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Ⅰ．緒

言

研究の目的は，加齢が数種の認知機能検査成績と WAI

Work Ability Index（以下 WAI）は現在の労働能力

（Work Ability Index）で評価された労働能力に及ぼす

を測定し，将来の労働労力の変化を予測する目的で

影響と，認知機能検査の成績および WAI で評価された

1980 年 代 半 ば に フ ィ ン ラ ン ド の FIOH（Finnish

労働能力の関連性について検討することである．対象は

Institute of Occupational Health）にて開発された主観

某製鋼工場の男性従業員 139 名である（平均年齢 48.1 ±

的な質問紙法で，ヨーロッパを中心として広く使用され

16.4 歳 ）．対 象 者 に WAI と 認 知 機 能 検 査 を 施 行 し ，

1）
ている ．WAI で測定された労働能力は，優れた成績

WAI においては 134 名，認知機能検査に関しては 88 名

順 に 「Excellent」次 い で ，「Good」，「Moderate」，

から有効な結果を得た．対象者を 45 歳未満の若年群と

「Poor」と 4 段階評価法を採用している．過去の WAI 報

45 歳以上の中高年齢群に分けて，両群間で WAI の成績

告を観察すると，中高年労働者において年齢が上昇する

を比較したが，WAI 得点は両群間で有意の差が認めら

にしたがって WAI 得点が下がっていく傾向にある

れなかった．しかし，WAI を構成する項目のうち WAI-

また，WAI の評価が低い方向を示す者，即ち WAI にお

2–5）

．

2 と WAI-7 においては中高年齢群が若年群に比べて有意

ける 4 つの評価基準のうち「Poor」，「Moderate」にあ

に高かった．反して，WAI-3 は若年群に比べて中高年

るものは仕事に適応できず，休業補償の適用対象になる

齢群が有意に低かった．両群間で認知機能検査の成績に

7）
可能性が高くなると報告されている ．労働能力は個人

ついても比較した．その結果，作動記憶，トラッキング，

資質と仕事との調和で表現され，仕事を進める上におい

文書比較の各検査成績は中高年齢群が若年者より低下し

て必須の能力である．また労働能力は，「一生を通じて，

ていた．さらに，中高年齢群の対象者において，認知機

個人の資質と仕事の因子によって変化していく動的な過

能検査が良好な者と悪い者の間で WAI-3 の平均値を比

程をあらわす」と定義されている 6）．即ち，健康が損な

較したが，いずれにおいても有意の差を認めなかった．

われたり加齢により身体能力が低下したりすると労働能

この結果より，本研究対象者において身体機能の加齢に

力は低下し，仕事の環境や人間関係が悪化すれば同様に

よる低下と認知機能の加齢による低下とは一致しないこ

労働能力も低下すると考えられている．

とが示された．その理由としては対象者が肉体労働者で
あり，認知機能の重要度が低いためと考えられる．
（産衛誌 2004; 46: 71–77）

労働者の労働能力は，健康（身体的能力や社会的機能，
精神的安定），仕事に関する技能や知識，労働者のモチ
ベーションや労働への態度といった因子を含む労働者自
身の能力（Human resource）によって決定される．ま

キ ー ワ ー ド ： Work Ability Index (WAI), Cognitive

た，労働能力と Human resource の関係に影響を与える

function, Young worker, Middle aged to elderly worker

因子として，労働環境や人間関係（特に仕事上の）が挙
げられる 7）．上記の「健康」の中に含まれる身体的能力
には認知能力も含まれており，認知能力の低下により身
体機能も低下し，ひいては労働能力が低下すると考えら
れる．認知過程は人間が内的環境や外的環境のある事
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物・事象を認識していく過程を指す．感覚器による知覚
と，それを記憶し，知識として蓄え，記憶された事象を
合成して様々な問題を解決したり，物事の理由付けを行
ったり，言語を話したりするといった一連の情報処理を
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行うといわれている 8，9）．そして，この過程の中には記

担ミレニアムプロジェクト「高齢従業員の職務遂行能力

憶・判断・注意など多くの能力が関わっている．

把握手法に関する調査研究」の中で，職務遂行能力把握

Brigman らは加齢に伴って作動記憶に関する能力は低

のために神代らにより開発された「情報化対応職務能力

下すると報告している 10）．Leonards らも加齢により作

診断システム（Work Ability Test）」の中の知的柔軟度

動記憶能力が低下すると報告している

11）

．ま た ，

Kirasic らは加齢により文字，空間，数列の処理に関す
12）

テストが用いられた

16）

．

本研究では，コンピュータプログラム「情報化対応職

．注意に関

務能力診断システム」の中の知的柔軟度テストに含まれ

しては，選択的注意能力，注意の配分に関する能力が加

る，5 つの項目を認知機能検査として採用した．5 つの

る認知機能が低下するとも報告している
齢により低下するとの報告がある

13，14）

．以上より，労

働と密接な関係を有すると考えられるいくつかの認知機

項目と評価に用いた指標は以下のとおりである．
1）作動記憶検査：画面の中に示される 4 桁から 6 桁の

能と WAI で表現されている労働能力は加齢により低下

数字を記憶し，数字が消えた後に指示された数字，

すると考えられる．

例えば逆数等を入力する．出題数は 6 問で，正解数

そこで本研究は，製造工場の現業労働者を対象として，

と平均回答時間（制限時間 10 秒）が算出された．

作動記憶，数列・文字の処理，注意といった代表的な認

2）速度見越し検査：画面上のボールが一定のスピード

知機能に関する数種の認知機能検査成績と，WAI で評

で走り，画面内のトンネルに入る．ある目標点にボ

価された労働能力に加齢が及ぼす影響を検討した．さら

ールが到達した時間を推測する．3 回の施行があり，

に，認知機能検査の成績および WAI で評価された労働
能力の関連性についても検討した．
Ⅱ．方

目標点からの距離の平均が算出された．
3）トラッキング検査：画面上の迷路をマウスのドラッ
グ操作にて通り抜ける．制限時間 100 秒でゴールし

法

たときの課題に要した時間と迷路の壁に衝突した回

1．対象者

数が算出された．

主として鋼板の裁断，梱包，運搬の業務を行う某製鋼

4）文章比較検査：左右に同時に似た文章が提示され，

工場の男性従業員 140 名のうち，年齢が 20 歳から 69 歳

これら 2 つの文章の間で異なっている文字数を入力

の 139 名を対象として WAI を施行し，このうち有効回

させる．10 回の施行があり，正解数と平均回答時間

答の得られた 134 名を解析対象とした．また，WAI を
施行した 134 名に対して認知機能検査を施行し，88 名
から解析可能な検査結果を得た．
WAI の 有 効 回 答 を 得 た 134 名 の 平 均 年 齢 は 48.1 ±
16.4 歳であった．しかし，対象者は 20 歳代から 30 歳代

が算出された．
5）数処理検査：ある法則を持った 4 桁の数値が示され，
5 桁目の数字が伏せられている．5 桁目の数字を推測
して打ち込む．10 回の施行があり，正解数と平均回
答時間が算出された．

前半と 50 歳代から 60 歳代前半の二峰性に分かれてお
り，特に 37 歳〜 44 歳の対象者は存在していなかった．

4．解析

これより，対象者を 45 歳未満の若年労働者群（以下若

対象者の WAI 得点に関しては正規性が認められたの

年群）と 45 歳以上の中高年齢労働者群（以下中高年齢

で，平均値を年齢群間で t 検定により比較検討した．

群）に分けて，これら 2 つの年齢群を比較検討した．対

WAI 各項目に関しては正規性が認められなかったので

象者 134 名中若年群は 44 名，中高年齢群は 90 名であっ

Mann-Whitney 検定にて年齢群間で比較検討した．また，

た．また，認知機能検査を行った 88 名のうち若年群は

認知機能検査に関しても正規性が認められなかったた

38 名，中高年齢群は 50 名であった．

め，9 つの指標に関して年齢群間で Mann-Whitney 検定
により比較検討した．さらに，中高年齢群に関して認知

2．WAI 質問紙法

機能検査の結果が良好であった群（Good group）と劣

本研究では神代らにより改訳された日本語版 WAI を
日本人労働者に適用した

15）

．本研究の対象者に対して，

医師 5 名により個人面談方式（疾患に関する聞き取り調
査）と自己記入方式にて WAI 質問紙法を施行した．
3．認知機能検査
認知機能の測定に関しては，コンピュータプログラム

った群（Poor group）に分類し両群間における WAI-3
の得点を Mann-Whitney 検定にて比較検討した．解析
には SPSS11.0J for Windows を用いた．
Ⅲ．結

果

1．Work Ability Index（WAI）と暦年齢について
WAI を構成する 7 種の項目ごとに，若年群（45 歳未

を用いた検査が施行された．本実験の認知機能検査は，

満）と中高年齢群（45 歳以上）の平均得点を比較する

財団法人高年齢者雇用開発協会が実施した厚生労働省分

と Table 1 の如くである．
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Table 1. The WAI score and the item score of the WAI for the two age groups
Mean score ± SD
Young worker group
n ＝ 44
WAI item

(10)

7.8 ± 1.6

2
3
4
5
6
7
WAI score

(10)
(7)
(6)
(5)
(6)
(4)
(49)

6.2 ± 1.6
6.4 ± 1.1
5.6 ± 0.6
4.4 ± 0.6
6.3 ± 1.4
2.4 ± 0.7
39.3 ± 4.3

: p ＜ 0.01

Total
n ＝ 134

Full score

1

＊＊

Middle aged to elderly
worker group n ＝ 90

8.0 ± 1.4
― ＊＊ ― 7.1 ± 1.8
― ＊＊ ― 5.0 ± 1.3
5.6 ± 0.6
― ＊ ― 4.6 ± 0.8
6.3 ± 1.4
― ＊＊ ― 3.0 ± 0.9
39.7 ± 4.6

8.0 ± 1.5
6.8 ± 1.7
5.5 ± 1.4
5.6 ± 0.6
4.5 ± 0.7
6.3 ± 1.4
2.8 ± 0.9
39.5 ± 4.5

＊

: p ＜ 0.05

WAI-2（仕事の精神的，肉体的要求に対してどの程度
応じられているか）は，若年群に比して中高年齢群の得
点が有意に高かった（p ＜ 0.01）．WAI-3（現在診断さ
れている疾患数）の得点においては，中高年齢群に比べ
て若年群が有意に高かった（p ＜ 0.01）．WAI-5（過去 1
年間の病欠数）の得点においては，若年群に比べて中高
年齢群が有意に高かった（p ＜ 0.05）．WAI-7（精神的
資源）においては，中高年齢群が若年群に比して有意に
高得点を示した（p ＜ 0.01）．また，WAI-2 と WAI-7 の
得点を，中高年齢群のうち 60 歳未満の者と 60 歳以上の
Fig. 1. The respective ratios of work ability

間で比較したところ，WAI-2 では両者に有意の差を認
めなかったが，WAI-7 の得点は 45 歳以上 60 歳未満の者
に比べて 60 歳以上が有意に高かった（p ＜ 0.01）．若年

0.01）．速度見越し検査においては，両群間で目標点ま

群と中高年齢群の WAI 総得点を観察すると，前者が

での距離に有意の差は認められなかった．トラッキング

39.3 点で，後者は 39.7 点を示し，両群間に有意差は認め

検査に関しては，課題に要した時間値は中高年齢群に比

られなかった．また，これらの得点はいずれも，WAI

べて若年群が有意に小さかった（p ＜ 0.01）．しかし，

からみた労働能力の評価基準では「Good」の範囲にあ

衝突回数値は両群間で有意の差が認められなかった．文

った．WAI の評価基準「Poor」，
「Moderate」，
「Good」
，

章比較検査に関しては，中高年齢群に比べて若年群にお

「Excellent」の人数の割合を各年齢群において図示した

いて正答数が有意に多く（p ＜ 0.01），回答時間平均値

（Fig. 1）．両群とも「Good」と判定された者が最も多か

は有意に小さかった（p ＜ 0.01）．数処理検査において

った．労働能力が比較的高いと評価される「Excellent」

は，
正解数には両群間に有意の差が認められなかったが，

と「Good」の範囲の得点を獲得した者の割合は両群と

平均回答時間値においては中高年齢群に比べて若年群が

も ほ ぼ 同 様 で あ っ た （中 高 年 齢 群 ： 81.2 ％ ，若 年 群

有意に小さかった（p ＜ 0.01）．本研究で採用した認知

81.8 ％）．同様にして労働能力が比較的低いと評価され

機能検査結果を概観すると，中高年齢群に比べて若年群

る「Poor」と「Moderate」の成績を示した者を観察す

の認知機能検査結果が良好であった．特に課題をこなす

ると，
「Poor」と判定された者は中高年齢群の 1 名のみ

スピードにおいて，有意な差が認められることが多かっ

であった．一方「Moderate」と判定された者は両群と

た．

も 20 ％弱でほぼ同率であった．
3．Work Ability Index と認知機能検査
2．認知機能検査

認知機能検査の成績とおよび WAI で評価された労働

若年群と中高年齢群それぞれの認知機能検査結果を示

能力の関連性は Table 3 に示した．横軸は各認知機能検

すと Table 2 の如くである．作動記憶検査に関しては，

査の項目の中で加齢により成績が悪化した 6 項目が示さ

中高年齢群に比べて若年群において正答数が有意に多く

れている．縦軸では 6 項目それぞれの成績を，平均値を

（p ＜ 0.01），平均回答時間値は有意に小さかった（p ＜

基準にして「Good」と「Poor」の群に分けた．表中の

産衛誌 46 巻，2004

74

Table 2. The scores for nine items in the cognitive function test
Mean score ± SD
Young worker group
n ＝ 44
Test

Middle aged to elderly
worker group n ＝ 90

Total
n ＝ 134

Item

Working Memory

Correct answers

〔 Time

Total of 6

5.1 ± 0.9

(s)

5.5 ± 1.0

― ＊＊ ― 3.4 ± 1.9
― ＊＊ ― 7.4 ± 1.8

4.1 ± 1.7
6.6 ± 1.7

Position Anticipation

Distance

(dot)

22.9 ± 23.0

32.6 ± 34.0

28.4 ± 30.0

Tracking

Time

(s)

40.2 ± 16.0 ― ＊＊ ― 65.3 ± 24.0
23.1 ± 19.7
23.7 ± 14.1

54.2 ± 24.2

〔 Number of collisions

Sentence-To-Sentence
Comparison

Correct answers

Calculation

Correct answers

〔 Time
〔 Time

Total of 10

8.2 ± 1.3

(s)

3.9 ± 0.9

Total of 10
(s)

23.4 ± 16.7

― ＊＊ ― 7.2 ± 1.9
― ＊＊ ― 5.3 ± 1.0

7.6 ± 1.7

6.3 ± 1.9

5.6 ± 2.4

5.9 ± 2.2

6.0 ± 1.3

― ＊＊ ― 7.0 ± 1.4

6.6 ± 1.4

4.7 ± 1.2

＊＊

: p ＜ 0.01
Table 3. WAI-3 score according to cognitive function test
Evaluation in cognitive function test
Cognitive function test

Item

Good group

Poor group

Working Memory

Correct answer
Time

4.7
4.3

5.1
5.6

Tracking

Time

4.8

5.1

Sentence-To-Sentence
Comparison

Correct answer
Time

4.7
4.7

5.1
5.1

Calculation

Time

4.9

4.9

― ＊＊ ―

＊＊

: p ＜ 0.01

数字は，上記の「Good」と「Poor」各群における WAI-

に「Good」の範囲にあり，かつ両群間の得点に有意の

3 の平均値を示している．さらに両群間で WAI-3 の平均

差が認めなかった．しかし，WAI を構成する各項目を

値を比較検討した．認知機能検査では中高年齢群に大き

観察すると WAI-2（精神的，肉体的にどのくらい仕事

なばらつきが認められたことより，中高年齢群の認知機

の要求に応じられているか）および WAI-7（精神的資

能が低い者が WAI-3 の得点も低いかを検討するために，

源）に関しては，中高年齢群が若年群に比べて良い成績

中高年齢群についてこの検討を行った．その結果，作動

を示した．一方，WAI-3（現在診断されている疾患数）

記憶検査の回答時間において「Good」の群に比べて

は若年群が中高年齢群に比べて良い成績を示した．以上

「Poor」の群が WAI-3 平均値は有意に高かった （p ＜

の成績から WAI 総合得点を見る限り，両群間に差は認

0.01）．作動記憶の回答時間が長いものほど診断を受け

められなかった．WAI-3 は現在診断されている疾患数

ている疾患数が少ない結果となった．しかし，その他の

が問われており，この質問は過去から現在に至る健康状

検討を行った認知機能検査項目である作動記憶検査の正

態を探っている．今回の結果から，WAI の各項目の結

答数，トラッキング検査の時間，文章比較検査の正答数

果が相殺されて，全体的には WAI により評価された労

と回答時間，数処理検査の回答時間については「Good」

働能力は両群間で有意な差を認めなかったと考えられ

群と「Poor」群間で WAI-3 の値に有意の差を認めなか

る．

った．
Ⅳ．考

本研究で対象とした職場は主に身体的負荷の要求度が
察

1．Work Ability Index と暦年齢について

高い作業を主体としている．Tuomi は，50 歳の肉体労
働（建設業，警備員）に就いている男性における WAI
得点は 33 〜 35 点程度であり，また身体精神混合労働

本研究対象集団から得られた WAI 得点を用いて，若

（機械操作者，看護業務など）においては 34 〜 37 点程

年群および中高年齢群それぞれを評価すると，両群とも

1）
度であったと報告している ．彼らの結果と比べると本

鈴木ほか： Work Ability Index と認知機能検査の比較検討

研究の中高年齢群における WAI 得点の成績は顕著に良
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3．Work Ability Index と認知機能検査

好であったといえる．本研究の中高年齢者群において

本研究対象者においては中高年齢群における WAI-3

WAI-2 と WAI-7 が高かった理由として次の 2 つが考え

の結果が悪化していた．すなわち中高年齢群では疾患数

られる．1 つは，本研究の対象職場が 60 歳定年制を採

が増加していた．その中でも中高年齢者においては生活

っており，その後再雇用契約を結ぶのでその時点で仕事

習慣病と腰痛の割合が若年者に比べて増加していること

への適応の良い者，仕事へのモチベーションの高い者が

が観察された．加齢による身体機能の低下が疾患の発生，

選択的に再雇用されるという Healthy Worker Effect が

ひいては疾患による休業の原因になり，これにより労働

働いていたと考えられる．本研究の対象職場では 60 歳

能力が低下すると報告されている

以上の再雇用者は対象者 134 名中 42 名（31.3 ％）であ

中高年齢群は若年群に比べて疾患数が多く，身体機能が

った．2 つ目は，60 歳以降の労働者は月平均 14 日勤務

若年者より低下していると考えられる．

18）

．本研究対象者の

で 60 歳未満の労働者の月平均 20 日より少なく，ゆとり

一方，認知機能検査の中の作動記憶検査，文章比較検

を持って仕事を遂行している結果と考えられる．過去の

査，トラッキング検査に関して，若年群では成績は全体

研究において，労働環境やライフサイクルの変化が

的に良好でばらつきは小さかった．しかし，中高年齢群

WAI に影響を与えるとの報告があり 5），今回の対象者

では若年群に比べて認知機能検査の成績が低下している

のうち，WAI-7（精神的資源）の得点が 60 歳以上の従

ものが多く，その度合いも若干の低下から大幅な低下ま

業員において高かった結果はこの報告と一致している．

で様々であったが，少数若年群と同程度の成績の者も存

本研究と同じ対象者について行ったアンケート調査の結

在した．全体としては中高年齢群の認知機能検査成績は

果，対象者のうち中高年齢労働者では職務満足感が高く，

若年群に比して低くなった．

このことも WAI-2 や WAI-7 に影響を与えたと考えられ
る 17）．

上記の認知機能検査が劣っていた者について，主観的
な検査で測定された身体機能の低下即ち WAI から得ら
れた結果との一致性について検討した（Table 3）
．認知

2．認知機能検査

機能検査の結果がよかった者，劣っていた者それぞれに

本研究において測定された認知過程に関わる記憶・注

ついて WAI-3 の得点を比較した．その結果，全体的に

意・判断の各能力に関する 9 つの指標のうち，6 つの指

認知機能検査の優れている者は健康状態が悪い結果を示

標（作動記憶検査の正解数と回答時間，トラッキング検

した．中でも作動記憶検査の回答時間平均値においては，

査の経過時間，文章比較検査の正解数と回答時間，数処

検査結果が優れている者が有意に WAI-3 の得点が低か

理検査の回答時間）において若年群に比べて中高年齢群

った．その 1 つの原因として中高年齢群では健康状態が

が有意の低下を示した．この成績は加齢により作動記憶

悪くてさらに認知機能の悪い者は，認知機能検査を受け

10，11）

と一致している．同様

ず Healthy Worker Effect が起こったことが考えられ

にして言語や数値処理に関する情報処理スピードも加齢

る．中高年齢群は全体的にコンピュータ作業に慣れてい

能力が低下するという報告

12）

，本結果におい

なかったために，認知機能検査解析可能者の割合が低か

ても文章比較や数値処理等における，情報処理スピード

った．特に認知機能の低いものは検査を敬遠して受けな

の低下が中高年齢群において認められた．一般的に加齢

かったので，結果に影響を与えたと考えられる．全体と

により注意力は低下すると報告されている 13）．しかし，

しては本研究で測定された認知機能と労働能力に含まれ

本研究で採用した注意に関連するトラッキング検査は，

る因子の健康状態はそれぞれ加齢により低下したが，両

中高年齢群における処理能力の低下という加齢の影響以

者間にて有意の関連性が認められなかった．その理由と

外に，コンピュータ操作の影響が考えられる．すなわち，

しては，WAI-3 では主に生活習慣病について訊かれて

マウス操作の巧拙による影響で経過時間が若年群より長

おり，精神作業に関する機能が問われていないので認知

くなったことも考えられる．

機能と関連しなかったと考えられる．認知機能はコンピ

により低下すると報告されているが

今回の認知機能検査で得られた各指標の標準偏差値を

ュータ作業等，今日の精神的作業を遂行する上で重要な

若年群と中高年齢群で比較すると，作動記憶検査の正解

機能であり，その低下は職務能力の低下を意味している

数と回答時間，トラッキング検査の経過時間，文章比較

が

検査の正解数においては中高年齢群の標準偏差値が若年

労働者）に必要とされる能力として認知機能の重要度は

群の標準偏差値より大きい値になっている．即ち，これ

低かったとも考えられる．今後，本研究で行った認知機

らの能力に関しては全ての中高年齢者が年齢の上昇によ

能検査を VDT 作業などの精神的作業従事者を対象とし

り一律に低下するのではなく，年齢の上昇に従って個人

て施行し，WAI で測定される労働能力との関連性を調

間の能力差が大きくなるために全体として加齢に従って

べる必要がある．WAI と身体機能に関しては，WAI で

能力が低下したと評価されるものと考えられる．

測定される労働能力と physical function との関係を指摘

14）

，今回の対象者である工場労働者（主として肉体
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した報告がある 18–23）．それらによると physical function の低下により WAI で測定される労働能力も低下す
ると報告されているが，WAI と認知機能などの精神運
動機能との関連性を指摘した研究は見られない．本研究
では，WAI は認知機能の変化を反映しないという結果
が示唆されたが，コンピュータ労働に代表される精神−
運動系の作業では認知機能の測定も労働能力評価の 1 つ
として入れられるべきと考えられる．
Ⅴ．結

論

工場労働者に対して WAI 質問紙法と，認知機能検査
を行い，45 歳未満の若年群と 45 歳以上の中高年齢群に
ついて比較検討し，以下の結果を得た．
1）WAI 得点に関しては両群間で有意の差が認められな
かった．しかし，WAI を構成する WAI-2 と WAI-7
においては中高年齢群が若年群に比べて有意に高か
った．反して，WAI-3 は若年群に比べて中高年齢群
が有意に低かった．この結果より，両群間の WAI
項目における有意差が WAI 総得点では相殺され，
WAI で評価される労働能力は両群間で差が認められ
なかったと考えられる．
2）認知機能検査の結果より，作動記憶，トラッキング，
文書比較の各検査成績は中高年齢群が若年者より低
下していた．加齢によっても認知機能が比較的保た
れる者もいるが，全体としては認知機能が低下した
と考えられる．
3）中高年齢群において，認知機能検査が良好な者と悪
い者の間で WAI-3 の平均値を比較したが，有意の差
を認めなかった．この結果より，本研究対象者にお
いて身体機能の加齢による低下と認知機能の加齢に
よる低下とは一致しないことが示された．その理由
としては対象者が肉体労働者であり，認知機能の重
要度が低いためと考えられる．
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the
effect of aging with regard to scores for certain cognitive
function tests and WAI (Work Ability Index), and to
examine the relationship between cognitive function test
scores and work ability as measured by WAI. The subjects were 139 male employees of a factory producing
steel plate, and their average age was 48.1 yr (SD 16.4).
The WAI and cognitive function tests were conducted and
valid scores were obtained from 134 subjects as to WAI,
and from 88 subjects as to cognitive function tests. The
subjects were divided into two groups: young workers
(under 45 yr) and middle-aged to elderly workers (45 yr
and over). The WAI scores of the two groups were compared, but no significant differences were observed.
Nevertheless, for two WAI items, WAI-2 and WAI-7, the
scores of the middle-aged to elderly worker group were
significantly higher than those of the young worker group.
In contrast, the scores for WAI-3 of the middle-aged to

elderly group were significantly lower than those of the
young worker group. The cognitive function test scores
for the two groups were also compared. The scores for
Working Memory test, Tracking test, and Sentence-tosentence Comparison test of the middle-aged to elderly
worker group were significantly lower than those of the
younger group. Moreover, for the middle-aged to elderly
worker group, the average WAI-3 scores for those with
good cognitive function test results and those with poor
cognitive function test results were compared, but there
were no significant differences. This result shows that
deterioration of physical function caused by aging is not
related to deterioration of cognitive function caused by
aging in the subjects of this study. The reason for this
may be that the subjects are blue-collar workers, and thus
cognitive functions are less important for their work.
(San Ei Shi 2004; 46: 71–77)

