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Ⅰ. 外聽道内綿栓 の位置による

骨導可聽 閾値の変化

前編 の実験で骨導可聽閾値を調 べると,外

聽道 口を塞 ぐ時,C4以 下の低音では 閾値 の

下降が見 られ,C5,C6の 高 音 では可聽閾値

の変化は外聽道 口を塞 ぐ事 によっ て認め られ

なかつた.し か し,剌 戟音を強 くすれば,外

聽道 口の 閉塞 によ り,C5,C6の 高 音で も音

を大 き く感ず る様であ るので,低 音のみでな

くC5,C6の 高音で も骨導 に外聽道及び中耳

が関与 してい るもの と思われ る.

Schwabach5)及 びWeber 6)は伝音系障碍の

ある時或は外聽道 口を塞 ぐ時,音 の骨導 が良

好になるのは,内 耳 に骨導 によつて伝 えられ

た音 のエネルギ ーが聽小骨,鼓 膜を伝つ て耳

外へ逃れ るのを防 ぐ為であると言 つている.

そ うであれば,外 聽 道 に 綿 栓 を施 す場 合,

綿栓 の位置には無関 係 に2000振 動以下 の低

音では骨導が良好 とならねばな らない.又,

Pohlman並 にKranz1),Bekesy7)等 の説の様

に骨導 の際,外 聽道壁 より振動が外聽道内室

気に伝 えられ,之 が鼓膜,聽 小骨を経 て空気

伝導 と同様 に内耳 に達す るものであれば,外

聽道 に施す綿栓 の値置が骨導聽力た影響する

筈であると思われ る.そ こで外聽道を塞 ぐ綿

栓 の位置を変えて骨導可聽 閾値を比較した.

A. 実験方法

外聽道 口及 び鼓膜に近い所 に綿栓を施 した

時,及 び綿栓 を施 さぬ時 の骨 導 可聽 閾値 を

2-A型 オーディオメーターにて,骨 導子を乳

様突起に当て ゝ検査 した.

B. 実験成績並 に考察 音

第1図 に示す如 く,外 聽道 口に綿栓を施し

た時は,C4以 下 の低音では 綿 栓 をしない時

に比 して,著 明な骨導可聽 閾値 の下降が見ら

れたが,綿 栓を鼓膜 に近 く深 く挿入 した時は

綿栓 を施 さぬ時 と骨導可聽閾値 の差が殆 ど見

られなかった.

この事は,外 聽道 口閉塞 の際,骨 導聽力が

良好 となるのはSchwabach5),Wctber6)等 の説

の如 く,内 耳か ら振動のエネルキーが逃れて

出 るの を 防 ぐ為 で は な く,Pohlman及 び

Kranz1)及 びBekesy7)等 の説 の如 く,骨 導に

際 し,振 動 の一部 は外聽道壁 よ り外聽道内空

気に伝え られ,之 が鼓膜,聽 小骨 を経て内耳
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に達す るもので ある事を示 してい るものと考

えられ る.外 聽道 口を塞 げば,外 聽道内空気

の振動が強められ,強 い振動を内耳 に伝え る

為骨導聽力が良好 となるもの と思われ る.

第1図.　 正常骨道可聽閾値 と,外 聽道 口及び鼓

膜に近 き部 に綿栓 を施 した時の骨導可聽閾値

との差をdbに て示す.図 の上部程閾値の下

降した事 を示す.

●-●　 外聽道 口に綿栓せ る時
×---×　 鼓膜に近 く綿栓せ る時

綿栓を鼓 膜に近 く挿入 した時の骨導可聽 閾

値は,正 常の閾値 と殆 んど差 がなかったが,

此は,外 聽道 口を塞 がない正常時の骨導には

外聽道が余 り関与 していない とい う理 由には

ならない.と 言 うのは,之 等 の綿栓 を施 した

時 と,綿 栓 をせぬ正常時 との気導可聽閾値 を

検べた所,第2図 の如 く,こ の程度の綿栓 に

よつては殆 んど気導聽力は障碍を受 けない様

であったか らで ある.深 く綿栓を施 した時は,

外聽道内空気の振動 は,綿 栓 をせぬ時 と殆 ん

ど変 りな く鼓膜,聽 小骨を経 て内耳え伝 え ら

れ るので骨導可聽閾値 の変化が見 られ なかつ

た もの と思われ る.

第2図.　 外聽道口及び鼓膜に近 く綿栓 を施 した

時と,何 等 の処置 をしない正常時の気導可聽

 閾値を示す.図 の上部程閾値が低 く従つて聽

力の良好 なる事 を示す.綿 栓 によつて殆ん ど

聽力は影響 を受 けていない.○-○ 正常

可聽閾値.●----● 外聽道 口綿栓時閾値.

×-----× 鼓膜に近 く綿栓せ る時の閾値.

Ⅱ, 外聽道内に液体を注入 した時の

骨導聽力に就いて

骨導 に際 し,外 聽道内空気 の振動が影響 し

ているものと思われ るので,外 聽道 に水を注

入 した時 も,骨 導 に際 し,振 動は外聽道壁 よ

り外聽道内の水 に伝 えられ,之 が鼓膜,聽 小

骨に よ り内耳 に伝え られ るで あろ うと考えら

れ る.而 して外聽道内に空気があ る時 よ りも

水 で満た され た時の方が外聽道壁か らの振動

の伝搬が良 く,又 水か ら外の空気への振動 エ

ネルギ ーの逸脱は少い と思われ るので,外 聽

道内に水を満 たせば骨導聽力が良好 とな り,

C4以 上 の高音で も骨導可聽 閾 値 の下降が見

られ るのではあるまいか と思 い 実 験 し て見

た.

A. 実験方法

一側の耳 を上に向けて側臥位を取 り,そ の

側の外聽道 内に水 を満たした時及び少量の水

(約0.5c.c)を 鼓膜に 達す る様 に注 入 した時

の骨導可聽 閾値を,同 側 の乳様突起に2-A

型 オーディオメー ターの骨導 子を当て ゝ検 査

し,外 聽道 内に処置を施 さぬ正常の骨導可聽

閾値 との変移を,外 聽道 口を指 にて塞いだ時

の閾値 の変移 と比較 した.

B. 実験成績並に考察

第3図 に示す如 く,外 聽道 に水を満た した

時 の骨導可聽閾値は,C3以 下 の低音では著明

に下降 し,外 聽道 口を指で塞いだ時 のもの よ

りも更に約5db程 下つている.C4以 上 の高

音では正常 の骨導可聽閾値 と余 り著 明な差が

認め られなかつた.少 量 の水を注入 した場 合

の骨導可聽 閾値 は,C1で ば外 聽 道 口を塞 い

だ時 と同程度 の閾値の下降が見られたが,C2

では既 に閾値 の下 降が 少 くな り,C3以 上 の

振動数 の音では正常 の骨導可聽 閾値 と殆 ど差

が認め られなかった.

尚 ほ,気 導聽力を,外 聽道 に水を満た した

時 と水 を入れぬ時 では2-A型 オーデ ィオ メ
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ーターで検べた成績は第4図 に示す如 く,従

来言われていた と異な り,外 聽道に水 を満 た

した時は低音部 よ りも高音部 に著明な気導可

聽 閾値の上昇が見 られた.

第3図.正 常骨導可聽閾値 と,外 聽道 に水 を注

入した時及び外聽道 口を指にて塞 いだ時の骨

導可聽閾値 との差をdbに て示 す.図 の上部

程閾値の下降せ る事 を表わす.

○-○　 外聽道に水 を満 たした時.

● ………●　外聽道 口を指 にて塞いだ時.

×---×　 外聽道 に少量の水 を入れた時.

第4図.　 正常時及び外聽道内に水 を満 たした時

の気導可聽閾値を示す.水 注入に より低音部

よりも高音部 に著明な閾値の上昇が見 られ る.

○-○　 正常気導可聽閾値.

×----×　 外聽道 に水 を満たした時の気導 可

聽閾値.

一般 に,外 聽道に水を満 たした時 の骨導ば,

外聽道壁か らの振動 が外聽道 内の水に伝わ り

易 く,外 聽道 内に空気があ る時 よ りも,骨 導

聽力が良好 と音な る様である.高 音部 で閾値 の

変化が減 少ず るのは,水 の存在 によ り.鼓 膜

の共振点が低音部に移 行する為高音に対す る

伝導 が悪 くなる為 ではないか と思われ る.

Ⅲ. 考 察

外聽道 口を綿栓で塞いだ時 には,C4以 下

の低音では骨導可聽 閾値 に著 明な下降が見 ら

れたが,鼓 膜 に近 く綿 栓 を 押 し込 ん だ時 に

は,外 聽道 を塞 がぬ正常 の骨導可聽閾値 との

差 が殆 ど認 め られなかつた.こ の成績から,

外聽道 口を塞 ぐ時の骨導聽 力の増 加は,Sch

wabach5)やWeber6)等 の説 の如 く,内 耳に伝

えられ た音のエネルギ ーが聽 小骨,鼓 膜を経

て耳外へ逃れ るのを防 ぐ為ではな く,Bekesy7)

等の説の如 く,骨 導の際,振 動 は外聽道壁 よ

り外聽道 内空気に伝 えられ,そ れが鼓膜,聽

小骨 を経て内耳に達す る伝音経路 もあ り,外

聽道 口を塞 ぐ事に よ り外聽道 内空気の振動が

強 くな る為骨導聽力が増加す るもの と考えら

れ る.綿 栓を鼓 膜に近 く挿入 した場 合には正

常の時の骨導可聽 閾 値 と殆 ど差 が な かった

が,気 導聽力検 査の結果 か ら,こ れ位の綿栓

に よつては殆 ど気導聽力が障碍 を受けていな

いので,鼓 膜に近 い綿栓は,処 置を施 さない

時 と殆 ど大 差がない為に差が見 られなかつた

のであつ て,外 聽道 口を塞 がない時 の骨導に

は外聽導が余 り関与せず骨導 に より直接内耳

に振 動が伝えられ るとい う事にはな らない.

外聽道内に水を満 たした時ば,C3以 下の低

音では,外 聽道 口を指で塞 いだ時 よ りも更に

骨導可聽 閾値 の下降が見 られた.此 は,空 気

の音響 インピーダンスが非常に小さい為,外

聽道 内に空気があ る時は,外 聽道壁 より外聽

道内空気への振動 が極めて悪いが,水 を外聽

道に満 たす 時は インピーダンス整 合により外

聽道壁か ら外聽道内水への音 の伝導が改善さ

れ,又 耳外 の空気中ヘエネルギーが逃がれ る

事が少い為であ ると思わ れ る.C4以 上の高

音では,外 聽道 に水を満 たした時の骨導可聽

閾値 の下降が急激に減少 し,正 常 の場合及び

外聽道 口を塞 いだ時 の骨導可聽 閾値 と認めら

れ る程 の変化がない.之 は前編で述べた如 く

鼓 膜張 筋の影響に よるものか と思われ るが,

又小量の水を外聽 道 内に注 入した時にはC3

の音に対 しても既に骨導可聽閾値 の下降が殆

んど認め難 くなっているので,水 の附着の為

鼓 膜の共振 点が低音部に移行 し,高 音の伝達

が悪 くなる為 ではないか と思われ る.

なお,外 聽道に水 を満 たした時 の気導可聽
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閾値は,正 常気導可聽 閾値 に比 し,低 音部 よ

りも高音部に著 明な上昇が見 られた,2000振

動以上の高音は気導に際 し,鼓 膜,聽 小骨に

余 りょらないで,骨 導に よ り内耳に直接達す

るとの従来 の説 は疑わ しい様であ る.橋 本3)

の実験成績 と共に,音 の空気伝導に際 し,高

音も低音同様,鼓 膜,聽 小骨に より内耳に伝

えられているものと思 われ る.

Ⅵ. 總 括

1) 外聽道 口に綿栓を施す時 は,C4以 下 の

低音では著 明な骨導可聽閾値 の下降 が認め ら

れるが,鼓 膜に近 く綿栓 を挿入 した時 は骨導

可聽閾値 の移動は殆 んど見 られ なかつた.こ

の事は骨導の際,外 聽道壁 よ り外聽道 内空気

に振動が伝 え られ,鼓 膜,聽 小骨 を経 て内耳

に達す る経路 のあ る事を示 してい る.

2) 外聽道 内に水を満 たす時は,骨 導可聽

閾値は一般 に外聽道 口を指 にて塞 いだ時の も

のよりも更に著 明 な 下 降 が見 られたが,C4

以上の高音 では急激に閾値 の下降 が減少 し,

正 常 の骨 導 可 聽閾値 と大差が見 られ なかつ

た,C3以 下 の低音では,外 聽 道 内 に空気が

あ る時 よ りも,水 の存在す る時の方が,振 動

が よ り多 く伝 えられ る為骨導聽力が良好 とな

るが,C4以 上 の高音では,鼓 膜張 筋の影響

と,水 の附着に よる鼓膜の共振点の低音部へ

の移動 の為に,急 激に閾値 の下降が減少す る

ものであろ う.

3) 外聽道内に少量 の水を注入 した場合は,

C2以 下の低音では骨 導可 聽 閾 値の下降が見

られ たが,C3以 上 の高 音 に対 しては閾値 の

移動が殆 んど見 られなかった.氷 の附着に よ

り鼓 膜の共振点が低音部に移行す る為C3の

音で も既 に骨導可聽閾値 の下降 が見 られな く

なるものであろ う.

4) なお,外 聽道に水 を満た した時 は,従

来言われ ていたのと異 な り,低 音部 よ りも高

音部 の気導可聽閾値 の上昇が著 明であった.

この事は,音 の空気伝導の際,2000振 動以上

の高音は骨導 によ り直接内耳へ伝 え られ ると

の従来の説を否定 してい る.


