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巻　頭　言

最近の 3D 映像ブーム
奥山　文雄

（鈴鹿医療科学大学）

最近の市場調査では，2010 年の欲しい商品の上位に 3Dテレビが挙げられ，電機業界では 3D映像は第三次 3Dブー

ムや 3D元年といった用語が氾濫しています。

その背景にはシネマのデジタル化があり，日本の映画館にハリウッドからリアルタイムで映像が直接ネットワーク

で配信され，上映される環境が普及したことにあるようです。映画「Avatar」や「Alice in Wonderland」の 3Dの成功

もありますが，映画館はフィルムが不要で高精細度の大型ディスプレイが設置されていますから，3D環境を整備しや

すくなりました。

話題の 3D，立体映像は人間の立体視機能を利用する表示方法で，平面だった映像情報に奥行き方向情報を与えるこ

とで，臨場感を向上させることに役立っています。一般に利用されている 3D技術ではメガネあり立体ディスプレイと

メガネなし（裸眼）立体ディスプレイに区別されますが，眼の立体機能を利用している点は同じです。

ところで，1995 年頃に 3D映像が目に与える影響を調べましたが，3D映像が 2D画像と比べて，30 分程度の視聴

でも，現象的には自覚的な疲労が大きいこと，近方眼位の増加，調節近点の延長，調節反応量の低下傾向にあること

が特徴でした。また，短時間の休息で回復するとの報告もあります。

しかし，テレビの場合は何百万人も同時に視聴しますから，1997 年に起きたポケモン事件のような状況の可能性が

あります。この事件は，テレビで放送されたテレビアニメ「ポケットモンスター」の放送直後，放送を見ていた視聴

者（多くは児童）の一部が体調不良を訴え，各地で病院に搬送されました。病院に搬送された患者の多くは児童で，最

終的に把握された人数は約 750 人になり，そのうち 135 人が入院したと報道されています。患者の症状は，主に発作

様症状，眼・視覚系症状，不定愁訴，不快気分，頭痛や吐き気などでした。4～12 歳の推定視聴者は 345 万人とされ

ていますから，統計的には約 0.02％の確率で発生したことになります。原因は光過敏性発作とされ，ストロボ光やフ

ラッシング光などの激しい点滅が，光過敏性発作を引き起こされたためとされています。その後，映像作成ガイドラ

インが策定されました。

1980 年代にコンピュータ作業による VDT（visual display terminal）症候群が問題となり，眼科では日本眼科医会の

VDT研究班（1986～1989 年）からの提案がありました。厚生省（現 厚生労働省）が「VDT作業における労働衛生環

境管理のためのガイドライン」を定め，事業所などでは定期的な検診も行われています。

現代の高度情報社会では，映像は生活に欠かせない視覚情報源です。しかし，以上の事例を考えると，テレビなど

の 3D映像は眼の健康や視覚機能の発達に影響を与え，視聴者が多いため発生率は低くても新しい社会問題になる可能

性があるのではないでしょうか。
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1．緒 言

眼は外部からの光情報を屈折させ，眼球内部を通過
し，最後に視細胞にて受光される。それらの構造およ
び色彩の情報は電気刺激となり，通過してきた網膜内
部を逆に伝達して脳へと伝えられる。網膜は外界から

の情報を正確に脳に伝えるための神経細胞が多層構造
となって配置されている1）。これまで眼底を観察する
代表的な検査装置はカラー眼底カメラであった。眼
底カメラは眼底内部を二次元で高精細に映し出すこ
とができるが，網膜の内部構造を検出できるほどの深
さ弁別能力を持ち合わせていない。近年，網膜内部を

別刷請求先：174‒8580　東京都板橋区蓮沼町 75‒1　株式会社トプコン アイケアビジネスユニット 商品企画部　秋葉正博
（2010 年 7 月 13 日受理）
Reprint requests to: Masahiro Akiba　Product Planning Dept, Eye Care Business Unit, Topcon Corporation
75‒1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174‒8580, Japan
(Received and accepted July 13, 2010)

総　　説

眼科応用にむけたフルフィールド Optical Coherence 
Tomography の技術開発
秋 葉 正 博

株式会社トプコン アイケアビジネスユニット 商品企画部

Development of Full-Field Optical Coherence Tomography for 
Ophthalmic Imaging in vivo
Masahiro Akiba
Product Planning Department, Eye Care Business Unit, Topcon Corporation

フルフィールド（full-field:FF）optical coherence tomography（OCT）は二次元照明および二次元
検出を行うことで水平断面を非走査で計測するイメージング法である。顕微鏡の高精細な結像光学系と低コ
ヒーレンス干渉計を組み合わせることで，超高分解能の断層画像の取得が可能である。これまでの FF-OCT

の報告はラットや豚の摘出眼球（ex vivo）の計測にとどまり，in vivo での測定例は報告されていなかった。
そこで我々は，FF-OCT の高速化を目指し，2 台の CCD（charge-coupled device）カメラを用いた検出
光学系によりマウス前眼部の計測を試みた。更に，本光学系を改良することで FF-OCT システムを人眼眼底
計測へ応用し，世界で初めて人眼網膜の計測を成功させた。 （視覚の科学　31: 39－47，2010）

キーワード：OCT（光干渉断層計），フルフィールド，高分解能，角膜，網膜

Full-field optical coherence tomography (FF-OCT) is a non-scanning horizontal cross-sectional 

imaging technique based on interference microscopy.  By employing a high-definition microscopic 

imaging system and a low-coherence interferometer, we have achieved sub-cellular level biological 

tissue imaging.  The majority of conventional FF-OCT imaging has involved the ex vivo imaging of 

rat or porcine retinas, and high-resolution retinal images have been demonstrated.  However, in vivo 

retinal imaging has not been realized, due to slow measurement speed.  We have built a high-speed 

imaging system and have applied the new FF-OCT system to anterior segment imaging of the rat in 

vivo.  Feasibility studies of FF-OCT human retinal imaging were then performed.  Visualization of retinal 

nerve fiber bundles is demonstrated for the first time, to the best of our knowledge.

 (Jpn J Vis Sci  31: 39-47, 2010)
Key Words : Optical coherence tomography, Full-field,  High resolution,  Corneal imaging,  Retinal imaging 
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断層画像として映し出す光コヒーレンス断層画像化法
（optical coherence tomography  以下  OCT）が台頭し
てきた。OCTは広帯域光源の短い可干渉距離を利用
して生体の内部構造を“画像”として映し出す断層画
像化法である2－ 6）。光波の卓越した分解能で網膜内部
を“光学的に”切り出すことができる。眼球が光を受
光する組織であるがゆえ，その光をプローブとして計
測することは，目に優しい安全な計測手法であるとい
える。
現在市販されている眼科用 OCT装置は，深さ分解

能 5～ 6 μm，横分解能～20μmであることから組織
レベルの断層画像化が可能であり，病変の形状変化の
可視化とそれらの定量評価ならびに経過観察が可能で
ある。一方，病気の早期発見や解明には組織レベルの
変化の前に起きる細胞レベルでの微細な変化の検出が
求められている。近年，OCTに補償光学（adaptive 

optics：AO）を併用した細胞レベルの網膜断層画像
計測例が紹介され，網膜内部の神経線維バンドル，毛
細血管，視細胞などの描出に成功している7－9）。視
細胞の in vivo可視化については OCT装置だけでな
く，補償光学を併用したレーザー走査型共焦点検眼
鏡（scanning laser ophthalmoscope  以下  SLO）によ
る報告例も多い 10）。他方，細胞レベルの描出が可能
な OCTとしてフルフィールド（full-field  以下  FF）
OCTが知られている。FF-OCTは顕微鏡光学系の高
精細さと干渉による深さ方向の弁別機能を利用して水
平断面を描出するものである。網膜を二次元で照明
し，網膜内部で反射および散乱した二次元光波と参
照鏡からの参照光波を charge-coupled device（以下  

CCD）カメラなどの二次元検出器で並列に検出する
ことを特徴とする。熱光源などの時間的かつ空間的に
インコヒーレントな光源で照明し，比較的高い開口の
対物レンズと顕微鏡結像光学系を利用することで，高
い深さ分解能のみならず高い面内（横）分解能の両立
が可能となり，細胞レベルの描出が期待される11－13）。
図 1に現在臨床および研究用途に用いられている眼
底画像化装置（OCT，SLO，AO-OCT，AO-SLO）
の深さ分解能と横分解能についてまとめる。本稿で
述べる FF-OCTは深さ分解能，横分解能ともに AO-

OCTに匹敵する解像度が期待される。FF-OCTの開
発の歴史や基礎的な原理については前回の総説に既出
であるので，詳しくはそちらを参照されたい14）。
これまでの FF-OCTでは摘出したラットや豚の角

膜および網膜の断層画像化例が報告されており，組織

切片に匹敵する超高空間分解能断層画像として注目を
集めた15）。また，高速かつ超高空間分解能 FF-OCT

として，我々により活きたままのオタマジャクシの
細胞をビデオレートで可視化した例が報告された16）。
OCTにより細胞構造一つひとつを明瞭に映し出した
例として注目を集めた。一方で，FF-OCTによる眼球
組織の in vivo計測例についてはこれまで報告されて
いなかった。本報告では，超高空間分解能ビデオレー
ト FF-OCTを生体眼（マウスの角膜）の in vivo測定
へ適用した計測システムを紹介し，更にその装置を人
眼眼底へ適用するためのアプローチおよび画像化結果
について述べる。

2.  高速撮像に適した FF-OCT システムとその問題点

 1）横分解能とスペックルノイズ
現行の OCTは図 2（a）に示すように，横方向に

ビームを走査し，横×深さの断層画像を測定すること
から Bスキャン画像と呼ばれている。一方，FF-OCT

は図 2（b）に示すように，二次元入射光に対して水平
断面を画像化する。図 2（c）に示すように Bスキャン
画像は網膜の層構造の分離検出ができるが，境界部分
の描出は十分ではない。Bスキャン画像の横方向の高
分解能化における障害の一つは，眼球光学系の不完
全さと，図 2（c）の拡大図にも示すようなスペックル
ノイズである。細胞レベル画像化のためにはスペック
ルノイズの抑制が最大の課題となる。近年，複数枚の
OCT画像の平均をとることでスペックルノイズを目
立たなくする方法が提案されている17－18）。一般的に

図 1  眼底観察装置の深さ分解能および横分解能の関係図
 SLO：scanning laser ophthalmoscope
 AO：adaptive optics
 OCT：optical coherence tomography
 UHR：ultra high resolution
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スペックルの平均サイズは横分解能と等価であり，眼
底の場合約 20μmである。OCTの横分解能を高める
ことでスペックルサイズを低減できるが，2～3mm

程度の深い焦点深度の維持が必要である（高い横分解
能は困難）ことと人眼に残存する収差の問題から，横
分解能の大幅な向上は期待できない。
一方，FF-OCTは顕微鏡の高精細イメージングを基

本としており，インコヒーレント照明を用いた顕微鏡
光学システムにおいては面内分解能を向上させること
ができる。しかしながら，FF-OCTは低速（～1sec）
なシステムであり，生体の“生きたまま”の撮影には
難点があると思われていた。とくに，これまでの FF-

OCTは 4枚の異なる位相の干渉画像を時間的に連続
で撮像し，撮影した画像間の線形演算を行うことで

FF-OCT断層画像を出力していた。よって，4枚の画
像を撮像する間に位相関係を保たなければならず，生
体計測においては位相ゆらぎの影響で位相をロックす
ることができなかった。そこで我々は，FF-OCTの高
速化を目指し，2台の CCDカメラを用いた光学系を
新たに開発し，位相状態を維持しながらも計測時間を
短縮できるようにした。

 2 ）FF-OCTの高速化へ向けたアプローチ
本手法の基本コンセプトは，2台の CCDカメラを

用いてπ/2 位相の異なる干渉画像（sinと cos成分）
を同時に取得することである。図 3（a）に示すような
干渉計を用いた場合，2台の CCDカメラで検出され
る画像 CAおよび CBは以下のようにあらわすことが

図 2  現行の OCT（a）とフルフィールド（FF）-OCT（b）の測定画面の違い。
OCTの Bスキャン画像の網膜画像化例（c）
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できる。

CA＝ Isig＋Iref＋Iincoh＋α  Isig Iref  cos（Δφ）

CB＝ Isig＋Iref＋Iincoh＋α  Isig Iref  sin（Δφ）

ここで，Isigは信号光波，Irefは参照光波，Iincohは
干渉に寄与しない反射光波，αは干渉の効率を示す
定数，Δφは信号光波と参照光波との初期位相差であ
る。これらの出力から背景成分（Isig＋ Iref＋ Iincoh）を
差分することで，干渉画像の sinと cos成分のみを抽
出でき，最後にそれらの 2乗和をとることで FF-OCT

画像の構築が可能である。背景成分を差分するため，
干渉計中の参照鏡にピエゾ素子を取り付け，πだけ位
相シフトした画像を更に撮影した。これにより合計
4枚の画像を測定し，画像間の演算を行うことで FF-

OCT画像を抽出する。より詳しい計測原理について
は文献 16）を参考にしていただきたい。本稿では，マ
ウスの前眼部観察に適用した例を紹介する。

 3 ）マウス前眼部の in vivo画像化
本システムを用いて，マウス前眼部の高解像度画像

化を行った。希釈したケタミンを用いてマウス（アル
ビノ，6～ 8 weeks）を麻酔し，簡易ベッド上に乗せ

た。ハロゲンランプからの光を図 3（b）に示すように
スペクトル整形し，中心波長 700nm，波長半値幅約
150nmにした。本システムの深さ分解能は図 3（c）に
示すように水中で約 1.2μmであった。水浸対物レン
ズとしてオリンパス社製の（UMPlanFl 20x/0.5NA，
作動距離 3.3mm）を用い，対物レンズとマウスの
角膜の間はスコピゾルⓇ眼科用液を浸した。二次元
受光素子として，Texas Instruments社の CCDカメ
ラ（MX-512CL）を採用した。結像光学系における
計測視野は 420μm× 420μmであり，面内分解能は
1.7μmであった。マウス角膜への入射光量は中心波
長 700nmにおいて 1.2mW（CW）であり，マウスの
呼吸による動きを最小にするために CCDカメラに搭
載の電子シャッタにより露光時間を 6.4msecに制限
した。1mW入射時の計測感度は約－75dBであった。
本 FF-OCT装置を用いて測定したマウスの角膜お

よび水晶体の画像化結果を図 4に示す。図 4（a）は角
膜表面，（b）は角膜実質内部，（c）は角膜内皮，（d）は
水晶体を測定した例である。いずれの画像も FF-OCT

装置で測定したシングルショットの画像であり，画像
平均等の処理は行っていない。シングル画像であるに
もかかわらず，従来の図 2（c）の Bスキャン画像で観

図 3  2 台のカメラを用いた FF-OCTシステム
 （a）:光学構成図，（b）:実験に使用したスペクトル，（c）:測定した自己相関関数
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測されたようなスペックルノイズが抑制されているこ
とがわかる。図 4（a）においては表層細胞の構造が確
認され扁平上皮細胞が低反射に丸く検出されており，
図 4（b）においては角膜実質細胞が映し出されている
ことがわかる。図 4（c）においては，中心部に角膜内
皮細胞の六角形構造が映し出されて，角膜内皮細胞の
外周にみえる円形状のもの（矢印）はデスメ膜である
と予想される。画像 4（d）はマウスの水晶体を可視化
した例であり，水晶体の線維細胞が一つひとつ分離検
出されていることがわかる。このような水平断面画像
はこれまで OCTを用いて観測した事例のない高解像
度の画像であり，レーザー走査型共焦点顕微鏡で撮影
した画像に匹敵する高精細かつ高分解能な断層画像で
あると考えられる。しかしながら，本システム特有の
問題点も挙げられる。図 4（a）の画像において，丸く
抜けた細胞中に矢印で示すように核のような高反射の

ものが映し出されている。この高反射な構造が二つに
分離されて検出されていることがわかる。これはピ
エゾ素子による位相シフトにおいて時間的に異なる 2
枚の画像を測定する際，眼球の横方向の動きにより発
生したモーションアーチファクトでないかと考える。

3.  人眼撮像に向けた FF-OCT

 1 ）水浸対物レンズの効果
前章で示したように，2台のカメラを用いた高速

FF-OCTシステムによりマウス前眼部を in vivoで映
し出すことに成功した。FF-OCTの計測対象は生体で
あり，生体組織の構成要素はほとんど水に等しいこと
から，水浸対物レンズを使うことで被検体との屈折率
の差を最小にでき，
（1）角膜からの表面反射の低減，
（2）干渉面と焦点面の位置ずれの低減，

図 4  FF-OCTシステムを用いて計測した in vivoマウス前眼部の測定例
  （a）:角膜上皮，（b）:角膜実質，（c）:角膜内皮，（d）:水晶体。スケールバー：50 μm。
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（3）超高分解能撮影時の分散ミスマッチの低減
が可能になると予想される。更には，人眼は下界から
の光を角膜および水晶体で屈折させて網膜上に結像す
る。全体の屈折のうち約 2/3 は角膜による屈折で，残
る約 1/3 は水晶体による屈折である。つまり，角膜と
対物レンズの間を水で満たすことで，角膜表面での屈
折をほぼ無視することができ，角膜後面および水晶体
で発生する収差のみを考慮することによって高空間分
解能化の実現が期待できる。

 2） 超長作動距離対物レンズの試作と模擬眼を用い
た予備実験

一般に市販されている水浸対物レンズは顕微鏡下で
高倍率に観察する目的に設計されており，図 5（a）に

示すように高い開口（＞0.3-NA）をもち，3mm程度
の作動距離であった。このため，本レンズ単体では人
眼眼底に結像することができず，超長作動距離の対物
レンズが必要であった。そこで我々は，人眼眼底計測
に向けたアプローチとして，図 5（b）に示すように市
販の対物レンズの 10 倍以上の焦点距離をもつ水浸対
物レンズを製作した。その性能試験を行うにあたり，
図 5（c）に示すように生体眼を模擬した眼として，人
眼角膜と同じ曲率をもったアクリルプレートを角膜に
みなし，焦点距離 18mmの両凸レンズを水晶体にみ
なした前眼部模擬眼を用意し，その結像面に解像力
チャートを配置して分解能の確認を行った。その結
果，無収差の状態において眼底上で約 6μmの面内分
解能をもち得ることを確認した。

図 5  試作した対物レンズと模擬眼下での豚眼網膜の測定例
  （a）：市販の水浸対物レンズ，（b）：試作した水浸対物レンズ，（c）：模擬眼の構成例，

（d）：および（e）：模擬眼下で測定した豚眼網膜組織。スケールバー：100μm。
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その後，摘出豚眼のアイカップを作成し，それを
模擬眼の結像面に配置して FF-OCT装置で撮影した。
その代表的な結果を図 5（d）および 5（e）に示す。図
5（d）では画像の左半分に繊維状のものが観測されて
おり，画像の中央部では低反射の丸い構造が観測され
ていることがわかる。前者は網膜神経線維バンドル，
後者は網膜神経節細胞に相当するものと考えられる。
測定時は，入射光波に対して網膜が傾いて設置されて
いたため，わずかながら傾いた断層画像として検出さ
れたと考えられる。図 5（e）は網膜表面の血管を測定
した結果であり，血管を水平方向にスライスした断層
画像として観測されている。血管の内部には血球らし
き反射（矢印）も観測されていることがわかる。

 3 ）人眼網膜の断層画像化に向けたシステムの検討
試作した対物レンズペアを FF-OCTシステムへ組

み込み，人眼の網膜撮影を試みた。FF-OCTでは被検
眼の深さ方向の動きにより干渉信号の平均化，いわゆ
るフリンジウォッシュアウトが起こる20）。人眼の動き
の抑制は困難であるが，光源をパルス駆動することで
計測時間中に網膜の動きをあたかも止めたかのように
した。
以前の FF-OCT光学系においては，時間的に連続

する 2枚の画像の取得が必要であった。この時間差の

間に被検眼が横方向に動いた場合は，モーションアー
チファクトが形成されてしまう。そこで，我々は同時
に撮影した 2枚の画像のみを用いたシステムを用い
て人眼眼底計測を進めた21, 22）。

 4 ）人眼眼底計測向け FF-OCTシステム
使用したシステムの概略図を図 6に示す。図 3で
示した計測システムと同様の 2台のカメラを利用し
た dual-channel干渉顕微鏡のセットアップであるが，
主に参照側の波長板および偏光板のペアをλ/4 板に
変更した点が異なる。これにより 2台の CCDカメラ
では共通の背景光の他に，位相がπシフトした干渉画
像（CAおよび CB）が記録される。

CA＝ Isig＋Iref＋Iincoh＋α  Isig Iref  cos（Δφ）

CB＝ Isig＋Iref＋Iincoh－α  Isig Iref  cos（Δφ）

ここで，光源として発光ダイオード（以下  LED） 
（SMT850D-50：Epitex, Kyoto, Japan）を採用した。
LEDをパルス光源として駆動した場合，連続発光時
に比べ 10 倍以上の高い電流を流すことができるた
め，パルス時の高出力光源として有効である。LED

から発光した光波はケーラー照明ユニットを通過し，
長作動水浸対物レンズから構成されるリニク型の干渉
計部へ入る。被検眼は水浸対物レンズを介して眼底を
二次元で均一照明され，眼底からの後方散乱光と参照
光がビームスプリッタ（以下  BS）で合波される。干
渉計から出力された干渉画像は偏光 BSを介して，2
台の CCDカメラ（500×500 画素，30Hz）上に結像

図 7  世界で初めて撮像に成功した FF-OCTシス
テムによる人眼網膜画像例

  スケールバー：100μm。

図 6 人眼眼底測定に使用したフ FF-OCTシステム
 PBS：polarization beam splitter
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される。2台のカメラの対応する画素はサブピクセル
オーダで位置合わせされており，π位相の異なる干渉
画像が同時に計測される。
実際の計測では，100～200 枚の断層画像を 30 フ

レーム／秒のビデオレートで連続に撮像する。その
後，測定した画像の平均画像を背景成分とみなし，そ
れぞれのカメラの出力から各々のチャンネルの背景成
分を差分し，π位相の異なる干渉画像のみの画像ペ
アを抽出する。最終的には，これらの画像間の差の絶
対値をとることで干渉成分に比例する信号成分が算出
される。本方法では，従来の方法のように連続する 2
枚の断層画像を取得しないことからモーションアーチ
ファクトの影響を受けにくい利点がある。実験では，
LEDを CCDカメラの動作周波数（30 Hz）に合わせ
て 1 msecのパルス光源として発光させた。これによ
り，CCDカメラの動作速度で FF-OCT画像化が可能
となる。

 5 ）人眼網膜の断層画像化結果
中心波長 850nm，波長幅 40nmの LEDを光源とし

て用いることで，約 6 μm（水中）の深さ方向分解能
が期待できる。このときの人眼測定時の平均入射光量
は安全基準の約 5 mWに対して約 200μWであった。
対物レンズと角膜の間は生理食塩水を満たした。図 7
に社内健常眼の網膜（黄斑部より約 7°上方）を測定
した結果例を示す。連続して撮影した 3枚の FF-OCT

画像を平均したものである。上下方向に直径約 70μm

の血管が観測され，その両脇には神経線維バンドルが
左右方向に走行している様子が観察されている。まだ
基礎実験の結果例であるが，生きたままの人眼網膜の
取得に成功した世界で初めての FF-OCT断層画像で
ある。

4.  結 語

人眼眼底の高精細断層画像化を目指し，FF-OCTの
要素技術の高度化研究を進めてきた。これまで 2台
の CCDカメラを用いた FF-OCTシステムを構築し，
マウスの in vivo前眼部測定を行うことでその基本性
能を確認した。その後，本計測技術を人眼眼底画像化
へと応用するため超長作動距離水浸対物レンズを試作
した。最後に，FF-OCTシステムを人眼眼底計測向け
にカスタマイズし，健常眼の網膜水平断層画像を測定
することで FF-OCTの眼底画像計測の口火を切った。
これまで FF-OCTを用いた人眼眼底撮像の成功例は

報告されておらず，本計測結果が世界で初めて人眼網
膜の成功した例となる。
しかしながら，人眼眼底計測を行うためには光源の

輝度が不十分で，安全基準の上限値の入射パワーを実
現するためには，約 25 倍の高い輝度の光源が必要で
あることが判明した。更に，超高空間分解能を実証す
るためには，現在の LED光源の 2倍以上の帯域をも
つ光源が必要であることがわかった。現在のところ実
用的な広帯域光源の比較検討を進めているが，我々は
スーパーコンティニューム光源がこれらの条件を満た
す唯一の光源であると考えている。

FF-OCTによる人眼眼底測定では光源パワーの問
題のほか，実用上の測定の困難性も挙げられる。被検
眼の眼光学パラメータは被検眼により異なる。よって
FF-OCTの計測時において焦点位置と干渉位置をリア
ルタイムでかつ，独立して合わせ込む必要があった。
屈折率が異なると，干渉位置と焦点位置がお互い離れ
てしまうため干渉位置と焦点位置のミスマッチ量が大
きくなってしまうためである。そこで，現在のところ
既存の眼科用検査装置で事前に被検眼のパラメータを
測定し，眼球をモデル化することで眼球のおおよその
構造をあらかじめ予測できるようにした。
今後，より高出力な光源で安定してデータ測定を行

うことが第一となるが，FF-OCTによる人眼網膜の断
層画像化は世界初であり，FF-OCTにより網膜中の組
織がどのように映し出されるか，今後の進展が期待さ
れる。
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1.  は じ め に

検影法（retinoscopy あるいは skiascopy）の理論に
関してはすでに多くの教科書や論文に書かれているが
わかりにくく，論理や図に誤りと思えるものも散見さ
れる。この論文の目的は，自分に納得のいく形で理論

をまとめてみることである。しかし，わかりやすく書
こうとすれば長くなるし，図表も多くなって読む気が
しなくなる。そこで，あまり長くならない範囲で厳密
さを失わずに，できる限りわかりやすく解説しようと
努めた。初めて検影法に接する人にとって何らかの参
考になれば幸いである。

総　　説

検影法の光学的原理
−臨床眼科医による検影法の理論−
森 実 健 二

東京医科歯科大学眼科学教室，川崎市（旧 もりざね眼科）

Optical Principles of Retinoscopy 
−Theory of Retinoscopy Investigated by an Eye Clinician−
Kenji Morizane

Department of Ophthalmology, Tokyo Medical and Dental University School of Medicine, 
Kawasaki City (former, Morizane Eye Clinic)

検影法は他覚的に屈折度を測定する最も満足すべき正確な方法である。しかし，主なる目的は自覚的屈折
検査の前段階としての価値である。熟練した検者では極めて高い精度が得られ，条件のよいときには屈折度
で 0.25D，乱視の軸の 5 ま゚で測定できる。多くの教科書では通常，検影法の理論の詳細な説明がある。しかし，
検影法は書物の上で学べるものではなく，たゆまざる実習を通してのみ会得できる方法である。複雑な図に
よる説明は文献的資料としては有用であるが，これを理解するにはあまりに複雑で長時間かけても難解であ
る。そこで，ここではできるだけ平易に簡単な幾何光学の式を用いて解説した。

 （視覚の科学　31: 48−59，2010）
キーワード：検影法の光学原理，他覚的屈折検査，開散光，収束光，中和

Retinoscopy is the most generally satisfactory and accurate method of objectively determining 
refraction.  Its chief value, however, lies in providing a starting point for subjective testing.  In the hands 
of a skilled technician, a very high degree of accuracy can be attained, under favorable circumstances 
on the order of 0.25D in power and 5 i゚n axis of astigmatism.  However, it is a method that cannot be 
learned from books, but only through long and painstaking practice.  Many textbooks give detailed 
accounts of the underlying theory of retinoscopy.  Such explanations, together with the complex 
diagrams that usually accompany them, are useful as reference material, but are too cumbersome to 
recall clearly for any length of time.  In this paper, the optical principles of retinoscopy is easily and 
clearly explained by simple geometrical formulae. (Jpn J Vis Sci  31: 48-59, 2010)

Key Words :  Optical principles of retinoscopy, Objective method of refraction, Divergent beam,                

Convergent beam, Neutralization
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2.  文 献 的 考 察

検影法の発見は，1859 年に Sir William Bowman

が乱視眼で特異な反射の動きをするのを検眼鏡で偶
然発見したことにさかのぼる。彼は，友人の Donders

に軸上の観察の重要性，大きな瞳孔が有利なこと，乱
視眼にみられた線状の「影」について手紙を書いてい
る。臨床的意義は Cuignet（1873 年）が乱視の測定
に平面鏡を使うまで認識されなかった。そして，光学
的理論は shadow testの名称をつけた Landolt（1878
年）と Priestley-Smith（1884 年）によって証明され
た。その後，種々の名前が提唱されたが，1881 年に
Parentによる“retinoscopy”に落ち着いたようであ
る。もちろん，この測定に用いられた機器は網膜を検
査するものではなく検眼鏡よりこの点では劣る1）。初
期の retinoscopeは孔あきの平面鏡または凹面鏡であ
り，いまだにこれを勧める人もいるが，最初から光源
内蔵の測定器で始める方が時間の節約になる1）。
検影法の有用性と限界について，Michaels 1）によ

れば，検影法は他覚的に屈折度を測定する非常に優れ
た方法であるが，自覚的に屈折度を測定することが可
能な場合には検影法のみで眼鏡の処方をすることはま
れであり，検影法は自覚的屈折度の測定の出発点とし

て，また自覚的屈折度を確認することに意義があると
述べている。また，Duke-Elder 2）によれば，検影法
は条件がよければ他覚的屈折度で 0.25D，乱視の軸の
角度で 5 ま゚で測定できる非常に精度の高い測定方法
であるが，書物を読んで学べるものではなく，長く困
難な実習を通してのみ体得できる技術であると述べて
いる。
眼科の教科書に検影法の理論が詳細に説明されてい
る。しかし複雑な図を用いた説明は参考資料として有
用であるが，複雑すぎて時間をかけても理解するのは
難しい3）。検影法の原理を最も明確に示していると思
われるのは Kleinによる図 1である4）。この図ではわ
かりやすくするために模型眼の後ろから網膜を照ら
して，そこから出てくる光を検者が眺めるようにし
てある4）。この状態では被検眼の網膜の広い範囲が照
らされているが，実際の検影法では口径の小さい検影
器（retinoscope）の光源レンズから出た光が被検者の
瞳孔を通して入射するため，網膜の広い範囲が照らさ
れているとは限らない。図 1の原理の詳細が図 2aと
図 2bに示されている（筆者にはこの説明は理解でき
ない部分である。検者の瞳孔の縁で光の一部が遮られ
るということと同行と逆行が生じることとが結びつか
ないからである）。図 2aで Lは被検者の網膜の輝い
ている領域の中の一点で，そこから出た光は被検者
の屈折系によって屈折され，L’に像を結ぶ。つまり
L’は被検者眼の遠点である。1，2，3は検者の瞳孔
を示す。図では瞳孔の位置が変化しているが，もちろ
ん実際に変化するのは被検者眼の遠点である。2の場
合（被検者眼の遠点が検者眼の瞳孔と一致するとき）

図 2a 検影法の原理図（2）（Klein 1944）4）

 Lは光源，L’は光源の像，Sはスクリーン

a

図 2b 検影法の原理図（3）（Klein 1944）4）

 左は検者，右は被検者
 上段は逆行，中段は同行，下段は中和を示す。

b
図 1　検影法の原理図（1）（Klein 1944）4）
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L’の光はすべて検者眼の網膜に到達するか（L’が被
検者と検者の瞳孔を結ぶ線上に近い場合），あるい
は，全く到達しないか（L’が被検者と検者の瞳孔を
結ぶ線上から遠い場合－実際には検影器を振った場合
に相当する）である。1と 3の場合には検者眼の瞳孔
の縁によって L’の一部が遮られ，一部は網膜内に達
する。遮られる光は 1と 3では逆の位置関係になる。
これが，それぞれ中和，同行，逆行の生じる原理であ
る4）。図 2bは図 2aの原理を眼球の図と孔あき検眼鏡
を使って説明したものである5）。検者と被検者の関係
は図 2aとは逆になっている。これらの説明は一見よ
さそうであるが，よく考えるとわからなくなる。図 1
にしても，実際の検影法では光は眼球の後ろから照ら
すのではなく，被検者眼の瞳孔を通して照らすのであ
るから，網膜上のごく限られた狭い領域しか明るく輝
かない。検者が被検者の瞳孔を通して被検者の網膜を
眺めたとき，いつでもその明るく輝いた領域が見える
という保証はない。それは検者眼の瞳孔の縁で光が遮
られるからだけではない。光源の位置や光路にあって
光を遮るもろもろの絞りの実効的大きさによって見え
ない場合が生じる。図 2aで Lは被検者網膜の中の一
点から出た光であるが，我々が見るのは一点ではな
く，光源のフィラメント像という広がりのある領域で
ある。フィラメント像が検者網膜にどのように結像
し，それが被検者眼の屈折状態と検影器の回転によっ
てどのように動くかを説明しなければならない。また
瞳孔は単なる絞りではなく，凸レンズのついた絞りで
あるから，そのレンズ効果がどう関係するのか，関係
しないのかを説明しなければならない。更に被検者の
瞳孔は検者の瞳孔と同じく絞りとしても働くから，そ
の効果も説明しなければならない。それは検者眼の瞳
孔の縁で光が遮られるからというだけでは済まされな
い。
検影法の説明の最も基本的なところは図 1と図 2

で尽きているが，そこにはこのように省略と暗黙の仮
定がいくつか含まれている。それを無視して，あるい
は理解しないままに説明を受け売りすると，段々わけ
がわからなくなるのである。これらの図以外にも多く
の文献上に誤った図と説明，例えば図 3がみられる。
この図の問題点は検影器の光の開散光にしても（A），
収束光にしても（B）被検者の網膜にピントを結んで
いるように書かれていることである。このようなこと
はあり得ない。この図の中にあるその他の誤りは次の
点である。1）光源は点光源でないので，ピントを結

んだ場合でも光は一点に集まらない。2）注意深くピ
ントを結ばせるとき（enhancementの場合）以外では
ピントは合っていないのが普通である。これらのこと
を無視するのは簡略化ではなく，むしろ混乱のもとで
ある。同様なことは検者の瞳孔内に光が入る場合の解
析にもあてはまる。

3.  検影法の原理の説明

 1 ）定性的説明
ここで，数学的解析に入る前にあえて混乱の過ちを
重ねることを覚悟の上で，定性的説明を試みることに
する。
有限の大きさをもった光源から出た光は検影器の小
さなレンズを通り，小さな鏡で反射されて，被検者の
瞳孔に入射して網膜を照らす。検影器のレンズと被検
者眼のレンズの両方を通過した光だけが網膜に到達す
ることができるので，網膜上のごく限られた領域だけ
が明るく輝くことになる。これは直径の小さな長い筒
を通して照射するのと同じである。照射される領域の
形，大きさ，および動く方向は光源の像の位置と大き
さ，およびそれぞれのレンズの大きさ（絞りの大きさ）
に依存する。その形は要するに最も小さい絞りによっ
て決まる。大きさと動く方向，つまり像の倍率は実空
間における光源の像の位置，言い替えれば収束光か開
散光かによって決まる。被検者眼の網膜で反射された
光は被検者の瞳孔と検者の瞳孔の両方を通り検者の網
膜に達する。すなわち，検者は被検者の瞳孔の中に明
るい領域を認める。このとき明るい領域の動く方向は
被検者網膜の像の位置によって決まる。つまり，被検
者眼の屈折度に応じて同行，中和，逆行が生じる。以
上であるが，検影法には色々と細かい問題点があるの

図 3  検影器からの光が被検者の網膜に照射している様子
を示す図（Michaels 1985）1）
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で，もう少し厳密な数学的取り扱いが必要である。
 2 ）数学的説明
　（1）解析の基になる図
以下に用いる図は，いずれも中学で習う幾何光学の

薄いレンズによる物体の像の図である。計算式も単純
なものの組み合わせに過ぎない。ただ，検影法では照
射系で光源レンズと被検眼の瞳孔，観察系で被検眼の
瞳孔と検者眼の瞳孔という四つのレンズがあり，かつ
被検眼においても検者眼においても，網膜上にピント
の合った像が結ぶとは限らないという複雑さがある。
このことは後述するごとく重要な点である。
まず，照射系と観察系に分けて考える。図 4が照射

系であり，図 5が観察系である。検影器のフィラメン
ト Sから出た光は図 4に示すごとく集光レンズMを
通り，次いで被検者眼のレンズ Pを通って網膜 Rに
入射する。網膜で反射された光は図 5に示すごとく再
び被検者眼のレンズを通って外に出て，更に検者眼の
レンズ P1 を通って結像する。
　（2）像の“ぼけ”について
像のぼけは網膜と像の相対的位置とレンズの口径，

つまり絞りの大きさによって決まる。例えば絞りが非
常に小さければ針穴写真機の原理で，網膜の位置がど

図 6 弱い収束光条件
  光が被検者眼に入射する前の光源の実像が被検者の

後方にできている（左端の太い垂直の矢印）。（S：光
源，M：レンズ，P：被検者眼の瞳孔，R：その網膜，

  S’：光が Pを通った後の実像の位置）。Mが小さく，
かつ Pが十分大きいとき（M＜P），光はMの中心付
近をほぼ直進し，Pによって曲げられて Rに達する。
これに反しM＞Pの条件下では，Mで曲げられた光
が Pの中心付近をほぼ直進する。ピントの合った実
像 S’ではこれらの光は一点に集まるが，網膜がこの
位置にないときには光は別々のコースをとり，網膜
上の異なった位置に落ちる。

図 5 観察系の光路図
  光は左から右に向かう。P：被検者眼瞳孔，P1：検

者眼瞳孔，R1：検者眼網膜，u：被検者網膜上の像
の大きさ，w：検者網膜上の像の大きさ，t”：被検者
眼瞳孔の検者眼中の像の大きさ。像のレンズからの
距離を図のように定義する。図ではすべての距離が
正の場合である。

図 7 強い収束条件
  光源の実像がMと Pの間にできる（矢印 i）。説明

は図 6を参照

図 8 開散条件
  光源の虚像がMの後方にできる（右端の垂直な矢

印）。説明は図 6を参照

図 4 照射系の光路図
  光は右から左に向かう。S：光源（大きさ h），M：

集光レンズ，P：被検者瞳孔（レンズ），R：被検者
網膜，S’：被検者レンズによって作られる光源の像
（大きさ j），i :集光レンズによってできる光源の像
の大きさ。それぞれのレンズからの距離を図のごと
く定義する。図では物体および像はすべて実であり，
レンズからの距離は正となる。虚の場合は負の値を
とる。
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こであっても像のぼけは小さい。逆にピントの合った
像が網膜の位置にあれば絞りの大きさに関係なくぼけ
はゼロである。

Retinoscopyにおいて入射光も反射光もそれぞれ二
つのレンズを通過するため，それら二つの絞り（レン
ズの口径）の相対的大きさに応じて網膜上のぼけた像
の位置と大きさ（ぼけの程度）が変化する。弱い収束
光，強い収束光，開散光の場合を，図 6，7，8に示す。
図はいずれも，光が被検者の瞳孔のほぼ下半分を照ら
すように鏡を傾けた状態である。それにもかかわらず
網膜面の照射状態はそれぞれ異なっている。
　（3）像空間における取り扱い
レンズの関係する幾何光学の理論ではすべての要素
を実空間（光がレンズを通過する前の関係）に引き直
して表現することも，逆に像空間（光がレンズを通過
した後の関係）に引き直して表現することもできる。
Klein 4），Bennett & Rabbetts 6）らは実空間内で議論し
ている。文献を読むときには，その文献がどちらの空
間で議論しているかをしっかり見極めて読まないと混
乱する。本論文では像空間内で考察を進める。被検者
眼のレンズによる像空間での関係を図 9，検者眼のそ
れを図 10 に示す。図 9が図 4の左部分 P⊖Rに相当
し，図 10 は図 5の右部分 P1⊖R1 に相当する。それ
ぞれ光は瞳孔と，瞳孔のレンズを通して見た光源レン
ズの像の両方を通過しなければ網膜に到達できない。
図 9にその例を示す。図 10 には一方のレンズによる
ぼけが他方のそれより小さく，かつ後者に完全に含ま
れる場合を考える。

（4）数式による解析
レンズと像の関係から以下の式が成り立つ（図 4，

5，9，10）。右側に計算に用いた代表的な数値を示す。
計算の詳細は Appendixを参照。
1/g=1/a+1/b r=17.24mm

1/f=1/（ℓ-b）+1/c  ℓ=500mm

1/f=1/ℓ+1/m p=2mm

i/h=b/a q=5mm

j/i=c/（ℓ-b） 1/f1=60/1000mm-1（D）
k1/j=r/c p1=1mm

k2/j=（r-m）/（c-m） h=0.125mm

p'/p=（c-r）/c g=45mm

q'/q"=（c-r）/（c-m） a1=40mm

q"/q=m/ℓ a2=57mm

1/f=1/r+1/d
1/f1=1/（ℓ-d）+1/e
1/f1=1/ℓ+1/s
v/u=d/r

w/v=e/（ℓ-d）
w1/w=r1/e
w2/w=（r1-s）/（e-s）
p1'/p1=（e-r1）/e
t'/t"=（e-r1）/（e-s）
t"/p=s/ℓ
検影法の実際においては検影器の鏡を少し回転させ
て被検者顔面上の光をある速度で動かし，そのときの

図 9 被検者眼のレンズによる像空間
  P：被検者眼瞳孔レンズ，M：光源レンズの像，S’：

光源の像，R：被検者眼網膜，p’：被検者眼瞳孔レン
ズによる“ぼけ”の半径，q’：光源レンズによる“ぼけ”
の半径，k1：p’＜q’の場合の像の位置，k2：p’＞q’
の場合の像の位置，光は二つの絞りの開口の重なり
部分のみを通過する。

図 10 検者眼のレンズによる像空間
  P1：検者眼のレンズ，P’：被検者眼のレンズの像（径

t”），それぞれに対応してw1（P1による像の大きさ），
p1’（p1 による“ぼけ”の大きさ），w2（p’による
像の大きさ），t’（P’による“ぼけ”の大きさ）をと
る（被検者眼の網膜のピントの合った像の大きさを
wとする）。
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被検者瞳孔内の光の像の動きを観察する。ここで鏡の
回転角と検者眼内における光線の回転角の比を総合倍
率とする。総合倍率は結像に関与する絞りによって四
つの場合に分けられる（以下の計算では r=r1=sつま
り被検者眼および検者眼の大きさが等しく，かつ検者
が被検者の瞳孔面に焦点を合わせていると仮定してい
る）。重要なのは絞りそのものの大きさではなく，絞
りに対応する“ぼけ”の大きさである（計算の詳細は
Appendix参照）。

X=-｛1/（b/ℓ-1）+1｝
Y=l×（1/f-1/f1）とおいて

もし，k1=u（p'＜q'）ならば（被検者眼瞳孔が被検者
眼網膜上の結像に関与）
（w1 / r1）/（h / a）=（w1 / r1）/（u/r）（k1/r）/（h/a）=X/Y  

（p1'＜t'）（検者眼瞳孔が検者眼網膜上の結像に関与－
条件により同行，中和，逆行の場合がある）
（w2/r1）/（h/a）=0（p1'＞t'）（被検者眼同行が検者眼
網膜上の結像に関与－常に像は動かない，つまり中
和）
もし，k2=u（p'＞q'）ならば（光源レンズが被検者眼
網膜上の結像に関与）
　（w1/r1）/（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k2/r）/（h/a）=1（p1'＜t'）
（検者眼瞳孔が検者眼網膜上の結像に関与－常に同行）
（w2/r1）/（h/a）=0（p1'＞t'）（被検者眼瞳孔が検者眼

網膜上の結像に関与－常に像は動かない，つまり中
和）
図 11 に計算結果を示す。b/ℓが検影器の光源像の
位置を示し，

b/ℓ＜0 開散
0＜b/ℓ＜1 強い収束
1＜b/ℓ 弱い収束
に対応する。1/fは被検者眼の屈折を示す。測定距
離ℓ=50cmとしているので 1/f=60（D）で中和する。
総合倍率が正は同行，負は逆行を意味する。また b/ℓ=1
は光源の像が被検者の瞳孔面にピントを結んでいるこ
とを意味する（b/ℓは検影器の sleeveを滑らせて変化
させるか，あるいは光源と鏡の間の距離を変えて変
化させることができる。1/fは被検者眼の屈折である
が実技上は板付レンズを取り替えることにより変化す
る）。
（5）同行，逆行，中和
図 4から b/ℓ＜0（開散光）では 1/f＜60，つまり
中和点より遠視側で同行し，1/f＞60，つまり中和点
より近視側では逆行することが示される。0＜b/ℓ＜
1（強い収束）では同行と逆行の関係が逆になって近
視側で同行し，遠視側で逆行している。1＜b/ℓ（弱い
収束）では再び遠視側で同行し近視側で逆行する。た
だし b/ℓ=1 の近傍，つまり光源のシャープな像が被
検者の顔面に結ぶ条件では 1/f＜60 でも 1/f＞60 でも
同行する。b/ℓ=1 のときを Klein 4）は the first neutral 

point of Marquezと呼び，Bennett & Rabbetts 6）は false 

reversalと呼んでいる。このとき光源を回転しても
像は動かないとしているが，我々の計算では像は
1/f=60 以外では同行する。これは西信7 ,  8）の結果と一
致する（ 5）（2）「逆行がなくなる条件」参照）。1/f=60
では b/ℓの値に関係なく倍率が 0となり中和する。
　ⅰ）逆行のメカニズム
従来の解説では逆行に多くのスペースを割き複雑に
説明しているが，要するに凸レンズによって作られる
実像は常に倒像であるの一語で十分と思われる。倒像
であるから倍率は負である。これに対して虚像の倍率
は正である。実像の数が偶数か奇数かによって総合倍
率の符号が変わる。つまり同行か逆行かが決定され
る。ただ光が被検者眼に入射し，網膜で反射し，また
検者眼に入射して，検者が意識する像の動きの向きを
きちんと定義すればよいのである。我々の計算では像
の倍率を統一的に定義しているので総合倍率の符号で
同行，逆行が明らかになる。

図 11 光源像の総合倍率
  総合倍率が正は同行，負は逆行，0は中和に相当す

る。倍率は 1/f=1/f1，または b/ℓ=1 の近傍では±∞
に近づき不連続になるが，図では 1/f=1/f1 の場合 0
をとって連続的に結んである。
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ⅱ）逆行がなくなる条件
b/ℓ=1 の近傍での現象は西信7 , 8）が論じているが，
我々の取り扱いでは次のように考えられる。光源像の
位置と被検者眼レンズの位置が一致する（b/ℓ=1）た
め被検者眼瞳孔による“ぼけ”が急速に大きくなり（図
12），被検者網膜上の像は検影器のレンズ径によって
決まる“ぼけ”と位置をもつようになる。被検者眼瞳
孔による“ぼけ”と検影器のレンズ径によって決ま
る“ぼけ”の大きさの比を図 13 に示す。図からこの
比が b/ℓにのみ依存し 1/fには依存しないこと，また
b/ℓ=1 で±∞になることがわかる。b/ℓ=1 の近傍で
p'/q'＞1になる範囲が遠視側でも近視側でも同行する
範囲である。
西信7 , 8）は，逆行がなくなるのは被検眼瞳孔の大き

さに比べて光源像の大きさが小さいためであるとして
いるが，我々の計算では p'/q'（被検者眼瞳孔による“ぼ
け”の大きさと光源絞りによる“ぼけ”の大きさの
比）＞1がその条件である。p'/q'は被検者眼瞳孔の大
きさと検影器のレンズ径に依存し，また b/ℓが 1に近
くなると急速に大きくなる（被検者眼瞳孔による“ぼ
け”p'が急速に大きくなる）。b/ℓが 1に近くなると
光源像は被検者の顔面にピントを結ぶので，streak検
影器のフィラメントの像がシャープに，つまり小さく
なる。そのため現象的には西信の説明があてはまるこ
とになるが，西信の解析では“ぼけ”の大きさの検討
がなされていない。

ⅲ）中和のメカニズム
b/ℓ=1 の近傍以外で，被検者眼の屈折に応じて同行

と逆行との間に中和の状態が出現する理由は次のよう
である。定性的には同行と逆行の間のどこかに不動の
点があるのは当然と考えられるが，実は同行も逆行も
中和点に近づくにつれて像の大きさが大きくなり，そ
の動く速度が大きくなる（倍率は無限大に近づく－図
11 参照）。したがって中和点は不連続点である。見か
けほど簡単な話ではない。
図 5で入射光が被検者眼網膜で反射されて被検者
眼レンズによって空間に結ぶ被検者眼網膜の像（v）
の位置（d）は被検者眼の屈折力 1/fによって変化する。
1/f=1/f1 のとき d=ℓとなり，この像が検者の瞳孔面
上に位置することになる。このため検者眼レンズによ
るこの像の像（w）の“ぼけ”は±∞となり，被検者
眼レンズの絞りがこの像の“ぼけ”を規定することに
なる。このときこの像の倍率は 0，つまり動かない。
これと同時に光は被検者眼レンズの絞りいっぱいに広
がる。これがつまり中和の状態である（これを近似的
にあらわしたものが図 2である）。
（6）実際の数値による解析
実際にはどの絞りがどのくらいの大きさとして働い
ているかを検討した。解析に用いた数値は下記のごと
くである。
光源－鏡の距離 50cm

鏡－被検者眼瞳孔の距離 50cm

光源の直径 4cm

鏡の直径 4cm

図 13　 被検者眼瞳孔と光源絞りによって決まる被検者網膜
上の像の“ぼけ”の大きさの比

  1/fには無関係である。b/ℓ=1 の近傍では＋∞に近
づき不連続になる。図 12　 被検者眼瞳孔によって決まる被検者網膜上の“ぼけ”

の大きさ
  b/ℓ=1 の近傍では±∞に近づき不連続になるが，図

では連続的に結んである。
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被検者眼瞳孔の直径 4mm

被検者眼の眼軸長 17.24mm

被検者眼の屈折 +4D
検者眼瞳孔の直径 4mm

検者眼の屈折  -2D（被検者眼の
瞳孔を見ている）

検者眼の眼軸長 17.24mm

計算結果は次のごとくである。
光源像の直径（被検者眼像空間） 0.3636mm

鏡像の直径（被検者眼像空間） 0.741mm

光源像の直径（検者眼像空間） 0.17mm

鏡像の直径（検者眼像空間） 0.339mm

被検者眼瞳孔の直径（検者眼像空間）  

 0.069mm

結果を図 14，15 に示す。図 14 は図 9と同じもの
であるが，寸法を計算に合わせてある。図 14 の領域
Ⅰでは，この領域内に物体像（light）があるとき，瞳
孔（pupil）による“ぼけ”の範囲が光源の鏡（mirror） 
による“ぼけ”の範囲より大きい。後者の“ぼけ”は
前者の“ぼけ”のなかにすべて含まれる。領域Ⅱでは
鏡“ぼけ”が瞳孔“ぼけ”より大きい。領域Ⅲでは瞳
孔“ぼけ”と鏡“ぼけ”が一部分重なり，瞳孔を通っ
た光の一部が網膜に達する。領域Ⅳでは二つの“ぼけ”
は全く重ならず，光は全く通らない。
図 15 は図 10 と同じものであるが，寸法を計算に
合わせてある。この図で検者眼の瞳孔径に比べて被検
者眼の瞳孔像の径が非常に小さいことに注意。領域
（A）に被検者網膜の像が落ちると中和する。
（7）検者眼絞りの効果
中和の状態が出現するのは，被検者眼レンズの絞り

による“ぼけ”が検者眼レンズの絞りによる“ぼけ”
よりも小さいときであるが，これは図 15 で被検者網

膜の像が領域（A）にも落ちるときである。この条件
は 1/fとともに，被検者眼レンズの大きさ（図 5の p）
と検者眼レンズの大きさ（p1）の比に比例する。した
がって，被検者眼レンズの大きさ（あるいは検影器の
覗穴の大きさ）が小さいほど中和の範囲が小さくなる。
つまり中和点の測定精度が向上することになる 5）。し
かし同時に像が暗くなり，観察が難しくなる。
（8）検者眼の屈折状態が測定値に影響するか
検影法を行おうとするほどの検者の屈折異常程度で
は影響しない。検者眼の遠点が被検者の瞳孔に一致し
ていない場合には，検者眼網膜上の被検者眼瞳孔の像
がぼけるが，瞳孔内の光源像の動きには関係しない。
これは計算の元になる式をみれば明らかであるし，図
15 からも明らかである。検者眼の屈折状態が多少変
化して被検者瞳孔の像や網膜像の位置が変化しても，
図 15 の同一領域内にあれば結論に影響はない。異な
る領域にまで動けば別だが，極端な場合を持ち出して
議論を混乱させても益はない。
（9）Enhancement

被検者眼網膜上に光源の像がピントの合った条件
が Copelandのいわゆる enhancementの状態に相当す
る5）。このとき総合像倍率は 1となる。この倍率は検
影器の振り角と検者眼網膜上の像の角速度の比であ
る。この比が 1であることは，被検者顔面の光と瞳
孔内の光像が同じ速度で同じ方向に動くことを意味
する。Copelandは被検者瞳孔の中にフィラメントが
すっかり含まれてみえる状態を enhancementと呼ん
でいるようである。このときに問題になる倍率とは，
網膜上での光源の像の大きさと被検者眼の瞳孔の像の
大きさの比（w1/r1）（t"/r1）である。
フィラメントの像の大きさは被検者眼の 1/fが中
和の条件から外れるほど小さくなるから，その大き
さから 1/fの値を推定することができる。あるいは

図 15　検影法における観察時の検者眼内の像空間図 14　検影法における入射時の被検者眼内の像空間
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enhancement成立のときの aの値，つまり検影器の
sleeveの位置から 1/fを求めることができる。矢沢ら9）

はこの原理を利用した検影法を発表している。
（10）同行または逆行する光像の周りを囲む陰の正体
光の周りの暗い陰の正体は図 2の説明から検者眼

の瞳孔の縁のようであるが，実際は光路の途中にある
複数の絞りのうち最も小さい，したがって最も大きく
光路を遮っている絞りの影である。絞りとして働くも
のは，光源の形と大きさ，検影器の光源レンズ，検影
器の鏡の中央の覗穴，被検者眼の瞳孔（被検者眼網膜
からの反射光の場合における），被検者眼の瞳孔など
である。この場合，絞りの大きさは実際の大きさでは
なく，像空間における大きさで，それは光源の位置や
被検者眼の屈折の状態などによって変化する。
線状検影器の場合，光源のフィラメントが一番小さ

く，被検者眼の瞳孔の中に動いてみえるのは輝いた
フィラメントの像が瞳孔の外に出ると光は遮られて，
瞳孔は暗くなる。
検影法の場合には被検者眼の瞳孔の縁が一番小さ

い（図 15）。光源の像は瞳孔の中にいっぱいに広が
る。鏡を傾けると光源の像は動いて瞳孔の外に移動
し，光源像の縁が黒い影としてみられる。あるいは鏡
の縁が光源像を遮れば，その鏡の縁が瞳孔の中で黒い
影として観察される。鏡の中央にある覗穴の影を被検
者眼の瞳孔の中に入れてみれば，覗穴の黒い影が動く
のが観察される。この場合は鏡の覗穴の縁が光路を
遮っていることになる。
このように線状検影法の場合と検影法の場合とは異
なっている。

4.  Photoretinoscopy（off-axis type）

Photoretinoscopyまたは photorefraction 10, 11）も検
影法もその基本原理は同じであるが，実施の条件が両
者で異なっている。前者の光源は広く分布した開散光
であり，光源の絞りの大きさは被検者眼瞳孔に比べて
大きい（フラッシュの前面のレンズの大きさ）。被検
者眼からの反射光は検者の眼の代わりにカメラで受け
るが，そのカメラの絞りはフラッシュで半分隠れて半
円形である。半円の直線部分は非常に小さい絞りに相
当し，円周部分は大きい絞りに相当する。いずれか小
さい方が影を作ることになるが，同じ人間同士でも，
被検者眼の瞳孔の方がはるかに小さい絞りとして働く
ことを思い出せば（図 14），カメラのレンズがいかに
大きい絞りを作っているかわかるであろう。

Photorefractionは検影法の鏡を回転させた状態に
相当する。したがって被検者眼が中和の屈折度にあれ
ば（測定距離が 1mであれば -1D），瞳孔は完全に暗
くみえる。被検者眼が中和の屈折度から離れるにつれ
て瞳孔内に「三日月」がよりシャープに，かつより中
央寄りにあらわれる。「三日月」がどちら側にあらわ
れるかによって近視側か遠視側かが判定できる。

5.  ま と め

検影法の理論は眼の屈折を学ぶときの登竜門であり
ながら，わかりにくい。自分で理解するために，古い
が貴重な文献を読みながらもう一度整理したものであ
る。眼科学の入門者や光学機械を開発する方々の参考
になれば幸いである。
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Appendix（計算の詳細）
Retinoscopyに関する基本式
（図 4，5，9，10 から直接導かれる薄いレンズに関
する幾何光学の式）
1/g=1/a+1/b r=17.24mm

1/f=1/（ℓ-b）+1/c  ℓ=500mm

1/f=1/ℓ+1/m p=2mm

i/h=b/a q=5mm

j/i=c/（ℓ-b） 1/f1=60/1000mm-1（D）
k1/j=r/c p1=1mm

k2/j=（r-m）/（c-m） h=0.125mm

p'/p=（c-r）/c g=45mm

q'/q"=（c-r）/（c-m） a1=40mm

q"/q=m/ℓ a2=57mm

1/f=1/r+1/d
1/f1=1/（ℓ-d）+1/e
1/f1=1/ℓ+1/s
v/u=d/r

w/v=e/（ℓ-d）
w1/w=r1/e
w2/w=（r1-s）/（e-s）
p1'/p1=（e-r1）/e
t'/t"=（e-r1）/（e-s）
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t"/p=s/ℓ

基本式を変形して像の総合倍率
Retinoscopeの振り角と検者眼の網膜上の像の移動

速度の比，言い換えれば被検者眼の網膜上の光源像が
検者にとってどのように動いて見えるかということ，
の計算。
k1/h=（k1/j）（j/i）（i/h）=（r/c）（c/（ℓ-b））（b/a）

=（b×r）/a×（ℓ-b）=（r/a）（b/（ℓ-b））
= （r/a）（ℓ/（ℓ-b）-1）
=（r/a）（1/（1-b/ℓ）-1）=-（r/a）（1/（b/ℓ-1）+1）

k2/h=（k2/j）（j/i）（i/h）=（（r-m）/（c-m））（c/（ℓ-b））（b/a）
（r-m）/（c-m）=r×（1/m-1/r）/（c×（1/m-1/c））

=（r/c）（1/f-1/ℓ-1/r）/（1/f-1/ℓ-1/f+1/（ℓ-b）
=（r/c）（1/f-1/ℓ-1/r）/（1/（ℓ-b）-1/ℓ）
=（r/c）（ℓ×（ℓ-b）/b）（1/f-1/ℓ-1/r）

k2/h=（r/c）（ℓ×（ℓ-b）/b）（1/f-1/ℓ-1/r）（c/（ℓ-b））（b/a）
=（r/a）（ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r））

∴（k1/r）/（h/a）=-（1/（b/ℓ-1）+1）=X

　（k2/r）/（h/a）=ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r）=Z

w1/u= （w1/w）（w/v）（v/u）=（r1/e）（e/（ℓ-d））（d/r）　　　
=（r1/r）（d/（ℓ-d））=（r1/r）（1/ℓ）/（1/d-1/ℓ）　　　
=（r1/r）/（ℓ×（1/f-1/r-1/ℓ）

w2/u=（w2/w）（w/v）（v/u）=（（r1-s）/（e-s））（e/（ℓ-d）（d/r）
（r1-s）/（e-s）=r1（1/s-1/r1）/（e（1/s-1/e）

=（r1/e）（1/f1-1/ℓ-1/r1）/（1/f1-1/ℓ-1/e）
=（r1/e）（1/f1-1/ℓ-1/r1）/（1/（ℓ-d）-1/ℓ）
=（r1/e）（1/f1-1/ℓ-1/r1）（ℓ×（ℓ-d）/d）

w2/u=（r1/e）（1/f1-1/ℓ-1/r1）（ℓ×（ℓ-d）/d）（e/（ℓ-d））（d/r）
=（r1/r）×ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）

∴（w1/r1）/（u/r）=（1/ℓ）/（1/f-1/r-1/ℓ））=1/z
　（w2/r1）（u/r）=ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）

p’/p= （c-r）/c=r×（1/r-1/c）=r×（1/r-1/f+1/（ℓ-b））
=r×{1/r-1/f-（1/ℓ）/（b/ℓ-1）}

= r×{1/r-1/f+1/ℓ-1/ℓ-（1/ℓ）/（b/ℓ-1）}

=-（r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/r-1/ℓ）+1/（b/ℓ-1）+1}=（r/ℓ）（X-Z）

q’/q= （q’/q’’）（q’’/q）=（c-r）/（c-m）（m/ℓ）
=r×（1/r-1/c）×m/（m×（1/m-1/c）×ℓ）
= （r/ℓ）（1/r-1/c）/（1/m-1/c）

=（r/ℓ）（1/r-1/f+1/（ℓ-b））/（1/f-1/ℓ-1/f+1/（ℓ-b））
=（r/ℓ）（1/r-1/f+1/（ℓ-b）/（1/（ℓ-b）-1/ℓ）
=（r/ℓ）（1/r-1/f+1/ℓ-1/ℓ+1/（ℓ-b））/（1/（ℓ-b）-1/ℓ）
= （r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/r-1ℓ）+1/（b/ℓ-1）+1}/（1/（b/ℓ-1）

+1）
=（r/ℓ）（X-Z）/X

∴p’/q’=（p’/p）/（q’/q）=-（1/（b/ℓ-1）+1）（p/q）=X×（p/q）

p1’/p1= （e-r1）/e）=r1×（1/r1-1/e）
=r1×（1/r1-1/f1+1/（ℓ-d））
= r1×（1/r1-1/f1+1/ℓ-1/ℓ+1/（ℓ-d）
=r1×{1/r1-1/f1+1/ℓ+d/（ℓ×（ℓ-d））}

=r1×{（1/r1-1/f1+1/ℓ+（1/（ℓ×ℓ））/（1/d-1/ℓ）}

=r1×{（1/r1-1/f1+1/ℓ+（1/（ℓ×ℓ））/（1/f-1/r-1/ℓ）}

= r1×{（1/r1-1/f1+1/ℓ）（ℓ×ℓ））/（1/f-1/r-1/ℓ）+1}/（1/
（ℓ×ℓ）/（1/f-1/r-1/ℓ）
= （r1/ℓ）{1-ℓ×ℓ×（1/f-1/r-1/ℓ）（1/f1-1/r1-1/ℓ）}/{ℓ×
（1/f-1/r-1/ℓ）}

=（r1/ℓ）（1-ℓ×（1/f1-1/r-1/ℓ）×Z/Z

t’/p= （t’/t’’）（t”/p）=（e-r1）/（e-s）（s/ℓ）
=r1×（1/r1-1/e）/（s×（1/s-1/e））（s/ℓ）
=（r1/ℓ）（1/r1-1/f1+1（ℓ-d））/（1/f1-1/ℓ-1/f1+1/（ℓ-d））
=（r1/ℓ）（1/r1-1/f1+1/（ℓ-d））/（1/（ℓ-d）-1/ℓ）
=（r1/ℓ）{1/r1-1/f1+1/ℓ+1/（ℓ-d）-1/ℓ}/（1/（ℓ-d）-1/ℓ）
=（r1/ℓ）{1/r1-1/f1+1/ℓ}/（1/（ℓ-d）-1/ℓ）+1}

=（r1/ℓ）{ℓ×ℓ×（1/f1-1/r-1/ℓ）（1/r1-1/f1+1/ℓ）+1}

=（r1/ℓ）{1-ℓ×ℓ×（1/f-1/r-1/ℓ）（1/f1-1/r1-1/ℓ）
=（r1/ℓ）（1-ℓ×（1/f1-1/r1-1/ℓ）×Z

∴ p1’/t’=（p1’/p1）/（t’/p）（p1/p）
=（1/ℓ）/（1/f-1/r-1/r-1/ℓ）（p1/p）=（1/Z）（p1/p）

総合倍率は結像に関与する絞りによって四つの場合
に分けられる。
もし　k1=u（p’＜q’）なら
（w1/r1）（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k1/r）/（h/a）

=-（1/ℓ）（1/（b/ℓ-1）+1）/（1/f-1/r-1/ℓ））
=X/Z

（w2/r1）/（h/a）=（w2/r1）/（u/r）（k1/r）/（h/a）
=-（1/（b/ℓ-1）+1）×ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）
=ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）×X

もし　k2=u（p’＞q’）なら
（w1/r1）/（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k2/r）/（h/a）
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=（1/ℓ）（1/f-1/r-1/ℓ））×ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r）
=1

（w2/r1）/（h/a）=（w2/r1）/（u/r）（k2/r）/（h/a）
=ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）×ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r）
=ℓ×ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）（1/f-1/ℓ-1/r）
=ℓ×（1/f1-1/ℓ-1/r1）×Z

もし　r=r1=s（被検者眼および検者眼の大きさが等
しく，かつ検者が被検者の瞳孔面に焦点を合わせてい
る）なら
（k1/r）/（h/a）=-（1/（b/ℓ-1）+1）=X

（被検者眼網膜上の像倍率，被検者眼瞳孔）
（k2/r）/（h/a）=ℓ×（1/f-1/f1）=Y

（被検者眼網膜上の像倍率，光源レンズ）
（w1/r1）/（u/r）=（1/ℓ）/（1/f-1/f1）=1/Y

（検者眼網膜上の像倍率，検者眼瞳孔）
（w2/r1）/（u/r）=0

（検者眼網膜上の像倍率，被検者眼瞳孔）
p’/p=-（r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/f1）+（1/（b/ℓ-1）+1）}=（r/ℓ）（X-Y）

（被検者眼網膜上の像ぼけ，被検者眼瞳孔）
q’/q= （r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/f1）+（1/（b/ℓ-1）+1）}/（1/（b/ℓ-1）

+1）=（r/ℓ）（X-Y）/X
（被検者眼網膜上の像ぼけ，光源レンズ）

p’/q’=-（1/（b/ℓ-1）+1）（p/q）=X×（p/q）
（被検者眼網膜上の像ぼけ比）

p1’/p1=（r/ℓ）（1/ℓ）/（1/f-1/f1）=（r/ℓ）（1/Y）
（検者眼網膜上の像ぼけ，検者眼瞳孔）

t’/p=r/ℓ 　（検者眼網膜上の像ぼけ，被検者眼瞳孔）
p1’/t’=（1/Y）（p1/p）　（検者眼網膜上の像ぼけ比）

簡単にまとめると
もし　k1=u（p’＜q’）　（被検者眼瞳孔）なら
（w1/r1）/（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k1/r）/（h/a）=X/Y

 （p1’＜t’）　（検者眼瞳孔）
（w2/r1）/（h/a）=0 （p1’＞t’）　（被検者眼瞳孔）

もし　k2=u（p’＞q’）　（光源レンズ）なら
（w1/r1）/（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k2/r）/（h/a）=1
 （p1’＜t’）　（検者眼瞳孔）
（w2/r1）/（h/a）=0 （p1’＞t’）　（被検者眼瞳孔）

Enhancement について
被検者網膜上の像がピントの合っている条件とは
Z=ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r）とおいて
p’/p=-（r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r1）+1/（b/ℓ-1）+1}

=（r/ℓ）（X-Z）=0
∴X=Z

（Enhancementを利用するときには検者が上体を前後
に動かしながら，つまりℓを変化させながら観察する
ので，r=r1=sが満足されない。したがって Yでなく
Zを使って計算する。）
これは同時に
q’/q=（r/ℓ）{ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r1）+1/（b/ℓ-1）+1}/（1/（b/ℓ-1）
+1）=（r/ℓ）（X-Z）/X=0
を満足する。このとき総合像倍率は
（w1/r1）/（h/a）=（w1/r1）/（u/r）（k1/r）/（h/a）=X/Z=1
となる。
この倍率は retinoscopeの振り角と検者眼網膜上の

像の角速度の比である。この比が 1であることは，被
検者顔面の光と瞳孔内の光像が同じ方向に動くことを
意味する。これに反し Copelandの enhancementで問
題になる倍率とは，網膜上での光源の像の大きさと被
検者眼の瞳孔の像の大きさの比　（w1/r1）/（t”/r1）であ
る。

X=Zから　　ℓ/b=1/Z+1 が得られ，
　　　（X=-（1/（b/ℓ-1）=Z=ℓ×（1/f-1/ℓ-1/r1）,
　　　-（1/（b/ℓ-1）+1）=-b/（b-ℓ）=Z,

　　　-（b-ℓ）/b=1/Z,　-1+ℓ/b=1/Z
これを代入すると
ℓ/a= ℓ×（1/g-1/b）=ℓ/g-（1/Z+1）=ℓ/g-1-（1/Z）

=ℓ/g-1-（1/ℓ）/（1/f-1/ℓ-1/r1）
h/a= h×（1/g-1/b）=h×（1/g-（1/ℓ）（1/Z+1））

=h×（1/g-1/ℓ-（1/ℓ/Z））
=h×（1/g-1/ℓ-（1/ℓ/ℓ）/（1/f-1/ℓ-1/r1））

つまり
（w1/r1）/（t”/r1）= （h/a）/（t”/r1）=（h/a）/{（t”/p）（p/r1）}

=（h/a）/{（s/ℓ）（p/r1）}

= （h/p）（ℓ/a）
={ℓ/g-1-（1/ℓ）/（1/f-1/ℓ-1/r1）}（h/p）

ただし，ここで retinoscopeの構造上の制約から
a1＜a＜a2 でなければならない。
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推　　薦　　状

本論文「検影法の光学的原理」は眼科医　森実健二先生の遺稿です。

森実健二先生は米国のMIT（マサチューセッツ工科大学）を卒業，ドクター課程を終了され，

株式会社ソニー中央研究所に入社し，技術部長まで昇進された方です。52 歳のときに一念発起し

て東京医科歯科大学医学部を受験し合格，1993 年に 58 歳で卒業，東京医科歯科大学眼科に入局，

大学で研修後，関連病院で研修予定でしたが，定年の年齢に達していたため，奥様（森実秀子

先生―小児眼科，弱視斜視専門）が開業されている医院で診療されていました。しかし，病に倒

れられて，1998 年，卒業後約 5年で亡くなられました。数年後，奥様から森実健二先生の遺稿

を渡され，可能ならば出版してほしいとの依頼を受けました。その後，奥様との間で原稿の往復

がありましたが，私なりに，原文に沿って投稿できる状態にしました。数式が多数ありますが，

眼科医の考察としては面白い論文と思います。そこで，検影法の理論の専門である西信元嗣名誉

教授のご意見も伺い投稿することに致しました。投稿規程では筆頭著者は本会会員とありますが，

著者はすでに亡くなられております。編集委員会のご厚意で投稿は可能であるとのご回答を頂き

ましたので，投稿の運びとなりました。

なお，現在，臨床で使われている森実式ドット視力表は森実健二先生の考案によるものです。

東京医科歯科大学名誉教授
日本眼光学学会名誉会員　

所　　　敬
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原　　著

自動視野計による杆体系および錐体系反応の分離測定の試み
青 木 容 子 1），酒 井 　 勉 2），高橋現一郎 3），常 岡 　 寛 2）

1）大野眼科赤坂クリニック，2）東京慈恵会医科大学眼科学教室
3）東京慈恵会医科大学附属青戸病院

Isolation of Cone and Rod Systems Using Automated Perimeter
Yoko Aoki1, Tsutomu Sakai2, Genichiro Takahashi3 and Hiroshi Tsuneoka2

1 Ohno Ophthalmology Clinic
2 Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine
3 Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine, Aoto Hospital

目的：改造した自動視野計を用いて錐体系と杆体系の反応を簡便に分離測定する。
方法：対象は健常者 68例 114眼（21～61歳，平均年齢 35±11歳），および網膜色素変性 1眼，杆体一色

型色覚 1眼である。30分間の暗順応の後，改造した自動視野計により杆体系（500nm）および錐体系（650nm）
の 2波長の検査視標を用いて視野測定を施行した。
結果：健常者では，500nm視標に対しては周辺よりも中心窩で最も低い相対感度を示し，650nm視標に

対しては中心窩で最も高い相対感度を示した。網膜色素変性の症例では，両波長において中心窩より周辺で
著しい相対感度低下を示した。杆体一色型色覚の症例では，500nm視標に対する相対感度の上昇を認めた。
結論：本法は，通常の静的視野検査と測定時間はほぼ同等であり，臨床の場で錐体系と杆体系の反応を簡
便に捉えることができ，実用的であると考えられた。 （視覚の科学　31: 60－66，2010）

キーワード：杆体系反応，錐体系反応，暗順応，自動視野計

Purpose: To measure sensitivities of cone and rod systems separately and easily, using the 

modified automated perimeter.

Methods: Visual field testing was performed in 114 eyes without eye disease, 1 eye with retinal 

pigmentosa and 1 eye with achromatopsia, using 500 and 650nm stimuli after 30 minutes of dark 

adaptation (500 and 650nm stimuli represent rod and cone systems).

Results: In the eyes without eye disease, the relative sensitivities at the fovea were lower than at 

the periphery with 500nm stimulus, and higher than at the periphery with 650nm stimulus.  In 1 eye 

with retinal pigmentosa, the relative sensitivities decreased significantly at the periphery with both 

500 and 650nm stimuli.  In the eye with achromatopsia, the relative sensitivities increased with 500nm 

stimulus.

Conclusions: The testing time of this modified automated perimeter did not differ from that of 

a standard automated perimeter.  This study indicates that the sensitivities of cone and rod system 

sensitivities can be measured separately and easily using this modified automated perimeter.  These 

results could be useful for general clinical practice. (Jpn J Vis Sci  31: 60-66, 2010）
Key Words : Cone system,  Rod system,  Dark adaptation,  Automated perimeter
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図 2　測定画面

1.  緒　　　　　言

種々の眼疾患において光受容体である杆体系，錐体
系およびそれに関連した神経節細胞の反応を分離して
測定することは，早期発見や病態解明の目的で行われ
ている。これらの反応を選択的に測定して解析するに
は電気生理学的検査 1，2）や，分光感度測定による方
法 3，4）が用いられているが，いずれも特殊な測定機
器を使用し測定方法も煩雑である。心理物理学的検査
における報告 5−7）もなされてきたが，これらの方法
においても，現在一般的に行われている自動視野計を
用いた視野測定と比べ簡便で実用的とは言い難い。
そこで我々は，錐体系と杆体系の反応を日常臨床の

場において簡便に分離測定することを目的として，暗
順応後に 2波長の検査視標を用いた視野測定を試み
た 8）。今回はこの方法で検査を施行した 2症例につい
て，両反応における障害を検討したので報告する。

2.  対象および方法

対象は 21～61 歳（平均年齢 35±11 歳）の健常者
68 例 114 眼である。年齢分布は 20 歳代が 46 眼，30
歳代が 32 眼，40 歳代が 25 眼，50 歳代が 6眼，60
歳代が 5眼である。屈折は等価球面で−8.5～＋0.4D
（平均値−3.0±2.0D）であった。使用した自動視野計
はコーワ AP5000（興和㈱，東京）を改造し，杆体系
と錐体系の反応を選択的に捉える検査視標の波長とし

てそれぞれ 500nmおよび 650nmの 2波長とした。暗
室で，30 分間の暗順応の後に視野測定を施行した。
光源に白色光のハロゲンランプを使用した。視標の

両波長は半値幅 52nmのバンドパスフィルタ BPB-50
（富士フィルム，東京）と，半値幅 69nmのバンドパ
スフィルタ BPB-60（富士フィルム，東京）にシャー
プカットフィルタ SC-64（富士フィルム，東京）を
組み合わせたことにより得られ（図 1），検査視標色
は前者が波長 500nmの緑色で，後者が 650nmの赤
色である。視標サイズはゴールドマン視野計のⅤで
64mm2，無背景野（消灯）とした。
図 2は実際の設定画面である。ポイントに触れるこ
とにより，測定ポイントや測定メニューを変えること
ができる。今回の設定では，最初に中心窩，次に周辺
部における閾値測定を行い，それぞれ 500nm視標で
閾値を測定した後に 650nm視標での測定となる。測
定中は信頼性のパラメータとして，固視不良・偽陽性
反応・偽陰性反応の三つのパラメータが表示される。
500nm，650nmの順に閾値を測定し，閾値測定ア
ルゴリズムはステップ幅 4～2dBの bracketing法で
視標の呈示時間は 200msecとした。初期輝度で応答
があれば 4dBステップで輝度を下降させ，応答消失
直後に 2dBステップで輝度を上昇させ，初めて応答
が得られた輝度値を閾値とした。初期輝度で応答がな
ければ 4dBステップで輝度を上昇させ，応答があれ
ば 2dBステップで輝度を下降させ，応答消失直後に
2dBステップで輝度を上昇させ，初めて応答が得ら
れた輝度値を閾値とした。したがって各測定点におけ
る呈示回数は一定ではなく，各測定点に対する応答に
よって異なるが，およそ 6回前後である。
測定部位は水平方向の部位別の感度を比較する目的
で，中心窩および視野の水平経線と平行に上方 3°・
下方 3°における 3°または 6°ごとの測定点とし，横一

図 1  使用フィルタ
 BPB60：バンドパスフィルタ BPB-60
 BPB50：バンドパスフィルタ BPB-50
 SC：シャープカットフィルタ SC-64
  BPB60＋SC：バンドパスフィルタ BPB-60 にシャー

プカットフィルタ SC-64 を組み合わせたことにより
得られた波長。

 −−◆−−：BPB60＋SC，−−■−−：BPB50
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列に計 21 点測定を行った（図 3）。
今回の研究では，得られた健常者の測定結果 114
眼の 95 パーセンタイル値を解析の対象とし，健常者
の杆体系および錐体系反応を比較した。更に，上記の
方法で検査を施行した，網膜色素変性と杆体一色型色
覚の測定結果について検討した。

3.  結　　　　　果

全測定点において，対象となった 114 眼の 95 パー
センタイル値は 100 眼であり，これらの値をもとに
杆体系および錐体系の相対感度を比較検討した。
図 4，5は，水平経線と平行に上方 3°・下方 3°の
横一列に施行した各測定点における相対感度の平均

である。上方 500nm視標による周辺の測定点におけ
る相対感度の平均は 6.8±0.2，中心窩では 6.4±0.3
であった。周辺よりも中心窩で最も低い相対感度を
示し，他の測定部位ではほぼ同様の相対感度となっ
た。650nm視標による周辺の測定点における相対感
度の平均は 5.2±0.4，中心窩で 5.9±0.4 であった。
周辺よりも中心窩で高感度を示し，他の測定部位では
ほぼ同様の相対感度となった。下方視野においても
500nm視標による周辺の測定点における相対感度は
6.9±0.2 で，650nm視標による周辺の測定点におけ
る相対感度は 5.2±0.3 であった。すなわち，視野の
上方・下方のいずれにおいても 500nm視標では周辺
よりも中心窩で最も低い相対感度を示し，650nm視
標では中心窩で最も高い感度を示した。上下半視野の
間に有意差は認めなかった（paired t 検定 p＜ 0.05）。
測定時間は平均 10 分 49 秒± 1分 37 秒であった。

信頼性の指標である各パラメータの平均は，固視不
良が 5.0±6.2％，偽陽性が 5.9±11.1％，偽陰性が
24.0±18.2％であった。
今回の視野検査は無背景野（消灯）であるが，実際
の照度を測定した。用いた照度計は受光部分離型デジ
タル照度計 T-10（コニカミノルタセンシング㈱，大阪）
で，検査中の視野計ドーム内における照度は検査視
標 500nmおよび 650nmのいずれにおいても 0.01～
0.04 lxであった。
以下に症例を報告する。
症例１：29 歳，女性。網膜色素変性。

図 4  上方視野 3°における相対感度の平均
 SN: superior nasal，上鼻側
 ST: superior temporal，上耳側
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm

図 3  測定点
  中心窩および水平経線と平行に上方 3°・下方 3°にお

ける 3°または 6°ごとの測定点

図 5  下方視野 3°における相対感度の平均
　　　IN: inferior nasal，下鼻側
　　　IT: inferior temporal，下耳側
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm
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視力は右眼（1.2×S−7.50D），左眼（1.2×S−6.50D）
であり，眼圧は右 20mmHg，左 20mmHgであった。
22 歳時，東京慈恵会医科大学附属病院眼科を初診，

網膜色素変性と診断され，以後経過観察中である。
右眼ゴールドマン視野を図 6，および今回の右眼

視野結果を図 7，8に示した。上方 500nm視標によ

図 6  症例 1　網膜色素変性 :右眼のゴールドマン視野

図 10  症例 2　杆体一色型色覚 : 上方 3°における視野
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm

図 9　症例 2　杆体一色型色覚 :左眼のゴールドマン視野
図 8  症例 1　網膜色素変性 : 下方 3°における視野
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm

図 7  症例 1　網膜色素変性：上方 3°における視野
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm

図 11  症例 2　杆体一色型色覚 : 下方 3°における視野
 −−◆−−：500nm，−−−■−−−：650nm
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る中心窩の相対感度は 5.9，周辺の相対感度の平均
は 3.6±1.1 であった。650nm視標による中心窩の相
対感度は 5.7，周辺の相対感度の平均は 3.3±1.0 で
あった。下方 500nm視標による周辺の相対感度の平
均は 3.3±0.9，650nm視標による周辺の相対感度は
3.4±0.9 であった。視野の上方・下方とも中心窩より
周辺で著しい相対感度低下を示した。
症例 2：24 歳，女性。杆体一色型色覚。
視力は右眼（0.3×S−4.00D D C−2.00D Ax20°），

左眼（0.2×S−3.00D D C−2.00D Ax170°）であり，
眼圧は右 11mmHg，左 11mmHgであった。
2歳 5カ月時に初診，錐体機能不全症候群（杆体一
色型色覚）と診断，以後経過観察中である。左眼ゴー
ルドマン視野を図 9，今回の左眼視野結果を図 10，
11 に示した。上方視野では，上方 500nm視標による
中心窩の相対感度は 7.3，周辺の測定点では鼻側 3°，
9°および耳側 9°で 4.8，4.6，5.2 という低い相対感度
であったが，それ以外の周辺部位における相対感度の
平均は 7.1±0.1 であった。650nm視標による中心窩
の相対感度は 5.3，周辺の測定点では鼻側 9°および耳
側 9°で 2.3，2.6 の低い相対感度を認めたが，それ以
外の周辺部位における相対感度の平均は 4.8±0.3 で
あった。下方視野においては，500nm視標では鼻側
15°，650nm視標では鼻側 9°，耳側 9°の測定点で相
対感度の低下を認めた。

4.  考　　　　　按

650nmの暗順応曲線では約 10 分の暗順応で錐体系
の絶対閾値に達し，rod-cone breakがなく，錐体系の
みが関与する9 , 10）。図 12 は検査視標と視感度曲線と
の関係である。図 12 の太矢印で示した 650nm付近
の視感度曲線では，明所視と暗所視の差がほぼ 0であ
る3 , 9）。つまり，650nm視標は杆体の関与がほとんど
なく錐体系感度の測定に適した波長である。以前我々
は，610nm視標を錐体系感度の測定に用いた8）。その
理由は，長波長ではかなり暗い赤色の視標となり視標
として認識しづらいことが危惧されたからである。視
機能が低下した疾患を有する症例が測定対象となる臨
床の場において，認識しづらい視標を用いることは実
用的でないと考えられた。しかし，その後の症例の積
み重ねによって，視機能が悪い症例でも暗い赤色であ
る 650nm視標を認識できることがわかり，より杆体
の関与が少なく錐体系感度の測定に適した 650nm視
標に変更した。視標サイズがⅤで 64mm2 と大きいた

め認識しやすくなっていると思われた。また，図 12
の細矢印で示した 500nmは暗所視において杆体感度
のほぼ極大値を捉える波長である。以上の理由から，
暗順応後の無背景野における 650nmおよび 500nm視
標を選択することにより，錐体系反応および杆体系反
応を分離測定することができると考えられた。これら
の波長は，過去の報告5−7）でも同様に選択されてい
る。図 1はフィルタの透過特性である。視野計の視標
の光路としてハロゲンランプ，フィルタ，レンズ，ミ
ラー，ドームとなるが，色フィルタ以外は波長分布に
は影響を与えないため，視標の波長特性はフィルタの
透過特性と同様と考えた。
両波長を得るために用いたフィルタは，半値幅
52nmのバンドパスフィルタ BPB-50，半値幅 69nm

のバンドパスフィルタ BPB-60，シャープカットフィ
ルタ SC-64 とした。これらのフィルタは視標ピーク
を満足し本視野計に取り付け可能であったが，他の
フィルタでは取り付けが困難であったためこれらの
フィルタを選択した。
今回，健常者 114 眼の 95 パーセンタイル値である
100 眼において，上方および下方視野ともに同じよう
な測定パターンが有意差なく得られた（図 4，5）。す
なわち，500nm視標による相対感度は周辺よりも中
心窩で最も低い感度を示し，650nm視標による相対
感度は周辺よりも中心窩で高感度を示し，他の測定部
位ではほぼ同様の感度となった。これは，500nm視
標に対して中心窩に杆体が存在しないため周辺部より
杆体感度が低くなり，650nm視標では中心窩に最も

図 12　 検査視標と視感度曲線（文献 9）を改変）
 −−−−：明所視，−−−−−：暗所視
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多く分布する錐体によって感知されるので，中心窩で
高い感度になったと考えられる。耳側 15°では上方視
野では感度低下，下方では測定不能となったが，マリ
オット盲点に相当するものと考えられる。
このように錐体系反応では中心窩の感度が周辺より
高く，杆体系反応では中心窩の感度が低く測定された
結果は，いずれも過去の報告 5− 7）と同様であった。
今回，信頼性の指標である各パラメータの平均は，
固視不良が 5.0±6.2％，偽陽性が 5.9±11.1％，偽陰
性が 24.0±18.2％であった。現在一般的に使用されて
いる自動視野計では，固視不良 20％，偽陽性反応・
偽陰性反応 33％未満であれば信頼性が高い11）といわ
れており，今回の対象では，各パラメータいずれも安
定した測定結果が得られたと考えられる。
ただし，偽陰性反応が偽陽性反応よりも高い数値に

なっている原因としては，実際の測定方法ではなく，
偽陰性反応のチェック回数（false negative catch trial  

以下 FN catch trial）の違いが挙げられる。ハンフリー
社製自動視野計の全点閾値のアルゴリズムでは偽陽
性・偽陰性とも 33 測定ごとに FN catch trialが行わ
れる11）。これに対し，使用した自動視野計 AP5000
では測定ごとに乱数を派生させ，計算値により catch 

trialが行われるか否かが分かれ，結果として偽陽性反
応が平均 40 測定ごとに１回，偽陰性反応は平均 60
測定ごとに１回とした。このように，今回の視野計で
は改造とは関係なく偽陰性反応のチェック回数が少な
いため，偽陰性反応が高くなったと考えられた。
測定時間は，平均 10 分 49 秒± 1分 37 秒であり，

通常の静的視野検査 12, 13）と同等であり臨床的に使用
可能であると思われた。
次に，この方法を眼疾患のある 2症例に施行し健常
者の結果と比較した。
症例 1は網膜色素変性で，健常者の相対感度の平均

と比較すると 500nmおよび 650nm視標のいずれにお
いても中心窩では軽度な低下であったが，周辺部位で
は相対感度は著しく低下していた。このことから，本
症例においては杆体のみならず錐体機能の低下もある
ことが示唆された。
症例 2は矯正視力低下，羞明，眼振が幼少時より

認められた杆体一色型色覚の症例 14）である。初診時，
眼底に異常所見はなかったが，7歳ごろより両眼底黄
斑部に bull＇s eye様の所見を認め，現在両眼底黄斑部
に明らかな萎縮性病変を伴っている。今回の視野検
査において，500nm視標に対する相対感度が健常者

の平均よりも高値であり，杆体機能の上昇が推察され
た。この理由として以下の可能性が挙げられる。視力
低下を伴う杆体一色型色覚では，視機能としては杆体
優位であることが特徴 15）である。更に過去の報告 16）

では，残余の錐体機能と推察される網膜電図所見が
検出される例があることから，錐体機能と杆体機能
の両面性 17）が考えられている。したがって，優位な
杆体機能に残余の錐体機能が加算されたことにより，
500nm視標に対する相対感度が健常者の平均よりも
高値になったのではないかと推察された。感度低下部
位に関しては，上方視野耳側 9°に認められるが，こ
れは不完全な固視のためマリオット盲点を検出したた
めと考えられる。また，上方視野の鼻側 3°および 9°，
下方視野の鼻側 15°において 500nmまたは 650nm視
標に対する相対感度の低下がみられるが，この黄斑部
の萎縮性病変によるものと考えられる。
今回我々は，杆体系および錐体系の感度を測定でき

る自動視野計の開発を試みた。本研究の主たる目的
は，杆体系と錐体系の反応を簡便に分離測定すること
であり，3種の錐体反応の厳密な分離までは考慮して
いない。今後更に症例を増やし，3種の錐体反応の分
離や臨床応用の可能性など検討していきたい。

稿を終えるにあたり，ご指導いただきました東京慈恵会医
科大学眼科学教室名誉教授故北原健二先生に深謝いたしま
す。
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1.  は じ め に

眼科診断における眼底カメラの重要性については言
及するまでもない。眼底カメラは，Gurstlandの間接
眼底鏡を発展させた光学系と考えられるが，現在で
はカラー charge-coupled device（以下 CCD）と組み
合わせることにより，間接眼底鏡の視野の広さを生か

しながら診断に十分な高精細のカラー画像を得ること
ができるようになっている 1）。眼底カメラによる眼
底観察は，眼科臨床において網膜剝離，眼底出血，糖
尿病網膜症，緑内障などの検査に欠かすことができな
い。
眼底の観察部位には黄斑部，視神経乳頭，網膜脈絡
膜血管などがある。眼底の色調はメラニン，リポフス

原　　著

マルチスペクトル画像を用いた眼底写真撮影光の検討
山 内 泰 樹 1），広 原 陽 子 2，3），不二門　尚 3）， 三 橋 俊 文 2，3）

1）山形大学大学院理工学研究科
2）株式会社トプコン研究開発センター
3）大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

Multispectral Analysis for Fundus Imaging: Effects of Light 
Source Spectral Distributions
Yasuki Yamauchi1), Yoko Hirohara2, 3), Takashi Fujikado3) and Toshifumi Mihashi2, 3)

1) Department of Informatics, Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University
2) Optics Lab, Topcon Corp.,
3) Department of Applied Visual Science, Osaka University Graduate School of Medicine

眼底のマルチスペクトル画像を取得し，各波長成分の反射率画像を作成し，その情報から任意の照明光を
想定し，その照明光の下での色の見えを予測するシミュレーションを行った。本論文では，照明光として
D65, D50, A 光源の 3 種類の標準光源を想定し，分光画像からカラー眼底写真を合成し，均等色空間上に表現
することを検討した。その結果，照明光の分光分布に応じて画像の色度が異なること，とくに光の長波長成
分が増加することによって色度が黄方向（a＊b＊平面内で b＊方向）に変化することがわかった。本研究では，
眼底写真の最適な照明光条件を検討可能なことをシミュレーションにより示した。

 （視覚の科学　31: 67－76，2010）
キーワード：眼底写真，分光画像，標準光源，L＊a＊b＊色度

In this research we conducted multispectral analysis for fundus imaging, which enabled us to 
simulate how fundus chromaticities change depending on the spectral distributions of the illumination 
light source.  Our results show that the spectral distributions of the light directly affect fundus 
chromaticities.  The longer the wavelength component in the light source, the more the fundus 
chromaticities shift toward yellow.  Our results suggest that multispectral information is useful in 
finding the best light source spectral distribution for imaging the fundus, which could enable easy 
detection of abnormal parts of the fundus. (Jpn J Vis Sci  31: 67-76, 2010)
Key Words : Fundus imaging,  Multispectral imaging,  Standard illumination,  L*a*b*coordinate
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チン，ヘモグロビンなどで決まっている。酸化還元ヘ
モグロビンは色調が違い，カラー眼底カメラにより撮
影した画像内で動脈と静脈の区別が可能である。
これまでに銀塩写真を用いて蓄積された加齢黄斑変
性（AMD）に関する知見を，デジタル撮影された眼
底写真に対しても用いるため，デジタル画像に対して
輝度，コントラスト，カラーバランスを変化させる画
像処理を施し，その画像と銀塩写真とを比較してこれ
らのパラメータを最適化する試みもなされている2）。
眼底の色調が異なることは，眼底における光の吸収

や反射が波長ごとに異なることを意味しており，分光
測定により血管内の血液の酸素飽和度が測定可能であ
ることを示唆する。例えば酸素飽和度に関して，酸化
あるいは還元ヘモグロビン自体の分光的な光吸収率は
知られているので，眼底の分光測定により in vivoで
測定することが可能と考えられる。Dinnら 3）は，光
学濃度解析の新しい方法を使用して酸素飽和度を解析
した。また Yoneyaら 4）は，フーリエ変換をベースと
した分光網膜イメージングを使用して中心窩網膜静
脈閉塞症の酸素飽和度解析を行い，病状の程度と酸素
飽和度レベルが相関することを示した。Delori 5）は網
膜血管の光学濃度を測定するために，スキャニング眼
底カメラを用いた網膜血管のオキシメータを開発し，
Khoobehiら6）は，prism-grating-prism構造の装置に
より網膜血管の酸素飽和度を評価した。また，本論文
の著者である Hiroharaら7）は液晶波長可変フィルタ
を眼底カメラとデジタル CCDカメラ間に挿入し，眼
底の hyperspectral imagingを行った。
マルチスペクトル画像を眼科以外の医療分野に適用
する試みは数多く報告されている8 ,  9）。例えば，末梢
循環系の酸素飽和率を画像化する試みについても報告
されている10）。また，津村ら 11）はマルチスペクトル
画像を用いて肌色をモニタするシステムの検討を行っ
た。三井ら 12）はマルチスペクトルカメラを用いて皮
膚病変部の撮影を行い，画像の色再現性や診断・支援
への応用について検討している。分光画像から色フィ
ルタを設計する研究も報告されている13）。
我々は，酸素飽和度を求めるための分析的な研究
に使った Hiroharaら 7）の画像を，自然画像処理など
で行われている処理を使って，色覚的な観点から再
度解析を行った。これまでの眼底カメラで用いられ
てきた光源は実用性の高さから最適な選択がなされ
ていると考えられるが，異なる分光分布を有する光
源を眼底撮影に用いることで新たな情報を獲得でき

る可能性もある。 

我々は眼底の分光反射強度を国際照明委員会（以下 

CIE）L*a*b*空間に変換し，その結果から，照明光
により眼底像に関する見えの違いを検討した。本研究
は分光撮影した眼底写真を用い，照明光の分光分布に
応じて変化する眼底色情報を均等色空間上で表現する
ことを試み，色空間上での分布情報から眼底撮影に用
いる照明光や分光フィルタの設計へと活用することを
想定している。本報では，獲得した分光画像に対して
複数の分光分布をもつ光源を想定し，それらの照明光
（照射光）の下での眼底写真がどのような色度分布を
有するかといった色彩科学的検討を行った。

2.  実　　　　験

 1 ）被験者
視力は正常で臨床的に近視以外に所見がみられない
正常眼 2名を，マルチスペクトル画像用に改造した眼
底カメラで測定した。被験者 1は男性で 47 歳，被験
者 2は女性で 29 歳であり，被験者 1は右眼，被験者
2は左眼の撮影を行った。 

 2 ）実験装置
図 1に実験に用いた散瞳型眼底カメラ（TRC-50LX, 

トプコン社）の写真（図 1a），ならびに簡単な光学系
の概略図（図 1b）を示す。眼底カメラの光学系の拡
張ユニット（図 1の写真では眼底カメラの右上）に
波長可変フィルタ（VariSpec, CRI Inc.）とデジタル
CCDカメラ（C8484, 浜松ホトニクス社）を取り付け
た。波長可変フィルタの各波長での透過波長の半値幅
は 20nmである。ハロゲンランプ光源からの照明光は
CCDの分光特性を補正する波長フィルタを通り，中
央に穴のあいたミラー（周辺部は反射ミラー）で反射
されて眼底を照射する。眼底で反射した光は反射ミ
ラー中央の穴を通過し，眼底カメラ上部の拡張ユニッ
トへと進む。そして，液晶波長可変フィルタを通った
後に CCD上で結像する。
なお，眼底カメラ，拡張ユニットを通る光学系は，
今回使用した 500～720nmの範囲で色収差がないよ
うに設計した。

 3）分光画像の取得
液晶波長可変フィルタの透過波長帯域を変化させ

ながら，CCDで画像を取得することにより眼底の分
光画像を得ることができる。撮影に使用した波長は
500～720nmまでの 10nm刻みである。CCD上に結
像した像は 10bit階調の画像として保存した。露光時
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間を短くするためにビニングモードを使い，画素数は
320×256 であった。
波長成分によって眼底反射光量が異なるので，同一

露光時間の撮影では個々の分光画像間の強度情報に大
きなばらつきが生じ，白飛びや露光不足などが生じて
しまう。そのため，ある程度のコントラスト情報を確
保するために各波長において露光時間を調整し，後処
理において画像信号に対して露光時間を補正すること
とした。 

今回は撮影波長領域として 500～720nmとした。
これには以下のような理由がある。中間透光体の吸
収と波長可変フィルタの分光特性により，眼底から
CCDに到達する 500nm以下の光量が小さい。中・長
波長成分の分光画像と同レベルの画像を獲得しようと
すると露光時間が長くなり，臨床的な測定には不適切
である。
実験では，比較参照用に標準白色板の分光画像も同

一のシステムで撮影した。なお，標準白色板の撮影で
は各波長において露光時間は一定とした。前述した分
光画像と同様に白色板の画像強度情報も露光時間での
補正を行った。
得られた画像は眼球運動により眼底の位置がずれて
いることが多いため，画像処理により画像上の同じ位
置に眼底の同じ位置がくるように位置合わせ処理を
行った。位置合わせ方法としては，アフィン変換に
よる合わせこみが行えるプログラムを開発し，処理を
行った14, 15）。このため，画像の周縁部において全波長
の成分がない領域ができてしまうので，色度の計算な
どでアーティファクトになってしまうことが考えられ

る。そのため，眼底写真の中央部だけを用いるように，
半径 120 画素の円をマスクとして用いた。

 4 ）反射率ならびに三刺激値の算出
眼底写真の各画素における反射光を計算するには，

反射率および眼底を照射する照明光の情報が必要であ
り，それらをもとに三刺激値ならびに色度が求められ
る。ここでは，反射率ならびに三刺激値の算出方法に
ついて説明する。
（1）分光反射率の算出方法
獲得した各波長の画像から分光反射率を計算するこ
とができる。各波長成分画像は，前述したように 10 
bits（信号値：0～1,023）で記録されており，露光時
間は波長ごとに異なる。波長λ nmの画像を I（λ）と
すると，露光時間 E（λ）を用いて単位露光時間当たり
の強度 INorm（λ）を

INorm（λ）＝
I（λ）
E（λ）

 ………………………………（1）

により求めることができる。
参照用に獲得した標準白色板の画像データ IW（λ）か
らも露光時間 EW（λ）を用いて，同様に正規化データ
IW

Norm（λ）を

IW
Norm（λ）＝

I W（λ）
EW（λ）

 ……………………………（2）

と求めることができる。
標準白色板の反射率を 1と仮定すると，撮影光の単
位露光時間当たりの各波長成分の強度が IW

Norm（λ）で与
えられ，眼底画像の強度 INorm（λ）との比を求めること
により，各波長成分の反射率 R（λ）が

図 1　散瞳型眼底カメラ（a）およびシステム概略図（b）

a b
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R（λ）＝
INorm（λ）
IW

Norm（λ）
 ………………………………（3）

により求められる。
（2）シミュレーションに使う照明光の分光分布
眼底からの反射光量は，反射率に加え眼底を照射す

るのに用いる光の特性にも依存する。本実験では，照
明光として D65, D50 ならびに A光源を想定する。こ
れらの照明光の分光分布を図 2に示す。D65, D50 はそ
れぞれ色温度が 6,500K，5,000Kであるような光で，
昼光を想定している。A光源は一般に用いられている
白熱電球光の分布に類似している。なお，図 2に示し
たように，本実験で想定した分光強度は 560nmにお
いて 100 に正規化されており，相対強度で示された
ものである。
（3）三刺激値 XYZの算出
（1）および（2）で述べたように，分光反射率 R（λ）
および眼底の撮影に用いる照明光の分光分布 ILL（λ）
が求められると，眼底撮影時に眼底で反射する光の分
光成分は

Iref（λ）＝ ILL（λ）・R（λ） …………………………（4）
で計算することができる。この反射光の色度を CIE

で定義している色空間で表記するためには，CIEで
1931 年に定義された標準観測者の XYZ等色関数と
呼ばれる感度関数を用いて，三刺激値を計算すればよ
い 16）。等色関数は，単色光が呈示されたときにその
単色光に対して等色するのに必要な三つの原刺激の光
の強度をあらわしたもので，加法性が成立する。その
ため，任意の波長分布を有する光において，その三刺
激値は各波長における等色関数値にその波長成分の強
度を乗じ，全波長成分において和を計算することで得
られる。すなわち，光が L（λ）であらわされるときに，

X＝κ×Σλ L（λ）×－x（λ）×Δλ
Y＝κ×Σλ L（λ）×－y（λ）×Δλ ………………（5）
Z＝κ×Σλ L（λ）×－z（λ）×Δλ
で算出される。ここで，Δλは等色関数や光の離散
的な間隔をあらわし，本実験では 10nmとした。ま
た －x（λ）， －y（λ）， －z（λ）は等色関数とし，κは正規化
係数である。
本実験結果から，各画素において XYZを算出す

る際には式（5）において，式（4）のように得られた
L（λ）＝ Iref（λ），Δλ＝10（nm）を代入すればよいが，
今回の実験では白色光の輝度値 Yが Y＝100 となる
ように正規化係数κを定めた。すなわち，式（4）で用
いられる ILL（λ）を式（5）に代入し，YW＝ΣλL（λ）×

－y（λ）×Δλを計算し，κ＝100/YWとなるような定数
κを定めた。また，積分領域は，本来であれば等色関
数が定められている 380nmから行うのが望ましいが，
3）にて述べた理由から，500～720nmの領域におい
て積和を計算することとした。
これらの三刺激値 XYZを用いて，輝度値および

xy色度は，

輝度値＝Y，（x, y）＝（        X      
，　       Y       ）

で与えられる。
 

X＋Y＋Z
 

X＋Y＋Z …（6）

（4）均等色空間 L*a*b*値の算出
式（6）によってあらわされる xy色度図は，直感的

にどのような色であるかわかりやすいが，その半面，
色の違いについては色度図内で同一基準で表記されな
い。たとえば，色弁別の閾値を xy色度上に表記する
と，とくに緑領域が広く黄色からオレンジにかけての
領域が狭く表記されてしまう。これは，MacAdamの
楕円と呼ばれる色弁別の楕円を表記すると明白であ
る17）。そのため，色差を検討したい場合には XYZ空
間，すなわち xy色度値を用いることは適切ではない。
このような XYZ空間の不均等性を解消すべく提唱

された色空間が L*a*b*空間であり，1976 年に CIE

によって制定された。L*a*b*空間は，その照明下で
の白色を（L*, a*, b*）＝（100, 0, 0）であらわすこと
とし，次式によって L*，a*，b*を定めている。照明
光下での白色の三刺激値を XW，YW，ZWとし，算出
したい色の三刺激値を X，Y，Zとすると，

L* ＝ 116* ｛（Y/YW）
1/3｝－16

a* ＝ 500* ｛（X/XW）
1/3－（Y/YW）

1/3｝ ……………（7）
b* ＝ 800* ｛（Y/YW）

1/3－（Z/ZW）
1/3｝

で与えられる16）。
L*は明度情報をあらわし，0～100 の値をとり，黒

図 2　シミュレーションに用いた光源
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が 0，白が 100 となる。すなわち，高い値であれば明
度が高く（明るい），低ければ明度が低い（暗い）こ
とをあらわす。a*, b*は色度をあらわすが，おおま
かにいって a*が赤－緑の反対色成分（＋が赤，－が
緑）を，b*が黄－青の反対色成分（＋が黄，－が青）
をあらわす。また，a*軸からの角度が色相角，原点
からの距離を C*と呼び，それぞれが色みと鮮やかさ
（彩度）をあらわす。

3.  結 果 と 考 察

 1 ）反射率と色度分布
図 3に，被験者 1と 2の 4点ずつの反射率データ
を示す。眼底内での位置はそれぞれ同図中に示した眼
底写真に示す。これをみると，ほぼ同一の分光反射率
の傾向を示していることがわかる。眼底写真ではディ
スクが明るく中心窩が暗く撮影されるが，反射率でも
中心窩の方が低くなっている。本研究においては標準
白色板の反射率を 1と仮定しているが，それに比べる
と非常に反射率が低く 10～15％程度であることがわ
かる。波長特性であるが，短波長になるにつれて反射
率は低くなっており，600nm付近で急激に反射率の
変化がみられる（とくに被験者 1）。600nmより長波
長では赤みが強く感じられるので，眼底写真でも赤成
分が強くなっている。被験者 2と 1での反射率の絶
対値が多少異なっている。図示していないが被験者 2
の他眼の反射率値はこれほど高い値になっておらず，
今後の検討課題の一つである。
前述したように，色度や三刺激値の計算には

500nm以上のデータを用いて行っているが，これは，

500nmより短波長側の反射率を 0（完全に光を吸収し
ている）と仮定していることに等しい。500nm近傍
の反射率は 1％程度であるが，その他の波長領域の反
射率の値から考えると必ずしも無視してよい値ではな
いと思われる。とくに色度を算出するために用いられ
る等色関数のうち， －z（λ）関数は 460nm周辺にピーク
感度を有しているので，本来は短波長領域のデータが
あることが望ましい。測定領域を短波長側に拡張して
いく工夫は，今後考慮すべきことである。
また，中心窩周辺には黄斑色素が存在することが知

られている。黄斑色素の分光透過率の影響が中心窩領
域の反射率データにみられるか否かを検討してみる
と，他の領域に比べ 600nm以下での反射率の変化率
が少なめ（より一定な値）になっている傾向がみられ
る。これは黄斑色素濃度を実際に測定して補正を行っ
てみるなど，更なる検討が必要である。
各画素の D65 照明下での色度をシミュレートし，画

像の xy色度の分布を示したものが図 4である。図 4a
が被験者 1右眼の，図 4bが被験者 2左眼のデータを
あらわす。本実験結果は非常にスペクトル光に近い色
度をあらわしているが，ここでも 500nm以下のデー
タを用いていないことが影響している。すなわち，z

は 450nm付近にピークを有する等色関数である。xy

色度図では x＋ y＋ z＝ 1となるように xyz値が定
義されているが，今回の計算では zが実際よりも小さ
く評価されてしまうので，必然的に x, yの値が大き
くなり，スペクトル光の軌跡に近くなっているのであ
る。
これらの xyz色度点から L*a*b*値に変換し，a*b*

図 3　被験者 1右眼（左），被験者 2左眼（右）の反射率データ

Sub1(R) Sub2(L)
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平面に投影したものが図 5a, bであり，L*のヒストグ
ラムを表現したものが図 5c, dである。図 4と同様に
被験者 1右眼，被験者 2左眼の順にプロットされてい
る。分布の特徴としては，両者ともにほぼ一定領域に
含まれ，その分布がほぼ原点からの一定の角度領域内

に入ることである。図 5aの被験者 1の各画素は，色
相角で約 60°（a*軸からの角度）を中心としてほぼ対
称に分布しており，一方，被験者 2の各画素は約 58°
領域を中心にほぼ対称に分布している。また，被験者
2の方がやや広めに分布している（含まれる色の範囲

図 4 D65 照明下での xy色度（a）は被験者 1右眼，（b）は被験者 2左眼
 図は色度図の必要な部分を拡大した。実線はスペクトル軌跡を示す。

a b

図 5 被験者 1右眼（a）と被験者 2左眼（b）の a*b*分布，（c），（d）はそれぞれの L*分布を示す。
 照明は図4と同様のD65照明を仮定した。等色空間での表現がXY空間での表現と異なることに注意。

a b

ｃ ｄ
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が広い）こともわかる。L*の分布に関しては，被験
者 1で 15 以下，12.52±2.073（平均値±標準偏差），
被験者 2では 23 以下，16.65±3.38（平均値±標準偏
差）に分布しており，画像全体の明るさの違いが反映
されている。
これらの違いがどのようにして生じたのか。個人差

として眼底の反射率が異なるのか，年齢の違いやレン
ズなどの特性の加齢効果などからこの違いが生じたの
か，今後更なる検討が必要になる。

 2 ）照明光の影響
 2．の 4 ）で示したように，異なる照明下での色度

分布について算出した結果を示す。図 6に示したのが
被験者 1右眼の照明光 A，D50，D65 光源のシミュレー
ション結果であり，被験者 2左眼のシミュレーション
結果が図 7である。それぞれ（a）（b）が A光源，（c）（d）
が D50，（e）（ f）がD65 光源に対応する（（e）（ f）は図 5
の再掲である）。
図 6の a*b*平面のデータより，照明光が変わると
データの分布位置が変化することがわかる。とくに A

光源での画素の色度分布は，色相角方向に分布密度が
高く（分布面積が小さく）なっている。このことは A

光源の波長分布から説明可能である。A光源では他の
光源条件よりも長波長側の成分が大きく異なり，なお
かつ短波長成分の値が小さい。式（6）での b*の定義
式から考えると，このような照明光下での反射光はよ
り一層値が大きくなる（両者の差が強調される）よう
になっているため b*が大きくなり，その結果色相の
分布が変化するとともに色相角の分布が収束してくる
のである。
プロットされた画素群の色度の中心となる色相角で
も分光分布の影響をみることができる。それぞれの条
件での色相角をみると，被験者 1右眼において D65 で
60°，D50 で 62°，A光源で 67°となる。これに比べ，
被験者 2左眼では D65 で 58°，D50 で 60°，A光源で
66°になる。このように，D65，D50，A光源と変化す
るにつれ色相角が大きくなる理由として分光分布の違
いに着目してみると，色相角が大きくなる条件では長
波長側の成分が大きく，かつ短波長成分が小さいとい

図 6 被験者 1右眼の照明光の変化に伴う L*a*b*の違い
 （a）（b）は電球色に近いA光源，（c）（d）はD50，（e）（f）はD65 を仮定した。D65 のグラフは図5で既出である。

a c e

b ｄ f
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う特徴を有している。
L*の分布に関しては，被験者 1右眼の方がすべて

の照明光条件において被験者 2左眼よりも急峻（狭い
分布）であることがわかる。L*のピーク値は，被験
者 1右眼においては D65，D50 ともにほとんど変化し
ないが，被験者 2左眼では照明の変化に伴いピーク値
が変化している。この原因としては，L*を決定する
要因である Y値の感度と反射光の相関，すなわち反
射率成分の大きさであると考えられる。

3.  考　　　　　察

眼底写真を観察するのに用いられる照明光の最適な
分光分布を求めるためには，本研究で実施したような
分光情報からのアプローチは重要である。照明光を変
化させたシミュレーションにより，照明光の変化に
伴って得られる色度情報が変化することを定量的に示
すことができた。レーザ光のような特定波長の光や，
いくつかの単色光を用いて眼底を撮影するシステムを
考える場合には，本研究によるアプローチは有効であ

る。本報告では，CIEで提唱されている標準光源を 3
種類想定した検討を実施したが，医療分野に適用す
るのであれば，標準光源として規定されている必要は
ない。分光反射率データを更に細かく解析し，例えば
反射率コントラストが高い波長成分が大きな照明光を
用いた撮影システムなど，今後検討できる余地は大き
い。
前述したように，眼底を撮影したデジタル画像に
対して画像処理を施し，病巣部の検出を容易にする
ような画像処理パラメータの検討がなされている 2）。
RGB（red, green, blue）の 3チャンネル色画像に対し
て画像処理を施し，それらを合成した画像に対する検
討を行っており，とくに B（blue）画像に対して画像
処理を行うことにより，眼底写真の画質が変化すると
いう報告がなされている。本研究では分光画像を扱っ
ているので，任意の波長を特定した照明光を想定する
ことが可能であり，本研究の採用したアプローチの正
当性，有効性を示唆する先行研究である。
分光画像を獲得し，そこから任意の照明光に対する

図 7 被験者 2左眼の照明光の変化に伴う L*a*b*の違い
 他は図 6と同じ。

a c e

b ｄ f
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画像を再構築するシステムを考えたときに重要となる
のは反射率情報の正確さである。ヘモグロビンなど眼
底を構成する個々の要素の反射率情報は既知である
が，眼底全体の反射率情報は未知であり，本報告で調
べた 2眼の反射率情報には違いがみられた。眼球内
の通過光路に応じた効率の違い（Stiles-Crawford効
果）17）が，反射率推定にどの程度影響を及ぼしている
かは本報告の範囲では明確にできなかった。分光画像
獲得時の視線方向を変化させたり，眼底カメラ内での
撮影位置を変化させたりすることによって同一領域の
反射率がどの程度変化するかなどの影響を確認する必
要がある。
また，今回は複数の分光画像を獲得する際に，照射
光は不変でその反射光をフィルタで分光して記録する
手法をとった。そのため複数回の撮影が行われた。照
射光の強度を考えると，視細胞（錐体，桿体）が撮影
途中でブリーチされ反射率が変化している可能性があ
る。撮影面積と視細胞の相対的なサイズを考えると，
どの程度の影響があるかは不明ではあるが，将来的に
は画像獲得をワンショットで行い，それを分光して記
録するようなシステムの開発が望まれる。また，ワン
ショットで撮影が実施できれば後処理での画像の位置
合わせの必要がなくなり，本解析中に生じたアーティ
ファクトを大きく減少させることが可能になり，高精
細な画像を取得することが可能である。
本研究で用いた分光反射率の算出は，分光画像と白

色画像の強度比を求めることによって行っているが，
このためには画像の輝度情報として一定強度以上でな
いと，ノイズの影響が大きくなってしまうという問題
がある。今回の測定においても短波長領域では光源の
強度と露光時間に制限があることからノイズの影響が
大きく，解析に用いることができなかった。先行研究
のなかには，短波長側の画像情報はノイズとして作用
しがちであるとの報告もみられるが，短波長で撮影し
た画像には網膜表面の情報，例えば神経線維の厚みの
情報などが含まれるため，本来であれば短波長領域の
情報も効率よく獲得，利用できるようなシステムが望
ましい。 

臨床への応用を考えたときには，分光撮影した画像
から，照明光を指定して色画像として再構築したもの
から正常部と病巣部との違いを際立たせることができ
れば有効であると考えられる。今後，そのような正常
部と病巣部の反射率特性を比較し，両者の違いが最も
顕著である波長成分において大きな分光強度を有する

照明光を選択するという手法も考えられる。また，今
回のように分光画像を獲得し，それから照明光を考え
た再構築ではなく，眼底撮影のフラッシュ光として
最適な照明光を使用することも可能である。その際に
は，光学系，撮像系，表示系といったすべての要素の
分光特性を把握し，それを考慮した照明光の設計を行
うことが肝要である。
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1.  は じ め に

2010 年 4 月 1日より，視覚障害者用補装具として
認可されている「遮光眼鏡」の支給基準が変わった。
遮光眼鏡は，日本ロービジョン学会のガイドラインに
よれば，「グレアの軽減，コントラストの改善，暗順
応の補助等を目的として装用する光吸収フィルタを用
いた眼鏡」である。身体障害者福祉法で決められた補
装具には，視覚障害者用のものとしては，矯正眼鏡，
遮光眼鏡，コンタクトレンズ，弱視眼鏡，義眼，盲人
安全つえ（白杖）があり，障害者自立支援法により，
規定額の最大 9割の補助が原則として支給されるこ
とになっている。遮光眼鏡の基準額は 30,000 円であ
るので，3,000 円で手に入れることができる。しかし，
ほとんどの補装具が身体障害者手帳を有していること
のみが支給要件であるなかで，これまで遮光眼鏡だけ
は，対象者の眼疾患が規定されており，網膜色素変性
症，錐体杆体ジストロフィ，白子症，先天無虹彩の四
疾患に限定されていた。これにより，糖尿病網膜症や
緑内障をはじめとする他の眼疾患で羞明をきたした患
者では遮光眼鏡がその支給対象にはならなかった。上
述の四疾患以外の眼疾患においても羞明を訴えること
は少なくなく，この疾患限定を撤廃することを患者団
体と日本ロービジョン学会から厚生労働省に要望した
結果，このたび支給要件が改変され，表 1のように
なった。また，遮光眼鏡の定義が「羞明の軽減を目的
として，可視光のうちの一部の透過を抑制するもので
あって，分光透過率曲線が公表されているもの」と明
記されることになった。
遮光眼鏡には，従来，米国コーニング社の CPFが

あり，これはガラス製のオレンジ系の 3種類のカ
ラーレンズを用いたものであった。これらはいずれも
500nm以下の短波長光を遮光する光吸収フィルタで
あった。後にわが国でも HOYA，ニコン，東海光学
などがプラスチックレンズによる同様の遮光眼鏡を製
造販売するようになった。その後，各社は利用者の要
望を受け，従来の色とは異なる緑系，茶系のレンズや，

さらには薄い黄色や緑などのレンズを用いたものを開
発し販売するようになった。
かつて，500nm以下の遮光が網膜色素変性症の進

行を抑制するといわれ，これを主たる効用として遮光
眼鏡が用いられていた時代があった。しかし，この効
用は科学的な証拠が得られず，現在では羞明を予防す
ることが主たる効用と考えられるようになった。これ
が，今回の改訂の基盤になっていると考えられる。新
たに明文化された遮光眼鏡の定義は，前半と後半の
二つの観点で記述されている。前半の「羞明の軽減
を目的として，可視光のうちの一部の透過を抑制する
もの」には，いわゆるカラーレンズだけでなく，フォ
トクロミックレンズ，偏光レンズ，および，これらの
性質を合わせもったレンズのすべてが該当する。短波
長光を遮光するものだけが遮光眼鏡というわけではな
い。しかし，これだけを定義とすると低品質のものが
売り出される可能性があり，これを抑制する意味で後
半の記述がある。「分光透過率曲線が公表されている
もの」とは，一定の分光透過率曲線が得られるものと
読み替えることも可能であり，つまりは，それを作り
出す技術力のあるメーカーによる製品に限るという意
味になる。
本来ならば，遮光眼鏡の支給要件は羞明の存在とそ

最近のトピックス

羞明の科学―遮光眼鏡適合判定のために
1）東京慈恵会医科大学，2）スタンフォード大学，3）国立障害者リハビリテーションセンター

堀口浩史1, 2），仲泊　聡1, 3）

表 1　遮光眼鏡の新しい支給要件
　　　以下の要件を満たす者

1） 視覚障害により身体障害者手帳を取得していること。

2） 羞明を来していること。

3） 羞明の軽減に，遮光眼鏡の装用より優先される治療法がな
いこと。

4） 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定，処
方であること。

※ この際，下記項目を参照の上，遮光眼鏡の装用効果を確認す
ること（意思表示できない場合，表情，行動の変化等から総
合的に判断すること）。
・まぶしさや白んだ感じが軽減する
・文字や物などが見やすくなる
・羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する
・暗転時に遮光眼鏡をはずすと暗順応が早くなる
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の程度によるべきである。しかし，羞明の程度を客観
的に評定することが困難で，その発生メカニズムすら
解明されていない現状において，この支給要件を規定
することができなかった。また，臨床における遮光眼
鏡の選定方法は，個々の製品を試用してみて自覚的な
装用感がどうであるかによって行われている。より客
観的な選定方法があるべきと考えられるが，現時点で
は適切と考えられる方法はいまだ提案されていない。
それも，羞明のメカニズムの解明がなされていないこ
とに起因しているといえる。以下，今後の遮光眼鏡の
開発，羞明の研究の一助になればと考え，現時点での
羞明に関する知見を紹介する。

2.  羞明のメカニズム

 1 ）羞明はまぶしいという感覚
光が強くて不快に感じたり見えにくい状態になった
りする「まぶしさ」を，医学的に症状として表現する
場合に，これを羞明という（日本ロービジョン学会ガ
イドライン）。羞明は，まぶしさという日常しばしば
体験する感覚でありながら，どのような情報がどのよ
うな神経経路を通って，そして，どのように脳内の神
経回路で処理されて羞明が起こるかということは，ほ
とんど解明されていない。しかしながら，まぶしさが
人間の感知する感覚である以上は，他の感覚と同様の
過程を経て我々の神経系が処理していると考えること
ができるはずである。 通常，感覚が生じるにはいく
つかの段階が必要である。この過程を簡潔に記述する
なら，（1）何らかの物理的変化を感覚受容器が信号化
し，（2）その情報が脳神経回路に送られ，（3）そこで
何らかの処理がなされて，感覚が生じるといえる。こ
のように，最初はできるだけ単純化して考えていくこ
とが羞明を理解する糸口になると考えられる。 

 2 ）羞明と光受容器（視覚）
まぶしいという感覚は，視覚によりもたらされる

「明るい」という感覚と密接な関係があると考えるの
は自然である。この場合，羞明にかかわる感覚受容
器は，網膜に存在して視物質を保有する光受容器であ
る。これには，古くから知られる杆体および錐体に加
え，21 世紀になってから発見されたメラノプシン含
有網膜神経節細胞を挙げることができる。これらの光
受容器に含まれる視物質の分光感度特性は，それぞれ
が特定の波長にピークをもち，その波長から離れてい
くにしたがい感度は低下していく。X線による電離
現象の結果 1）や，紫外線が水晶体に吸収される際の

蛍光2）のように，可視光線外の電磁波が二次的に観
察されるような場合もあるものの，一般的に視物質の
高吸収域から逸脱した波長をもつ電磁波は，ヒト網膜
上の視物質で検出されないため，直接見ることはでき
ないといえる。錐体視物質そのものは紫外線にも吸
収域をもつが，角膜や水晶体によって吸収されるた
め，350nm以下の紫外線はほとんど網膜に到達でき
ない3）。その上，黄斑色素により吸収されるため4），
赤外線・紫外線などといったような比較的可視光線に
近い電磁波であっても，これらの電磁波が光受容器を
効果的に刺激すること，そしてその結果，羞明を惹起
させることは考えづらい。紫外線などの高エネルギー
をもつ短波長の電磁波が，直接羞明を惹き起こすとい
う考えは論理の飛躍であると言わざるを得ない。
ヒト光学系に生じた病変による羞明，つまり光が視

物質に捉えられる前の段階が原因となる羞明は以前よ
り多数報告されている。この代表的疾患は白内障であ
る。一般的に，白内障は加齢により出現するもので，
多くは緩徐な進行である。よって白内障で突然患者が
羞明を訴えることは少なく，慢性的に存在した羞明が
白内障術後に消失する例も少なくない。白内障は水
晶体の混濁という比較的単純な病態にもかかわらず，
その光学系変化のバリエーションは十人十色であり，
その混濁部位や程度により羞明の訴えにもばらつき
がある。他の光学系の異常による羞明では，laser in 

situ keratomileusis（以下  LASIK）などに代表される
屈折矯正手術を契機としたものが最近増加している。
LASIKの場合，とくに夜間の強い光が haloといわれ
る光の輪を作り出したり，術前には生じなかった羞明
を感じたりすることがしばしば報告されている。これ
は，暗所で拡大した瞳孔径と手術時に作成された角膜
フラップ径の関係と密接な関連があると考えられてい
る5, 6）。これらの光学系の異常による羞明は，光の散
乱がその原因であると一般的に信じられている。しか
し，光の散乱がなぜ羞明を引き起こすのかというその
発生機序となると，それ以上の説明は全く見当たらな
い。短波長光が長波長光に比較して散乱しやすいとい
う物理的事実と，短波長光により羞明が惹起されやす
いという経験則を組み合わせた程度の説明がなされて
いるという現況である。結局，光を散乱させるような
病態をもつ患者は羞明を訴える可能性が多いという統
計的側面のみから成り立っている議論であって，それ
ではなぜ光の散乱が羞明を引き起こすのかということ
となると全く不明なのである。
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一方，Stringhamらのグループは，マックスウェル
光学系により瞳孔径に依存しない網膜に任意の刺激を
与えることと，羞明を感じたときの眼周囲筋の持続的
な収縮を筋電図で計測することで，羞明を客観的に評
価するという方法を開発した7）。この方法を用いてこ
のグループは，偏心度ごとの羞明の閾値に対する空間
的寄せ集めと，神経節細胞の樹状突起の広がりを比
較し，parasol cellと small bistratified神経節細胞に
強い相関関係を認めたという報告をした8）。この結果
は，羞明がこれらの神経節細胞を起点とする神経経路
により処理されている可能性を示唆しているといえる
かもしれない。Parasol cellと small bistratified神経
節細胞は，それぞれ大細胞系と微小細胞系経路に属し
ており，小細胞系であるmidget cellと比較して大き
な受容野をもっている。大細胞系経路は外側膝状体の
大細胞層を中継し，主として第一次視覚野の 4Cα層
に，微小細胞系は層間層を中継し 4A層と 2/3 層に出
力される9）。大細胞系経路は輝度コントラストに対し
て高い感受性をもつことが報告されており10），この経
路は明るさ感覚に何らかの影響を及ぼしている可能性
がある。明るさを強く感じたときと羞明が相関するこ
とは，一般的な体験と矛盾しないであろう。また，微
小細胞系は青色，すなわち短波長光の情報を大脳皮質
に中継すると報告されている11）。短波長光が羞明を惹
起しやすいという事実から，この経路が羞明の発生に
何らかの役割を果たしていても不思議ではない。

 3 ）羞明と侵害受容器（疼痛）
明るいという感覚と羞明は直感的に理解しやすいの
だが，羞明は非常に多様な疾病により引き起こされ，
光受容器経路だけでは残念ながらその理由を説明しき
ることはできない。他の入力経路として，眼神経つま
り三叉神経第一枝からの入力が挙げられる。三叉神経
は主に顔面知覚を担当する脳神経であり，側頭骨錐体
部で三叉神経節をつくる。ここから眼周囲や前頭部の
知覚を司る第一枝である眼神経，上顎神経，下顎神経
の三枝に分かれる。この三叉神経の知覚入力（主とし
て侵害受容器での痛覚入力）は羞明の重要な経路であ
ると以前より考えられてきた。1934 年に Lebensohn

は次のような仮説を発表した12）。眼神経の支配領域に
病変があると軸索反射が起きる。軸索反射とは，刺激
によって発生した興奮が求心性にだけでなく，他の
感覚神経分枝に逆行性に伝わり末梢終末から血管拡張
物質などが放出される現象である。このため虹彩の血
管拡張と痛覚過敏が起きる。このような過敏性を獲得

した状態のときに対光反射で虹彩が動くことにより羞
明痛が生じる，という仮説である。つまり，三叉神経
経路の侵害受容器入力が前段階としてあり，対光反射
を引き金として，強い光に伴った三叉神経経路の入力
の結果生じる疼痛を羞明とする考えである。実際，痛
覚受容器が豊富に存在する前眼部での強い炎症，例え
ば虹彩炎や角膜潰瘍などが生じた場合は，非常に強い
羞明を引き起こす。屋内の照明のように通常の状態で
は羞明をまず感じないような環境でも，まぶしくて眼
を開けることができないのである（我々はこれを異常
羞明と定義している）。眼科臨床ではこのような異常
羞明による開瞼困難をきたしている患者を診察する機
会はまれではなく，前眼部炎症が何らかの経路により
羞明を惹起していることはまず間違いのないことの
ように思われる。この前眼部炎症の場合は，前述の
Lebensohnの仮説のように強い光が誘因となる疼痛
として考えることができるかもしれない。
このように光受容器以外の羞明経路の存在を示唆す
るものとして，いくつかの例を挙げることができる。
代表的なものとしては，片頭痛が挙げられるだろう。
片頭痛に伴う羞明は古くから報告されており，500 例
の片頭痛患者のうち実に 82％が羞明を訴えている13）。
更に，片頭痛患者の前額部に機械的刺激を与えること
で羞明が増強することも報告されている14）。また，原
因が特定しづらい羞明の重要な鑑別疾患として良性原
発性眼瞼痙攣がある。不随意な眼輪筋の収縮を示すこ
の疾患の多くは原因不明である。そして，眼光学的な
異常や組織の炎症が認められなくても，しばしば羞明
を訴えることが知られている。脳幹での神経核の異常
興奮による発症機序も考えられている15）のだが，実
際のところ発症機序はいまだに不明である。この良性
原発性眼瞼痙攣の光感受性は，片頭痛患者と同様に有
意に増強することが報告されている16）。また，Emoto

らは非羞明時と羞明時の脳内の糖代謝をポジトロン断
層法で比較した17）。彼らは，羞明時は非羞明時と比較
して視床と中脳背側の糖代謝が亢進することを報告し
ている。更に興味深いことに，眼球摘出後や脳腫瘍に
よる視機能損失後も羞明を感じた症例も報告されてい
る 18, 19）。これらのことから，羞明の発生を説明する
には光受容器をはじめとする視覚経路だけでは不十分
であることが類推される。

 4）羞明の神経回路
我々は前述した先行研究といくつかの自験例から，

羞明の生成にかかわる神経回路の仮説を立てた20）。こ
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の羞明の脳回路は，網膜からの視覚系と三叉神経から
の体性感覚系という二つの下位回路により構成され
る。また我々は，メラノプシン含有神経節細胞が，（1）
瞳孔径の調節にかかわり，（2）高輝度で作動し，（3）
視交叉上核や上丘に信号を送り，（4）低空間周波数領
域の視覚情報をコードしているという四つの理由か
ら，羞明にかかわっている可能性について述べた。更
に，痛覚が侵害受容器からの入力だけでなく認知や感
情によっても修飾されるように，羞明も視覚や痛覚受
容器からの入力だけで一義的に決定されるのでなく，
感情，認知あるいは瞬目などのような行動の複合に
よって，その強度が決定されるという仮説を立てた。
よって，脳回路をより包括的に捉えていくことが今後
の羞明研究に重要であると考察している。
2010 年，Nosedaらによって，羞明を生起する回路
の一つとして注目に値すべき新たなニューロン群が報
告された21）。この報告ではまず，光覚弁以下でかつ片
頭痛である患者が呈示されている。このうち，両眼の
眼球摘出を受け視力 0の患者では，杆体，錐体とメ
ラノプシン含有神経節細胞をノックアウトしたマウス
と同様に，睡眠周期が保たれていなかった。このよう
な患者では，光曝露による片頭痛増強の効果は認めら
れなかった。一方，光覚弁のある患者群では，瞳孔反
応や睡眠周期は保たれており，光曝露により片頭痛は
増強した。このことから彼らは，眼から入力される非
映像系の情報により中枢の三叉神経血管ニューロンが
調節されるかどうかを調査した。マウスを用いた実験
で，視床後部にあるニューロンがメラノプシン含有神
経節細胞と硬膜の両方から解剖学的に求心路を受けて
いることと，これらのニューロンが光入力と三叉神経
入力に対して反応することが報告された。このニュー
ロンの光入力に対する潜時のばらつきは非常に大き
く，ときに大変長い潜時をもつ。これらのニューロン
は光入力と三叉神経入力を統合して，更に体性感覚野
をはじめとする視覚野などを含む様々な皮質に情報を
送っている。この新しく発見されたニューロンとその
経路は，メラノプシン含有神経節細胞と羞明の何らか
の関係性を強く示唆するものであると考えられる。こ
の Nosedaらがマウスで発見した神経回路がヒトにお
いても存在することを支持するような報告としては，
コンタクトレンズ障害によるヒト functional magnetic 

resonance imaging（fMRI）の症例報告22）がある。こ
の研究では，一人の被験者に対して日を変えて同じ視
覚刺激を用いており，異なる点は被験者がコンタクト

レンズの使用過多のため羞明を生じている状態と，9
日後の羞明を感じない状況になっている状態だけであ
る。そして羞明状態のときに有意に三叉神経核，視床
の後内側腹側核，前帯状核で BOLD信号が上昇して
いることが報告されている。以上のように，新たな免
疫染色方法や生理学的方法，神経画像的方法により，
羞明の神経回路が徐々に解き明かされつつある。

3.  お わ り に

羞明はどのように生じるかということを考えて，か
つ羞明の脳回路を念頭において注意深く観察すること
により，実は治療可能な（眼表面の状態の改善や片頭
痛の治療など）病態を発見できるかもしれない。こう
いった場合は，前眼部炎症や白内障といったある程度
原因がはっきりしているものと同様に，原疾患の治療
をすることで羞明が改善する可能性がある。また，羞
明の神経回路という観点から，患者の主観的な感想だ
けからでなく，ある程度の客観性をもって遮光眼鏡
は異常羞明の軽減に有用であると論ずることができ
るはずである。実際，前述したように遮光眼鏡は短波
長光を遮光するフィルタを用いたものが多い。そのた
め，従来の考え方のなかには，「短波長光は紫外線の
ように長波長光より強いエネルギーをもつ。だから短
波長光は強い羞明を引き起こすのであって，この波長
をカットすることで羞明が軽減する」というものもあ
る。しかし，いくら強いエネルギーだからとはいえ，
それがなぜ羞明を起こすか，これでは全く説明になっ
ていない。そこでその代わりに，メラノプシン含有神
経節細胞や，small bistratified神経節細胞が羞明を惹
起する神経回路の起点であると考えると，新たな仮説
を立てることができる。「1）メラノプシン含有神経節
細胞は 480nm付近に最も高い感受性をもつ。あるい
は，2）微小細胞系経路はいわゆる青錐体からの入力
を主として受ける。そのため，この波長付近の短波長
光により，最も効果的にこれらの神経節細胞が刺激
されて，その結果強い羞明が生じる。」この仮説であ
れば，何故短波長光をカットすることで羞明を軽減す
ることができるのか，ある程度神経学的に説明するこ
とができる。更に網膜色素変性患者における異常羞明
も，視細胞が変性のため入力量が変化して，これらの
神経節細胞が過敏性を獲得して閾値が低下するという
除神経性過敏の観点から23）説明することができるか
もしれない。
しかしながら，実際の遮光眼鏡の処方では， ある特
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定の波長を遮蔽するレンズがすべての患者に対して万
能ではなく，患者によって最も羞明を軽減できるレン
ズは異なる。もちろん，短波長光を中心に遮蔽するの
ではあるが，その光学特性は多様である。このことは，
メラノプシン含有神経節細胞からの入力だけで，一元
的に羞明が説明できるものではなく，視覚・三叉神経
入力，認知・感情・行動の複合の結果生じるものであ
るという我々の主張と矛盾しないようである。効果的
に羞明を軽減する遮光眼鏡の処方をするために，患者
の主観に完全に依存せずに，その患者に何故羞明が生
じているかということを科学的に考えることが，今後
必要となってくると考えられる。
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1.  は じ め に

世界初の遠近両用累進レンズ「バリラックス」が
1959 年に誕生してから半世紀。その間，より快適な
見え心地を目指して累進レンズの光学設計や加工技術
は目覚ましい進歩を遂げてきた。2009 年 11 月に発売
されたニコン シープラウド・パワーは，処方度数以
外のフレーム形状，インセット量などの個別データに
基づいた完全オーダーメイド設計で，両面累進面形状
の非球面を駆使している。最先端の自由曲面加工技術
と相まって，どんな処方においても最高レベルの収差
補正と最も自然な見え心地が期待できる。
一方，メガネを使用する人の活動環境や，メガネに
期待する機能も多様化し，それぞれのニーズに最適な
性能の累進レンズが多数開発されてきた。2009 年 12
月に発売されたニコン プレシオ・ホーム & オフィス
は，これまで「帯に短し襷に長し」であった室内用レ
ンズに新たな可能性を示した。広い室内空間を前提と
した新しい光学設計により，デスクワークでもアク
ティブな使用環境でも，一日中快適に使えるレンズが
誕生した。
機能別に様々なタイプの設計が用意されてきた累進
レンズであるが，新製品が加わったことで使い分け
マップもほぼ完成したといえ，本稿でその最新事情を
紹介したい。

2.  調節力サポートレンズ（疲れ目対策用レンズ）：
ニコンリラクシー

2008 年の厚生労働省の労働に関する調査資料に
よると，成人が感じる様々な疲れのなかで，目の疲
れ，痛みを感じる比率が約 90％とトップである。コ
ンピュータ機器を使用することの多い現代人は，手元
の精細な液晶ディスプレイを長時間見つめることも多
く，調節力の使い過ぎからくる疲れ目が増加している
と思われる。
この疲れ目を軽減する目的で設計されたのが「調節

力サポートレンズ」で，ニコン・エシロールから「リ
ラクシー」という商品名で販売されている。設計手法

は一般の遠近両用累進レンズと同じように，遠方度数
から下方に向かって徐々にプラスの度数を加入してゆ
く方法であるが，一般の遠近両用累進レンズとは度数
分布や加入割合を変えている。
一般の遠近両用累進レンズの累進帯の長さは 13mm

前後であるが，13mmの長さは約 30°の下方回旋角度
に相当する。遠近両用累進レンズがこの下方回旋角度
で 0.75～3.50D加入度を変化させているのに対し，リ
ラクシーは 0.60～0.70Dしか変化しない。個人差はあ
るが，30°の下方回旋角度で 0.50D以上の加入度変化
があればリラックス効果が感じられる。リラクシーは
リラックス効果を感じるギリギリの加入度変化に抑え
た設計で，累進レンズ特有のゆれ・歪みも気にならな
いレベルに抑えてある。
一般に，遠近両用累進レンズのフィッティングポイ

ント（遠用水平アイポイント）では，やや加入度が加
わった度数になっている。それに対してリラクシー
は，フィッティングポイントで完全な遠用度数になる
よう度数分布を工夫しているため，単焦点レンズと同
様の遠方見え心地を確保している。（図 1）
リラクシーにはサポート度合いに応じて二つの設計
が用意され（図 2），リラクシー・ライトは 30°下方
回旋で 0.60D加入し，そのまま安定度数になる設計
である。目の疲れを感じ始めた 20～30 歳代や，遠方

最近のトピックス

累進レンズの使い分け「最新事情」
株式会社ニコン・エシロール　マーケティング部　山上　守夫

図 1 アイポイントで遠用度数をほぼ達成する
  －遠近両用レンズ特有の遠方ボヤケを抑える－
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視力の良さと手元の参考書の見やすさを両立したい受
験生などに最適な設計になっている。
一方，リラクシーは 30°下方回旋で 0.70D加入し，

その後も約 40°下方回旋で 1.00Dまで加入が続く設計
である。日常的に目の疲れを感じている 30～40 歳代
に最適な設計になっている。また，リラクシーには両
面非球面のリラクシー・プラスもラインアップされ，
乱視や強度の場合でもワンランク上の見え心地が期待
できる。

3.  近用ワイドレンズ（デスクワーク用レンズ）：
ニコン ソルテス

手元を主体的に見るレンズには，固定された目的距
離を見るのに最適な単焦点レンズ（老眼鏡）と，1m
程度までの奥行きのある目的距離を広く見わたすのに
最適な「近用ワイドレンズ」がある。手に持った文
庫本を読むには単焦点レンズの方が視野も広く快適だ
が，新聞も広げて読みたい，書類の読み書きも多い，
パーソナルコンピュータ（以下 パソコン）作業も多
いとなると，広いデスク全体を見わたせる方が快適に
作業できる。
近用ワイドレンズの先駆者がニコンの「ソルテス」

で，奥行き広さの違いで，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの 3タイプの設
計が用意されている。年齢とともに徐々にⅠからⅡ，
ⅡからⅢに切り換えてゆけば，生涯にわたって快適な
デスクワークが可能になる（図 3）。
ソルテスの度数分布は，幾何学中心より 5mm下方
から広がっている近用度数を基準に，上方に向かって
19mmの長さでゆったりと度数が弱くなる。遠近両用
累進レンズが遠方度数を基準に，下方に向かってプラ
ス加入度が加わる設計であるのに対して，ソルテスは
近用度数を基準に，上方に向かってマイナス加入度が
加わる設計である。

トライアルレンズは遠近両用累進レンズと違って下
方が 0.00Dになっていて，近用度数をセットした検
眼レンズに組み合わせて使う。注文もタイプ＋近用
度数で発注する。近用アイポイント，近用 PD（pupil 

distance）にレイアウトするレンズなので，取り扱い
の基本は単焦点老眼鏡と同じである。

4.  室内空間快適レンズ：
ニコン プレシオ・ホーム & オフィス

加入度 2.00D未満とまだ低加入度のうちは，遠近
両用累進レンズだけで外出から室内空間までほぼ満足
できる見え心地を提供してくれる。しかし，加入度が
2.00Dを超えるころから，遠近両用累進レンズだけで
はパソコンやデスクワークが辛くなってくる。
従来はこれを解決するために，遠近両用レンズに加

えて近用ワイドレンズや中近レンズを併用するよう勧
めてきた。中近レンズは遠近両用累進レンズの累進部
を 10mmほど上に引き延ばした構造で，累進帯の長
さを 20～25mmと長めに設計することで中間部の横
幅を広めに確保したものである。
これらのレンズは，移動の少ないデスクワークや医

師の診察などには具合のよい設計であった。しかし，
広い室内を移動しながらのオフィスワークや，大きな
会議，講演やプレゼンテーションなどの場面では，少
し遠方を見たくてもボヤケ感が強く，遠近両用レンズ
との掛け替え頻度が増えたりしてあまり使用感がよく
なかった。
そこで，広いオフィスワークでも快適な「室内空間
専用レンズ」が新たに開発され，ニコンから「プレシ
オ・ホーム & オフィス（以下  H&O）」という商品名
で販売されている。H&Oは中近レンズの問題であっ
た遠方のボヤケ感を軽減するため，22mmの長さで絶
妙な加入度曲線の累進部をもち（図 4），遠方水平ア

図 2　リラクシー・ライトとリラクシー 図 3　タイプを選ぶ
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イポイント（フィッティングクロス）位置での加入率
を 25％に抑えている。これによって，完全矯正度数
で製作した場合の比較で，一般的な中近レンズよりも
約 50％広い範囲を見渡すことができるようになった
（図 5）。
設計にあたって，様々な職種のオフィスワーカーの

視線がモニターで確認され，室内空間の見やすさを左
右する重要なポイントがみつかった。遠方水平アイポ
イント（フィッティングクロス）を中心にして，10°
上向き視線と 10°下向き視線で，それぞれよく使用す
る距離が快適に見えるかどうかである。10°上向き視
線では遠点の距離が，10°下向き視線では自己調節力
の 50％を使用した際の近点距離（快適近点）が使用
ニーズに合っているかどうかで判断できる（図 6）。
一般的な処方度数を想定して，中近レンズ，H&O，

累進帯の長さが 12mm相当の遠近両用レンズで，そ
れぞれの距離を計算してみた。55 歳で自己調節力
1.50D，加入度 2.00Dを想定し，遠方度数は完全矯正
度数から 0.25D弱めとした（図 7）。
このシミュレーションの結果から，H&Oの設計
が 10°上向き視線では広い室内空間から情報を自然に

キャッチでき，10°下向き視線では長時間のパソコン
作業でも楽にこなせることが容易に推測できる。60
歳，65 歳，70 歳でも計算してみたが，いずれの年齢
層でも H&Oの優位性は同様の傾向であった。

5.  遠近両用累進レンズのグレードアップ：
ニコン プレシオ・シリーズ

累進レンズは加入度の増加に伴って，ボヤケやゆ
れ・歪みが増えてゆく宿命にあり，遠近の度数差が大
きくなる遠近両用レンズでは，加入度が 2.00D以上
の高加入度になるとその傾向が顕著になる（図 8）。
加入度が 2.00Dを超えて同じ設計のレンズを使い

続けると，遠方左右のボヤケが強くなる，遠方・中間・
近方の鮮明に見える範囲が狭くなる，中間・近方の左
右に歪みを感じる，視線を横に移動する際にゆれを感
じる，などの不満が増えてくる。
最近の遠近両用累進レンズはそれらの問題を解消す
るため，両面非球面（ニコン プレシオ・ダブル），両

図4  プレシオ・ホーム & オフィス（H&O）独自の加入度
曲線によって，単焦点のようにマイルドなかけ心地

図 6　 室内空間の見やすさは，水平視線の上・下 10°がポ
イント

図 5　フィッティングクロスの位置でどこまで見えるか
  （適用度数が完全矯正値の場合のフィッティングクロス

位置での遠点）

図 7　 55 歳（自己調整力 1.50D　加入 2.00D　完全矯正か
ら 0.25D弱め）
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面累進面（ニコン プレシオ・パワー），装用者個々の
使用条件に対応したカスタムメイド（ニコン シープ
ラウド・パワー）など，自由曲面技術を駆使して工夫
と改良を重ね，装用者の満足度もかなり上がってきて
いる。
高加入度になった遠近両用累進レンズでは，加入度

をアップするタイミングでワンランク上の高性能な設
計にスライドすることを勧めたい。

6.  累進レンズのベネフィットと使い分け

遠近両用レンズ，室内空間快適レンズ，近用ワイド
レンズの構造やベネフィットをまとめると図 9のよ
うになる。それぞれに遠方，室内空間，手元と軸足が
分かれており，得意な場面と苦手な場面が微妙に異な
る。どんな使用場面を想定し，どの距離をメインに考
えるかで，どの設計を最優先に使えばよいかが決まっ
てくる。
更に，調節力サポートレンズを含めて，調節力の低
下とともにどんな設計を使い分ければよいかをまとめ
ると図 10 のようになる。

一般的な近視の場合，疲れ目を感じ始めたら，まず
疲れ目対策レンズ（リラクシー）に移行し，比較的
低加入度（加入度数 1.50D前後）のうちに遠近両用
レンズ（プレシオ・シリーズ）にスライドすること
を勧めたい。そして遠近両用レンズの加入度をアップ
していくうちに，やがて遠近両用レンズではパソコン
が見辛くなってくる。この時点で室内空間快適レンズ
（H&O）または近用ワイドレンズ（ソルテス）を併用
することを勧めたい。
一方，正視や軽い遠視の場合，若いうちは遠方用メ
ガネを必要としていないので，疲れ目対策レンズが最
初のメガネになる場合が多いと想定される。疲れ目
対策レンズからは，低加入度のうちに遠近両用レン
ズに移行するのが一般的だが，オフィスワーカーでは
室内空間快適レンズに移行するのが適している場合も
ある。H&Oは累進レンズ特有のゆれ・歪みが極めて
少ないマイルドな見え心地であるため，遠近両用レン
ズが苦手な遠視系の人にもすんなり受け入れられる可
能性が高い。この室内空間快適レンズを軸足にした場
合にも，車の運転などに使用するなら遠近両用レンズ
を，長時間のデスクワークなら近用ワイドレンズを併
用することを勧めたい。
現代は，携帯電話やパソコンの液晶ディスプレイの

高精細化などによって，長い年月にわたって目を酷使
する社会になりつつある。シニアレンズもライフワー
クの変化や使用目的に応じて，複数機能の累進レンズ
を上手に使い分けることが，長寿社会の快適さを維持
する第一歩である。

図 8　加入度による収差の増え方
 ユレ，ゆがみ，ボケが大きくなる。

図 9　累進レンズのベネフィット

図 10　累進レンズの使い分け提案

（別刷請求先） 山上守夫　130⊖0026　東京都墨田区両国 2⊖10⊖8　住友不動産両国ビル 4F
 ㈱ニコン・エシロール　マーケティング部
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学会印象記

第 13 回国際近視学会印象記
大阪大学大学院医学系研究科　感覚機能形成学　不 二 門 　 尚

2010年 7月 26～29日の間，ドイツの Tuebingenで
第13回国際近視学会が行われた。Tuebingenはドイツ
の南西部に位置する古都で，Necker川に面した落ち
着きのある大学町である（図 1）。主催者は Tuebingen

大学の Frank SchaeffelとMarita Feldkaemperである。
Tuebingen大学には人工網膜で有名な Dr. Zrennerに
より眼科学研究所が設立され，眼科領域の分子生物
学的研究から眼光学の研究まで幅広い研究が行われ
ている。Dr. Schaeffelは眼光学および神経科学的な
アプローチで実験近視の研究を行ってきており，近
視のメカニズムに迫ることを掲げた大変面白い学会で
あった。
抄録の巻頭には，近視化のメカニズムの研究は
1977 年のWiesel & Raviola以来さまざまなアプロー
チで行われてきたが，分子的なメカニズムはいまだ解
明されておらず，ガンや糖尿病のように遺伝因子と環
境因子が複雑に関係していて，単純な解はないだろ
う。しかし新しいアイデアを出して，更に研究を進め
ましょうという Dr. Schaeffelの言葉が書かれている。
日本からの参加者は，1カ月前に BerlinでWOC

が開催されたためか少なく，京都大学の吉村教授，
Topconの三橋さん，そして私のほか数名であった。

Dr. Schaeffelは，近視の進行に関係する網膜像のボ
ケ（defocus）の情報が，網膜のどのレベルで検知さ

れるかに関する Reviewを行った。動物実験では，ヒ
ヨコからサルに至るまで，遠視側の defocus（網膜よ
り後ろに結像） により眼軸の延長が促進され，近視側
の defocus（網膜より前に結像）により眼軸延長が抑
制されることが示されているが，この defocus signal

の方向性の検知には，in vivoの実験ではアマクリン
細胞が関与することが示唆されている。しかし，摘
出した網膜の網膜神経節細胞の電気生理学的実験では
defocusの方向性が検知できないことから，固視微動
のような眼球運動が defocusの方向性の検出に重要で
あるという発表が興味深かった。
色覚異常のサルに遺伝子導入して，色が弁別できる
ようになったという報告（Science, 2009）をして脚
光を浴びた Dr. Jay Neitzが，近視化に対する全く新
しい仮説を発表した。L cone（赤錐体）とM cone（緑
錐体）の比率が近視の少ない白人では高く，近視の比
率の高い東洋人では低いことが示されていることか
ら，L／M比が近視化に関係するのではないか，更に
M coneを刺激すると近視化抑制ができる可能性があ
るというもので，興味深かった。
京都大学の吉村教授は，強度近視に関係する single 

nucleotide polymorphism（以下 SNP）について講演
された。強度近視の遺伝子研究は精力的に行われて
いるが，これまでなかなかクリアな結果が出なかっ
た。京都大学グループは初めて有意差のある SNPを
報告し，更に Sample数を増やして検証する予定とい
うことである。私は斜位近視について Posterで発表
し，眼科医の何人かに興味をもっていただいた。また
三橋さんは，slit光を網膜に投射した場合の網膜機能
イメージングについて Poster発表された。これから
の発展が楽しみなアプローチである。
近視予防の新しいタイプの眼鏡に関しては，日本で
は岡山大学の長谷部先生が精力的に研究されている
が，今後の発展が楽しみである。

図 1　Tuebingenの街並み
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遅くなりましたが，31 巻 2 号をお届けします。

本号も医学系と工学系の先生方に，ほぼ同数の原著あるいは総説をお書き頂き，視覚の科学らし

く少し踏み込んだ内容となりました。前眼部および後眼部の画像解析，眼鏡のトピックス，視野

の話と幅広い領域がカバーされていることもよかったと思います。眼機能学の分野は，欧米では

Optometry の大学で多く行われていますが，日本では眼科医と視能訓練士，光学技術者が協力して

カバーすべき分野です。最近は視能訓練士の眼光学会員も増えているようです。眼光学の分野を少

し深い視点で学ぶための雑誌として，本誌が持続的に発展するように努力したいと思います。

編　集　後　記

不二門　尚　記
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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，学会プログラム・抄録集など，刊行物

はすべて会員に無料配布いたします。



日本眼光学学会総会開催記録
自昭和40年〜至平成22年

 回数 年代 会　長 所　属 開　催　場　所 ME学会と合同

 1 昭和40年 桐澤　長徳 東北大 宮城県民会館 ×
 2 41年 大塚　　仁 東京医科歯科大 国立教育会館・大会議室 ×
 3 42年 久保田　広 東京大・生産技術研 国立教育会館 ×
 4 43年 梶浦　睦雄 福島県立医科大 福島県飯坂市エーザイ製薬講堂　 ×
 5 44年 牧内　正一 大阪医科大 明治生命ビル ×
 6 45年 松尾　治亘 東京医科大 東京医科大同窓会館 ×
 7 46年 三国　政吉 新潟大 新潟医師会館 ×
 8 47年 三島　済一 東京大 東京虎の門久保講堂 ×
 9 48年 日置　隆一 千葉大 東京興和ビル11階講堂 ×
 10 49年 中尾　主一 奈良県立医科大 奈良県文化会館小ホール ×
 11 50年 米村　大蔵 金沢大 金沢大学十全講堂 ×
 12 51年 中島　　章 順天堂大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 13 52年 大頭　　仁 早稲田大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 14 53年 梶浦　睦雄 福島県立医科大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 15 54年 野寄喜美春 埼玉医科大 埼玉医科大講堂 ×
 16 55年 大庭　紀雄 鹿児島大 指宿観光ホテル ×
 17 56年 大島　祐之 筑波大 筑波大臨床講堂 ×
 18 57年 石川　　清 千葉大 千葉大医学部記念講堂 ×
 19 58年 保坂　明郎 旭川医科大 旭川市トーヨーホテル ×
 20 59年 所　　　敬 東京医科歯科大 東京医科歯科大学大講堂 ×
 21 60年 鈴木　昭弘 愛知医科大 名古屋国際センター ×
 22 61年 糸井　素一 京都府立医科大 国立京都国際会館 ×
 23 62年 佐々木一之 金沢医科大 石川県教育・自治会館 ×
 24 63年 加藤桂一郎 福島県立医科大 福島市ホテル辰巳屋 ×
 25 平成 1 年 西信　元嗣 奈良県立医科大 奈良県新公会堂 ×
 26 2 年 太根　節直 聖マリアンナ医科大 全協連ビル ×
 27 3 年 岩田　和雄 新潟大 新潟東映ホール ×
 28 4 年 石川　　哲 北里大 横浜開港記念会館 ×
 29 5 年 山本　　節 神戸大 神戸市医師会館本館 ×
 30 6 年 新美　勝彦 藤田保健衛生大 愛知芸術文化センター ×
 31 7 年 湖崎　　克 大阪市 薬業年金会館 ○
 32 8 年 畑田　豊彦 東京工芸大 早稲田大国際会議場井深大記念ホール ○
 33 9 年 木下　　茂 京都府立医科大 国立京都国際会館 ○
 34 10年 金井　　淳 順天堂大 興和㈱11階ホール ○
 35 11年 可児　一孝 滋賀医科大 国立京都国際会館 ○
 36 12年 尾羽沢　大 東海大 パシフィコ横浜・会議センター ○
 37 13年 三宅　養三 名古屋大 名古屋国際会議場レセプションホール ○
 38 14年 河原　哲夫 金沢工業大 アクトシティー浜松コングレスセンター ○
 39 15年 不二門　尚 大阪大 大阪国際交流センター ○＋屈折調節研
 40 16年 清水　公也 北里大 パシフィコ横浜 ○＋屈折調節研
 41 17年 和氣　典二 中京大・心理学部 名古屋市中小企業振興会館 ○
 42 18年 北原　健二 東京慈恵医大 東京国際フォーラム ○
 43 19年 吉田　晃敏 旭川医科大 旭川市民文化会館 ME学会と合併
 44 20年 奥山　文雄 鈴鹿医療科学大学 日本教育会館一ツ橋ホール 屈折調節研と合併
 45 21年 大鹿　哲郎 筑波大 東京国際フォーラム 白内障・眼内レンズ・APA
 46 22年 魚里　　博 北里大 パシフィコ横浜 眼科臨床機器研・IRSJ





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

〒

〒



日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規程

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
りますのでご承知おき下さい。原稿修正等に要す
る日数は特に定めませんが，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。

3.　 原著論文は，査読者に送られますので論文原本の
ほかに必ずコピー 2 部（原本も含め計 3 部）を提
出して下さい。

原著・総説の執筆要項
1.　別々の用紙を用いて次のように区分して下さい。
・ タイトルページ：題名，Running Head，所属名，

著者名を明記し，下段に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，
200 語以内（1 語は 5 文字に相当）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。

・ 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
400 字原稿用紙 20 枚（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。
表および図以外には，頁番号並びに頁左側に行数

を付けて下さい。電子媒体による投稿の場合には，
本文は Microsoft Word あるいはテキストファイ
ルで，図表は Power Point ファイルで，CD-ROM
に記録してお送り下さい。

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 4 版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）1999 年によって下さい。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.　 図と表はそのまま印刷できるように，きれいにト
レースしたもの，または写真を用いて下さい。原
則としては A4 の大きさ以内にして下さい。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。写真の大きさは名刺版（6 × 8cm）以上
の大きさとします。また，間違いをなくすために，
写真の裏側に氏名と天地を明記してお送り下さ
い。カラー印刷を希望される方は，必ずフィル
ム（ネガまたはリバーサル）をお送り下さい。カ
ラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。図

（写真）と表の説明は別の用紙を用いて書いて下
さい。
　なお説明は，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。

7.　 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。

8.　 文献は本文中に引用されたもののみを別紙に一括
して書き，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。

9.　 文献の書き方は，引用番号）著者名：題名．誌名
巻：頁（始頁−終頁），発行年（西暦）．の順に書
いて下さい。単行本の場合は，著者名：書名．編
者名，頁（始頁−終頁），発行所名，所在都市名，
発行年（西暦）．の順で書いて下さい。

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

〒

〒



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）  光学太郎，光学次郎，眼光学一郎：調節の

研究．生理光学 1: 1-10, 1990.
例 2）  Yamaguch i L , Yamane J & Yag i K : 

Researches on accommodation.  Physiol Opt 
1: 1-10, 1990.

例 3）  Yamaguchi K: Physiological Optics. 25-30, 
CV Mosby, New York, 1990.

10.   著者校正は原則として 1 回行いますが，その際大
幅な変更はご遠慮下さい。なお，やむを得ず大幅
な変更があった場合は実費を申し受けます。

11.   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。

12.   英語訳文の原稿も受付けますが，事前に編集委員
会にご連絡下さい。

13.   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。

14.   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。

15.   原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565 − 0871  吹田市山田丘 2 − 2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06 − 6879 − 3941

Fax 06 − 6879 − 3948

E-mail  hisyo10@ophthal.med.osaka-u.ac.jp

視覚の科学投稿用タイトルページ

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

　　　　　図　　　　枚（図説　　　　枚）　（カラー掲載希望：図番号　　　 　　　　　　）

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

別刷希望数：有料　　　　　部＋無料 30 部＝　　　　　部（ただし有料部数は 50 部単位でお願いします）

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

注 1 ：講演要旨の場合は，文献，図表を付けずに作成して下さい。キーワード，英文キーワードは付けて下さい。

受付  No.

題　名：

簡略題名：
（Running Head）

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）



視覚の科学投稿用タイトルページ

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

　　　　　図　　　　枚（図説　　　　枚）　（カラー掲載希望：図番号　　　 　　　　　　）

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

別刷希望数：有料　　　　　部＋無料 30 部＝　　　　　部（ただし有料部数は 50 部単位でお願いします）

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

注 1 ：講演要旨の場合は，文献，図表を付けずに作成して下さい。キーワード，英文キーワードは付けて下さい。

受付  No.

題　名：

簡略題名：
（Running Head）

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）



ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.
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会　　　報

第 10回近畿弱視斜視アフタヌーンセミナープログラム
－弱視・斜視の基礎と臨床シリーズ－

その 3：「斜視弱視診療の基本とトピックス」
（日眼生涯教育事業 　13772）

会　期： 2011 年 2 月 26 日（土）午後 2 時 45 分〜 6 時 10 分
会　場：参天製薬・講堂（センチュリーホール）（阪急千里線下新庄駅歩 5 分）
講　演：1．調節麻痺剤の使い方の基本 三宅三平（眼科三宅病院）
　　　　2．遠視における屈折矯正の基本 野村耕治（兵庫県立こども病院）
　　　　3．多施設共同研究 PEDIG における片眼弱視治療の紹介と私見
 内海　隆（内海眼科医院）
　　　　4．網膜電気刺激による視覚回復 森本　壮，不二門　尚（大阪大学）
　　　　5．ワークショップ：レチノスコピー 指導；湖崎　克　名誉会員＋全メンバー
会　費：1,000 円（当日登録）
主　催：近畿弱視斜視研究会
　　　 （ 不二門　尚，初川嘉一，三村　治，三宅三平，西田保裕，野村耕治，近江源次郎，
　　　　 佐々本研二，菅澤　淳，杉山能子，山縣祥隆，横山　連，内海　隆） （以上 13 名・ABC 順）
主　催：参天製薬㈱
連絡先：事務局　内海　隆（医療法人 内海眼科医院　072-626-1223）

学 会 会 合 案 内
◆　2011 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/19（水）〜

　1/21（金）

日本視覚学会 2011 年冬季大会 工学院大学（東京都新宿区） 日本視覚学会事務局

〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-8-8

TEL: 03-5389-6278

E-mail: vision-post@bunken.co.jp

1/22（土）〜

1/27（木）

BiOS SPIE Photonics West Moscone Center

San Francisco, CA, USA

Customer Service 

E-mail: CustomerService@SPIE.org

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

2010/7/12

1/28（金）〜

1/30（日）

第 34 回日本眼科手術学会総会 国立京都国際会館

（京都市左京区）

株式会社コングレ

TEL: 03-6229-2555　FAX: 03-6229-2556

E-mail: jsos2011@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jsos2011/

3/24（木）〜

3/27（日）

2011 年応用物理学会

春季講演会

神奈川工科大学

（神奈川県厚木市）

㈳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
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

5/1（日）〜

5/5（木）

The Association for Research 

in Vision and Ophthalmology 

(ARVO) Annual Meeting

Conference center, Fort 

Lauderdale, FL, USA

The Association for Research in Vision and 

Ophthalmology

E-mail: arvo@arvo.org

URL: http://www.arvo.org

2010/12/3

5/6（金）〜

5/11（水）

Vision Sciences Society 11th 

Annual Meeting

Naples Grande Hotel

475 Seagate Drive Naples FL, 

USA

Vision Sciences Society

E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org

URL: http://www.visionsciences.org/

meeting.html

5/12（木）〜

5/15（日）

第 114 回日本眼科学会総会 東京国際フォーラム

（東京都千代田区）

株式会社コングレ

TEL: 03-5216-5318　FAX: 03-5216-5552

E-mail: 2011jos@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jos2011/

5/16（月）

〜5/21（土）

CLEO/IQEC 2011 Baltimore Convention Center

Baltimore, Maryland, USA

c/o OSA Customer Service - CLEO/QELS 

Management

E-mail: custserv@osa.org

Tel: +1 202.416.1907

URL: http://www.cleoconference.org/

7/15（金）〜

7/18（月）

Asia Pacific Conference on 

Vision (APCV) 2011

Hong Kong APCV2011 Organization Committee

William Hayward

Email: whayward@hku.hk

8/28（日）

〜9/1（木）

European Conference on 

Visual Perception (ECVP)

Toulouse, France Simon Thorpe

E-mail: simon.thorpe@cerco.ups-tlse.fr

8/29（月）〜

9/1（木）

2011 年応用物理学会

秋季講演会

山形大学（山形市小白川町） ㈳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




