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巻　頭　言

工学部は消え去るであろう
大沼　一彦

（千葉大学大学院工学研究科）

今日，声高に日本の生き残り作戦として，高度な技術，知識と人はいう。そのような人を養成しなくてはいけない

と，昨年の勤労感謝の日に NHK の特集で言っていた。何をか言わんやである。全体を見てものを言え。私の所属す

る工学部の入学試験の競争率は 3 倍程度である。以前の人気が全くない。原因の一つは企業にある。技術者を軽んじ

ているからである。汗水たらして働いている技術者の給料がいいわけではない。また，最近は，どこかに優れた技術

集団があると，お金にものを言わせて買いあさる。技術者が家庭で息子に，将来，技術者になれと言うだろうか。今や，

誇りも失っている。

大学では就職先を考えるときに，一番はじめに給料（お金）の高さを考える学生が多くなり，自分が学んできた専

門以外のところを希望する人がいる。そんな学生をみていると，何のための学生であり先生であるのか。お金に振り

回されている。

その昔，お金は物と物を仲介する存在であった。その存在から自由になり，化け物となり，その化け物に何で私達

は振り回されなければいけないのか，大いに疑問である。そのような社会に舵を切った人達は何が欲しかったのか，

欲しいものは得られたのであろうか。日本国民を幸せにしたのであろうか。舵を切った人は大学も市場原理にまきこ

んだ。アメリカのようになってほしいと。今や，大学はお金を取ってきた先生が優れている先生である。真理を追

究し，真理をわかりやすく世に語る大学の本来の目的はどこにいってしまったのか。今度の地震や原子力発電所の問

題でも，学者の責任は大きいと考える。

2010 年 12 月 12 日の読売新聞に山崎正和氏は，日本の学術振興には司令塔となる存在が必要であると論説してい

る。アメリカでは市場（企業）が，中国では国家がその強い存在であるが，日本にはそれがないと。そうであろう。

しかし，人間を動かしているのは決してお金ではない。真実である。居眠り磐音江戸草双紙をはじめとする江戸時代

小説を読んでいると，どんなに受け入れたくないことでも，真に人を動かしているのは真実だけである。嘘は，真実

に勝つことはできない。

もうそろそろ，眼をつぶって耳を塞いでいるのはやめて，何が大切であるかをもう一度考えてみる必要がある。如

何に真実（真理）に迫れたか，研究者であれば，いやいや人間であれば，その喜びは（感動は）大きいものであるは

ずだ。

寒い夜，犬の散歩に行って見上げる空のオリオン座は美しい。昨年のふたご座流星群も美しかった。星といえば，

北斗七星のなかに一つの星に寄り添う星があり，その昔，それが視力検査に使われたようである。また，周辺視でみ

ると青い星が見え，その星は遥かかなたからやってくる光であり，それは過去何万年いや何億年彼方からやってきた

光であり，何億年が現在にあることであり，悠久の時間のなかに私達はいることになる。これが真実ではないのか！

それと比べて，化け物の方が美しく魅力的であろうか？　化け物を見ないような眼科手術が望まれる。工学部がつ

ぶれないように。

この記事の大半は，2010 年 12 月に書きました。その文章に多少加筆をして，今回の巻頭言とします。振り返ると，

視覚の科学 16 巻 2 号の巻頭言で深見嘉一郎先生が「一個の煉瓦を正確に積め」と同様の趣旨で書かれていました。あ

れから 16 年が経っていますが，何かが変わっているのでしょうか。いい文化を壊してはいけないと思う。
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1.  すばる望遠鏡建設とその成果

国立天文台が海抜 4,200m の
ハ ワ イ 島 マ ウ ナ ケ ア 山 頂 に
1991 年から 9 年がかりで建設
したすばる望遠鏡は，本格的観
測を始めてから今年で 11 年目
になります。建設の最大の難関
は直径 8.2m の主鏡の製作でし
た。こんなに大きなガラスを製

作できる会社も，ガラスを磨く設備をもった会社も，
当時は世界のどこにもなく，まずそのような挑戦を一
緒にする会社を探すことから始まりました。

鏡面は光を精密に反射しなければならないので，光
の波長の 1/20 以下の凸凹しか許されません。軽量化
するため鏡の厚さをわずか 20cm にしたので，鏡の姿
勢による変形は無視できません。そこでコンピュータ
制御で鏡面の形を常に理想的な回転双曲面にする「能
動光学方式」を考案し，採用することにしました。

ガラスの製作に 4 年，研磨に 4 年かかり，1998 年

別刷請求先：181⊖₈₅₈₈　三鷹市大沢 2⊖21⊖1　国立天文台　家　正則
（2010 年 9 月 22 日受理）
Reprint requests to: Masanori Iye　National Astronomical Observatory
2⊖21⊖1 Osawa, Mitaka 181⊖8588, Japan
(Received and accepted September 22, 2010)

総　　説

すばる望遠鏡の視力を 10 倍に改善する補償光学
家 　 正 則

国立天文台

Adaptive Optics for Improving the Subaru Telescope Vision 
by an Order of Magnitude
Masanori Iye

National Astronomical Observatory

大気が揺らぐと星の光は瞬く。このため，望遠鏡の「視力」はある程度以上には改善できないと考えられ
てきた。この宿命を克服する補償光学系を開発し，ハワイ島マウナケア山頂に建設した直径 8m のすばる望
遠鏡に搭載した。補償光学系を利用しやすくするために，パワーレーザーを用いて上空 90km の高層大気中
で光る人工星を発生させ，大気の揺らぎを測る光源にするシステムも開発した。これらのハイテク技術の原
理に加えて，すばる望遠鏡で見つけた 129 億光年彼方の最遠銀河の発見の様子や，すばる望遠鏡に続く直径
30m の次世代超大型望遠鏡計画について，画像を中心に視覚的に紹介する。  
 （視覚の科学　31: 89−93，2010）
キーワード：補償光学，すばる望遠鏡，天文学，回折限界

Atmospheric turbulence causes twinkling of stars and diminishes the clarity of telescopic vision.  
We developed adaptive optics systems for the 8m Subaru Telescope atop Mauna Kea, Hawaii, to 
overcome this problem for ground-based telescopes.  To make use of the adaptive optics system easier, 
we developed a laser guide star generation system to make an artificial star in the upper atmosphere, 
using a power laser beam, to measure atmospheric turbulence.  The basic principles of these high-
tech systems, the scientific story of the discovery of the most distant galaxy, 12.9 billion light years 
distant, and a project for constructing an even larger 30m telescope are shown using images and visual 
drawings. (Jpn J Vis Sci  31: 89-93, 2010)
Key Words : Adaptive optics,  Subaru Telescope,  Astronomy,  Diffraction limit

著　者
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8 月に世界最大，最高精度の鏡が完成しました（図
1）1）。2000 年から世界中の天文学者が，この巨大で
鋭い視力をもつ「眼」を駆使して様々な研究がなされ
ました2）。

図 2 は私達が 2006 年に発見した 129 億光年かなた
の銀河の写真です。これは人類がその距離を測ること
ができた天体のなかで最も遠くにある銀河となりまし
た。129 億光年の銀河からの光は，129 億年かかって
地球に届きます。「遠くを見ることは昔を見ること」
になりますので，宇宙考古学を研究することができま
す。図 3 は人類がどこまで見ることができたかの歴
史を示しています。私達の発見は 2010 年の現在でも
ギネス記録となっています3 ,  4）（最遠銀河発見 http:// 

subarutelescope.org/Pressrelease/2006/09/13/j_index.

html）。

2.  補 償 光 学

本稿で眼光学学会の皆さんにとくに見ていただきた
いのは，天文学における「補償光学5）」の応用実例で
す。これまでの天体観測では空気の揺らぎのため星が
瞬き，にじんでしまうのが悩みでした。図 4 は光の
揺らぐ様子を測って，その影響を直しながら観測する

図 4　レーザーガイド補償光学系のシステム構成

図 3　人類が見た最も遠い天体の記録更新の歩み

図 1  米国ピッツバーグ近郊の光学会社施設での，すばる
望遠鏡の主鏡完成検査（1998 年 8 月 28 日）

　　　 7 年がかりで完成した世界最大，最高精度の鏡につ
いて，翌日の地元誌には，当時米国で公開中だった
日本映画ゴジラをもじって，「ゴジラのコンタクトレ
ンズ完成」の見出しが躍った。

図 2  完成したすばる望遠鏡を駆使した探査観測を行い，
発見した距離 129 億光年かなたの銀河 IOK-1

　　　 2006 年の Nature 誌で発表したこの成果はいまだに
破られない世界記録となっている。
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「補償光学系」の原理を示しています。
「ガイド星」からの光の揺らぎを「波面センサ」で

高速測定し，「可変形鏡」で波面揺らぎを実時間補正
して，望遠鏡の回折限界の画像を得ます。観測したい
天体のそばに十分に明るいガイド星がない場合でも，
補償光学系を利用できるようにするため，「レーザー
ビーム」をすばる望遠鏡から発射して上空で光る「人
工星」をつくるシステムを追加製作しました。

光波面の揺らぎを測るには望遠鏡光学系の射出瞳位
置にマイクロレンズアレーを置いて光束を分割し，各
部分光束がつくる光源星の像の横収差（波面の一次微
分）の分布を測るシャック・ハルトマン法（図 5 上）
と，瞳位置前後での光束の照度分布を比較して波面の
曲率（波面の二次微分）の分布を測る曲率センサ法

（図 5 下）があります。
波面補正用の可変形鏡としては，ピエゾ素子駆動の

ものが天文では多用されています。積層型ピエゾ素子
を用いる方式（図 6 上）とバイモルフ型ピエゾ素子を
用いる方式（図 6 下）があります6, 7）。眼科医療用には，
液晶型変調素子や MEMS（micro electro mechanical 

systems）素子を用いたよりコンパクトなシステムが
適しているでしょう。

2006 年 10 月の試験観測で，実際に恒星の画像を補
償光学系を作動させて撮影したのが図 7 です。効果
抜群で，「裸眼」では 0.6 秒角に広がった像となるの
が，「補償光学眼鏡」をかけると 0.06 秒角と，像の大
きさが 1/10 にシャープになることが確認できました。

図 8 はオリオン大星雲のトラペジウム領域の画像
ですが，右は 1999 年にすばる望遠鏡完成直後に撮影
したもので，「裸眼」画像に相当します。左が 2006
年に補償光学系を通して撮影した「眼鏡使用」画像に
相当します。

図 5  光波面測定の原理
  波面の一次微分の分布を測るシャック・ハルトマン

法と，波面の二次微分の分布を測る曲率センサ法が
ある。すばる望遠鏡では，能動光学主鏡の検査には
シャック・ハルトマン法を，補償光学系には曲率セ
ンサ法を採用している。

図 6  積層型ピエゾ素子（上）を用いる方式とバイモルフ
型ピエゾ素子（下）を用いる方式 

図 7  補償光学をオフにした通常の星像（右）は直径 0.6 秒角に広がっているが，補
償光学を動作させた星像（左）は直径 0.06 秒角に収縮し，中心の輝度が格段
に向上する。
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補償光学装置を動作させるには，観測したい天体の
そばにある明るい星をガイド星として利用します（図
4）。観測したい天体のそばに適切な明るい星がない
場合は，揺らぎの測定ができないため，これまでは補
償光学系を使えませんでした。そんな状況を改善する
ために開発したのが，「レーザーガイド星生成装置」
です。

レーザーガイド星生成装置は，地球上空 90km の高
さにあるナトリウム層を波長 589nm のナトリウム D

線で発振するレーザーで照射します（図 9）。レー
ザーに照射されたナトリウム原子は励起され，同じ波
長のオレンジ色の光を放ちますので，レーザーパワー

を上げると十分に明るい「人工星光源」となり，その
光波面の揺らぎを測定して補償光学系を動作させるこ
とができます8）。補償光学系にこの装置を追加製作し
たおかげで，任意の天体の観測に補償光学系を使うこ
とができるようになりまし た（レーザーガイド補償
光学試験成功 http://subarutelescope.org/Pressrelease/ 

2006/11/20/j_index.html）。

図 9　 2006 年 10 月のレーザービーム初照
射風景

  月明かりのない夜ならレーザービー
ムを肉眼で見ることができる。

図 10 補償光学の他分野での応用例
 役に立つ天文技術

図11 次世代超大型望遠鏡 TMT 計画
 TMT： Thirty meter telescope

図 8  トラペジウム領域の画像改善
  右画像は裸眼画像。左は補償光学系を用いて撮影した画像。解像力は 10 倍に

改善された。
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補償光学技術は天文学の世界のニーズから開発が進
みましたが，光を直接制御する技術として，近年リ
モートセンシング，網膜診断，光通信，レーザー加
工，レーザー核融合など様々な分野への応用が検討さ
れています。

図 10 は眼底撮影時に水晶体や硝子体の屈折率分布
の揺らぎや，測定光学系の収差を測定して，補償する
ことにより高解像度の撮影を試みた例で，国内外でも
開発が進められているとうかがっています。要素技術
などでの共通の関心もあるので，天文学と眼光学や他
の分野との情報交換，共同開発などの動きが今後重要
になってくるのではないかと考えております。

3.  次世代超大型望遠鏡計画 TMT（図11）

最後になりますが，私達は 2020 年ごろの完成を目
指して，すばる望遠鏡の隣に，日米加などの国際協力
事業として直径 30m の次世代超大型望遠鏡を建設し
ようと計画しています（http://tmt.mtk.nao.ac.jp/moved. 

html）。宇宙の理解はこの 30 年で大幅に進みました。
10 年後にこの望遠鏡が完成し，進化した補償光学系
が実用化されると，33 等星が見えてくると試算して

います。これは月面で源氏蛍が瞬く明るさに相当しま
す。10 年後の天文学で一体何が見えてくるか，科学
的想像力を働かせて楽しみにしています。
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1.  は　じ　め　に

最近，立体表示機能が付いた家庭用の液晶フラット
パネルテレビが数社から発売された。パソコンモニ
ターも 3 D 化された製品が出てきている。これらの
商用化されている装置の方式は，めがねを装用する 2
眼式 3 D 表示がほとんどのようである。この方式の
表示装置では両眼網膜像差により立体感を出してい
るため，物理的な表示には輻湊調節の不一致が生じる
といわれている。つまり表示面の位置は変わらないの
で，光学的には対象までの距離が変わらないのに対し
て，両眼網膜像差により表示面より前や後ろに対象を
提示しているため輻湊は変化して輻湊・調節に不一致
が生じる。

連載 1 にもあったように，研究的には様々の立体
表示方式が考えられており，最近商用化された単純な
三次元表示よりも魅力的に感じられる。しかし，現行
の 2 D テレビ表示と互換性をもった上で 3 D 機能が
付加機能として実現できるということと，コストと大
きさ（厚さ）が製品として重要であると考えると，当
面，めがね 2 眼式の液晶フラットパネルディスプレ
イが現実的なのかもしれない（と，書いているところ
で，インテグラルディスプレイタイプのテレビが出る
という情報が入ってきた）。液晶テレビでもフレーム
レートが 120 Hz 程度になったことで，めがね方式の
時分割での立体表示機能の追加が容易になったこと
も，最近の商用化に通じていると考えられる。将来的
には，自然な立体表示もできて，多くのコンテンツの
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3D 表示の眼光学的評価―両眼同時近見三要素（＋収差）の測定
三 橋 俊 文
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Evaluation of 3D Displays in Physiological Optics: 
Measurement of Near Triad and Aberrations
Toshifumi Mihashi

Research Institute, Topcon Corporation

立体ディスプレイの評価として，観察時の被験者の近見三要素を両眼同時に測定することが考えられる。
立体表示装置の方式によっては，調節と輻湊の不一致，あるいは網膜像のぼけが発生し，それが生体に影響
を与えて疲労などが起こる可能性が考えられる。ここでは眼光学的評価として，両眼同時の調節・輻湊・瞳
孔領の大きさの測定装置について解説する。また，最近開発された波面センサーを使った装置で近見三要素
に加えて収差が測定できることの利点を説明する。 （視覚の科学　31: 94−101，2010）
キーワード：輻湊調節の不一致，近見三要素，調節，輻湊，検影法，シャックハルトマン波面センサー

Measuring the near triad of the two eyes simultaneously is one method of evaluating 3D displays.  
Discrepancy of accommodation and vergence or blur in retinal images could be expected during certain 
kinds of 3D displays; this may be related to fatigue or other physiological problems.  In this article, 
I explain two methods of measuring the near triad.  I also explain aberration measurement, and its 
merit. (Jpn J Vis Sci  31: 94-101, 2010)
Key Words :  Discrepancy of accommodation and vergence,  Near triad,  Accommodation,  Vergence, 

Photorefraction,  Shack-Hartmann wavefront sensor 
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b

図 2  実際に対象を見た場合，このように調節が合ってい
るわけではない。調節にはリードとラグがあるし，
問題になるような大きさか否かは別として，眼球運
動は常に起こっており，輻湊も時間的に変化してい
る。

図 1 2 眼式立体表示装置を見たときの輻湊と調節の可能性
 （a）： 輻湊と調節はそれぞれの刺激量どおりに応答し

ていて，調節と輻湊の不一致が生じている。
 （b）： 調節が輻湊量に対応していて，表示面に調節が

合っているが，そのためにぼけが生じる。

ある 2 D も十分に高水準な表示のできる便利なディ
スプレイが開発されるのであろう。

めがね方式の 2 眼式 3 D 表示では，先にも述べたよ
うに物理的には焦点位置，つまり調節刺激と，視角に
関する刺激，輻湊刺激の刺激量が異なっているので，
その応答，調節・輻湊反応に不一致が生じると考えら
れる 1 ,  2）。ここでの課題は，色々な個別の装置での映
像表現が生体に影響があるのか，疲労を生じさせるの
か，または問題がないのかを確認することが挙げら
れる。本質的な確認は，生体安全性が確認されるこ
と，または立体表示装置をいくら見ても疲れないこと
が確認されることなど，最終的な生体の状態を確認す
ることであろう。これに対して本稿で説明するのは比
較的簡単な光学的装置で，立体表示装置の影響を他
覚的に調べることができる調節・輻湊の測定である。
我々は，ここで着目している色々な 2 眼式の立体表
示によって調節・輻湊の不一致が生じるか（図 1（a）
の状態），あるいはぼけが生じているか（図 1（b）の状
態）を確認する必要がある。また，同じ被験者で，よ
り自然な刺激に対する調節・輻湊はどうなっているの
か（図 2 のように対象の位置に輻湊が調節されるの
か）？　自然な状態と比較して，人工的といえる立体
表示を見ている状態で，輻湊・調節が有意に異なるの
かを確認しておく必要があるであろう。たとえ，ある
立体表示装置の観察時に輻湊・調節に刺激量との違い
がみられても，自然な状態での調節と輻湊の状態（コ
ントロール）が明らかでなければ，立体表示装置の評
価にはならないであろう。

このような測定を行うためには，外部指標を観察で
きる状態で調節・輻湊をモニタリングすることが必
要である。そこで，調節・輻湊を両眼同時に測定で
きる光学的原理とこれまでに開発された装置について
紹介する。調節の測定は，原理的にはオートレフラク
トメータなどの他覚屈折検査の方法と同じである。こ
こでは検影法とシャックハルトマン波面センサーにつ
いて光学的な原理を説明する。読者が将来実験装置を
組み立てる，あるいは測定装置を利用することがあれ
ば，そのとき本稿が一助になれば幸いである。

2.  検　影　法

臨床において医師や検査員が機械的な仕掛けをほと
んど使わないか，あるいは簡単な手持ちの補助装置で
他覚的な屈折検査が可能な方法が検影法である。どこ
でも検査可能なこと，原理的に作動距離を長くとれ
ることが特徴で，小児の屈折検査に有用な方法であ
る3）。これらの特徴，装置が簡単に実現できること，
作動距離が長いことは，立体表示装置の観察時の屈折
を測定するにはまさにうってつけの特徴である。もち
ろん，立体表示装置観察時以外の自然な状態での屈折
を測定する場合にも有効である。更に，片眼だけでな
く両眼の屈折・輻湊を測定することも技術的に容易で
ある。

検影法の光学的な原理について，図 3 を使って説
明する。この図は単純でわかりやすい構成になってお
り，実際の光学系では様々な工夫がなされている。検
影法の光学系は，眼のレンズに関して対象（光源）と
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網膜の間の結像関係，同じく眼の光学系に関して，網
膜と後で説明する絞りの結像関係（これらを青線で示
す），そして，眼の瞳面を観察する観察側のカメラ系
の結像関係を考えればよい。図 3（a）は，見る対象に
焦点が合っている，つまり対象と網膜が光学的に共役
になっている状態である。もしレンズなどを介して対
象が無限遠にあるとすれば，正視の測定に対応する。
ここでは，対象と測定用の光源（青丸）が同じ位置に
あるとする。検影法では，観察は瞳上の光量をみるこ
とで行われ，その観察系の光線は図中では赤線で示さ
れている。検影法の光学系で肝心なのは，観察系の光
源と共役な位置に光線を部分的に遮蔽する絞りが存在
することである。説明している構成では，この絞りは
観察系の瞳の上側半分を遮蔽している。ちなみに，光
軸上ではぎりぎりのところで光が透過するものとす
る。よって，図 3（a）のように，眼のピントが光源に
合っていて網膜の光軸上に点で集光する場合は，青線
で書いた眼の結像関係から，すべての光線がカメラで
の観察に寄与することがわかる。次に図 3（b）のよう
に，見る対象が網膜よりも角膜に近い位置で結像して
いる場合，つまり近視の場合を考える。この場合は，
図 3（a）では網膜上にできていた光源の像および絞り
の像が網膜よりも角膜寄りの位置にできることにな
る。光源からの光は，この結像点を通り過ぎて網膜に
達して拡散反射される。このとき，網膜にはある範囲

に光があたっており，ここから反射したすべての光線
が観察系のカメラの受光素子に入るのではなく，部分
的に絞りで遮られている。どの光線が絞りで遮られる
かの検討は，カメラレンズの近くにある実際の絞りの
位置で調べる必要はなく，眼の中にできている絞りの
像による光束の遮られ方を調べればよい。実際に図 3

（b）について検討すると，ぼけにより網膜の上の方に
あたった光線は，拡散反射されて角膜側に返って来る
ときに絞りの影響を受けずに透過するが，網膜の下の
方にあたった場合は絞りに遮られて角膜側に返ってこ
ない。もちろん，眼球内部で光が遮られることはなく
観察系のカメラレンズの近くの実在する絞りで遮られ
るのであるが，光学的に共役な位置で考えることでカ
メラレンズの受光素子に入る光量を知ることが可能で
ある。もう少し検討を進めると，図 3（b）の状態では
瞳の下の方に返ってくる光が絞りでより遮られること
がわかる。この瞳の光量を観察系のカメラで観察すれ
ば，瞳の下方の光量が少なく上方の光量が多い光量分
布（その勾配を評価する）が観察できる。

遠視側にぼけている図 3（c）の場合もほぼ同様に考
えることができる。遠視の場合には光源や絞りの共役
点が網膜に対して角膜と反対側にあるので，説明が図
3（b）よりも架空の話に感じてわかりにくいかもしれ
ないが，光学的に共役という概念の適応を間違えずに
単純に検討を進めればよい。図 3（c）において，照明
側で眼に入った光はその光源の共役点に到達する前に
網膜にあたり拡散反射される。つまり実際には，反射
した光は網膜から角膜の方向に進むが，絞りによる光
束の遮られ方を検討するために，逆の方向，網膜に対
して角膜と反対の方向に光線を延長して考える。つま
り絞りと絞りの像は共役であるので，網膜の後ろで絞
りの像に延長線がぶつかる光線は，実際の絞りに遮ら
れてカメラレンズには入射しない。そうすると，図 3

（c）の場合は図 3（b）と逆に，瞳の下の方に返ってくる
光線がより遮られることがわかる。よって，観察系
のカメラで観察した瞳の光量分布は，瞳の下方が強く
上方が弱い。

以上が，定性的に述べた検影法の原理である。実際
には光源に大きさをもたせたり，もっと理想的な絞り
の形状で設計されていたり，絞りを動かしたときの光
量変化の位相を測定する，などの工夫で正確な測定が
なされる。初めて製作した装置の場合には，たくさん
の正常被験者の測定をして，装置の測定値を個々の被
験者の自覚屈折値によって校正することで正確な測定

図 3 検影法の光学原理の説明
 （a）：網膜にピントが合っている状態
 （b）：近視側にずれている状態
 （c）：遠視側にずれている状態
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が可能な完成された装置となる。
装置の仕様として，屈折，調節，収差を測定する機

器の測定に使われる波長は近赤外が使われる。これ
は，まぶしくないこと，光源が見えることによる測
定への影響を回避するためであるが，とくに装置を立
体表示装置の評価に使ったり，自然な状態で測定する
場合には，視感度の低い近赤外の波長を使うことが更
に重要である。近赤外光を使うことによる短所として
は，眼の屈折力が波長により異なること（眼の光学系
の色収差）が屈折測定の誤差となり得る。また，近赤
外であることだけが原因ではないが，他覚的な測定に
おける測定光の眼底における反射部位と実際に見ると
きの受光部位が異なり，屈折度の測定値に影響する。
つまり，測定された物理的で光学的な状態を反映して
いる他覚的な屈折度と，検眼による自覚的な屈折度は
原理的に一致しないと考えられる。先にも触れた自覚
値への校正は，これらの補正のために欠かすことがで
きない。ところで，これらの影響の大きさが測定原理
や装置の仕様の違いによるのか，あるいは，ある統一
された校正値で校正できるかは，筆者の薄学のせいか
もしれないが，わかっていないように思う。

3.  波面センサー

最近，Mallen と筆者らによりシャックハルトマン
波面センサーを使った前方開放型の両眼波面センサー
が開発された 4 ,  5）。波面センサーを調節の測定に使用
した場合の特徴としては，収差も測定可能なために眼
の光学系の質を評価できる。具体的には両眼の網膜像
の予想ができる。これは両眼視の研究には有益であ
る。更に，光学系はオートレフ方式を使ったものと比
較してさほど複雑ではない（本稿ではオートレフ方式
は説明しないので，必要であれば文献をあたってほし
い6 − 8））。ところで時系列の測定をする場合には，瞳
孔領の大きさに調節の影響が出るような原理は避けた
方がよい。瞳孔領の大きさは時間的に変化し，瞳孔領
の大きさの変化と調節の変化を比較することが必要と
なるので，測定自体は両者が独立していることが要求
されるからである。シャックハルトマン波面センサー
を原理として使った場合，実際の瞳孔領に余裕をもっ
て通過してきた光線を使って調節の値を計算できるの
で，連続測定に理想的といえる。

シャックハルトマン波面センサーの原理は，筆者を
含めこれまでにたくさんの説明がなされているので，
ここでは，図 4 を使った簡単な説明とする。近赤外

波長の super luminescent diode（SLD）か laser diode

（LD）などの高輝度な点光源からの光は，図では省
略されている空間フィルタを介して瞳上で直径 1～
2 mm の細い光束として眼に入射する。光束の直径を
細くするのは眼の乱視を含む収差の影響を受けないよ
うにするためである。このようにして入射した光によ
り，眼底上に二次的な点光源ができる。網膜の散乱特
性により二次光源から瞳全体に広がるように反射さ
れ，収差の影響を受けながら眼から出射する。そうす
ると，図で模式的に示したように眼から出てきた波面
はゆがんでいる。ここで，光線は波面の法線方向に進
むという光学の原理を使って，波面の局所的な小さな
部分の光線の進む方向を小さなレンズを使って調べ
る。これはまさに元祖ハルトマンの球面収差測定の原
理である。このときのレンズを多数並べて，波面のい
たるところの法線の方向を調べて，波面の形状を精密
に知るのがシャックハルトマン波面センサーである。

波面の局所での法線方向がわかったので，多数の点
の法線方向データから波面の形状を計算する。最近の
眼の収差測定用の波面センサーでは多くが Zernike 多
項式を使った方法をとっている。我々もこの方式で
計算をし，波面を Zernike 多項式の有限項で展開し
て，その係数から収差の状態を知る方法をとってい
る。ちなみに，この方法はモーダルな解析であり，更
に Zernike 多項式を使った一方法と考えられ，モーダ
ルでも Zernike 多項式ではなく，たとえば B-Spline

関数を使って解析も可能である。また，逐一，線積分
を計算するゾーナル解析によって波面形状を求めるこ
とも可能である。実際に，文献ではシャックハルトマ
ンセンサーのゾーナル解析が紹介されている。ゾーナ
ル解析の特徴は局所的な波面の変化を知るためには有
効と思われ，今後，検討が必要であると思う。

図 4　シャックハルトマン波面センサーの光学原理
　　　BS：beam splitter，CCD：charge-coupled device

— 97 —

2010 年 9 月 3D 表示の眼光学的評価・三橋俊文



4.  波面センサーによる両眼同時測定の紹介

我々のグループと英国のグループで，それぞれ独立
にシャックハルトマン波面センサーを両眼同時に測定
可能にする試みを行っている。英国の方法は 1 台の
charge-coupled device（以下  CCD）で両眼の測定が
可能になるように工夫されている。これに対し，我々
の開発したものは両眼用に 2 台の波面センサーを左
右眼の外側に配置した単純な構造になっていて，それ
ぞれの測定光学系と眼の間には赤外光を反射して可視
光を透過するダイクロイックミラーを使っている。こ
れにより，両眼同時の測定で被験者が前方開放状態
で，たとえば立体表示装置を観察しながら測定ができ
るようになっている。なお，測定・解析はほぼ実時間
で可能である。人眼のシャックハルトマン波面セン
サーの撮像素子の画素数は 1,000×1,000 程度必要で
ある。近赤外光に感度の高いデジタル方式の CCD や
CMOS（complementary metal oxide semiconductor）
イメージセンターを使い，画像データの転送も高速な
画像素子を選択すれば秒間 30 回程度の画像取得が可
能である。

波面センサーにはアライメントのために前眼部の画
像を取得する光学系が備わっている。前眼部の画像が

取得できれば，近見三要素の一つである瞳孔径の測定
は容易である。同じ前眼部像となんらかの前眼部照明
光に対するプルキンエ像，瞳孔中心位置などを使って
眼球運動の測定も可能である。両眼の眼球運動の情報
から輻湊量を計算することも可能である。

我々のグループの実験から 1 例を紹介する（図 5）。
実験は，実際に距離の異なる二つのディスプレイ上
に刺激が表示された場合と，三次元ディスプレイ上
に刺激が表示された場合の被験者の反応を比較するた
めに行った。刺激は 2 種類の刺激を交互に切り替え
て提示し，その間の調節・輻湊を連続測定した。図 5

（a）においては，半透鏡を介して眼からの距離の異な
る 2 台のモニター上に刺激を表示した。図 5（b）にお
いては，2 眼式のめがねなしタイプの三次元ディスプ
レイ上に刺激を表示した。図 5（a）では，刺激は実際
のモニター上に距離と角度が正しく表示されるため，
調節・輻湊刺激として矛盾がない（実刺激）。図 5（b）
では，刺激における奥行き感は網膜両眼像差のみ（仮
想刺激）によるため，刺激量と両眼間の角度差は一致
するが，眼と刺激の距離は異なる（一定である）。刺
激はマルタ島の十字架で，被験者の内感としてはどち
らの刺激も奥行きの変化をはっきりと感じられた。

本実験での調節と輻湊の刺激量は 0.13 D であるが，

図 5  両眼波面センサーを使った実験例
  本当の奥行き変化を刺激としたときの調節・輻湊反応の測定（a）と三次元ディスプレイをに表示した網

膜の像差のみの刺激による調節・輻湊反応の測定（b）。（a）においては，半透鏡を介して眼からの距離の
異なる 2 台のモニター上に刺激を表示した。（b）においては，2 眼式のめがねなしタイプの三次元ディス
プレイ上に刺激を表示した。
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実刺激での調節応答が 0.05 D，輻湊応答が 0.21 D，
仮想刺激に対してはそれぞれ 0.11 D と 0.19 D であっ
た。このデータは実刺激と仮想刺激で調節に違いは
みられなかった。図 6 に示した時系列を比較しても，
顕著な差異はないように思われる。今回は実験の紹介
ということで被験者一人の結果であるが，我々がすで
に実験を行った数名の被験者でも実刺激と仮想刺激に
顕著な差は出ていない。図 6 において，網膜像のシ
ミュレーションも示した。時系列からすると調節に関
しては実指標の方がより刺激量と応答量の絶対的な差
が小さいが，網膜像のシミュレーション結果には，実
刺激と仮想刺激間の像質に違いはみられない。

5.  デフォーカスと網膜像の関係

前節の最後に網膜像のシミュレーション結果に言
及したが，調節刺激量と調節応答が一致しないとデ
フォーカスが生じる。両眼波面センサーの従来の調節
測定に対する特徴は収差も測定できる点である。次に
デフォーカスが生じたときの網膜像の予想に，収差も
考慮する必要があることを示す。

図 7 と 8 は正常眼と円錐角膜眼の波面収差測定
（KR9000PW，Topcon 社を使用）例である。ここで
は円錐角膜を収差の大きい症例として挙げた。正常眼

では，瞳孔領の直径 4 mm 内の高次収差の root mean 

square（以下 RMS）値は 0.067μm であった。この
収差量は可視波長の約 1/10 程度，回折限界系が波長
に対して 0.08 倍であるのでこれより少し収差が大き
い程度の良好な光学系ということができる。しかし，
円錐角膜眼の例では RMS が回折限界系と比較して
15 倍も大きく，網膜像のシミュレーションが顕著に
ぼけている。

図 9 では 2 眼式 3D 表示装置を見たときの調節量と
ぼけの関係を，提示される仮想物体を固定した位置と
して示している。デフォーカス量は− 1～1 D まで眼
から表示面までの距離を変化させてシミュレーション
を行った。網膜像は，今までと同じくランドルト環を
見たときのシミュレーションである。図 9 左は収差
を考慮しなかった場合で，検影法やオートレフ方式の
従来の測定器で予測する場合にはこのシミュレーショ
ンしかできない。図 9 右は正常眼の収差を加えてシ
ミュレーションした網膜像である。デフォーカス量が
− 1 D と 1 D で，収差を考慮した場合と収差を考慮
しない場合でシミュレーション結果が少し異なること
がわかる。面白いことに，収差がある方が良好な像が
得られている。

図 10 は円錐角膜眼の収差にデフォーカスを加えた

図 6  両眼波面センサーによる実刺激（左），仮想刺激（右）に対する調節と輻湊応答の測定結果
 下段は測定された調節と収差を使った網膜像のシミュレーション
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図 7　波面センサーによる正常眼の測定結果

図 8　波面センサーによる円錐角膜眼の測定結果
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シミュレーションである。デフォーカス量は図 9 の
場合と比較してかなり大きい。円錐角膜眼の収差とし
て特徴的なコマ収差などの非対称の影響が大きく出て
いるといえる。興味深いのは，どのデフォーカス位置
での結果も同じようなぼけ方をしていることである。
円錐角膜眼は収差が非常に大きいので，一般的な議論
をするのは乱暴かもしれないが，図 9 の例など収差
がないか非常に小さいときは，調節により焦点が合っ
ている場合の網膜像はとてもよいが，調節が合ってい
ない場合は網膜像が劣化する。これに対し，適当に収
差があると，焦点が合っているところでは無収差に比
べて網膜像の質は悪くなるが，デフォーカスがある場
合には無収差に比べて網膜像の質がよいことが考えら
れる。また，近見反応や年齢の影響により，瞳孔が小
さくなれば焦点深度は増す。ただし，両眼波面セン
サーでは瞳孔領のモニタリングもできるので，これを
シミュレーションに反映することは容易である。

6.  調節，輻湊の両眼測定における問題点

ここまで，検影法と波面センサーを使った輻湊・調
節の測定について述べてきたが，最後に問題点をまと
めて終わりとしたい。今回，説明した検影法と波面セ
ンサーは，ある意味全く反対の特徴をもった装置とい
える。検影法は簡単な装置で機動性が高い。波面セン
サーは，従来のオートレフ方式の装置も同様である
が，装置が大掛かりになってしまう。波面センサーで
は正確な調節値が測定できることに加えて収差の情報
も得られるが，装置が大きく機動性に欠けることは，

表示装置の評価，更に自然な状態での調節や輻湊の測
定には非常に都合が悪い。装置が大きくなってしまう
原因として，アライメントが難しいために測定光学系
を支えるステージ部分が大きくなってしまうことがあ
ると思う。今後，光学的な工夫により，小型で収差ま
で測定できる両眼同時の測定装置が開発できればと思
う。
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1.  緒 言

1 ）背　景
偽調節の仕組みを明らかにすることは，同時視タイ

プの遠近両用コンタクトレンズ（以下  CL）や単焦点
および多焦点眼内レンズ（以下  IOL）の偽調節を理

解するにとどまらず，人眼の被写界深度や人眼光学系
で視力が出るしくみを理解する上でも重要と考えられ
る。

焦点深度あるいは偽調節量の計算はすでに試みられ
ている1 ,  2）。しかしそれらの光学モデルは眼球光学系
を網膜中心窩が偏位した偏心光学系としておらず，ま
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原　　著

白内障術後の被写界深度（偽調節量）の計算
−眼鏡，コンタクトレンズ，眼内レンズの比較−
柏 木 豊 彦

堺市（かしわぎ眼科）

Depth of Field (Apparent Accommodation) after Cataract Surgery
−Comparison among Spectacles, Contact Lenses
   and Intraocular Lenses−
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白内障術後に眼鏡，コンタクトレンズ，球面眼内レンズ（IOL），非球面 IOL で矯正した場合の被写界深
度（偽調節量）を，Fresnel-Kirchhoff の回折積分で計算した点像強度分布を用いて，視標の畳み込み積分
をすることにより求めた。波面収差の振幅の二乗根と焦点深度はよく相関した。焦点深度から求めた値（被
写界深度）と，眼鏡度数変化法によって求めた値はよく一致した。射出瞳径をおよそ 3.5mm 程度とした場
合，それぞれの被写界深度は視力 1.0 で 0.40，0.85，0.55，0.30D であった。入射瞳径が 1.5mm 前後で
ピークとなり，1.5mm 以上では減少して非球面 IOL では球面 IOL の半分の値となった。

 （視覚の科学　31: 102−113，2010）
キーワード：白内障手術，偽調節，眼内レンズ，眼鏡，コンタクトレンズ

Depth of field (apparent accommodation) of aphakic eyes corrected with spectacles, contact 
lenses (CLs), spherical intraocular lenses (IOLs) and aspheric IOL were computed by convoluting 
optotype with a point spread function calculated by the Fresnel-Kirchhoff integral from wave aberration 
obtained via ray tracing.  The square root of wave aberration (P-V value) correlated well with depth 
of focus.  Depths of field calculated from depths of focus and the values obtained using the varied 
spectacle power method were almost equal.  When exit pupil size was approximately 3.5mm and visual 
acuity was 20/20, depth of field with spectacles, CL, spherical IOL and aspheric IOL were 0.40, 0.85, 0.55 
and 0.30D, respectively.  When entrance pupil size was around 1.5mm, depth of field had maximum 
value.  When entrance pupil size was larger than 1.5mm, depth of field decreased, the value with 
aspheric IOL becoming half that with spherical IOL. (Jpn J Vis Sci  31: 102-113, 2010)
Key Words : Cataract surgery,  Apparent accommodation, Intraocular lenses,  Spectacles,  Contact lenses
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た臨床家が実際に測定している光学系を忠実に再現し
たものではなかった。そして Zernike 多項式の特定の
係数あるいはその組み合わせを与えて Fourier 変換に
よ っ て 点 像 強 度 分 布（point spread function  以 下
PSF）を計算するやや抽象的な手法であったといえ
る。

そこで著者は，より具体的な光学モデルで偽調節量
を計算するために，実際に臨床で使用されている眼
鏡，CL，球面 IOL および非球面 IOL の光学定数を
用いて配置し，網膜中心窩が角膜光軸に対して偏位し
ている光学モデルを用いた。

また，光線追跡により求めた波面収差を Zernike 多
項式に分解することはせず，得られた波面収差全体か
ら直接 Fresnel-Kirchhoff の回折積分3） を計算して
PSF を求めた。そして PSF の畳み込み積分を行い，
眼前に置かれた視標の網膜像を計算した。

網膜位置や眼鏡度数を変化させて前記網膜像を計算
し，無水晶体眼を眼鏡，CL，球面 IOL および非球面
IOL で矯正したときの焦点深度や被写界深度を求め，
過去の臨床報告と比較検討したので報告する。

2 ）無水晶体眼偽調節量を光学的に計算する意義
偽調節に網膜と中枢神経系での情報処理が関係する

にしても，視細胞層に結ばれる光学像のどのような性
質がどの程度偽調節に関与するかを検討しておくこと
は必須である。

CL や隅角または虹彩支持型 IOL などでも偽調節は
存在し，更に後房 IOL でも IOL の位置変化は偽調節
量に寄与するほどでないとされている 4 ,  5）。したがっ
て焦点近傍での静的な集光状態と実際に測定された偽
調節量とを比較することは意義がある。

また，人眼水晶体の屈折率や曲率半径などをすべて
正確に測定することは困難で，光学モデルを用いて計
算してもその結果と実際の臨床結果との間には誤差が
生じる。しかし，無水晶体眼では水晶体の光学定数に
不確定要素がないのと角膜形状が正確に測定されるよ
うになっているため，かなり現実に近い光学モデルを
用いて計算可能であるので，計算と臨床結果を比較す
ることは意義がある。

更に偽調節量は視標の大きさに依存するので，視標
の大きさを変えて被写界深度を光学的に計算すれば，
眼科学の基本となる視力の光学的限界を説明できるこ
とになる。

3 ）用語の定義
本論文で用いられる重要な用語を定義しておく。

（1）解剖軸
円で近似された角膜輪部の中心を通りその円に垂直

な直線を解剖軸とする。角膜光軸は解剖軸と一致し，
網膜中心窩は解剖軸より偏位しているとする。以下で
は解剖軸を光軸とする。
（2）視　軸
網膜中心窩と網膜中心窩に共役な物点とを結ぶ直線

を視軸とする。
（3）焦点領域と焦点深度
物点の像が明瞭に結像する領域を焦点領域とし，焦

点深度はその領域の解剖軸方向の長さとする。
（4）被写界領域と被写界深度（偽調節量）
焦点領域内に網膜がある場合，網膜に共役な物点は

被写界領域内にあるとする。被写界領域の解剖軸方向
の長さを被写界深度とする。被写界深度は角膜前面を
基準とした物点位置の逆数（ディオプター  以下  D）
であらわす。なお以下では被写界深度は計算された量
を指し，偽調節量は実際に測定された量を指すものと
して使い分ける。
（5）焦点距離
P を光学系全体の屈折力とし，焦点距離 f を 1/P と

する。無限遠物点の像点位置を像側主点から測った距
離を s’ とし，硝子体屈折率を Nvit とすれば，

f ＝
s’

Nvit
 である6）。

（6）球面収差
同軸光学系において物点を発射して光軸を含む平面

内にある光線が，像側において光軸と交わる交点の近
軸像点との差を縦球面収差とする。入射光線側にずれ
る場合を負とする。波面収差の符号とは反対になるこ
とに注意する。

2.  方 　 法

1 ）計算に用いた光学系
表 1 に光学系を示した。角膜は円錐曲面とし，前後

面ともに Q値は−0.26 とした。瞳深度は角膜前面か
ら 3.0mm とし，瞳中心は解剖軸上とし，入射瞳径は
とくに断りがない限り，眼鏡以外は 4.0mm とした。
眼鏡矯正の場合は，約 11D 以上ある眼鏡レンズの拡
大効果によって入射瞳径が大きくなるので，入射瞳径
を 5.0mm とした。このことにより比較の際に眼鏡矯
正の射出瞳径は他の矯正の場合と同等の大きさとなっ
た（後述射出瞳径の計算参照）。網膜中心窩は解剖軸
から耳側に 1.4mm 偏位しているとした。
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眼鏡，CL，IOL の中心厚，屈折率，曲率半径は実
際に市販されているものに近く設定した。表 1 の眼
鏡，CL，IOL に関する値は無水晶体眼を矯正した場
合の度数に対応している。眼鏡の形状は度数に応じて
屈折率，中心厚，前後曲率半径をプログラム内で自動
的に変化させて，矯正用トライアルレンズに近いもの
とした。CL についてはハード CL のデータを用い
た。CL 装着の場合の涙液層の屈折率は 1.333 とし，
厚みは計算の都合上 0.02mm とした。CL 後面と角膜
前面の曲率半径は同一なので，涙液層による屈折力変
化はほとんどない。球面 IOL は両凸の後房レンズで
前後面の屈折力は等しくし，前房深度を 4.5mm とし
た。眼軸長は 23.5mm とした。また非球面 IOL は
AMO 社 TecnisZ9000 のデータを用いた。

計算の途中で眼鏡度数や網膜位置の変化があるごと
に眼鏡の光軸は視軸に一致させるように移動した。
CL，IOL の光軸は解剖軸と一致したままとした。

なお無水晶体眼を眼鏡，CL，球面 IOL で矯正した

場合，α角はそれぞれ，4.65°，4.46°，4.89°となった。
2 ）眼鏡，CL，球面 IOL の矯正度数の求め方
眼前 5m にある物面の Gauss 像面が網膜位置（眼

軸長）となるように，眼鏡については前記，CL は前
面の曲率半径，球面 IOL については前後の曲率半径
を Newton 法7）により変化させ，矯正度数を求めた。
その結果の光学系を以下矯正された光学系と呼ぶ。

3 ）焦点距離，射出瞳径の計算
矯正された光学系に対して，近軸光線追跡により焦

点距離と射出瞳径を求めた。射出瞳径は眼鏡，CL，
球面 IOL，非球面 IOL で，それぞれ 3.57，3.41，3.73，
3.64mm となった。

4 ）PSF
物点から単位立体角当たりの光線数が等しくなるよ

う光線追跡を行い，網膜中心窩を中心とする参照球面
までの光路長を計算した。参照球面半径は計算時に変
動はあるが 16.5mm 前後とした。主光線の光路長と
の差を波面収差とした。その波面収差から Fresnel-

表 1　光学系

面位置（mm） 面の形状 曲率半径（mm） Q値

物面 −5000.00 平面 ∞　　

眼鏡前面 −16.70 球面 40.890
眼鏡後面 −12.00 球面 174.330

CL 前面 −0.44 球面 6.324

CL 後面 −0.02 球面 7.700
角膜前面 0.00 円錐曲面 7.700 −0.26
角膜後面 0.50 円錐曲面 6.800 −0.26
球面（非球面）IOL 前面 4.50 球面（非球面） 　11.293　（11.043）
球面（非球面）IOL 後面 5.66 球面 −11.293（−11.043）
網膜 23.50 球面 −12.000

瞳深度 3.00 非球面 IOL 係数
入射瞳径 4 ～ 5 Q値 −1.04
網膜中心窩の偏位 （mm） −1.40 4 次係数 −0.000944

6 次係数 −0.0000137

屈折率
空気 1.000
眼鏡 1.604

CL 1.440
涙 1.333
角膜 1.376
前房 1.336
球面（非球面）IOL 1.458（1.458）
硝子体 1.336

CL：コンタクトレンズ，IOL：眼内レンズ
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Kirchhoff の回折積分を直接計算して網膜中心窩近傍
での PSF を求めた。光の波長は 0.55μm とした。

PSF を計算する場合，近似的に参照球面は信号空
間，網膜面は信号の周波数空間とみることができる。
網膜上の正方形の計算範囲の一辺の長さを X とした
とき，aliasing が起きない参照球面上の最大のサンプ
リング間隔は参照球面の半径を r，光の波長をλとし
てλr/X であらわされる8 ,  9）。しかし，追跡された光
線が参照球面と交わる交点は等間隔になるとは限らな
いので，追跡された光線の参照面上での間隔が 前記
最大間隔より小さくなるようにして aliasing が起きな
いようにした。

5 ）四つの四角に対応する像の計算
視角 1 分（視力 1.0）に対応する長さを辺とする正

方形を視角 1 分の間隔で 4 個並べたものを視標とし
た（図 1）。前記で求められた PSF を網膜上で畳み込
み積分を行い，前記視標に対応する像を求めた。この
像を以下四角像と呼ぶ。四角像は右眼を正面からみた
ものとして計算した。四角像は 4 個の四角の像全体
を指すことに注意する。

6 ）識別閾値
網膜位置と眼前の眼鏡度数を 20 段階に変化させて

20 個の四角像を求めた。得られた 20 個の四角像のす
べての点の最大値を基準として，すべての点の強度を
規格化し対数に変換してデシベル（以下  dB）値を求
めた。Reyleigh の二点の分解能に準じて，明るさが
最大値の約 20％暗くなったところが一つの識別可能
な目安3） （p.371）なので，前記最大値の 20％ （0.97dB）
を識別閾値とした。

7 ）四角像の反転と識別閾値の目印
前記四角像の計算方法において，四角のなかではエ

ネルギー密度が高く計算され，実際に用いられる黒い
視標とは逆転しているので，各々の四角像の dB 値の
最大値（以下 max）と最小値（以下 min）とを反転
して，max が min に min が max になるようにした。
このようにして表示すると，白地に黒い四角の視標が
並んでいるように表示される。そして各々の四角像の
最も暗い点から前記識別閾値分明るくなるところに目
印をつけた。

8 ）識別基準
反転表示された四角像において，四つの四角の前記

識別閾値の目印が互いに重ならない場合は四つの四角
が分離して識別できるとした。目印が少しでも重なっ
た場合は識別不可能とした。

9 ）焦点深度の計算
矯正された光学系において眼前 5m 位置に視標を配

置し，網膜位置を初期値（通常は Gauss 像点より
0.4mm 前方）から 0.03mm ずつ変化させて計算した。
次に初期値を 0.015mm ずらして再度計算し，結果と
して 0.015mm ずつ変化させて計算した。識別基準に
より識別できるところを焦点領域とした。焦点領域が
連続せずに飛び石状になる場合もあるので，連続した
部分の長さを焦点深度とした。まだ明暗が逆転して識
別できる領域も焦点深度の計算から除外した。

10）Newton の公式による被写界深度の計算
Newton の焦点を基準とした結像式6）によれば，物

面と像面の位置には次の関係がある。
　xx’＝−NN’f 2　 …………………………………（1）
ここで「’」は像空間の変数をあらわす。x と x’ は

それぞれ物側焦点と像側焦点を原点とした物面と像面
の位置（正負を区別する），N と N’ はそれぞれ物空
間と像空間の屈折率で，f は光学系の焦点距離であ
る。N＝1.0，N’＝1.336 として物面位置 x を D の単
位であらわして，1/x を D_object とすれば

　x’＝− 1.336f 2 D_object　 ……………………（2）
となる。

また，本論文で扱う眼球光学系の物側焦点位置は角
膜 前 方 お よ そ 20mm で あ り， 物 面 の 位 置 を 通 常
200mm 以上とすれば，D_object を角膜前面から測っ
た値に置き換えても臨床的には大きな誤差とならな
い。そこで角膜前面からの距離を D に変換した値を

図 1  四角視標
  一辺の長さを d として，互いに d の隙間が空くよう

に 4 個の正方形を配置した。d の長さは視標と眼球と
の距離に応じて変化させ，視角 1 分に対応するよう
にした。眼球光学系では水平方向と垂直方向に光学
特性が異なることが多いので水平と垂直に配置した。
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Dcor_object として，物面位置が Dcor_object1 から
Dcor_object2 に変化したときの，対応する像面位置
を x1’ および x2’ とすれば，（2）式より 

　（x1’−x2’）＝
　−1.336f2（Dcor_object1−Dcor_object2） ……（3）

あるいは

　（Dcor_object1−Dcor_object2）＝
−（x1’−x2’）

1.336f 2

　　　　　　　　　　　……………………………（4）
となる。

いま仮に x1’および x2’が焦点領域の前後端位置を
あらわすものとすれば，右辺の（x1’−x2’）は焦点深
度をあらわし，左辺の（Dcor_object1−Dcor_object2）
は被写界深度をあらわす。したがって符合を除いて

　被写界深度（偽調節量）＝
焦点深度

（1.336f 2）
 ………（5）

となる。ただし偽調節量の単位は D で，焦点深度お
よび焦点距離 f の単位は m とする。3）で求めた焦点
距離 f と 9）で求めた焦点深度を（5）式に代入して被
写界深度を求めた。

11）眼鏡度数変化法による被写界深度の計算
Gauss 像点後方にも焦点領域が広がっている場合も

あるので，網膜面を 0.15mm 後方にずらした後，眼
前 33cm に視角 1 分に相当する前記視標を置き，初期
眼鏡度数を 3.0D（眼鏡の場合は 11.456D＋3.0D ＝
14.456D）として 0.1D ずつ減じて被写界深度を求め
た。焦点深度を求めたのと同様に初期値を 0.05D ず
らして再度計算し，結果として 0.05D の精度で計算
した。眼鏡度数変化法は実際に臨床で用いられた方法
である（考察 6）参照）。

12）入射瞳径と被写界深度
入射瞳径を 1.0～6.0mm まで変化させて，前記眼鏡

度数変化法により眼鏡，CL，球面 IOL および非球面
IOL の被写界深度を求めた。

13）波面収差の代表値
眼鏡度数変化法において，眼前に付加する眼鏡度数

によって波面収差には焦点ずれの収差が加わるので，
波面収差の振幅（波面収差の最大と最小の差）が最小
となるところ，つまりベストフォーカスに近いと考え
られるところの波面収差の振幅（P-V 値）を波面収差
の代表値とした。以後この代表値を波面収差とする。

14）使用したソフトウェア
計算に必要なソフトウェアは自作した。用いた言語

は C および C++ であった。

図 2  眼鏡で矯正し網膜位置を変化させた場合の四角像（方法 4）， 5） 参照）
  上から下へ左から右へと網膜位置が角膜から離れていく。網膜位置は小数点第二位までを表示。初

期値は 23.100mm である。Gauss 像点は 23.500mm で 3 段目の左より 4 番目と 5 番目の間にある。
各四角像の下の数字は網膜位置をあらわし，0.030mm（約 0.1D）ずつ網膜位置は変化している。
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図 3  コンタクトレンズ（CL）で矯正し網膜位置を変化させた場合の四角像
  図 2 と同様，初期値は 23.100mm である。Gauss 像点は 23.500mm で 3 段目の左より 4 番目と 5 番

目の間にある。Gauss 像点より前方角膜寄りに焦点領域が広がっている。Gauss 像点より後方にも
焦点領域が広がっているがコントラストは前方より劣る。収差が大きいので焦点領域は長いが，像
のコントラストが他と比較して低いことがわかる。

図 4  球面眼内レンズ（IOL）で矯正し網膜位置を変化させた場合の四角像
  図 2 と同様，初期値は 23.115mm である。Gauss 像点は 23.500mm で 3 段目左より 4 番目の

23.505mm の位置付近である。Gauss 像点前後の像の質に関して CL と同様の傾向がみられる。CL
に比較して焦点領域が短いが，コントラストはよい。最良の像位置は Gauss 像点位置より角膜側に
あることがわかる。
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図 5  非球面 IOL で矯正し網膜位置を変化させた場合の四角像
  図 2 と同様，初期値は 23.100mm である。Gauss 像点は 23.272mm で，2 段目左より 1 番目と 2 番

目の間にある。焦点領域が短いのがわかる。コントラストは CL と比較してよい。最上段左より 3
番目と 4 番目は縦方向にぼけているが，2 段目の左より 2 番目と 3 番目は横方向にぼけており，軽
度の倒乱視が発生していることがうかがえる。

図 6  球面 IOL で矯正した場合の焦点深度を四角像より求める図
  図 4 に識別閾値（方法 6）参照）の目印をつけたものである。識別閾値は各四角像の中で白く表示さ

れている。目印は各四角像の中の最も暗いところから識別閾値分明るい場所を示している。例えば
2 段目左より 3 番目では，目印で丸く囲まれた部分が四つあり，それぞれの丸く囲まれた中にもっ
と暗い部分がある。その暗い部分は重なっていないので，元の視標の四角に対応する部分は十分識
別できることになる。図 4 と比較すると実際の感覚と目印による識別が一致していることが理解で
きる。数字の下の白く太い線は焦点領域を示す。
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3.  結 　 果

1 ）Gauss 像点前後の焦点領域の像の差
図 2 ～ 5 に眼鏡，CL，球面 IOL，非球面 IOL の焦点

深度を求める場合を示した。Gauss 像点は非球面 IOL

以外が 23.500mm であり，非球面 IOL は 23.272mm

であった。Gauss 像点前後に焦点領域がある。CL と
球面 IOL では Gauss 像点より角膜側に長く焦点領域
が広がっており，角膜側の像が反対側より鮮明であっ
た（図 3 ,  4）。

2 ）識別閾値の表示と客観的な評価
図 6 ,  7 に球面 IOL に関して，焦点深度を求める場

合と眼鏡度数変化法によって被写界深度を求める場合
の識別閾値に目印をつけた図を示した。識別閾値に目
印をつけることによって，客観的に焦点深度および被
写界深度を決定することができた。

3 ）波面収差と焦点深度の関係
図 8 に前記波面収差と焦点深度の関係を図示した。

非球面 IOL の波面収差が小さく焦点深度が短いこと，
CL の波面収差が大きく焦点深度が深いこと，球面

IOL と眼鏡はその中間であること，そして波面収差
の二乗根と焦点深度とは正の相関があった。

4 ）焦点距離の二乗
図 9 に焦点距離の二乗を示した。 球面 IOL を 1 と

して，眼鏡は 1.7，CL は 1.2, 非球面 IOL は 0.99 で

図 7  眼鏡度数変化法による球面 IOL の被写界深度を四角像より求める図
  眼鏡度数を変化させて網膜上での四角像をあらわした。上から下へ，左から右へと眼鏡度数が小さ

くなる。初期値は 3.00D である。各四角像の下の数字は初期値からの差をあらわす。0.10D ずつ眼
鏡度数は変化している。眼鏡度数が小さくなると角膜寄りにあった光束が網膜に近づくことになる
ので，焦点深度のときとは反対方向に変化していく。図 6 と比較して四角像の順序が逆転している
ことがわかる。焦点深度を求めたのと同様の識別基準で直接被写界深度が求められる。数字の下の
白の太い線は被写界領域をあらわす。

図 8  波面収差と焦点深度との関係
  横軸は波面収差（波面収差の P-V 値（方法 13）参照））

をμm であらわしたものの二乗根の値をあらわす。
縦軸は図 6 の方法で得られた焦点深度である。
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あった。
5 ） Newton の公式による方法と眼鏡度数変化法に

よる比較
図 10 に焦点深度と Newton の公式から計算した被

写界深度と眼鏡度数変化法による被写界深度を比較し
た。二つの方法による値はほぼ一致した。非球面
IOL は球面 IOL の半分の値であり，眼鏡よりも小さ
く計算された。

6 ）入射瞳径を変化させた場合
図 11 に入射瞳径を変化させた場合の眼鏡度数変化

法による被写界深度を示した。入射瞳径が 2.0mm 以
下になると被写界深度は急に増加してピークに達した
あと，急に減少して入射瞳径 1.0mm で 0 になった。
眼鏡と球面 IOL および非球面 IOL のピークは入射瞳
径 1.5mm で，ともに同一の値 2.15D であった。また

CL も 1.5mm でピークとなり，2.1D であった。入射
瞳 径 が 2.0mm 以 上 に な る と 減 少 し て，CL で は
3.0mm，球面 IOL と非球面 IOL ともに 4.0mm で最
小値となり，その後はやや増加した。眼鏡は単調に減
少した。非球面 IOL は球面 IOL に比較して大きく減
少して球面 IOL の約半分となった。また眼鏡も比較
的減少が顕著であった。CL はその減少が少なかっ
た。

4.  考 察

1 ）被写界深度を決定する要因
図 12 に被写界深度の決定要因を整理した。収差か

図 9  焦点距離の二乗
  横軸は矯正方法。縦軸は焦点距離（mm）の二乗×硝

子体屈折率（1.336）。

図 12 被写界深度に影響する因子
 考察 1）参照

図 11　 入射瞳径変化と眼鏡，CL，球面 IOL および非球面
IOL の被写界深度

 結果 6），考察 8）参照
 — —◆— —：眼鏡，…■…：CL，——▲—：球面 IOL，
 —×—：非球面 IOL

図 10  焦点深度から計算する方法と眼鏡度数変化法との比較
  横軸は矯正方法，縦軸は被写界深度。
  ■： 焦点深度と Newton の公式から計算した被写界

深度
 ■：眼鏡度数変化法により求めた被写界深度
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ら焦点深度が決まり，Newton の公式により焦点深度
と焦点距離が結びついて被写界深度が求まる。焦点深
度には多くの因子が関与する。IOL に関しては，焦
点深度に影響する因子のなかで重要なものは角膜形
状，入射瞳径，IOL の球面や非球面の形状およびベ
ンディングなどである。

同一の収差で焦点深度が同じでも，光学系の焦点距
離が異なれば被写界深度は異なってくる。したがって
収差の大きさのみから偽調節を論じると不正確な場合
があるので，注意しなければならない。

2 ）波面収差と焦点深度
データ数は少ないが，波面収差の二乗根と焦点深度

はよく相関した。波面収差と焦点深度との関係をザイ
デルの球面収差を例にとって考察してみる。

ザイデルの縦球面収差 SA は入射光線の高さを h と
し，球面収差係数を A とすると SA＝Ah2 であらわさ
れる。波面収差 E は焦点距離を f として E＝Ah4/4f2

であらわされる10）。両辺の二乗根をとると E0.5＝
A0.5h2/2f＝SA/A0.5/2f となる。この式は波面収差の二
乗根は縦球面収差と比例することをあらわしている。
縦球面収差の値は焦点深度と密接に関連すると考えら
れるので，波面収差の二乗根と焦点深度とは相関があ
ると考えられる。

また紙面の関係で結果は示さないが，眼鏡，CL，
球面 IOL，非球面 IOL の解剖軸上での波面収差およ
び被写界深度を計算し視軸上と比較すると，被写界深
度は 0.05～0.1D の差で 6～30％の差であるが，波面
収差の二乗根は視軸上では解剖軸上の 2 ～200 倍程度
大きいので，波面収差の二乗根で被写界深度の大きさ
を決めることはできないと考えられた。しかしその解
剖軸上の場合でも，波面収差の二乗根は焦点深度と正
に相関した。したがって波面収差の P-V 値ではなく，
他の特性が焦点深度を決定しているものと考えられ
る。これは今後の検討を要する。

過去の報告では波面収差の特定の収差係数そのもの
を偽調節量と比較している11, 12）が，それらの比較が
理論的根拠をもつかどうかも今後検討を要すると考え
る。

3 ） Newton の式による方法と眼鏡度数変化法によ
る方法の比較

焦点深度から Newton の式によって計算で被写界深
度を求める場合は，物点位置や負荷する眼鏡度数に
よって焦点深度が変化しないことを前提としている

（（5）式）。しかし実際は，物点位置や負荷する眼鏡度

数によって収差量が変化し焦点深度も変化すると考え
られるので，Newton の式による方法と眼鏡度数変化
法による方法とでは値が異なる可能性がある。今回計
算した範囲内では，二つの方法による結果は 0.1D の
精度でほぼ一致しているので，臨床的には Newton の
式による方法で被写界深度を見積もってもよいと考え
られる。

4）眼鏡の偽調節量
解剖軸上では入射瞳面で高さ 2.0mm での球面 IOL

の球面収差は−0.302mm であるのに対して，眼鏡は
−0.035mm と球面 IOL の約 1/9 である。一方，偏位
した網膜中心窩を中心とする参照球面での眼鏡の波面
収差は，球面 IOL と同等の大きさとなった（図 8）。 

眼鏡と球面 IOL は波面収差も焦点深度も同等である
が，眼鏡は焦点距離が球面 IOL に比較して長いため
に（図 9），（5）式より被写界深度は球面 IOL より浅
くなる（図 10）。

5 ）CL の偽調節量
Lee ら13）は CL 矯正，前房 IOL，後房 IOL の偽調

節 量 を そ れ ぞ れ 1.74±0.73D，1.29±0.87D，1.83±
1.31D と報告しており，CL 矯正と後房 IOL はほぼ同
等の偽調節量であったと報告している。Lee らの測定
法は今回の計算法とは異なっていて，直接絶対値を比
較することはできないにしても，相対値は比較可能と
考えられる。計算では CL は IOL の 1.5 倍の被写界
深度があり，Lee らの報告と一致しない。CL では位
置や涙液が安定せず，計算どおりの被写界深度が実現
できないことなどが考えられる。また図 3 より，CL

ではコントラストが他に比較して悪く，エネルギーの
最大値が小さいので計算に用いた識別閾値が小さく，
CL の被写界深度を実際よりは大きく見積もっている
可能性がある。これらについては今後更に検討が必要
と考えられる。

6 ）IOL の偽調節量
名和ら14）は眼前 33cm の位置に視力 1.0（視角 1

分）の視標を置いて，眼鏡度数を変化させて偽調節量
を測定し，その中央値は 0.5D，範囲は 0.0～3.0D で
あったとしている。3.0D の円錐角膜，不正乱視の 2
例を除くと 0.0～1.5D となる。更にその 1.5D は入射
瞳径が 1.5，2.0，2.75mm の場合であった。

視標は異なるものの，今回のシミュレーションは
名和らの方法に沿って行った。計算値では入射瞳径が
4.0mm のときは 0.55D となり，それ以外では 0.55D

より大きくなっている。したがって名和らの報告の中
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央値 0.5D は十分説明できる値である。また入射瞳径
が 1.5mm と 2.0mm では計算値はそれぞれ 2.15D と
1.25D であり，入射瞳径 1.5mm はかなり測定しにく
いことを考えると，名和らが報告した入射瞳径
1.5mm と 2.0mm での最大値 1.5D は計算値とよく一
致すると考えられる。

Nemeth ら5）は 20/20 の遠方視標に対して矯正後，
負レンズを負荷して偽調節量を求め，−0.83±0.63D

の値を得ている。また Sergienko ら15）は視標を移動さ
せて測定し，20/20 で 1.12D，20/13 で 0.62D，20/10
で 0.47D を得ている。

これらは測定方法や視標の種類が異なるが，入射瞳
径ほかなどの変動要因を考えると光学的に説明できる
値と考えられる。

7 ）球面 IOL と非球面 IOL
非球面 IOL の被写界深度は球面 IOL と比べて小さ

くなっている。これは非球面 IOL の波面収差が小さ
く焦点深度が浅くなっているためである（図 8）。ま
た非球面 IOL では Gauss 像点付近ではコントラスト
の高い像が得られているが，その前後では軽度の非点
収差が発生して，球面 IOL と比較して不自然なぼけ
方をしている（図 5）。また入射瞳径が大きくなった
場合に，球面 IOL と比較して急激に被写界深度が減
少している（図 11）。

8 ）入射瞳径変化と被写界深度
人眼で入射瞳径が 2.0mm 以下になると急に被写界

深度が増加することは代表的な眼光学の教科書16）に
まとめられており，一般に知られていることである。
今回の結果でも，入射瞳径が 2.0mm 以下で被写界深
度は急に増加して，入射瞳径が 1.5mm でほぼ同一の
最大値となった。更に結果は示さないが，人眼の
Kojiman のモデル16）でも同様であった。入射瞳径が
1.5mm 以下になると急激に減少して入射瞳径 1.0mm

で 0 となった。
ほぼ同一の最大値となったのは，入射瞳径が小さく

なると収差が減少して焦点深度に関連する何らかの収
差因子の差も小さくなるために，球面 IOL と非球面
IOL および Kojiman モデルで同等の焦点深度になり，
焦点距離がほぼ等しいので同様の被写界深度となるた
めと考えられた。眼鏡や CL は焦点距離が長いので最
大値は小さくなるはずだが最大値近傍での変化が大き
いので詳細な計算の上比較が必要と考える。

また入射瞳径が 1.5mm 以下で急激に減少するの
は，回折の効果で PSF の広がりが視角 1 分よりかな

り大きくなってしまい，定められた閾値では視角 1
分を分解できなくなるためと考えられる。

入射瞳径が 3.0～4.0mm 以上になると CL，球面
IOL，非球面 IOL で被写界深度がやや大きくなるの
は，収差が大きくなり，瞳孔周辺部を通った光線が中
央部を通った光線とは異なる位置に焦点を結ぶためで
あると考えられる。この効果は今回の計算結果では小
さかった。非球面 IOL では収差が小さく，瞳孔中心
部と周辺部とで収差の差が小さいのでこのような効果
があらわれにくく，入射瞳径増加とともに光束が円錐
状に広がり，比較的急に被写界深度が小さくなるもの
と考えられる。

9 ）飛び石状の焦点領域と明暗の逆転現象
紙面の都合と論旨が複雑になるため図は示さなかっ

たが，CL で入射瞳径が 4mm 以上の場合と球面 IOL

で入射瞳径が 6.0 および 7.0mm で飛び石状に焦点領
域があるものがあった。その場合の被写界深度は球面
IOL で 1.4D，CL では 3.1D 以上であった。とくに収
差の大きい CL で顕著で，眼鏡と非球面 IOL では観
察されなかった。飛び石状の焦点領域が出現する機序
は前記考察 8）で述べたのと同様と考えられる。

またこれも紙面の都合で示さなかったが，眼鏡，
CL，球面 IOL，非球面 IOL すべてにおいて，例えば
入射瞳径が 2.0mm の場合，焦点位置の変化に伴い明
暗の逆転と飛び石状の焦点領域がみられた。明暗が逆
転するところでは PSF の中心強度が小さくなってお
り，視角 1 分に対応する周波数のところで光学的伝
達関数（optical transfer function）が負になっている
ためと考えられた。一方，飛び石状の焦点領域での
PSF は中心に軽度のピークがあり，そのピークの効
果で焦点領域となっていると考えられた。これらは
Fresnel 積分を計算すれば理解できるように，ピン
ホールカメラの副焦点に関連するものと考えられる。 

仮にこの飛び石状の焦点領域が実際に識別できると
するなら，被写界深度は約 4D となる。しかしコント
ラストがよくなく実際的ではないと考えられる。

10）角膜多焦点性と偽調節について
角膜の多焦点性と IOL 挿入眼の偽調節について

大鹿4），Fukuyama ら17），藤澤ら18）の報告がある。し
かし三者らが定義する角膜の多焦点性という概念で偽
調節を説明するのは問題があると考える。

例えば角膜に球面ハード CL をのせた場合，角膜部
前面はすべて屈折力が等しく，三者らの定義によれば
多焦点性はない。しかしこのような場合，今回の CL
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の例でわかるように網膜上での収差は大きくなり，焦
点深度が大きくなることがわかる。

逆に非球面ハード CL を用いて，角膜部前面の多焦
点性を大きくして，網膜上での収差を 0 に近づける
ことができるが，その場合焦点深度は小さい。これら
のことから前記三者らが定義する角膜の多焦点性を
もって，偽調節量との相関を論じることは，基本的な
矛盾を含んでいることが理解できる。

11）いわゆる被写界深度の計算式
Nakazawa ら19）や大沼 20）は被写界深度の計算式を

記載しているが，それらは F ナンバーで決まる光束
幅を基にした計算式である。それらの計算式では点像
を形成する光束内での光の強度分布が一様であると仮
定しているために，実際と異なった結果を得てしま
う。ちなみに許容錯乱円を視力 1.0 に対応する 5μm

とし，Nakazawa らの式を用いて計算すると，0.1D

以下程度の IOL 偽調節量しか得られない。また厳密
にいえば，Nakazawa らの論文には光学計算式に関し
て基本的な誤りもみられる。すなわち硝子体屈折率を
無視した結像公式，また全屈折力を求める式の中で前
房深度を前房の屈折率で除算していない点，あるいは
入射瞳と射出瞳の位置や径の違いを考慮していない点
などである。

12）波面収差測定と偽調節量
波面収差が迅速に測定可能となっている現在，理論

的に解決すべき問題があるとはいえ（考察 2）），精度
がよければ波面収差から偽調節量を計算することは可
能と考えられる。そうすれば屈折度だけではなく偽調
節量をも他覚的に評価でき，眼鏡処方時や，IOL 挿
入手術や屈折矯正手術の評価などにも有用と考えられ
る。

13）IOL 度数計算法への応用
角膜の形状を測定して IOL の正確な形状がわかれ

ば，術後の焦点位置や焦点深度を計算することができ
るので，より正確な IOL 度数計算ができるものと考
えられる。とくに LASIK 後などでは角膜曲面の形状
が通常の角膜と異なるので，焦点深度も含めた IOL

度数の正確な計算が有用と考えられる。

最後に数々の貴重な助言を賜った査読者に深謝いたしま
す。
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原　　著

色と輝度のコントラスト検出感度に及ぼす視覚的注意の効果
内 川 惠 二， 沖 山 夏 子

東京工業大学大学院総合理工学研究科

Effects of Visual Attention on Chromatic and Luminance 
Contrast Detection Sensitivity
Keiji Uchikawa and Natsuko Okiyama

Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

視覚的注意が視覚情報の高次レベル処理を促進したり抑制したりすることは，これまでの研究で示されて
いる。しかし，視覚的注意が視覚系初期レベル処理を調整しているかどうかはまだ不明である。そこで，本
研究は，視覚的注意が視覚系初期レベルにあるとされている色と輝度チャンネルに別々に影響を与えるかど
うかを明らかにすることを目的とした。実験では，色と輝度応答のコントラスト検出感度を中心刺激と周辺
刺激の二重課題を用いて測定し，色と輝度チャンネルのコントラスト感度が中心課題優先条件と周辺課題優
先条件間で異なるかどうかをみた。その結果，視覚的注意によって中心刺激に対する色と輝度チャンネルの
コントラスト感度が増大することは明らかとなったが，両コントラスト感度は異なった優先条件間で同じよ
うに変化することがわかった。本研究では視覚的注意が色と輝度チャンネルに別々に影響を与えるかどうか
を明らかにするに足る十分な結果は得られなかったが，今後，視覚系の初期過程への注意の効果を調べるた
めには，刺激呈示の時間条件を考慮する必要があることが示唆された。 （視覚の科学　31: 114−119，2010）

キーワード：視覚的注意，色と輝度応答，コントラスト感度，注意の 2 重課題

Previous studies have shown that visual attention either facilitates or inhibits the higher-level 

processes of visual information.  However, it is not clear whether visual attention modulates the early 

level processes of the visual system.  The present study aims at revealing whether visual attention 

independently affects luminance and chromatic channels, which are assumed to be in the early level 

of the visual system.  In experiments, we measured the contrast detection sensitivities of chromatic 

and luminance responses to foveal stimulus and peripheral stimulus in the dual task paradigm, 

and observed whether the contrast sensitivity of the luminance and chromatic channels varied in a 

different manner between central priority and peripheral priority conditions.  We found that visual 

attention increased contrast sensitivity in the chromatic and luminance channels, but in the same way 

between different priority conditions.  Results were not sufficient to reveal whether visual attention 

independently affected the luminance and chromatic channels, but suggested that the temporal 

condition of stimulus presentation should be considered, to observe the effects of attention on the early 

level processes of the visual system. (Jpn J Vis Sci  31: 114-119, 2010)

Key Words : Visual attention, Chromatic and luminance response, Contrast sensitivity, Dual task of attention
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1.  ま え が き

視覚的注意は視覚系に入力される膨大な情報を取捨
選択することによって，物体の検出，認識といった視
覚系の機能をコントロールし，様々な視環境下で我々
が適切に行動する上で重要な役割を担っている。視覚
的注意には，視野の部分的な領域に注意を向ける空間
注意，物体に注意を向ける物体注意，色や形といった
特徴に対して注意を向ける特徴注意がある。また，注
意の移動にはトップダウン的に注意をコントロールす
る内発的（能動的）注意と視野内に刺激が呈示される
とそこに注意が引かれてしまうという外発的（受動
的）注意がある1）。

視覚的注意が認識や記憶といった視覚系の高次レベ
ルの機能に影響を与えることはよく知られていたが，
最近では視覚系の外側膝状体（LGN）や V1 といっ
た初期レベルまで影響を及ぼす可能性があることが，
生理学あるいは心理物理学的研究によって示唆されて
いる2 ,  3）。視覚的注意がコントラスト感度を増大させ
ること4），視覚の空間的解像度を増加させること5），
また，注意資源は輝度と色応答では独立であるこ
と6），などが報告されている。

このように，もし視覚的注意が視覚系の初期レベル
まで影響を及ぼすのであれば，トップダウン的な注意
は視覚系の高次レベルから初期レベルに至るすべての
過程をコントロールしていると考えられ，視覚系を解
明するにはボトムアップ処理過程と同様にトップダウ
ン的な処理過程も十分に考慮に入れなければならな
い。しかし，このようなトップダウン的な視覚系の特
性についてはほとんどわかっていない。

本研究は，視覚的注意が色と輝度応答に異なった効
果を及ぼしているかどうかを調べることにより，色と
輝度応答がまだ並列にそれぞれのチャンネルで処理さ
れている視覚系の初期レベルまで遡って影響している
か否かを明らかにすることを目的とする。実験では，
色度変化ガボール刺激と輝度変化ガボール刺激を用
い，それぞれの刺激に対する検出コントラスト感度関
数を，刺激呈示位置に内発的注意を向けた場合と向け
ない場合で測定して，その差を求める。色度コントラ
スト感度関数の差と輝度コントラスト感度関数の差が
異なれば，視覚的注意は色と輝度チャンネルに別々に
働いていることが強く示唆される。

実験 1 では，視野中心に刺激を呈示する中心課題
と視野周辺に刺激を呈示する周辺課題の二重課題を用

い，それぞれの課題に対する内発的注意の強さを変化
させて，色度と輝度のコントラスト感度関数を測定す
る。実験 2 では，実験 1 の結果を補足するために周
辺刺激のサイズを変えて同様の測定を行う。

2.  方 法

　 1 ）刺　激
刺激は cathode ray tube （CRT） モニター （FlexScan, 

1,280×1,024 pixels, 75Hz，EIZO 社）上に呈示され
る。制御用コンピュータ（Power Mac G4, Apple 社）
のディスプレイ出力に BITS++（CRS 社製）を取り
付け，モニターの red（R），green（G），blue（B）色
光の階調をそれぞれ 14 ビットとした。

実験に用いた刺激を図 1 に示す。観察は両眼視で
行 わ れ， 視 距 離 は 57cm で あ る。 背 景 光 は 輝 度
30cd/m2 の等エネルギー白色光，被験者が検出する刺
激には中心刺激と周辺刺激があり，両刺激ともにガ
ボールパターンにより作られている。中心刺激は固視
点を挟んで左右どちらかに呈示され，周辺刺激は視野
周辺 8 箇所のうちの 1 箇所に呈示される。刺激の呈
示位置は正方形の黒枠で背景上に示されている。中心
刺激の呈示枠は大きさ視角 1 deg，周辺刺激の呈示枠
は 3.9 deg（実験 1 ），1 deg（実験 2 ），呈示枠の中心
の離心距離（固視点からの距離）はそれぞれ中心刺激
では 0.6 deg，周辺刺激では 10 deg である。視野中心
には直径 0.2 deg の固視点が示される。固視点と枠の
輝度は 15cd/m2 である。

図 1  実験に用いた刺激
  背景光は等エネルギー白色光（輝度 30cd/m2）。中央

に固視点がある。視野周辺の 8 個の大黒枠は周辺刺
激の呈示位置，中心の 2 個の小黒枠は中心刺激の呈
示位置を示す。周辺刺激は皮質拡大率によって大き
さが中心刺激の 3.9 倍に拡大されている。
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ガボールパターンの空間周波数は中心刺激で 0.5，
1，2，4，8 cycles per degree（cpd）となっている。
ただし，実験 1 では，周辺刺激は皮質拡大率7）に
よって中心刺激を 3.94 倍に拡大した刺激となる。こ
の場合，周辺刺激の空間周波数は減少しているが，刺
激内のサイクル数は等しくなっている。実験 2 では，
周辺刺激は中心刺激と等しくしている。ガボールパ
ターンのコントラスト変調は輝度方向，r-g 色方向，
y-b 色方向に設定した。本研究では Boynton の反対色
空間8）を用い，錐体応答 L, M, S に対して輝度応答

（Lum）は L+M，赤緑反対色応答（r-g）は L-2M，
黄青反対色応答（y-b）は（L+M）-S で定義される。
色方向変調刺激の等輝度点は，予備実験で最小運動知
覚法によって被験者ごとに求めた。

2 ）手続き
被験者は中心課題と周辺課題の二重課題を行う。各

セッションでは，被験者はまず背景光に約 3 分間の
明順応をし，その後，試行が開始される。1 試行で
は，被験者が固視点を見て，手元のキーを押すと 1s

後に中心刺激と周辺刺激が同時に 200 ms 間呈示され
る。被験者は中心刺激が左右のどちらに検出できたか
を Two alternative forced choice 法（2AFC） で応答す
る。これが中心課題である。また，周辺刺激が視野周
辺 8 箇所のどこに検出できたかを 8AFC で応答する。
これが周辺課題である。被験者が応答をすると試行が
終了し，次の試行に移行する。刺激のコントラスト呈
示は階段法によって変化し，刺激呈示がなされる。1
試行中の全応答数は 150～200 回である。

二重課題の遂行には中心課題優先と周辺課題優先の
二条件がある。中心課題優先の条件では，中心刺激の
検出が優先され，被験者は中心刺激に周辺刺激よりも
強い注意を向けるように教示される。刺激呈示後，被
験者は最初に中心刺激の応答をし，次に，周辺刺激の
応答をする。周辺課題優先の条件では中心刺激と周辺
刺激の扱いが逆転する。中心課題優先条件と周辺課題
優先条件はそれぞれ別々のセッションで行われる。被
験者は実験 1 では色覚正常者 2 名，実験 2 ではその
うちの 1 名である。

3.  結 果

1 ）実験 1
実験により得られた被験者の検出確率応答にロジス

ティック関数をフィッティングし，中心課題では
75.00％，周辺課題では 56.25％の検出確率を与える
コントラストを検出閾値とした。各条件で得られたコ
ントラスト閾値の逆数をとり，コントラスト感度とし
た。閾値の統計的検定は永井らの方法9）を用いた。

図 2 に中心刺激に対する被験者 2 名の平均コント
ラスト感度関数を示す。図 2（a），（b），（c）上パネルは
それぞれ輝度方向，r-g 色方向，y-b 色方向の log コ
ントラスト感度関数を中心課題優先条件は実線で，周
辺課題優先条件は破線で示し，図 2（a），（b），（c）下パ
ネルは上図の 2 本の log コントラスト感度値の差を示
している。図 2 より，輝度方向と色方向にかかわら
ず，中心刺激に対するコントラスト感度は中心刺激に
注意が向いている方が向いていないときよりも高いこ

図 2  中心刺激に対する被験者 2 名の平均コントラスト感度関数（実験 1）
  （a）：輝度方向，（b）：r-g 方向，（c）：y-b 方向，上パネル：中心課題優先条件（実線）と周辺課題優先条件（破線）で

の log コントラスト感度関数，下パネル：両条件の log コントラスト感度関数の差

(a) (c)(b)
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とがわかる。有意差検定は被験者ごとに行い，注意の
有無の効果は，輝度方向では被験者 1 は有意差あり

（自由度 1，p＜0.01），被験者 2 は有意差なし（自由
度 1，p＝0.14），r-g 色方向と y-b 色方向では両被験
者ともに有意差あり（自由度 1，p＜0.01）であった。
注意が向いている場合の感度増加と空間周波数との相
互効果は，y-b 色方向の被験者 2 でのみ有意差があり

（自由度 1，p＜0.01），他の条件では有意差はなかっ
た（自由度 1，p＞0.05）が，図 2 より低空間周波数
の方が注意による感度増大が大きい傾向がみられる。
視覚的注意による感度差は輝度方向と色方向ともに約
0.2 log 以下であり，その大きさは輝度方向と色方向
によって系統的な差がないことがわかる。

図 3 に周辺刺激に対する被験者 2 名の平均コント
ラスト感度の測定結果を示す。図中の各グラフのシン
ボルの違いは図 2 と同様であるが，図 3 では実線は
周辺課題優先条件，破線は中心課題優先条件をあらわ
す。図 3 で明らかなように，輝度方向でも色方向で
も周辺刺激に対するコントラスト感度は視覚的注意が
向いているかどうかにかかわらずほとんど差がない結
果になっている。注意の有無の効果の有意差検定結果
は，輝度方向では被験者 1（自由度 1，0.1＞p＝0.042＞
0.01），被験者 2（自由度 1，p＞0.1），r-g 方向では被
験者 1（自由度 1，p＞0.1），被験者 2（自由度 1，0.1
＞p＝0.018＞0.01），y-b 方向では被験者 1（自由度
1，p＞0.1），被験者 2（自由度 1，p＞0.1）となり，
被験者 1 の輝度方向と被験者 2 の r-g 方向では差のあ
る傾向がみられたが，両被験者のほとんどの条件で p

＞0.1 であり，有意差があるとはいえない。この結果

より，本実験条件では周辺刺激に対する視覚的注意は
中心刺激に対する場合と異なり，感度を増大させる効
果をもたなかったことがわかる。

実験 1 では，周辺刺激に対して注意の効果があら
われなかった。この結果は過去の研究結果と一致して
いない2 ,  3）。その一つの理由として，周辺刺激のサイ
ズを皮質拡大率に合わせて拡大したために刺激の検出
が容易となり，周辺刺激へ向けられる注意の強弱にか
かわらず検出閾値には差が出なかったことが考えられ
る。そこで，この可能性を確かめるために周辺刺激の
サイズを拡大せず，中心刺激のサイズと等しい 1 deg

にして同様の測定を実験 2 で行った。
2 ）実験 2
図 4 に被験者 2 の周辺刺激に対するコントラスト

感度関数を示す。各グラフのシンボルの違いは図 3
と同様である。ただし，刺激の空間周波数が 0.5，
8 cpd の場合，r-g および y-b 方向の色コントラスト
閾値が装置の限界を超えてしまったために測定ができ
なかった。図 4 より，周辺刺激のサイズが 1 deg にな
ると，周辺刺激でも注意の有無により輝度と色の両方
向のコントラスト感度の増減があることがわかる。注
意の有無の効果は，輝度方向，r-g 方向，y-b 色方向
のそれぞれ個別に検定した結果，どの方向でも有意差
あり（自由度 1，p＜0.01）であった。この結果は過
去の研究結果と一致する。注意が向いている場合の感
度増加と空間周波数との相互効果には有意差はなかっ
た（p＞0.05）。また，輝度方向と色方向のどちらとも
視覚的注意による感度の増加にはほとんど差がないこ
とも示された。中心刺激に対する結果は実験 1 とほ

図 3  周辺刺激に対する被験者 2 名の平均コントラスト感度関数（実験 1）
  （a）：輝度方向，（b）：r-g 方向，（c）：y-b 方向，上パネル：周辺課題優先条件（実線）と中心課題優先条件（破線）で

の log コントラスト感度関数，下パネル：両条件の log コントラスト感度関数の差

(a) (b) (c)
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ぼ同様であった。

4.  考 察

本研究は，視覚的注意が輝度チャンネルと色チャン
ネルに別々に働くかどうかを調べるために，輝度方向
のコントラスト感度関数と r-g および y-b 色方向のコ
ントラスト感度関数を注意の強弱の条件で測定した。
注意が強く向けられた条件では，すべての方向でコン
トラスト感度の増大がみられたが，輝度方向と色方向
での増大の差には違いがみられなかった。したがっ
て，本実験結果では，視覚的注意が色と輝度チャンネ
ルに別々に働くかどうかを明らかにすることができ
ず，仮に視覚的注意が色と輝度チャンネルに別々に働
いたとしてもその効果が同程度であるか，あるいは視
覚的注意は元来色と輝度チャンネルに別々に働かない
かの二つの可能性を区別することができないことに
なった。

中心視野における輝度，r-g，y-b 応答のそれぞれに
対する空間的コントラスト感度関数として，本実験で
は図 2（a），（b），（c）に示した関数が得られた。注意の
強弱にかかわらず，r-g と y-b 応答ではローパス型，
輝度応答では用いた空間周波数帯ではほとんどローパ
ス型の空間周波数特性が示されている。この結果は過
去に報告されているコントラスト感度関数とよく一致
している10）。したがって，本実験条件でも一般的な
コントラスト感度関数が求められたといえよう。注意
の強弱によって，より低空間周波数でコントラスト感
度差が大きくあらわれる傾向にあることが示された

が，この傾向を確認するためには刺激の空間周波数の
範囲を広げて更なる実験が必要である。

本実験では，中心刺激と周辺刺激を同時に 200 ms

間呈示した。もし，内発的注意が効果をもつまでに少
なくとも数百 ms の時間がかかるとすると11），本実験
の刺激呈示条件では注意が向けられた刺激の感度が増
大し，注意が向けられなかった刺激の感度が減少する
効果があらわれるまでに刺激の呈示が終了してしま
う。そのために注意の効果が測定できなかったことが
考えられる。優先課題刺激の呈示をまず行い，次にあ
る時間遅れ stimulus onset asynchrony（SOA）後に非
優先課題刺激の呈示をすることにより，優先課題刺激
に十分強い注意がかかるような時間条件を設定するこ
とが必要であろう。

本研究では輝度応答を一定にして色チャンネルのコ
ントラスト検出感度を調べ，色応答を一定にして輝度
チャンネルのコントラスト検出感度を調べた。視覚的
注意がそれぞれのチャンネルに独立に作用してその感
度を増減し，増減のゲインが異なっていれば，本方法
で注意の効果が求まることになる。しかし，コントラ
スト感度増減のゲインが両チャンネルで等しい場合は
本方法では注意の効果が求まらないことになる。この
場合は，視覚的注意の視覚系初期レベルへの効果を調
べる新しい実験原理が必要であろう。また，視覚的注
意が色と輝度チャンネルに別々に影響して感度変化を
もたらすとしても，色応答と輝度応答が足し合わされ
て刺激検出をする際にこの視覚的注意の感度増減効果
があらわれる。例えば，色応答と輝度応答がすでに

図 4 周辺刺激に対する被験者 2 のコントラスト感度関数（実験 2）
  刺激サイズ：1 deg。（a）：輝度方向，（b）：r-g 方向，（c）：y-b 方向，上パネル：周辺課題優先条件（実線）と中心課題

優先条件（破線）での log コントラスト感度関数，下パネル：両条件の log コントラスト感度関数の差

(a) (c)(b)

— 118 —

視覚の科学　第31巻第 3 号



存在する場合に，視覚的注意は色応答により強い影響
を及ぼすというような特性があるとすれば，それぞれ
の応答を一定にして刺激検出をする方法では，この視
覚的注意の効果はつかまらないことになる。両応答を
ともに変化するような刺激を用いて実験することが必
要であろう。

5.  あ と が き

視覚的注意は，人間が行動する上で必要な情報を的
確にかつ素早く取り入れるために，視覚系の機能をそ
の状況に最適化する重要な役割を担っている。視覚情
報処理メカニズムを解明する上で，視覚的注意がどの
ような働きをしているかについての研究は最近，心理
物理学と生理学，また脳イメージングの分野において
活発になり，様々な重要な特性が明らかとなってい
る。そのなかで，視覚的注意が視覚系のどのレベルま
で遡ってコントロールをしているかについての証拠は
まだ少なく，その解明に至っていない。本研究は心理
物理的手法で注意の及ぼすレベルを同定するために，
色と輝度応答のコントラスト検出感度が注意のかかり
方の強弱によって異なって増減するかどうかを調べた
が，その疑問を明らかにするに十分な結果は得られな
かった。しかし，本研究からコントラスト検出感度は
色と輝度応答において注意により増減するという特性
は明らかとなった。今後は，更に注意の時間応答特性
を考慮して，色と輝度応答による刺激検出の実験方法
を改良することにより，新しい実験を行うことが課題
として残された。
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最近のトピックス

色覚異常者の色弁別を模擬するフィルタ「バリアントール」
青島眼科・浜松医科大学　青島　明子

1.  は　じ　め　に

「色覚バリアフリー」という言葉を近年よく見かけ
るが，色覚バリアフリーとは，混同しやすい色の組み
合わせを避けたり，色以外の情報を付加して識別を容
易にして，色覚異常者にも判別しやすい社会を目指
すものである 1）。なぜ，色覚バリアフリーが必要なの
か？それは，実社会の多くの場合において，正常色覚
者と色覚異常者の色の見え方が違うことにより，強調
しているはずのものが逆に見えにくくなっているとい
うことが起きているからである。世界的にみると，黄
色人種は男性の 4～5％程度，白色人種は男性の 6～
8％程度色覚異常が出現しているといわれている。日
本においても色覚異常者は 300 万人以上いるとされ
ており，これは全障害者と同じぐらいの人数である。
これほどの色覚異常者がいるにもかかわらず，色覚異
常者のことを全く考慮していないものが世の中に数多
く存在しているが，なぜだろうか。

まず，問題そのものが知られていないという点が
ある。色覚異常者は外見ではわからないだけでなく，
2003 年（平成 15 年）から小学校での色覚検査の義務
化が撤廃され，自分が色覚異常であると気づいていな
い人もいる。また，過去に多くの職業制限などがあっ
たことから，色覚異常者自らが困っていることを言い
出しにくいという背景もある。更に，正常色覚者がそ
の不自由さを理解しづらいという点，どのような配色
が見分けにくいのか他人にはわからない，また，見分
けにくい色の組み合わせが無数にあるなどが要因と
なっている。つまり，色に関しては，言葉によって記
述するのは極めて難しく，一概に「赤と緑が見分けに
くい」といっても「どの赤と，どの緑」のことかわか
らないということである。更に，今まで色覚バリアフ
リーであるか否かを確認するためには，まず，画像を
電子化し，特殊なソフトウェアなどを使用して色覚異
常者が感じる色に変換し，もしも色使いに問題がある
場合は，色を変更して再度チェック，といった作業が
必要だった。このような煩雑な作業を必要とすること
が，色覚バリアフリーの普及が進まない原因の一つと

考えられた。
そこで，色覚異常者の色の見分けにくさを体験でき

るメガネ型のバリアントール（図 1）が 2007 年 5 月
に伊藤光学工業株式会社より販売された。これによ
り，これまでの作業がメガネをかけるだけで行えるよ
うになるため，より効率的に色覚バリアフリー化がで
きるようになると考えられる。

2.  フィルタの原理

人間の網膜上には色を知覚するための L，M，S と
いう三つの錐体が存在する。1 型 2 色覚の場合 L 錐体
が，2 型 2 色覚の場合 M 錐体がそれぞれ欠落してい
る。単純に考えれば，ある一つの錐体の応答が一定と
なるようなフィルタを設計すればよいと考えられる
が，これら錐体の分光特性は重なり合っているため，
それは不可能である。そこで，色の見え方そのもの
ではなく，色の区別のしやすさというものに着目して
フィルタを作成した。

また，フィルタのツールとしての目的は，なるべく
多くの色覚異常者にとって弁別の難しい色の組み合わ
せを正常色覚者が理解することにある。色覚異常者の
ほとんどが 1 型または 2 型色覚であるため，1 型ある
いは 2 型色覚の人にとって識別しにくい配色を発見
できるようにフィルタの特性を設計した。更に，白色
はフィルタを通しても白色に見えるように制限を加え
て設計を行った。

図 1　メガネ型のバリアントール
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3.  設 　 計 　 法

正常色覚者がフィルタを通してある色群を見た場合
と，色覚異常者が同じ色群を見た場合のすべての色の
組み合わせに対する色差を計算し，これらの色差マト
リクスの類似度をあらわす評価量を最大化するよう，
最適化計算によりフィルタの分光透過性を求めた。色
群にはパネル D-15 テストよりリファレンスキャップ
を含めた 16 色，照明光には D65 光源を用いた。

次に，効率的にフィルタを設計するため，フィルタ
分光特性のモデル化を行い，フィルタの分光特性を
様々に変化させながら，フィルタを装着した正常色
覚者が感じる色，色覚異常者が感じる色をそれぞれ計
算する（図 2）。その後，16 色すべての組み合わせに
対し色差を求め，この色差から再現精度を相対誤差の
和として定義し，これらの色差（デルタ EF とデルタ
ED）の差が小さくなるように，フィルタの分光透過
特性を最適化した。そして，この処理を繰り返す。

　

ここでは，評価関数にマイナスがついているので，
最適化ループは評価関数がある値より大きくなるまで
繰り返した（イプシロンはゼロ割を防ぐための正の小
数）。なお，デルタ ED はいずれの 2 色覚についても
計算できるが，本フィルタの目的より，1 型と 2 型色
覚の色差を比較し，小さい方（見分けにくい方）を採
用した。

こうすることにより，本フィルタを装着した正常色
覚者は，1 型と 2 型色覚の両者にとって，より見分け
にくい配色を体験できることになる。ここで間違えて
はいけないのは，色覚異常者の見え方を体験できると

いうことではなく，色の見分けにくさを体験できると
いうことである。

4.  真空蒸着による光学フィルタの実現

理論設計により得られたフィルタの分光透過特性
は，光学薄膜技術により光学フィルタ化した。成膜の
前に，まずフィルタ設計ソフトを用いて，ガラス基板
上に異なる 2 種の材料を交互に積層させて各層の膜
厚の最適化計算を行った。設計に用いた材料は SiO2

と TiO2 であり，各層の膜厚はそれぞれ 100nm 前後，
計 30 層程度積層し，ほぼ近似した特性を得ることが
できた。図 3 に真空蒸着装置を示す。真空にするこ
とにより蒸発した物が基盤に効率よくつくようになっ
ている。蒸着時間は蒸着釜を真空にする時間も含め
て，1 回につき約 10 時間程度である。

5.  フィルタの評価

1 ）パネル D-15 テスト
図 4 にパネル D-15 テストのシミュレーション結果

を示す。リファレンスキャップを含めた 16 色の分光
反射率を測定し，そこにフィルタの分光透過特性をか
けあわせ，リファレンスキャップと色差が最も小さ
くなるキャップ，ここでは 15 番を線でつないだ。次
に，15 番と色差が最も小さいもの，すなわち 1 番を
線でつなぎ，この作業を繰り返した。その結果，線の
傾きはフィルタの設計指針どおり，1 型と 2 型の中間
となっていることが確認できた。

2 ）石原色覚異常検査表
正常色覚の男女 88 名に対して調査を行った。図 5

に示すように，メガネ型フィルタを装着することによ
り表の読み間違い数は増加し，100％が色覚異常と判

図 2　フィルタ設計法（文献 2 より転載） 図 3　真空蒸着装置
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定された。なお，検査においては，フィルタの透過率
が 30％程度であることを考慮し，検査表に記載され
ている照度よりも十分に明るい約 1,000 lx の環境下
で行った。また，視力矯正メガネをかけているか否か
は結果に影響を及ぼさなかった。

3 ）色彩値の変化
1 型 2 色覚者と 2 型 2 色覚者の色の見え方の医学

的知見としては，（1）正常色覚者にとっての無彩色
は同様に無彩色に感じられること，（2）475nm（青）
と 575nm（黄）は正常色覚者と同じように見えてい
るといわれること，の二点が挙げられる。図 6 は白
色点を中心とする色相の異なる 12 色についてフィル
タを透過する前後の色度値をそれぞれ○△として xy

色度図にプロットしたものである。正常色覚者に見分
けられる色がフィルタをかけることで混同すること，
色の見えは特定の色相（黄～青）に偏ること，白色点
はフィルタ透過後もほぼ移動せず白色点を維持してい
ることがわかる。これは，上記に挙げた色覚異常者の
色の見え方の知見と一致していることが興味深い。つ
まり，この模擬フィルタは色弁別を模擬するように設
計したが，白色点を保持する制限を加えたことなどに
より，色の見えも知見と一致するものになったと考え
られる。

続いて，物体色（印刷物など）の色域内の色（分光
特性はある程度ブロード）を対象として，白色とそれ以
外の色差をフィルタ透過後の反射光に対して計算したと
ころ，色差の小さい領域が楕円形に広がった（図 7）。

図 4　パネル D-15 テストのシミュレーション結果

図 7  フィルタ透過後の色差楕円
  中央の白色点と色度図上の任意の点との色差を 5 段

階であらわす。（文献 2 より転載）

図 5　石原色覚異常検査表の結果（文献 2 より転載）

図 6  フィルタ透過前後における色度値の変化
  ○はフィルタ透過前の色度，△は透過後の色度をあ

らわす。（文献 2 より転載）
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これは混同色線に対応しており，ほぼ 1 型色覚と 2
型色覚の中間的な特性を示している。

なお，このフィルタは印刷物などの物体色に対して
性能を発揮するが，light-emitting diode（以下  LED）
のような狭帯域の光に対しては性能を保証すること
は難しい。そのため，光源を LED とするアノマロス
コープでは特性を示せない。また，パーソナルコン
ピュータでの作業の配色チェックにおいては傾向とし
て捉えることはできるが，ディスプレイの特性は機種
によって異なるため性能保障はできない。

6.  ま と め

バリアントールを正常色覚者が装着することによ
り，1 型または 2 型 2 色覚にとって，識別が難しい配
色を精度よく見つけ出すことが可能である。設計上，
見え方を再現することを目的としていないため，この
メガネをかけることにより色覚異常者がこのように見
えているという間違った認識をしないよう注意をした
い。

また，バリアントールの原理を利用して，2009 年
10 月に 1 型 2 色覚（P 型）と 2 型 2 色覚（D 型）の
フィルタも販売され，更に 1 型と 2 型 2 色覚それぞ
れの色判別の不自由さを体験できるようになった。

そして，メガネ型よりも安価なルーペタイプのパン
ケーキ（図 8）も販売されている。ルーペタイプは携
帯して利用するのに便利である。1 型 2 色覚（P 型）
と 2 型 2 色覚（D 型）の個別型ルーペは，2010 年 4
月 1 日～2011 年 3 月 31 日の期間，財団法人日本学
校保健会の学校保健用品に推薦されている。色覚バリ
アフリーを普及させるための新しいツールとして貢献

できるのではないかと考えられる。

本研究は，平成 17 年度経済産業省地域新生コンソーシ
アム研究開発事業（17C4020「光学薄膜技術と色覚理論の
融合による機能性分光フィルタの開発」，豊橋技術科学大
学 中内茂樹研究室，伊藤光学工業株式会社，高知工科大学 
篠森敬三研究室，株式会社サイエンス・クリエイト（管理法
人））として実施されたものである。関係者の方々に感謝い
たします。
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図 8 ルーペタイプのパンケーキ
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2010 年 9 月 4 ～ 5 日に開催された「第 46 回日本
眼光学学会総会」「14th The IRSJ 2010」は，事前登
録者 500 名以上，当日登録者 300 名以上計 800 名を
超えての参加者であったと，閉会式で会長である魚里
博教授から報告されました。単独の学会ではレコード
を塗り替えました。大変よろこばしいこととして記憶
される学会になると思います。学会員が 530 名です
から，今回はほとんどの方が参加されたのではないで
しょうか？ さて，そのような状況下で，「日本眼光学
学会総会」をネタに学会印象記を書くのはいかがなも
のかと，ためらいを覚えますが，担当期間に参加した
適当な学会がなく，あえて冒険させていただきます。
正直，《印象記》という気安さもあります。

国立天文台の家　正則教授の特別講演，アリゾナ大
学の Miller 教授の招待講演，シンポジウム 6 件，眼
科画像診断特別セッション 7 件，一般講演 31 件で
した。また，共同開催「14th The IRSJ 2010」では
Miller 教授の招待講演，梶田雅義先生，神谷和孝先
生，根岸一乃准教授による特集講演ならびに著名な諸
先生の共催セミナーがありました。忘れてはいけませ
ん。学術奨励賞受賞講演 2 件がありました（原著論文
はともに『視覚の科学』Vol.30No.1 に掲載されてい
ます）。これらの内容については，ここで紹介する愚
は避け，各位抄録集を再度見ていただき，ご自分のと
られたメモや記憶などで補足していただくことがなに
よりと考えます。ところで，5～6 年前は，眼科の学
会ではビデオカメラや撮影は OK（？）でした。さす
がに，ビデオはいかがなものかと当時思いました。最
近は著作権の問題が厳しく，ほとんどすべての眼科学
会が撮影・録音厳禁です。おそらく，《世界標準》な
のだとは思います。それでも，ノーフラッシュの写真
は撮らせて欲しいというのが，加齢でとみに記憶力が
あやしい私の思いです。非常識な少数意見とは思いま
すが，とくに教育的な側面から一般論的な部分はお願
いしたいものです。すばやく書ける能力のある人が居
るとすれば，カメラ撮影と同じことでしょうし，撮影
可否を発表者に委ねるあるいはページによって可とす

るなども一策でしょう。しかし，どうしても NG で
あるなら，そうした制限下ではテキストをもっと充実
させていただけないかという提案です。関係のある光
学関係の学会では 1 テーマ見開き 2 頁です。招待講
演 4 頁ということで，結構充実しています。こじん
まりした日本眼光学学会のテキストは詳しくするとい
うのを特徴にしていただけないでしょうか？ ご面倒
なら，パワーポイントを貼ったものでもよろしいでし
ょう。シンポジウムの諸先生の抄録はこの講演では

「これこれが期待できますよ」という内容広告です。
当然ながら，現場で聞かないとわかりません。「プ
ログラム・抄録集」は，一般講演・「画像診断」特別
セッション分は抄録といえますが，シンポジウムの記
載内容は，プログラムではあっても抄録ではないので
はないでしょうか？ シンポジウムも抄録集を読んで
ある程度わかるような，参考文献として引用できる中
味の濃さを期待します。当然厚くなるでしょうし，有
料配布ということでよろしいでしょう。そういう諸兄
に朗報です。＜飢餓感＞を補完するような提案があり
ました。今年度の『視覚の科学』編集会議では，シン
ポジストの方に投稿していただこうという，まことに
うれしい企画が提案されていました。そういうある種
のサービスと引き換えに当日の撮影は不許可というこ
とと思います。

一般講演および「画像診断」特別セッションは，
メーカーが発表の機会をもてる唯一の学会と思われま
す。メーカーに身を置くものとして，それだけに期す
るものがあります。競合会社のご発表はどうしても気
になります。見えない火花が散っています。今回，一
般講演で 80 歳の先生がご発表されていました。その
向学心とバイタリティに頭が下がります。久しく聞い
たことのない「ランドルト氏環」と言われていたの
が，昔聞いたぞという懐かしい思いでした。そういえ
ば，数年前までは「加齢性黄斑変性症」と言われてい
ましたが，今は，「加齢黄斑変性」です。言葉が進化
しているといえます。
「画像診断」特別セッションは，Adaptive Optics 関

学会印象記
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「光科学と眼科学」
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連の走査レーザー検眼鏡（SLO）や光干渉断層計
（以下  OCT）がありました。

今回の目玉の一つである国立天文台の家　正則教授
の特別講演『望遠鏡の視力を 10 倍に改善する補償光
学』とあいまって，知識を深めることができました。
眼底カメラや OCT で機能をみるという研究も進展し
ているようで，いよいよ人に適用するための課題がみ
えてきたようです。飽くなき追究を期待します。網膜
の構造を観察する上で，偏光の活用はどうなのかとい
う質問もありました。ますます進展するものと確信し
ます。

私自身はシンポジウムで高名な諸先生の知見や薀蓄
を聞かせていただくのが最大の楽しみです。シンポジ
ウムですから，本来は，先生や参加者間の質疑の場な
のでしょうが，私にとりましては，そもそも論や現状
の問題点などわかりやすくまとめて聞ける場，学べる
場としての期待です。これまでたくさんのことをご教
授いただきました。すべて身になっているとは言い難
いですが，わかった気になって帰るときの幸せな気分
はなにより代え難いものがあります。

今回は，シンポジウム 1，3，5，6 を聞くことが
できました。「眼光学の入門講座」，「老視」，「眼鏡講
座」，「コンタクトレンズ講座」です。「老視」の話で
は KAMRA™ Inlay の話を初めて聞きました。先日，
テレビの健康番組でも話題になっていたようです。シ
ンポジウムは総体として各演者の諸先生の持ち時間が
少なく，生徒側の当方としては，折角の機会ですの
で，それぞれもう少し時間がとれないものかと思うも
のです。大沼一彦先生はシンポジウム 1 のラストの登
場（真打）で時間超過されましたが，それでも足りな
い印象でした。全体として時間が確保できないとすれ
ば，テーマ数を減らして時間を増やすことも考えては
いかがでしょうか？ 教えたい先生と知りたい生徒の
飢餓を満たして欲しいものです。スポンサーは学会と
して，食事なしの純粋＜学ぶだけ＞のモーニングセミ
ナーあるいはイブニングセミナーで補講を行うのもよ

いでしょう。チュートリアルセミナーとして開催し，
別料金建てでもよいかもしれません。

そんななかでも「14th The IRSJ 2010」は時間的な
余裕があった印象です。テーマ数と時間確保が比較的
うまくいったのではないでしょうか。各位はいかがで
しょうか？

2007 年に「日本眼光学学会」と「眼科 ME 学会」
とが合併し，名称は，「日本眼光学学会」で起動しま
したが，以前から，眼科 ME 学会の重鎮可児一孝教
授から，日本眼光学学会と眼科 ME 学会とが合併し
た際，そろそろ「日本眼光学学会」という名称を変え
た方がよいのではないかという傾聴すべきご提案があ
りました。事実，眼光学といいますと，前眼部・透光
体までが主役と思います。西信元嗣教授編集の座右の
名著「眼光学の基礎」をみても，「レーザー眼底観察
法」がありますが，ほとんどがそういうカテゴリーと
思われます。ここ数年，吉田晃敏旭川医科大学長・
吉村長久京都大学教授のご尽力の賜物で，「画像診断」
が特別セッションになっています。今回の集客の大き
な要因の一つではないかと思います。眼光学はもとよ
り＜光＞による計測や診断が包含される名称を望むも
のです。光学関連でも，「Optics and Photonics」と領
域拡大されています。今回の「光科学と眼科学」はま
ことに当を得たテーマと思います。学会名称の早期の
発展的改名と，今後も『眼太くんとピカリちゃん』が
継承されることを望んで，《印象記》といたします。

眼太くんとピカリちゃん
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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。



「視覚の科学」編集者

 編集委員長 三橋　俊文 （㈱トプコン研究開発センター）

 編 集 委 員  市川　一夫 （社会保険中京病院眼科）

 〃 井上　　真 （杏林大学医学系研究科眼科）

 〃 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 （筑波大学臨床医学系眼科）

 〃 大沼　一彦 （千葉大学大学院工学研究科）

 〃 奥山　文雄 （鈴鹿医療科学大学医用情報工学科）

 〃 梶田　雅義 （梶田眼科）

 〃 祁　　　華 （HOYA㈱ビジョンケアカンパニー開発部）

 〃 古野間邦彦 （㈱ニデック研究開発本部技術開発部）

 〃 斎田　真也 （神奈川大学人間科学部）

 〃 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 （岡山大学医学部眼科）

 〃 畑田　豊彦 （東京眼鏡専門学校）

 〃 原　　直人 （神奈川歯科大学附属横浜クリニック眼科）

 〃 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）

 〃 松本富美子 （近畿大学医学部堺病院眼科）

 〃 吉澤　達也　 （金沢工業大学人間情報工学部）

（敬称略，50 音順）

まず，本号の編集のさなかに生じてしまった東日本大震災で被災された方々には，心よりお見舞

い申し上げます。そして，その後の全国的な節電のなか，低照明による不自由な環境が，多くの障

害者や高齢者にしいられています。震災後，ネオンの落ちた秋葉原を散歩し視力正常の私が曲がる

べき交差点を間違えてしまいました。夜盲でなくてもロービジョンの方では，帰り道が薄暗くなっ

て困るということが少なくないと思われます。

眼光学の研究は，ここのところ色覚と形態覚にかかわる網膜像の精緻化とその精密測定に興味が

集中してきたと思います。今回，ご紹介いただいた補償光学はその最先端ということができるで

しょう。凄いものがあらわれたなという印象を錐体の分布図を初めて拝見したときに思ったもので

す。しかし，明暗による色覚，形態覚などへの影響についての研究領域では，なかなか新しいもの

が見当たらないのも事実です。本号でも医学系・光学系の先生方に素晴らしい最近の技術の進歩に

ついてご報告いただきました。更に，それに加えて，様々な照明環境での視覚特性を測定するよう

な装置の開発研究があらわれてくることを期待しています。

編　集　後　記

仲 泊　 聡 記
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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

〒

〒

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。



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.
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第 47 回　日本眼光学学会総会開催のお知らせ

会　期：2011 年 9 月 3 日（土）～ 4 日（日）
会　場：東京ステーションコンファレンス
　　　　〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 1-7-12
　　　　TEL：03-6888-8080　FAX：03-6888-8062
会　長：根岸　一乃（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
総会テーマ：「学ぶ、拓く～そして未来へ」
プログラム：
招待講演：「Causes and Consequences of Ocular Aberrations: from structure to function」
 Susana Marcos（Research CSIC, Spain）
特別講演：「屈折・老視矯正における眼光学 Pitfalls と Pearls」 魚里　博（北里大）
一般講演：
シンポジウム：
　　　「近視研究アップデート」
　　　「3D 映像−医療への応用」
　　　「3D 映像による視覚および生体への影響と安全ガイドライン」
　　　「網脈絡膜画像解析」
　　　「ロービジョンケアと眼光学―近未来のビジュアルエイド実現に向けて」
　　　「OCT は既存の検査機器を超えたか？」
　　　「眼内レンズの光学的評価」
教育セミナー：
　　　「色覚の基礎」
　　　「角膜形状解析アップデート」
　　　「これならわかる眼光学」
　　　「眼鏡処方の基本」
　　　「眼科検査法アップデート」
※その他、ランチョンセミナー、イブニングセミナー等開催予定。
◆演題登録受付中！
　2011 年 4 月 5 日（火）～ 2011 年 6 月 1 日（水）正午
　　　　　　　総会ホームページ（http://www2.convention.co.jp/47jsoo/）よりご案内しております。
お問合せ先：第 47 回日本眼光学学会総会　準備室
　　　　　　日本コンベンションサービス株式会社　内
　　　　　　〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　大同生命霞が関ビル 18 階
　　　　　　TEL：03-3508-1214　FAX：03-3508-1302　E-mail：47jsoo@convention.co.jp

第 65 回　日本臨床眼科学会

会 　期：2011 年 10 月 7 日（金）～ 10 日（月）
会　 場：東京国際フォーラム
　　　　〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-5-1　TEL：03-5221-9000
会　長：湯澤美都子（日本大学医学部視覚科学系眼科学分野）
副会長：濱崎　陞（東京都眼科医会）
プログラム委員長：井上幸次（鳥取大学医学部視覚病態学）
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一般演題・インストラクションコース登録締切日：2011 年 5 月 30 日（月）正午
事前参加登録〆切日：郵便振込　　　　2011 年 7 月 21 日（木）
　　　　　　　　　　オンライン登録　2011 年 8 月 17 日（水）17:00
事務局：【担当校】
　　　　日本大学医学部視覚科学系眼科学分野（事務局長：中静裕之）
　　　　〒 101-8309　東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
　　　　TEL：03-3293-1711　 
　　　　【運営事務局】
　　　　株式会社コングレ内
　　　　〒 102-8481　東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館 6 階
　　　　TEL： 03-5216-5318　FAX： 03-5216-5552
　　　　E-mail：ringan2011@congre.co.jp 
学会ホームページ：http://www.congre.co.jp/ringan2011/index.html 
日程表（予定）：

午前 昼 午後 夜

10月7日（金） 専門別研究会
学術展示
医療機器展示 ランチョンセミナー

学術展示
医療機器展示

シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示 イブニングセミナー

10月8日（土） シンポジウム
受賞講演
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示
モーニングクルズス/セミナー

ランチョンセミナー
学術展示
医療機器展示

招待講演 2
特別講演 2
シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示

イブニングセミナー

10月9日（日） シンポジウム
一般口演
インストラクション
モーニングクルズス/セミナー
学術展示
医療機器展示

ランチョンセミナー
学術展示
医療機器展示

招待講演 1
特別講演 1
シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示

専門医制度講習会

10月10日（月） インストラクション
シンポジウム
病院運営プログラム
ナーシングプログラム
視能訓練士プログラム
モーニングクルズス
モーニングセミナー

フェアウェルセミナー

プログラム予定
特別講演：
　 1．清水公也（北里大）
　 2．寺崎浩子（名古屋大）
招待講演：
　 1．五條堀　孝（国立遺伝学研究所）
　 2．Anders Heijl （Malmö University Hospital, Sweden）
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シンポジウム：
　 1．「QOV 向上を目指した角膜手術」 オーガナイザー； 榛村重人（慶應大）
 西田幸二（大阪大）
　 2．「High-QOV を目指したコンタクトレンズ診療の進歩」
 オーガナイザー； 近間泰一郎（山口大）
 村上　晶（順天大）
　 3．「最新の白内障手術」 オーガナイザー； 石井　清（さいたま赤十字病院） 
 柴　琢也（東京慈恵医大）
　 4．「緑内障を併発したらどうするか？　−疾患別アプローチ」
 オーガナイザー； 桑山泰明（福島アイクリニック）
 相原　一（東京大）
　 5．「薬物治療時代の網膜外科手術」 オーガナイザー； 坂本泰二（鹿児島大）
 北岡　隆（長崎大）
　 6．「眼感染症診断の進歩」 　オーガナイザー； 下村嘉一（近畿大）
 井上幸次（鳥取大）
　 7．「斜視・弱視と両眼視機能　up-to-date」
 オーガナイザー； 三村　治（兵庫医大）
 臼井千惠（帝京大）
　 8．「抗アクアポリン抗体陽性視神経症の最前線」
 オーガナイザー； 若倉雅登（井上眼科病院）
  中馬秀樹（宮崎大）
　 9．「屈折矯正手術後の視機能を再評価する」
 オーガナイザー； 前田直之（大阪大）
 岡本茂樹（岡本眼科クリニック）
　10．「近視進行予防の最前線」 オーガナイザー； 大野京子（東京医歯大）
  不二門　尚（大阪大）
　11．「眼瞼下垂の治療戦略」 オーガナイザー； 三戸秀哲（井出眼科病院）
 高村　浩（公立置賜総合病院）
　12．「網膜変性治療の最前線」 オーガナイザー； 山本修一（千葉大）
  近藤峰生（名古屋大）
　13．「抗 VEGF 薬を用いた滲出型加齢黄斑変性の長期治療戦略」
 オーガナイザー； 高橋寛二（関西医大・枚方）
  湯澤美都子（日本大・駿河台）
　14．「法律面から見た勤務医の就業問題」 オーガナイザー； 山田昌和（日本眼科医会／東京医療センター）
 前田利根（日本眼科医会／前田眼科クリニック）
　15．「眼科手術における画像診断の効用」 オーガナイザー； 栗本康夫（神戸市立医療センター中央市民病院眼科）
 平形明人（杏林大）
　16．「外保連手術試案に関して」 オーガナイザー； 下村嘉一（近畿大）
 山岸直矢（山岸眼科医院）
　17．「糖尿病黄斑浮腫の薬物治療 - 新たな可能性と問題点」
 オーガナイザー； 石田　晋（北海道大）
 山下英俊（山形大）
　18．「PCV　日本の考え方、アジアの考え方」
 オーガナイザー； 吉村長久（京都大）
  岡田アナベルあやめ（杏林大）
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病医院運営プログラム：
　　　「最新電子カルテ事情」 オーガナイザー； 前田利根（日本眼科医会）
 千原悦夫（日本眼科医会）
ナーシングプログラム：
　　　「インフォームドコンセントへの関わり−看護師の立場から−」
 オーガナイザー； 髙橋　広（北九州市立総合療育センター）
 大音清香（井上眼科病院）
視能訓練士プログラム：
　　　「EBM とアウトカム評価のウソ、ホント−あなたの行っている医療の評価−」
 オーガナイザー； 山田昌和（国立病院機構東京医療センター）
 南雲　幹（井上眼科医院）

第 116 回日本眼科学会総会　開催のご案内

会　期：2012 年 4 月 5 日（木）～ 8 日（日）
会　場：東京国際フォーラム（〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-5-1）
主　催：財団法人日本眼科学会
総会長：坪田一男（慶應義塾大学医学部）
副総会長：濱崎　陞（東京都眼科医会）
プログラム委員長：澤口昭一（琉球大学医学部高次機能医科学講座視覚機能制御学）
担当校：慶應義塾大学医学部眼科学教室　事務局長；小沢洋子
　　　　〒160-8583　東京都新宿区信濃町 35　TEL：03-3353-1211（代表）
お問合せ先：第 116 回日本眼科学会総会　運営事務局
　　　　　　株式会社メディ・プロデュース
　　　　　　〒107-0062　東京都港区南青山 4-1-12-203
　　　　　　TEL：03-5775-2075　FAX：03-5775-2076　E-mail：jos116@mediproduce.jp
総会テーマ：「世界に開かれた日眼」
　　　　　　Moving Beyond National Boundaries
　　　　　　Transnational Congress of the Japanese Ophthalmological Society
学会ホームページ：http://www.mediproduce.jp/116jos/
演題募集： インターネットを用いた「オンライン投稿」でのみ受付いたします。詳細は、学会ホームページの「演

題登録」にてご確認ください。
演題募集期間：2011 年 9 月 27 日 （火）～ 11 月 10 日 （木）　正午
プログラム：
　特別講演：根木　昭（神戸大）
 吉田晃敏（旭川医大）
　招待講演：Jonathan C. Horton （Univ of California - San Francisco）
 Jonathan Crowston （Univ of Melbourne）
 福田恵一（慶應義塾大学大学院医学研究科再生医学）
　日本眼科学会評議員会指名講演：「神経眼科の進歩」
 中馬秀樹（宮崎大）
 石川　均（北里大医療衛生学部視覚機能療法学）
 毛塚剛司（東京医大）
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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

8/3（水）～
8/4（木）

日本視覚学会
2011 年夏季大会

九州大学 西新プラザ
（福岡市早良区）

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
URL: http://www.design.kyushu-u.
ac.jp/~vsjm11/

2011/5/31

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

2011/6/5

10/22（土）
～10/25（火）

AAO Annal meeting Orange County Convention 
Center, Orland

General questions:
meetings@aao.org
URL: http://www.aao.org/meetings/
annual_meeting/orlando.cfm

9/16（金）
～9/18（日）

OSA Fall Vision Meeting 
2011

University of Washington, 
Seattle

URL: http://www.osavisionmeeting.
org/2011/conf/

2011/6/15

10/16（日）
～10/20（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2011（OSA）

Fairmont Hotel / Sainte 
Claire Hotel San Jose, 
California

General Attendee Information
c/o OSA Customer Service - FiO/LS 
Management
E-mail: custserv@osa.org
URL: http://www.frontiersinoptics.com/

2011/5/24

11/28（月）
～11/30（水）

Optics & Photonics Japan 
2011

大阪大学 コンベンション
センター・体育館

（大阪府吹田市）

Optics & Photonics Japan 2011 事務局
〒 164-0003　東京都中野区東中野
4-27-37　株式会社アドスリー内
TEL: 03- 5925-2840
FAX: 03- 5925-2913
E-mail: opj@opt-j.com
URL: http://opt-j.com/opj2011/

2011/8/5

10/7（金）～
10/10（月）

第 65 回日本臨床眼科学会
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: ringan2011@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/ringan2011/

2011/5/30
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◆　2012 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/21（土）～
1/26（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA

Customer Service 
E-mail: CustomerService@SPIE.org
URL: http://spie.org/x13196.xml

2011/7/11

1/28（金）～
1/30（日）

第 34 回日本眼科手術学会
総会

名古屋国際会議場
（名古屋市熱田区）

株式会社コングレ中部支社
TEL: 052-950-3369
FAX： 052-950-3370
E-mail: jsos35@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jsos35/

3/15（木）～
3/18（日）

2012 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

4/5（木）～
4/8（日）

第 116 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）


