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巻　頭　言

スマホ依存症（インターネット依存症）
梶田　雅義
（梶田眼科）

今日の日本のインターネットの基となったのは 1984 年に東京大学，東京工業大学，慶應義塾大学が実験的にコン

ピュータを結んだ JUNET であったといわれている。やがて多くの大学や企業の研究機関がこの JUNET に参加し，

ネットワークとして広がっていった。1988 年には，コンピュータによるインターネットの研究開発のため，産学共同

の研究プロジェクトが発足し，日本で初めて IP 接続によってインターネットの利用が可能になった。21 世紀に入る

と政府の政策が後押しとなり，月額数千円程度で常時接続が可能なブロードバンド接続サービスの提供が展開され，

著しい普及を遂げている。

インターネット依存症とは，日常生活に干渉を及ぼす程度のインターネットへ過剰に依存した状態を指す。1994

年ころからゲッツバーグ大学臨床心理学者 Kimberly S. Young によって，インターネットの利用が及ぼす影響につ

いて，「精神障害の診断と分類のための手引き（DSM-IV）」を基に精神疾患にあたるかの調査が行われていた。イ

ンターネット依存症はこれらの研究結果から名称された行動的依存症である。2008 年アメリカ医療情報学会は「イ

ンターネットおよびビデオゲーム中毒」を分類に入れ，正式な診断名とすることを推奨した。「VDT （visual display 

terminal） 症候群の眼症状」が「テクノストレス眼症」，更に「IT （Information Technology）眼症」へと変遷したよう

に，「インターネット依存症」は巷では「スマホ依存症」と呼ばれるようになってきている。

我が国では，厚生労働省が 2012 年 10 月～2013 年 3 月の間に全国の中学，高校計 264 校を対象に調査を実施し，中

学生約 3 万 9 千人，高校生約 6 万 2 千人から回答を得た結果では，インターネットへの依存性が極めて高く，「病的使

用」とされた中高生が 8.1％に上っていた。中高生のインターネット依存に関する全国調査は初めてで，同省の研究班

は病的使用状態にある中高生を約 51 万 8 千人と推計している。調査によると，インターネットにのめり込み生活に支

障を来す中高生も多く，依存性の高い約 6 割が「十分な睡眠がとれていない」と回答し，「夜間に目が覚める」などの

睡眠障害を訴える生徒も多く，「午前中は調子が悪い」などの声も目立ったという。

IT 機器の普及によって，視覚情報は急速に増加し，人々の暮らしは一見豊かになったかのように思われるが，視機

能に与える影響のみではなく，全身状態とりわけ精神状態に与える影響も社会的に大きな問題に発展しつつある。新

しい技術を展開させるのは楽しく華やかであるかもしれないが，それによって生じる副産物を適切に処理するために

は，必ずしも容易ではない地道な努力が伴うことをあらかじめ考えておく必要があるのではないだろうか。
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1.  は じ め に

光コヒーレンストモグラフィ（optical coherence 

tomography 以下 OCT）の登場により，眼底網膜組織
の断層構造を高精細に観察することが可能となった。
これにより，OCT は眼底診断の強力なツールの一つ
となっている。更に，フーリエドメイン OCT の登場
により，高速イメージングや三次元計測が可能となっ
てきた。

近年，このようななか，OCT による血管造影法の
研究開発が進んでいる。これは血流による変位と光の
相互作用を利用することで血管をコントラストするも
ので，従来の蛍光眼底造影検査のように蛍光色素の静

脈注射を必要としない。本稿では，この手法について
の総説を行う。

2.  フーリエドメイン OCTによる血流検出

フーリエドメイン OCT が登場する以前のタイムド
メイン OCT においても，ドプラ効果を用いて血流を
検出する試みはなされていたが，撮影速度の限界によ
り三次元イメージングが困難であり，散乱光の電場の
情報を得るために追加のデバイスが必要であった。

フーリエドメイン OCT，とくにスペクトラルドメ
イン OCT と呼ばれる分光器を用いた装置では，タイ
ムドメイン OCT のように追加の機器は必要ない。

フーリエドメイン OCT は組織のなかのどの深さで

別刷請求先：305⊖₈₅₇₃　つくば市天王台 1⊖1⊖1　筑波大学数理物質科学研究科　電子・物理工学専攻　巻田修一
（2013 年 7 月 23 日受理）
Reprint requests to: Shuichi Makita　Institute of Applied Physics, Univ of Tsukuba
1⊖1⊖1 Tennodai, Tsukuba 305⊖8573, Japan
(Received and accepted July 23, 2013)

総　　説

光コヒーレンストモグラフィによる血管造影
巻 田 修 一
計算光学グループ 筑波大学

Angiography by Optical Coherence Tomography
Shuichi Makita

Institute of Applied Physics, University of Tsukuba

フーリエドメイン光コヒーレンストモグラフィ（OCT）による血管造影は蛍光色素を必要とせず，三次元
の眼底微小血管網の観察が可能である。この方法では，血流によるフーリエドメイン OCT信号の変化を検出
し，血管とそのほかの組織の識別を行う。ここでは様々な血流の検出方法についての解説を行った後，OCT

による血管造影の特徴と研究開発の動向について，実際のヒト眼底血管の撮影例を示しつつ述べる。最後に
臨床への応用に向けた取り組みについて紹介する。 （視覚の科学　34: 75－79，2013）

キーワード：光コーヒーレンストモグラフィ，眼底血管造影，モーション検出，毛細血管系，血管性疾患

Fundus angiography using Fourier-domain optical coherence tomography （FD-OCT） visualizes 
three-dimensional fundus microvasculature without fluorescence dyes.  This method employs blood 
flow-induced change in the FD-OCT signal, to distinguish vessels from static tissues.  Several methods 
for detecting blood flow using FD-OCT are reviewed; features of angiography by OCT and the current 
status of its development are also explained.  Examples of fundus microvasculature imaging results are 
shown, and clinical application trials in ophthalmology are introduced. (Jpn J Vis Sci  34: 75-79, 2013)

Key Words :  Optical coherence tomography,  Fundus angiography,  Motion detection,  Microvasculature,  

Vascular disease
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どの程度光を散乱する組織構造が存在するかを，その
部位から散乱された散乱光を検出することで画像化す
る。このとき，血流により赤血球などの散乱粒子が移
動すると，ドプラ効果により光の周波数が変化する。
この周波数のシフト分，血流のある場所で検出される
フーリエドメイン OCT の信号は時間変調を受けるこ
とになる。一般的な OCT の場合の光と計測対象の概
略図を図 1 に示す。光が移動する物体に散乱されて
生じる光周波数のドプラシフトΔf は次のようにあら
わされる。

ここで ni, ns は入射光，散乱光の向きをあらわす単
位ベクトル，v は対象の速度ベクトル，λ0 は OCT で
使用する光源の中心波長，n は組織の屈折率である。

このドプラ効果による散乱光への影響を観察する
様々な方法が用いられている。それぞれ以下のように
分類することが可能である。
1 ）奥行き血流速度計測
OCT の場合，入射光と散乱光の向きは正反対とな

るため，正味のドプラシフトは とあ
らわすことができ，奥行き方向の血流速度成分を反映
する。ここで，〈〉は期待値をあらわす。これを検出
しているのが位相分解ドプラ OCT（phase-resolved 

Doppler OCT 以下 PRD-OCT）1−4） や joint spectral and 

time domain OCT（以下 STdOCT）5 , 6）である。PRD-

OCT ではフーリエドメイン OCT 信号の位相の時間
変化から変調周波数，つまり正味のドプラシフト量を
計算する。Makita ら1） はこの PRD-OCT を用いて初

めて眼底血管網の画像化を行った （optical coherence 

angiography 以下 OCA）。また，STdOCT では OCT

信号のスペクトル解析を行い，ドプラスペクトルが極
大の位置よりドプラ周波数シフトを求める。

これらの方法を用いると，奥行き方向のみであるが
血流速度の定量化と流れ方向の検出が可能なため，血
流の定量計測の際にも用いられている7 −10）。
2 ）OCT信号の分離
ドプラシフトを利用して，動きのある組織とない

組織を区別することが可能となる。Optical micro-

angiography （OMAG）11−13）がこの方法にあたる。ド
プラシフトにより時間変調が起こっている信号のみを
周波数フィルタリングにより抽出することで，流れて
いる血液からの OCT 信号のみを取り出して表示す
る。そのため，得られる画像の強度は血流速度とは無
関係である。超音波エコーのパワードプラ法に類似す
る手法である。
3 ）定性的血流検出
図 1 が示すように，入射光はビームのサイズを小

さくして横分解能を高めるために集光しており，様々
な入射角の光が存在する。また，組織によって散乱さ
れた散乱光の角度もある分布を示す。そのため，ド
プラシフトにはバラツキが存在している。その上，
OCT の分解能内に存在する散乱粒子の速度と方向が
揃っていない場合，更にドプラシフトのバラツキが大
きくなる。そして，このバラツキは血流速度の大きさ
に依存する。このドプラシフトのバラツキが，OCT

信号の時間による変動を起こす。これを検出する手法
が位相シフト分散法（phase variance 以下 PV）14）や
ドプラ分散法（Doppler variance 以下 DV）15）である。
PV 法では OCT 信号の位相シフトの時間による変動
を，その分散から求める。これはドプラシフトのバラ
ツキに比例する。DV 法では OCT 信号の時間相関係
数からこれを推定する。

そのほか，OCT 信号の強度のみを用いた血流の検出
も可能である16−18）。ドプラシフトのバラツキや，照明
される血球が血流により入れ替わってしまうことによ
り OCT 信号自体が揺らいでしまうためと考えられる。

これら様々な血流検出方法を用いて血管をコントラ
ストすることにより，三次元の眼底血管網を描画す
る。

3.  OCTによる血管造影の特徴と開発動向

血流によるコントラストを画像化するため，蛍光眼
図 1　 Optical coherence tomography（OCT）検出光と組織

の関係図
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底造影と異なり渗出や出血など動きがないものを検出
することはできない。血管のコントラストは上記に示
した検出方法によって様々である。ただ，一般的にい
えるのは血流検出にかける時間を長くするほど血流の
検出感度は向上する。これは，遅い血流速度でも，時
間が経てば経つほどそれによる信号の変化が大きくな
るためである。そのため，画像取得時間を短く保ちつ
つ血流検出にかける時間を長くするために，同時に二
つの OCT 信号を検出する方法3 ,  4 , 19）や，検出光の走
査方法の改良6 , 13, 20）などが行われている。

OCT と同等の高い空間分解能が得られるため，上
述の血流検出感度が十分で画像の解像度が高けれ
ば，網膜の毛細血管網を可視化することが可能であ
る3 , 6, 13, 20−22）。また，断層画像が得られるため，血管

の三次元構造の表示，網膜と脈絡膜血管網の分離や，
層状の網膜毛細血管網を分解することなどが可能であ
る （図 2,  3）。

問題となるのは画像取得速度と視野角である。上述
のどの方法を用いても，血流による時間変化を測定す
るため，同じ場所で複数回の計測を余儀なくされる。
そのため，OCT の三次元イメージング以上のデータ
数が必要となり，その分撮影時間は長くなる。唯一，
複数のプローブを用いた方法ではこれを回避すること
が可能である3 , 4, 19）。また，上述の毛細血管の撮影を
行うとすると，画像の解像度を上げるために更にデー
タ数が必要となってしまうため，現実的な撮影時間内
での撮影範囲は 2～3×2～3 mm の範囲となってい
る。これに対しては眼球運動のトラッキング23）や画
像処理を用いた眼球運動補償24）により，複数の異な
る位置の画像からモザイク画像を作製するなどの開発
が行われている。また，OCT 自体を高速化25, 26）する
ことで，広視野角のイメージング17）を行うことも可
能になると思われる。

4.  臨床応用に向けた取り組み

現在，臨床への応用に向けた取り組みが行われ始め
ている。2013 年 ARVO において Oregon 健康科学大
学の Prof. Huang のグループや，Poland のコペルニ
クス大学の Prof. Wojtkowski らのグループが眼底疾
患の血管網観察について発表を行った。我々の研究
チームにおいても眼底疾患の撮影を行い，検証を進
めている 27, 28）。

最新の高侵達 OCT 29）を使用した高感度 OCA によ
る眼底異常血管の撮影検証を進めている。図 4 は脈
絡膜新生血管（以下 CNV）を伴った加齢黄斑変性 

（AMD）の撮影結果である。被験眼は 62 歳，男性の
左眼で，フルオレセイン蛍光眼底造影（FA）後期に
おいて黄斑部に蛍光漏出を認める（図 4b，矢印）。イ

図 2 網膜毛細血管の撮影結果
  （a）：黄斑部の OCT 画像，（b）：視神経線維，神経節細胞層，（c）：内網状層か

ら内顆粒層，（d）：内顆粒層から外網状層。文献 3）より引用

図 3  視神経乳頭周囲の血管網イメージング結果
  （a, c）：視神経線維層の表層部（内境界膜から厚さお

よそ 62μm）。放射状乳頭周囲毛細血管が観察でき
る。（b, d）：内網状層から外顆粒層。それぞれ視神経
乳頭の （a, b） 上方 （c, d） 下方。文献 22）より引用
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ンドシアニングリーン蛍光眼底造影（以下 ICGA）
（図 4c）では，過蛍光としてあらわれる CNV 周囲に
dark rim があらわれている。高感度 OCA（図 4e）に
より，ICGA（図 4c）で観察されるほぼすべての網膜
と脈絡膜血管がより高いコントラストで描画されてい
る。とくに CNV の異常血管網がよく観察されてい
る。

今後，様々な研究グループで症例数が積み重ねられ
ていくことにより，更なる技術的改良と応用方法の開
発が進んでいくものと期待される。

5.  ま と め

本稿では OCT による眼底血管造影法の原理や特徴
の解説を行い，最近の技術開発の動向，臨床応用に向
けた取り組みなどを紹介した。この分野の研究速度は
非常に速く，OCT の高速化，撮影プロトコルの改良，
画像処理技術の向上により，近い将来のうちに臨床眼
科において広まっていくものと考えられる。
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広角測定可能な超音波生体顕微鏡VU-MAX-Ⅱを用いた
調節時の前眼部および水晶体変化の測定
片 岡 嵩 博1），村田あずさ1），井藤麻由香1），磯 谷 尚 輝1），洞 井 里 絵1），横 山 　 翔2），

小 島 隆 司1），吉 田 陽 子1），中 村 友 昭1），市 川 一 夫2）

1）名古屋アイクリニック，2）社会保険中京病院

Evaluation of Anterior Ocular Segment and Crystalline 
Lenschanges during Accommodation, Using High-Frequency 
Ultrasound Biomicroscopy
Takahiro Kataoka1), Azusa Murata1), Mayuka Ito1), Naoki Isogai1), Rie Horai1), Sho Yokoyama2), 
Takashi Kojima1), Yoko Yoshida1), Tomoaki Nakamura1), Kazuo Ichikawa2) 
1) Nagoya Eye Clinic
2) Social Insurance Chukyo Hospital

目的：調節による毛様溝間距離および水晶体の変化などを超音波生体顕微鏡（UBM）を用いて測定する。
方法：屈折異常以外に眼疾患のない 11名 11眼（27.7±3.1歳，22～33歳）の左眼（非観察眼）に遠見矯

正ソフトコンタクトレンズを装用し，仰臥位にて 1.9m上方の天井に設置した視標を固視させた。この状態を
「非調節時」，左眼に数種類の凹レンズを負荷して固視した状態を「調節時」とし，各状態での右眼の前眼部の
変化を，広角走査により前眼部全体を撮影可能なUBM （VU-MAX-Ⅱ） を用いて観察，各項目の解析を行った。
結果：非調節時と比べて最大負荷の－6D負荷時では平均毛様溝間距離は 0.17±0.12mm小さくなり，水
晶体厚は 0.27±0.1mm厚くなった。前房深度は 0.17±0.06mm短くなった。水晶体中心部の前面曲率半径
は 2.28±0.98mm小さくなり，後面曲率半径も 1.23±0.66mm小さくなった。各項目で有意な差を認めた。
結論：広角測定が可能な UBMにより毛様溝間距離および水晶体などの変化量が測定できた。
 （視覚の科学　34: 80－85，2013）

キーワード：調節，超音波生体顕微鏡，水晶体厚，前房深度，毛様溝間距離

Purpose: To evaluate changes in ciliary sulcus-to-sulcus diameter and crystalline lens 
measurements during accommodation, using ultrasound biomicroscopy （UBM）．

Methods: Enrolled in this study were 11 eyes of 11 subjects, age 22 to 33 （27.7±3.1） years, who 
had no history of ocular disease, except for refractive error.  The patient＇s left eye was corrected to 
emmetropia with a soft contact lens.  UBM examination was performed in the supine position with 
fixation target placed on the ceiling, 1.9m above.  Accommodation was stimulated with the addition of 
minus lens on the left eye; changes in the anterior segment of the right eye were recorded by the UBM 
with wide scanning field （VU-MAX-Ⅱ）．

Results: We confirmed significant changes in all parameters before and after accommodative 
stimulation.  Mean change with －6D lens addition was －0.17±0.12mm （sulcus-to-sulcus）, 0.27±
0.1mm （lens thickness）, －0.17±0.06mm （anterior chamber depth）, 2.28±0.98mm （anterior curvature 
of crystalline lens） and －1.23±0.66mm （posterior curvature of crystalline lens）．

Conclusions: Changes in anterior segment and crystalline lens during accommodation were 
successfully measured by UBM with wide scanning field. (Jpn J Vis Sci  34: 80-85, 2013)

Key Words :  Accommodation, Ultrasound biomicroscopy, Lens thickness, Anterior chamber depth,              
Ciliary sulcus-to-sulcus
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1.  緒　　　言

調節に伴う前眼部および水晶体の変化に関する過
去の報告 1−3）には magnetic resonance imaging（以
下 MRI）や AC Master™（Carl Zeiss Meditec 社）な
どの光学式測定器，超音波生体顕微鏡（ultrasound 

biomicroscopy 以下 UBM）を用いたものがある。し
かし，MRI では測定機器が大きく，検査が大がかり
な上に解像度が低いため細部の解析が難しく，光学式
測定器では虹彩裏面の情報が得られない。また，従来
の UBM では測定範囲が 9×6mm（幅×深さ）のた
め，前眼部全体の状態を一度に観察することは難し
く，UBM による過去の報告内容も前眼部の一部の組
織の変化についてのみの報告4）であった。調節に伴
う前眼部および水晶体の変化は連動しており，前眼部
全体の変化を同時に撮影して解析をすることは調節
メカニズムの解明において重要である。

今回，測定範囲が 18.5×14mm（幅×深さ）と広く，

また，スキャン方法が従来の UBM とは異なる liner 

scan 方式（多数個配列された振動子を電子的に切り
替えることにより超音波ビームを移動させる電子走査
方式）のため，高い解像度で動的，静的に前眼部全体
および水晶体を一画面で観察することが可能である
UBM 5），VU-MAX-Ⅱ（Sonomed Escalon™ 社）を使
用し前眼部および水晶体の変化を高い解像度で観察
し，解析することができたので報告する。

2.  対象および方法

1）対　象
屈折異常以外の眼疾患を認めない正常ボランティア

11 名 11 眼（男性 2 名，女性 9 名），平均年齢 27.7±
3.1 歳（22～33 歳）を対象とした。
2）方　法
遠見矯正ソフトコンタクトレンズを被検者の左眼

（非観察眼）に装用し，仰臥位にて 1.9m 上方の天井
に設置した視標を固視させた。この状態を「非調節

図 1 非調節時とレンズ負荷時（調節時）の変化の例
 a： 非調節時
   毛様体溝：11.91mm，水晶体厚：3.2mm，前房深度：3.5mm，水晶体

中心部前面曲率半径：7.6mm，水晶体中心部後面曲率半径：7.6mm
 b： 調節時（−6D 負荷）
   毛様体溝：11.68mm，水晶体厚：3.5mm，前房深度：3.17mm，水晶

体中心部前面曲率半径：5.7mm，水晶体中心部後面曲率半径：4.2mm

a

b

— 81 —

2013 年 9 月 VU-MAX-Ⅱを用いた調節時の前眼部および水晶体変化の測定・片岡嵩博他



時」として，左眼に−2，−4，−6D の凹レンズを負
荷して固視した状態を「調節時」とした（図 1）。

非調節時および各凹レンズの負荷時の右眼（観察眼）
の水晶体厚，前房深度（角膜後面から水晶体前面），水
晶体中心部の前面および後面の曲率半径，毛様溝間距
離（毛様溝と毛様溝の間の距離）を，広角走査で撮影
可能な UBM の 35MHz プローベを用いて観察眼を水
平方向にスキャンし，変化の観察，解析を行った（図
2）。水晶体中心部の前面および後面の曲率半径は角膜
後面の頂点から垂線を引き，垂線を中心として
2.01mm の範囲を測定した。調節刺激量が大きくなる
と固視時に輻湊が起こるため，視標は並べて 2 枚設置
をし，輻湊の程度に合わせて 2 枚のなかから選んだ。

VU-MAX-Ⅱは 5 秒間の動画が撮影可能で，1 秒の動
画は 10 枚の静止画で構成されている。非調節時およ
び−2，−4，−6D のレンズを負荷した際の各動画は
3 回ずつ撮影を行い，合計 150 枚の静止画のなかから
水晶体中心部の前後面の曲率半径が一番小さい画像を
それぞれ 6 枚選択し，項目の測定を行った。6 枚分の
測定データから各項目の最大値と最小値を除いた 4
枚分のデータの平均値を出し，変化の解析を行った。

今回の実験では熟練した同一検者が測定を行い，別
の解析者が一人で手動解析を行った。VU-MAX-Ⅱの
測定再現精度については，過去に Yokoyama ら6）が
同一検者で毛様溝間距離の測定において高いことを
報告している。すべての項目において変化量の有意差
検定には Spearman 検定を用いた。

3.  結 果

毛様溝間距離の変化の結果を表 1，図 3 に示す。平
均毛様溝間距離は非調節時に 11.69±0.2mm であった

が−6D 負荷時では 11.52±0.17mm と有意に小さく
なった（表 1），平均変化量は 0.17±0.12mm であっ
た（p 値＝0.0009） （図 3）。水晶体厚の変化を表 2，

図 2 VU-MAX-Ⅱによる測定画像
  ①前房深度，②毛様溝間距離，③水晶体中心部前面曲率半径，④水晶体厚，

⑤水晶体中心部後面曲率半径

表 1　毛様溝間距離　実測値

被検者 非調節時 −2D
負荷時

−4D
負荷時

−6D
負荷時

平均変化量
／−1D

A 11.52 11.64 11.42 11.30 −0.04

B 11.69 11.52 11.61 11.52 −0.03

C 11.49 11.56 11.56 11.47 0.00

D 11.62 11.46 11.39 11.36 −0.04

E 11.79 11.53 11.50 11.35 −0.07

F 11.65 11.66 11.69 11.50 −0.03

G 11.63 11.64 11.52 11.55 −0.01

H 11.71 11.66 11.52 11.60 −0.02

I 11.61 11.64 11.66 11.53 −0.01

J 11.68 11.76 11.68 11.60 −0.01

K 12.24 11.97 11.91 11.95 −0.05

平均値　 11.69 11.64 11.59 11.52 −0.03

標準偏差 0.20 0.14 0.15 0.17 0.02

単位：mm

図 3  毛様溝間距離　変化量
 r＝−0.4833，p＝0.0009
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図 4 に示す。非調節時の平均水晶体厚は 3.52±0.14mm

であったが−6D 負荷時では 3.80±0.16mm に厚く
なった（表 2）。平均変化量は 0.27±0.1mm であった

（p 値＜0.0001） （図 4）。前房深度の変化を表 3，図 5
に示す。非調節時の平均前房深度は 3.27±0.23mm

あったが−6D 負荷時には 3.10±0.26mm に短くなり
（表 3），平均変化量は 0.17±0.06mm であった（p 値＝
0.0005） （図 5）。更に水晶体中心部の曲率半径を測定
した。前面曲率半径の変化を表 4，図 6 に示す。平
均で非調節時 7.95±1.00mm から−6D 負荷時では
5.67±0.57mm に小さくなり（表 4），2.28±0.98mm

の変化量があった（p 値＜0.0012） （図 6）。後面曲率
半径の変化を表 5，図 7 に示す。非調節時 4.51±
0.64mm から−6D 負荷時 3.28±0.69mm に小さくな
り （表 5），1.23±0.66mm の変化量があった（p 値＜
0.0046） （図 7）。すべての項目において有意な変化が

みられた。

4.  考 察

過去には Marchini ら7）が眼内レンズ（以下 IOL）
眼で非調節時と調節時では調節時に毛様溝間距離が短
くなることを報告している。このことから，有水晶体
眼における毛様溝間距離の変化についても今回我々が
得た結果のように，調節時には毛様溝間距離が短くな
る可能性が考えられる。一方で，毛様溝間距離は水平
方向よりも垂直方向の方が長いという報告7）があり，
測定位置の違いが結果に関与している可能性も考えら
れる。

今回の実験では，毛様溝間距離の測定場所が同じに
なるよう，水平方向の毛様溝間距離が一番広く映る場
所を測定するように心掛けた。しかし，検査結果のな

表 2　水晶体厚　実測値

被検者 非調節時 −2D
負荷時

−4D
負荷時

−6D
負荷時

平均変化量
／−1D

A 3.61 3.73 3.86 3.87 0.04

B 3.52 3.68 3.70 3.85 0.06

C 3.25 3.37 3.41 3.43 0.03

D 3.74 3.84 3.98 3.99 0.04

E 3.59 3.69 3.70 3.78 0.03

F 3.39 3.60 3.74 3.90 0.09

G 3.51 3.64 3.78 3.85 0.06

H 3.53 3.64 3.78 3.86 0.05

I 3.58 3.65 3.73 3.77 0.03

J 3.34 3.37 3.50 3.59 0.04

K 3.67 3.70 3.81 3.86 0.03

平均値　 3.52 3.63 3.73 3.80 0.05

標準偏差 0.14 0.14 0.16 0.16 0.02

単位：mm

図 4  水晶体厚　変化量
 R＝0.7211，p＜0.0001

表 3　前房深度　実測値

被検者 非調節時 −2D
負荷時

−4D
負荷時

−6D
負荷時

平均変化量
／−1D

A 2.86 2.80 2.64 2.61 −0.04

B 3.10 2.97 2.89 2.85 −0.04

C 3.47 3.36 3.32 3.29 −0.03

D 3.21 3.21 3.06 3.12 −0.02

E 3.14 3.03 3.06 3.05 −0.01

F 3.51 3.35 3.36 3.40 −0.02

G 2.97 2.85 2.78 2.76 −0.04

H 3.52 3.44 3.36 3.35 −0.03

I 3.47 3.39 3.30 3.26 −0.03

J 3.33 3.35 3.14 3.19 −0.02

K 3.44 3.39 3.34 3.23 −0.04

平均値　 3.27 3.19 3.11 3.10 −0.03

標準偏差 0.23 0.24 0.25 0.26 0.01

単位：mm

図 5  前房深度　変化量
 R＝0.5734，p＝0.0005
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かには毛様溝間距離が調節時に長くなっている例もあ
り，今後も症例を重ねて検討を行う必要があると考え
られる。

Dubbelman ら 3）は Eas-1000 Scheimpflug camera

（NIDEK 社）を使用し，調節時に水晶体の前後面の
曲率半径が小さくなることを報告している。今回我々
は VU-MAX-Ⅱを用いて同様に観察を行った。その結
果，レンズ負荷時では非調節時と比較して水晶体の中
心部の前後面の曲率半径が小さくなるのを確認するこ
とができた。

今回の実験では非調節，−2，−4，−6D の度数負
荷時の状態を観察した。各状態での水晶体中心部の前
面および後面曲率半径の値をジオプター値に換算し，
前後面を足した値の平均値をみると，非調節時では
17.66±2.10D，−2D 負荷時では 20.21±2.83D，−4D

負荷時では 22.55±2.76D，−6D 負荷時では 24.60±
3.02D であった。これを非調節時からの変化量でみる
と，−2D 負荷時では 2.55±1.80D，−4D 負荷時では
4.89±2.15D，−6D 負荷時では 6.94±2.65D の屈折
力の増加がみられ，負荷度数と変化量の平均値がほぼ
一致する結果を得た。

2006 年には前田ら1）が AC Master を用いて，調節
により水晶体が厚みを増し，前房深度が短くなること
を報告している。前田らは水晶体厚の変化量は 46.9±
5.7μm/D であると報告しており，これは 4D の調節
時では非調節時と比較して約 0.18mm 水晶体が厚くな
ることを意味する。また前房深度の変化量については
59.6±14.4μm/D であると報告しており，これは 4D

の調節時では非調節時と比較して約 0.23mm 前房深度
が短くなることを意味する。我々は，VU-MAX-Ⅱを
用いて 4D の調節時には非調節時と比較して水晶体厚

表 4　水晶体中心部の前面曲率半径　実測値

被検者 非調節時 −2D
負荷時

−4D
負荷時

−6D
負荷時

平均変化量
／−1D

A 8.26 7.43 6.06 5.58 −0.45

B 8.62 6.84 6.54 5.53 −0.52

C 9.81 8.32 7.31 7.02 −0.47

D 7.04 5.53 5.23 5.41 −0.27

E 6.66 5.65 5.94 5.35 −0.22

F 9.04 7.73 6.72 5.11 −0.65

G 7.91 6.77 5.53 5.47 −0.41

H 8.27 6.66 5.47 4.99 −0.55

I 6.78 6.90 6.42 6.06 −0.12

J 7.07 7.49 6.00 5.65 −0.24

K 7.97 7.25 6.60 6.18 −0.30

平均値　 7.95 6.96 6.17 5.67 −0.38

標準偏差 1.00 0.83 0.62 0.57 0.16

単位：mm

図 6  水晶体中心部の前面曲率半径　変化量
 R＝−0.5399，p＝0.0012

表 5　水晶体中心部の後面曲率半径　実測値

被検者 非調節時 −2D
負荷時

−4D
負荷時

−6D
負荷時

平均変化量
／−1D

A 4.52 3.51 3.33 3.21 −0.22

B 4.11 3.15 3.33 2.67 −0.24

C 5.47 5.47 5.29 5.17 −0.05

D 3.45 3.24 2.86 2.74 −0.12

E 4.04 3.71 3.56 3.50 −0.09

F 4.58 4.34 4.04 3.33 −0.21

G 4.87 4.33 3.51 3.44 −0.24

H 4.46 4.19 3.41 2.92 −0.26

I 4.04 4.22 3.68 3.27 −0.13

J 5.65 4.52 3.33 2.91 −0.46

K 4.46 3.09 2.92 2.92 −0.26

平均値　 4.51 3.98 3.57 3.28 −0.21

標準偏差 0.64 0.72 0.66 0.69 0.11

単位：mm

図 7  水晶体中心部の後面曲率半径　変化量
 R＝−0.4814，p＝0.0046
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は 0.20±0.07mm 厚 く な り， 前 房 深 度 は 0.16±
0.04mm 短くなる結果を得た。これを前田らの報告と
比較すると差はわずかであった。AC Master は常に光
軸で調節に伴う変化を測定することができる。そのた
め，検査では輻湊の影響を受けることがないため得ら
れた結果の精度は高い。しかしながら，UBM の測定
結果については測定がきちんと眼軸に沿って行われて
いるのかどうかが重要になってくると考えられる。

UBM の測定時には，まず水平スキャンで毛様溝が
一番広く測定される場所を探す。眼球は球状のため，
毛様溝が一番広く測定される場所が眼軸を含む水平の
断面像であると考えられる。次に問題になるのは軸に
沿った測定が行われているかどうかである。これにつ
いては，眼軸，もしくは眼軸に近い軸で測定がされて
いる場合は測定画像の角膜前後面，水晶体前後面の反
射を鮮明に得ることができ，軸からずれて測定を行う
ほど角膜前後面，もしくは水晶体前後面の反射を得る
ことが困難になる。そのため，解析画像の条件は厳し
く，非調節時，レンズ負荷時の各状態ごとに 150 枚
の静止画から 6 枚を選んで解析を行った。

今回の結果については測定眼が少ないため，症例数
を増やして再検討が必要な項目もあるが，VU-MAX-

Ⅱでも視標の位置の工夫や測定方法の工夫，検者の技
術次第で精度の高い観察が可能であると考えられる。

今回測定を行った部位以外の変化に関しても高い精

度で測定することが可能であると考えられ，広角測定
が可能な UBM は調節メカニズムの詳細な検討や今後
の調節可能 IOL の研究開発に有用になる可能性が示
唆された。
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周辺視野のグレア光がコントラスト感度に与える影響
金 澤 正 継1）， 魚 里 　 博1，2）

1）北里大学大学院医療系研究科視覚情報科学
2）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻

Influence of Glare Light in Peripheral Visual Field on Contrast 
Sensitivity
Masatsugu Kanazawa1),  Hiroshi Uozato1, 2)

1) Department of Visual Science, Kitasato University Graduate School of Medical Sciences
2) Department of Orthoptics and Visual Science, Kitasato University School of Allied Health Sciences

目的：健常若年者を対象に，周辺視野のグレア光がコントラスト感度に与える影響を検討した。
方法：健常若年者 13名を対象にコントラスト感度を測定した。使用機器は，コントラストグレアテスター

CGT-2000（タカギセイコー社）を用い，背景輝度は明所（100 cd/m2）および薄暮（10 cd/m2）とした。
グレア光はM（40,000 cd/m2）およびH（100,000 cd/m2）の条件とし，視角 12°の位置から照射した。測
定方法は，両眼開放にて完全屈折矯正眼鏡を装用させて行い，グレア光なし，グレアMおよびグレアHの 3
群間におけるコントラスト感度の変化を比較した。
結果：明所では，3群間の測定の結果，コントラスト感度に変化がみられなかった。薄暮では，グレア光な
しおよびグレアMと比べて，グレアHのときに低下を認めた（ANOVA, Scheffé, p＜0.05）。
結論：健常若年者であっても，薄暮視において周辺視野のグレア光が強くなった場合，コントラスト感度
は低下することが明らかとなった。 （視覚の科学　34: 86－90，2013）
キーワード：グレア，コントラスト感度，薄暮視，明所視

Purpose: To investigate the influence of glare light in peripheral visual field upon contrast 
sensitivity （CS） in healthy subjects.

Methods: The subjects were 13 healthy volunteers who accepted CS measurement.  Measurement 
was performed using the contrast glare tester CGT-2000 （TAKAGI SEIKO）, under photopic （background 
luminance: 100 cd/m2） and mesopic vision （background luminance: 10 cd/m2）．Glare light was irradiated 
from a visual angle 12 degrees; its intensities were glare M （luminance: 40,000 cd/m2） or glare H 
（luminance: 100,000 cd/m2）．Binocular CS without glare light was compared with glare M and glare H.

Results: Compared with binocular CS without glare light, there was no change between CS with 
glare light under photopic vision．On the other hand, CS significantly decreased with glare H under 
mesopic vision （ANOVA, Scheffé, p＜0.05）．

Conclusions: We suggest that binocular CS decreases in the case of the highest intensity of glare 
light in the peripheral visual field under mesopic vision. (Jpn J Vis Sci  34: 86-90, 2013)
Key Words : Glare,  Contrast sensitivity,  Mesopic vision,  Photopic vision

1.  緒　　　言

グレアは過剰な輝度または輝度対比のために，不快

感もしくは視機能低下を生じる現象であり，discomfort 

glare と disability glare の二者に大別される。Discomfort 

glare については，従来，眩しさに対する不快感の評
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価を主観的に行っていたが，近年，electromyogram

（EMG）を使用することで眩しさを客観的に評価する
方法 1）が考案され，検討が試みられている。一方，
disability glare については，Holladay 2）以来，コント
ラスト感度の測定を基に，視機能に与える影響につい
ての報告3 ,  4）が多くみられる。眼科臨床では，近年，屈
折矯正手術や白内障手術後に視機能へ与える影響が注
目されており5−8），健常若年者のコントラスト感度と比
較して検討されている。しかし，健常若年者のコント
ラスト感度について，どの程度のグレア光が照射され
たときに影響するのか，十分な検討が行われていない。

近年，測定環境の影響を受けにくい Badal 光学系
を用いた装置が開発され，測定環境を一定に保った上
で，より客観的な評価が可能となった9）。そこで今
回，グレア光を周辺視野から照射し，健常若年者を対
象にコントラスト感度を測定したので報告する。

2.  対象および方法

1）対　象
対象は屈折異常以外に眼疾患のない年齢 21～32 歳

（23.7±4.3 歳，平均値±標準偏差，以下同様）の男性
7 名，女性 6 名，計 13 名とした。自覚的屈折度数

（等価球面値）は−3.52±3.70 D であった。被験者は
40 歳未満で，屈折矯正手術を受けていない者，小数
視力において，矯正視力が左右眼それぞれ 1.0 以上を
有する者を対象とした。
2 ）方　法
測定機器には，タカギセイコー社製コントラストグ

レアテスター CGT-2000（以下 CGT-2000）（図 1）を
用いた。CGT-2000 は Badal 光学系で設計されてお

り，視標は内蔵されている二重輪視標を用いる。その
視 標 サ イ ズ は 6.3，4.0，2.5，1.6，1.0 お よ び 0.6 

degrees の 6 種類からなり，明暗の輪が 5：4 の大き
さで構成されている（図 2）。これらの視標サイズは，
空間周波数に換算すると，明るい輪と暗い輪の幅の合
計の逆数として求められ，それぞれ 1.1，1.8，2.9，
4.5，7.1 および 10.2 cycles/degree（以下 cpd）に相
当する。また，コントラスト閾値を逆数にした対数値
である log コントラスト感度（log contrast sensitivity 

以下 logCS）にて，0.19～2.15 までの 14 段階が測定
可能である。測定は 1.8 cpd から始まり，その後 1.1
へ戻ってから 10.2 cpd まで順に呈示され，被験者は
二重輪が見えた段階でボタンを押し，被験者の応答に
従って自動的に進められる。測定方法は，logCS にて
0.19 から 1.40，1.85，2.00，2.15 の順に感度を上げ
て測定を行い，被験者の応答がなかった場合はその
logCS から 1 段階ずつ感度を下げ，再度反応のあった
値から 1 段階ずつ感度を上げるという上下法を行い，
応答可能な最大の logCS を測定する。

測定条件は，光学的距離 5 m，呈示時間 0.8 秒に設
定した。視標の背景は，視角にして縦 37.2×横 38.9°
の大きさを有し，背景輝度は明所（100 cd/m2）およ
び薄暮（10 cd/m2）の 2 条件とした。グレア光源は，

図 2 二重輪視標
  代表して 6.3 degrees の視標を示す。視標の構造は

明るい輪の幅 （明） が 5，暗い輪の幅 （暗） が 4 の比
率でそれぞれ表示される。

図 1  コントラストグレアテスター CGT-2000（タカギセ
イコー社）
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450 nm にピーク波長を有する高輝度白色 light-emitting 

diode（色度座標：x＝0.320，y＝0.327）を用いてお
り，その大きさは視角が約 1°で，視標中心から 12.1°
離れた円周上に 8 個ずつ設置されている。測定は，グ
レア光の強さを M（40,000 cd/m2）および H（100,000 

cd/m2）へ変化させ，遠方完全矯正レンズを装用させ
た状態で，両眼開放10）にてコントラスト感度の測定
を行った。また，薄暮の条件では，測定前に 15 分間
の暗順応11）を行った。

統計学的検定には，グレアなし，グレアあり（M，
H） の 3 群間の比較を行うため，反復測定分散分析

（repeated measure ANOVA）と多重比較検定法であ
る Scheffé 検定を行った。また，Spearman の順位相
関係数によりコントラスト感度と被験者の年齢，等価
球面度数および乱視度数との相関係数を算出し，両側
検定を用いて棄却域を求めた。各検定とも有意水準を
p＜0.05 とした。

3.  結　　　果

明所におけるグレアなしのコントラスト感度の測定
結果は，1.1 cpd では 2.00±0.00，1.8 cpd では 2.00± 

0.00，2.9 cpd で は 2.00±0.00，4.5 cpd で は 1.93±
0.15，7.1 cpd で は 1.70±0.29，10.2 cpd で は 1.41±
0.27 となり，グレアを負荷した条件（M および H）
との間に変化は認められなかった（p＞0.05） （図 3 ）。
一方，薄暮におけるグレアなしのコントラスト感度
は，1.1 cpd では 1.96±0.13，1.8 cpd では 1.96±0.13，
2.9 cpd で は 1.93±0.15，4.5 cpd で は 1.79± 0.23，
7.1 cpd では 1.46±0.30，10.2 cpd では 1.18±0.32 と
なり，グレアの条件を加えた 3 群間において比較した
結果，グレアなしおよび M に比べ，H のときにコン
トラスト感度の低下が認められた（ANOVA，Scheffé，
p＜0.05）（図 4）。

また，コントラスト感度との相関係数を算出した結
果，薄暮かつグレアの条件において，コントラスト感
度と等価球面度数および乱視度数との間に相関関係が
認められた（p＜0.05）（表 1）。

4.  考　　　按

今回，健常若年者を対象に，グレア光の強さがコン

表 1　薄暮におけるコントラスト感度との相関係数

vs 年齢 vs 等価球面度数 vs 乱視度数

グレアなし r＝0.11 （p＝0.35） r＝0.04 （p＝0.69） r＝0.06 （p＝0.63）

グレア M r＝0.09 （p＝0.44） r＝0.26 （p＝0.03） r＝0.28 （p＝0.01）

グレア H r＝0.03 （p＝0.74） r＝0.22 （p＝0.05） r＝0.39 （p＜0.01）

※ 被験者 1 名に対して，6 種類の空間周波数の測定結果を年齢および等価球面度数と対応
させて相関係数を求めたため，n＝13 （名）×6 （種類）＝78 での結果を示す。また，r は
相関係数を，p は両側検定の値を，太字は統計学的有意差を示した

図 3  明所におけるコントラスト感度の測定結果
  代表して，グレアなしおよびグレア H の結果を示す。

実線がグレアなし，点線がグレア H における 13 名
の平均値をあらわし，エラーバーはグレアなしが正，
グレア H が負の標準偏差を提示した。

：グレアなし， ：グレア H 

図 4  薄暮におけるコントラスト感度の測定結果
  実線がグレアなし，破線がグレア M，点線がグレア

H における 13 名の平均値をあらわし，エラーバーは
グレアなしおよびグレア M が正，グレア H が負の
標準偏差を提示した。また，＊の印は統計学的有意
差を示す（p ＜ 0.05）。

：グレアなし， ：グレア M，
：グレア H 
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トラスト感度に与える影響を検討した結果，明所視に
おいては変化が認められず，薄暮視においてはグレア
H の条件により，統計学的な低下を認めた。

コントラスト感度が変化する因子として，視標輝
度 12），環境照度4 , 13）などの測定条件による影響が挙
げられている。とくに外部視標でコントラスト感度を
測定した場合，環境照度の違いや視標の経年変化によ
り，測定値の客観性に影響する可能性がある。これに
対し，本検討で使用した CGT-2000 は Badal 光学系
を採用しており，外部視標に比して高い再現性を有す
ると考えられる14）。

一方，測定条件以外にも屈折度数15），瞳孔径16），
水晶体の混濁の程度17, 18）により，コントラスト感度
が変化すると報告されている。この点について本検討
では，被験者の年齢19），等価球面度数15）および乱視
度数20）との関係を解析したところ，コントラスト感
度は等価球面度数および乱視度数との間に正の相関を
認めた。先行研究では，球面度数および乱視による
低下の原因として高次収差の影響が指摘されてお
り15, 21），屈折異常の強い者ほど高次収差も強くなり，
コントラスト感度が低下したと考えられる。とくに乱
視度数は，今回の検討において最大 1 D と低値で
あった一方，年齢および球面度数に比して高い相関関
係を認めた。そのため，乱視度数が強い者ほど，グレ
アが強くなった場合にコントラスト感度が低下する傾
向にあると考えられた。

また，薄暮かつグレア H の条件では，乱視を有し
ていない被験者であっても，ほかの条件に比べてコン
トラスト感度が低下していた。とくに同様のグレア光

（グレア H）において，明所ではコントラスト感度に
変化がみられなかった一方，薄暮では統計学的な低下
を認めた。そのため，低下の要因としてグレア光の強
さだけではなく，暗順応および背景輝度の低下が影響
したと考えられる。先行研究では，網膜の周辺部にグ
レア光を照射した場合，中心窩の感度が低下すると報
告されており，網膜の順応状態および中枢系の抑制機
能との関係が指摘されている22）。すなわち，錐体か
ら杆体へ暗順応することで，あるいはグレア光に対す
る視細胞および中枢系の抑制機能の働きにより，中心
窩を含む網膜の感度が低下し，その結果，コントラス
ト感度の低下を招いた12, 22, 23）可能性がある。

薄暮視でのグレア光による視機能の低下は，主に対
向車のヘッドライトをもとにして検討が行われてい
る24, 25）。和氣12）は，グレア光の照度および照射する

角度を様々に変えて検討を行い，照度が強くなるに
従って視標の認知閾が上昇し，照射する角度が増加す
るにつれて，グレア光が影響しなくなると報告してい
る。今回，グレア光を変化させて検討を行った結果，
コントラスト感度はグレア光の強さが増加するととも
に線形的に低下するわけではなく，ある強さから急激
に低下する傾向をもつことが示唆された。また，照射
する角度が 12°に固定された状態で測定を行ったが，
より固視点に近い位置からグレア光を照射した場合，
更にコントラスト感度を低下させると考えられる。そ
のため，薄暮においてグレア光が強い視環境では，視
機能の低下に対して注意を要するが，この点について
は，瞳孔径や Stiles-Crawford 効果を踏まえた上で，
追加検討を行う必要がある。

本論文の要旨は，第 54 回日本産業・労働・交通眼科学会
にて発表した。
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1.  ま え が き

近年，コンピュータグラフィックス（以下 CG）技

術の進化は目覚ましく，様々な実物体や自然なシーン
をリアルに再現することが可能となってきている。計
算機の処理能力向上も伴い，物体表面や内部での複雑

原　　著

視差とコントラスト変化を伴った鏡面反射像の主観的評価
山 本 昇 志1），澤 邉 暢 志2），山 内 泰 樹3），津 村 徳 道2）

1）東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科
2）千葉大学大学院融合科学研究科，3）山形大学大学院理工学研究科

Subjective Evaluation of 3D Specularity by Changing 
Disparity Angle and Image Contrast
Shoji Yamamoto1), Masashi Sawabe2), Yasuki Yamauchi3) and Norimichi Tsumura2)

1) Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology
2) Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University
3) Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University

本論文では，再現物体の鏡面反射成分と拡散反射成分の視差角を変化させた立体表示を用いて，鏡面反射
成分に対する知覚の変化を主観的に評価した。この実験において，我々は拡散反射と鏡面反射がともに二次
元または三次元で再現可能な表示システムを使用した。三次元表示（3D）については，人間の眼の融像範囲
を考慮して，物体の拡散反射と鏡面反射の視差角を輻湊運動が起こりにくい視差角と輻湊運動が起こる視差
角で変化させ，鏡面反射成分の知覚量を比較している。これら表示方法を変化させた評価結果において，輻
湊運動が起こりにくい視差角では二次元表示（2D）と 3Dで鏡面反射成分に対する知覚量に顕著な差はみら
れなかった。一方，輻湊運動が起こる視差角では 2Dより 3Dの方が鏡面反射成分に対する知覚量が増すこと
が明らかになった。更に，拡散反射と鏡面反射のコントラストを様々に変化させた場合でも，輻湊運動が起
こる視差角では 3Dの方が鏡面反射成分に対する知覚量が増すことを明らかにした。

 （視覚の科学　34: 91－99，2013）
キーワード：立体表示，両眼視差，鏡面反射成分，奥行き差，主観評価

In this study, we evaluated the change in visual perception for specular reflections using binocular 
stereoscopic display.  In our experiment, subjective evaluation was performed using both 2D and 3D 
images comprising a combination of both diffuse and specular reflection.  Furthermore, the disparity 
angle between diffuse and specular reflection in the 3D images was changed in the depth-perceptible 
range.  When the depth was hardly observed, the scores of visual perception for specular reflections 
were almost the same for both 2D and 3D images.  On the other hand, when the depth was obviously 
perceived, the score of 3D images for specular reflections was stronger than the score of 2D images.  
This difference was observed even if the contrast between diffuse and specular reflection was changed.  
We confirmed that visual perception for specular reflection rose in the case of 3D representation when 
the disparity angle between diffuse and specular reflection was in the depth-perceptible range.

 (Jpn J Vis Sci  34: 91-99, 2013)
Key Words : Stereoscopic，Binocular，Specularity，Disparity，Subjective evaluation
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な光挙動を表現する反射モデル，様々な現実の見え方
をそのまま合成するテクスチャマッピング，更には周
囲環境光を光源としてシーンを描画するグローバル
マッピングなど，現実世界と一致した描写を作成する
ための手段が開発されてきた1−4）。

そのなかで，光輝く光源や物体表面で生じる強い鏡
面反射光は，表示装置のダイナミックレンジの制約か
ら正確に再現することが難しい描画対象の一つであ
る。表示媒体の最大輝度を光源や鏡面反射部分に割り
当てても，周囲画像との輝度差（コントラスト）に
よっては単なる白いテクスチャと認識されてしまう場
合がある。そのため，強い光を観察したときに眼の光
学系で生じるハロ（halo）やグレア（glare）などを
付加することで，光輝く現象をもっともらしく再現す
る手法も提案されている5−7）。これらハロやグレアは
光が非常に強いヘッドライトや太陽光の再現には効果
的であると考えるが，物体表面で起こる光沢や鏡面反
射に付加すると，誤った物体認識や材質判断を誘引す
る恐れがある。例えば，我々は表面反射の分布具合か
ら物体の曲率や表面材質を判断しているが，ハロやグ
レアを付加することより反射光分布の変化を招き，形
状が不定で表面の状態が実際と異なる物体として認識
してしまう恐れがある。それゆえ，鏡面反射の再現は
反射光分布や強度変化を正確に表現しながら，輝いて
いるような知覚を与えることが必要であり，現在でも
CG 分野で非常に重要な研究対象となっている。

このような鏡面反射の再現に対して，Blake ら8）は
立体的な表現手法を行うことにより実物体での見えと
同等な再現が可能であることを明らかにしている。彼
らは鏡面立体視モデル（specular stereo model）を提
案して，鏡面反射像が物体上の拡散反射面とは異なる
位置に再現されることで，自然な見えが実現できると
述べている。また，Wendt ら9）は CG における表示
物体の拡散反射光量と鏡面反射光量の差，すなわち表
示画像における拡散反射部と鏡面反射部のコントラス
トを変化させて，平面的な画像表示と立体的な画像表
示に対する知覚的な感度を評価した。その結果，評価
したほとんどの画像で，立体的な表示を行った方が鏡
面反射に対する知覚量は増加することを報告してい
る。このように，CG で現実感のある鏡面反射を再現
するためには立体的な表現が非常に効果的であること
は明らかである。しかしながら，これまでの研究で
は，物体の拡散反射表面と鏡面反射位置に一定の奥行
き差を発生させた実験のみが行われていて，どの程度

の奥行き差を与えたときに鏡面反射の再現に輝くよう
な知覚を与えるのかについての議論はされていない。
実際，発生する鏡面反射は映り込む光源の距離に応じ
て様々な奥行きをもつため，これらすべての条件で立
体的な表示が鏡面反射のリアルな再現に効果的である
とは考えにくい。それゆえ，CG を用いて現実世界で
生じる鏡面反射を正確に再現可能とするためには，立
体表示における奥行き条件を明確にする必要がある。 

そこで本論文では，この鏡面反射の再現において，
拡散反射表面と鏡面反射位置の奥行き差を変化させ，
それぞれの奥行き差において鏡面反射の知覚強度を評
価した。とくに我々は，立体観察時の眼球運動の一つ
である輻湊に注目して，輻湊運動が発生する奥行き差
と，輻湊運動が起こらない奥行き差で比較を行った。
また，鏡面反射の知覚に対しては物体の拡散反射と鏡
面反射のコントラストも大きく影響することが明らか
になっているため，両者のコントラストを様々に変化
させた複数画像において，それぞれの画像で奥行き差
の効果を確認した。

以下，次章以降では鏡面反射の再現に対する関連
研究を述べるとともに，今回，我々が評価すべき立
体的な鏡面反射の生成手法や光源・視点の設定条件
などについて 3 章で述べる。4 章では実際に視覚的な
知覚感度を評価する実験構成と手法を定義し，5 章で
主観評価実験の結果を報告している。更に 6 章では
拡散反射と鏡面反射のコントラストや奥行き差が鏡
面反射成分の知覚に与える影響量について考察を行
い，鏡面反射の再現における立体表示の効果につい
てまとめる。なお，立体表示では拡散反射表面も鏡
面反射も物体形状に依存した左右視差（奥行き）を
もっているため，本論文では両者の奥行き差を視差
角と定義して区別する。

2.  関 連 研 究

鏡面反射は物体の形状や表面反射特性を忠実に反映
するため，CG や視覚研究者によって最も注目されて
きた光学現象である10, 11）。今までの研究成果から，物
体表面で発生する鏡面反射を物理モデルとして形式化
して，見えに応じたパラメータを設定することでリア
ルな再現を可能としている。これら物理的な反射モデ
ルは 1990 年代に多くの提案がなされ，現在の研究の
主眼はパラメータの決定手法に移行している12, 13）。そ
のため，鏡面反射成分の知覚的な解析が進められ，と
くにコントラストとその分布に対する研究が盛んであ
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る14−16）。コントラストは拡散反射部分と鏡面反射部
分の光量比を示しており，輝度に対する応答や順応な
どの視覚的機能に深く関係している。

コントラストに関する先行研究としては，Pellacini 

ら17）が鏡面反射成分を表現する物理パラメータと人
の知覚量との間の関係を明確にすることを試みてい
る。彼らは Ward らによる反射モデルにおける拡散と
鏡面反射のパラメータを変化させた画像を用意し，そ
の画像におけるコントラストとの関係に対する感度を
主観的な評価で定量化した。その結果，拡散と鏡面反
射のパラメータ （ρd, ρs） を用いて，艶のある物体の
コントラストと知覚量 C の関係が （1）式であらわさ
れることを示した。この結果は二次元画像に対しての
みであるが，材質に応じた拡散反射部分と鏡面反射部
分のパラメータの決定に非常に有益である。

 ………………………（1）

一方，立体視での鏡面反射表示については，Blake

ら8）が物体表面と光源では視差に違いがあり，鏡面
反射は立体的な光学現象だということを述べている。
彼らは凹面凸面両者をもつ三次元 CG を用い，被験者
に最も現実に近く知覚できる鏡面反射成分を任意の奥
行き位置に設置してもらう実験を行った。その結果，
凸面において，物体表面より奥に鏡面反射成分が存在
するときが最も現実に近いという結果を得た。これは
鏡面反射成分が物体表面と異なる視差をもつことの証
明であり，両者の視差角が重要であることを裏付けて
いる。更に Wendt ら9）は様々なコントラストをもつ
任意形状の物体に対して，鏡面反射に視差を付けた場
合と付けなかった場合の知覚量について主観評価を行
い，鏡面反射に視差を付けた方が鏡面反射成分に対す
る知覚感度を上昇させる効果があると報告している。

このことから，鏡面反射を引き起こす光源位置と拡散
反射が生じる物体表面位置の視差角の違いが光強度知
覚に影響を及ぼすと考えられる。

しかしながら，前者の結果には一つの疑問が生じる。
CG では物体表面と鏡面反射位置の視差角は自由に設
定することができるため，視差角の大きさによって鏡
面反射に対する知覚が変わるはずである。実際にほん
のわずかな視差角の場合，両眼の視差があっても複視
が起こらず感覚融像がなされる Panum の融合域の存
在が報告18−20）されている。この領域では奥行き差は
感じられず，Blake らや Wendt らが明らかにした鏡
面反射に対する立体的な効果は失われる恐れがある。
そこで我々は，拡散反射表面と鏡面反射位置の視差角
を Panum の融合域内と融合域外に設定した二つの
ケースで，鏡面反射に対する知覚強度の変化を評価し
た。

3.  視差角の設定と評価用画像

三次元空間で鏡面反射をもつ物体を表現するとき，
この反射は光源が映り込んだ像なので，図 1 に示す
ような距離に応じた視差をもつ。ここで，αは光源
を観察したときの輻湊角，βは物体表面を観察したと
きの輻湊角を示している。物体表面が平面の場合，物
体面と対称な位置に光源があり，その距離に応じた輻
湊角で表現することができる。しかしながら物体面が
曲率をもつ場合，曲率半径によっても光源位置が変化
するため，単純に光源と物体の距離だけで輻湊角の違
いを検討することはできない。そこで本論文では，物
体表面の位置で生じる輻湊角と曲率を介した光源の位
置で生じる輻湊角との角度差，すなわち視差角を変化
するパラメータとして採用する。

この視差角については 2 章で述べたように，Panum

図 1  物体表面と光源位置での視差角
 （a）：Plane，（b）：Curvature ［far］，（c）：Curvature ［near］

(a) (b) (c)
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の融合域で感覚融像がなされることが報告されてい
る18−20）。そのため，視差が実際にあるのに複視や被
写体深度による輪郭の手掛かりが観察されにくい。つ
まり，注視点が視差のある物体間を移動しても，輻湊
や調節の変化がほとんどないことが想定される。そこ
で我々は，Panum の融合域内と融合域外の評価画像
を作成することで，視差角の変化が確実に眼の輻湊や
調節運動を誘引する場合での比較を行うこととした。
この視差角変化の基準となる Panum の融合域は様々
な測定方法で検討されているが，今回は我々が以前の
研究で行った融合域の計測結果を採用することとす
る。以前の研究 21）では，視差角が固定なマーカーと
視差角が変化する周囲画像を用いて，複視が観察され
始める視差角，つまり輻湊運動が起こる視差角は平均
で 40 arc min であることを明らかにしている。そこ
で本研究では物体の拡散反射表面と鏡面反射位置を観
察したときに，輻湊運動が起こりにくい（視差角 40 

arc min 以下）場合と，輻湊運動が起こる（視差角 40 

arc min より大きい）場合に分けて実験を行った。 

一方，本実験では視差角変化と同時に，拡散反射成
分と鏡面反射成分のコントラストを変化させた画像で
も知覚強度を評価する。そのため，評価物体は以下に
示す Ward 4）の等方性 BRDF モデルを用いて描画す
る。

 ……（2）

θ，φはそれぞれ仰角と方位角をあらわし，i, o は
それぞれ入射，反射光をあらわす。また，ρd，ρs は
それぞれ拡散，鏡面反射係数，αは光沢の広がり，δ
は法線ベクトルとハーフベクトルの成す角をあらわ
す。 本 研 究 で は，α＝0.070 と し，ρd ＝0.03, 0.12, 

0.29，ρs＝0.017, 0.050, 0.083 と変化させ，図 2 に示
す 9 枚の画像を評価に用いた。ρd の値はそれぞれマ
ンセル色票 N2, N4, N6 での反射率を採用しており，
また，拡散反射の最大値を画素値の最大値とする。評
価画像は OpenGL グラフィックライブラリを用いて
再現しており，拡散，鏡面反射の描画はプログラマブ
ルシェーダ（GLSL）に （2）式を組み込んで実現して
いる22）。

4. 実 験

1 ）実験システム
実験を行ったシステムの概要を図 3 に示す。表示

装置としては三次元表示（以下 3D）が可能なプロ
ジェクタ（DepthQ，Lightspeed 社）を用いた。プロ
ジェクタの表示解像度は 1,280×720 画素であった。
左右それぞれの眼に与える画像は 120 Hz で切り替え
られており，同期が取られた液晶シャッタメガネを装
着することで，被験者は立体的な画像を観察すること
ができる。立体を表示するにあたり，コンピュータ上
の仮想空間と現実空間の整合性が保たれるように，座
標系の中心をスクリーン中心に設定した。評価物体は
その重心をスクリーン平面上の中心に配置し，光源の
位置は座標中心から手前 3.0 m，高さ 5.7 m の仮想空
間上の位置に配置した。

今回，評価物体の表面をあらわす拡散反射成分と鏡
面反射成分の位置で生じる視差角が知覚に与える影響

図 2　評価用画像 図 3　実験環境（暗室）
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を明らかにするために，鏡面反射成分の発生源である
光源の位置を変化させる必要がある。しかしながら，
光源の位置を変化させると物体表面で生じている陰影
まで変化してしまうため，正確な評価が困難となる。
そこで視野角を変化させるという観点から，観察者の
位置を前後に移動することで物体表面での拡散反射と
鏡面反射の視差角を変化させる方法を採用した。ただ
し，3 章で述べたように，視差角は表示する物体の曲
率によって大きく異なる。そのため，表示物体を
Stanford Bunny と決定し，その形状データを用いて
様々な観察位置での視差角をシミュレーションした。
実際に，実験した部屋の大きさから確保できる最大距
離は 3.0 m であり，その距離での視差角は平均 29.4 

arc min であった。この距離なら視差角が 40 arc min

以下なので，ほとんどの観察者は輻湊運動をしなくて
も物体表面の拡散反射成分と鏡面反射成分の両者を観
察することができる。一方，半分の距離である 1.5 m

の位置では視差角は平均 69.4 arc min となり，40 arc 

min 以上を確保することができる。よって，今回はス
クリーンと観察者の距離を 3.0 m（輻湊運動が起こり
にくい視差角）と 1.5 m（輻湊運動が起こる視差角）
として実験を行った。なお，視差角算出における人間
の眼の間隔は平均的な 65 mm を用いて実施した23）。

2 ） 主観評価方法
鏡面反射成分の知覚の強さを定量化する主観評価法と

して，本研究ではマグニチュード推定法（Magunitude 

Estimation Method 以下 ME 法）を採用した24）。ME

法とは，物理量と心理量との関係を求めるために用い
られる尺度構成法の一つで，被験者に一つの刺激を提
示し，その刺激に対する評価を数値で表現させるもの
である。今回の実験では「表示物体全体を観察しても
らい，鏡面反射成分の知覚の強さを評価する実験であ
る」と教示を行っている。これにより，評価刺激に対
する鏡面反射成分の知覚の強さを直接的に求めること
ができ，物体表面の艶が感じられるほど，高い値が得
られる結果となる。

一般に，ME 法による主観評価実験には様々な方法
があるが，本論文では標準となる刺激を実験セッショ
ンごとに提示する方法を採用した。そして，この標準
刺激を 100 として被験者に覚えさせ，各画像に対し
て評価値を回答させた。なお，標準となる物体刺激と
しては二次元表示（以下 2D）における図 2（2b） の物
体を使用した。また，今までの我々が行った主観的な
実験では，視覚刺激に対する知覚は初回が高く，徐々

に低下していく傾向がうかがえる。そこで，本実験で
は主観評価を 5 回行い，全 5 回の平均値を個人の結
果とする。これら実験の被験者は立体視能力が正常な
男女 12 名であった。各観察距離の実験において，拡
散反射と鏡面反射のコントラストを変化させた画像

（1a から 3c まで）はランダムな順序で，10 秒間呈示
された。その後の 20 秒は待ち時間として，この間に
スコアを回答してもらう。なお 20 秒の待ち時間の
間，画面には一様ランダムノイズ画像を呈示すること
により，前回の知覚をキャンセルする処理を行った。

実験を行うパラメータの組み合わせは表 1 に示す 4
とおりであり，2D の場合には拡散反射と鏡面反射の
いずれにも視差を発生させていない。一方，3D では
両反射に視差を発生させているが，スクリーンと観察
者の距離を変える（1.5m と 3.0m）ことで拡散反射と
鏡面反射の視差角を変化させている。なお，被験者に
はいずれの実験を行っているかという情報は与えず，
実験ごとに 30 分以上の休憩を与えながら 1 日で実験
が終了するようにした。

5.  結 果

1 ） 観察距離 3.0 m（輻湊運動が起こりにくい視差
角）での結果

図 4 に観察距離 3.0 m での全被験者のデータを集計
した結果を示す。横軸は図 2 の各画像の記号を順に
並べており，縦軸は光沢の評価値を示している。各プ
ロット点は被験者 12 名の平均値を示しており，ばら
つきは標準偏差を示している。まず，拡散反射と鏡面
反射のコントラストを変化させた場合での知覚量の変
化に注目した。各結果を比較してみると，平均値とし
ては同じ拡散反射パラメータの画像間（1, 2, 3）での
評価値は鏡面反射パラメータの値の大きさ（a, b, c） 

に追従して上昇していることがわかる。コントラスト
は拡散反射と鏡面反射の強度比であるため，コントラ
ストが強いほど鏡面反射に対する知覚が強くなること
がうかがえる。一方で，3D と 2D での評価値（◆, 

□）を比較すると，明確な差はあらわれなかった。更
に，3D と 2D での評価値の違いを明確にするため，

表 1　実験条件

Experiment No. ① ② ③ ④

Distance from screen （m） 1.5 1.5 3.0 3.0

Dimension of display （D） 2 3 2 3
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両評価結果の差分と偏差に対する二標本 t 検定を行っ
た結果を図 5 に示す。差分結果では画像 1a, 1b にお
いて差があらわれてはいるが，その値は 5 未満と小
さく，ほとんど違いはないと考えられる。また，3D

と 2D のそれぞれの結果に対する t 検定の結果でも，
有意差は認められなかった（p＞0.05，自由度 12＋
12−2＝22）。これらの結果から観察距離が 3.0 m の
場合，拡散反射と鏡面反射をすべて 3D にした場合と
すべて 2D にした場合において，鏡面反射に対する評
価はほとんど差がないことがわかる。

2 ） 観察距離 1.5 m（輻湊運動が起こる視差角）で
の結果

次に観察距離 1.5 m での主観評価の結果を示す。同
様に全被験者のデータを集計した結果を図 6 に，そ

して 3D と 2D での評価値の違いを明確にするため，
両評価結果の差分と偏差に対する二標本 t 検定を行っ
た結果を図 7 に示す。

図 4  観察距離 3.0 m での主観評価結果（観察者平均とば
らつき）

 □：二次元表示（2D），◆：三次元表示（3D）

図 5  観察距離 3.0 m における 2D と 3D の差分 （a）と検
定結果 （b）

(a)

(b)

図 6  観察距離 1.5 m での主観評価結果（観察者平均とば
らつき）

 □：2D，◆：3D

図 7  観察距離 1.5 m における 2D と 3D の差分 （a） と検定
結果 （b）

(a)

(b)
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各結果を比較してみると，5. の 1）節の実験結果と
同様に，平均的には拡散反射と鏡面反射のコントラス
トの強さに追従して上昇していることがわかる。個人
差によるばらつきは一見，大きいように見えるが 5.

の 1）節とほぼ同様であった。一方で，拡散反射と鏡
面反射をすべて 3D にした場合とすべて 2D にした場
合での評価値を比較すると，3D の評価値が 2D の評
価値よりも明確に大きくなっていることがわかる。こ
の結果は 3D と 2D の評価値の差分を計算した図 7 か
らも明らかである。どの画像の平均評価値も，2D の
場合に比べ 3D の方が大きくなっており，その値も
10 を超えるものが多い。また，3D と 2D の二分布間
で t 検定を行った結果，ほとんどの画像で p＜0.05 で
あり，両群の平均値には有意差があるといえる。唯
一，画像 1a の場合だけ p＞0.05 で有意差が認められ
なかったが，これは画像全体が暗く，しかも鏡面反射
成分が少ないために 3D の効果が明確に得られなかっ

たためだと思われる。しかしながら全体的には 3D と
2D の知覚の差は明確であり，観察距離が 1.5 m の場
合，2D に比べ 3D の方が，物体の鏡面反射に対して
知覚的な強度が増していることがわかる。

6.  考 察

コントラストが変化した画像に対する評価結果を整
理して，3D と 2D での評価値の違いについて考察を
行う。拡散反射と鏡面反射のコントラストについて
は，Pellacini らが示した （1）式を用いて整理すること
ができる。そこで，C 値を用いて鏡面反射成分に対す
る知覚量を並び替えた。2D と 3D のそれぞれの結果
に対して，直線回帰式を加えた結果を図 8 に示す。

（a）が 3.0m，（b）が 1.5m の結果をあらわしている。
結果から，観察距離が 3.0 m（輻湊運動が起こりにく
い視差角）と 1.5m （輻湊運動が起こる視差角）のい
ずれの場合でも，C 値が増加するにつれて鏡面反射の
知覚量も増加していることがわかる。また，観察距離
1.5m の場合は 2D に比べ，3D の方が全画像で鏡面反
射の知覚を向上させていることがわかる。

しかし，観察距離 3.0 m での結果と比べて，観察距
離 1.5m の結果に対する回帰直線の傾きは緩やかに
なっている。とくに，観察距離 1.5m での 2D は傾き
が大きく変化しており，3D の知覚が増したというよ
りは 2D の知覚に対する感度が低下したとみることも
できる。更に，鏡面反射に対する感度としては観察距

図 8  コントラストを示す C 値と評価値との相関
 （a）：Observation at 3.0 m，
 （b）：Observation at 1.5 m
 —□：2D，— — —◆：3D

(a)

(b)

図 9　コントラストに対する視感度と観察距離の関係
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離が 3.0 m（輻湊運動が起こりにくい視差角）の方が
高いことがうかがえる。この結果を考察するために，
光沢が繰り返し発生している部分をラインペアと考
え，各観察位置における画像観察状況をコントラスト
感度関数と照らし合わせてみた25）。実際のスクリーン
に投影された Stanford Bunny の画素値分布と各観察
距離から算出した空間周波数をプロットしたものを図
9 に示す。結果から，観察距離 3.0 m の方が拡散反射
と鏡面反射のコントラストに対する視感度が高くなる
ことがわかり，今回の結果は観察距離の変化に伴う表
示物体の大きさ変化が影響していたことが推察され
る。実際に，図 6 に示した回帰直線の値を基に知覚
量の差を算出すると，観察距離 3.0 m の場合が 131−
84＝47 点のスコア差，観察距離 1.5 m の 2D の場合
が 117−86＝31 点，観察距離 1.5 m の 3D の場合が
135−95＝40 点であった。図 9 のコントラスト感度
関数から，観察距離 3.0 m から観察距離 1.5 m になる
と約 30％低下するため，観察距離 3.0 m の 47 点差が
観察距離 1.5 m の 2D の 31 点差まで低下するのは妥
当であると考える。それに比べて観察距離 1.5 m （輻
湊運動が起こる視差角）の 3D の場合には 40 点差が
ついており，コントラストでの変化以外の差異，つま
り立体的な表現が鏡面反射に対する知覚を向上させて
いると考えられる。

7.  ま と め

本論文では，鏡面反射成分をもつ物体の立体再現に
おいて，光源や視点の奥行き情報が鏡面反射成分の再
現に与える影響について評価を行った。とくに物体表
面に存在する拡散反射成分と奥行きをもつ鏡面反射成
分との視差角との関係に着目し，輻湊運動が起こりに
くい視差角（観察距離 3.0m）と輻湊運動が起こる視
差角（観察距離 1.5m）の両者において，鏡面反射成
分の知覚量の強さについて主観評価実験を行った。そ
の結果，輻湊運動が起こりにくい視差角では，2D と
3D で鏡面反射成分の知覚量に差はほとんどあらわれ
ないことが明らかになった。一方，輻湊運動が起こる
視差角では 2D に比べて 3D での鏡面反射成分の知覚
量は上昇した。また，物理パラメータと鏡面反射成分
の知覚量との関係を定量的に調べるため，Pellacini

らの C 値と実験結果との関連を求めた結果，今回の
実験では観察距離の変化で二つの実験のコントラスト
に対する感度が異なるものの，輻湊運動が起こる視差
角をもつ立体表示で鏡面反射成分の知覚量がより一層

強くなることが明らかになった。
今回の研究では輻湊運動が生じる境界を 40 arc min 

として実験を行ったが，この値はあくまでも我々独自
の方法21）で求めた値であり，複数人の平均値でもあ
る。そのため，次のステップとして各個人の眼球運動
を精密に測定できる装置などを使用して輻湊運動を客
観的に測るとともに，輻湊運動の量と 3D における鏡
面反射成分の知覚の変化を詳細に調べる必要がある。
また，もっと大きな視差角が発生したとき，二重像に
よる画像ボケが顕著になり，比較自体が非常に困難に
なると予想される。よって，視差角の上限に対する検
討も行う必要がある。今後，このような視差角変化も
パラメータとして考慮しながら，鏡面反射成分が織り
なす物体の光沢や映り込みを正確に再現できる範囲を
明確化していきたい。
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1.  ま え が き

映画，スマートフォン，携帯用ゲーム機などにおけ
る立体映像表示では，ほとんどの場合，奥行きの手が
かりとして両眼網膜像差が用いられる。網膜像差を操
作することにより，幾何学上は，物体までの距離や三
次元形状を自由に設定することができるが，実際に知
覚される奥行きは幾何学とは一致しない1）。網膜像差
が比較的小さいときには幾何学的な予測に近い奥行き
が知覚されるが，網膜像差が一定の大きさを超えると
複視が生じ，更に大きくなると知覚される奥行きはか
えって減少してしまう。快適な立体映像のためには過
度な網膜像差は禁物というのが常識となっている。

一方，最近の筆者らの研究2−7）（Miura K, Tamada 

Y et al: Integration of binocular disparity and motion 

parallax in simulating large depth. The Asia Pacific 

Conference on Vision （APCV） 2008 abstract, 66, July 

2008.）によって，複視が生じるような大きな網膜像
差に対しても，刺激に水平方向の運動を与えることに
より，大きな奥行きが知覚されることが明らかになっ

た。これは，映画やテレビなどの動画では，これまで
考えられてきた以上に網膜像差の有効範囲が広いこと
を示唆している。ここでは，これまでの筆者らの研究
の概要を紹介し，今後の展望について考えたい。

2.  両眼網膜像差と運動視差の相互作用

人間が奥行きを知覚するための手がかりは両眼網膜
像差だけではない。遠近法や陰影などの絵画的な手が
かり，水晶体の調節，両眼の輻湊，運動視差などが奥
行きの手がかりとして有効であることが知られてい
る。

運動視差とは，観察者の視点の運動に伴う視対象の
視方向の変化である（電車の窓から外を眺めると，遠
くの景色はあまり動かないのに対し，近くにある物は
次々と後ろに流れていくことを思い出してほしい）。
運動視差は有効な奥行き手がかりであるが，その有効
範囲は，網膜像差と同様，あまり広くないことが知ら
れている8）。

佐藤ら3）は，両眼網膜像差と運動視差の相互作用
について検討した。これら二つの奥行き手がかりの閾

最近のトピックス

大きな両眼網膜像差による奥行きの知覚における運動の効果
1）株式会社三城 研究開発部門，2）北九州市立大学 国際環境工学部 情報メディア工学科

玉田　靖明1），佐藤　雅之2）

図 1 テスト刺激と観察条件3）

 （a）：両眼網膜像差のみ，（b）：運動視差のみ，（c）：両方
  垂直線分に視差勾配を与えた。この図では，便宜上，左眼用の刺激を白で，右眼用

の刺激を黒で示しているが，実際には，同じ輝度の刺激を黒い背景上に呈示した。

a b c
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値付近における相互作用についてはこれまでにもいく
つかの報告例9, 10）があるが，閾上での効果は明らかで
ない。図 1 のように，垂直線分に （a） 両眼網膜像差
のみ，（b）運動視差のみ，（c）網膜像差と運動視差の
両方を与え，知覚される奥行きを測定した。図 2 に
実験結果の 1 例を示す。両眼網膜像差のみの条件

（△）では，視差勾配が小さいときには幾何学的な予
測に近い傾斜が知覚されたが，視差勾配が 0.3 のとき
をピークに，それ以上では知覚された傾斜は減少し
た。運動視差のみの条件（×）においても同様に，視
差量が中程度のときに最大の傾斜が知覚された。一

方，これらを両方同時に与える条件（●）では，大き
な視差勾配に対しても大きな傾斜が知覚された。

それぞれの奥行き手がかりが単独で与えられた場合
には，視差勾配が大きいときには非常に小さい傾斜が
知覚されることから，大きな視差による奥行き情報の
統合が単純な加重平均でないことは明らかである。こ
こでは結果を示していないが，両眼網膜像差に刺激の
運動のみを加えた（すなわち，被験者は頭部を動かさ
ない）条件でも大きな奥行きが知覚されることが明ら
かにされている。頭部運動がない場合には，刺激の運
動のみでは奥行きの方向は確定しない。奥行きの方向
を決める上では網膜像差が重要な役割を果たし，奥行
きの大きさを決める上では運動が重要なのかもしれな
い。

3.  視差勾配の方位には依存しない

網膜像差によって知覚される奥行きは，網膜像差の
変調方向に依存することが知られている12, 13）。垂直方
向の視差勾配は容易に知覚されるが，水平方向の視差
勾配は知覚するのが困難である。このような異方性
は，視覚系が剪断性網膜像差に対しては感度が高く，
拡大縮小性網膜像差に対しては感度が低いことを示唆
している。

Miura ら（Miura K, Tamada Y et al: Integration of 

binocular disparity and motion parallax in simulating 

large depth. The Asia Pacific Conference on Vision 

（APCV） 2008 abstract, 66, July 2008.）は，大きな網
膜像差による奥行き知覚における網膜像差変調の方向
依存性について検討した。剪断性網膜像差と同様に，
拡大縮小性網膜像差においても，運動視差が加わるこ

図 2　知覚された線分の傾斜3）（n＝9）
 — — — — — —：幾何学的予測，——△—：（a） 両眼網膜像差のみ，
 ——×—：（b） 運動視差のみ，——●—：（c） 両方

図 3  テスト刺激と観察条件6）

 （a）前後運動条件，（b）左右運動条件

a b

図 4  知覚された奥行き6）（n ＝11）
 （a）：前後運動条件，（b）：左右運動条件
 ——△—：両眼網膜像差のみ，——×—：運動視差のみ，
 ——●—：両方

a b
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とによって大きな奥行きが知覚されることが明らかに
なった。

4.  時間的変化だけでは不十分

大きな網膜像差によって知覚される奥行きは一過性
の時間応答特性をもつことが知られている13−15）。す
なわち，静的な刺激に対する奥行きの印象は時間とと
もに消失する。大きな網膜像差による奥行きの知覚に
影響を及ぼすのは，刺激の運動そのものではなく，運
動に伴う刺激の時間的変化であろうか。 

三浦ら4）は，刺激を運動させる条件と運動と同じ
時間周波数で刺激を点滅させる条件で知覚される奥行
きを測定した。刺激を点滅させても大きな奥行きは知
覚されないことが明らかになった。これは，刺激の時
間的変化ではなく運動そのものが重要な役割を果たし
ていることを示唆している。

5.  運動方向依存性

太田ら5）は，刺激の運動方向について検討した。
刺激を垂直方向に動かした場合には大きな奥行きは知
覚されなかった。玉田と佐藤6）は，観察者の運動方
向について検討した。図 3 に示すように，観察者が
頭部を前後方向に動かす条件と左右方向に動かす条件
で知覚される奥行きを測定した。図 4 に示すように，
前後運動条件では，大きな奥行きは知覚されなかっ
た。これらの実験結果は，刺激の水平方向の運動が大
きな奥行きの知覚に寄与することを示唆している。

6.  単眼性の効果ではない

融像ができないほど大きな両眼網膜像差に対して
も，刺激を水平方向に運動させると大きな奥行きが知
覚される。しかし，運動によって融像が促進されるわ
けではない。はっきりと像が二重に見えるのにもかか
わらず，大きな奥行きが知覚される。これは非常に不
思議な体験である。そもそも両眼に対応する刺激が存
在することが必要なのだろうかという疑問が自ずと湧
いてくる。 

Kaye16）は，鼻側網膜に呈示される単眼性の刺激は
遠くに知覚され，耳側網膜に呈示される刺激は近くに
知覚される傾向があることを示し，これを Monoptic 

Depth と呼んだ。本来，網膜部位に基づいて刺激の奥
行きを一意に定めることは不可能であるが，Monoptic 

Depth は，半遮蔽やカムフラージュと呼ばれる状況に
対応する知覚現象であると考えられている。

玉田ら7）は，刺激の運動が Monoptic Depth に与え
る影響を検討した。図 5 に実験結果を示す。両眼に
刺激が呈示される条件では，刺激の運動に伴い大きな
奥行きが知覚されたが，単眼に刺激が呈示される条件
では，大きな奥行きが知覚されることはなかった。こ
れは，融像しないにしても，両眼に刺激が呈示される
ことが必要であることを示している。

7.  む す び

これまでの研究によって，水平方向の運動に感度を

図 5 知覚された奥行き7）（n ＝10）
 （a）：両眼網膜像差条件，（b）：片眼条件，（c）：片側条件
 — — — — — —：幾何学的予測，——●—：動的条件，——○—：静的条件

a b c
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もつ動的なメカニズムが非常に大きな両眼網膜像差に
よる奥行きの知覚に寄与することが明らかになった。
このメカニズムの時空間特性を詳細に明らかにするこ
とが今後の研究課題である。
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University of California at Berkeley, Optometry 

School の Clifton Schor（クリフ ･ ショア）Lab に
Visiting Scholar として，1998 年から約 1 年間過ごし
ました。San Francisco から Bay bridge を渡った対岸
に，自然の丘陵地形を利用して大学のキャンパスがあ
ります。夏でも湿度が低く，高い樹木の下の小道を歩
けば，さわやかなアロマのなかで贅沢な森林浴が楽し
めます。Optometry School の建物 Minor Hall は，キャ
ンパスの最も深い場所に位置します。実験に成功し
て，仲間とともに隣接する Faculty club に飛び込み，
地ビール「Sierra」を飲めば気分はもう楽園です。

米国をはじめ多くの先進国には，オプトメトリスト
制度があります。オプトメトリストは，眼鏡やコンタ
クトレンズの処方だけでなく，州によっては緑内障の
点眼治療や LASIK 手術を行うことも許可されてお
り，手術をしない眼科医と称されています。Berkeley

の Optometry School は全米に 15 校ある学部のなか
で最古のもので，オプトメトリストの学問的バック
ボーンの一つとなっているのが，Berkeley に集まる
優秀な視覚科学者─教授陣です。彼らは全員 Ph.D. で
ありますが，必ずしもオプトメトリストではありませ
ん。

Schor Lab で私は唯一の日本人かつ眼科医であり，
英会話にも不慣れでしたので，当初はコミュニケー
ションが大変でした。Schor 教授も，ブロークン英語
を理解するのは苦手のようでしたし，おまけに短気な
性格。留学中は結構ストレスを掛けてしまったと思い
ます。ただ後に親しくなった米国の研究者に聞いてみ
ると，彼は仙人のようなムードがあり，声を掛けられ
るとネイティブスピーカでも緊張すると評していまし
た。

トラッカールーム（1980 年代に作られたdual-Purkinje 

eye tracker と呼ばれる，両眼同時に調節と輻湊運動
を測れる装置がある部屋。赤外線を投射して得られる
Purkinje1･4 像を，ビームステアリング ･ ミラーと呼
ばれる電磁石でコントロールする鏡で常時同軸に保つ
ことで，時間的分解能が恐ろしく高いアナログ波形を
得ることができる。計測装置のフィードバック回路が
閉ループ -ロックオンになった瞬間，鏡がビ～ンと唸
りが生じます）と呼ばれる実験室には，いくつも引き
出しがあって，そこには不思議な小道具が転がってい
ました。バーニヤで度数調節ができる校正用模擬眼で
あったり，アナログ式のシミュレータであったり，計
測の邪魔になる睫毛をよけるために用いるマスカラで

留学印象記

Schor Lab at U.C. Berkeley
川崎医科大学眼科学 2 教室　長 谷 部 　 聡

図 1  Schor Lab の仲間
  左から Mark Edwards，Erich Graf，筆者，
  James Maxwell，Clifton Schor，見学にみえた内海　隆

先生親子

図 2  筆者が実験で使用した dual-Purkinje eye tracker
  今では骨董品といえるかもしれませんが，この装置

により沢山の研究が生まれました。
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あったり･･･この装置はあの論文で使われた物かと考
えるだけで楽しくなったのを覚えています。ほかの実
験室には，虹彩紋理の画像処理により眼球運動を三次
元で実時間計測する装置（SMI eye tracker）や，手作
りの波面収差計などの最新鋭の装置も導入されていた
ようです。

Schor 教授のお得意は，両眼視，立体視，輻湊運
動，調節運動を中心とした研究領域です。とくに調節
と輻湊の相互運動や順応作用を説明する制御工学モデ
ル（Schor Model）は有名で，多くの教科書で図解さ
れています。それまで私は斜視手術を専門としていま
したが，斜視手術というのは，まず眼位ずれの角度を
測り，経験的に得られた術量─手術効果の関係を示す
テーブルにしたがって，外眼筋付着部を数 mm 移動
させるものです。ところが実際にやってみると，手術
効果はしばしば予想外のものになるため，残余偏位を
矯正する追加手術が必要になることが少なくありませ
ん。そこで対策として考えられたのが，プリズム ･ ア
ダプテーションテストです。数十分～数時間，プリズ
ム眼鏡で眼位ずれを矯正することで手術のシミュレー
ションを行い，その後にあらわれる眼位ずれの角度を
ターゲットとして手術することで，手術の成功率を改
善させようというものです。私はこうしたプリズムに
対する眼位変化には輻湊順応（vergence adaptation）
が関与しているのではないかと考え，もっと詳しく
Schor Model について勉強したいと思ったのが留学の
きっかけでした。

与えられた研究テーマは，輻湊と調節がコンフリク
トする視覚刺激を一定時間与え続け，輻湊と調節の後
効果を調べることで，新たなエレメント（神経積分
器）を含む Schor model を確立することでした。し
かし eye tracker から得られたデータには個体差が大
きく，モデルのシミュレーション （MatLab, Simulink）
の結果とはなかなか一致してくれませんでした。この
研究を通じて体得できたのは，信頼性の高いデータを
得るにはマウスバイトをかんだ被検者の集中力が不可
欠ということです。良い被検者は良い研究を生む。例

えば，測定は暗黒下で行うことが多いのですが，床に
ものを落としただけで被検者の集中力は散漫になり，
波形にノイズが生じます（そんなときはよく，怖い
顔でしかられました）。実験データの信頼性を自分自
身に問うて自信がもてなければ，どんな革新的な発
見をしようと，それを論文にできないはずです。結
局この研究は新モデルの確立には至らず，別のテーマ
で論文（Hasebe S, Graf E & Schor C: Fatigue reduces 

tonic accommodation. Ophthalmic Physiol Opt 21:151-

160, 2001.）になりました。結論が正しいとすれば，
近視の治療法として今でも時々実施されている遠方
と近方の交互凝視訓練は，単に調節と輻湊制御系の
疲労現象を見ているに過ぎず，刺激を止めてしばら
くすると屈折はベースラインに戻るはずです。

一般論として，最先端の情報を得るには外部へ，ま
たは海外に出かける必要があります。ところが
Berkeley は，座っていても情報が集まる所。毎週の
ように全米いや全世界から研究者が訪れては，講演や
セミナーを開いていました。日本人では，大阪大学工
学部の大澤五住先生や Akiyuki Anzai 先生は，当時か
ら Freeman Lab で視覚神経科学の分野で素晴らしい
業績をあげておられ，留学中は大変お世話になりまし
た。更に，半年後 Schor Lab にやってきた 2 人目の
日本人，佐藤雅之先生は，現在，北九州市立大学国際
環境工学部の教授として活躍されています。編集委員
長の三橋俊文先生や理事の吉澤達也先生も，最初にお
目にかかったのは Berkeley であったように記憶して
います。分野の異なる非常にユニークな先生方と親し
く交流できたことも，留学で得られた貴重な経験で
あったと思います。

海外の研究者の多くは研究上のアイドルをもつと聞
きます。Schor 教授には何度となくしかられましたが，
私にとってはアイドルの一人です。たまに学会発表で
出くわして 「You are doing very good job, Satoshi」 と
声を掛けられるとき，それまでの苦労は全部どこかへ
吹き飛びます。
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2013 年 7 月 4，5 日の 2 日間にわたって早稲田大
学西早稲田キャンパス，63 号館で開催された 3 次元
画像コンファレンス 2013 に参加したので紹介する。

3 次元画像コンファレンスは 1993 年に画像電子学
会の 3 次元画像調査専門委員会の活動が母体となっ
て発足し，画像電子学会をはじめとする 5 学会・研
究会の持ち回り運営で毎年開催されている。協賛学
会・研究会には映像，情報，医療，機械，物理関係な
どの団体が名を連ねている。研究発表は 3 次元画像
の入力・表示・処理・通信や立体視などにかかわる内
容で，近年ではステレオ式立体映像に替わる，ホログ
ラフィや多眼などの更に高度な立体視ディスプレイな
どについての発表が主となっている。6 セッションの
うちホログラフィと多眼に関するセッションが三つを
占めており，ほかは符号化，画像処理，ディスプレイ
となっている。これらとは別に 21 件のポスター発表
も行われ，実機や実験機材のデモンストレーションが
参加者の理解を助けるものとなっている。

3 次元画像に関するヒューマンファクタに関する研
究発表では，北海道大学の大原龍一氏から，「両眼視
用電子ホログラフィの再生像に対する調節・輻湊応答
測定」と題した発表があった。ステレオ式（二眼式）
や多眼式では，輻湊と調節の不一致から視覚疲労を生
じるとされている。これに対して，実物と同じ光の波
面を再現するホログラフィは，立体知覚のための生理
的要因をすべて満たす理想的な立体表示方式とされて
いる。電子ホログラフィックディスプレイの観察者に
おいては，輻湊と調節の不一致がないことを確認する
ため，実視標と両眼視用接眼型電子ホログラフィック
ディスプレイに表示された再生像に対する調節・輻湊
応答同時測定が行われた。その結果，調節，輻湊と
も，実視標と再生像に対する応答には大きな乖離がな
かった。ただし，一部の観察者では，輻湊点は想定さ
れるよりもかなり遠方に測定された例があった。以上
より，ホログラフィは，人間にとって生理的に実物体
と大きな差のない，自然な立体像を再生しているとい
う報告であった。

3 次元形状計測技術に関する研究発表では，京都工

芸繊維大学大学院の李　勇希氏から，「単一単色撮像
素子を用いた複数波長並列位相シフトディジタルホロ
グラフィによるシングルショット 3 次元形状イメー
ジング」と題した発表があった。工業分野での部品や
製品の高速検査において，動く物体の 3 次元形状計
測を実現するためには，シングルショット 3 次元形
状計測手法の確立が不可欠であり，撮像素子で干渉縞
を記録し，計算機で像を再生するディジタルホログラ
フィが盛んに研究されている。しかし，ホログラムか
ら位相情報を計算する際に逆正接を用いるため，波長
以上の高さをもつ物体を正しく計測できないという問
題がある。これを解決する方法として，単一単色撮像
素子を用いた複数波長並列位相シフトディジタルホロ
グラフィに複数波長位相接続法の一つである二波長位
相接続法を適用する方法を提案し，実際に波長以上の
2μm 程度の高さをもつ物体の計測を行うことで提案
法の実証を行ったという報告であった。

招待講演では，NHK の洗井　淳氏から，「インテ
グラル式立体映像」と題した発表があった。インテグ
ラル式はインテグラルフォトグラフィを基本原理とし
ており，撮影と表示には通常の自然光を用いることが
でき，観察に特別な眼鏡が不要であるなどの特徴を有
すること，基本的な原理，再生像の性質，動画像を撮
影，表示するために必要な機器構成，最新の技術動
向，ホログラムへの変換，3 次元計測への応用などに
ついての解説があった。

また，二つ目の招待講演では，NTT の志水信哉氏
から，「JCT-3V における 3 次元映像符号化の国際標
準化動向」と題した発表があった。二つの国際標準化
団体，ISO/IEC と ITU-T の合同チーム JCT-3V が結
成され，3 次元映像の効率的な圧縮符号化方式の検討
が続けられている。従来規格では，Advanced Video 

Coding （AVC）のように，例えば左右眼に対応する
2 枚の映像を横方向に 1/2 圧縮して横に並べ（サイド
バイサイド方式），一つの映像にパッキングして伝送
する。この方式はフレーム互換方式と呼ばれている。
現在検討中の符号化方式は，多視点映像に加えて奥行
きマップを伝送する奥行きマップ伝送拡張と，各眼フ

学会印象記

3 次元画像コンファレンス 2013
日本放送協会　Japan Broadcasting Corporation（NHK）　江 本 正 喜
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ル解像度のステレオ映像を提供するフレーム互換方式
に対するスケーラブル拡張である。講演では，これら
の符号化における符号量削減の目標値や，視点間動き
ベクトル予測，視点間残差予測，視点合成予測などの
解説があった。また，符号化効率の更なる改善を目指
した符号化技術と評価手法の開発が課題であることに
も言及された。

ポスター発表では，NHK の岩舘祐一氏から，「分
散処理による 3 次元モデルからのインテグラル立体
像への変換」と題した発表があった。3,840×2,160
画素の液晶パネルを使ったインテグラル立体表示装置
とインテグラル立体像をリアルタイムでレンダリング
するための分散処理システムを試作し，マウス操作に
応じて姿勢が変化する土偶のインテグラル立体像のデ
モンストレーションが行われた。

関西大学の村田峻平氏から，「コンピュータホログ
ラフィのためのレンダリングソフトウェアツールの開
発」と題した発表があった。計算機合成ホログラム

（Computer Generated Hologram 以下 CGH）を作成
する際には膨大な計算が必要となり，それはプログラ
ミング技術の習得なしには困難である。この習得はデ
ザイナーやアーティストにとっては本質的ではなく，
プログラミングに替わるグラフィカルユーザーイン
ターフェース（以下 GUI）があれば作品製作が容易
に可能となる。そこで，GUI 会話型デザインツールを
作成し，これを用いて作成されたホログラムのデモン
ストレーションが行われた。このツールは配布予定で
あることが報告された（http://www.laser.ee.kansai-u. 

ac.jp/WaveFieldTools/）。
キヤノン株式会社の須藤敏行氏から，「視差ピッチ

の異なる多眼 3D 表示チャート群を用いた 3D 視覚心
理効果の主観評価実験」と題した発表があった。複数
の方向から撮影した画像を同時に観察者に提示する多
眼立体映像では，視差ピッチが細かい場合に視覚効果
が高まるといわれている。そこで，視差ピッチの異な
る複数の多眼 3D 評価用チャートを製作し，3D 視覚
効果の主観評価実験を行った。その結果， 「運動視差」，

「自由視点効果」， 「実在感」の検知限は視差ピッチ約
5mm であり，この値を境に観察者の印象が大きく変

化すること，「目の楽さ」を画面内最近像（3.26D）
において発生させるには，より細かい視差ピッチ約
3.5mm が必要となること，「クロストーク」は検知さ
れていても許容される場合があることがわかった。実
験に用いた多眼 3D 評価用チャートのデモンストレー
ションが行われた。

千葉大学大学院の山梨寛弥氏から，「高分解能・広
範囲撮影を実現するディジタルホログラフィックス
キャナの開発」と題した発表があった。ディジタルホ
ログラフィック顕微鏡は，試料を高分解能かつ広い観
察領域で 3 次元的に観察可能であり，実用化が期待
されている。しかし，観察範囲に限界がある。そこ
で，安価なイメージスキャナを試料観察に用いること
で，広範囲・高分解能のホログラム撮影を可能とし，
実機のデモンストレーションが行われた。

千葉大学大学院の村野弘樹氏から，「Intel Xeon Phi

を用いた CGH 計算の高速化」と題した発表があっ
た。CGH を生成する計算コストは膨大なため，実時
間で CGH を生成することは難しい。このため，並列
演算デバイスへの実装が行われる。並列演算デバイス
として GPU を用いる方法では，特別なプログラミン
グ言語で記述しなければならない。そこで，従来の
CPU と同じプログラミング可能な Intel 社の Xeon 

Phi に CGH 計算を実装した。その結果，CPU と比較
して高速化に成功したことが報告された。

以上，高度化された 3 次元画像を実現するため，
表示装置の高精細化，計算機の高速化などが順調に進
展しており，将来的な電子ホログラフィの実現可能性
を示唆するものであった。

余談であるが，会場となった早稲田大学西早稲田
キャンパス 63 号館 1 階には，1985 年のつくば万博で
公開された視覚装置で楽譜を認識し，両手両足で電子
オルガンを演奏するロボット WASBOT の前身である
WABOT-2 などが展示されていた。今更ではあるが，
ロボットの視覚に関する論文も出版されており1），当
時の技術者のご苦労が忍ばれる。

  松島俊明，金森克洋，大照　完 : 楽譜の自動認識シス1 ）
テム（WABOT-2 の視覚系）．日本ロボット学会誌 3: 
354-361, 1985.
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◆  編集部からのお願い  ◆

視覚の科学をお読みになったご感想，ご意見などをお寄せ下さい。
送付先：大阪大学大学院医学系研究科応用医工学講座感覚機能形成学教室
　　　　〒 565 − 0871  吹田市山田丘 2 − 2
　　　　TEL 06 − 6879 − 3941　FAX 06 − 6879 − 3948
　　　　E-mail: hisyo10 ＠ ophthal.med.osaka-u.ac.jp
　　　　日本眼光学学会　編集部

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

日本眼光学学会は，医師と視能訓練士，物理，光学，視覚研究者をメンバーとし，眼
の機能特に視覚科学，レンズ，光学器械，眼の計測器等に関する基礎的，応用的問題
の研究，発展に資することを目的として昭和 40 年に発足し，以来この方面において
多大の成果を挙げております。
入会をご希望の方は，次ページ挟み込みの入会申込書に必要事項（特に学歴，現在の
専門，紹介者）を漏れなくご記入の上，下記事務局宛にお送り下さい。
◆記入上の注意
※眼科医の方は日本眼科学会の認定番号を備考欄にお書き下さい。
※理工系の場合は，大学教授，施設長のご紹介をいただいて下さい。
※ 視能訓練士の方で，視能訓練士協会にご在籍の方は，会員番号を備考欄にお書き下

さい。
※申込者は，忘れずに捺印し郵送して下さい。
※  2005 年 4 月より個人の守秘義務に関する法律が設定されました。入会申込書にも

記載しておりますが，名簿に記載してよい項目には忘れずに○印をお付け下さい。
○印がついていない場合はすべて掲載いたしますのでご了承下さい。

◆�会費は，常任理事会にて承認後，改めてご請求いたしますので，折り返しお振込下
さい。ご入金が確認できた時点で入会日，会員番号をお知らせいたします。

◆送付先：567 − 0047  茨木市美穂ケ丘 3 − 6 − 302  日本眼科紀要会内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072 − 623 − 7878　FAX 072 − 623 − 6060
　　　　　E-mail folia@hcn.zaq.ne.jp
◆年会費：入会金不要　年会費 ( 個人 ) 5,000 円
◆学　会：年 1 回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物： 学会誌「視覚の科学」年 4 回発行。



「視覚の科学」編集者

 編集委員長 三橋　俊文 東京工業大学イノベーション研究推進体

 編 集 委 員  市川　一夫 社会保険中京病院眼科

 〃 魚里　　博 北里大学医療衛生学部・大学院医療系研究科

 〃 江本　正喜 NHK 放送技術研究所

 〃 大鹿　哲郎 筑波大学医学医療系眼科

 〃 梶田　雅義 梶田眼科

 〃 川守田拓志 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻

 〃 祁　　　華 HOYA ビジョンケアカンパニー

 〃 古野間邦彦 ㈱ニデック

 〃 斎田　真也 神奈川大学人間科学部

 〃 佐藤　雅之 北九州市立大学国際環境工学部情報メディア工学科

 〃 佐藤　美保 浜松医科大学眼科

 〃 仲泊　　聡 国立障害者リハビリテーション病院・東京慈恵会医科大学眼科

 〃 根岸　一乃 慶應義塾大学医学部眼科

 〃 長谷部　聡 川崎医科大学眼科学 2 教室

 〃 平岡　孝浩 筑波大学医学医療系眼科

 〃 広原　陽子 ㈱トプコン

 〃 不二門　尚 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

 〃 前田　直之 大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学

 〃 巻田　修一 筑波大学医学医療系眼科

 〃 増田　　高 キヤノン㈱

 〃 山内　泰樹 山形大学大学院理工学研究科情報学分野

 〃 吉澤　達也 金沢工業大学人間情報システム研究所

34 巻の 3 号をお届けします。
視覚の科学は来年の 35 巻 1 号から電子出版化します。ですので，本号は次の 4 号で紙を使った冊子

は終わりになります。そのせいというわけではないのですが，本号は充実しています。まず原著論文
を 3 件掲載することができました。そのうち 2 件は興味深い装置の紹介にもなっていると思いますが，
グレア付加の輝度コントラスト感度の自覚的測定，水晶体の形状変化の超音波トモグラフィによる広
角測定の研究です。

総説とトピックスには光干渉断層計（OCT）と心理物理で活躍されている研究者による専門分野の
解説です。読みごたえがある，つまり私にはすこし難しかったですが，とてもためになる内容です。

長谷部先生にはバークレー留学のことを書いていただきました。先生の基礎研究に対する情熱が伝
わってきます。実はこの編集後記をバークレーの Optometry School からヒューストンの Optometry 
School への移動中に書いています。今回はたった 2 日間の訪問でしたが，主な訪問先の Chris 
Wildsoet 教授や補償光学の Austin Roorda と楽しい研究の話ができました。こんなところに留学でき
たなんてうらやましい限りです。みなさんも機会があればぜひ留学を考えられたらいいと思います。

最初に触れましたが，視覚の科学は 35 巻から電子化されます。紙の利点は失われますが，それを
補ってあまりあるメリットがある，と考えて電子化に踏み切りました。今よりも更に内容を充実させ
ることで，視覚の科学のプレゼンスを上げたいと思います。4 号に電子化の詳細を掲載しますので，そ
ちらを参考にしてください。

編　集　後　記

三橋　俊文�記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規定

原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

2.　 原著論文は査読者の意見を参考に，編集委員会が
採否を決定します。なお，査読者の意見により原
稿の加筆，修正，削除などをお願いすることがあ
ります。原稿修正などに要する日数はとくに定め
ませんが，3 カ月以上になると取り下げと判断す
る場合があります。

原著・総説の執筆要項
1.　 査読システム（https://endai.umin.ac.jp/cgi-open-

bin/ronbun/regist/index.cgi?site_id=A00347-001 ）
に従って入力して下さい。

・ タイトルページ：題名，簡略論文タイトル，所属
名，著者名，校正などの連絡先を記入して下さい。

・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。

・ 英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，
1,000 文字とします。なお，英文の題名，氏名，
所属名，住所を明記して下さい。英文要約は，和
文要約に沿って書き，あらかじめ英語の堪能な方
の校閲を受けて下さい。

・ キーワード：日本語のキーワードを，5 個以内で
重要な順に列記して下さい。

・ Key words：英語の key words は日本語と同じもの
を，5 個以内で重要な順に列記して下さい。

・ 本文：原則として，緒言，方法，結果，考按の各
項目に区分して下さい。ただし，内容によっては
この限りではありません。総説の場合，本文の構
成は自由です。

・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明

2.　 論文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
8,000 字以内とします。ただし，編集委員会が認
める場合は，この限りではありません。専門用語
以外は当用漢字，現代かなづかいを使用し，句読
点を正しく付けて下さい。アップロード可能な本
文 Microsoft Word あるいはテキストファイルで，
アップロード可能な図のファイル形式は，JPEG，

GIF，PDF，PowerPoint，PowerPoint2007，
Word，Word2007 となります。表のファイル形式
は，JPEG，GIF，PDF，Excel，Excel2007，
Word，Word2007 となります。アップロード可能
なファイル容量は「20MB」までです。

3.　 医学用語は，原則として日本医学会医学用語委員
会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語
集　第 5 版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）2006 年をご参照下さい。外国人名，
地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外
来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は
固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞
を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文
字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ
内に入れ（------®）として下さい。

4.　 数字は，算用数字を用い，計量単位はできるだけ
SI 単位を用いて下さい。

5.　 図と表の大きさは原則として A4 以内で，解像度
は 300dpi 以上で作成してください。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。

7.　 図（写真）と表の説明は，読めばその内容がわか
るように明記し，本文中に重複して記載しないよ
うに注意して下さい。

8.　 カラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。
オンラインジャーナル内などにアップロードする
PDF のみカラーをご希望の場合は，カラー印刷
の費用はかかりませんが，グレースケールとカ
ラーの両方のバージョンをご用意下さい。

9.　 説明は，読めばその内容がわかるように明記し，本
文中に重複して記載しないように注意して下さい。

10.   掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

11.   文献は本文中に引用されたもののみを書き，文献
の記載順序は引用順とします。本文中の引用箇所
には肩番号を付して照合して下さい。

12.   文献の書き方は，以下の書式で作成して下さい。
　　［雑誌の場合］
　　　著者名：題名．誌名　巻：頁 - 頁，発行年（西暦）．
　　［単行本の場合］
　　　 著者名：書名．編者名，頁 - 頁，発行所名，所

在都市名，発行年（西暦）．



　　 著者が 3 名以上の場合は最初の 2 名を書いた上
で 3 名以降は，他または et al として下さい。

　　例 1 ） 北原健二：色覚の個人差と分子生物学．日
眼会誌 102：837-849, 1998.

　　例 2 ） M. Neitz & J. Neitz: Numbers and ratios of 
visual pigment genes for normal red-green 
color vision. Science, 267: 1013-1016, 1995.

　　例 3 ） 不二門　尚：大型弱視鏡による検査．丸尾
敏夫編，眼科診療プラクティス 4　斜視診
療の実際，98-101，文光堂，東京，1993．

　　例 4 ） Duke-Elder SS & Abrams D: Ophthalmic 
optics and refraction. In:System of 
Ophthlmology, 406-408, Henry Kimpton, 
London, 1970.

13.   著者校正は，原則として 1 回とします。印刷ミス
の校正を主とし，字句の加筆，削除，変更はでき
るだけ避けて下さい。大幅な改変はできません。

14.   別刷は 30 部を無料とし，これ以上の部数は有料
として 50 部単位で受付けます。

15.   筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4 頁までは無料とし，5 頁からは 1 頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します（目
安として本誌 1 頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，図
と表はそれぞれ 400 字原稿用紙ほぼ 1 枚に相当
します）。依頼による総説の場合，掲載料は無料
で す が， カ ラ ー 印 刷 の み 実 費（1 頁 当 た り
20,000 円から 32,000 円）を申し受けます。



日本眼光学学会　奨励賞規定

第1条
日本眼光学学会において，優秀な若手研究者を育成し，その活動を助成することを目的として学術奨励賞（以
下「奨励賞」という）を設けるものとし，以下の定めに従い表彰する。

第 2条
次の各号所定の用件をすべて充たす者に対して奨励賞を授与する。
　1 ）日本眼光学学会の会員資格を有する者
　2 ） 研究業績が当該奨励賞授与前年に発行された「視覚の科学」第 1 ～ 4 号のいずれかに原著論文として掲

載された筆頭著者
　3 ）掲載された年の 12 月末時点において満 40 歳以下の者
　4 ）過去に学術奨励賞受賞歴のない者

第 3条
論文賞の授与は，原則として毎年 2 件を限度として，総会において理事長がこれを行う。

第 4条
奨励賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
　（1） 賞状
　（2） 研究助成金

第 5条
奨励賞受賞者は，受賞年度の日本眼光学学会総会において記念講演を行う。

第 6条
この規定の改廃は，理事会の決議をもって行う。

付則
この規定は､ 平成 21 年 1 月 1 日から施行する。



日本眼光学学会　学術論文賞規定

第1条
日本眼光学学会において，研究活動を助成することを目的として学術論文賞（以下 ｢論文賞｣ という）を設け
るものとし，以下の定めに従い顕著な研究成果を挙げた学会員を表彰する。

第 2条
論文賞受賞者は､ 次の各号所定の要件をすべて充たす者に対し，編集委員会で決定する。
　1 ）眼光学に関する研究成果が，当該論文賞授与前年に発行された学会刊行物に掲載された原著論文の筆頭著者
　2 ）自薦あるいは大学教授，編集委員による他薦があった者
　3 ）刊行された原著論文が編集委員会における審査により，とくに優秀と評価された者
　4 ）論文刊行時に日本眼光学学会の会員資格を有する者
　5 ）論文掲載年の 12 月末時点において満 50 歳以下の者
　6 ）過去に論文賞受賞暦のない者

第 3条
論文賞の授与は，原則として毎年 1 件とし，総会において理事長がこれを行う。

第 4条
論文賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
　（1） 賞状
　（2） 研究助成金

第 5条
論文賞受賞者は受賞年の日本眼光学学会時に記念講演を行う。

第 6条
この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会常任理事会が行う。

付則
この規定は､ 平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
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2013 年 9 月

日本眼光学学会 2013年度編集委員会　議事録

日　時：2013 年 9 月 6 日（金）13：00 ～ 14：30
場　所：ウェスティン都ホテル京都 3F「竹」
出席者： 市川一夫，魚里　博，大鹿哲郎，梶田雅義，川守田拓志，古野間邦彦，佐藤雅之，仲泊　聡，根岸一乃，

平岡孝浩，広原陽子，不二門　尚，前田直之，巻田修一，増田　高，三橋俊文，山内泰樹，吉澤達也
 編集部より三宅啓子，瀧内咲智子　計 20 名
欠席者：江本正喜，祁　華，斎田真也，佐藤美保，長谷部　聡 （50 音順・敬称略）
議　長：三橋俊文

◆報告事項
1 ．編集委員の一覧表
　　新しく編集委員になった方がいたので自己紹介をした。
　　一覧表の記載内容に間違いがないか確認。
2 ．視覚の科学発刊経過・予定
　　・視覚の科学 34 巻 3 号（2013 年 9 月）
　　・視覚の科学 34 巻 4 号（2013 年 12 月）
　　　順調に発刊できている。
3 ．原著の状況
　　・改変中 3 編，査読中 1 編である。
　　　改変中のうち 1 編は 34 巻 4 号に掲載できる。
4 ．日本眼光学学会学術奨励賞
　　2013 年度の受賞者は下記の 3 名に決定
　　編集委員 23 名に審査を依頼し，17 名が投票（内 1 票無効）。
　　・遠藤高生　30 歳（大阪大）
　　　「超低視力の定量化−コンピュータディスプレイを用いた検討−」
　　・川島祐貴　28 歳（山形大・理工）
　　　「異なった速さをもつ 2 種類のオプティカルフローにより生起すべきベクションの速さの評価」
　　・山口達夫　37 歳（株式会社トプコン）
　　　「Flood Illumination 型補償光学眼底カメラを用いた網膜奥行情報の取得」

協議事項
1 ．担当の割り当てについて
　　4 号の巻頭言は学会担当会長，総説は招待講演の先生
　　34 巻 4 号は巻頭言：吉村先生，総説：不二門先生にお願いする。
　　・担当表の確認
　　　電子化時に巻頭言と編集後記は廃止する。
2 ．今後のテーマについて
　　・光学入門について 川守田・広原委員，三橋委員長
　　　どのような内容にするか協議中
　　・留学印象記
　　　若手の方へ依頼し，最近の留学状況を執筆してもらう。
　　　 会員でない方に依頼してもよい（執筆時の年は無料で会員になってもらい，次年度からは会員を継続（有

料）しても退会しても構わない）。
　　・IOL について 市川委員　増田委員
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視覚の科学　第34巻第 3 号

　　　 メーカーからの情報提供。技術者による評価。心理物理的評価の動向など。系統立った公開質問状のよう
なものをつくって，各メーカーから返事をもらう。

　　・CL について 梶田委員
　　　関係のメーカーに梶田先生より依頼していただく。
　　・チュートリアルセミナーの印象記を視能訓練士の人に書いてもらう。
　　・視覚的な認識 仲泊委員
　　　fMRI について担当者 4 人で連載または特集という形で掲載（掲載は 2015 年 1 号から）
　　・心理物理的なもの 市川委員，吉澤委員
　　　色覚に関するものがいいのではないか。
　　　 眼科医以外の方がやっている。歴史的にみて診断などを分類して学会としてまとめておくのもよいのでは

ないか。（掲載は 2015 年 1 号から）。
　　・OCT について 巻田委員
　　　日本人より外国の方なら執筆していただく方がいる。
　　　※執筆依頼するにあたり謝礼をはらうのか？
　　　　日本人は無償で。外国人にはどうするか今後検討。
3 ．査読システムの状況と問題点
　　・原著投稿をはじめ，総説などの依頼原稿も査読システムを運用している。
　　・原著の査読だが，編集委員長・編集委員で作業をすると，査読者が誰なのか見えてしまう。眼紀に委託する。
　　・ 大鹿委員より，「査読者から編集委員へのコメント」という項目が今は必須になっているのを任意に変更

する旨の意見をいただいた。川守田委員に変更する作業をお願いした。
4 ．電子ジャーナル化
　　・推進グループ　4 名，川守田，広原，三橋，瀧内（眼紀）
　　・J-STAGE 利用するため，書類の申請と JST との打ち合わせを実施。
　　・J-STAGE は年間メンテナンス代は必要なし。
　　・会員には ID・パスワード（会員共通）を配布する。
　　　J-STAGE から公開して欲しいとのこと。
　　　原著は掲載後すぐに公開するが，総説などの企画は非会員には 1 年間クローズ。
　　　詳細検討後，編集委員にメールにて審議していただく。
　　・掲載内容は当面今までと同じでいく
　　　「総説・原著・トピックス・留学印象記・学会印象記」
　 1 ） 電子ジャーナル化にするにあたっての問題点
　　・管理・アップデートの作業は，編集委員でやるには大変なので，眼紀または業者に委託する方向で進める。
　　・新刊の発行時の連絡方法
　　　視覚の科学 34 巻 4 号で，電子ジャーナル化についての内容を掲載する。
　　　35 巻 1 号がアップしたときに書面で連絡する。
　　　会員にもう一度メールアドレスの登録を募り，メールで連絡できるようにする。
　　・法人会員，年間購読，寄贈施設への対処は？
　　　詳細検討後，編集委員にメールにて審議していただく。
　　・ニュースレターの発行
　　　発行回数　年 1 回　視覚の科学 1 号発刊時または年始め
　　　発行形態
　　　掲載内容　事務連絡
　　　　　　　　他の学会の紹介や世界的なトレンド（編集委員の協力が必要）
　　・J-STAGE には広告は入らないので，今まで各号 60 万円前後の収入をどうするか？
　　　ニュースレターで広告を募る。
　　　赤字にならないような広告料金設定の案を作成して，編集委員にメールにて審議していただく。
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　　　論文の PDF 作成費と今までの印刷費と比較してどれだけ差があるか検討の必要あり。
5 ．50 周年記念誌
　 1 ）2014 年の学会総会までに発行
　 2 ）会員，大学・大学附属病院の医局にも送付する。
　 3 ）掲載内容
　　・巻頭言：不二門先生
　　・眼光学の歴史や思い出：所先生，加藤先生，畑田先生，魚里先生，西信先生
　　・眼科 ME について：可児先生
　　・屈折調節研究会について：梶田先生
　　　昔，所先生がまとめられたもの（抄録集）があり，それを基に梶田先生にまとめていただく。
　　・現在とこれから：川守田先生，根岸先生，大沼先生　
　　・学会開催リスト
　　・それぞれの学会の記録，写真，その年に起こったこと：三橋
　　　学会総会の写真を充実させる。
　　　今まで学会主催の先生に執筆依頼状を送る。原稿〆切は 2014 年 3 月末。
　　・過去の出来事の写真
　　・名誉会員，理事，編集委員の紹介（写真，バイオグラフィー）
　　・そのほか
6 ．二重投稿の論文について
　 1 ）二重投稿問題について
　　 人間工学会において二重投稿で論文取り消しになった富山大学中嶋氏の論文 3 件のうち 2 件は，二重投稿

の対象が視覚の科学である。
　　この 2 件については視覚の科学で受理後に人間工学へ投稿されている。
　　視覚の科学の方が受理が先なので，今のままでとくに動きはしない。
　 2 ）眼光学学会としての対応に必要性
　　・受理後であれば，印刷と出版前であっても問題視する必要はないか。
　　・著作権としては問題があると考えられる，対応が必要か。
　 3 ）ほかに二重投稿がないか調査
　　調査委員会を設置。
　　委員：佐藤（北九州大），広原（トプコン），山内（山形大），吉澤（金沢工大），三橋（東工大）
　　・眼光学学会編集委員会の対応としては，中嶋氏からの投稿について調査した。
　　結果
　　以下の論文が二重投稿と断定した。
　　・ 長山信一，中嶋芳雄，高松　衛：伝統的景観を演出する景観照明における印象評価とその因子構造．視覚

の科学 24：47-53，2003．二重投稿と断定した。
　　対象となる他の学会誌への投稿
　　・ 長山，中嶋，高松：歴史的景観を演出する景観照明の印象評価および因子構造に関する考察．照明学会誌 

87：319-327，2003.
　 4 ）今後のアクション
　　 照明学会に掲載された長山氏の論文は，視覚の科学より数日先に受理されているので，長山氏本人に問い合

わせて確認する。
7 ．そのほか
　　・次回編集委員会
　　　来年の学会前日（2014 年 9 月 5 日 （金））の予定
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日本眼光学学会 2013年第 2回常任理事会議事録

日　時：2013 年 9 月 6 日（金）14：30 ～ 16：00
場　所：ウェスティン都ホテル京都　3F　竹
出席者：魚里　博，大鹿哲郎，大沼一彦，川守田拓志，小林克彦，根岸一乃，不二門　尚，松本富美子，
　　　　三橋俊文，遅れて長谷部　聡
　　　　オブザーバー　吉村長久　　　　事務局　三宅啓子，瀧内咲智子　　計 13 名
欠席者：吉田晃敏 （50 音順・敬称略）

議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．会員についての現況
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2013 年 8 月 30 日現在）　 正会員 521 名（うち名誉会員 32 名）・法人会員 23 社
　　　　　　　　　　　　　　 購読会員 19 箇所，寄贈 9 箇所
2 . 学会開催について （不二門理事長）
　 1 ）第 49 回日本眼光学学会の現況報告 （吉村長久会長）
　　　特別講演　　　　　不二門　尚
　　　シンポジウム 3 ，教育講演 5 ，症例報告 3 ，一般口演 48，
　　　学術奨励賞 3（OCT について教育講演，症例報告を行う。）
　　　事前登録　290 名
　 2 ）第 50 回日本眼光学学会の現況報告 （不二門理事長（吉澤会長））
　　　・日時：2014 年 9 月 6 日 （土）・7 日 （日）
　　　・会場：金沢工業大学　扇が丘キャンパス　23 号館
　　　　　　　〒921-8501　石川県野々市市扇が丘 7-1
　　　　　　　TEL：076-248-1100　FAX：076-248-7318
　　　・会長：吉澤達也（金沢工業大学）
　　　特別講演 2 ，シンポジウム 2 ，実行委員会を決めてプログラムを検討
　 3 ） 第 51 回日本眼光学学会の現況報告 （不二門理事長（長谷部会長））
　　　・日時：2015 年 9 月 26 日 （土）・27 日 （日）
　　　・場所：岡山コンベンションセンター
　　　・会長：長谷部　聡（川崎医科大学）
3 ．2012 年度会計報告および 2013 年度予算案 （不二門理事長）
　　収入：個人会費は若干減少，学会誌広告料は大幅に増えている。原著が多かったので著者負担金は増えた。
　　支出：学会誌作成費減少，すべて少しずつ減少した。
　　　　　合計は 270 万円ほど増えた。
　　予算： 個人会費は 7000 円に値上げしたので増加。学会誌は正常化したので減額，多施設研究は支出の予定

である。
4 .「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　　・2013 年度は順調に発行されている。
　 1 ）発行時期：3 号 9 月末予定
　　　　　　　　4 号 12 月末予定
　 2 ）3 号の概要：総説 1 件
　　　　　　　　　①光コヒーレンストモグラフィによる血管造影 巻田修一
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　　　　　　　　　原著 3 件
　　　　　　　　　① 広角測定可能な超音波生体顕微鏡 VuMaxⅡを用いた調節時の前眼部および水晶体変化の

測定 片岡嵩博　他
　　　　　　　　　②周辺視野のグレア光がコントラスト感度に与える影響 金澤正継　他
　　　　　　　　　③視差とコントラスト変化を伴った鏡面反射像の主観的評価 山本昇志　他
　　　　　　　　　トピックス 1 件
　　　　　　　　　①大きな両眼網膜像差による奥行きの知覚における運動の効果 玉田靖明，佐藤雅之
　　　　　　　　　留学印象記 1 件 
　　　　　　　　　① Schor Lab at U.C.Berkelry 長谷部　聡
　　　　　　　　　学会印象記 1 件
　　　　　　　　　①三次元画像コンファレンス 2013 江本正喜
　　　 4 号　　　　紙ベースと電子化と両方を出す予定。
　　　　　　　　　巻頭言　吉村長久（会長）
　　　　　　　　　総説　　不二門　尚（特別講演）
　　　　　50 周年記念号を来年の 9 月の学会までに発刊する予定。
　　　　　二重投稿の問題について編集委員で討議している。
5 ．ホームページについて （川守田常任理事）
　　ホームページはすでにアップしている（http://www.gankougaku.gr.jp/）。
　　検索をかけたときに上位にくる。
　　電子ジャーナル J STAGE と査読システムを動くようにする。
　　 アクセス回数をみるようにする。本文をみたいときには PDF をクリックする，などと入れるとよいのでは

ないか。PDF だけだと要旨のみか本文かわからないため。
6 ．学術奨励賞の推薦依頼について （三橋常任理事）
　　編集委員 23 名で審査を行い，17 名が投票（無効票 1）した。
　　8 件の論文があったが，僅差だったので以下の 3 名に決まった。
　　・遠藤高生　30 歳（大阪大学）
　　　「超低視力の定量化−コンピュータディスプレイを用いた検討−」
　　・川島祐貴　28 歳（東京工業大学）
　　　「異なった速さをもつ 2 種類のオプティカルフローにより生起するベクションの速さ評価」
　　・山口達夫　37 歳（㈱トプコン）
　　　「Flood Illumination 型補償光学眼底カメラを用いた網膜奥行情報の取得」
　　来年からは論文賞 1 名，学術奨励賞 1-2 名を選ぶ。　　HP に宣伝する。
7 ．2013 眼光学チュートリアルセミナー実施報告 （小林常任理事）
　　今回は 6 回目である。
　　会　期：2013 年 8 月 3 日 （土）・4 日 （日）
　　会　場：機械振興会館　地下 2 階ホール（JOEM の入っているビル）
　　参加者：141 名
　　 式を使わないで眼光学のことがわかるようにした。臨床のことについてはわかりやすいが，基礎的なところ

はわかりづらい。
　　眼科医が増えた。会場変更に対する大きな不満はなかった。
　　収支については今年も黒字にはならなかった。利益を出すという概念がない。
　　 眼光学学会としてもメリットがあるが学会で行うのは大変なので，講師の負担にならないように，現状維持

で来年度も続けるという方向でいく。
8 ．多施設研究報告について （魚里常任理事）
　　研究結果の学会誌が発刊されたので，共著者に別刷を渡す予定。
　　 次の多施設研究については，今年の 10 月に ISO の会議が済んでから提案をしたいと思っている。眼科医療
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機器，視力表などの審議が出てから。
　　 視力表の標準化（ランドルド環以外の視力表）について，近距離視力表の客観性，環境などの標準化が議論

される予定。
　　OCT：厚みの表示についてはハイデルベルグ，TOPKON はソフト，ニデックは無骨であり，再現性が悪い。
9 ．SIG に応募する（2014 年）
　　枠が少ない（6～7）。オープンになったので出してはどうか。9 月 30 日締切。
　　 インストラクションコースに出したが，アンケート調査の結果がよくなかったので，次の年に落ちた。根岸

先生にトライしてもらう。講師の先生は学会員でなくてもよい。
10．その他
　　沖縄県で学会を行ってほしいとの要望があった。台風の季節なので無理ではないかと。

◆協議事項
1 ．学会誌「視覚の科学」について
　　広告の件：収支を考えて今後検討する，ニュースレターは年 1 回発刊する。
2 ．第 52 回（2016 年）日本眼光学学会について
　　最近教授になられた小林克彦先生ではどうか。持ち帰って検討することになった。
3 ．学術論文賞規定変更
　第 6 条　この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会常任理事会が行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　第 6 条　この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会理事会が行う。
4 ．眼科画像診断（ME 学会の発展形）について
　　集約されてきた歴史のある学会である。眼底光学系の話を残したい。
　　今回は OCT の教育的な話題を入れてもらってよかった。
　　巻田先生にも編集委員に加わってもらった。
5 ．次回常任理事会の開催について
　　2014 年の日本眼科学会会期中を予定している。

日本眼光学学会 2013年理事会議事録

日　時：2013 年 9 月 7 日 （土）11：45 ～ 12：45
場　所：ウェスティン都ホテル京都　3F　竹
出席者：医科系　大鹿哲郎，梶田雅義，根岸一乃，不二門　尚，前田直之，村上　晶，吉田晃敏，
　　　　　　　　大石明生（吉村長久代理）
　　　　理工系　魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，河原哲夫，小林克彦，三橋俊文，吉澤達也
　　　　視機能　川守田拓志，松本富美子
　　　　監　事　可児一孝　　　　事務局　三宅啓子，瀧内咲智子　　計 20 名
欠席者：大野京子，斎田真也，長谷部　聡，畑田豊彦 （50 音順・敬称略）

議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．会員についての現況 （不二門理事長）
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2013 年 8 月 30 日現在）　正会員 521 名（29 名増）（うち名誉会員 32 名）
　　　　　　　　　　　　　　購読会員 19 箇所，寄贈 9 箇所，法人会員 23 社（2 社減）
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2 ．第 48 回日本眼光学学会収支報告 （村上　晶会長）
　　事前登録 374 名，参加登録総数 531 名，収支は過不足なく終了した。
　　ご協力ありがとうございました。
3 ．学会開催について
　　 1 ）第 49 回日本眼光学学会の現況報告 （吉村長久会長代理）
　　　　ウェスティン都ホテル京都
　　　　事前登録　290 名，現在 423 名である。
　　　　特別講演　不二門尚先生，学術奨励賞 3 ，シンポジウム 3，教育講演 5 ，
　　　　症例検討 3 ，一般口演　48 題　OCT の話題が入っている。
　　 2 ）第 50 回日本眼光学学会の現況報告 （吉澤達也会長）
　　　　・日時：2014 年 9 月 6 日（土）・7 日（日）
　　　　・会場：金沢工業大学　扇が丘キャンパス　23 号館（金沢市の隣の市）
　　　　　　　　〒 921-8501　石川県野々市市扇が丘 7-1
　　　　　　　　TEL：076-248-1100　FAX：076-248-7318
　　　　・会長：吉澤達也（金沢工業大学）
　　　　　特別講演　カナダの研究者，心理物理の先生を予定，金澤の文化を紹介できる先生を考えている。
　　　　　シンポジウム　2　を予定している。
　　 3 ）第 51 回日本眼光学学会の現況報告 （不二門理事長）
　　　　・日時：2015 年 9 月 26 日 （土）・27 日 （日）
　　　　・会場：岡山コンベンションセンター
　　　　・会長：長谷部　聡（川崎医科大学）
4 .「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　・2013 年度第 33 巻 3 号　 9 月発行予定
　　　　　　　　　　 4 号　12 月発行予定　と，順調に進んでいる。
　・3 号の概要：巻頭言　　　　　　梶田雅義
　　　　　　　　総説　「光コヒーレンストモグラフィによる欠陥造影」 巻田修一
　　　　　　　　原著　 3 編
　　　　　　　　　　　「 広角測定可能な超音波生体顕微鏡 VuMaxⅡを用いた調節時の前眼部および水晶体変化

の測定」 片岡嵩博　他
　　　　　　　　　　　「周辺視野のグレア光がコントラスト感度に与える影響」 金澤正継　他
　　　　　　　　　　　「視差とコントラスト変化を伴った鏡面反射像の主観的評価」 山本昇志　他
　　　　　　　　トピックス
　　　　　　　　　　　「大きな両眼網膜像差による奥行きの知覚における運動の効果」 玉田靖明，佐藤雅之
　　　　　　　　留学印象記　「Schor Lab at L.C.Berkelry」 長谷部　聡
　　　　　　　　学会印象記　「三次元画像コンファレンス 2013」 江本正喜
　・視覚の科学電子化（J STAGE）
　　今年の 4 号は紙ベースと両方出す。来年 1 号から電子化をする。アナウンスの手紙を送る。
　・50 周年記念号
　　いつものとは別に発刊するべく準備している。来年の学会までに出版の予定。
　・二重投稿問題　人間工学会から
　　明らかに二重投稿と思える論文がみつかった。編集委員会で討議している。
5 ．ホームページについて （川守田理事）
　　 すでにアップしている（http://www.gankougaku.gr.jp/）。多施設研究のことを付け加える。アクセス分析を

して，みてもらっているかどうかをしっかりとつかむ。
　　 来年にむけて，相見積もりをとっているところである。
6 ．学術奨励賞について （三橋理事）
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　　対象論文が 8 件あった。僅差であったので以下の 3 名に決まった。
　　23 名で審査し 17 名が投票（無効票 1）した。
　・遠藤高生　30 歳（大阪大学）
　　「超低視力の定量化−コンピュータディスプレイを用いた検討−」
　・川島祐貴　28 歳（東京工業大学）
　　「異なった速さをもつ 2 種類のオプティカルフローにより生起するベクションの速さ評価」
　・山口達夫　37 歳（㈱トプコン）
　　「Flood Illumination 型補償光学眼底カメラを用いた網膜奥行情報の取得」
　　来年から奨励賞（40 歳以下）奨学金 5 万円　　1 名（特別の場合 2 名）
　　前年度の視覚の科学に投稿された原著論文の筆頭著者
　　　　　　論文賞（50 歳以下）賞金 10 万円　　 1 名
　　 前年度に発行された学術刊行物に発表された眼光学に関する原著論文の筆頭著者，あるいは大学教授，編集

委員により他薦。論文刊行時に学会会員であることが条件となる。
　・学術論文賞規程　アンダーライン部分を変更する。　　
　　第 6 条　この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会常任理事会が行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　第 6 条　この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会理事会が行う。
7 ．2013 眼光学チュートリアルセミナー実施報告 （小林理事）
　　会　期：2013 年 8 月 3 日 （土）・4 日 （日）
　　場　所：機械振興会館　地下 2 階ホール
　　参加者：141 名
　　JOEM の本部のある東京タワーの下のビルに変更した。広さのためもあり参加人数が減少した。
　　できるだけ式を使わないで眼光学の知識を得られるようにした。
　　眼科医が少し増えた。
　　 眼光学学会としてもメリットがあるので，講師の負担が極度にならないように，現状で続けていこうと思う。

教育活動のひとつとして。
8 ．多施設研究について （魚里理事）
　　今年の 2 号に発刊された。
　　10 月に ISO の国際会議があるので，その審議結果を参考に後日決めたいと思う。
9 ．その他 （前田理事）
　・眼科用語集の改訂に関して
　　日眼より改訂，追加の用語を学会から言ってほしい。
　　JIS と用語を統一してはどうか。
　　魚里先生にまとめ役になってもらい，委員を決めて討議する。

◆協議事項
1 ．2012 年度会計報告・2013 年度予算案について
　　収入：広告料，著者負担金が増額，論文数が増えたため。
　　支出：学会誌作成費が安くなった。
　　予算：会費は 7000 円に値上げをしたので増額。学術奨励賞副賞が 3 人に増えた。
　　　　　多施設研究費を出す予定である。HP 作成費はできればあげたい。
2 ．2013 年度事業計画
　　例年と同様に予定している。
3 ．2016 年日本眼光学学会について
　　ME 系として，小林克彦先生にお願いしたいと思う。持ち帰って討議する。
4 ．眼科画像診断（ME 学会の発展形）について
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　　後眼部を含めた OCT について今回は特集を組んでもらっている。
　　学会のたびに特集を組むようにお願いしたい。
5 ．その他
　　多施設研究について
6 ．次回理事会の開催について
　　2014 年の日本眼光学学会会期中（昼）を予定している。
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2012年歳入歳出決算報告書（眼光学）
［自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日］

収　入 単位（円）
科　　　目 予　算　額 歳　入　額 前年度に比し増減

個 人 会 費 2,500,000 2,355,000 − 145,000

法 人 会 費 1,350,000 1,320,000 − 30,000

購 読 会 費 60,000 144,000 ＋ 84,000

学 会 誌 広 告 料 2,000,000 3,885,000 ＋ 1,885,000

著 者 負 担 金 250,000 856,692 ＋ 606,692

雑 収 入 50,000 412,618 ＋ 362,618

利 　 　 息 1,000 472 − 528

収 入 小 計 6,211,000 8,973,782 ＋ 2,762,782

前 年 度 繰 越 金 16,936,598 16,936,598  0

歳 入 合 計 23,147,598 25,910,380 ＋ 2,762,782

支　出 単位（円）
科　　　目 予　算　額 歳　出　額 前年度に比し増減

学 会 補 助 金 500,000 500,000  0

学 術 奨 励 賞 副 賞 222,222 111,111 − 111,111

会 議 費 500,000 429,418 − 70,582

出 張 旅 費 150,000 212,357 ＋ 62,357

学 会 誌 作 成 費 8,500,000 7,678,860 − 821,140

名 簿 作 成 費 250,000 0 − 250,000

多 施 設 研 究 費 1,000,000 0 − 1,000,000

印 刷 費 200,000 38,482 − 161,518

H P 作 成 料 740,000 383,250 − 356,750

HP 保守年間契約料 281,400 63,000 − 218,400

消 耗 品 費 50,000 51,630 ＋ 1,630

通 信・ 発 送 費 150,000 117,085 − 32,915

委 託 費 950,000 950,000 0

選 挙 費 用 300,000 150,338 ＋ 149,662

雑 費 60,000 59,290 − 710

会 計 監 査 料 100,000 0 − 100,000

予 備 費 400,000 0 − 400,000

支 出 小 計 14,353,622 10,744,821 − 3,608,801

次 年 度 繰 越 金 8,793,976 15,165,559 ＋ 6,371,583

歳 出 合 計 23,147,598 25,910,380 ＋ 2,762,782
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日本眼光学学会 2013年度予算案
［自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日］

収　入 単位（円）
科　　目 2012 年度予算額 2013 年度予算額 前年度に比し増減

個 人 会 費 2,500,000 3,290,000 ＋ 790,000

法 人 会 費 1,350,000 1,290,000 − 60,000

購 読 会 費 60,000 90,000 ＋ 30,000

学 会 誌 広 告 料 2,000,000 3,000,000 ＋ 1,000,000

著 者 負 担 金 250,000 300,000 ＋ 50,000

雑 収 入 50,000 50,000 0

利 　 　 息 1,000 1,000 0

収 入 小 計 6,211,000 8,021,000 ＋ 1,810,000

前 年 度 繰 越 金 16,936,598 15,165,559 − 1,771,039

歳 入 合 計 23,147,598 23,186,559 ＋ 38,961

支　出 単位（円）
科　　目 2012 年度予算額 2013 年度予算額 前年度に比し増減

学 会 補 助 金 500,000 500,000  0

学 術 奨 励 賞 副 賞 222,222 334,110 ＋ 111,888

会 議 費 500,000 500,000 0

出 張 旅 費 150,000 150,000 0

学 会 誌 作 成 費 8,500,000 5,600,000 − 2,900,000

名 簿 作 成 費 250,000 268,800 ＋ 18,800

多 施 設 研 究 費 1,000,000 1,000,000 0

印 刷 費 200,000 100,000 − 100,000

H P 作 成 料 740,000 0 − 740,000

HP 保守年間契約料 281,400 247,800 − 33,600

消 耗 品 費 50,000 50,000 0

通 信・ 発 送 費 150,000 150,000 0

委 託 費 950,000 950,000 0

選 挙 費 用 300,000 0 − 300,000

雑 費 60,000 60,000 0

会 計 監 査 料 100,000 100,000 0

予 備 費 400,000 400,000 0

支 出 小 計 14,353,622 10,410,710 − 3,942,912

次 年 度 繰 越 金 8,793,976 12,775,849 ＋ 3,981,873

歳 出 合 計 23,147,598 23,186,559 ＋ 38,961



（ 32 ）

視覚の科学　第34巻第 3 号

学 会 案 内

Optics & Photonics Japan 2013 開催のお知らせ

OPJ2013 は，光科学と光技術に関する研究発表の場を提供し，新しい研究課題や研究対象を発見し議論する
機会を設けます。本学術講演会のカバーする分野は，ナノフォトニクス，量子光学，情報光学，視覚光学，光計
測，生体医用光学，光学設計に加えて，エネルギー・環境・グリーンフォトニクスにまで拡がっており，光科学
から産業応用までの光に関わる広い領域を対象としています。光学関連の研究・開発に携わる方々の，積極的な
ご参加をお願い申し上げます。

日　程：2013 年 11 月 12 日 （火），13 日 （水），14 日 （木）
会　場：奈良県新公会堂（奈良県奈良市春日野町 101）
　　　　近鉄（奈良線・京都線） 「奈良駅」下車　徒歩 20 分
　　　　JR（関西本線・奈良線） 「奈良駅」から奈良交通バス（市内循環）
　　　　　　　　　　　　　　 「大仏殿春日大社前」下車　徒歩 3 分
主　催：公益社団法人応用物理学会 分科会　日本光学会
協　賛： 映像情報メディア学会，応用光学懇談会，応用物理学会光波センシング技術研究会，応用物理学会フォ

トニック ICT 研究会，画像電子学会，計測自動制御学会，情報処理学会，照明学会，精密工学会，電
気学会，電子情報通信学会，日本オプトメカトロニクス協会，日本化学会，日本眼光学学会，日本機械
学会，日本高圧力学会，日本視覚学会，日本色彩学会，日本写真学会，日本生物物理学会，日本赤外線
学会，日本天文学会，日本非破壊検査協会，日本物理学会，日本分光学会，光化学協会，光産業技術振
興協会，レーザ ･ レーダ研究会，レーザー学会，レーザ顕微鏡研究会，OSA，SPIE，OSK

企画講演・基調講演　香取秀俊氏（東京大学大学院工学系研究科）
　　　　「時空のゆがみを見る光格子時計」
　　　　・OSA，SPIE 会長特別講演
　　　　・受賞記念講演　第 22 回日本光学会奨励賞記念講演／第 16 回光設計賞記念講演
　　　　・シンポジウム等
　　　　　①光共鳴トラッピングと物質マニピュレーション／②チュートリアル「微小の玉手箱」
　　　　　③日韓生体医用光学シンポジウム／④非干渉 3 次元センシング技術の展開
　　　　　⑤光空間多重通信における光学技術の活用を考える
参加登録： 詳細は OPJ2013 Web サイトをご参照下さい。事前の申込手続きは 10 月 11 日（金）までです。
　　　　　当日参加は費用が高くなりますので，事前登録をお勧めします。
参加費： （円）

事前払い 当日払い

会員 6,000 8,000

学生会員 2,000 3,000

一般非会員 9,000 10,000

学生非会員 3,000 4,000

（協賛学協会会員の参加費は会員扱いとします）
予稿集：CD のみでの頒布となります。予稿集代は参加費に含まれませんのでご注意下さい。
　　　　予稿集 CD　事前払い：4,000 円，当日払い：5,000 円
　　　　予稿集 CD のみ（大会に参加せずに予稿集 CD のみ購入の場合）：7,000 円
懇親会：11 月 12 日の講演会終了後に開催
　　　　事前払い：5,000 円，当日払い：6,000 円（学生は事前，当日ともに 3,000 円）
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問合せ先：OPJ2013 事務局　〒164-0003 東京都中野区東中野 4-27-37　（株）アドスリー内
　　　　　TEL：03-5925-2840　FAX：03-5925-2913　電子メール：opj@opt-j.com
　　　　　URL：http://osj-jsap.jp/opj/opj2013/

第 32回日本眼腫瘍学会（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 59150）

第 29回日本眼窩疾患シンポジウム（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 02416）

会　期：2014 年 7 月 11 日（金）～ 13 日（日）
　　　　第 32 回日本眼腫瘍学会　　　　　　2014 年 7 月 11 日（金）午後～ 12 日（土）午前（予定）
　　　　第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム　2014 年 7 月 12 日（土）午後～ 13 日（日）午前（予定）
会　場：プレスタワー　静岡新聞ホール
　　　　住所：〒 430-0927　浜松市中区旭町 11-1　17F
　　　　問合先：静岡新聞社・静岡放送 21 世紀倶楽部　TEL：053-455-2001

【第 32 回日本眼腫瘍学会】
会　長：辻　英貴（がん研有明病院眼科部長）
事務局：がん研有明病院
　　　　〒135-8550　東京都江東区有明 3-8-31 （臨海副都心）
　　　　TEL：03-3520-0111 （大代表） 　FAX：03-3520-0141
　　　　担当；辻　英貴，小野崎　操

【第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム】
会　長：嘉鳥信忠（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科部長）
事務局：聖隷浜松病院
　　　　〒430-8558　浜松市中区住吉 2-12-12
　　　　TEL：053-474-2753（学術広報室）　FAX：053-471-6050（代表）
　　　　担当；笠井健一郎，今田景子，森田恵美子

第 50回日本眼光学学会総会

会　期：2014 年 9 月 6 日 （土）～ 7 日（日）
会　場：金沢工業大学　扇が丘キャンパス 23 号館
　　　　〒 921-8501　石川県野々市市扇が丘 7-1
　　　　TEL：076-248-1100　FAX：076-248-7318
会　長：吉澤達也（金沢工業大学）
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第 70回日本弱視斜視学会総会・講習会
第 39回日本小児眼科学会総会・講習会
アメリカ小児眼科斜視学会（日本）

合同学会 (JASA-JAPO-AAPOS Joint Meeting in Kyoto)

日　時：2014 年 11 月 29 日（土）～12 月 1 日（月）
会　場：国立京都国際会館
第 70 回日本弱視斜視学会総会・講習会＜日本語＞（総会長 不二門　尚）　11 月 30 日（日）
第 39 回日本小児眼科学会総会・講習会＜日本語＞（総会長 東　範行）　　11 月 29 日（土）
アメリカ小児眼科斜視学会（日本）＜英語＞（世話人 佐藤美保・東　範行・内海　隆）
　　　　11 月 30 日（日）～12 月 1 日（月）（全英語講演全日終日同時通訳付）

運営事務局：㈱コスギ
　　　　　　TEL：075-705-1280　Fax：075-705-1281
　　　　　　E-mail: info@trio2014.jp

The 12th Meeting of International Strabismological Association
（第 12回国際斜視学会（ISA 2014））

日　時：2014 年 12 月 1 日（月）～ 12 月 4 日（木）
会　場：国立京都国際会館（主会場全日終日同時通訳付）
会　長：佐藤美保（浜松医大眼科教授）
国内組織委員：不二門　尚（大阪大学）
　　　　　　　横山　連（大阪市立総合医療センタ−小児眼科）
　　　　　　　内海　隆（内海眼科医院）

運営事務局：㈱コスギ
　　　　　　TEL：075-705-1280　Fax：075-705-1281
　　　　　　E-mail: info@isa2014.jp
　　　　　　URL：http://www.isa2014.jp/
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学 会 会 合 案 内
◆　2013 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

10/31（木）～
11/3（日）

第 67 回日本臨床眼科学会
総会

パシフィコ横浜（神奈川
県横浜市）

株式会社コングレ
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: ringan2013@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/ringan2013/

2013/5/7

11/12（火）～
11/14（木）

Optics & Photonics Japan 
2013

奈良県新公会堂（奈良県奈
良市）

Optics & Photonics Japan 2013 事務局
TEL: 03-5925-2840
FAX: 03-5925-2913
E-mail: opj ＠ opt-j.com
URL: http://osj-jsap.jp/opj/opj2013/

2013/8/9

11/16（土）～
11/19（火）

AAO Annual Meeting 
2013

Ernest N. Morial 
Convention Center, New 
Orleans, LA

E-mail: meetings@aao.org
URL: http://www.aao.org/meetings/
annual_meeting/neworleans.cfm

2013/4/9

◆　2014 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/17（金）～
1/19（日）

第 37 回日本眼科手術学会
総会

京都国際会館（京都市左
京区）

株式会社コンベンションリンケージ内
TEL: 03-3263-8688
FAX: 03-3263-8693
E-mail: jsos37@c-linkage.co.jp
URL: https://www.jsos.jp/jsos37

2013/8/16

1/22（水）～
1/24（金）

日本視覚学会 2014 年
冬季大会

工学院大学（東京都新宿
区）

日本視覚学会 大会 ヘルプデスク
FAX：03-5227-8632
E-mail: vision-webpost@bunken.co.jp
URL:  https://sites.google.com/site/

vsj2014winter/

2013/11/15

2/1（土）～
2/6（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

The Moscone Center
San Francisco, CA, USA

E-mail:  Annie Gerstl （AnnieG@spie.org） 
or Jane Lindelof （JaneL@spie.
org）

URL: http://spie.org/x13196.xml

2013/7/22

3/17（月）～
3/20（木）

2014 年応用物理学会
春季講演会

青山学院大学（神奈川県
相模原市）

㈳ 応用物理学会
TEL: 03-3238-1041 ㈹
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp
URL: http://www.jsap.or.jp

4/2（水）～
4/6（日）

第 118 回日本眼科学会総会
（WOC2014 併催）
（APAO2014 併催）

東京国際フォーラム
（東京都千代田区）

株式会社コングレ内
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: jos2014@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jos2014/

2013/11/11
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

5/4（日）～
5/8（木）

The Association for 
Research in Vision and 
Ophthalmology （ARVO） 
Annual Meeting

Orlando, FL, USA The Association for Research in 
Vision and Ophthalmology
E-mail: arvo@arvo.org
URL: http://www.arvo.org

2013/12/6

5/16（金）～
5/21（水）

Vision Sciences Society 
Annual Meeting

Tradewinds Island Resorts
St. Pete Beach, FL, USA

Vision Sciences Society
E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org
URL:  http://www.visionsciences.org/

meeting.html

6/8（日）～
6/13（金）

CLEO 2014 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, USA

c/o OSA Customer Service - CLEO/
QELS Management
E-mail: custserv@osa.org
Tel: +1 202.416.1907
URL: http://www.cleoconference.org/

7/19（土）～
7/22（火）

Asia-Pacific Conference 
on Vision (APCV) 2014

かがわ国際会議場　（香川
県高松市）

URL:  http://www.vision.riec.tohoku.
ac.jp/APCV2014/saito/ASIA_
PACIFIC_CONFERENCE_
ON_VISION_2014.html

8/24（日）～
8/28（木）

European Conference on 
Visual Perception (ECVP)

Belgrade, Serbia Suncica Zdravkovic
E-mail: szdravko@f.bg.ac.jp
URL: http://ecvp2014.org/

9/17（水）～
9/20（土）

2014 年応用物理学会
秋季講演会

北海道大学　札幌キャン
パス （北海道札幌市）

㈳応用物理学会
TEL: 03-3238-1041 ㈹
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp
URL: http://www.jsap.or.jp

日本眼光学学会変更届
移動が生じた場合は、速やかに変更届を FAX (072-623-6060)で事務局へお届けください。
事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。

連絡先：〒567－0047　茨木市美穂ケ丘 3－6－302　日本眼科紀要会内
 日本眼光学学会事務局 TEL　072－623－7878　　FAX　072－623－6060
  E-mail   folia@hcn.zaq.ne.jp

事務局記入欄（記入しないで下さい） 受領日　　　　　年　　　　月　　　　日受付

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

4．文書および雑誌送付先　　5．その他（                     ）

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒



日本眼光学学会変更届
移動が生じた場合は、速やかに変更届を FAX (072-623-6060)で事務局へお届けください。
事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。

連絡先：〒567－0047　茨木市美穂ケ丘 3－6－302　日本眼科紀要会内
 日本眼光学学会事務局 TEL　072－623－7878　　FAX　072－623－6060
  E-mail   folia@hcn.zaq.ne.jp

事務局記入欄（記入しないで下さい） 受領日　　　　　年　　　　月　　　　日受付

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

4．文書および雑誌送付先　　5．その他（                     ）

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒
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