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Ⅰ 緒 言

筋に短縮 を起す程度の平 流電気 を通 じる と

通電 の初 と終 り郎ち閉鎖時及び開放 時にのみ

筋は短縮す るが,電 流が流 れて居 る間は弛緩

している.又 電流を通ず る際に漸次電流強度

を強めそして漸次弱めてゆ くと,閉 鎖並びに

開放時 に現はれ るべ き短縮 は全 く起 らない即

ち"忍 び込 み"現 象が見 られ る事は周知の事

であ る. Ebbecke1) 2)は 圧刺戟 の場合 と比べ

て,筋 肉 を 周 園全 体か ら平等に圧迫する と

200乃 至400気 圧で普通短縮するが,此 の程

度の圧 を筋に作用せ しめると,筋 は短縮 し圧

を此 の状態に保 つ と筋 も短縮 した状態を持続

し圧を去 ると始めて弛緩す る.又 圧 を徐 々に

加へ でも"忽 び込み"現 象 は見 られない と述

べ ている.事 実急に圧を高 めても徐 々に圧 を

上昇 させて も一定 の圧に達す るな らば筋は短

縮す る.徐 々に圧 を 上げてゆ き筋の短縮が起

つた時 の圧 を以 て圧閾値 とす ると,比 較的室

温の高い時 と低 い場 合とでその値が異 な り低

温時ほ高 温時に比 し圧閾値が可成 り高い.又

圧閾値 よ り少 し低い圧 に筋 を保 つ と電気刺戟

に比べ て甚 だし く長い時間 の後 に筋は短縮す

る.之 等 は筋肉の対圧被刺戟 性を正確 に研究

す るに当 り基礎 的重要性が有 ると考へ られる

ので次の実験を企 てた.

本実験は1月 か ら下3月迄 の室温が10℃ を
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下 る時及び 日中室内が20℃ 近 くな る時 を選

んで行 ひ,ト ノサ マ蛙(Rana nigromaculata)

の腓腹筋 を用ひた.

筋肉 を吊 してボンベ内で筋が短縮 したか否

かを知 る為 の装置に就 ては既(5)に詳細に説明

した.今 度は電気刺戟 は行はなかつたので刺

戟電極は取 り外 された.

Ⅱ 實 験

A. 圧閾値 と温度 並に加圧方法 に

就 ての実験

高圧 ポンプは構造上,柄 の一押 しで一度に

300～400気 圧迄高める事は 困難 であるか ら,

先づ100気 圧迄圧を高めてお き次 の一押 しで

漸次圧 を上げてゆ きなが ら抵抗計 の針が∞の

方に振れた瞬間 圧を高めるのを止めて,そ の

時 に圧 力計 の示 して居 る圧を以 て圧 閾値 とし

た.就 中室温の20℃ 前後及びそれ以上 の比

較的高い場合には, 100気 圧か ら次の一押 し

は3～5秒 で大体閾値 に達する位の速 度 で 圧

を上 げて圧 閾 値を定めた.圧 力 計 の一 目盛

は20気 圧 となつて居 るのでそ れ以 下 は読 ま

なかつた.此 の様 に して同一腓腹筋標本に就

て約3分 の間隔を置いて数回繰 り返 して求め

た圧閾値 の変動は大体20気 圧 程 度以下であ

つた.次 ぎに同 じ方法で室温が10℃ を下 る

様な低温の場合に.圧閾値を求め ると,得 る値

は比較的高 く且つ同一標本で も可成 り動揺 し

た.そ して之等 の動揺 は圧を上げ る速度が大

なので非常に緩 やかに 圧を 加 へていつ て見

た.即 ち初の一押 しでは普通 の速度で100気

圧迄 上昇 させ,次 の一押 しは非常に緩徐に殊

に圧が閾値近 く迄達 した と思はれ る頃か ら尚

緩 やかに して,筋 の短縮が起 る迄に大体15秒

位を要 して圧閾値を求 める様 にした処,既 述

の高温に於け ると同様 の一定 した値 を得 る事

が出来 た.

第1表　 圧 閾 値(気 圧)の 比 較

St… …階段状に増圧 した場合 L… …緩徐に増圧 した場合の圧閾値 RA… …平圧下の電気刺戟

閾値(綣 軸趣離cm)

次に階段状に もつ と長 い時間 を掛 けて圧 を

上げてゆ くと,得 る圧閾値には如何 なる影響

が現 はれ るかに就 て実験を行つた.先 づ100

気圧迄 は 同様 に遠 かに圧 を,ヒげ,次 ぎに20

気圧つつ約5秒 の間隔を置いて階段状に圧を

上昇 させてゆ き,筋 が短縮を起 した時 の圧を

以 て閾値 とした.従 つて閾値圧に達す る迄 に

要す る時間は200気 圧 とす る と25秒, 300気

圧 とす る と50秒 の長 きに達す るわけである.

之の対照 として同一筋 に 就 て綾 かに約15秒

を要 して圧 を上げて閾値を求めた.階 段状 に.

20気 圧づつ上昇 させ る場合 閾 値圧 又 はそれ

よ り少 し少ない圧のあた りに到達 した際には,

圧 を上 げて直ちに,或 は將 に次の20気 圧 を

上げ ようとする時,又 はその中間時に,筋 の

短縮が起 るのは時間的に まちまちであつたが

之等は総 て其の時 の圧力計 の読みを以 てした.

此 の成績 は第1表 に示 し徐 々に圧 を上げた も

のをL,階 段状に圧を上 げた ものをStと して

表は した. 3匹 の蛙 の左右両腓 腹筋を前 日夕
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刻 剔出して氷室に保存 し朝 夕及び翌朝実験を

行つたが,半 数 はStを 先に,他 の半分 はL

を先 に求めた.各 筋の左右に圧 閾値の差は有

るがStとLと は大 半が同 じ値を示 して居 り,

異つた値 のもの もその差は20気 圧以 内で し

かな く,何 れを先に求 めたかには全 く無関係

に或 ものはLの 方 が或 ものはStの 方 が高い

ので,此 の程度のちがひは実験誤差 によるも

の と思はれ る.

次に予 めLの 方法 に依 つて圧閾値を求めて

お き約3分 の間 隔 を 置いて閾値 よ り30乃 至

40気 圧少ない圧迄一気 に 遠 か に圧 を上げて

お き,次 に甚 だ徐 々に圧を上げ て閾値を求め

た処殆 ど全 く一致 した値を得 た.

以上低温の場合に圧 閾値を求 める異つた圧

の上げ方 として 1) 約15秒 を要 して徐々に

圧 を高め る, 2) 5秒 の間隔を置いて階段状に

圧 を上昇 させ る, 3) 閾値近 く迄一気に次に徐

々に圧を上げてゆ く方法 に就て述べ,之 等に

依 つて一定 した圧閾値を求め得 た事 を記 した.

B. 加圧度並に加圧 速 度 と筋短 縮 を

起す迄 の時間 の関係に就 ての実験

一定の速度で圧を上昇 させ る事が必要 な本

実験に於 て,高 圧 ポンプの柄を押 して圧を上

昇 させ るのであるが,大 な る力を要するので

之を機械 的に正確に押す適 当な方法がな く手

の力に依つて押す外になかつた.ポ ンプの構

造上一押で求 める圧に達 し得 ない場合が有 る

ので此 の実験 では先づ50気 圧迄 圧 を上げ,

次 の一押で所要の圧迄高 めた.第1と 第2の

一押の間隔は室温 の高低に 由つて相違があ り,

高温の場合は短か く3秒 位であ るが,低 温の

場合には8秒 程度を要す る.此 の第2の 一押

の速度を 1) 可及的速かに1秒 以 内で所定 の

圧に達す る様に したが,速 かに圧 を上げて予

定の圧に達 して直ちに止め る事は非常に困難

であつた. 2) 出来 る丈等 しい速度 で12～15

秒 で所定 の圧 となる様な 速 さで圧を上 げた.

甚だ長い時間一定 の圧を保つ為にはポンプ と

ボンベの間の連絡を断つ様な構造 となつて居

るが,本 実験 の如 く比 較的短時間 のものにに

使用す る事 は出来 ない. 150気 圧位迄 の圧 で

は自然に圧の下降す る事は殆 どないが300気

圧 ともな ると圧は少 しつつ下降す る.此 の下

降を防いで同 し圧に保 つ為にはポンプの柄を

一定の手 の力 で押 して圧が常 に変 らぬ様に し

なければな らなかつた.腓 腹筋標本は予 め切

り出して氷室に数時間保存 した ものを吊 し,

筋が充分 波す る丈Ringer氏 液を入れた小試

験管 と共に ボンベ内に入れた のであるが,筋

が短縮を起 したか否かを知 る為に抵抗計 と,

圧が同 じ強さに まつ て居 るか否かを知 る為

の圧力計 とを同時に注意 して見 て居 なければ

な らぬので非常に困難であつた.力 を加 へ過

ぎて圧が上 らない様 に,或 は不足 して下降 し

ない様に20秒 に も亘つて 注 意 し且つ抵抗計

に も眼を配 る為には非常な熟練を要 した.所

定の圧 の下で筋が短縮す る迄 の時間の測定に

は ス トップ ウオ ッチを用ひ所定 の圧 に達 して

か ら抵抗計 の針 が振れ る迄 の時間を計つたが,

0.4秒 以下は測定出来 なかつたが 常 に若干時

間の後に針が振れたので此 の時間 は0.4秒 と

した.圧 力計は1目 盛 の1/2即 ち10気 圧迄読

んだ ので多少 の誤差は免れない.筋 が短縮す

る迄 の時 間 は長 いものでは30秒 前後 といふ

ものも有つたが,時 間が長 く掛 る程実験は困

難 とな るので20秒 測定 しそれ以上 ば行 は な

かつた.圧 を去つ てか ら次の加圧迄には大体

3分 置 くと一定 した結果 を得 る様に見 えたの

で,加 圧 の間隔は3～5分 とした.遠 かに高

めて止め圧が予期 した高 さを越 え又は不足 し

た場合,及 び可成 り長 く同 じ圧 を保つ て居 て

も少 しの手加減で,圧 が高 くな ると筋は間 も

な く短縮す るし,圧 が下 ると短縮す る迄 の時

間は延びるので無意味 とな るし,又 圧力計に

気を取 られて抵抗計の針 の振 れた瞬間 を見失

つた場合等,意 に満たないものは容赦な く中

止 してや りなほ した.

加へ る圧が少な過ぎて20秒 以 内 に 短 縮を

来 た さなかつた ものでは中止す る為に急に圧

を下げ る と(1秒 以内に急 に平圧 迄)そ の瞬

間屡 々筋が短縮す るのが見 られた.斯 か る場

合 の圧は圧閾値 よ り高 々30気 圧位 低 い程 度

の圧で,閾 値 よ り甚 だ低い と短縮は起 らない
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し又比較的緩やかに圧を下げても起る事はな

い.

徐々に圧を高める方法をL,遠 かに高める

方法をSと して第1図 には之等を模型的に示

した.図 の斜線を塊した部分が測定した時間

である.此 の実験に於 て も亦 温度 の低い場合

と高 い場合 とで差異が現 はれた.そ れは閾値

と思はれ る圧を加へ ると室温の比較的高 い時

には0.4秒 以下程度 の短 い時間 の後に筋は短

縮す るが,室 温の低い場合には1秒 前後或 ひ

はそれ以上経過 して後甫めて短縮 を起すのが

見 られた.此 の時間は後述 の理 由で知つてお

く必要が有 るので,各 実験 の終 りに圧閾値を

は るかに越 えた400気 圧余 り迄 一気に圧を高

めた時の時間 を測定 してUMDと してて表は

した.

第1図

加圧方法及び筋短縮迄の時間の

模型図.斜 線の部分は測定時間

Plotokollか ら1例 を取 つ て之 を示す と

22/Ⅱ 午後18℃ 左腓腹筋 ♀ 0.5g

S370 (16.8) L370 (8.2) S360 (-) L360 (-)

L370 (7.8) S380 (7.8) L380 (3.4) L380 (3.2)

S380 (7.6) S390 (3.0) L390 (1.0) L390 (1.2)

S390 (3.4) S400 (1.0) L400 (<0.4) S370 (16.0)

UMD (<0.4)

之等 の測定 した時間を夫 々平均 して第2図

〔a〕に示 した.寒 冷時にUMDが 非 常に長い

ものの1例 として5° に於 て1.2秒 の ものを

第2図 〔b〕に表 はした.

第2図　 加圧度並に加圧速度と筋短

縮を起す迄の時間 との関係

第2図 には唯2例 を示 しただけであるが多

くの実験 の結果 曲線の形の多少異 つた同 じ様,

な成績を得 た.之 等 に共通 して認 め られ る事

は,加 は る圧が高 い程筋が短縮す る迄 に要す

る時間 は短か く,加 はる圧が低 くなればなる

程 その時間 も長 くな り, Sに 就 て加 圧 後15

乃至20秒 を経 て筋肉の短縮する場合 の圧 は,

その圧 に於 て直ちに短縮の現はれる圧即 ち所

謂圧閾値 よ り20乃 至30気 圧程度低 いもので

あった.又 同 じ圧を加へ る場合には常にLで

はSよ り時間が短か く,従 つて同 じ時間 で短

縮を起 させ るにはLで はSよ りも低 い圧 で充

分であつた.

Ⅲ 考 察

A. 圧閾値 と温度並 に加圧方法に関 し:-

室温の低い場合に高温の時 と同 じ様 な方法で

閾値を求める と高 くて一定 しな い 閾 値 を 得

る.そ してそれは圧を上げ る遠度が速い程著

しい.一 方緩かに圧を上げ てゆ く場合及び予

め圧閾値を知つおいてその近 く迄 遠かに圧 を

上げて閾値近 くか らは甚 だ緩徐 に圧 を上昇せ

しめる場合 は共に同 じ閾値を得 た.又UMDと

して示 した値即ち甚だ遠かに圧を上げて閾値

を越 える圧 に達 してか ら筋が短縮す る迄 の時

間を測定 した値を見 る と,高 温では0.4秒 程

度であるのに低温では1秒 を越 えて居 る.そ

こで低温で遠かに圧を上昇 させてゆ くと,閾

値圧 に達 して居 ても高温の場合 よ りも遙かに

長い時間を経 た後 でなければ針 の振れは起 ら
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ない関係か らその間に圧は更 に高 め られてゆ

くので,針 の振れた時の圧を以 て圧閾値 とす

るとその1秒 余 の間 に上 つた圧丈け高い閾値

を得る結果 とな り,圧 を上げ る速度が大であ

る程見掛け上高 い圧閾値を得 るもの と信ぜ ら

れ る.処 がUMDに 於 ける温度に よる潜伏期

の大なる差異 に就て考へるに電気刺戟に よる

潜伏期 も温度が低い と長 くなる事は知 られて

居 るが,低 温 の場 合 にボンベ内の試 験管に

Ringer氏 液を充 し筋を入れ て圧を加へな いで

電 気刺戟 を行つて見 ると筋短縮が認め られ る

のは0.4秒 以内の秒時計では測定 出来ない位

の短 い ものであつた.故 に1秒 以上 と云 ふ長

い時間は筋の短縮 そのものに因るものではな

い,そ れでは何に由るか と云 ふにボンベ内で

筋が短縮す るのを知 るには,バ ネに依つて上

部 の金属板に押 し付け られて居 る下方 の金属

板を筋 の短縮に由つて引き離 し其の部で連 な

る電流回路を切 らさなければな らない.此 の

金属板 がモビル油中に存 する為,切 離 しに時

間が要つ たのである. Ebbecke (3)に よれば高

圧 による油の粘稠度の変化は 著 し く大で800

気圧では300-500%と なる と云ふ.而 か も

Ebbeckeが 行つた と同様な方法でモビル油に

就 て温度 の影響を調 べて見ると7°の場は20℃

の600%で あつた.之 等 の事か ら推察する と

圧が300気 圧 ともな るとモ ビル油の粘稠度は

相当高 まる上に温度が低下する と著 し く高 く

な る筈である.そ こで低温の場合に高温に於

け ると同様 な方法で圧閾値を求 めると誤差が

大 とな る理 由,低 温 の下で速かに上昇す る閾

値 を越 えた高 い圧刺戟後1秒 余経過 して甫 め

て筋短縮が認め られ る原 因は明 らかに筋に由

るものではな くて,モ ビル油中の金属板を引

離す際の大な る抵抗 に依 るもの と断定 出来 る.

即 ち圧閾値を求 める場合には閾値近 くで圧を

高 ある速度を緩徐に して此 の抵抗 に打 勝つ丈

けの時間待 てば誤差は少 くな り正 し く求める

事が出来 る.

Ebbecke(1)は 又圧閾値 を求φるには1分 以

内に圧を上げ るな ら,出 来 る丈均等 な速度で

上げる限 り圧を上げる速度は影響しない と述

べて居 るが,上 述実験成績か ら1分 以内に圧

を上げ るな らぼ(そ れ以上母 くは調ベ て居 な

い),速 かに圧を上げ て も,緩 や か に上げて

も,又 階段状 に間隔を置いて上げ ても変 りが

ない事か ら,装 置の関係上閾値近 く迄圧 が高

まつた場合に注意す るな ら,圧 を上昇 させる

方法及び速度には無関係に正 しく圧閾値を求

める事が出来 ると云ふ事が確 かめ られた.そ

こで実際に圧閾値 を求め る場合には方法 を簡

便 にす る為に,以 後低 い圧では速かにそ して

閾値 と思はれ る圧に近づ くに従 つて緩徐 に圧

を上げて求 ある と云ふ方法 を取 る事 とした.

B. 加圧度並に加圧速度 と筋短縮の起 る迄

の時間に関 し:-第2図 に示 した代表実験例

か ら,筋 を圧す る圧力 が大な る程筋肉は加圧

後短時間で短縮 し,又 徐 ろに圧力 を増 した場

合は急に圧力 を増 した場合 よ り一定圧力に達

した後筋肉は短い時間で短縮す る事が伺はれ

る.勿 論此処 の筋短縮迄 の時間(t)に は既述

の如 くボ ンベ内モ ビル油 の粘度に由る時間 の

遅れ も含 まれて居 るがそ の値は0.4秒(高 温)

乃至1.2秒(低 温)程 度であ り,又 一定圧に

達す る迄 の時間が除外 されて居 るが, Sの 場

合 にはその時間は1秒 前後であるか ら加圧値

が大な る程速かに筋肉が短縮する と認定 して

も差 し障 りはないであろ う.田 崎(4)は蟇 の運

動神経纎維に持続10msecの 矩 形 電 撃を作用

させて電圧の作用開始か ら働作流 の発現す る

迄 の時間-潜 伏期-を 測定す ると,電 圧が高

くなる と次第に働作流が早 く現はれ る様 にな

り閾値 電圧 で4～6msecの ものが 閾 値の5倍

の 電 位 に な る と0.12msec (18℃)位 になる

と記載 しているが,圧 刺戟 の場合 も圧強度の

潜伏期 に対す る影響 は著明であつて,蛙 の腓

腹筋を持続圧迫す ると第2図 〔a〕〔b〕のS線

で見 る様に圧が弱い と(〔a〕 370気 圧 〔b〕 300

気圧)15～18秒 位,中 等度では(〔a〕 385気

圧 〔b〕 315気 圧)4～5秒 位,強 い と(〔a〕 400

気圧 〔b〕 330気 圧)加 圧直後筋 の短縮 が認め

られ る.斯 様に刺戟 が張い と潜伏期が短 くな

るのは圧が張い と短縮す る筋纎維数が多い上

に各1本 々々の筋纎維 の短縮力 が張い為の外
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利 用時が短かいか らであろう.

次に 加 圧 速 度 に就 て考 察す る と,第2図

〔a〕及び 〔b〕のL, S線 で気付 く様 に 徐 々

に圧迫 を張めて行 くと急に圧力を上 げ る場 合

に比 べて被加 圧筋肉は同一圧力下では早 く短

縮が現 はれ,又 低 い圧力下で同一潜伏期の短

縮 が起 る.一 言で云へばdi/dtの小 なる方 が有

効 である.此 の事実 は電気刺戟 と相違す ると

ころで圧刺戟では電気刺戟 に見 られるAkko

modationの 機序が無 く,単 に刺戟量の大小が

刺戟効果 の強弱を決す るので もあ らう.

第2図 に示 した様な多 くの曲線か ら次 の様

な実験式が導 かれ る.

p=a+b/t+c

但 しpは 加 へた圧力, tは その圧に達 した

瞬間か ら短縮 の現 はれ る迄 の時間, a, b, cは

常数である.而 して此の実験式はSの 場合は

勿論L線 に も当嵌 まる.之 等の曲線は共 に直

角電流刺戟 の場 合の."強 さ一期間曲線"と 似

た形であるが, Weissに 依つて求め られ た式

i=a+b/tと 本実験式 とを比 べ ると後者 には

時間 の項 に常数が加 はつて居 る点で,電 気刺

戟 の場 合 とは非常 な差異 がある.斯 様な相違

は此処に取扱 つてい るtが 潜伏期に近い もの

であつて,Weiss氏 式に用ひ られ る様 な刺戟

時間を正 し く代表 して居ない事に由る もので

あるか もしれない.依 つ て此 の実験式 の相違

か ら圧刺戟 を電気刺戟 と本質的 に異 るもの と

見傚 してはな るまい.刺 戟時が可成 り長 く潜

伏期 に近い もの らしい事が相像 され る根拠が

有 るが,用 ひた2段 性加圧の前段階 が顧み ら

れて居 らぬ不備 も見遁せ ない.

pを 気圧単位, tを 秒 単位 として第2図 〔a〕

のS, Lに 就 て夫 々常数を求める と,

 

PaS=349+586/t+10.9… …(1)

PaL=353+228/t+5.0… …(2)

同様に第2図 〔b〕の場 合は

PbS=290+180/t+2.6… …(3)

PbL=294+59/t+0 .5… …(4)

とな り基電流に相 当す る圧 を"基 圧"と 名付

け ると基圧 は常数項aで あ り,〔a〕〔b〕共に

S, Lの 差 は4気 圧である. p=aと な る為に

はt値 は非常に大でなけ ればな らぬが実 測値

が20秒 以 内であるか ら,仮 に30秒 を限度 と

考へて(1)～(4)のtに 代 入 する と 〔a〕では

S363・L360;〔b〕 ではS296・L296気 圧 とな

りS, Lの 値が殆 ど全 く等 しい,即 ち基圧は

実測上加圧速度には全 く関係 しない.

UMDと して表は した時間 は筋の短縮が認

め られ るのに必要な最小限のt値 で あるか ら

(1)(2)式 にt=0.4を(3)(4)式 にはt=1.2を

代 入すれば,〔a〕 ではS 402・L 396;〔b〕 で

はS 337・L 329と な り,之 等は と りも直 さず

S, L夫 々の方法 に於け る圧 閾値である.比 較

す ると連かに圧 を高め る場 合の方が 〔a〕は6

〔b〕は8気 圧丈け高 い圧 力を要するが電気刺

戟 の場 合と正反対である. Lの 方法は第1図

に示 した様に,電 気刺戟の場 合の漸増電流 と

は全 く別の ものであるが尚 圧 刺 戟 にAkk0

modation現 象が無 い為で もあ らう.

既 に述べた様 に基圧値 に対 して加圧速度は

目に見 えて影響 しないが,そ れ よ り高い圧例

へば 〔a〕に於け る390気 圧は 基圧 より約30

気圧高いので,基 圧 を越 えて此 の圧 となる迄

に経過 して居 る1秒 内外 の時間中有効な圧が

作用 して居 る筈 であるが,実 際は390気 圧に

達 してか ら時間 を測定 した ものであるか ら測

定時間は理論的に正確 とは云へない.然 し又

その点で誤謬 の少ない筈 の370気 圧 に於 ける

時間を比較する とL, S間 に非常に大な る差

異が見 られ るので, L曲 線は複雑な要素を含

んだ もの と考へねばな らない.従 つて圧閾値

はLに 依る方がSに 依るよりも6及 び8気 圧

低 い事 は偶然ではな く意義 の有 る もの と考へ

られ る.然 しなが ら10気 圧以下 の差異 は実

際に圧閾値を求め る場 合には殆 ど問題 とはな

らないので, A.の 実験成 績同 様圧 を上昇 さ

せ る速度 の如何を問はず得 る圧閾値に変 りは

ない と断定 して誤 りはない.
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Ⅳ　 結 論

1. 圧閾値を求 める場合1分 以 内に閾値圧

迄高め るな らば,速 かに高 めて も,階 段状に

高 めて も,徐 々に高 めて も,そ の値に差異が

現 はれない.即 ち圧閾値 は加圧 速度及び方法

に殆 ど影響 されない.但 し本装置を用ふる場

合には温度が低 くな る程閾値圧近 くか らは特

に緩やかに上昇 させ る必要 がある.

2. 速かに1秒 以 内 に,又 徐 々に12～15

秒を要 して一定圧 に達 して後,筋 が短縮する

迄 の時間を測定する と,同 一圧ではdi/dtの大

な る方が時間が長 く,同 一di/dtで は加 へる圧

が高 い程時間 は短 か く,同 一時間後に短縮を

起 させるにはdi/dtが 小な る程 圧 は 低 くてよ

い.

3. 圧 の高 さ一時間 曲線を画 くと, di/dtの

大小にか ゝは らずp=a+b/t+c式 に当嵌 まる.

此 の実験式か ら,di/dtの 大小は基圧には殆 ど

全 く影響 しないが,圧 閾値はdi/dtの大な る方

が僅かに高 い値に出 る.然 し之 も実 際に閾値,

を求め る場合には誤差 の程 度で しかない.

4. 閾値圧 よ り20～30気 圧 低 い圧 に暫時

筋肉を保つて後急速に圧を下げるな らば,そ

の圧では遙かに長 い経過後で なければ短縮は

起 らないのに,筋 は短縮す る即ち急速に圧を

下げ る事 も亦有効な刺戟 となる.

擱筆するに当り終始御懇篤な御指導と御校閲を賜

つた恩師林教授に衷心から謝意を表する.
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