項　 測定方法及び其の他

本実験は実験的近業に付いての測定を目的

として行つた ものであ る.負 荷作業 として照

度300Luxに 於て,ク レペ リン加算作業60分

を行わ しめた.測 定方法 としては次の3種 類

の方法を用いた.即 ち

(1)　近点距離測定法

(2)　フリツカー値 測定法

(3)　混色 チラキツ値測定法10)

である.

第2項　 測定成績

測定成績は第6表 に示す通 りである.

第6表　 クレペ リン加算作業(60分)

(1)　近点距離測定に於ては2名 共近点は近

接 し,機 能亢 進の様 相を示した.こ の成績は

従来報告 された成績 と一致す るものである.

(2)　フ リツカー値,混 色 チラツキ値測定に
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於ては第6表 に示す様に,近 点 と同様の結果

は得られなかつた.

以上の事は精神疲労に対す る測定結果の判

定に際して,判 定の困難 さを示す ものであ る.

此の様な場合には,視 機能に よる測定法以外

の測定法 との併用が望 ましい と考え る.

第5節　 実験的負荷作業に於け る被検

者の 測定 成積(Bicycle-ergo

meter)10)

第1項　 測定方法及び其 の他

実験的 肉体 疲 労に付 い て の 測定 を 目的

として行 つた.負 荷作 業 とし てBicycle

ergometer (14kg, 1分 間100廻 転)を 行 わ

した.負 荷作業を5分 間行わ した る後1時 間

の休息をあたえた.更 に同様 の要領で,第2

回目,第3回 目 と負荷作業,休 息 をあたえた.

そして負荷作業の前後に測定を行つた.

測定方法は次の方法を使用 した.

(1)　近点距離測定法

(2)　フリツカー値測定法

(3)　混色 チラツキ値測定法

(4)　緒方氏尿微量蛋白測定2)

(5)　ドナジオ法2)

第2項　 測定成積

(1)　近点距離測定に於 ては第7表 を見れば

判明す る様に,第1回 目の負荷後には全員近

点は延 長し,最 低0.6cmよ り最 高4.85cm

であつた.第2回 目の負荷後に於 ては延長4

名,不 変1名,近 接1名 であつた.又 第3回

目の負荷後に於ては延長3名,近 接1名 であ

つた.本 表に於て興味 ある事は被検者第2,

第3,第5番 は精神労働者であるが,第1回 目

の負荷後近点は延長 し, 1時 間の休息に よつ

て も旧値に復す る事 な く,第2回 目の負荷に

より第1回 目に於ける値 よ り更に近点は延長

した事で ある.即 ち判然 と蓄積疲労の様相を

示 して居 る.し か るに被検者第4,第6,第

7番 は運動選手(陸 上競技)で あ るが,第1

回目の負荷後は全員に近点の延長を認めたけ

れ ども,第2回 目は近接又は不変であ り,第

3回 目は近接又は延長であつた.即 ち精神労

働者であ る前3者 とは異つた様相を示 して居

る.こ の事は負荷度 と疲労度の関係に於 て,

同一負荷に対 して も個人の能 力の差に よつ て

疲労度は異つて来 る事 を示 して居 るものであ

る.即 ち同一負荷に於て も精神労働者 と肉体

労働者では相当の差異がある事 を示 して居 る

ものであ り,興 味深 く思 える所であ る.

第7表　 Bicycle-ergometer測 定 成績

Ⅰ視機 能 に よる測定 法

(2)　フリツカー値,混 色チラツキ値測定 に

於 ては大体近点 と同傾向の結果が得 られたけ

れども,近 点程鋭敏な変動は見 られなかつた.

(3)　尿検査 に於ては,ズ ル フオ,ド ナジオ

法では見るべき変化は認め られなかつたが,

緒 方氏尿微量蛋 白測定では近点 と平行 して,

見 るべ き結果を得た.
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第8表　 Bicycle-ergometer

 Ⅱ 尿 に よ る 測 定 法

第3章　 変動近点の恢復につい て7)

第1節　 調査対象

第2章,第3節 に於て詳報 した如 く,試 験

列車乗務員(機 関士,機 関助士)10名 と本調

査 のため,調 査区間だけ特別乗車勤務をした

機関助士10名 の合計20名 である.

第2節　 測定方法

測定は対象者20名 につ き近点距離測定を行

つた.測 定時間は乗車前,降 車後及び降車後

1時 間 目までは5分 間毎に測定 し,以 後2時 間

目までは15分 間毎に測定を行つた.尚 試験列

車以外 の者 については測定 の都合上,同 乗す

る機会が得 られなかつたので,降 車直後 より

上記方法に よつて恢復過程 を追求した.

第3節　 測定成績

測定成績は第9表 及び第10表 に示す通 りで

あ る.

(1)　恢復に要す る時間は早きは20分,遅 き

は60分,大 体30分 ～一40'分で恢復する者が多か

つた.

(2)　恢復曲線を見る と第2図 に示す様に3

つ の型を証明す る事が出来る.即 ち

第 Ⅰ型　 無変化型

第 Ⅱ型　 近接型(負 荷後近点は近接し,其

の後漸次に回復す る型)

第 Ⅲ型　 延長型(負 荷後近点は延長し,其

の後漸次に回復す る型)

又此の型は更に3種 の型に区別 出来る.

第9表　 機 関 車 乗 務 員

近 点 距 離

(機=機 関 士
　助=機 関 助 士
)

第 Ⅲ～A型

延長 した近点は或 る時期に於て更

に延長 し,其 の後旧値に復する型
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第Ⅲ～B型

第2図　 近 点 の 恢 復 曲 線

〔第 Ⅰ型〕 〔第 Ⅱ型〕

〔第ⅢA型 〕 〔第Ⅲ-B型 〕

延長 した近点が或 る時期に於て,

急激に其の大半が回復し,其 の後

は漸次に回復する型

第Ⅲ～C型

測 定 成 績

cm
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延長 した近点が階段式に,徐 々に

回復す る型

第10表　 機 関 車 乗 務

(
近 点 距 離cm

　貨=貨 車,客=客 車,

〔第 Ⅲ-C型 〕

今此の3つ の型 を近点の変動度 より考える

な らば,疲 労深度 の大 きい者程 近点 の延長度

は大であ り,恢 復 には緩慢 なる過程 をた どる

様であ る.即 ち疲労深度 に より,〔Ⅰ型〕-〔Ⅱ

型〕-〔Ⅲ-A型 〕-〔Ⅲ-B型 〕-〔Ⅲ-C型 〕

へ と移行す るもの と考え られ,近 点 の延長度

と一致す るものの様 である.

第4章　 総括並に考按

第1節　 近点の変動につい て

視機能に よる疲労測定法は今 日までの所,

種 々な測定法に よつ て夫 々正常値な るものが

与 えられて居 り,荻 野は軽度疲労の判定 には

便利だ と云つてい る.こ の事は近点距離測定

に於で も同様であ る.

近点距離が疲労に よつて鋭敏に変動するも

のであ る事は多 くの学者に よつて証明されて

いる.そ して最近では環境衛生の普及と共に,

各職場 に於け る疲労調査の一手段 として広 く

利用 され,大 槻は之を持つて疲労の尺度にせ

ん とさえ試みた.

従来の文献を参照す るに.生 井11)は長時間

不眠作業の精密機械工場の旋盤工,石 炭坑内

の重労働者,酸 素欠乏下の作業員等に付き測

定を行い近点 の延長を認めた.そ して延長の

限度は10cm内 外で ある と云つ ている.三

木12)は実験的近業及び肉体疲労に付き測定を

行い,軽 近業によ り近点は変化 しないか,む

しろ近接す るが,近 業過重になれば近点は延

長 す る.其 の理 由 としては,毛 様筋に対して

軽近業が刺戟 とな り,毛 様筋を鼓舞する結果,

近点は近接す るのであつて,此 の時期は筋疲

労曲線の階段現象に相 当す る.更 に近業を継

続 し,刺 戟を反覆す る時は毛様筋は終に疲労

に陥つて近点は延長す る.全 身疲労に際して

は,其 の一部現象 として毛様筋の疲労を来し,

近業に於ける と同様に近点は延長すると云つ

てい る.此 の説に賛成す る者 も少 くはないけ

れ ども,生 井は此の説に反対 して次の様に云

つ ている.即 ち全身労働に より疲労に至れば

毛様筋は疲労す ると云 う考え方は妥当でない.

此 の事は疲労の増加に より注意の減退或は混

乱を起 し,調 節中枢 よ り毛様筋に至る神経衝
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動の減弱を来 し,其 の結果 として近点は延長

すると解すべきであると云つている.私 も生

井の説に賛成す る者であ る.又 荻野,伊 藤23)

は近点の延長は必ず しも毛様筋 のみに原因を

求める事は妥当でない,自 律神経系の影響 を

考えてみるべきではなかろ うか と云つ てい る.

員 測 定 成 績

貨客=貨 物,客 車混合
)

上原13)はミシン工員に付 き測定を行い不変

68.3%,近 接27.3%,延 長4.4%で あ り,そ

して正視,近 視,ト ラコーマに関 しては3者

の間に有意の差は認め られなかつた と云い,

西岡14)は諸種条件下に於け る肉体労働者に付

いて測定を行い,蓄 積疲労に対 して平行的 な

ものであるとは考えられない と報告 してい る.

しかし蓄積疲労に関 しては,大 槻15)はラグビ

ー合宿練習(10日 間)に 付いての測定で証明

し,又 私 も夏期野球合宿練習に於ての測定,

 Bicycle-ergometerに 於 て の 測 定 で 証 明 し

た.

又荻野,鈴 村16)は1万 米競走に於て測定 し

た結果,生 徒に於ては27名 中,延 長18名 ,近 接

5各 不変4名 であつた.そ して其 の延長度は

最高6cmに 達 したが,0.5～1.5cm間 の者

が多かつた.又 選手では延長7名,近 接2名,

不変2名 であつた.又26哩 マラソン競走では

全員に延長を認め,高 熱作業では有意の差を

認めず,重 近業である ミシン針製造工 員に於

ても変動な く,特 に此の種 の作 業者 中針孔打

抜き工員に於てのみ全員に延長を認めた と云

つ てい る.

大槻は軽技 として 野 球(80分),徒 手体操

(30分),バ ドミン トン(30分),籠 球(20分),

機械体操(40分)を 負荷後近点測定を行い,

近点 の近接を認めた.又 重技 としてラグ ビー

(50分)の 負荷に於 ては近 点 の延長を認めた.

そ して軽技に於て も長時間の運動後は近点延

長し,重 技に於て も短時間では近点近接 した

と報告 してい る.

又Weber17)は 精密視作 業者(1日8時 間

作業)に 付 き,照 度 と疲労の関係を近点測定

によ り追求 した結果次 の様 に報告 してい る.

即ち5f.c. (f.c.=foot candle, lfoot candle=

10.764Lux)の 照 度 では,作 業後1～2時 間

で近点は近接 し,作 業終了後 に於ては近点の

延長を認めた.そ して20～30f.c.の 照度に於

ては,近 点の近接す る時期はおそ く且つ徐々

に近接 し,又 延長 も徐々に現われて来,其 の

度数 も少であつた と云つている.

更 に佐 藤18)は 負 荷 作 業 と してBicycle-

ergometer (14kg, 4分 間)を 興えた 後 測定を

行い,近 点の延長を認めた.児 玉19)は電気熔接

作業員,瓦 斯熔接作業 員に付 き測定の結果,

近点の延長を認め,年 令及び作業年数 との間

には何等関係 を見出 し得 なかつた と報告 して

いる.又 児玉は昼夜勤者に付いて測定 の結果,

夜勤者に近点の延長を認めたけれども有意の

差 あ りとは思えない と云つてい る.此 の点に
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関 しては,私 の測定 に於て も同様 の結果を得

たのであ るが,唯 中間測定時に於ては夜勤者

に著 しい近点の延長傾向を見た る事 よ り考 え

て,此 の種 の測定に於ては測定時間の選定が

重大な意味 を含む ものである事を証明 した.

酒 井20)は24時 間 強 歩 に 付いて測定を行い,

時間の経過 と共に近点の延長を認めた と云い,

市川21)は100m自 由 型競泳に付いて測定を行

い,近 接20%,不 変30%,延 長50%で あつた

と云い又野球試合(7回 戦)に 於ては近接20

%,不 変30%,延 長50%で あ り,各 ポジシヨ

ンの間には差は見られなかつた と報告 してい

る.し か し私は夏期野球合宿練習に付 いての

測定の結果,外 野手,内 野手,投 手の間には

差は認 めなかつたが,捕 手に於ては著 しい延

長を認めた.又 機関車乗務 員の測定 の結果,

機関士 と機関助士の間に差を認めた.此 の事

は荻野,鈴 村が同一工場内に於て も,職 種別

に近点変動の様相が大いに異な る事を指摘 し

て居 るのに 一致 し,興 味 のある事で ある.

元来近点は疲労 によつて鋭敏 に変動す るも

のであつて,之 が測定は疲労の尺度 として強

調 されてい るけれ ども,其 の変動様相は上記

文献によつ て明白なる如 く多種多様で ある.

しか し大体 に於て軽度疲労 によつ ては不変か

又 は近接 し,強 度疲労に よつて延長す る様 で

ある.そ して疲労深度 によ り又逆 の結果を示

す もの とされて居 る.し か し疲労 の本態に関

し種 々疑問のあ る今 日,軽 度疲労 と云い,高

度疲労 と云つて も之に対す る評価 法は非常 に

困難であ る.尚 又近点の変動様相に して も負

荷の種類,方 法,時 間及び測定条件等は勿論

の事 日差,個 人差等 の因子に よつて も影響 さ

れ ると云 う非常に微妙な問題を 含んでい るの

で,大 槻 が試みた如 く,近 点の変動のみを以

つて疲労の尺度 とす る事は多 くの危険を含 ん

でいる と云 わざるを得ないのである.即 ち大

槻は笹川の第1種 疲労 の際の変動差は1cm内

外,第2種 疲労では2cm,第3種 疲労 の場合

は更に延長 し,第1次 疲労困憊時 は3cmに 達

す ると云つてい る.

今 日私等 が疲労測定 を行 う際問 題 となる事

は測定結果を如何 に意味付け るか と云 う点に

存す る故,大 槻 の試みには賛意を呈する者で

あ るけれ ども,此 の際上記理由により,荻 野

が 指摘 して居 る様に近点測定法以外の測定法

との併用が望 ましいのである.し かし私等が

対象 とす る所は疲労した個体である故に,短

時間に,そ して簡単に且つ確実に測定出来る

方法が良い事は勿論である.此 の様に考える

な らば測定法 も自然 と制限 される訳であり,

視機能を用いた測定法の利用価値が高まつて

来 る訳である.

視機能を用いた測定法の内で問題 となるの

は近点距離測定法 とフリッカー値側定法であ

る.フ リツカー値測定法に付いては,数 値の

変動が僅少である為め被検者 の練習効果に左

右 される事大なる点,又 測定誤差の大なる点

及び変動 した数値が早い時間で恢復する事等

の欠点を考 えるな らば近点距離測定法に優 る

ものではない.又 此 の事は私の測定に於て実

証 された所であ る.

しか し上記 の如 く,近 点の変動のみを以つ

て疲労の様相を云々す る事は当を得たもので

はない.ど うして も近点距離測定法 と視機能

に よる測定法以外の他の測定法 との併用が必

要 となつて来 る.近 点測定法 と他種測定法と

の併用で疲労測定を行つた者に荻野,鈴 村,

児玉があ る.即 ち荻野,鈴 村は高熱作業員,

電気 及び瓦斯熔接工員,ミ シン針製造工員に

付 き測定を行い,ド ナジオ法では見るべき変

化を認めず,小 川氏法に より僅かに変化をみ

た.そ して近業及び軽度疲労に於ては尿によ

る測定法では測定出来ない と云つている.此

の事は私の変電所に於け る従業員に付いての

測定に於て,尿 ケ トエノール物質測定法では

変化 を認めなかつた結果 と一致する.又 児玉

は熔接工員に付 き,近 点 と同時に脈膊,握 力

を測定 した結果,脈 膊,握 力は近点の変動程

確実な変化は認め られなかつた と云つている.

この事 も又私の機関車乗務員に付いての測定

結 果と一致す る.

私は私の測定結果 より考えて,精 神疲労に

於ては近点測定法 と知覚,感 覚系の測定法と
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の併用,全 身疲労に於ては近点測定法 と血液,

尿(特 に緒方氏尿微量蛋白法)に よる測定法

との併用が良いのであろ うと考え るのであ る

が,此 の問題に関 しては更に追試 したい と考

えている.

第2節　 変動近点の恢復について

疲労の恢復過程は種 々な面 よ り追求す る事

が出来る.即 ち呼吸器,循 環器系の活動状態

を指標 とする事 も,筋 の活動や機械的性状 の

変選を採用す る事 も又更に中枢或は末梢神経

の興奮性を目度に取 る事 も出来 る.

しかし此等の諸問題は全 く未踏の境地であ

つた り,又 単一に取 りあげて疲労の恢復 を云

々する事は無理の多す ぎる事の様 に思え る.

即ち恢復の全過程を示す ものであ るとす る事

は不当であつて,単 に疲労の恢復過程を示す

一面にすぎないのであ る.し か し或 る方法 に

よつて疲労の恢復過程 を追求す る事が其 の一

面を見るにすぎないにして も,こ れを行 う事

はた とえ,そ れがスポーツであ り,作 業であ

つても重大なる事であるのは勿論であ る.そ

れは其の恢復過程を知 る事によつ て,其 の負

荷に対 して新しい分野を開拓す るもので ある

からである.し かし恢復過程の様相 も負荷の

種類,時 間,測 定条件等は勿論 の事,個 人差

其の他の因子に よつて左右 され るので種 々困

難な問題を含んで居 る.例 えば測定方法に関

しても,逐 時的経過を見 る方法 と逐 日的経過

を見る方法とがある.そ して何 れを採用す る

かに関 しては,負 荷の種類,時 間等に よつて

異なるものであつて一慨に決定 し難いのであ

る.

さて従来の文献を参照すれば,視 機能を用

いて疲労の恢復過程を追求 した者は大 島他数

氏にすぎない.即 ち大島は フリツカー値に よ

り,三 木,大 槻,荻 野,川 原,佐 藤,児 玉,

市川等は近点測定によつて行つ て居 る.三 木

は実験的近業であつ て も,肉 体疲労に よる全

身疲労であつて も,後 退 した近点は20分 後に

正常近点に もどる と云い,又 炭 坑労働 者に付

き入坑前 と出坑後の近点測定を行 い,出 坑後

1時 間で正常値に もどると云つ て居 る.又 荻

野,伊 藤 は実験的労働後の近点変動を逐時的

に測定 し,延 長 した近点が試験前の値に回復

す るには1時 間以上 を要す るもの と思われ る

と云つて居 る.更 に川原22)は織布女工に付 き

測定 し, 45分 後 には恢復す る事な く,恐 ら く

更に長時間を要す る もの と思われ ると云つて

居 る.児 玉は機械体操,ラ グ ビー等に於ては

45分 後 に完全に恢復 し,全 身疲労時には近業

疲労時 に於け るよりも恢復に長時間を必要 と

す ると云つて居 る.又 伊藤23)は 負 荷 として

Bicycle-ergometer (4kg. 4分 間)を 行わ した後

平均30分 で旧値に復す るけれど も,其 の後更

に延長 し, 60分 後に於て も完全に復す る事は

ない と云つて居 る.

市川は縄飛 び2分 間(200回)後 の近点の

恢復過程を追求 し,運 動後 に於け る近点の推

移に4つ の型のあ る事を証明 した.即 ち第 Ⅰ

型(無 変化型),第 Ⅱ型(運 動 後 近 点は近接

し,其 の後漸次に回 復 す る型),第 Ⅲ型(直

後に一度近接 し,次 に運動前 よ りもは るかに

延長 し,其 の後漸次に回 復 す る型),第 Ⅳ型

(初 め よ り近点延長 し,其 の後 次 第 に恢復 し

て運動前の値に復 す る型)で ある.

私は特殊高温作業である機関車乗務 員に付

いて測定 した結果,前 記 の如 く3つ の型 のあ

る事を証明 し,同 時 に疲労深度によ り〔Ⅰ型〕

-〔 Ⅱ型〕-〔Ⅲ-A型 〕-〔 Ⅲ-B型 〕-〔Ⅲ-

C型 〕への移行 性の存在を考 える結果を得た

のである.之 に関 しては,市 川が運動量の増

加又は疲労深度 の進 む に つ れ て,〔 Ⅰ型〕-

〔Ⅱ型〕-〔Ⅲ型〕-〔Ⅳ型〕へ と移行す る と云つ

た事実に一致す る.唯 市川 と私 の場合に於け

る相違 は,負 荷の種類,時 間等が異なれば当然

起 り得 る結果ではあるけれど も,市 川の 〔Ⅲ

型〕,〔Ⅳ型〕は私 の 〔Ⅲ型〕に含 まれて居る

もの と考え る.

元来近点は負荷に よつて延長す るけれ ども,

負荷が除かれた後は時間の経過 と共に回復す

る.し か し時間 の経過に比例す る ものではな

く,相 当の動揺を示す ものであ るか ら,市 川

と私の場合を考え るな らば大略等 しい結果を

得た と云え よ う.
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一 方大島24)はフ リツカー値測定に よ り得た

疲労恢復 曲線に付 き,次 の如 く云つて居 る.

負荷後 の恢復曲線は負荷が短時間の場合には

動揺が見 られ,長 時間 の場合には動揺が見 ら

れずに固定 した変動か ら緩慢に恢復す る.又

疲労深度 よ り云 うな らば,疲 労深度 の浅 い も

のは動揺過程 を示 し,深 い ものは動揺少 しと

云つて居 る.私 の 測 定 に 於 て も動揺の少 い

〔Ⅲ-C型 〕では 近 点 の延 長 度 最 も長 く,

〔Ⅲ-B型 〕-〔Ⅲ-A型 〕-〔Ⅱ型〕 の順 に 大

であつた.故 に大体に於 て近点の延長度 と一

致 した訳けであ り,又 逆 に此の様 な恢復 曲線

よ り疲労深度を も知 る事が 出来 るのであろ う

と考 えられる.以 上の事 よ り考えてみて も,

近点測定は疲労判定に有効であ ると云え るし

又近点測定 による疲労恢復 の追求 も興味ある

事 と考え られる.

又延長 した近点が旧値に恢復す るに要す る

時間に付いては,上 記の如 く測定者によつ て

まちまちであ る.私 の測定に於ては,相 当強

度労働 と思われる特殊高温作業者である機関

車乗務員の測定結果,早 きは20分,遅 きは60

分,大 体30分 ～40分 で始 んどの者が旧値に復

して居 る.そ して伊藤 の云 う様 な現象は見 ら

れ なかつた.今 私の測定成績を諸家の成績 と

比較すれば,私 の場合は強度労働 であつたに

もかかわ らず,比 較的早 く旧値に復 した様で

ある.此 の原因については種 々考え られ るけ

れ ども,測 定場所が山間の閑清な場所で あ り,

測定時間以外は 自由に,楽 な姿勢で休息を取

らした事 も原因の一つであると思われる.故

に休息所の環境 も重要視 され るべき問題と,

興味深 く考え られる所である.

第5章　 結 論

私は変電所の従業員,野 球選手,機 関車乗

務 員及び実験的精神疲労,肉 体疲労に付き,

近点距離測定法及び他種測定法を もつて測定

を行 い,次 の給論を得た.

(1)　近点は精神的,肉 体的負荷に対して鋭

敏 に変動する もの と考え られる.

(2)　其 の変動様相は多種多様であ り,種 々

要困に よつて異なるものである.し かし大体

に於 て,軽 度疲労では近接 し,強 度疲労では

延長す る様であ る.

(3)　延長した近点は早きは20分,遅 きは60

分,大 体30分 ～40分 で旧値に復するものであ

る.

(4)　変 動近点の恢復 曲線については3つ の

型を証明 した.

(5)　近点距離測定法は疲労測定法 として優

れた ものであるが,疲 労測定に当つては他の

測定法 との併用が理想的であると考える.

終りにのぞみ御指導御校閲を賜つた恩師緒方敎授

に深謝致 します.又 直接御指導を載いた四國鉄道病

院長山川博士に感謝致します.

尚本論文の要旨は第3回 國鉄スポーツ医学研究会,

第6回 日本産業医学会四國地方集談会及び第25回 日

本衛生学会に於て発表した.
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The effect of fatigue upon the change of near point.

By

Susumu Kuwahara

I made the studies on the fatigue of transfomer substation employees, baseball players, 

and locomotive crew, and on the fatigue which was caused mentally and physically by the 

experiment, using near point measuring and other methods. The results were as follows:

1. Near point seems to show sensitive change according to mental and physical load.

2. The mode of its change is not simple and differs according to various factors. But, 

generally speaking, the near point seems to come nearer in light fatigue and retreat in 

heavy one.

3. Retreated near point regains its original position usually in 30-40 minutes, the 

quickest being 20 minutes and the slowest 60 minutes.

4. It was proved that there are three different types of near point recovering curve.

5. The near point method is an excellent means of fatigue test, but it will be ideal 

if used together with other method in fatigue tests.


