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巻　頭　言

第 48 回日本眼光学学会総会を終えて
村上　晶

（順天堂大学大学院医学研究科眼科）

2012 年 9 月 1 日 （土）・2 日 （日）に秋葉原コンベンションホールにて，第 48 回日本眼光学学会総会を主催させて

いただきました。プログラムは梶田雅義先生による特別講演，一般講演 31 題と四つのシンポジウムで行われました。

530 名という多数の方々にご参加をいただき，無事に会を終了することができました。これもひとえに学会員の方々

のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

本学会は実に幅広い分野に及んでいて，今回の総会会長の指名をいただいた時点でどのように企画していいか大変

な不安がありました。プログラムを構成するにあたり，不二門　尚理事長，大沼一彦副理事長にご助言をいただき，

吉田晃敏先生に「画像診断」，長谷部　聡先生に「近視」，仲泊　聡先生に「ロービジョン」に関するシンポジウムの

企画をお願いし，大変すばらしいシンポジウムが行われました。

また，私自身でも「国際保健」と「眼光学」の接点となる企画を考えてアジアにおける屈折異常のサービスについ

てとりあげました。台湾，韓国，タイ，モンゴル，ミャンマーから屈折異常の対策に取り組んでいる若手の医師を招

待することができ，この機会に色々なことを議論することができました。小さな企画でしたが，プログラムをご覧に

なって久しぶりに総会に参加したとおしゃってくださった大先輩の先生もいらして大変嬉しく思いました。

本学会は，常に眼科学・眼科医療を大きく変革させる技術の「種」を見つけ，育ててきた学会のように思います。

多彩で多様な分野が含まれていますが，眼の研究者が一同に集まり夢を語り，それを実現するための議論ができる素

晴らしい会として発展していけるように，これからも微力ながらお手伝いしたいと思います。
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1.  は じ め に

今回は，近年眼内レンズ（以下  IOL）として盛ん
に用いられるようになってきた回折レンズについて概
説したい。一般に通常の屈折レンズに入射した光線は
屈折を受けて進行方向を変えるだけだが，回折レンズ
を用いると 1 本の入射光線を射出方向の異なる複数
の光線に分けることができる。回折型 IOL では通常，
1 本の入射光線が 2 本の射出光線に分かれ，数 D 程
度異なる二つの焦点をもつ二重焦点レンズとなってい

ると考えてよい。図 1 は回折型 IOL の概念図で，通
常の両凸レンズの前面に断面が薄い微小プリズムの連

別刷請求先：191⊖8511　日野市さくら町 1　コニカミノルタテクノロジーセンター㈱　宮前　博
（2012 年 10 月 22 日受理）
Reprint requests to: Hiroshi Miyamae　Konica Minolta Technology Center, INC.
1 Sakura-machi, Hino 191⊖8511, Japan
(Received and accepted October 22, 2012)

総　　説

眼科のための光学入門（4）
回折レンズの原理
宮 前 　 博

コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

Introduction to Optics for Ophthalmology (4)
Principles of Diffractive Lens
Hiroshi Miyamae

Konica Minolta Technology Center, INC.

眼内レンズ（IOL）への応用が近年著しい回折レンズの原理について解説する。回折型の IOL は，通常の
屈折レンズの片面に多数の同心円状の薄い微小プリズムからなる回折面を張り付けたものである。回折面に入
射した光線は，射出するときには入射光線と同じ方向に進む光線とほんのわずかに屈折する光線に分かれる。
そのため回折レンズ全体は二つの焦点位置が近い二焦点レンズとなる。このとき，隣り合う微小プリズムを射
出する光の位相差を制御する必要がある。また，波長によって 2 本の射出光線へのエネルギーの分配が変わる
が，これは微小プリズム材の屈折率の分散と回折現象そのものの分散が異なることによる。

 （視覚の科学　33: 133−137，2012）
キーワード：回折レンズ，眼内レンズ，回折面，二焦点レンズ，分散

The principle of diffractive lenses, recently often applied to intraocular lenses（IOLs）, is described.  
A diffractive IOL is constructed using a normal reflective lens, upon which is pasted a diffractive surface 
with many concentric thin microprisms.  A light ray that enters the diffractive surface splits into two 
rays; the lens then becomes bifocal, with the focal points close to each other and the phase differences 
of the exit rays well controlled.  The energy distribution of the exit rays varies with the wavelength, 
since the dispersion of the prism material is not equivalent to the dispersion of the diffractive 
phenomenon itself. (Jpn J Vis Sci  33: 133-137, 2012)
Key Words :  Diffractive lens,  Intraocular lens,  Diffractive surface,  Bifocal lens,  Dispersion

図 1　回折型眼内レンズの概念図
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なりからなるような同心円状の回折面が張り付けられ
ている。レンズの屈折力（パワー）のほとんどすべて
がベースとなる凸レンズがもっていて，前面に張り付
けられた回折面は，入射光線をそれと同じ方向の光線

（0 次光）と，ほんの少しだけ方向の異なる光線（一
次光）に分ける働きをしている。通常，0 次光は遠方
視に対応し，一次光が近方視に対応している。以下，
この回折面がどのような構造をもっているのか，また
上記のような機能がどのように発現されるのかをみて
いこう。

2.  薄いプリズムと回折レンズ

図 2（a）は薄い（微小）プリズムに垂直に入射する
光線が屈折される様子を示している。プリズムの屈折
率を とすると，プリズムの頂角 とプリズ
ムのフレ角 の間には

 ………………………………………（1）

という簡単な関係があることが知られている。図 2
（b）のように，プリズムの前後で光線に垂直な微小
波面を考えると，射出波面の傾きが入射波面に比べて

だけ傾くので，プリズムの上下端で波面の位置
（山または谷の位置）が

 ………………………………（2）

だけずれていることがわかる。
次に同じプリズムを二つ上下につなげた場合を考え

よう。図 3 に示すように上下のプリズムから射出す
る微小波面の山谷（位相）は一般的には一致せず，ず
れた状態になるが，もし（2）式が，設計基準とする光
の波長 の整数倍に一致するように，すなわち

（ は整数） …………………（3）

となるように と が選ばれたとすれば，上下の微
小波面がずれなく一つのそろった波面になることは，
図から明らかであろう（図 4 は 1 の場合を示す）。
この場合光線のフレ角 は （1）式と （3）式から

 ……………………………（4）

となる。
複数の同じプリズムをつなげて，そのそれぞれが上

記の条件を満たす場合，図 4（a）に示すように一つの
大きなプリズムと同じ機能をもつことになる。プリズ
ムの厚み が等しく，幅 が次第に変化するような
プリズムを連ねることによって図 4（b）のように，一
つの凸レンズの機能をもたせることもできる。
（3）式の関係が満たされず図 3 のように隣り合うプ

図 3　二つのプリズムによる波面の位相の違い

図 2　薄いプリズムの働き

(a) (b)
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リズムから射出する波面の位相がずれた場合，どのよ
うなことが起こるであろうか。応用上も重要で典型的
な例として，図 5（a）のように隣り合う射出波面の位
相差が半波長（（3）式で ）で，山と谷が交互
に並んでいる場合を考えてみる。マクロに考えるとミ
クロなすべての射出波面に垂直な方向（図 5 の点線
の方向）の波は互いに打ち消し合ってしまうことが想
定される。また，最も近い山と山，谷と谷を，隣り同
士の位相差が± となるように繋げると，射出波
面は二つの大きな平面となり，それらに垂直な光線は
それぞれ入射光線に平行な光線と，それとは少し角度
の異なる 2 本の光線となることが理解される。

プリズムの幅 が徐々に変化するように並べた場
合，図 5（b）のように，2 本目の光線に対応する波面
を平面波でなく，球面波にすることもできる。この場
合にも 1 本目の光線の方向は，入射光線の方向に一
致する。

上記では山と山，谷と谷を，隣り同士の位相差が
± となるように繋げたが，もちろん± や
± で繋がるような波も存在する。ただし，そう
した組み合わせは± の場合よりもいかにも起き
にくそうである。

以上は直感的で定性的な説明にすぎないが，フーリ
エ級数を用いた詳細な数学的解析でも結論は同等で

図 4　屈折面の機能をもったプリズムの連なり

(a) (b)

図 5　隣り合うプリズムの射出波面の位相差が半波長の場合

(a) (b)
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あって，複数出てくる射出光線のうち上記 2 本の光線
の強度は等しく，それぞれ全体の 4 割で最も強い。そ
してそれ以外のすべての射出光線の強度は全体の 2 割
程度であることが示される（補足欄を参照のこと）。

の値が 0.0～1.0 まで変化したときの各回折成分
の効率配分をグラフにしたものが図 6 である。 0
のときには当然のことながら，0 次光（上記の 1 本目
の光線に対応）が 100％となる。 の値が増加するに
したがって一次光（2 本目の光線に対応）の成分が増
加し， 0.5 で二つの成分が等しくなり，それ以外
の光（グレア成分）が 20％程度まで増加することが
わかる。 0.5 以上の場合は 0 次光と一次光の配分
が逆転し， 1 になると図 4 に示すように一次光が
100％となる。

さて，図 5 に戻って 2 本目の光線のフレ角 は，
点線で示した角度の 2 倍となるから，（1）式と （3）式
から とおいて

 ……………………（5）

となる。これを 1 の場合の （4）式と比較してみる
と面白い。 の場合の 2 本の射出光線のうち，
屈折された方の光線は，頂角が 2 倍のプリズム連か
ら射出する光線の方向と一致している。

図 7 のように 2 本目の光線が集光したとしよう。
プリズムの高さ方向の座標を ，プリズムの集光位置

（焦点距離）を とすると の関係があるから，

 ……………………………………（6）

の関係が成り立つことがわかる。
結局，図 5（b）のようにプリズムを並べたシート

（ブレーズ型の回折面という）を通常の屈折凸レンズの
上に張り付けると，図 1 のような二重焦点機能をもっ
た回折レンズが構成されることは明らかであろう。

3.  回折面の波長特性

図 4（a）の説明で，回折レンズがあたかも大きなプ
リズムの機能を示すことを述べた。しかし波長の変化
に対してはその挙動は大きく異なる。一般に光学ガラ
スやプラスチックなどの硝材の屈折率は波長に依存
し，通常波長が短いほど屈折率が大きい。プリズムの
場合フレ角は （1）式であらわされるから，図 8（a） の
ように波長が短いほどフレ角は大きくなる。ところが
回折面ではフレ角の波長依存性はむしろ （4） または 

（5） 式のように決まり，図 8（b） に示すように波長が
長いほどフレ角は大きくなる。

図 9 は典型的なプラスチックからなるプリズムと，
上記のような回折面について，横軸に波長をとり縦軸
に基準波長での値に対する相対フレ角をとったグラフ
である。回折面の場合，フレ角の符号が逆になるだけ 

でなくその絶対値がプリズムの場合に比べて圧倒的に
大きいことがわかる。また，0 次以外の次数の回折光
でこの傾きは一定である。

実は，図 8（b） の場合でも，個々の微小プリズムの
波長特性は （3）式でなく，屈折率の波長依存性を通し

図 7　回折面を構成するプリズムのピッチ変化

図 6　 の値と各回折光への効率配分の関係

図 8　プリズムと回折面の波長特性

(b)(a)
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て （1）式で決まる。設計基準波長（550nm）以外でも 

（4）式が成り立つためには

 ……………………（7）

が全波長域で成り立つことが必要となる。普通の光学
ガラスやプラスチックではこのような条件を満たすこ
とができず，設計基準波長以外では特有の不要光（グ
レア）成分が出てくる。

図 10 は 0.5（図 5）の場合の各回折光のエネル
ギー配分が，波長によってどのように変動するかを計
算したものである。設計基準波長（550nm）では 0
次光と一次光のエネルギーは等分されるが，波長が短
いほど一次光成分が，波長が長いほど 0 次光成分が
多くなり，図 1 のような回折型 IOL に応用した場合，
遠方視では長波長成分が，近方視では短波長成分が優
勢になる。

この場合もし （7）式が成り立てば，設計基準波長
（550nm）での三つの成分分配は波長によって変わら
ず，図 10 のグラフは波長軸に平行になる。

4.  お わ り に

近年，デジタル一眼レフカメラの分野でも望遠ズー
ムレンズに回折レンズが応用され，これまでにない小
型軽量化が実現した。この場合には各微小プリズムを
材料の異なる複数のプリズムに置き換え，波長変動に
伴う回折効率の低下を補償する技術が開発された。同
様の方法が IOL にも適用されていくかどうか，ニー
ズ，技術の両面から今後の動向が注目される。

本稿では，回折レンズの原理的な側面について解説
した。更に詳しくは文献1） を，実使用されている回
折型 IOL レンズの特徴や評価，臨床面での留意事項
などについては，根岸一乃：眼内レンズの光学と臨
床，眼光学チュートリアルセミナーテキスト　2012
を参考にされたい。

（補足）
微小プリズムを用いた回折面の 次の回折効率は，

（3）式で決めた設計基準波長 以外の任意の波長
と実数 の値に対して，

 ……………（8）

ただし，

 ……………（9）

とあらわされる。図 6，図 10 はこの式を用いてそれ
ぞれ 550（nm）， 0.5 とした場合を描いたもの
である。（7）式に対応する式

 ………………………………… （10）

が常に成り立てば となり， （8）式は に依
存しない（文献1） を参照のこと）。

文　　　献

  日本光学会　光設計研究グループ　監修：回折光学素1 ）
子入門　増補改訂版，オプトロニクス社，東京，2006.

図 9　 通常のプリズムと回折面によるフレ角の波長依存性
の比較 図 10　波長変化による各回折光の効率配分
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総　　説

屈折矯正における調節機能の役割
−臨床から学んだ眼精疲労の正体−
梶 田 雅 義
梶田眼科

The Role of Accommodative Function in Refractive Correction
−Aspects of Asthenopia That Could Be Understood through 
Medical Treatment−
Masayoshi Kajita
Kajita Eye Clinic

私達が一定の距離にある物体を注視しているときの屈折値はリズミカルに揺れ動いている。これを調節微
動という。調節微動は 0.6Hz 未満のゆっくりとした低周波数成分と，1.0～2.3Hz の比較的速い高周波数成
分（HFC）に分けられる。HFC は毛様体筋の震えによって生じ，毛様体筋に過剰な負荷がかかると増加す
る。HFC は健常な毛様体筋ではある程度までの調節負荷を加えても上昇しないが，疲労した毛様体筋では
わずかな負荷でも上昇する。HFC 値はビデオゲームを行った後には上昇し，休息によって低下する。HFC
値が上昇していた眼では，累進屈折力レンズ眼鏡や遠近両用コンタクトレンズの装用によって有意に低下す
る。眼精疲労に有効といわれている健康食品（アスタキサンチン）の摂取によっても HFC 値は低下する。
近視の進行について多くの報告がなされており，一見矛盾するような結果が混在する。しかし調節微動に着
目すれば，すべての報告に共通の関連性を見い出すことができる。近視の進行に調節微動が関与する仮説

（mechanical stress hypothesis）を提案したい。眼精疲労の診断治療には調節微動の観察が有用である。
生涯にわたって快適な矯正を提供するためには，これからの眼科学では屈折矯正を学ぶ前に調節機能を学習
することが必須である。 （視覚の科学　33: 138−146，2012）

キーワード：眼精疲労，調節微動，近視進行，調節機能，バレ ･ リュー症候群

When we observe an object at a constant distance, refraction closely swings rhythmically.  This 
is called accommodative microfluctuation.  Accommodatifve microfluctuation is divided into a low 
frequency component of less than 0.6Hz and a high frequency component (HFC) of 1.0-2.3Hz.  HFC 
occurs because of quiver of the ciliary muscle, and increases when excessive load is imposed on the 
ciliary muscle.  In normal ciliary muscle, even if accommodative load is increased slightly, HFC does 
not rise.  However in tired ciliary muscle, HFC rises with slight accommodative load.  HFC level rises 
after having performed video game and falls at rest.  In the eye whose HFC is rising to a high level, 
HFC falls significantly with the wearing of progressive addition lens glasses and multifocal contact 
lenses.  HFC decreases with intake of the health supplement (astaxanthine), which is thought to be 
effective for asthenopia.  There are many reports on myopic progression.  And there are reports that 
the content of those studies is mutually contradictory.  However, I can find relevance common to all 
reports if I focus on accommodative microfluctuation.  I suggest the hypothesis (mechanical stress 
hypothesis) that accommodative microfluctuation plays a role in myopic progression.  Observation 
of the accommodative microfluctuation is useful for diagnosis and treatment of asthenopia.  To offer 
comfortable correction, it is necessary to study accommodative function before studying refraction.

 (Jpn J Vis Sci  33: 138-146, 2012)
Key Words :  Asthenopia, Accommodative microfluctuation, Myopic progression, Accommodative function,  

Barré-Liéou Syndrome
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図 1  屈折と調節の名称
  完全な調節麻痺下での屈折値は遠点である。調節が

自由に行える状態でピントが合う最も遠い距離が自
覚遠点であり，最も近い距離が自覚近点である。赤
外線オプトメータなどで，他覚的に検出できる最も
低い屈折値は他覚遠点屈折値であり，提示視標を近
接させて検出できる最も高い屈折値は他覚近点屈折
値である。暗黒視野では調節安静位にある。他覚屈
折値と自覚屈折値の遠方へのずれは調節リード（調
節の進み），近方へのずれは調節ラグ（調節の遅れ）
と呼ばれる。自覚遠点と自覚近点の間はピントを合
わせて見ることができる自覚的な調節域である。

図 2  調節微動
  静止した視標を注視しているときに他覚的に記録し

た屈折値を示す。下段は 1m，中段は 33cm，上段は
20cm の距離に提示された視標を見ているときの調節
微動であるが，調節の負荷に伴い，揺れは大きくなっ
ている。

1.  は じ め に

これまで多くの眼精疲労患者の治療に携わってきて
いるが，たいていは眼鏡やコンタクトレンズ（以下 

CL）を調整するだけで症状は消退している。眼精疲
労患者は眼鏡をいくつも作製して所持しているが，そ
れらの眼鏡はこれまでの眼科学の教科書どおりに処方
されたものであり，間違って処方されたものではな
い。従来の眼科学における眼鏡処方の目的は“視力補
正”である。眼屈折を学習し，屈折異常を学び，そし
て屈折矯正を行う。そこには調節は全く考慮されてい
ない。視力補正のためにはよく見えるように眼鏡が処
方される。

生体である眼の屈折は固まったものではなく，常に
揺れ動いている。すなわち，屈折は揺れ動いている調
節の一断面を便宜的に取り出した値である。これから
の眼科学では屈折と調節を同時に学習し，屈折異常と
調節異常を学び，そして屈折矯正を行う。すなわち，
眼鏡処方の目的は“調節補助”でなければならない。

2.  屈折と調節（図 1）

眼の屈折状態は角膜屈折力，水晶体屈折力，および
眼軸長で決定される。これらは眼屈折の三要素と呼ば
れている。調節休止状態で，平行光束が眼球に入った

ときに，網膜面で収束する眼は正視，網膜面よりも前
で収束する眼は近視，網膜面よりも後ろで収束する眼
は遠視と定義されている。経線方向によって収束位置
が異なる眼は乱視である1）。

調節が休止状態にあるときにピントが合っている位
置は遠点と呼ばれる。生体である眼は生理的な緊張が
加わるため，遠点屈折値にはならない。他覚的にピン
ト合わせが可能な最も遠い距離は他覚遠点，自覚的に
ピントが合う最も遠い距離は自覚遠点である。オプト
メータなどでピントを合わせることが可能な最も近い
距離は他覚近点で，自覚的にピントが合う最も近い距
離は自覚近点である。

どこを見るともなくぼーっと見ているときや注視目
標が得られない暗黒視野のなかでは，屈折状態は遠点
屈折値よりも 1D 程度近視寄りの値を呈している。こ
の屈折状態は調節安静位と呼ばれている。

調節は自律神経によって支配されており，調節安静
位よりも遠方に向かう調節は「負の調節」と呼ばれ，
交感神経に支配されており，調節安静位よりも近方に
向かう調節は「正の調節」と呼ばれ，副交感神経に支
配されている。

3.  調 節 微 動

他覚的な屈折値を経時的に記録すると，屈折値は静
止しておらず，正弦波様の動揺を認める（図 2）。こ
の揺れは調節動揺あるいは調節微動と呼ばれ2−12），そ
の周波数から低周波数成分と高周波数成分に分類され
ている。低周波数成分は 0.6Hz 以下のゆっくりとし
た動揺で，ピント位置を調整する本来の調節運動に
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よって生じ，高周波数成分は 1.0～2.3Hz の比較的早
い微動で，毛様体筋の震えによって生じると考えられ
ている。高周波数成分の出現頻度（High Frequency 

Component 以下 HFC 値（図 3））は毛様体筋に負担
がないときには低い値で，毛様体筋に負担が大きくな
ると高い値になる13−17）。HFC 値は調節微動を高速
フーリエ変換して得られた周波数スペクトル ［dB］ を
常用対数に変換し，高周波数成分帯 ［Hz］ で積分した
値である。単位はもたせないで，相対値として扱う。

4.  調節機能解析装置

これまでの調節検査は近方視力値がどれだけあるか
を，そして負荷調節検査ではどれだけの調節を発揮で
きるかを測定していた。そして，近方視力と調節力が
同世代の平均的な値よりも大きければ調節機能は正常
であり，それよりも小さい場合には調節衰弱と診断さ
れていた。したがって，調節力が発揮できない老視眼
では調節検査の必要はなく，無意味な検査とされてい
た。また，調節緊張症や調節けいれんの診断名はあっ
たが，その診断基準や根拠は明らかにされていなかっ
た。

HFC 値を容易に測定できるように製作された装置
が調節機能解析装置である（図 4）。調節を発揮した
ときに毛様体筋にどの程度の負担がかかっているかを
容易に判断できる装置である。

1 ）Fluctuation of kinetic refraction-map          
（以下 Fk-map）

調節機能検査装置で得られるグラフを Fk-map と呼
ぶ。このグラフの横軸は視標位置であり，視標位置の
基準は測定準備段階で測定した被験眼の他覚的屈折値
を基準にして，縦軸の左は＋0.50D の雲霧状態，縦軸
のすぐ右は無限位置，その右は−0.50D ずつ近接する
計 8 個の視標位置からなる。縦軸は屈折値で，色の
付いたカラムの上端は提示視標を見ている被検眼の屈
折値を示す。一つの視標に対する 11 本のカラムは 8
秒間の時間推移を示す。カラムの色は HFC 値を示
し，筆者の経験値から極度に高い値を赤色で，極度に
低い値を緑色で，その間を直線的にグラデーション色
にして示す（図 5）。

2 ）正常眼の調節
調節力が十分にある正常眼では視標位置が近づくと

それに応じて調節が起こるが，HFC 値は高くはなら
ず，すべてのカラムは緑色を呈する。視標位置と色カ
ラム上端とのずれは調節ラグである（図 6）。

3 ）調節緊張症
調節緊張症の診断基準は明らかにされていないが，

Fk-map のパターンから図 7 のような調節状態が推測
される。すなわち，視標の近接に伴い調節反応量は正
常であるが，どの距離の視標に対しても HFC 値が高
い。眼の疲労の訴えと，一過性の近視の増加を認め
る。

図 3  調節微動の高周波数成分（HFC）
  図 2 に示した調節微動を高速フーリエ変換した周波

数スペクトルを対数値に変換して示したグラフであ
る。周波数1.0～2.3の区間で積分してHFC値とした。
HFC 値は単位をもたせていない。周波数スペクトル
の単位はデシベルであり，対数に変換して，周波数
区間で積分した値なので，㏈ ･Hz となるのかもしれ
ないが，単位のない相対値として扱う。

図 4 調節機能解析装置
  ライト製作所からは 1 号機として Speedy-K Ver. 

MF1 が，現在は単体で機能する Speedy-“ i”アコモ
レフが提供されている。NIDEK 社からは 1 号機とし
て AA-1 が，現在では乱視が内部視標側で矯正でき，
乱視眼でも安定した調節応答が得られる AA-2 が提
供されている。
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4 ）調節けいれん
調節けいれんも診断基準は明らかではないが，Fk-

map のパターンから図 8 のような状態と推測される。
すなわち，調節は提示視標位置に対して正しく応答で
きず，HFC 値はすべての視標に対して高い値を示す。
屈折値は急激に強く近視側にシフトして，激しい眼精
疲労の訴えを伴う。

5 ）テクノストレス眼症（以下 IT 眼症）
パーソナルコンピュータ（以下 PC）の普及によっ

て疲労を訴える作業者が多くなり，visual display 

terminal（以下 VDT）症候群として注目されるよう
になった。そのうち，症状が眼に限局するものはテク
ノストレス眼症，あるいは最近では IT 眼症と呼ばれ
ている。症状名が先行して，その診断基準は明らかに
されていないが，Fk-map のパターンから図 9 のよう

図 7 調節緊張症の Fk-map
 27 歳の女性。眼の疲れを訴えて来院した。

図 8 調節けいれんの Fk-map
  22 歳の女性。激しい眼精疲労症状を訴えて来院した。

図 6 正常眼の Fk-map
 34 歳男性の調節機能

図 5  Fluctuation of kinetic refraction（Fk-map）
  横軸に視標の位置を，縦軸に屈折値を示す。カラム

の高さは被検眼の他覚的屈折値で，カラムの色は
HFC 値をカラーグラデーションで示す。

図 9 テクノストレス眼症の Fk-map
  30 歳の女性。作業を行おうとすると頭痛が生じて事

務作業ができないと訴えて来院した。休職療養中で
あった。
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な状態と推測される。すなわち，1 m 程度よりも遠方
視標に対しては正常者と同様の調節応答を示すが，そ
れよりも近方の視標に対しては調節緊張症や調節けい
れんと同様の調節応答を示す。日常生活では全く異常
を感じないのに，PC 画面に向かって作業をしようと
すると急激に眼の奥の痛みや頭痛が襲ってきて，作業
ができないと訴える。

6 ）老　視
加齢に伴い調節力が低下した眼では，近接する視標

を全く追随できない。調節応答も生じないが，HFC

値も低い値を示す（図 10）。
7 ）老視の調節けいれん

これまでの眼科学の常識では老視眼では調節が起こ
らないとされているが，老視世代で眼精疲労を訴える
症例のなかに，特徴的な Fk-map のパターンを示す例
が存在する。調節応答は老視眼に近似するが，すべて
の提示視標に対して高い HFC 値を示す（図 11）。も
のを見ようとすると，眼を針で刺されるような鋭い痛
みが襲ってくる。頭痛や肩こりも伴っていることが多
い。若年者の調節けいれんと同様の治療で，症状は消
退する。

8 ）調節パニック
外傷性頭頸部症候群で眼に不具合を訴える症例のな

かに奇妙な Fk-map のパターンを示す例が存在する。

図 11 老視の調節けいれんの Fk-map
  63 歳の女性。時折，眼に差し込む痛みを生じ，涙が

止まらなくなると訴えて来院した。

図 10 老視の Fk-map
  58 歳の女性。近方視障害を訴えて来院した。老眼鏡

の勧めには抵抗されたが，この Fk-map を提示した
ところで，観念して眼鏡の処方に応じた。

図 12 調節パニックの Fk-map
  25歳の女性。外傷性頸部症候群で整形外科に入院し，

頸椎牽引療法を毎日行っていたが，頭痛と近方視困
難を訴えて来院した。バレ ･ リュー症候群の眼症状
と考えられた。

図 13 眼内レンズ挿入眼の調節けいれんの Fk-map
  73 歳の女性。白内障手術 1 カ月後から眼の奥にひ

どい痛みがあると訴えて来院した。
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基本的には調節けいれんの範疇である。しかし，調節
努力を行うことによって HFC 値は増加するが，ピン
ト位置はかえて遠方にシフトする（図 12）。もし，視
標に追随することを断念して，調節努力を怠ったのな
らば，HFC 値は低い値になるはずである。バレ ･
リュー症候群の眼所見と考えられる。

9 ）眼内レンズ（以下 IOL）挿入眼の調節けいれん
白内障の手術後に老視眼の調節けいれんと全く同様

の症状を訴える症例が存在する。提示視標に対する調
節反応量は小さいが，近接視標に対して屈折値は遠方
にシフトし，調節パニックに類似する Fk-map を呈す
ることが多い。おそらく，毛様体筋の収縮がチン小帯
を緩めることによって，水晶体囊の緊張が緩み，IOL

が後方にシフトするものと思われる。老視の調節けい
れんと同様の治療によって症状は消退することが多
い。

そのほかにもこれまで経験のない調節異常パターン
を示す症例に遭遇することがあり，診断と治療に苦慮
する場合も少なくない。

5.  調節機能解析装置の臨床試験への応用

同じ調節力を発揮するのにも健常な眼と疲れた眼で
は毛様体筋にかかる負担は異なるはずである。こんな
仮説をもとに，次のような臨床試験を行った。

1 ） ハンディスクリーンゲームによる眼疲労の評価18）

近方視を持続して見続けるハンディスクリーンゲー
ムを 30 分間行ったときの自覚症状と他覚的所見の調

査を行った。
0.75D の近視過矯正の状態を検眼枠で準備して，

22～28 歳の健常成人 16 名にハンディスクリーンゲー
ムを 30 分間行わせた。その前後の利き眼の HFC 値
を比較したところ，HFC の値は減少 3 名，不変 1 名，
増加 12 名であり（図 14），アンケート調査による眼
の疲れの自覚症状とよく相関していた。近方視作業を
持続することによって，毛様体筋に負担がかかること
が示唆された。屈折値の変化と調節反応量の変化には
有意な差を認めなかった。

2 ）VDT 作業者の作業用眼鏡による眼疲労の軽減19）

眼疲労を自覚している VDT 作業者 20 名，25～47
歳（35.3±6.6 歳）に，加入度数 1.00D の累進屈折力
レンズ眼鏡を常用してもらい，装用開始前と装用開始
4 週後に HFC 値を記録して比較した。屈折値と調節
反応量には統計学的に有意な変化は認めなかったが，
HFC 値は装用後に減少しており，統計学的にも有意

（p＝0.01）な差を認めた（図 15）。アンケート調査で
試験眼鏡の装用に違和感がなかった，および，眼の疲
れが改善されたという回答とよく相関していた。

3 ）単焦点と累進屈折力ハード CL（以下 HCL）装
用による比較

正常成人 13 名，26～38 歳（平均 31.8 歳）に症例
ごとに同じベースカーブで，単焦点 HCL と基本度数
が同一の累進屈折力 HCL をそれぞれ 2 週間装用した
前後の Fk-map を比較した。被験者に今後も継続して
使用したい方の CL を選択させたところ，13 名中 4
名が累進屈折力 HCL を選択した。単焦点 HCL を選

図 14  ハンディスクリーンゲーム操作前後の HFC 値の変化
  近視過矯正の眼鏡を装用して，30 分間ハンディスク

リーンゲームを操作した後には HFC 値が 3 名では
減少，1 名は不変，12 名では増加していた。近方視
を持続することによって HFC 値が増加することが
示唆された。

図 15  Visual display terminal（VDT）作業者の累進屈折
力レンズ眼鏡使用による HFC 値の変化

  眼疲労を自覚している VDT 作業者に累進屈折力レ
ンズ眼鏡を 4 週間常用してもらったところ，4 週後
には HFC 値の有意な低下を認めた。毛様体筋の疲
労の低下を軽減できることが示唆された。
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択したグループと累進屈折力 HCL を選択したグルー
プの FK-map を平均して比較すると，単焦点 HCL を
選択したグループでは試験前と単焦点 HCL および累
進屈折力 HCL 装用後の Fk-map にほとんど変化が認
められなかったのに対して，累進屈折力 HCL を選択
したグループでは試験前の HFC 値が高く，単焦点
HCL でやや改善し，累進屈折力 HCL 装用後には
HFC 値が更に低下していた（図 16）。HFC 値の減少
は自覚的な疲れの軽減と相関することが示唆された。

4 ）眼疲労に有効といわれている健康食品の効果20）

抗酸化作用の強い健康食品アスタキサンチンが毛様
体筋の疲労にどのように関与するのかを 30～35 歳の
健常男性 3 名，女性 4 名，計 7 名で臨床試験を行っ
た。

アスタキサンチン 6 mg を 2 週間，毎夕食後に摂取
してプラセボ剤と比較した。検査は試験剤とプラセボ
剤の摂取前後に，ハンディスクリーンゲームを 30 分
間操作した前後の HFC 値とその後 20 分間休息した
後の HFC 値を比較検討した。プラセボ剤では作業前
後で HFC 値に変化を認めなかったが，アスタキサン

図 16  累進屈折力ハードコンタクトレンズ（HCL）による HFC の変化
  単焦点 HCL の装用継続を希望した被験者の Fk-map を平均（上段）すると，これまで装

用していた HCL，単焦点 HCL および累進屈折力 HCL で大きな変化は認めなかったが，
累進屈折力 HCL の装用継続を希望した被患者の Fk-map の平均（下段）では，これまで
装用していた HCL，単焦点 HCL，累進屈折力 HCL の順に，HFC 値が減少していた。

図 17 アスタキサンチン摂取による HFC 値の変化
  アスタキサンチン摂取後では，作業後から休息後の

HFC 値に有意な低下が認められ，アスタキサンチ
ンの摂取が，疲労の回復過程に関与している可能性
が示唆された。
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チン摂取後では HFC 値の有意な低下を認めた（図
17）。

毛様体筋が疲労すると HFC 値は上昇し，毛様体筋
の緊張が減少すると HFC 値が低下し，眼の疲れの自
覚症状ともよく相関することが示唆された。

6.  近視進行と調節微動のかかわり

近視の進行にかかわる因子については古くから論議
が尽きない。近視の発生原因として，遺伝要因が最も
強い支持を得ている。遺伝要因は多因子遺伝が関与し
ており，環境要因としては近業，ストレス，照明，ぼ
け像，周辺視野のぼけなどが取り上げられている。そ
のほかの要因として，エンドセリンが毛様体筋の緊張
を亢進させる，ドーパミンが眼軸長を延長させるなど
の説が提唱されている。近視予防の可能性として，ト
ロピカマイド，アトロピン，ピレゼピン，眼圧降下薬
の点眼や，近視低矯正眼鏡や累進屈折力レンズ眼鏡の
装用，HCL，オルソケラトロジーレンズ，累進屈折
力 CL の装用など様々な試行錯誤が繰り返されてい
る。これらを統合すると，近視進行の裏に調節微動が
関与することが推測される。これまでに報告されてい
る近視進行および抑制の推測原因に共通しているの
は，調節微動の増強が近視を進行させ，調節微動の減
少が近視の進行を抑制しているということである。

調節微動は水晶体を一定の周期で震わせる。この周
波数が硝子体腔長で共鳴すれば，強力な波動となって
後方では強膜に打ち当たることになる。これが硝子体
腔長（眼軸長）を延長させるメカニカルなストレスに
なっていると考えられる。また，前方の水晶体と角膜
の間で共鳴する周波数が作られるならば，前方に向か

う強い波動は瞳孔をすりぬけて角膜に打ち当たること
になる。虹彩の内面の組織を前方に送り出した形状を
呈している偽落屑症候群の瞳孔縁は，前方に向かう波
動のいたずらなのかもしれない。角膜に打ち当たる波
動のメカニカルストレスは円錐角膜の進行にも関与す
る可能性も推測される（図 18）。

7.  お わ り に

眼精疲労の原因として調節機能の異常が関与してお
り，調節機能を正常化させることによって，眼精疲労
の症状は消退する。近視の進行にも共通した調節微動
が関与する可能性もあり，また緑内障や白内障，網膜
症あるいは円錐角膜の進行など様々な眼疾患に調節微
動が作る波動がメカニカルなストレスとなって関与し
ている可能性もある。

眼精疲労の治療には調節微動をコントロールするこ
とが重要である。調節微動の強弱および治療に対する
反応は個人差が大きいので，症例ごとに調節機能を観
察し，激しい調節微動を抑制できるように，調節の機
能状態に応じて有効な治療方法を選択することが必要
である。

調節微動の観察は眼精疲労の予防に有効な治療方法
の選択に不可欠である。しかし現時点では調節異常を
治療する薬剤は十分ではなく，新たな開発が必要であ
ると感じている。

本総説の内容は第 48 回日本眼光学学会総会（2012 年）の
特別講演で報告した。
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1.  緒 言

現在，万国共通視力表を使用した通常の視力検査で
は 0.01 までしか測ることができない。それ以下の超低
視力（ultra low vision）は指数弁，手動弁，光覚弁と
いった，ごくおおまかな基準で判断することとなる。

厚生労働省の調査によると，2006 年度時点での身
体障害者数は 348 万人に及び，そのうちおよそ 31 万
人を視覚障害者が占めると推計されている 1）。超低視
力患者（視覚障害等級 1 級）の数は 11 万人にのぼ
り1），その数も高齢化2）とともに増加してきており，
この傾向は当面続くと思われる3）。Low vision 患者に
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超低視力の定量化
−コンピュータディスプレイを用いた検討−
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Quantitative Evaluation of Ultra Low Vision
with Computer Display
Takao Endo1), Takashi Fujikado2), Hiroyuki Kanda2), Takeshi Morimoto2), Kohji Nishida1)

1) Department of Ophthalmology, Osaka University Graduate School of Medicine
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視力 0.01 以下の超低視力（ultra low vision）患者における視力の定量化のため，屈折異常以外の眼疾患
を有さない 12 名に対し，弱視治療用眼鏡箔による不完全遮蔽で実験的に超低視力状態（logMAR 1.4 以下）
を作成した上で Berkeley Rudimentary Vision Test（BRVT）とそれをパーソナルコンピュータのディ
スプレイで再現した視力検査（PC TEST）装置を用いて比較した。視力検査結果の Bland-Altman 分析結
果では，検査結果および再現性はほぼ同等で明らかな差異は認められなかった。また，視標の輝度は BRVT
では検査室の照度に大きく影響されたが，PC TEST ではほぼ一定であった。PC TEST では設定を同一にす
れば環境によらず，正確で再現性の高い超低視力の視力検査を実現できる可能性がある。

 （視覚の科学　33: 147−151，2012）

キーワード：超低視力，Berkeley Rudimentary Vision Test，輝度，Bland-Altman plot，ロービジョン

To quantify the visual acuity of patients with ultra low vision, we examined the visual acuity of 
12 subjects, who had no ocular disease other than ametropia, with using the Berkeley Rudimentary 
Vision Test （BRVT） and a custom-built vision test with a computer display （PC TEST）, in which BRVT 
charts were displayed on the PC monitor．Visual acuity was decreased with an occluder （logMAR≧
1.4）．The Bland-Altman plot showed that visual acuity value and variability were almost the same in 
the two groups．Additionally, the luminance was significantly affected by the illuminance in BRVT, but 
remained almost the same in the PC TEST in all conditions．The PC TEST can be a more accurate and 
reproducible method, if the display conditions are kept constant. (Jpn J Vis Sci  33: 147-151, 2012)

Key Words : Ultra low vision, Berkeley Rudimentary Vision Test, Luminance, Bland-Altman plot, Low vision
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図 1  Berkeley Rudimentary Vision Test （BRVT） の視標
  Single Tumbling E’s card，Grating Acuity，Basic Vision

の 3 種類（それぞれ 4 枚）の視標で構成されている。
  Single Tumbling E’s card は 1m の 距 離 で 2.0～1.4
 logMAR，25cm の距離で 2.6～2.0 logMAR，Grating 
 Acuity は 25cm の 距 離 で 2.9～2.3 logMAR，Basic 
 Vision は 25cm の 距 離 で 3.2 logMAR （White Field 
 Projection），3.5 logMAR （Black White Discrimination）
 の視力を測ることができる。

おいてはわずかな見え方の違いが日常生活の質（以下 

QOL）に大きな影響を与える。しかし，現在の視力
表では low vision 患者における微細な視力変化を捉
えることはできない。人工網膜，再生医療など，眼科
領域でも新しい治療の研究が進むなか，とくに low 

vision 患者における正確な視力測定は今後重要性を増
してくると考えられる。

0.01 以下の超低視力を測定するため，低視力用
チャートやパーソナルコンピュータ（以下 PC）を用
いた検査法などが開発されているが，そのような試
みの一つが Berkeley Rudimentary Vision Test（以下 

BRVT）である。BRVT は，カリフォルニア大学バー
クレー校にて開発された 0.01 以下の超低視力を測定
する検査法で，新しい治療法による視機能回復の定
量化を目的として作られた。一辺 25cm，正方形の視
標（Single Tumbling E’s card, Grating Acuity, Basic 

Vision の 3 種類）を提示することによって logMAR 

1.4～3.5 までの視力を測定することができる（図
1）4 ,  5）。2011 年には国際パラリンピック委員会にお
いて，視覚障害者の視機能の定量検査として正式に採
用されている。

本研究では，low vision 患者の視力測定に関し，よ
り正確で再現性をもった方法を検討するために，
BRVT と BRVT を PC ディスプレイ上で再現した視

力検査（以下 PC TEST）で比較した。

2.  方 法

1 ）対　象
眼疾患を有さない（屈折異常を除く。矯正視力 1.0

以上） 22～36 歳 （28.4±3.4 歳） の男女 12 名 （男性 4
名，女性 8 名） の両眼計 24 眼であった。被験者は大
阪大学医学部附属病院（以下 当院）のスタッフを中
心としたボランティアで，事前にインフォームドコン
セントを得て検査を行った。この研究は当院の倫理委
員会の承認を得ている。

2 ）検査方法
完全矯正下，それぞれ眼鏡に眼鏡箔（Ryser 社製）

を貼付して実験的な低視力状態（logMAR 1.4 以下）
を 作 成 し，BRVT と PC TEST で 3 回 ず つ 視 力 

（logMAR） を計測し比較した。3 回ずつの視力検査は
日を変えて行い，BRVT と PC TEST は連続して行っ
た。個々の視力測定は 5 回中 3 回以上の正答をもっ
て可とした。検査は対象 11 人については同一の検査
者が行い，残りの 1 人に関しては別の検査者が行っ
た。

3 ）検査器具
眼鏡箔には Ryser 社の弱視治療用眼鏡箔Ⓡの 10 段階

の透明度のうち＜0.1 のものを使用，これをそれぞれ
1，3，5 枚ずつ矯正眼鏡に貼付し，実験的に超低視力
状態を作成した。PC TEST 用のアプリケーションソフ
トは NIDEK 社に実験用に特注したもので，それぞれ
の系統の視標をランダムに表示できるようにプログラ
ムされている。プログラムはノート PC （Thinkpad 

W520Ⓡ，LENOVO 社）上で動作させ，視標はタッチ
パネルシステムズ社の 19.0 型 LCD メディカルタッチ
モニターⓇにコントラスト値 69 で表示させた。

4 ）解　析
検査結果は MedCalc Software 社の MEDCALCⓇを

使用し Bland-Altman 分析を行って，BRVT 群，PC 

TEST 群の相関，再現性を調べた。また，視力測定環
境における照度，輝度を測定し，測定結果に及ぼす影
響について検討した。照度に関しては，照度計 LM-

331Ⓡ （アズワン社）を使用し，視標表示面における照
度を測った。輝度は輝度計 BM-8Ⓡ （TOPCON 社）を
用い，1m の距離から ISO 基準に準拠し白色視標から
5 箇所の輝度を測定し，その平均を輝度とした。ま
た，黒色視標でも同様に輝度を測定し，輝度コントラ
ストを算出した。
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3.  結 果

視力検査結果（図 2）は線形の相関関係を示し，検
査室 1，あるいは 2 でも同様であった。Bland-Altman

分析（図 3）を施行したところ，BRVT と PC TEST

の視力差の平均の 95％信頼区間は 0.025±0.027 と
明らかな加算誤差を認めなかった。また，limit of 

agreement（mean±2SD） は 0.025±0.40 である。
検査の再現性に関しては，repeatability および 95％ 

repeatability limit がそれぞれ BRVT 群で 0.14，0.38，
PC TEST 群で 0.14，0.39 とほぼ同等であった。今回
の検査では，7 名が検査室 1 で，4 名が検査室 2 で，
1 名がそのうち 2 回を検査室 1 で，1 回を検査室 2 で
視力検査を受けた。検査画面上で測定した照度は検査
室 1 で BRVT，PC TEST それぞれ 389，384 lx，検査
室 2 で 178，198 lx だった。輝度は検査室 1 で BRVT，
PC TEST それぞれ 134.3，251.8 cd/m2，検査室 2 で
85.2，248.4 cd/m2 だった。また，輝度コントラストは

図 2  BRVT とパーソナルコンピュータディスプレイ上で再
現した視力検査（PC TEST）における視力の相関

 a ：検査室 1 における結果　R＝0.971，p 値：3.6×10−86

 b ：検査室 2 における結果　R＝0.961，p 値：3.4×10−44

 c ： 検査室 1 および 2 における結果を合計したもの　相
関係数 R＝0.963，p 値：2.2×10−124 と非常に高い
相関を示しており，それぞれの検査室での結果も同
様であった。

a b

c

図 3 BRVT と PC TEST における視力の Altman Plot 分析
  視力差の平均の 95％信頼区間は 0.025±0.027 と明ら

かな加算誤差を認めない。また，limit of agreement
（mean±2SD）は 0.025±0.40 である。

図 4  検査室 1，2 における BRVT，PC TEST それぞれの
輝度と視力の関係

  検査室 1 と 2 で，PC TEST の輝度はほぼ同じだが
BRVT の輝度は大きく異なる。検査室 1 では BRVT
が良好な視力が得られる傾向がある。検査室 2 では
PC TEST の方が視力は良好である。p 値は Wilcoxon 
Signed Rank test による。
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検査室 1 で BRVT，PC TEST それぞれ 0.872，0.939，
検査室 2 で 0.834，0.945 だった。検査室 1 での BRVT

と PC TEST の視力差の平均は−0.028±0.17 logMAR 

（Wilcoxon Signed Rank test，p＝0.079，n＝138），検
査 室 2 で は 0.12±0.22 logMAR （Wilcoxon Signed 

Rank test，p＜0.001，n＝78） だった（図 4）。

4.  考 按

BRVT と PC TEST の 線 形 相 関 は R＝0.963（p＝
2.2×10−124） と 極 め て 高 い 相 関 を 認 め た。 ま た，
BRVT と PC TEST では検査結果，再現性はほぼ同等
で明らかな差異は認められなかった。照度に関しては
検査室の環境によるもので，検査室 1 の方が高かっ
たが BRVT と PC TEST の値はほぼ同じであった。
それに反し，輝度は PC TEST では検査室による差は
ほとんどなかったが，BRVT では検査室 1 での方が
明らかに高く，これは照度に依存していると考えられ
る。

BRVT と PC TEST での視力差の平均は検査室 1
では BRVT 視力がやや高い傾向があり，検査室 2 で
は PC TEST が高かった。この視力差の原因として，
照度は検査器具間での差異がないため輝度によると
考えられる。被験者からは，検査室 1（輝度 BRVT 

134.3cd/m2，PC TEST 251.8cd/m2）では PC TEST で
眩しすぎて見難い，検査室 2 （輝度 BRVT 85.2cd/m2，
PC TEST 251.8cd/m2）では BRVT で暗くて少し角度
が変わると全く見えなくなる，という意見が散見され
た。これは視力検査の結果とも一致している。それぞ
れの輝度は ISO 規格である 80～320 cd/m2 を満たし
ているが，その範囲のなかの輝度変化であっても視力
検査結果に影響を及ぼすと考えられた。

BRVT 成績を多施設で比較する場合，照度を一定
に設定することが重要である。一方，PC TEST の場
合，PC の輝度の設定を統一すればどこでも同条件で
の視力検査を行うことができると考えられる。Low 

vision 患者ではわずかなコンディションの違いにより
検査結果が不安定になる傾向があるため，視力検査の
条件設定はとくに重要である。

ここで視機能に関して今後の方向性であるが，通常
の静止視力が視機能の最も重要な視標であることには
疑いはないが，それだけでは評価できない側面もあ
る。一定の視力を有する者においては調節力や深視力
などが挙げられる。Low vision 患者においては視野
や動体視力などが QOL に大きくかかわるであろう。

網膜下刺激型の人工網膜を開発している Zrenner

は，その治療効果判定として，PC ディスプレイ上
に大きなランドルト環などを表示する Freiburg Visual 

Acuity Test （FrACT）6）という視力検査に加え，Basic 

Assessment of Light and Motion （以下 BaLM） を採用
している7）。BaLM では Light perception，Temporal 

resolution，Location，Motion の四つの検査で構成さ
れており，光の明滅，視標の位置，視標の動きなどを
認識するテストが行われる。

同様に，網膜上刺激型の人工網膜を開発している
Humayun ら8）は，PC ディスプレイ上で静止視力を
測る Grating Visual Acuity のほか，ディスプレイ上
に表示視標を指で指し示す Square Localization，線
状の視標が動く方向をなぞる Direction of Motion な
どを検査として採用している。それに加え，床に描
かれたライン上を歩く，ドアを開けるなどの生活動
作である Orientation & Mobility，患者からの聴取な
ども含めた総合的判定を行う Functional Low-vision 

Observer Rated Assessment （FLORA） などを行い，
QOL の総合的評価を行おうとしている9）。

大阪大学感覚機能形成学で開発中の脈絡膜上−経網膜
刺激型（STS：Suprachoroidal Transretinal Stimulation）
人工網膜の臨床試験10）においても，物体を認識でき
てもそれを上手く手に取れないことが度々みられた。
この認識のずれは経験により徐々に補正されていった
が，これらは視力では測れないが日常生活動作には大
きな影響を及ぼすと考えられる。

PC TEST においては，通常の視力検査では測れな
い超低視力における視力検査だけではなく，視力だけ
では判定できない視覚的能力の定量化，そしてその能
力のトレーニングなど，新しい時代の視能力機器とし
ての発展も期待される。
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1.  は じ め に

自己の運動感覚は様々な感覚系からの応答が統合さ

れて生起するが，感覚系のなかでも視覚系の寄与が大
きいことが知られている1）。観察者が自己運動をする
とき，外界の物体像が網膜上で観察者の運動と逆方向
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原　　著

異なった速さをもつ 2 種類のオプティカルフローにより
生起するベクションの速さ評価
川 島 祐 貴， 福 田 一 帆， 金 子 寛 彦， 内 川 惠 二

東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム専攻

Speed Estimation of Vection Produced by Two Optical Flows 
at Different Speeds
Yuki Kawashima, Kazuho Fukuda, Hirohiko Kaneko  and Keiji Uchikawa
Department of Information Processing, Tokyo Institute of Technology

本研究では，同一の空間を異なる速さで拡大する 2 種類のオプティカルフローを観察した場合に，どのよ
うなベクション（視覚誘導性自己運動感覚）が生起するかを調べた。2 種類のオプティカルフローの速さの差
を速さ条件とし，オプティカルフローを形成するランダムドット刺激の空間密度比を変数にして，ベクショ
ンの速さを評価する実験を行った。その結果，ベクションの速さは，2 種類のオプティカルフローの速さの差
が小さい場合は，ランダムドット刺激の空間密度比に伴って線形に変化した。2 種類のオプティカルフロー
の速さの差が大きくなり，オプティカルフローが二つに分離して知覚される場合は，ベクションの速さが遅
いオプティカルフローにより決まる場合と両方のオプティカルフローにより決まる場合に分かれた。しかし，
後者でも遅いオプティカルフローの速さの寄与が大きいことが明らかになった。このようなベクションの速
さ知覚の特性をランダムドット刺激の空間密度比に対する足し合わせモデルによって説明した。

 （視覚の科学　33: 152−163，2012）
キーワード：ベクション，自己運動知覚，オプティカルフロー

We investigated the vection（visually induced self-motion perception）that occurred when 2 optical 
flows expanded at different speeds in the same space.  In the experiments, we set the difference in 
speed between 2 optical flows as the speed condition, and varied the ratio of the numbers of random 
dots composing the optical flows.  Subjects estimated vection speed produced by 2 optical flows.  The 
results showed that when the speed difference was small, the estimated vection speed varied linearly 
with the ratio of the random dots.  When the speed difference was large and the 2 optical flows were 
perceived to be separate, the results were classified into 2 groups.  In one group, vection speed tended 
to depend upon the slower optical flow, whereas in the other group, vection speed depended upon 
both optical flows.  Even in the latter case, however, the slower optical flow contributed more to the 
vection speed.  To explain these characteristics of vection speed, we developed a model in which 
vection speed was predicted by the summation of the speeds of 2 optical flows, weighted by the ratio 
of the random dots of each optical flow. (Jpn J Vis Sci  33: 152-163, 2012)
Key Words : Vection, Self-Motion Perception, Optical Flow
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に流れ，運動刺激として網膜上に速度場を形成す
る2）。この速度場はオプティカルフローと呼ばれてい
るが，観察者が静止していてもこのオプティカルフ
ローを観察者に呈示すると，観察者は自らが動いてい
るという自己運動を知覚する。この運動感覚はベク
ション（視覚誘導性自己運動感覚）と呼ばれ，停止し
た電車内で隣の電車が動いているのを見るとき，自分
がそれとあたかも逆方向に動いているように感じるの
はその一例である。上下・左右方向のベクションはそ
れぞれの運動方向に対応した直線フローパターンによ
り生起し3 −6），前進・後退のベクションはそれぞれ放
射・縮小フローパターンにより生起する7−10）。また，
回転ベクションは回転フローパターンにより生起す
る 11, 12）。このように，ベクションには様々な運動方
向があるが，いずれにしても実際の自己運動時に起こ
るオプティカルフローと等しいフローパターンを観察
者に与えることによって，それぞれに対応したベク
ションが生起する13）。

これまでの過去研究により，ベクションの強度は刺
激呈示面積の増加に伴って大きくなること12, 14−16），周
辺視野への呈示の方が中心視野への呈示に比べてより
強いベクションを誘導することが報告3, 12, 16−17）され，
運動刺激を呈示する面積や視野内の位置がベクション
生起に影響を及ぼすことが示されている。また，刺激
の速度とベクションの大きさが線形な関係になること
も示されている16, 18, 19）。ただし，ベクションの持続時
間に関しては刺激呈示面積と速度との間に交互作用
があることが示されている20）。ほかにも刺激の空間周
波数，色や輝度変調，高次認知過程など多くの要因の
影響について調べられている18, 19, 21−29）。

観察者の視野内に 2 種類の異なるオプティカルフ
ローが同時に呈示される場合に生起するベクションに
ついてもこれまでにいくつか報告がなされている。
Brandt ら16）は，視野中心部視角 30 deg の領域内と，
その外側の視野周辺部 120 deg までの領域内にそれぞ
れ反対方向に運動する縞刺激を同時に呈示した場合，
生起するベクションは周辺視野に呈示された運動刺激
により決定されることを示した。また，Ito ら10）は，
拡大の中心位置が異なる二つの放射オプティカルフ
ローを，それぞれ手前と奥の平面上に呈示すると，背
景となる奥の平面上の運動刺激によってベクションが
生起することを明らかにした。刺激の知覚的な奥行き
がベクション生起に重要であり，運動刺激を遠くに知
覚すればするほどより強いベクションが誘導されるこ

とや，最も遠くの運動刺激がベクションの方向を決定
することはほかの多くの研究によっても示されてい
る7 , 11, 30−33）。上述した周辺視野の刺激がベクション
の生起に重要とする結果も，運動呈示領域が周辺にあ
ること自体は重要でなく，周辺視野の刺激が中心視野
の刺激に比べて遠くに見えることがベクションにおけ
る周辺視の見かけの優位性をもたらしている可能性も
ある30, 33, 34）。以上のように，観察者の視野内に 2 種類
の異なるオプティカルフローが同時に呈示される場合
は，それらの空間的な配置によって，いずれか一方の
フローに依存してベクションが決定されることを示す
報告が多い。

観察者が自己運動をするとき，外界が静止している
と仮定すると自己運動によるオプティカルフローは視
野内に 1 種類のみ生じることになる。ベクションは
自己運動により生じるオプティカルフローと同等のオ
プティカルフローを静止した観察者が見ることで生起
する。したがって，ベクション生起メカニズムは何ら
かの法則に基づいてオプティカルフローを静止外界環
境として解釈していると考えられる。観察者の視野内
に二つのオプティカルフローが存在するとき，静止外
界環境として解釈されるオプティカルフローが一つ選
択され，それによってベクションが生起し，その性質
が決定されることは実際の環境の状況を考えると理に
かなっている28, 35）。しかし，二つのオプティカルフ
ローが同時に存在する場合であっても，それらのいず
れもが静止外界環境となり得る場合，あるいはそれら
が明確に分離して知覚されずに統合されて新たな一つ
の運動に知覚される場合もあるが，このような場合に
どのような法則に基づいてベクションが生起されるか
は明らかではない。

そこで本研究では，二つのオプティカルフローがど
ちらも静止外界環境として解釈される，もしくはそれ
らが明確に分離して知覚できない可能性のある状況に
おいて，ベクションがどのように生起するかを明らか
にすることを目的とする。そのため，本研究では観察
者の視野内に速さのみが異なる二つの放射状オプ
ティカルフローを重畳した刺激を呈示して実験を行っ
た。この刺激呈示条件では，二つのオプティカルフ
ローの呈示される視野の大きさ、位置，奥行きは等し
いため，これまでに示されている大視野，視野周辺，
背景といったベクションを生起させる運動刺激の要因
によってはベクションが一意に決定できないことにな
る。もし，遅いオプティカルフローが静止外界として
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図 2  左：円形ランダムドット刺激の見え方の一例
 右： ランダムドット刺激は 2 種類の速度のオプティ

カルフローとなるように放射運動をする。遅い
速さのオプティカルフローを実線矢印，速い速さ
のオプティカルフローを点線矢印で示す。観察者
の進行進路にはランダムドット刺激が存在しな
いよう描画される。二つのオプティカルフローの
拡大の焦点（FOE）はディスプレイ画面中央に
一致している。

解釈されるならば，速いオプティカルフローの刺激は
観察者に向かって運動する外界の運動物体として知覚
されるが，もし，速いオプティカルフローが静止外界
として解釈されるならば，遅いオプティカルフローの
刺激は観察者の自己運動と同じ方向に運動する外界の
運動物体と知覚されるはずである。また，二つの刺激
の運動が分離して知覚されないことも考えられ，この
場合にはベクション生起はこのような運動知覚の分離
に対応するか，あるいは対応しないかが問題となる。

本研究では 2 種類の速さをもつ運動物体から作ら
れる放射状オプティカルフローを観察者に呈示し，そ
のとき観察者が知覚するベクションの生起特性を調
べ，そこからベクション生起メカニズムの一端を明ら
かにすることを目的とした。本研究は二つの実験から
なり，実験 1 では，異なる速さをもつ二つの放射状
運動刺激の空間密度比を変化させ，観察者の知覚する
ベクションの速さを測定した。実験 2 では，実験 1 

で用いた刺激が被験者にどのような運動として知覚さ
れるかを調べた。

2.  実 験 1

1 ）方　法
刺激呈示には開口直径 140cm の立体球面ディスプ

レイ（CyberDome1400，Panasonic 社）を使用した

（図 1）。視距離は 40cm で，刺激の呈示視野範囲は視
角 120 deg であった。2 台の液晶プロジェクターによ
る偏光方式により両眼視差を与えることで刺激は立体
表示された。球面ディスプレイの手前にはベクション
生起を容易にするために手すり（高さ 90cm，幅
75cm）を設置した。被験者は椅子に座り，手すりを
掴みながら刺激を観察した。被験者の眼の高さがディ
スプレイの上下の中心位置と等しく，左右の眼の中央
がディスプレイの中心にくるように頭部位置を調整し
た。

刺激には円形ランダムドットを用い，このランダム
ドットが分布する三次元空間内を観察者が直線運動を
する状況をシミュレートすることで観察者の前進運動
に対応するオプティカルフローを呈示した（図 2）。
このシミュレートした運動の速さを刺激の速さ変数と
した。ランダムドット刺激の三次元空間内における運
動の速さを変えることにより，2 種類の放射状オプ
ティカルフローを作成し，球面ディスプレイに重畳し
て立体呈示した。

シミュレートした三次元空間は奥行き 40m，半径
20m の円筒形状であり，直径 10cm のランダムドッ
ト刺激が 1,000 個その中に描画された。ただし，観察
者の進行進路にはランダムドット刺激が存在しないよ
うにするために，円筒の中心軸から半径 2m の範囲を
除いて描画された。シミュレートした観察者の視点の
位置はランダムドットの描写される円筒空間の端から
40cm 手前であり，実際の観察視距離と一致させた。
ランダムドット刺激によるオプティカルフローの拡大

 図 1  刺激呈示に用いた立体球面ディスプレイ
（CyberDome1400，Panasonic 社）

  球面スクリーンの開口直径は 140cm，刺激の呈示
視野範囲は視角 120 deg である。刺激は 2 台の液晶
プロジェクターによる偏光方式によって立体表示さ
れる。球面ディスプレイの手前には手すり（高さ
90cm，幅 75cm）を設置し，被験者はこの手すりを
掴みながら刺激を観察する。
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の焦点（FOE）とディスプレイ画面中央は一致させ
た。また，ランダムドットの画面上のサイズをシミュ
レーションした距離での視角と一致させ，刺激はステ
レオ画像として呈示しているため，それぞれのオプ
ティカルフローは実際の前進運動時の視覚刺激を忠実
に再現していることになる。ランダムドット刺激の平
均輝度は 2.57cd/m2，背景の平均輝度は 0.61cd/m2 で
あった。刺激呈示持続時間は 60 s とした。

一 つ の 刺 激 中 で 組 み 合 わ さ れ る 2 種 類 の オ プ
ティカルフローの速さ条件は以下の 3 種類であった。
（1） 12 m/s と 24 m/s

（2） 12 m/s と 36 m/s

（3） 6 m/s と 48 m/s

実験で用いたランダムドット刺激は三次元空間内を
運動する円形刺激を 30 fps の動画として立体球面
ディスプレイに呈示したものであり，放射状オプ
ティカルフローの一つの速さにおいてシミュレートさ
れる 1 フレーム当たりの刺激の三次元空間内での移
動距離は一定である。今回実験に参加した被験者から
は，オプティカルフローがすべて滑らかな放射運動に
見えていたという内観を得ている。また，本研究で用
いた刺激では放射状オプティカルフローが逆行して見
えるといったことはなく，どのオプティカルフローも
観察者の前進自己運動をシミュレートしたといえる。

実験では，2 種類のオプティカルフローを与えるラ
ンダムドット刺激の空間分布密度比 （％） を変数とし
た。それぞれのランダムドットの空間密度比を 0～
100％まで 20％ずつ 6 段階で変化させた。空間分布密
度比が 100％または 0％のときは 1 種類のオプティカ
ルフローのみが呈示されることになる。1 セッション
内ではオプティカルフローの速さ条件は一定であり，
6 段階の異なる空間分布密度比をもつランダムドット
刺激が各段階 8 回または 10 回ずつランダムな順序で
呈示された。

被験者は 1 試行の刺激呈示後にベクションの速さ
のマグニチュード評価を行った。実験開始前に，参照
条件として速い方のランダムドット刺激が 100％であ
るオプティカルフローを 3 回呈示し，このとき知覚
するベクションの速さを 100 とするように被験者に
教示した。参照条件の呈示およびマグニチュード評価
についての教示は 1 セッション中で半数の試行が終
了したときにも再度行った。

被験者数は速さ条件 （1） では 11 名，（2） では 5 名，
（3） では 10 名であった。すべての条件で実験を行っ

た被験者が 5 名，速さ条件 （1） と （3） で実験を行っ
た被験者が 5 名。速度条件 （1） のみ実験を行った被
験者が 1 名となった。被験者の年齢は 22～56 歳（平
均年齢 28.1 歳，男性 9 名，女性 2 名）であり，全員
裸眼または矯正で視力は正常であった。

2 ）結　果
実験後，各被験者にベクションの速さの評価につい

て確認したところ，速さ条件 （1）， （2）， （3） でそれぞ
れ 1 名がベクションの速さを評価せず，ベクション
をどれだけ強く感じたかというベクションの強さを評
価していることがわかった。この評価は本実験の教示
とは異なっているので，以降はこれらの結果を省い
て，結果の解析をすることにした。図 3 （a）， （b）， 

（c）にそれぞれ速さ条件 （1）， （2）， （3） におけるベク
ションの速さ評価の結果を被験者別に示す。横軸はそ
れぞれの速さ条件で速い方のランダムドット刺激の空
間分布密度比 （％），縦軸は被験者が応答したベク
ションの速さ評価の平均値を示す。各データ点には標
準誤差が縦棒で示されている。図中の各データ点に
沿って描かれている点線は横軸の 0％と 100％での 2
点を結んだ直線である。また、実線は後述する方法で
データ点にフィッティングした理論曲線である。

図 3 （a） より，速さ条件（1） 12m/s - 24m/s では，
ほぼすべての被験者で速い方のランダムドット刺激の
空間分布密度比が増大するにつれて，被験者の知覚す
るベクションの速さは増加することがわかる。更に，
各測定点は図中の点線とほとんど一致していることが
わかる。これは，この 2 種類のランダムドットが混
合した刺激に対して感じるベクションの速さは，それ
ぞれのランダムドットのみを呈示したとき（空間密度
比が 0％と 100％）に生じるベクションの速さに，空
間密度比の重みを付けて線形に足し合わせた形で示さ
れることを意味している。

図 3 （b）の速度条件 （2）12m/s - 36m/s では，被験
者 TT と KS が線形足し合わせの傾向を示している。
しかし，被験者 DE と KY では，ベクションの速さ
は線形足し合わせの点線から下方に外れている結果と
なっている。図 3 （c） の速さ条件 （3） 6m/s - 48m/s で
は，被験者 TT のみが線形足し合わせの傾向を示して
いる。ほかの被験者では，速さ条件 （2） の被験者
DE，KY と同様に，ベクションの速さは線形足し合
わせの点線から下方に外れていることがわかる。

実験 1 では，2 種類の速さをもつオプティカルフ
ローが視野内に混在する場合，被験者が全体として感
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(b)

じるベクションの速さは，オプティカルフローの速さ
の差が小さい速さ条件 （1） では，それぞれのオプ
ティカルフローのみ呈示したときのベクションの速さ
にそれらのランダムドット密度比の重みを付けて足し
合わせた値によって決まるが，速さの差が大きい速さ
条件 （2） や （3） では，被験者によってベクションの

速さはそれぞれのオプティカルフローのみ呈示したと
きのベクションの速さの単純な密度比の重み付け足し
合わせにはならないことが示された。そこで，それぞ
れのオプティカルフローのみ呈示したときのベクショ
ンの速さが空間密度比に対してどのように関係し，全
体としてのベクションの速さが決まるのかをより詳細
に明らかにするために，次のような足し合わせのモデ

図 3  オプティカルフローの各速さ条件における被験者ご
とのベクションの速さ評価値

  （a）：速さ条件（1）12 m/s - 24 m/s，（b）：速さ条件（2）
12 m/s - 36 m/s，（c）：速さ条件（3）6 m/s - 48 m/s。

  横軸は速いランダムドット刺激の空間密度比（％），
縦軸は被験者が応答したベクションの速さ評価値の
平均で，四角のシンボル （■） であらわされている。
点線は横軸の 0％と 100％における二つの評価値を結
んだ直線，実線は本文中で示したモデルによるフィッ
ティング結果である。誤差棒は標準誤差をあらわす。 

(c)(a)
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ルを考えた。
ベクションの速さの評価値は

ここで，
　a： 横軸＝ 0％ （遅いランダムドット刺激のみ）で

のベクションの速さの評価値，
　b： 横軸＝ 100％ （速いランダムドット刺激のみ）

でのベクションの速さの評価値，
　ra：遅いランダムドット刺激の空間分布密度比，
　rb：速いランダムドット刺激の空間分布密度比，
　n：ra に対する非線形係数，
　m：rb に対する非線形係数，
　k：足し合わせの非線形係数。

上記の式を用いて被験者ごとの評価値を最小二乗法
によりフィッティングした曲線が図 3 中の実線であ
る。そのときに得られた各係数の値を表 1 に示す。
パラメータ n，m は，全体としてのベクションの速さ
に対する，それぞれのオプティカルフローの寄与をあ
らわしている。n と m の比（n/m）が 1 に近い場合，
ベクションの速さに対する二つのオプティカルフロー
の寄与は同程度であるといえる。とくに，n，m がと
もに 1 の場合，フィッティングは線形になる。パラ
メータ k は二つのオプティカルフローからのベク
ションを統合する際の非線形性をあらわすが，速さ条
件 （2） と （3） の被験者 KY に対してのみ導入し，そ
のほかの場合では k ＝ 1 とした。

速さ条件 （1） では，ほぼすべての被験者で n/m は
1 に近い値をとり，ベクションの足し合わせがほぼ線

表 1　 本文中に示したモデル式を用いてベクションの速さ評価値をフィッティングしたときの
被験者ごとの各係数の値

速さ条件 （1）12 m/s – 24 m/s

被験者 TT DE KY KS KK OT AN KM TM TU

a 56.3 72.5 59.4 51 79 79 58 80 17.5 41.3

b 115 130 86.3 104 135 124 131 110 75 136.3

n 1.1 0.7 1.8 0.6 0.2 1.4 0.5 0.9 0.9 0.7

m 1.2 1.0 2.3 1.2 0.5 1.3 0.7 1.1 1.0 1.0

k − − − − − − − − − −

速さ条件 （2）12 m/s – 36 m/s

被験者 TT DE KY KS

a 67.5 24.4 68.8 43.8

b 99.4 103 96.9 102

n 1.6 0.4 0.1 0.7

m 1.0 1.2 1.2 0.5

k − − 3.2 −

速さ条件 （3）6 m/s – 48 m/s

被験者 TT DE KY KS KK OT AN KM TM

a 19.4 21.9 43.8 21 48 24 27 35 11

b 101 115 101 108 112 118 102 128 100

n 0.8 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1

m 0.9 1.5 2.9 1.2 5.0 1.1 1.2 0.7 0.7

k − − 5 − − − − − −

 a：横軸＝ 0％（遅いランダムドット刺激のみ）でのベクションの速さの評価値，b：横軸＝
100％（速いランダムドット刺激のみ）でのベクションの速さの評価値，n：遅いランダムドッ
ト刺激の空間分布密度比に対する非線形係数，m：速いランダムドット刺激の空間分布密度
比に対する非線形係数，k：足し合わせの非線形係数
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形になっているという前述した結果を裏付けている。
ただし，被験者 KY では，ベクションの速さ評価値
の全体的な傾向は線形足し合わせに近い形になってい
るにもかかわらず，n と m はほぼ 2 に近く，非線形
足し合わせを示す値となっている。これは被験者 KY

では，ベクションの速さに対して，横軸 r b ＝ 0～
40％では遅いオプティカルフローの寄与が大きく，
r b ＝60～100％では逆に速いオプティカルフローの寄
与が大きいという特性が示されているからである。

速さ条件 （2） では，被験者 TT と KS の n/m は 1
に近く，ほぼ線形足し合わせを示している。被験者
DE では，n＜1，m＞1 となり，横軸 r b の全域にわ
たって遅いオプティカルフローの寄与が大きいような
非線形足し合わせ特性を示している。一方，被験者
KY では，n＜1，m＞1 となり，更に足し合わせの
非線形係数 k が導入されることで，遅いオプティカ
ルフローの寄与が極めて大きいベクションの速さの特
性を示す非線形曲線が得られている。

速さ条件 （3） では，被験者 TT は n/m が 1 に近く，
線形足し合わせ特性を示しているが，被験者 DE, KY, 

KS, KK, OT, AN の 6 名の被験者では，n＜1， m＞
1 となり，横軸 r b の全域にわたって遅いオプティカ
ルフローの寄与が大きいような非線形足し合わせ特性
を示している。被験者 KY では，速さ条件 （2） と同
様に，遅いオプティカルフローの寄与が極めて大きい
ので，非線形足し合わせ係数 k を用いてフィッティ
ング曲線が求められている。被験者 KM と TM では，
n＜1，m＜1，n＜m であり，横軸 rb＝0～40％では
速いオプティカルフローの寄与が大きく，r b ＝ 60～
100％では逆に遅いオプティカルフローの寄与が大き
いという特性が示されている。

以上の結果をまとめると，本モデルは 2 種類のオ
プティカルフローの速さの差に伴う足し合わせ特性の
違いをよくあらわしているといえる。速さの差が小さ
い場合は n/m が 1 に近くなり，ベクションの速さは
2 種類のランダムドット刺激の密度比の重み付きで線
形に統合される。速さの差が大きくなると，n＜1，
m＞1 となる傾向があらわれ，ベクションの速さは遅
いオプティカルフローが大きい寄与をもつ非線形足し
合わせで統合される。

2 種類の速さのオプティカルフローが物理的に視野
内に存在しても，両者の速さの差が小さい場合は，被
験者には 1 種類のオプティカルフローとして見え，
その速さは両者のランダムドット刺激の密度比に対す

る線形和で決まり，また，両者の速さの差が大きい場
合は，被験者には 2 種類のオプティカルフローが分
離して見え，遅いオプティカルフローが静止外界環境
として，速いオプティカルフローが自分に向かって来
る物体の運動として見えると考えられる。そこで，実
験 2 では実験 1 で用いた 2 種類のランダムドット刺
激の運動がどのように被験者に見えるかを調べた。

3.  実 験 2

1 ）方　法
実験 2 では，実験 1 で用いた速さの異なる 2 種類

のランダムドット刺激が被験者に一つのオプティカル
フローに見えていたか、あるいは二つのオプティカル
フローに見えていたかを明らかにする。ここではラン
ダムドット刺激の運動の見えを調べるのが目的である
ので，刺激呈示時間をベクションが生起しない潜時時
間内の 1 s とした。そのほかの刺激呈示条件は実験 1
と同様である。被験者は刺激呈示後にオプティカルフ
ローが一つに見えていたか，二つに見えていたかを次
の 4 段階で評価する。この評価値をここでは分離評
価値と呼ぶ。

4：二つに見える。
3：どちらかというと二つに見える。
2：どちらかというと一つに見える。
1：一つに見える。
次に，被験者はランダムドット刺激の速さの評価を

する。評価方法としては，実験 1 と同様に，速い方
のランダムドット刺激の空間分布密度比が 100％であ
る条件を参照条件とし，その速さを 100 とするよう
にした。オプティカルフローが二つに見えた場合に
は，被験者はそれぞれのランダムドット刺激に対して
速さ評価をする。実験 1 と同様，1 セッション内の速
さ条件は固定され，空間分布密度比の異なるランダム
ドット刺激が，被験者によって各刺激 8 回または 10 

回ずつランダムな順序で呈示された。被験者は実験 1 

の参加者のなかから、速さ条件 （1） と （3） では 9 名，
速度条件 （2） では 4 名が参加した。

2 ）結　果
図 4 （a）， （b）， （c） にそれぞれ，速さ条件 （1）， （2）， 

（3） における分離評価値を示す。横軸が速いランダム
ドット刺激の空間密度比を示し，縦軸が分離評価値を
示す。図中の円シンボルの大きさは対応する分離評価
値の選択率の大きさをあらわす。速さ条件 （1） に対
する結果 （図 4（a）） では，ランダムドット刺激が 1 種
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類の場合（空間密度比が 0％または 100％）は，被験
者 DE，KS，TM を除き，すべての被験者で分離評価
値は 1 または 2 になり，オプティカルフローが一つ
に見えていることがわかる。しかし，2 種類のランダ
ムドット刺激が視野内に混在する場合（空間密度比が
20～80％）は，被験者 KK 以外では，分離評価値が
3 あるいは 4 になり，オプティカルフローが二つに見
える場合があることがわかる。速さ条件 （2），（3） に
対する結果（図 4（b），（c））では，多くの条件で分離
評価値が 3 あるいは 4 になり，オプティカルフロー

が二つに見えている場合が増えていることがわかる。
これは 2 種類のランダムドット刺激の速さの差が大
きくなるとそれだけオプティカルフローが二つに分離
して見えることを示している。

図 5 （a），（b），（c） に速さ条件 （1），（2），（3） における
ランダムドット刺激の速さの評価値を示す。それぞれ
のパネル内にオプティカルフローが一つに見えていた
場合（分離評価値が 2 以下，黒シンボル）と二つに
見えていた場合（分離評価値が 3 以上，白シンボル）
の結果の両方が示されているが，二つに見えていた場
合では速いランダムドット刺激と遅いランダムドット
刺激の速さ評価値はそれぞれ異なる形のシンボルで示
されている。図中の点線は空間密度比が 0％と 100％

(b) 図 4  オプティカルフローの各速さ条件における被験者ご
との分離評価値

  （a）：速さ条件（1）12 m/s - 24 m/s，（b）：速さ条件（2）
12 m/s - 36 m/s，（c）：速さ条件（3）6 m/s - 48 m/s。
横軸は速いランダムドット刺激の空間密度比（％），
縦軸は分離評価値をあらわし，円シンボルの大きさ
は対応する分離評価値の選択率の大きさに比例して
いる。

(c)(a)
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のときの速さ評価値を結んだ線形足し合わせの直線を
示している。

オプティカルフローが一つに見えていた場合のラン
ダムドット刺激の速さの評価は，図 5（a）の被験者
TM と図 5（c）の被験者 KS の各 1 点を除けば，すべ
ての条件と被験者で点線にほぼ一致して線形に増加し

ていることがわかる。したがって，オプティカルフ
ローが一つに見える場合，その速さは 2 種類のラン

(b) 図 5  オプティカルフローの各速さ条件における被験者ご
とのランダムドット刺激の速さ評価値

  （a）：速さ条件（1）12 m/s - 24 m/s，（b）：速さ条件（2）
12 m/s - 36 m/s，（c）：速さ条件（3）6 m/s - 48 m/s。
横軸は速いランダムドット刺激の空間密度比（％），
縦軸は被験者が応答したランダムドット刺激の速さ
の評価値の平均である。オプティカルフローの見え
方によってランダムドット刺激の速さ評価値を異
なったシンボルで示す。

 ■： オプティカルフローが一つに見えていた場合（分
離評価値が 2 以下）。

 △： オプティカルフローが二つに見えていた場合の
速いランダムドット刺激（分離評価値が 3 以上）。

 ◇： オプティカルフローが二つに見えていた場合の
遅いランダムドット刺激（分離評価値が 3 以上）。
点線はオプティカルフローが一つに見えていた
場合の横軸の 0％と 100％における二つの評価値
を結んだ直線である。誤差棒は標準誤差をあら
わす。

(c)(a)
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ダムドット刺激の速さをそれぞれの空間密度比の重み
付けで平均した値で決まっているといえよう。オプ
ティカルフローが二つに見えていた場合のランダム
ドット刺激の速さの評価は，遅いランダムドットと速
いランダムドットに対して異なった傾向がみられた。
遅いランダムドットの速さ評価は，図 5（a），（b），（c）
から，ランダムドット刺激の空間密度比によらずほぼ
一定となっている。速いランダムドットの速さ評価
は，ほとんどの場合（図 5（c）の被験者 KY, KS, KK 

以外）で，空間密度比の増加に伴って線形に増加して
いる。

4.  考 按

本研究では，ベクション生起メカニズムの一端を明
ら か に す る た め に， 速 さ の 異 な る 2 種 類 の オ プ
ティカルフローを空間的に重ねて観察した際に，どの
ようなベクションが知覚されるかを調べた。実験 1
では，2 種類のオプティカルフローの速さの差が小さ
い場合（図 3（a））は，各オプティカルフローを単独
で観察した際に知覚するベクションの速さを，各オプ
ティカルフローを形成する刺激の空間密度比の重み付
けで足し合わせた速さのベクションを知覚するという
特性が得られた。また，2 種類のオプティカルフロー
の速さの差が大きい場合（図 3（b），（c））は，ほとん
どの被験者において，知覚されるベクションの速さに
対して遅いオプティカルフローが強い効果をもつ傾向
があらわれていた。実験 2 では，2 種類のオプティカ
ルフローの速さの差が小さい条件（図 4（a））では多
くの場合でオプティカルフローは一つに見え，速さの
差が大きい条件（図 4（b），（c））では一つに見える場
合が減少し，二つに見える場合が増大するという結果
が得られた。一つに見える場合ではオプティカルフ
ローの知覚される速さは，それぞれ単独のオプティカ
ルフローの知覚的速さを各オプティカルフローの刺激
の空間密度比の重み付けで足し合わせた速さになり，
二つに見える場合では，遅いオプティカルフローの速
さは，空間密度比によらず一定に知覚されるが，速い
オプティカルフローの速さは，ほとんどの場合，空間
密度比に対して線形に変化した。

ここでは，実験 1 のベクションの速さの評価と実
験 2 のオプティカルフローの見えを比較し，それら
の関係を考察する。まず，実験 2 のオプティカルフ
ローの分離評価値がほとんどの空間密度比に対して 2
以下になり，2 種類のオプティカルフローを一つに知

覚した場合（図 4（a）の被験者 TT, DE, KK, OT, AN, 

KM）を見る。この場合は，実験 1 のベクションの速
さの評価値（図 3（a））は空間密度比に対して線形に
変化し，実験 2 の一つに見えていたオプティカルフ
ローの速さ（図 5（a））も線形に変化した。また，図
4（c）のその他の被験者 KY, KS および図 4（b）の被
験者 DE でも，2 種類のオプティカルフローを一つに
知覚した場合は同様な結果の傾向があらわれている。
したがって，これらの場合は，2 種類のオプティカル
フローから平均的な速さをもつオプティカルフローが
一つ知覚され，そのオプティカルフローからベクショ
ンが生起していたと考えられる。この結果と同様に，
刺激速度とベクション強度の関係を調べた過去の研究
では，それらが線形な関係になることが示されてい
る16, 18, 19）。

次に，実験 2 でオプティカルフローの分離評価値
がほとんどの空間密度比に対して 3 以上になり，オ
プティカルフローを二つに知覚した場合（図 4（a）の
被験者 KY, KS, TM，図 4（b），（c）のすべての被験者）
を見る。オプティカルフローが二つに分離して見えて
いるとき，もしどちらか一方のフローが静止外界環境
と解釈されてベクションが生起するなら，ベクション
の速さはどちらか一方のオプティカルフローの速さに
一致すると考えられる。確かに，遅いオプティカルフ
ローに一致してベクションの速さが決まっている場合

（ 図 3（b）の 被 験 者 KY， 図 3（c）の 被 験 者 KY と
KK），速いオプティカルフローに一致してベクショ
ンの速さが決まっている場合（図 3（a）の被験者 KY, 

KS, TM， 図 3（b）の TT, DE, KS, 図 3（c）の 被 験 者
TT）が見られた。

しかし，一方，オプティカルフローが二つに分離し
て見えても，どちらか一方のオプティカルフローのみ
によってはベクションの速さが決まらない場合もあっ
た。たとえば，図 3（c）の被験者 TT, KY, KK 以外で
は，ベクションの速さは速いオプティカルフローとも
遅いオプティカルフロートともどちらにも必ずしも一
致していない。この場合は二つのオプティカルフロー
のうち一方が静止外界環境になるのではなく，両方の
オプティカルフローが統合してベクションの速さが決
定されていたと考えられる。本実験の結果では，2 種
類のオプティカルフローの速さの差が大きく，両者が
分離して見える場合，遅いオプティカルフローの寄与
が大きいことが明らかとなった。これは，遅いオプ
ティカルフローが静止外界環境として認識されやすい
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ためであると考えられる。この理由の一つとして，
我々が日常生活で経験するオプティカルフローの速さ
が関係していると考えられる。本実験に用いたオプ
ティカルフローの速さは，6 m/s （21.6 km/h），12 m/s 

（43.2 km/h），24 m/s （86.4 km/h），36 m/s （129.6 km/

h），48 m/s （172.8 km/h） であった。6～24 m/s は車の
走行速度として日常生活でよく経験する速さだが，
36 m/s と 48 m/s は経験する機会の非常に少ない速さ
である。この日常生活での経験の違いが静止外界環境
の決定に影響していた可能性が考えられる。ベクショ
ンにおける前後の異方性を調べた過去研究では，異方
性の原因としてオプティカルフローが日常生活で経験
される頻度を挙げている36）。本実験でも過去の研究
と同様に，日常生活における経験頻度が静止外界環境
の決定に影響することは十分考えられる。

刺激密度とベクションの関係について調べた過去研
究11, 17）では，視野に占める刺激の数がある一定以上
になると誘導されるベクションの強さは一定になるこ
とが報告されている。本研究ではランダムドット刺激
の数を 1,000 個一定にして実験を行ったが，ランダム
ドット刺激の総数を変えることで，今回とは異なるベ
クションの速さ特性が得られる可能性がある。たとえ
ば，ランダムドット刺激の総数を多くすると，どちら
か一方のオプティカルフローのみを呈示したときと同
様のベクションがそのランダムドット刺激の空間密度
比を小さくしても得られることがあり得るので，図 3 

で示した特性が異なってあらわれるかもしれない。ま
た，本実験で用いたランダムドット刺激の総数がある
一定以上であったとすると，総数を少なくすること
で，速さの差の大きい条件でも線形足し合わせ特性が
あらわれるかもしれない。いずれにしても，ランダム
ドット刺激の数がベクションの速さ知覚に与える影響
についての実験は今後の課題である。

本実験の結果では，速さの差の小さい 2 種類のオ
プティカルフローを呈示した場合，それらの密度に応
じて足し合わされた速さに基づくベクションが知覚さ
れる。言い換えると，遅いオプティカルフローのみを
呈示した場合を基準として，速いオプティカルフロー
をそれに重畳して呈示すると，知覚するベクションの
速さは増大するということである。これは，自動車運
転時に道路上に運転者に向かって運動する刺激を呈示
することで運転者の速さ感覚を上昇させた過去の研
究 37）と一致している。この過去研究ではオプティカ
ルフローとして自動車運転シミュレーション動画を用

い，本研究での遅いオプティカルフローとしては道路
などの静止刺激が対応し，速いオプティカルフローと
しては道路側面に設置した誘導刺激が対応している。
この過去研究で用いた二つのオプティカルフローの速
さの差の範囲は本研究とは異なっていること，また，
この過去研究では誘導刺激は常に道路側面に設置さ
れ，本研究のように視野全体を覆う刺激ではないこと
など，本研究とは刺激条件が異なっている。しかし，
オプティカルフローとして本研究とは異なる自然な動
画を用いた場合も二つのオプティカルフローが統合さ
れベクションが生起することが示され，本研究結果の
一般性が支持されているといえよう。

5.  結 論

本研究では，2 種類のオプティカルフローから自己
運動が一意に決められない刺激条件におけるベクショ
ンの生起特性を調べた。オプティカルフローが一つに
知覚されるときは，ベクションの速さはそれぞれのオ
プティカルフローを形成する刺激の空間密度比の重み
でそれぞれの速さが線形に足し合わされた速さとな
り，二つに分離して知覚されるときは，ベクションの
速さはどちらか一方のオプティカルフローによって 

決まる場合と、遅いオプティカルフローの速さの寄与
が大きいような統合特性で決まる場合があることが明
らかになった。この結果より，ベクションの速さの評
価値とランダムドット刺激の空間密度比の関係を示す
モデル式を提案した。また，2 種類のオプティカルフ
ローの速さの差が大きいとき，遅いオプティカルフ
ローにより強く依存してベクションが生起するのは，
遅いオプティカルフローが静止外界環境として解釈さ
れやすいためであると考察した。
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1.  は じ め に

オルソケラトロジーとは，特殊なデザインをもった
ハードコンタクトレンズ（以下 HCL）を計画的に装
用することにより角膜形状を一時的に変化させて近視
や乱視を矯正する手法であり，近年では夜間就寝時の
みにレンズを装用するオーバーナイトオルソケラトロ
ジーが主流となっている。海外では corneal reshaping, 

corneal refractive therapy も同義語として使用されて
いる。本法により十分な矯正効果が得られれば，昼
間の矯正用具は不要となり裸眼での生活が可能とな
る。手術の要らない革新的な近視の矯正治療法とし
て近年注目されており，装用を中止すれば角膜形状
や屈折を元の状態に戻せる（可逆性）という利点も
有する。

オルソケラトロジーは約 50 年前（1960 年代）に米
国で考案された1）が，当時は矯正効果が不十分で予
測性に欠け，効果の発現までに長時間を要するなどの
理由により広く普及するには至らなかった。しかし，
1980 年代にリバースジオメトリーレンズ（reverse 

geometry lens）という特殊な内面デザインをもった
レンズが開発されると，矯正効果の予測性は飛躍的に
向上し，矯正に要する時間も格段に短縮された。更に
高酸素透過性（以下 Dk）レンズ素材が開発されたこ
とにより就寝時の装用が可能となり，1990 年代には再
度臨床応用が広まった。そして 2002 年には Paragon

社の CRTⓇレンズが初の就寝時装用オルソケラトロ
ジーレンズとして米国食品医薬品局 （Food and Drug 

Administration 以下 FDA） の認可を受けるに至った。
その後，複数のレンズが FDA の認可を受けており，
本治療法が世界中で普及するようになったが，日本で
は 2004 年から臨床試験が開始され，2009 年 4 月に
アルファコーポレーション社のαオルソⓇ-K レンズが
本邦初の「角膜矯正用コンタクトレンズ（以下 CL）」
として厚生労働省の認可を取得した2）。

2.  オルソケラトロジーレンズの特徴

リバースジオメトリーレンズと称される HCL を用
いて矯正を行う。最も代表的なデザインは中央から周
辺に向かって 1）ベースカーブ（以下 BC），2）リ
バースカーブ（以下 RC），3）アライメントカーブ

（以下 AC），4 ）ペリフェラルカーブ（以下 PC）の四
つの同心円状のカーブから構成される（図 1）。BC

はレンズ中心部の直径約 6mm の部分であり，角膜の
曲率よりもフラットに設計されており角膜中央部を平
坦化させる役割を担う。RC は BC を取り囲む非常に
スティープなカーブである。BC と AC をつなぐ溝状
の構造をなし，角膜との間にスペースが形成され，こ
こに涙液が貯溜することから tear reservoir zone とも
呼ばれる。このスペースは中央の角膜上皮が再分布す
るために重要な領域であると考えられている。AC は
角膜とほぼパラレルとなるように設計され，角膜上の
センタリングを保持し十分な屈折矯正効果を得るため
の役割を果たす。PC はレンズ最周辺部のカーブであ

最近のトピックス

オルソケラトロジーによる眼球光学特性の
変化と近視進行抑制効果

筑波大学医学医療系眼科　平岡　孝浩

図 1  オルソケラトロジー用リバースジオメトリーレンズ
デザイン

  レンズ平面および断面を示す。レンズは四つの異な
るカーブ（ベースカーブ，リバースカーブ，アライ
メントカーブ，ペリフェラルカーブ）から構成され
ている。

 文献 2）より引用改変
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図 3 裸眼視力の経時変化
  装用開始時に平均 0.26 であった裸眼視力は 4 週後に

1.07 まで改善し，その後も 1.0 以上の裸眼視力が継
続して得られた。52 週後の平均裸眼視力は 1.19 で
あった。＊：p＜0.01 （paired t-test）．

 文献 2）より引用改変

図 2 等価球面度数の推移
  治療後経時的に正視に近づき，いずれの時点におい

ても治療前と比較して有意に改善していることが確
認された。＊：p ＜ 0.01（paired t-test）。

 文献 2）より引用改変

図 4 非対称成分変化量と近視矯正量の相関
  有意な正の相関（r ＝ 0.40，p ＝ 0.0009，Pearson 

correlation coefficient）が認められた。
 文献 3）より引用改変

り，適度なエッジリフトにより涙液交換を促進し，レ
ンズの固着を防止する役割を果たす。このレンズを装
用することにより，中央部の角膜上皮の菲薄化と中間
周辺部の角膜厚増加がもたらされ，その結果近視が軽
減し裸眼視力の向上が得られると考えられている。た
だし，非観血的な治療であり矯正効果には限界があり
強度近視には不向きである。またレンズ素材は通常の
ガス透過性 HCL とほぼ同様であるが，就寝時に装用
するため Dk 値 100 以上のものが用いられている。

我々は約 10 年前からオルソケラトロジーが光学的
質や視機能に及ぼす影響について検討してきた。これ
まで得られた知見について以下に概説する。

3.  屈 折 ， 視 力

48 例 96 眼（26.5±3.3 歳）（平均値±標準偏差） を

対象として，2004 年 6 月～2005 年 11 月に行われた
オルソケラトロジー国内臨床試験の結果を提示す
る2）。屈折は経時的に 0 D に近づいていき，治療開始
後 3 カ月以降は安定した屈折状態を保った。12 カ月
時点では平均−0.16 D であり，極めて正視に近い状
態であった（図 2）。屈折の改善に伴い裸眼視力も
徐々に向上した。装用開始時には平均 0.26 であった
が，4 週後に 1.07 まで改善し，その後も 1.0 以上の
裸眼視力が継続して得られた。52 週後の平均裸眼視
力は 1.19 であった（図 3）。以上のように治験では極
めて良好な成績が得られた 2）。

4.  角膜不正乱視

国内臨床試験の検討項目のなかには角膜不正乱視や
高次波面収差は含まれていなかったため，全く別の対
象群 39 例 64 眼において光学的質の検討を行った。
まず，角膜トポグラフィのデータからフーリエ解析プ
ログラムにより屈折成分を球面成分，正乱視成分，非
対称成分，高次不正乱視成分の四成分に分解して治療
開始前と治療開始後 3 カ月時点の結果を比較したと
ころ，正乱視成分 （0.53±0.23 → 0.63±0.40 D ［p＝
0.0206，paired t-test］） と非対称成分 （0.35±0.22 → 

0.64±0.40 D ［p＜0.0001］）がオルソケラトロジー治
療後に有意に増加することが判明した。また非対称成
分は近視矯正量と有意な正の相関を示し （r ＝ 0.40，
p＝0.0009，Pearson correlation coefficient），近視矯
正量が増加すると角膜の非対称性も増すという結果で
あった（図 4）3）。
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5.  高次波面収差

瞳孔径 3mm での高次収差量を治療前後で比較す
ると，コマ様収差は 0.058±0.037 μm から 0.111±
0.081 μm（p＜0.0001），球面様収差は 0.037±0.028 

μm から 0.079±0.078 μm（p＜0.0001） へと治療後に
有意に増加していた。また，いずれの収差成分も近視
矯正量と有意な相関を示した（r＝0.452，p＝0.0001 

および r＝0.381，p＝0.0017）（図 5，6）4）。

6.  コントラスト感度

次に CSV-1000（Vector Vision 社）を用いてコント
ラスト感度を測定し，治療前後で比較した。縞視標コ

ントラスト感度（CSV-1000E chart），低コントラス
ト視力（CSV-1000LanC10％ chart），文字コントラス
ト感度（CSV-1000LV chart）のいずれのチャートに
おいてもコントラスト感度は治療後に有意に低下した

（p＜0.0001，p＝0.0025，p＜0.0001）。縞視標コン
トラスト感度の空間周波数別の結果を図 7 に示す。い
ずれの空間周波数においても治療後は有意にコント
ラスト感度が低下した。また，このコントラスト感度
曲線の下方の面積を求めた area under the log contrast 

sensitivity function （AULCSF） と全高次収差の関連
をみると，有意な負の相関が認められ（r ＝−0.460，
p＝0.0011）（図 8），高次収差の増加に伴いコントラ
スト感度が悪化することが確認された。更に近視矯正
量との相関をみるとやはり有意な負の相関がみられ

（r ＝−0.462，p＝ 0.0010） （図 9），近視矯正量が増
すとコントラスト感度は悪化していくことも明らかと
なった5）。

メゾテストⅡ（Oculus 社）を用いた薄暮時コント
ラスト感度検査でもほぼ同様の結果が得られ，治療後
に薄暮時コントラスト感度は低下し（p＜ 0.0001），薄
暮時コントラスト感度は高次収差（r ＝−0.548，p＝
0.0003）および近視矯正量（r ＝−0.442，p＝0.0038）
と有意な負の相関を示した6）。

図 6 球面様収差変化量と近視矯正量の相関
  有意な正の相関（r ＝ 0.381，p ＝ 0.0017，Pearson 

correlation coefficient）が認められた。
 文献 4）より引用改変

図 7 オルソケラトロジー前後の縞視標コントラスト感度
  いずれの空間周波数においても治療後はコントラス

ト感度が有意に低下した（p＜0.0001 for 3 cpd， p＜
0.001 for 6 cpd，p＜0.0001 for 12 cpd，and p＜0.05 
for 18 cpd）。

 文献 5）より引用改変
 ——■—：治療前，—□—：治療後

図 5 コマ様収差変化量と近視矯正量の相関
  有意な正の相関（r ＝ 0.452，p ＝ 0.0001，Pearson 

correlation coefficient）が認められた。
 文献 4）より引用改変
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7.  光学的質や視覚の質の経時変化

前述したような光学的質や quality of vision（以下 

QOV）の変化が，長期経過でどのように推移するか
が不明であったため，次に 1 年間の経時変化を調査し
た。その結果，高次波面収差は 1 カ月後に有意に増加
し，その後 1 年を通して高値が持続した（図 10）。一
方，コントラスト感度は 1 カ月後に有意に低下し，そ
の後同レベルで推移するものの，12 カ月後にはやや
改善傾向がみられた（図 11）7）。この理由としては，

中枢のアダプテーションが働き，収差量が大きい状態
に適応してしまうためにコントラスト感度が改善する
可能性が考えられた。Laser in situ keratomileusis（以
下 LASIK）などの屈折矯正手術後でも同様の neural 

adaptation が生じると考えられている8）。

8.  オルソケラトロジー治療中止後の戻り

治療を中止した場合に，上記の変化は完全に回復す
るのか？もしくは不可逆性の変化が生じるのか？とい
う点も興味深い。1 年間治療を継続した症例に対して
完全に治療を中止させ，その後の戻りについて検討し

図 9 AULCSF 変化量と近視矯正量の相関
  有意な負の相関（r ＝ 0.462，p ＝ 0.0010，Pearson 

correlation coefficient）が認められた。近視矯正量
が増すほどコントラスト感度の低下が著しいこと
が判明した。 

 文献 5）より引用改変

図 8  Area under the log contrast sensitivity function 
（AULCSF）変化量と全高次収差変化量の相関

  有意な負の相関（r＝0.460，p＝0.0011，Pearson 
correlation coefficient）が認められた。つまり高
次収差の増加が大きい症例ほどコントラスト感度
の低下が顕著であることが判明した。

 文献 5）より引用改変

図 10 高次収差の経時変化
  高次収差成分はいずれも 1 カ月後に有意に増加して

おり，その後 1 年を通して高値が持続した。
 文献 7）より引用改変

 —◆—：全高次収差，——■—：コマ様収差，
 ——▲—：球面様収差

図 11 AULCSF の経時変化 
  コントラスト感度（AULCSF）は 1 カ月後に有意に

低下し，その後同レベルで推移するものの，12 カ
月後にはやや改善傾向がみられた。

 文献 7）より引用改変
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てみたところ，屈折，裸眼視力，高次収差，コントラ
スト感度のいずれもが中止後 1 週間でほぼ治療前の
状態に戻り，1 カ月後には完全に回復していた9）。オ
ルソケラトロジーは光学的質や QOV の観点からも可
逆性の治療であることが確認された。

9.  患 者 満 足 度

1 年間治療を継続した症例に対して，オルソケラト
ロジー治療に対する満足度を 0 点（非常に不満足）～
10 点（最高に満足）の visual analogue scale（VAS）
で評価したところ，平均 7.8±1.8 点という結果が得
られた。更に各パラメータとの相関をみたところ，治
療後の裸眼視力（r ＝−0.599，p ＝ 0.017）とベース
ラインの近視度数（r ＝ 0.500，p ＝ 0.045）が満足度
と有意に相関することが判明し，要するに良好な裸眼
視力が得られている症例ほど満足度が高く，また近視
矯正量が多い症例ほど満足度が低いということが判明
した10）。

10.  偏心治療と QOV

本治療は積極的に角膜形状を変化させる。治療によ
り角膜中央は扁平化し，中間周辺部が肥厚する。その
結果，角膜は prolate から oblate 形状へと変化するわ
けだが，球面収差の増加は必然的であり，原理的にも
この変化が治療効果を生み出す根源でもある。した
がってレンズのセンタリングが良好でも球面収差の増
加は避けられない。レンズが偏心すればコマ様収差の
増加へとつながる。そこでトポグラフィのマップ上で
治療効果の偏心程度（角膜扁平化領域の中心と瞳孔中
心との距離）を測定し，各パラメータとの相関をみ
た。その結果，近視矯正量が増加するほど治療効果が
偏心しやすいことが判明した。また偏心量はコマ様収
差，球面様収差，コントラスト感度と有意に相関し
た11）。つまり，偏心矯正は眼球の光学的質を損ね，
QOV を低下させることが明らかとなった。

11.  近視進行抑制

前述のように，オルソケラトロジーは眼球の光学特
性に大きな影響を及ぼし，とくに QOV の観点からは
ネガティブな側面があるが，この特殊な光学特性がプ
ラスに働くこともわかってきた。近年の研究により学
童期の近視進行を抑制する可能性がクローズアップさ
れるようになってきたのである12−14）。これまでに 2
年間の経過を追った臨床研究が三つ報告され，いずれ

の研究も眼軸長の伸びを近視進行の指標として対照群
と比較しているが，Cho ら12）は 2 年間での眼軸長の
伸びがオルソケラトロジー群において平均 0.29mm，
眼鏡対照群において平均 0.54mm であったと報告した。
Walline ら13）はオルソケラトロジー群で平均 0.25mm，
ソフト CL 対照群で平均 0.57mm，Kakita ら14）はオ
ルソケラトロジー群において平均 0.39mm，眼鏡対照
群において平均 0.61mm の眼軸伸長であったと報告
した。いずれの研究でも眼軸伸長を完全に抑制するこ
とはできていないが，半減もしくはそれに近い効果が
得られている。

このメカニズムの最も有力な仮説として，網膜周辺
部における遠視性焦点ずれ（defocus）の改善が提唱
されている。Smith ら15）はサル眼での実験において，
周辺視すなわち黄斑（中心窩）以外の周辺網膜におけ
る像の質や光学的特性が眼軸や屈折の発達に強い影響
を及ぼしていることを証明した。つまり，眼軸長や屈
折の発達において，中心窩は必ずしも重要ではなく，
むしろ軸外（周辺部網膜）の要素の方が重要であるこ
とを示した。この理論は発達期における近視眼に対し
て眼鏡や CL を用いて中心窩における結像をよくして
も，近視の進行を抑えることができないことを支持す
る。また近視眼では非近視眼よりも軸外の屈折がより
遠視化しているとの報告16）があり，この軸外での遠
視性 defocus が眼軸の延長を促している可能性が示唆
されている。通常の CL や眼鏡による近視矯正では，
周辺部網膜の遠視性 defocus を矯正できないが，オル
ソケラトロジーでは角膜中央が扁平化すると同時に周
辺角膜が厚くなるため，結果として中間周辺部での屈
折力が強くなる（より近視化する）17）。したがって，
オルソケラトロジー後は周辺部網膜での遠視性
defocus が改善され，その結果，近視進行抑制効果が
得られると考えられている。

我々は経過観察期間を 5 年間に延長し，同様の検
討を行った。対象は 8～12 歳の学童 59 症例で，29
症例がオルソケラトロジー治療，30 症例は単焦点眼
鏡装用を 5 年間継続した。そして IOLMaster® （Carl 

Zeiss Meditec 社）を用いて定期的に眼軸長を測定
し，群間の比較を行った。ベースラインでのオルソ
ケラトロジー群の年齢，等価球面度数，眼軸長はそれ
ぞれ 10.04±1.43 歳（平均値±標準偏差  以下同様），
−1.89±0.82 D，24.09±0.77 mm，眼鏡群は 9.95±
1.59 歳，−1.83±1.06 D，24.22±0.71 mm であり，
いずれの項目においても群間の差はみられなかった。
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5 年間での眼軸伸長はオルソケラトロジー群で 0.99±  

0.47 mm，眼鏡群で 1.41±0.68 mm であり，オルソ
ケラトロジー群で有意に小さいことが明らかとなった

（P ＝0.0236，unpaired t-test）。つまり，オルソケラ
トロジーは 5 年間の長期継続においても眼軸伸長抑
制効果を保持することが確認されたが，その抑制効果
は初年度が最も大きく，その後減少していくことも明
らかとなった（図 12）18）。

これまでに近視進行を抑制するために多くの方法が
試みられてきたが，エビデンスが確認されたものはア
トロピン点眼，ピレンゼピン軟膏，累進屈折力眼鏡な
ど数少ない。アトロピンに関しては散瞳に伴う羞明や
霧視，紫外線曝露，調節麻痺による近見障害など様々
な副作用があり，長期使用が困難である。ピレンゼピ
ンはアトロピンよりも散瞳や調節麻痺への影響が少な
いが，局所刺激感や近見霧視などの理由で脱落する症
例が多い。また入手も困難である。累進屈折力眼鏡に
関しては近視進行抑制効果が不十分であることが問題
となっている。つまり，効果や安全面，経済性，また
簡便性などの条件を満たすような理想的な近視進行抑
制法はいまだ存在しないのが現状であるが，オルソケ

ラトロジーは裸眼視力を改善させる上に調節や散瞳へ
の影響がなく，アトロピンやピレンゼピンに対して大
きなアドバンテージをもつ。また，累進屈折力眼鏡よ
りも近視進行抑制効果が格段に大きい。以上の理由か
ら本治療は promising な方法であるといえ，今後，小
児の近視進行抑制療法において中心的な役割を果たし
ていく可能性がある。

12.  お わ り に

一連の研究により，オルソケラトロジーは光学的質
や QOV の変化をもたらすが，近視矯正量とよく相関
し，また治療の偏心とも関連することが明らかとなっ
た。本治療において，光学的質や QOV を保ち高い患
者満足度を達成するためには，過度の近視矯正を避
け，また矯正効果が偏心しないように厳密なレンズ
フィッティングを行うことが重要であると結論付けら
れる。一方，この特殊な光学特性の変化は，学童期の
近視進行抑制においては大いに威力を発揮することも
明らかとなってきた。ただし，そのメカニズムはいま
だ仮説に過ぎず，効果に個人差があることも否めな
い。今後はどのような症例でより有効なのか？重要な

図 12 オルソケラトロジー群と眼鏡群における眼軸長の経時変化
  両群とも有意に眼軸長は伸長していくが，群間比較を行うと 1 ～ 3 年目 （A ～ C）は

眼軸長の変化量に有意差がみられ，オルソケラトロジー群で有意に伸びが少ない。4
年目 （D）と 5 年目 （E）もオルソケラトロジー群の方が眼軸伸長が小さいが有意差は
認められなかった。

 OK：オルソケラトロジー
 文献 18）より引用改変
 ——●—：OK，— —△— —：眼鏡
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ファクターは何なのか？有効な時期・年齢はどの程度
か？など，解明しなければならない問題がまだまだあ
る。今後の更なる研究が待たれる。

文　　　　献

  Jessen G: Orthofocus techniques.  Contacto 6: 200-204, 1 ）
1962.
  平岡孝浩：就寝時装用オルソケラトロジーレンズの臨2 ）
床評価．日コレ誌 52: S1-S7, 2010.

  Hiraoka T, Furuya A et al: 3 ） Quantitative evaluation of 
regular and irregular corneal astigmatism in patients 
having overnight orthokeratology．J Cataract Refract 
Surg 30: 1425-1429, 2004.

  Hiraoka T, Matsumoto Y et al: Corneal higher-order 4 ）
aberrations induced by overnight orthokeratology.  Am 
J Ophthalmol 139: 429-436, 2005.
  Hiraoka T, Okamoto C et al: Contrast sensitivity 5 ）
function and ocular higher-order aberrations following 
overnight orthokeratology.  Invest Ophthalmol Vis Sci 
48: 550-556, 2007.

  Hiraoka T, Okamoto C et al: Mesopic contrast 6 ）
sensitivity and ocular higher-order aberrations after 
overnight orthokeratology．Am J Ophthalmol 145: 
645-655, 2008.
  Hiraoka T, Okamoto C et al: Time course of changes in 7 ）
ocular higher-order aberrations and contrast sensitivity 
after overnight orthokeratology.  Invest Ophthalmol Vis 
Sci 49: 4314-4320, 2008.

  Artal P, Chen L et al: Neural compensation for the eye's 8 ）
optical aberrations.  J Vis 4: 281-287, 2004.
  Hiraoka T, Okamoto C et al: Recovery of corneal 9 ）
irregular astigmatism, ocular higher-order aberrations, 
and contrast sensitivity after discontinuation of 

overnight orthokeratology.  Br J Ophthalmol 93: 203-
208, 2009.
  Hiraoka T, Okamoto C et al: Patient satisfaction and 10）
clinical outcomes after overnight orthokeratology. 
Optom Vis Sci 86: 875-882, 2009.
  Hiraoka T, Mihashi T et al: Influence of induced 11）
decentered orthokeratology lens on ocular higher-order 
wavefront aberrations and contrast sensitivity function. 
J Cataract Refract Surg 35: 1918-1926, 2009.
  Cho P, Cheung SW et al: The longitudinal orthokeratology 12）
research in children （LORIC） in Hong Kong: A pilot 
study on refractive changes and myopic control.  Curr 
Eye Res 30: 71-80, 2005.

  Walline JJ, Jones LA et al: Corneal reshaping and 13）
myopia progression.  Br J Ophthalmol 93: 1181-1185, 
2009.
  Kakita T, Hiraoka T et al: Influence of overnight 14）
orthokeratology on axial length elongation in childhood 
myopia.  Invest Ophthalmol Vis Sci 52: 2170-2174, 
2011.

  Smith EL 3rd, Kee CS et al: Peripheral vision can 15）
influence eye growth and refractive development in 
infant monkeys.  Invest Ophthalmol Vis Sci 46: 3965-
3972, 2005.
  Millodot M: Effect of ametropia on peripheral 16）
refraction.  Am J Optom Physiol Opt 58: 691-695, 1981
  Charman WN, Mountford J et al: Peripheral refraction 17）
in orthokeratology patients.  Optom Vis Sci 83: 641-
648, 2006.

  Hiraoka T, Kakita T et al: Long-term effect of overnight 18）
orthokeratology on axial length elongation in childhood 
myopia: A 5-year follow-up study.  Invest Ophthalmol 
Vis Sci 53: 3913-3919, 2012.

— 170 —

視覚の科学　第33巻第 4 号



私がカナダと米国に留学したのは今から 15 年前，
東京工業大学大学院博士課程修了後 4 年目の春であっ
た。その年の 4 月からモントリオールのダウンタウ
ンにある McGill Vision Research, McGill University

で研究生活を始めた。この研究所は医学部眼科の付属
研究所として Cambridge 大学から移動した 4 人の研
究者（初期メンバ：Curtis Baker, Kathy Mullen, Fred 

Kingdom そ し て Robert Hess の 各 博 士 ） に よ っ て
1990 年に発足し，現在までに多数の視覚研究者を輩
出している北米屈指の研究組織の一つである。研究所
は McGill 大学の付属病院のうちの一つである Royal 

Victoria Hospital（図 1）内にあり，私が所属してい
たときには 4 人の principal investigator（以下 PI）が
それぞれのラボを自立的に運営していた。McGill 大
学といえば，Penfield 博士や Hubel 博士が研鑽されて
いた Montreal Neurological Institute が世界的に有名
であるが，その研究所の隣に，この病院は存在してい
る。

私はこの研究所の Baker 博士と Mullen 博士のもと
で博士研究員（いわゆるポスドク）として 3 年半，研
究活動を行った。具体的には当時議論となっていた

「色情報または色情報処理機構によって運動信号が生
成されるのか」という問題を解決するために心理物理
学実験を行った。私には，机一つと心理物理学実験を
行うためのコンピュータとそれが置かれた実験部屋

（ただし，部屋は PhD の学生と共用）が用意された。
この研究所の雰囲気はとてもアットホームであり，ポ

スドクや大学院生が所属研究室を越えて共同研究した
り，週末にはキャンパス内の大学院生用のパブでビー
ルを楽しんだりと，とても楽しく研究できる環境で
あった。私も，両博士のプロジェクトとしていくつか
の心理物理学実験の結果を論文としてまとめることが
できた。両博士からは，研究スタイルから研究費の獲
得の仕方など，研究者としてかなり重要なものを教え
ていただいた。また，同僚のポスドクから研究だけで
なく，日々の暮らしのなかで新しい価値観を教えても
らった。

人間贅沢なものである。このような恵まれた研究
環境で過ごしていると，異なる研究を別の環境で続け
てみたくなったのである。そこで，私は移動先を探し
始め，サルの電気生理学を行っている二つの研究室

（New York University と Salk Institute） と脳機能イメー
ジング研究をしている二つの研究室（Massachusetts 

Institute of Technology （MIT） と Stanford University）
の先生方に受け入れの打診とインタビューのための
連絡をした。最終的には電気生理学の研究ができる
Center for Neural Science（以下 CNS），New York 

University の Hawken 博士の研究室でサルの V1 の電
気生理学実験を行うことにした。Hawken 博士は
Baker 博士と研究上でも親しかったので推薦状を書い
てもらい，国際会議でインタビューをした結果，
Hawken 博士の初めてのポスドクとして採用していた
だいた。

CNS は，Faculty of Arts and Science に属する 1 デ

留学印象記

北米でのポスドク時代を振り返って
金沢工業大学人間情報システム研究所　吉 澤 達 也

図 1　Royal Victoria Hospital の外観
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パートメントとして大学院生教育も担っている大きな
組織であり，20 名以上の PI が研究室を構えている。
彼らがカバーする研究領域は心理学から分子生物学ま
での幅広い神経科学である。

CNS は Washington Square から Washington Place 通
り沿いに 2 ブロック東に行った Broadway 通りに面し
たブロックのビル（図 2 右側のビル）にあり，私の
オフィスはそのビルの 11 階にあった。部屋はビルの
内部にあるため窓が全くなく，日中の多くの時間を穴
蔵のようなところで過ごしていた（マンハッタンなら
ではの環境だろうか）。そのため，ランチタイムにビ
ルの外へ出るととっても清々しい気分であった。

さて，研究の話に戻るが，それまで私には電気生理

学実験の経験がほとんどなかった（McGill から CNS

への異動前約 2 カ月間，Baker 博士に指導していただ
いた程度）ので，最初の半年間はオフィスの隣の実験
室で電気生理学実験のための訓練をしながら，心理物
理学実験を行っていた。ようやく一人前に実験に参加
できるようになって，視覚皮質からの神経応答をデー
タとして採取できるようになったのは 1 年くらい
経ったときであった。しかし，私が期待していたデー
タはなかなか得られず，採取できたデータはこれまで
報告されてきた知見とほとんど同じものであった。大
変貴重な経験を得たが，実験結果はあまりかんばしく
ないものであり，残念であった。CNS では 1 年半お
世話になり，その後帰国して金沢工業大学での職に就
いた。米国での 1 年半はあっという間であった。新
しい研究分野へ踏み込むことの大変さを改めて実感す
るとともに，短い期間に色々なことをご指導いただい
た Hawken 博士には大変感謝している。

さて，5 年ぶりに日本に帰国して，日本での研究生
活を始めたころは，それまでの 5 年間とは比べるこ
と が で き な い 学 務 の 多 さ に 困 惑 し た。 今 で は，
McGill で出会ったポスドク仲間と共同研究を行うこ
とができるようになり，5 年という短い期間ではあっ
たが，異なる環境において出会った様々な人から多く
の事柄を学ぶことができ，感謝している。

図 2　Center for Neural Science のあるビルのエントランス前
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2012 年 5 月 30 日 （水）～ 6 月 2 日 （土）名古屋（名
古屋国際会議場）にて開催された第 85 回 日本産業衛
生学会に参加しました。参加しているのは，産業医・
産業保健・人間工学・経営工学・心理学など様々な分
野の大学や研究所の研究者と，実際に職場で色々な問
題に直面している産業看護職・衛生管理者など産業保
健スタッフです。非常に巨大な学会で，規模的には
ちょうど日本臨床眼科学会に似た感じの学会といえま
す。企業展示には，メタボ対策製品，不眠対策品，眼
光学機器メーカーとしては㈱ライト製作所の調節微動
検査機器の出展がありました。展示会場は，とても盛
況です。

本学会産業衛生学会の目的は，産業衛生の進歩を図
ること，産業界の安全対策や予防対策，産業衛生分野
における諸技術の向上，産業看護活動の向上などを目
的としています。最近では，印刷事業労働者の胆管癌
発症率が極めて高いことで社会的な注目を浴びたこと
は記憶に新しいと思います。化学物質による健康障害
は，一定の曝露期間を経て重篤な疾病につながる可能
性が高く，法令遵守が極めて大切であること，衛生管
理の徹底が重要であることを学びました。

眼科医として実際に visual display terminal（以下 

VDT）健診を行っており，また VDT 健診講習会に携
わっていること，そして産業界の疲労・ストレスに関
して臨床と研究を行っているために参加しています。
私は，3 日目のポスターセッションにて「詳細な VDT

健診からみた眼の疲労の要因とその予防策の検討」を
報告してきました。健診は毎回受けるが，事後措置が
全くなされていない，医療機関の受診もなく異常所見
を放置しているといった健診の必要性，目的を問うた
内容です。VDT 健診は受けるものの，屈折異常があ
るにもかかわらず全く眼鏡を使用していない，老視で
ありながら近用眼鏡装用をしていない，斜視の被験者
が意外と多かったなど，実際の現場の状況を報告して
きました。この学会は，企業従事者が対象者であり何

千人単位といった mass として捉える点が，一人一人
と接して診察・加療する眼科の日常臨床とは大きく異
なり，少々違和感を抱く部分ではあります。学会中決
まって質問される VDT 健診に関しての問題点を挙げ
ます。1）調節検査機器すなわち調節近点計が，生産
中止になっているがどうしたらよいでしょう，2）老
視者の調節力の測定はどうしたらよいか，3）そのほ
かの調節検査機器では長時間になるが？，などが挙げ
られている。眼科検査からの対策が急がれます。

夕方から必ず開かれる「VDT 作業研究会」にも参
加してきました。労働時の精神的疲労および眼精疲労
の問題をどのように捉えて対策を打つかといったこと
を毎回議論する研究会です。参加しているのは，産業
保健・人間工学・経営工学・歯科学あるいは心理学な
どあらゆる分野から講師をお呼びしての講演会です。
今回の講演では，顎関節症が VDT 作業による疲労に
関与，影響していることが示され，我々が現在矯正歯
科と研究している結果と類似していることには驚きま
した。やはり VDT 作業に伴う疲労は，眼科治療だけ
では治らないことを痛感させられました。

そのほか，本学会で得られたキーワードは，“メン
タルヘルス”と“睡眠障害（不眠）”です。眼科診療
でも，心理的な視覚症状を訴えて来院するうつ傾向の
患者が多いと思いますが，こういった労働者のメンタ
ルヘルスの保持増進を推進することがまず重要であ
り，結果的に自殺抑止につながるとしています。産業
医からご紹介を受ける患者で視機能をしっかりと加療
しても，職場のストレスによる精神的な負担から治療
効果がみられない場合も多く，痛切に感じられた内容
でした。更に「職場におけるメンタルヘルス対策の充
実を推進するため，『労働者の心の健康の保持増進の
ための指針』の普及啓発を図り，管理・監督者をはじ
め労働者に対し心の健康問題の充実が大切であるこ
と，患者本人のみならず職場の教育も極めて重要であ
ることを学べた学会でした。

学会印象記

第 85 回 日本産業衛生学会
神奈川歯科大学附属横浜クリニック眼科学　原 　 直 人
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今年の JSCRS 学術総会は，6 月 15～17 日まで東
京フォーラムで行われた。清水公也先生の特別講演，
Zoltán Z. Nagy 先生，Boris E. Malyugin 先生の二つ
の基調講演を始め 13 のシンポジウム，教育セミナー
やインストラクションコース，多数の講演やポスター
発表が行われた。6 会場に分かれて行われたので興味
深かったが聞けなかったものも多くあった。私が興味
深く聞いた講演と私自身が携わった講演についても含
め，その印象を述べる。

15 日 （金） は，シンポジウム 3「各社眼内レンズの
特徴」に講演者として出席した。金曜日の朝一番でし
かも第 3 会場のシンポジウムで集まりを気にしていた
が，広い会場がほぼ満員となり演者の一人として安心
しました。アルコン社は黒坂大次郎先生が「アクリソ
フの特徴」について，AMO 社は三戸岡克哉先生が

「AMO 社製眼内レンズの特徴」について，HOYA 社
は石井　清先生が「HOYA 社製眼内レンズの変遷」
について，ニッデク社は太田一郎先生が「ニデック社
製アクリル眼内レンズの特徴」について，興和社は
永田豊文先生が「アバンシィの術後評価」について，
スター社は私が「スター社の眼内レンズの特徴」につ
いて，参天製薬は柴　琢也先生が「エタニティの特
徴」について発表された。どの演者も各社の宣伝ばか
りでなく欠点にも触れ，よかったように思う。ただ
し，最大の欠点は，各社の比較がなく聴衆者の立場で
は物足りないように感じられた。最後にモデレーター
の三宅謙作先生と大鹿哲郎先生から質問形式で討論が
あったが，事前の質問がなく，活発な討論とならな
かった。難しいと思うが，共通のテーマで各社のレン
ズの批評が聞けるとよいと感じたしだいである。

引き続き同会場でシンポジウム 4「眼内レンズ挿入
後屈折誤差への対処法」についてが行われ，須藤史子
先生とモデレーターとして聞かせていただいた。演者
は，「屈折誤差を起こす要因」について福山　誠先生，

「眼鏡，コンタクトレンズ」での補正について梶田
雅義先生，「眼内レンズ交換」について永本敏之先
生，「ピギーバック法による屈折誤差補正」について
稲村幹夫先生，追加 laser in situ keratomileusis（以下 

LASIK）など「角膜手術」について中村邦彦先生が
それぞれ講演された。屈折誤差をなくすのが最もよい
が起こったときの対処法について，梶田先生の眼鏡・
コンタクトレンズでは，単に矯正するのではなく患者
さんの不満を明視域から分析し対処するとのお考え
は，術者としての私から興味深く聞けました。眼内レ
ンズ入れ替えは早期以外は難しい，もう一枚眼内レン
ズを入れるビギーバック法は，現行の市販のレンズで
は限界があるようである。角膜での対処は，高価な器
機が必要であるが一つの方法であると感じたが，自費
である点が問題であろうと感じたしだいである。モデ
レーターとして，最後に，LASIK・海外のピギー
バック用レンズ，有水晶体眼内レンズ ICL のピギー
バック使用の成績を示した。いずれも成績がよいが，
自費診療となることが欠点であると述べた。

基調講演 1 は，Zoltán Z. Nagy 先生の「フェムト
セカンドレーザー白内障手術：患者選択，手技，臨床
成績」であった。フェムトセカンドレーザー白内障手
術は，アタッチメントを使い前眼部 OCT の画像を測
定し，そのガイド下でレーザーで角膜切開，前囊切
開，核分割し，その角膜切開を使って白内障手術を施
行する術式である。臨床成績はすばらしく，今後の白
内障手術が変わり若い人でも容易に正確で安全な手術
ができるのではないかと考えさせられる講演であっ
た。ただ，高額な器機が必要とされ保険点数の下がっ
た本邦で一般化するか否かと考えたしだいである。

清水公也先生の特別講演「本邦における屈折矯正手
術の変遷（1990～2012）」は，先生が自ら実施されて
きた我が国の屈折矯正手術を LASIK・ICL を中心に
話され，興味深く拝聴した。

基調講演 2 は，Boris E. Malyugin 先生の「小瞳孔
への白内障手術：Malyugin リング」であった。先生の
Malyugin リングは，今では小瞳孔や中等度瞳孔でも
フロッピーイリス症候群では安全な白内障手術には欠
かせないアイテムになってきているが，そのリングの
詳細や成績について話されすばらしいアイデアと感心
させられた。

教育セミナー3 の「付加価値眼内レンズの基礎知識」

学会印象記

JSCRS 学術総会　2012 年
社会保険中京病院眼科　市 川 一 夫
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は，林　研先生・松島博之先生のモデレーターで，
江口秀一郎先生が「非球面 IOL」，三戸岡克哉先生が

「着色眼内レンズ」，井上　康先生が「トーリック眼内
レンズ」，中村邦彦先生が「多焦点 IOL」，柴　琢也
先生が「大光学径眼内レンズ」についてそれぞれ話さ
れ，付加価値 IOL について勉強になった。とくに
井上先生のトーリック IOL の講演では，今まで測定
器機が十分でなく考慮してこられなかった角膜後面も
考えたトーリック IOL の使い方が，今後のこのレン
ズを使うときの参考になるのではないかと思われた。

シンポジウム 10 「新しい測定装置を極める」 は，モ
デレーターが須藤史子先生・前田直之先生で，「ORA」

を川守田拓志先生，「PSF analyzer」を佐々木　洋先
生，「IOL 評価と後発白内障解析」を松島博之先生，

「顕微鏡オーバーレイ」を私が担当した。私のは手術
時に顕微鏡に強主経線や CCC サイズを写しながら手
術をするという極めて臨床的なものであったが，ほか
の演者の方々は難しい器機をわかりやすく説明してく
ださり，今後導入していこうとの思いをわかせる講演
であった。

以上，今回は自分の分担がたくさんあり十分に一般
講演やポスター展示がみられず，印象記としても不十
分であったと反省している。
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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。
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（敬称略，50 音順）

33 巻 4 号です。

経済や政治は混沌としていて世相は暗いと思っていますが，視覚の科学の発行は順調です。宮前　博

氏の光学入門は本号の 4 回目で一応終了です。梶田雅義先生には第 48 回日本眼光学学会総会の特別講

演をまとめた総説，眼精疲労と調節の関係についてご寄稿いただきました。筑波大学の平岡孝浩先生に

は，ご専門とされるオルソケラトロジーについてトピックスを書いていただきました。読み応えのある

原著も 2 件掲載できましたので，新しい知見も得られると思います。

さて，この編集後記では何度か電子化の話題をしたと思いますが，ついに査読システムが電子化され

ました。本号から新しい査読システムに対応した投稿規定を掲載します。もちろん眼光学学会の web 

page にも新しい投稿規定が掲載されます。新しい査読システムも完璧なシステムとはいえないかもしれ

ませんが，編集の効率化が図れることは間違いなさそうです。より迅速な論文掲載が可能になると思い

ますので，原著の投稿もよろしくお願いいたします。

眼光学学会はこの時期が理事の改選の時期で，まもなく編集委員を含め役回りの変更があるでしょ

う。編集委員会は，多くの投稿に対し高水準の査読対応がとれるように，各分野の若手専門家に委員に

就任いただくことが望ましいと思っています。

編　集　後　記

三橋　俊文 記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規定

原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

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

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

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

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

・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。

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

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

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

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

・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明

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

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

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

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

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

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。

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

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

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

10.   掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

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

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

在都市名，発行年（西暦）．



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

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

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

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

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

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

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

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



日本眼光学学会　奨励賞規定

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

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

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

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

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

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

第 6 条
この規定の改廃は，理事会の決議をもって行う。

付則
この規定は､ 平成 21 年 1 月 1 日から施行する。



日本眼光学学会　学術論文賞規定

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

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

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

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

第 5 条
論文賞受賞者は受賞年の日本眼光学学会時に記念講演を行う。

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

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

2013 年 第 38 回光学シンポジウム 講演募集
「光学システム・光学素子の設計，製作，評価を中心として」

　光学シンポジウムは，光学設計者・技術者の皆様が日頃の研究，開発の成果を発表し，討論する場として，
毎年開催されています。次回も下記の要領で第 38 回光学シンポジウムを開催致します。多数の皆様の積極的な
応募をお願い致します。
会　期：2013 年 6 月 27 日 （木），28 日 （金）
会　場：東京大学　生産技術研究所 An 棟　コンベンションホール　東京都目黒区駒場 4-6-1
主　催：公益社団法人　応用物理学会 分科会 日本光学会
応募講演の性格および内容：
　a ） 原則として未発表のものとします。ただし，既発表のものと一部重複があっても，光学に関わる新規な内

容が含まれていれば発表可能です。
　b ） 内容は，光学システムおよび光学素子の設計，製作，評価に関連した講演を中心として，日本光学会の活

動の全分野を対象とします。特に，これに関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎し，また問題提
起の講演も認めます。

講演方法および時間：
　 基本的に口頭講演と致します。プログラム編成の都合により，予め連絡の上，ポスターセッションへ変更を

お願いする場合があります。
　《口頭講演》 発表は 20 分（質疑応答 5 分を含む）で，PC プロジェクターのみと致します。
応募資格：  日本光学会（入会予定も含む），応用物理学会，SPIE，OSA，OSK 及び協賛の学協会会員
応募方法：ホームページの講演応募方法をご参照の上，電子メールにてご応募下さい。
　　　　　 光学シンポジウム ホームページ：http://annex.jsap.or.jp/OSJ/meet/symposium/index.shtml
　　　　　応募には以下の情報が必要となります。
　　　　　 題目，氏名，所属機関名，英文題目，英文氏名，所属機関英文名，アブストラクト（200 字以内），

連絡先（郵便番号，住所，氏名，E-mail，電話，FAX）。
　　　　　 申込受付確認のメールを１週間以内に返送します。期限を過ぎてもメールの届かない場合はご連絡

下さい。
　　　　　 講演プログラム・アブストラクトは 2013 年 4 月に公開する予定です。
応募先：E-mail ： optsympo38@gmail.com
　　　　光学シンポジウム実行委員会　講演担当 宛
応募〆切（予定）：2013 年 3 月７日 （木）　必着
予稿提出： 採用した講演については，所定フォーマットの PDF 形式の電子ファイルを提出して頂きます。詳細

は，後日案内予定の予稿原稿の書き方，ホームページをご参照下さい。
予稿〆切（予定）：2013 年 4 月 22 日 （月）　必着
　　　　　　　　＊ 最新情報は，光学シンポジウムホームページにてご確認下さい。
問い合わせ先：光学シンポジウムに関する問合せは，ホームページ，または下記連絡先にお願いします。
　　　　　　　E-mail ：optsympo38@gmail.com　Tel. 042-691-7239
　　　　　　　オリンパス株式会社　光学技術部　福島郁俊
協賛（予定）： 映像情報メディア学会，画像電子学会，計測自動制御学会，光産業技術振興協会，情報処理学会，

照明学会，精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，日本オプトメカトロニクス協会，日本眼
光学学会，日本機械学会，日本光学測定機工業会，日本視覚学会，日本色彩学会，日本写真学会，
日本天文学会，日本物理学会，日本分光学会，レーザー学会，カメラ映像機器工業会



（ 32 ）

視覚の科学　第33巻第 4 号

第 61 回 日本臨床視覚電気生理学会

会　期：2013 年 10 月 4 日 （金）～ 5 日 （土）
会　長：不二門　尚（大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学）
　　　　〒565-0871　吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　TEL： 06-6879-3941　FAX： 06-6879-3948
会　場：千里ライフサイエンスセンター　URL: http://www.senrilc.co.jp/
　　　　〒560-0082　豊中市新千里東町 1-4-2
　　　　TEL：06-6873-2010　FAX：06-6873-2011
学会ホームページアドレス：http://web.apollon.nta.co.jp/jscev61/
プログラム（予定）：特別講演，シンポジウム，日韓ジョイント，一般口演，共催セミナー
演題募集期間（予定）：2013 年 5 月 13 日 （月）～ 7 月 12 日 （金）
本学会に関するお問合せ：
　学会事務局：〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会
　　　　　　　Tel：06-6879-3941　Fax：06-6879-3948
　運営事務局：〒530-0001　大阪市北区梅田 1-11-4　大阪駅前第 4 ビル 5 階 
　　　　　　　㈱日本旅行 西日本 MICE 営業部　企画営業部　制作チーム
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会運営事務局
　　　　　　　Tel：06-6342-0212　Fax：06-6342-0214　E-mail: jscev_61@nta.co.jp

学 会 会 合 案 内
◆　2013 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/23（水）～
1/25（金）

日本視覚学会 2013 年冬季
大会

工学院大学アーバンテッ
クホール （東京都新宿区）

日本視覚学会 2013 年冬季大会ヘルプ
デスク
FAX：03-3368-2869
E-mail：vision-webpost@bunken.co.jp
URL:https://sites.google.com/site/
vsj2013w/

2012/11/16

1/25（金）～
1/27（日）

第 36 回日本眼科手術学会
総会

福岡国際会議場、福岡サ
ンパレス、マリンメッセ
福岡（福岡市博多区）

株式会社コングレ 九州支社内
TEL: 092-716-7116
FAX: 092-716-7143
E-mail: jsos36@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jsos36/

2012/8/24

2/2（土）～
2/7（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA

URL: http://spie.org/bios.xml
2012/7/23

3/27（水）～
3/30（土）

2013 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

2013/1/6
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

4/4（木）～
4/7（日）

第 117 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）

株式会社コングレ内
TEL: 03-5216-5318　FAX: 03-5216-
5552　E-mail: jos2013@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/
jos2013/

2012/11/14

5/5（日）～
5/9（木）

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

Washington State 
Convention Center, 
Seattle, WA, USA

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

2012/12/7

5/10（金）～
5/15（水）

Vision Sciences Society 
12th 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

2012/12/4

6/9（日）～
6/14（金）

CLEO 2013 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, 
USA

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

2013/1/30

7/5（金）～
7/8（月）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2013

Suzhou, China E-mail: yucong@pku.edu.cn

8/25（日）～
8/29（木）

European Conference on 
Visual Perception （ECVP）

Bremen Exhibition and 
Conference Centre, 
Bremen Germany

E-mail: contact2013@ecvp.uni-bremen.de..
URL: http://www.ecvp.uni-bremen.de/ 2013/3/24

9/16（月）～
9/20（金）

2013 年応用物理学会
秋季講演会

同志社大学 京田辺キャン
パス（京都府京田辺市）

㈳ 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

10/4（金）～
10/6（日）

Fall Vision Meeting 2013 Houston, Texas, USA

10/6（日）～
10/10（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2013（OSA）

Hilton Bonnet Creek, 
Orlando, FL

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

2013/5/6

10/31（木）～
11/3（日）

第 67 回日本臨床眼科学会
総会

パシフィコ横浜（神奈川
県横浜市）

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

11/16（土）～
11/19（火）

AAO Annal meeting 2013 Ernest N. Morial 
Convention Center, New 
Orleans, LA

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

2013/4/9



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

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒
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