
1.  緒 言

眼科臨床で使用されている視力表には，施設によっ

て，標準と準標準，字づまりと字ひとつ，“ランドル
ト環”，“かな”など様々な視標のものがあり，また輝
度や照度が統一されていない状況がある。これらの影
響により，施設間で視力値が異なることが問題となっ
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臨床視力表に関して，現状の把握と標準視力表となるべき視力検査表の提案を目標とし，その事前調査と
なる全国多施設アンケート調査を行った。本アンケート調査の回収率は 43.6％であった。視力・屈折値の誤
差要因や，統計的なバイアスが入る可能性が懸念される事項として，視力表の種類によって評価にばらつき
がある点，視力表の輝度・照度のメンテナンスが十分でない点，施設内・外ともに視力の測定法に若干のば
らつきがある点，が挙げられた。本検討により，視力表の現状と改善点が明らかになった。

 （視覚の科学　34: 42－53，2013）
キーワード：視力表，多施設研究，アンケート調査，視力，輝度

We conducted a multicenter questionnaire survey regarding clinical visual acuity charts, to grasp 
and analyze the current situation and consider proposing a new standard visual acuity chart.  The 
survey response rate was 43.6％.  The problems to be solved were variation of evaluation criteria and 
method by visual acuity chart type, lack of maintenance regarding visual acuity chart luminance and 
illuminance, discrepancies between examiners in visual acuity measurement, induced errors of visual 
acuity and subjective refraction, and statistical biases.  This study revealed the current problems and 
points of improvement regarding use of the clinical visual acuity chart. (Jpn J Vis Sci  34: 42-53, 2013)
Key Words : Visual acuity chart,  Multicenter survey,  Questionnaire survey,  Visual acuity,  Luminance
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ている。そこで標準視力表となるべき視力検査表の提
案を目標とし，その事前調査として，臨床で使用され
ている視力表と視力測定法の現状を把握するため，多
施設アンケート調査を行った。この多施設アンケート
調査の主な目的は以下の三つである。
　 1 ） 臨床で使用されている視力表の現状（視標の

種類，輝度・照度，検査距離など）について
調査する。

　 2 ） 視力・屈折値の誤差要因や統計的にバイアス
になり得る検査の方法論について調査する。

　 3 ） 視力表に対する臨床での改善点とニーズを調
査する。

また，2）に関して，施設内変動も調査する目的で，
アンケートは各施設に 2 部郵送した。

2.  方　　　法

1）調査対象者および調査対象施設
対象は，全国の視能訓練士とした。調査対象施設

は，社団法人日本視能訓練士協会のホームページに公
開されている会員勤務先である全国 1,904 施設に対
し，施設長宛てに，アンケートを郵送した。アンケー
トは，紙に印刷されたものを 2 部郵送し，各施設代
表者 2 名の視能訓練士に匿名での回答を依頼した。
2 ）調査項目
調査項目は，視力表の台数，機種，検査距離，視標

の種類，輝度・照度への配慮，視力検査中の並びの種
類（並列と単独視力表）の選択基準，視力をどこまで
計測するか（アンケート上は，最高視力と記載してい
るが，この視力で決定した屈折値が必ずしも最適な値
を示していない点にご注意いただきたい），閾値決定
基準，裸眼視力について，視力表の改善点とニーズに
ついて，であった。これらの設問は日本眼光学学会が
作成し，日本眼光学学会事務局が回収を行った。
3 ）調査期間
調査期間は，2011 年 7 月 4 日に発送し，2011 年 7

月 31 日を返送期限とする約 4 週間とした。
4 ）データの匿名化について
アンケートは匿名での回答とし，実施施設が明らか

にならない形で入力を行った。
5 ）集計および統計解析方法
集計において，基本的に小数点第 2 位を四捨五入

し，割合の合計が 100.0％になるよう調整した。複数
回答ある場合は，実数で集計した。

施設より 2 部回答のあったアンケート結果の処理

について，ランダムに選択された 1 名の回答者の回
答を集計し，項目のなかで 1 名のみの回答があった
ものに関しては，その回答を採用した。一部の項目

（アンケート用紙 Q 7～11）について，施設内の変動
を確認するために 2 名の回答者の回答が同じか否か
比率を算出した。

自由記述アンケートデータ分析においては，統計解
析 ソ フ ト IBM SPSS Text Analytics for Surveys Ver. 

4.0（IBM 社）を用いて，テキストマイニングを行っ
た。出現頻度ベースでカテゴリーを作成し，結果の表
示には，カテゴリー Web のサークルレイアウトを採
用した。

3.  結　　　果

1）回収率
発送した 1,904 施設のうち，返送のあった施設は

831 施設で，回収率は 43.6％であった。また，返信の
あった施設のうち，2 名の回答者から返信のあった施
設は 572 施設で 68.8％である。これは，全国に約 1
万名いる視能訓練士のうち，1,403 名の視能訓練士か
ら協力を得たことになる。
2 ）回答者に関する基本的事項

（1）勤務施設分布
回答者の勤務施設分布は，図 1 のとおりである。

（2）勤務している視能訓練士の人数分布
回答者が勤務している施設で働いている視能訓練士

の人数分布は，図 2 のとおりであり，1～3 名が多い
結果となった。
3 ）臨床で使用されている視力表の現状

（1）勤務施設で使用している視力表の台数
回答者が勤務施設で使用している視力表の台数は，

1～11 台以上とばらつきがあるが，2，3 台が多い結

図 1 回答者の勤務施設分布
 「現在，主に勤務している施設はどちらですか？」
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図 2  回答者が勤務している施設における視能訓練士の人
数分布

  「現在，主に勤務されている施設内に，視能訓練士は，
何名働いていますか？（非常勤を含んで構いません）」

果であった（図 3）。
（2）勤務施設で使用している視力表の機種と視標

の列数
本調査となる施設においては，同メーカーのマイ

ナーモデルチェンジや自作機器も含めると，約 100 種
類の視力表が使用されており，視標の列数は，5 列か
ら 1 列，視標の種類は，ランドルト環視標，ひらがな
視標，スネレン視標，と様々である。視力表のシェア
は，図 4-a に示したように，A 社（大半の機種の視標
は 5 列）が約 4 割であった。また，回答者が使用して
いる視力表の視標の列数は 5 列が最も多く，次いで 1
列であった（図 4-b）。この 1 列で視標を提示する視
力表の大半は，検査距離約 1 m（ただし，視標提示位
置は，光学的遠見となるよう設計されている）で検査
可能な省スペースタイプの視力表であった。
（3）勤務施設において最も高頻度で使用する視力

表の検査距離
回答者の大半が，5 m で検査を行っていることがわ

かった（図 5）。また，「その他」には，複数回答を含
み，検査距離可変式や自作機器などの回答があった。
（4）勤務施設においてルーチン検査で使用する視

力表の視標の種類
ランドルト環視標のみと，ランドルト環とひらがな

図 3 勤務施設で使用している視力表の台数
  「現在，主に勤務されている施設では，何台の視力検

査表がありますか？」

図 4 勤務施設で使用している視力表の機種と視標の列数
 「現在，主に勤務されている施設では，どのような視力表を用いていますか？（複数回答）」

ba

図 5  勤務施設において最も高頻度で使用する視力表の検
査距離

  「視力・屈折検査において検査距離はどの程度です
か？（最も高頻度なもの）」
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視標の混合が同程度であった（図 6）。また，「その
他」には，複数回答を含み，検査距離可変式や自作機
器などの回答があった。
4 ）�視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスにな
り得る検査の方法論について

（1）視力表における輝度あるいは照度への配慮
回答者の大半が，「ここ数年，計測していない」，

「一度も計測したことがない」であった（図 7-a）。ま
た，回答者 2 人における回答の一致性については，
約 1 割の回答が異なっていた（図 7-b）。
（2）視力検査中の並びの種類（並列と単独視力表）

の選択基準
3／4 の回答者が，患者に応じて並列視標か単独視

標かを使い分けており（図 8-a），その基準の大半は，
「年齢」，「認知能力」，「視野」，「視力」であった（図
8-c）。そのほかの回答としては，「視力の空き具合に
よる」，「疾患による」，「視標を覚えられてしまった場

合に行う」などがあった。
また，回答者 2 名の回答が同じか否かについて，

「並列視標か単独視標かを使い分けるか否か」は，多
く一致している（図 8-b）が，その基準には，ばらつ
きがある結果となった（図 8-d）。
（3）視力・屈折検査における最高視力の基準
視力表の限界である小数視力 2.0 まで計測する回答

者は 1 割未満であり，約半数の回答者が，小数視力
1.2 で止めているという結果であった（図 9-a）。

また，回答者 2 名の回答が同じか否かについては，
大半が一致していたが，約 2 割が異なるという結果
となった（図 9-b）。
（4）視力値の閾値決定の基準
約半数の回答者は，3／5 の基準で視力を決定して

おり，次いで 2／3 の基準が多い結果となった（図 10-

a）。
また，回答者 2 名の回答が同じか否かについては，

約 1／4 が「異なる」という結果であった（図 10-b）。
5 ）裸眼視力について
約 7 割の施設が，ルーチン検査において，裸眼視

力と矯正視力の両者を計測しており，残りの 3 割弱
は，矯正視力のみ計測しているという結果であった

（図 11-a）。そのほかの回答としては，「医師の指示や
患者によって変えている」，「初診と再診，手術前後や
眼鏡処方時などによって変えている」，ということが
挙げられた。

また，裸眼視力計測する際，「患者に必要性を説明
するか」という質問には，「患者に聞かれたときのみ
説明している」，が大半で，「説明しない」が約 3 割
であった（図 11-b）。

図 7 視力表における輝度あるいは照度への配慮
  「視力検査表の輝度あるいは照度についてどの程度配慮していますか？」 （a），この質問に対して，

回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b

図 6  勤務施設においてルーチン検査で使用する視力表の
視標の種類

  「現在，ルーチン検査で使用している視力表の視標の
種類は何ですか？（複数回答）」
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6 ）視力表に対する臨床でのニーズ
約 7 割の回答者が，現状の視力表に不足はないも

のの，残りの 3 割の回答者は，不足があるとの結果
であった（図 12）。なお，視力表に不足はないと回答
していても，理想的な視力表について，記述した回答
者も多くみられた。

自由記述においては，645 名から回答があり，テキ

ストマイニングを行った。結果の見方として，図のな
かの丸の大きさは，回答数の大きさを指し，線の太さ
は，共通性の強さを示している。また，代表的な記述
を表 1 および表 2 に記載した。

視力表の改善点について，ひらがな視標に不満が多
く，また視標の列数や配列の不満が多い結果となった

（図 13）。そのほか，具体的に自由記述を取りあげる

d

c

図 8 視力検査中の並びの種類（並列視力表と単独視力表）の選択基準
  「視力表の並びの種類（並列視力表か単独視力表か）を変えて視力を測りますか？」 （a），この質問に対して，回

答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）
  また「前設問で「1. 変える」とお答えの方にお聞きします。以下のうち，どの指標を基準に変えますか？（複

数回答）」 （c），この質問に対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （d）

b

a

図 9 視力・屈折検査における最高視力の基準
  「視力・屈折検査において最高視力値（小数視力）はどの程度まで計測していますか（最も高頻度

なもの） ？」 （a），この質問に対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b
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と，「ひらがな視標は，覚えられてしまい不要」，「小
数視力 0.1 未満も遠見で測れるとよい」「発光ダイ
オード（light-emitting diode 以下 LED）を用いた視
力表では，明るさや色味が従来のものと異なり，結果

がかなり違う印象がある」，との回答がみられた。
理想の視力表としては，ランドルト環視標で，視標

の配列や字ひとつ視標や字づまり視標が自由に変える
ことができるもの，また輝度・照度や，検査距離，高
さの調整が可能なものが挙げられた（図 14）。また，
自由記述には，「図 13 にある改善点を克服してくれ
る機器」や，「視標輝度調整が自動で行ってくれるも
の」，などが多く挙げられた。

4.  考　　　按

今回，臨床視力表に関して，現状の把握と標準視力
表となるべき視力検査表の提案を目標とし，全国多施
設アンケート調査を行った。
1 ）結果の要旨

（1）本アンケート調査の回収率は 43.6％であり，
比較的偏りの少ない様々な施設の視能訓練士から回答
があった。

図 12 臨床で使用している視力表の不足な点
  「現在，使用している視力表について何か不足の点

がありますか？」

図 11 裸眼視力について
  「現在，ルーチンで行われる視力検査において，裸眼視力と矯正視力の両者を検査していますか（最も高頻度な

もの）？」 （a），「前設問で 1 および 3 を選んだ方にお聞きします。患者に対し，裸眼視力を計測する必要性につ
いて説明していますか？」 （b）

a b

図 10 視力値の閾値決定の基準
  「視力・屈折検査において，視力値の閾値の決定はどのように行っていますか？」 （a），この質問に

対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b
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図 13  臨床で使用している視力表の改善点について，テキ
ストマイニング分析結果

  「前設問で「1. ある」とお答えの方にお聞きします。
視力表について，改善した方がいい点があれば，具
体的に教えて下さい。回答は，以下の枠の中にご記
入下さい。」

（2）多くの施設で，5 列の視力表を用いて，5 m で
検査を行っており，ランドルト環視標のみの視力台と
ランドルト環視標とひらがな視標の混合の視力台が
半々であった。

（3）視力表の照度や輝度は，ほとんど考慮されて
いない現状が明らかとなった。
（4）視力測定においては，大半の視能訓練士が，患

者の年齢や視力，視野，認知能力に応じて，各々の経
験に基づく判断で視力表の並び（並列視力表と単独視
力表）を臨機応変に変えていることがわかった。
（5）視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスに

なる懸念事項として，施設内・外で最高視力値をどこ
まで計測するか，視力の閾値決定の定義に，ばらつき
がみられたことが挙げられる。

図 14  臨床で使用したい理想的な視力表について，テキス
トマイニング分析結果

  「どのような視力表があると理想的とお考えです
か？回答は，以下の枠の中にご記入下さい。」

表 1  「視力表について，改善した方がいい点があれば，具
体的に教えて下さい。」について，回答の代表例

 明らかな誤字脱字は，修正してある。

視標に関するもの
　●  5 列中 2 列がひらがな視標なのですべてランドルト環視標

であれば検査が正確にできると思う
　● ランドルト環の切れ目が斜めの方向もあり患者が答えにくい
　●視標が覚えられてしまう（とくに 0.1 など）
　● 対数視力表に 0.7 がなかったため，運転免許の視力チェッ

ク時には少々不便

明るさに関するもの
　● 輝度が正しく測れているかわからないので，ゴールドマン

視野計のように簡単に輝度を測定できる装置がついていれ
ばよいと思う

　● 視力表の背景の色や明るさは機器の種類が違えど，ある程
度の統一が必要なのではないかと感じている

　● 個々の視力表により内部電球（LED と電球）の種類が異な
り，白色の色味に差がある

　● 背面輝度が暗い。そのためか別の視力表より視力が出にく
い感じがする

そのほか
　● リモコンが反応しないことがある。現在使用している視力

表は，すべてリモコン式で視力表全体に電気がつかない。
視野が狭くてどこに光がついているかわからない患者や認
知能力が低い患者には，直接視標を指して使用したいがそ
れができず不便を感じることがある

LED：light-emitting diode

表 2  「どのような視力表があると理想的とお考えです
か？」について，回答の代表例

 明らかな誤字脱字は，修正してある。

● ランドルト環の方向をボタン一つで変えられ毎回違う方向に
並んでいるような視力表があればよいと思う

●  logMAR 視力表で全国統一できれば一番よいのではないかと
思う。研究や比較する際もわかりやすいと思う

● 知的障害などがあっても測定できるような工夫があるとよい
と思う（アンパンマンキャラクターが視標になっていたりす
るとよい）

● 輝度計が内蔵されているもの
● 輝度，照度，色合いなどが統一されれば大分違うと思う。視

標としては使い慣れたランドルト環を主に，補助的にひらが
なが欲しい。メガネを処方するとき，経過するときなど，視
力を測る場面によって視力の測定方法は変わってくるので，
施設間での視力値の違いを少なくするということであれば，

「標準視力測定法」のような誰でも同じように測る方法も同
時に必要になってくると思う

● 遠見立体視付き視力表や深視力付き視力表があるとよい
● リモコンがどこにおいても反応するとよい
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（6）裸眼視力計測の必要性について十分な説明は
なされていないが，忙しい外来のなかでも多くの施設
がルーチン検査において，裸眼と矯正視力の両者を計
測していることがわかった。今後，裸眼視力計測の意
義についての議論も必要と思われた。
（7）現状の視力表に約 7 割の方が不足はないと回

答している。改善点としては，ひらがな視標や視標の
列数，配列の不満が多くみられた。
（8）理想的な視力表としては，ランドルト環視標

で，視標の配列や字ひとつや字づまり視力の切り替え
が自由にでき，輝度・照度，検査距離，高さの調整が
可能なものが挙げられた。
2 ）今回得られた結果より考えられる懸念事項と
　　今後の課題
本研究で得られたアンケート結果より，視力に影響

を与える可能性が懸念される点は，（1）視力表の種類
によって評価にばらつきがある点，（2）視力表の輝
度・照度がメンテナンスされていない点，（3）施設
内・外ともに視力の測定法に若干のばらつきがある点
である。

まず，結果と問題点について考察する前に，視力表
の標準規格について簡単にまとめたい。視力表の標準
化に関しては，過去に多くの議論があり，日本眼科医
会，国際標準化機構（International Organization for 

Standardization 以下  ISO）や日本工業規格（Japanese 

Industrial Standards 以下 JIS）により規格化され，取
り組まれてきた1−3）。1909 年に国際眼科学会，1981
年に ISO でランドルト環視標が標準視標に決められ
ている1）。文部省科学研究費総合研究視力研究班（以
下 視力研究班）により，標準視力表のランドルト環
の寸法精度は±3％以内，コントラスト下限 90％と基
準，2009 年の ISO では，小数視力 2.0 は寸法精度±
10％以内，それ以外は±5％以内，が提案されてい
る1 ,  3）。また，視力表の照度に関しては，1939 年に日
本眼科医会が 200 lx，視力研究班が 500±125 rlx 

（rlx＝反射率×lx），2009 年に ISO は 80～320 cd/m2，
2002 年 JIS （1994 年の ISO 8596 を基に作成） が推奨
輝度 200 （80～320）cd/m2 と提案している1−3）。照明
の色味を示す色温度は，2009 年 ISO および 2002 年
JIS によれば白色光源で 2,500～7,000 K と記載され
ている2 ,  3）。室内照度に関しては，視力研究班が 50 

lx 以上で視標輝度を上回らない照度，日本眼科医会
が視力表の照度基準の 1／10 以上の明るさが望まし
い，と報告1）している。検査距離（定義は，入射瞳

から視標までの距離）に関しては，ISO では最短で
4 m とされ，JIS では標準視力表と準標準視力表は，
最短が 4 m で，5 m が推奨されている2 ,  3）。

これらを確認すると，大筋は標準化されているとい
う印象ではあるが，視標の輝度・照度と色温度の規
格，視力表の検証法については，かなりの幅があるよ
うに思われる。実際，社内規格も各社に差がある（表
3）。また，視力表には，標準と準標準視力表，特殊
視力検査装置（標準あるいは準標準に含まれない機器
で光学式視力検査装置や字ひとつ視力表など）があ
り，各々求められる視標の精度や視標相互の間隔，使
用する視標，などに若干の差がある。しかし，臨床の
現場では，これらの視力表が混合で使用され，視力と
しては区別されずに評価される場合がある。更に，既
存の視力表は，大多数の企業が ISO や JIS の規格内
で製品化し，既存機種との相関試験を行っているもの
と思われるが，そもそもこの規格内で作成された視力
表が多施設間で比較した際，どの程度視力や屈折値に
差が生じるか明らかではない。また，本アンケートに
みられたように，視標の明るさが考慮されていないた
めに，古く，暗くなった電球で測った視力と最新の白
色 LED が搭載された視力表を用いた視力にどの程度
差が生じるのか，あるいは同じ LED 照明を使用して
いる視力表であっても色温度が異なる場合（白色と電
球に近い色），どの程度影響が出るのか調査が必要と
思われ，結果次第では，現状よりも厳密な基準が必要
と思われる。

次の問題点は，視力の測定法についてである。最近
では，視覚の質を高める矯正法が多く登場している。
これらは，安全係数（術後矯正視力／術前矯正視力）
や有効係数（術後裸眼視力／術前矯正視力），矯正精
度（±0.5 D や±1.0 D 以内に入る症例の割合）など
視力や自覚屈折値が正確に計測されていることが前提
で，詳細に視機能を評価する必要性が高くなってい
る。更にロービジョン患者の身体障害者手帳認定基準
や交通事故後の自賠責保険後遺障害等級認定，臨床研
究における治療効果判定など，小数視力 0.01 の差が
大きな意味をもつケースも存在する。したがって，細
かい検査手技による視力の変動因子は軽視できない問
題と思われる。

ISO や JIS の遠距離視力検査方法の附属書（規定
ではない）においては，提示の好ましい個数は，5 個
以上（8，10 個なども記載されており，4 個以下の記
載はない）で，最低正答個数は，提示個数の約 60％
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と記載されており，つまり 3／5（あるいは 5／8，6／
10）以上が推奨されている2 ,  3）。また，視力の配列に
ついては，ISO と JIS において，対数表示で等差級数
的配列，視角で等比級数的配列（ある視標の視角を次
に小さい視標の視角で除した商は，ISO による基本数
列の標準数 R10 とする。10 √―

10＝1.2589） となってい
る2 ,  3）。視力値の段階は，0.05，0.06，0.08，2.0 は必
要に応じて省略してもよいと記載されている2 ,  3）。視
能訓練士は，国家資格であるために，ある程度検査法
は同意が得られているが，最高視力や閾値の決定基準
など，細かいところで完全に統一されていない。背景
としては，学術的な問題だけでなく，現場の忙しさか
ら小数視力を 2.0 まで測る必要性が低い，あるいはラ
ンドルト環視標（3 列）とひらがな視標（2 列）の混
合の視力表の場合，患者にランドルト環の切れ目の方
向が覚えられてしまいやすく，5 個中 3 個の正答数で
閾値決定することが必ずしもベストではないなど，現
場の考え方もある。

また，図 8 でみられるように検査時間の短縮や検
査精度の向上を目的とし，視能訓練士が並列視力表と
単独視力表を臨機応変に使い分けている。両者は，厳
密には眼入射光量や読み分け困難などの知覚が異なる
ことから，施設間や視能訓練士内での視力の違いに影

響している可能性がある。更に，図 11 よりルーチン
で行われる視力検査において，裸眼視力を計測する必
要性の説明は割愛される傾向があるものの，約 7 割
の施設で裸眼視力も測定している結果となった。施設
によっては，時間短縮のため裸眼視力を計測しない，
あるいは疾患の診断，進行・緩解の目安には矯正視力
のみで十分であるとの意見もある。裸眼視力の計測意
義は，日常における裸眼の見え方の確認や，屈折矯正
を勧めるか否か判断材料としての使用が主と思われる
が，それ以外にも矯正視力の低下や屈折度数の変化が
起こったときに，その結果が妥当か否かの確認に使用
することができ，施設間の視力のばらつきを抑える上
で不要とは言い切れない。今後，裸眼視力計測の意義
についての議論も必要と思われた。

以上，これら視力の測定法の問題については，施設
や視能訓練士の検査手技を完全に統一することを目指
すというよりは，どの程度，結果に影響を与え得るの
か検証しておき，情報を共有することが現実的な対応
策と思われる。

今回実施された臨床視力表に関する多施設アンケー
ト調査により，臨床で使用されている視力表の現状と
ニーズが明らかとなった。今後，本調査で懸念された
視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスになり得る

表 3  図 4-a における視力表シェア上位 5 社における視力表の輝度と色温度の規格（メーカーの回答）。厳密には，
機種や販売時期などによって異なるので参考値（過去の JIS 規格を用いて製造された視力表に関する回答も
含まれる）。メーカー名と型番は，匿名化している。

メーカー 型番 輝度（cd/m2） 色温度（K） コントラスト（％） 光　源

JIS 規格 −
80～320

（推奨輝度は 200）
2,500～7,000 74 以上 −

A 社
A

B

80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定
80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定

2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定
2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定

74 以上

74 以上

LED

液晶冷陰極管

B 社
A
B

150～250
150～190

6,500～7,000
6,500～7,000

90 以上
90 以上

液晶冷陰極管
LED

C 社
A

B

80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定
80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定

2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定
2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定

74 以上

74 以上

LED

液晶冷陰極管

D 社 A JIS 規格内で設定 約 3,000 90 以上 ハロゲン電球

E 社
A
B

230～270
190～320

なし
なし

85 以上
なし

LED
白熱電球

JIS：日本工業規格
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か否かの実際について，多施設研究を実施する予定で
ある。将来的には，視力表の標準化や理想的な視力表
の具体的提案が必要と思われる。
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