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巻　頭　言

医工連携再認
根岸　一乃

（慶應義塾大学医学部眼科学教室）

2008 年，2009 年の日本臨床眼科学会のインストラクションコース「屈折，調節をマスターしよう。マルチフォーカ

ル IOLの検査」（日本眼光学学会の教育・啓蒙企画の一環），そして今年 8月 1日，2日の 2日間「第 2回眼光学チュー

トリアルセミナー －眼科医，視能訓練士のためのー」（主催：日本眼光学学会 ＆ ㈳日本オプトメカトロニクス協会）と，

ここ 1年で 3回にわたり，日本眼光学学会が関係するセミナーの企画に参加し，発表させていただく機会を得た。こ

れらのセミナーの内容は，技術者ではなく臨床従事者（眼科医および視能訓練士）に向けたもので，すでに眼科臨床

に応用されている光学器械や医療器具（眼内レンズ）を理解するために必要な眼光学の基礎知識を身につけ，機器の

基本原理を理解し，日常臨床に生かしていただこうというのがその目的の一つである。

近年の数々の眼科領域の画像診断技術の進歩，波面収差解析，エキシマレーザー屈折矯正手術や付加価値眼内レン

ズの登場などにより，眼科臨床医や視能訓練士の眼光学への関心は高まっている。だからこそ，眼科臨床従事者にとっ

ては「とっつきにくい」内容の，眼光学関連のセミナーが盛況になるのであろう。

これらのセミナー企画を通じて感じたのは，機器開発・研究者であるエンジニアと臨床従事者（眼科医・視能訓練

士）は，いまだ互いに理解すべき点が多々残されているということである。工学系出身者と医学系出身者は，当然の

ことながら学問的バックグラウンドが違う。互いが考える「重要事項」にギャップがある場合もあるし，一つの事項

に関する認識レベルが違う可能性もある。医工連携の重要性は誰もが知っていることではあるが，まだまだ歩み寄り，

協力できる余地は残されている。眼光学に関心を寄せている医療従事者が増えている現在は，工学系と医学系の連携

を更に密にし，相互理解を深めるよいチャンスだと思う。

日本眼光学学会はまさに医工連携を担う学会であり，バックグラウンドの違う研究者が同じ土俵で議論できる絶好

の場所である。この学会が高品位な quality of visionの世界へ向けた発信源となるように会員の皆様とともに盛り上げ

ていければと思う。
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眼科臨床における視力検査，視野検査などの重要性
はいうまでもない。これらの検査では空間分解能の刺
激閾，あるいは明るさの分別閾を測定する心理物理的
な測定と考えられる。心理物理の研究は，基礎系の
ジャーナル，たとえば Vision Researchや Journal of 

Vision，また，かなりの頻度で臨床系や光学系ジャー
ナルでも報告がなされており，非常に活発である。日
本においても心理物理的な研究は盛んでしかもレベル
は高く，Natureなど一流誌での発表もある。
ところで，2001年にARVO（Association for Research 

in Vision and Ophthalmology）の Proctor Medalを
受賞したカナダの心理物理学者 David Regan

1）はそ

のレクチャーノートで，心理物理の臨床応用につい
て専門的な紹介をしており非常に興味深い。たとえ
ば，Regan自身，緑内障のスクリーニングで有名な
frequency doubling perimetryへ寄与しており，紹
介に加えている。Frequency doubling perimetryは
David Kelly

2 ）が 1966 年に原理の紹介を行い，Kent

において Reganの研究室で博士号を取得している
Chris Tyler

3 ）により緑内障への応用が独立に検討され
た。そして，オーストラリアの Ted Maddessら4）に
より臨床的な技術として確立された。新しい機能的な
臨床検査法の開発に，心理物理の基礎研究者が大きく
貢献した例である。また，他の印象的な例として，視

総　　説

眼光学研究者への心理物理学の紹介
三 橋 俊 文 1 ）， 不二門　尚 2 ）

1）トプコン研究開発センター
2）大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

Introduction of Psychophysics to Physiological Optics
Toshifumi Mihashi1), Takashi Fujikado2)

1) Research Institute, Topcon Corporation
2) Department of Applied Visual Science, Osaka University Graduate School of Medicine

視覚刺激に対する被検者の反応を調べる心理物理は，様々な視覚の機能を解明してきた。心理物理に学ぶ
ことにより，現在臨床的に行われている視力検査をこえる新しい臨床的な検査が可能になるかもしれない。
本号では色，奥行き，運動視について心理物理の専門家にわかりやすい解説をお願いした。これが臨床応用
を検討する手掛かりになれば幸いである。 （視覚の科学　30: 55－56，2009）
キーワード：心理物理，Frequency doubling perimetry，色覚，奥行知覚，運動視

Visual psychophysics, which investigates responses to visual stimuli, has revealed various visual 

functions.  Through the study of psychophysics, a new clinical test could be developed that is much 

more innovative than those now in clinical use.  This issue of the Japanese Journal of Visual Science 

contains two review papers on color perception, and depth perception, and a topic paper on motion 

perception.  We hope that these papers will be helpful to readers in imaging clinical applications of 

psychophysics.  (Jpn J Vis Sci  30: 55-56, 2009)
Key Words :  Psychophysics, Frequency doubling perimetry, Color perception, Depth perception,                          

Motion perception
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差による奥行き方向の運動のみ知覚できない網膜領域
のある症例の報告がある。この例は，本号に掲載され
る塩入先生の奥行知覚に関する総説との対比が面白
い。Reganのレクチャーノートでは，これらの事例の
紹介だけではなく，視覚系の個々の機能の障害が，網
膜像と高次な処理との中間にある複数のフィルターの
うち，1）すべてに関連する，2）いくつかに関連する，
3）ある一つのフィルターが広帯域化する，4）閾値
の上昇，5）複数のフィルターの独立性が保たれなく
なる，という観点から，総合的に検討している。
本号では，心理物理の臨床検査の応用を見据えなが
ら，心理物理の専門家の色覚，奥行き知覚，運動視に
ついての紹介を掲載した。色は心理量であるので，心
理物理的なアプローチが必要である。最近は，錐体の
検査として ERG（網膜電図）を使った臨床的な検査
や，補償光学眼底カメラで L，M，S錐体の分布を調
べることが可能になっている。Rochester大学で補償
光学を利用した色覚の研究を経験された山形大学の
山内先生に，これらの新しい測定結果と色覚研究の関
係を解説していただく 5）。奥行きは，色と違って実際
の物理量として存在するが，眼で対象を見るときに
は，対象となる奥行き，つまり三次元空間に関する情
報を網膜に投影された二次元情報から復元する必要が
ある。この復元方法のうち視差による奥行き知覚の基
礎，更にそれを応用した臨床応用に関する研究を，東
北大学の塩入先生と東京医科大学の渡辺先生に解説し
ていただく6）。そしてトピックスとして，運動視につ
いて，金沢工業大学の吉澤先生に解説していただく7）。
吉澤先生は日本眼光学学会に積極的に寄与していただ

いている心理物理学の研究者であるが，先生の発表で
使われている運動視に関するキーワードを理解する聴
衆は少ないのではないかと考えている。先生にはこれ
まで眼光学で使われた運動視に関するキーワード（た
とえば fi rst order motion，second order motion）を説
明してくださるようにお願いした。
2009 年度からは日本眼光学学会は新体制として，
不二門理事長の下，理工系の三橋が編集を担当させて
いただく。眼科の研究者である不二門理事長と協力し
て，眼光学とその関連分野，最先端の光学，生理学，
心理物理学などの興味深い研究を幅広く眼光学の読者
に紹介したいと考えている。

文 献
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psychophysics and to the design of visual tests: The 

proctor lecture.  Invest Ophthalmol Vis Sci  43: 1311-
1323, 2002.
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1.  は じ め に

我々の色知覚メカニズムはとても巧妙にできてお
り，無数の色を識別，弁別することが可能である。こ
のような色覚メカニズムも，その入力信号は波長感度
が異なる 3種類の錐体（以下，長波長から短波長に感
度を有するものから順に L，M，S錐体）と呼ばれる
細胞から与えられるに過ぎない。我々が知覚する無数

の色は，これら 3種類の錐体の相対的な応答量によっ
て決定されているのである。3 種類の光受容体の存在
は Youngによって提唱され（Young-Helmholtzの三
原色説），後に生理学的に実証された。しかしながら，
錐体がどのように網膜上に分布しているかを特定する
ことは困難であった。それは，個々の錐体の大きさが
数 µm程度と小さいため，高解像度のカメラが必要で
あるのと同時に，眼の水晶体や角膜などの光学系が収

別刷請求先：992-8510　米沢市城南 4 -3 -16　山形大学大学院理工学研究科情報科学分野　山内泰樹
（2009 年 5 月 25 日受理）
Reprint requests to: Yasuki Yamauchi　Dept of Informatics, Graduate School of Science & Engineering Yamagata Univ
4-3-16 Jonan, Yonezawa 992-8510, Japan
(Received and accepted May 25, 2009) 

総　　説

生体網膜上の錐体比の測定
山 内 泰 樹

山形大学大学院理工学研究科情報科学分野

Estimating the Cone Ratio of the Living Human Retina
Yasuki Yamauchi
Department of Informatics, Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University

色覚を司る視覚メカニズムのフロントエンドは異なる感度を有する 3種類の錐体である。近年，非侵襲な
方法により，これらの錐体の網膜上での存在比率を計測する技術が発達してきた。本稿では，それらの方法
のうち，網膜像撮影方法と分光視感効率による推定方法について概説する。前者は，補償光学（adaptive 
optics）を用いて生体の網膜像を撮影する手法と，錐体の選択的な光反応特性を用いたものであり，後者は
網膜電位法（ERG）により分光視感効率を求め，遺伝子解析により求めた L，M錐体のピーク感度を用いて
この分光視感効率を重みづけ，近似することにより推定する方法である。これらの方法により，L/M錐体比
は被験者間で大きく異なることが示された。また全く異なる両者の結果が高い相関を有することから，両者
とも有効な手法であることを示す。 （視覚の科学　30: 57－64，2009）
キーワード：錐体構造，錐体比，補償光学，網膜電位法（ERG），遺伝子解析

The front end of the visual mechanism, which mediates color vision, is comprised of three types 

of cones, which have different sensitivities to light.  Several invasive approaches to measuring the L/M cone 

ratio on the human retina have recently been proposed.  This article briefl y addresses two of those 

methods: direct measurement of the L/M ratio by analyzing images of the living human retina, and 

indirect estimation based on the neurophysiological method.  The former was derived from an adaptive 

optics system, combined with a selective bleaching technique and retinal densitometry; the latter was 

derived from spectral sensitivity measured via electroretinogram (ERG).  The sensitivity is then best fi t 

with a weighted sum of L and M cone sensitivities of each subject, which are compensated for using 

genetic analysis.  The L/M cone ratio varies widely among observers, ranging from 0.26 to 16.  This 

result is supported by both of these methods. (Jpn J Vis Sci  30: 57-64, 2009)
Key Words : Retinal structure,  Cone ratio, Adaptive optics,  Electroretinogram (ERG), Genetics
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差を有するために，精細な網膜像をクリアな状態で観
察できないからである。そのため，これまでの網膜の
観察は，ドナーから摘出した眼を分析する方法が主流
であったが，この方法は不可逆であり，網膜構造と色
知覚との対応付けは極めて困難であった。
図 1に，L，M，S錐体の相対的な感度を示す。S

錐体は，他の錐体と特性が異なり，古くから研究され
てきた1）が，M錐体と L錐体は，感度の重複部分が

大きいことや形態等の特性が類似していることから独
立に特定することはできなかった。L，M錐体の比率
の推定は両者の感度の違いに着目した心理物理実験に
よってなされてきた2）が，その結果 L，M錐体はほ
ぼ 2：1の比率で存在するといわれてきた。また，ド
ナーから摘出された眼から L，M錐体の数を求めた
結果もそれに近い値となっていた。これまで生体の錐
体配列や錐体比を非侵襲で同定する技術がなかったた
め，色覚との関連性を求めるためにはこれらの錐体比
を用いるしかなかった。
しかしながら，近年になって新しい光学技術や遺伝
子解析による知見などを組み合わせて，網膜上に存在
する錐体比率を非侵襲な手法によって推定する方法が
提案されてきた。本稿では，それらの方法のうち，補
償光学（adaptive optics  以下  AO）システムによる
網膜撮影技術と選択的ブリーチング手法を用いた錐
体の同定方法と，網膜電位（electroretinogram 以下  

ERG）による分光視感効率と遺伝子解析による錐体
感度情報を用いた錐体比率推定法について概説する。

Laser diode

λ=790nm

Hot mirror
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flash lamp

550 nm filter

Cold mirror

Lens array

Off-axis
Parabolic mirrors

Vision test

Retina image

CRT CCD
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可変形
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図 2 ロチェスター大学の adaptive optics（AO）システム概略図
 CCD: charge-coupled device，CRT: cathode ray tube

図 1　L，M，S錐体の相対的感度

ス
ペ
ク
ト
ル
吸
収
率



̶ 59 ̶

2009 年 9 月 生体網膜上の錐体比の測定・山内泰樹

2.  網膜像撮影による錐体同定

 1 ）AOシステム
AOシステムはもともと天文学の分野で開発された

技術である。大気のゆらぎなどが原因で劣化してしま
う天体写真の画質を，その揺らぎ成分を測定，補正す
ることでクリアな画像を得ることができる。その AO

技術を視覚系に応用する試みがなされ，その高いパ
フォーマンスが報告されている3）。ロチェスター大学
において構築された AOシステムの概略図を図 2に
示す。システムは眼光学に含まれる波面歪みを測定す
る波面センサーとその歪みを補正する可変形ミラーか
ら構成され，網膜像を撮影する charge-coupled device

（以下  CCD）カメラもシステム内に組み込まれてい
る。
まず，波面センサーの原理を簡単に説明する。レー

ザーダイオードからの光（790nm）が網膜上に照射さ
れ，その光を点光源とする網膜からの反射光が波面セ
ンサーで受光される。レーザーダイオードにより網膜
上に形成された点光源からの光は，眼光学系（角膜お
よびレンズ）が収差を有するために眼球から出射した
際には位相のずれが生じ，平面波にならない。このた
め，出射光が格子状に一定間隔で二次元的に配列され
たレンズ群に捉えられると，個々のレンズによって集
光されたスポットは等間隔に結像せず，波面の歪みに
応じて偏位してしまう。これらの結像点を CCDカメ
ラで撮影し，その偏位量から眼光学系に起因する歪み
を計算することが可能である。次に，この波面の歪み
を補正するように可変形ミラーの形状を調整する。可
変形ミラーは nmの単位で駆動することが可能なアク
チュエーターが鏡面の後側に一定の間隔で設置されて

おり，それによって表面の形状を自由に変化させるこ
とができる。図 2に示したシステムでは，直径 75mm

の可変形ミラーは 97 個のアクチュエーターを有して
おり，コンピュータからの制御信号で駆動される。な
お，本システムでは最高で毎秒 30 回の補正が可能で
ある。
レンズは一般的に口径が大きいほど解像度が高い反
面，光学的には高次歪みが大きくなってしまう。AO

システムによって高次歪みを補正することが可能であ
るので，解像限界が高い大口径レンズ径の方が有利で
ある。そのため，被験者の眼に散瞳薬を点眼し，瞳孔
サイズを 6.8mmとして測定を行っている。
 2 ）AOシステムによる網膜像撮影
前節 1）で述べたように，AOシステムを用いた波

面測定およびその補正によって眼光学系に含まれる光
学的な歪みを劇的に小さくすることができる。これに
より，網膜からの反射光に含まれる歪みが最小限の状
態で網膜像を撮影することが可能になり，その結果精
細な像を得ることができる4）。
撮影は，クリプトンランプを光源にし，550nm（バ
ンド幅 25nm）の干渉フィルタを透過したフラッシュ
光を網膜上に照射することによって行われる。眼球運
動の影響を最小限にするため，4msecの露光時間が用
いられる。この波長は，M，L錐体の感度を考慮して
決定されたものである。網膜に照射された光の一部は
錐体で吸収されるが，残りの光は反射する。網膜から
の反射光は眼球光学系に起因する歪みを含むが，光路
中に設置された可変形ミラーによってその収差が補正
され，補正後の像が高解像 CCDカメラに結像する。
また，複数枚の画像を重ね合わせることで signal to 

noise（S/N）比を向上させ，より鮮明な画質の網膜像

図 3  AOシステムを用いて撮影した網膜像（被験者 JW）
 （a）補正前，（b）補正後，（c）補正後の画像を 59 枚重ね合わせたもの。

a b c
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を獲得することができる。図 3に示したのがこの光学
系を用いて撮影された網膜写真である。（a）が補正前
に撮影した画像，（b）が補正後の画像，（c）が補正後
の画像を 59 枚重ね合わせた画像である。
このように，AOシステムを用いた眼光学の歪みの

補正によって，網膜上の個々の錐体がはっきりと識別
できる高画質の網膜像が撮影可能になる。 

 3 ）選択的ブリーチングと錐体の同定
錐体に含まれる視物質は光を吸収して反応を起こす
と，再度光を吸収可能になるまでに一定の時間を要
し，その間は光を吸収することができない（ブリーチ
ング）。この特性を用いると，選択的に各錐体が吸収
し得る光の量を変化させることが可能になる。例え
ば，赤色光に対しては L錐体の方が感度が高いため，
赤色光を一定時間網膜に照射すると相対的に L錐体
の方がM錐体よりも多くブリーチされる。逆に，青
色光を用いれば，M錐体をよりブリーチすることが
可能である。このように，適切な光をブリーチングに
用いることで，その直後の撮影時のフラッシュ光に対
する錐体の光吸収量を変化させ，これらの光吸収量に
関する挙動を解析することにより，生きた人間の網膜
上で個々のM，L錐体を特定することが可能になる。
前節 2 ）で示した網膜像は，網膜上で吸収されずに

反射した光を CCDカメラで捉えたものであるが，M

錐体は青色光でのブリーチング直後には吸収可能な光
の量が減少するために，通常の条件での撮影時よりも
多くの光を反射し明るく写る。同様に，赤色光のブ
リーチング直後には，L錐体の方が吸収可能な光の量
が減少しているために反射光が多くなり，M錐体よ

りも明るく写るようになる。
L，M錐体を選択的にブリーチしたそれぞれの条件
で網膜を撮影し，個々の錐体の反射光量を求める。更
に，両錐体をブリーチした条件と錐体を暗順応させて
感度を最大限にした条件でも網膜像を撮影し，それぞ
れの錐体が各ブリーチ条件において，どれだけ光を吸
収したかを計算して散布図を描くと，ブリーチに用い
た光に対する吸収率の違いから図 4（a）に示したよ
うな分布が得られる。これらの吸収量を極座標で表現
し，x軸からの角度θでヒストグラムを描くと，図 4
（b）に示すような双峰分布が得られる。L錐体はその
感度から 650nmのブリーチ後の光吸収量が 470nmの
ブリーチ時よりも少なくなるため，θが小さくなる。
よって，図 4（b）の双峰分布のうちθが小さいもの
が L錐体，大きいものがM錐体と考えられる。S錐
体は 550nmに対する感度が低いので，選択的なブ
リーチングをしなくても特定することが可能である。
上述したように，これまでの心理物理的な間接的な
錐体比推定方法と異なり，本手法では直接錐体像を撮
影し，それから錐体を同定することによって，錐体比
を求めることが可能になった。
図 5に示したのが本手法を用いて網膜を撮影し，更
に錐体を特定した複数の被験者の網膜写真である5）。
各図中に記載されたのは被験者のイニシャルである
が，このうち APと JWについては，複数の異なる網
膜部位の写真が示されている。図中のバーが 5minを
あらわす。L，M錐体比は 0.37 から 16.5 と大きく異
なることがわかった。興味深いのは，いずれの被験者
も石原式検査やアノマロスコープなどにより色覚機能
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図4　 470nmと 650nmの光で選択的にブリーチングした後の個々の錐体の吸収率の散布図（a）と，
個々の点の x軸とのなす角度でプロットしたヒストグラム（b）
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図 5　網膜上の錐体分布（Bar＝5min）
赤で示したのが L錐体，緑，青で示したのがそれぞれM，S錐体である。パネルの違いは被験者の違い，もし
くは同一被験者の測定場所の違いをあらわす。

を測定すると，色覚正常と診断されることである。

3.  ERG応答による視感効率と錐体比の推定

 1 ）ERGを用いた分光視感効率測定
視覚の感度を測定する方法は数多くあるが，なかで
も参照光とテスト光の二つの刺激を高速（15Hz程度）
で交替呈示し，ちらつき（fl icker：フリッカー）を最

小にする（もしくは打ち消す）ように光強度を調整す
ることで，テスト光に対する感度を測定する Flicker 

Photometry法は，国際照明委員会（CIE）で定めら
れている比視感度 V（λ）を導出する際に用いられた
方法である。ちらつきが最小になったときに，参照光
とテスト光の両者に対する明るさ知覚が等しくなった
と考える。そして，一定の強度の参照光に対して，波
長を変化させたテスト光を呈示し，ちらつきがなくな
る（最小になる）強度を求め，その逆数を感度として
いる。概念図を図 6に示す。
ちらつきを判断基準にしたこの分光視感効率では，
人間の輝度に対する応答の分光感度が求められてい
ると考えられ，その輝度応答を生み出すメカニズム
は，L，M錐体からの出力が寄与していると考えられ
ている。この輝度応答の分光感度に，網膜上の L，M

錐体の存在比率に応じて寄与していると考えられてい
る2）。すなわち，L/M錐体比をαとしたとき，α×
VL（λ）＋（1－α）× VM（λ）を計算し，それが分光視
感効率に最も近似できる際のαをその被験者の錐体比
とみなす。

時　間

強　

度

 REF TEST REF TEST REF TEST REF TEST

時　間

応　

答

図 6　 フリッカー刺激の概念図
テスト光刺激（TEST）と参照光刺激（REF）が交替
で呈示され，その応答が測定される。
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この分光視感効率を ERG信号を用いて測定し，錐
体ピーク感度を考慮してこの比視感度に貢献する割
合から錐体比を推定する方法が Neitzらによって提案
されている6）。ERG信号を用いた方法のメリットと
して，応答が精度よく記録できることが挙げられる。
10～20Hz程度の交替呈示を行う心理物理的実験によ
る実験誤差は熟練した被験者においても割と大きく，
感度の個人差を補償する以上の誤差を有してしまう。
実験は，白色参照光と単色光で交替呈示可能な光学
系を用い，480～670nmまで 10nm間隔のテスト光と
参照光を被験者にそれぞれ 8msec間呈示し，それぞ
れの刺激光呈示の間に 8msecのブランク（暗黒）を
はさんだ。これにより，刺激は 31.25Hzで呈示され
ていることに相当し，その刺激に対する ERG信号を
記録した。なお，32Hz程度の速度で交替呈示を行う
と知覚的にはちらつきを感じられないが，ERG信号
ではこの速度に対応した応答を記録することができ
る。ERG信号はフィルタ処理・平均化処理がなされ，
正弦波状の応答が生じるように処理がなされた。測定
中，白色参照光の強度は一定に保たれ，各波長のテス
ト光の強度が実験者により変化され，テスト光に対す
る ERG信号が参照光の応答と同一強度になるように
調整された。なお，被験者の頭は，歯型と額当てに
よって固定され，被験者には 0.5％ Tropicamide散瞳
薬が点眼された。また，実験の結果得られたスペクト
ル感度は，年齢による水晶体の透過率に関する補正が
施された。
 2 ）錐体ピーク感度

色を知覚するためには，入射した光が眼光学系を通
過し，網膜上に分布する光受容体である視細胞のなか
でも錐体と呼ばれる視細胞に吸収され，それが脳へと
伝達されて信号処理される必要がある。3 種類の錐体
の感度に関しては，分子生理学的観点からの研究が精
力的に進められ，近年になり様々なことがわかってき
た。
視物質は，オプシンというタンパク質にビタミン A

のアルデヒド型であるレチナールという発色団が結合
した色素タンパク質である。各視物質のレチナールの
部は同一であることから，オプシンの違いによって各
視物質の最大吸収波長が決定される。Nathansら7）は，
錐体視物質のオプシンを規定している遺伝子を明らか
にするとともに，赤および緑錐体の視物質タンパク
（オプシン）をコードする遺伝子（以下　赤，緑遺伝子）
が X染色体の長腕 qの 28［Xq28 ］という領域に存

在し，青い電子は常染色体の第 7染色体に存在するこ
とを示した。
赤・緑遺伝子はともに 6個のエキソンと 5個のイ
ントロンから構成されている（染色体 DNAはエキソ
ン（exon）というアミノ酸に翻訳される領域と，ア
ミノ酸に翻訳されない，つまり遺伝情報とは無関係の
イントロン（intron）と呼ばれる領域からなり，両者
が交互に連結している）。赤遺伝子と緑遺伝子のエキ
ソンの塩基配列の相同性は 98％と高く，赤視物質と
緑視物質では 364 のアミノ酸のうち 15 個が異なるの
みである。
1991 年に Oprianら8），1992 年にMerbsら 9）によっ

て，分子生物学的に 3種類の錐体視物質が作られ，そ
れぞれの分光吸収特性が測定された。正常赤遺伝子に
おいてアミノ酸配列が異なる多型が存在し，とくにエ
キソン 3の 180 番目のアミノ酸がセリン（以下  Ser）
かアラニン（以下  Ala）であることが報告された。

Merbsらは，Ser赤視物質と Ala赤視物質の 2種類
の多型の分光特性についても検索し，前者の方が後者
よりも吸収極大波長が長波長側（赤側）にあることを
示した。表 1に他の研究結果とともに各視物質の最大
吸収波長を示す 10）。
視物質の多型と心理物理学的特性の関連について
は，Winderickxら11）による報告がなされている。50
名の白人男性について，Ser赤視物質と Ala赤視物質
がそれぞれ 31 名（62％），19 名（38％）と認められ，
等色実験を行った結果，Merbsらの分光吸収特性を支
持する結果が得られた。
前述した分光視感効率を求める際に用いられる L，

M錐体の感度に関しては，遺伝子解析を行い，特定
箇所のアミノ酸配列を求め，そのアミノ酸に応じて
ピーク感度を補正した。
錐体感度の補正方法であるが，Carrollらは L錐体

表 1　錐体視物質の極大吸収波長
nm

文　献　　 年
視　物　質

青 緑 赤

Dartnallら 1983 419 531 559

Oprianら 8） 1991 424 530 560

Merbsら 9） 1992 426.3 529.7 552.4（Ala）

556.7（Ser）

Asenjoら 1994 410 532 563

Ala: アラニン，Ser: セリン
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の感度のテンプレートを用意し，遺伝子解析に基づ
き，ピーク感度の波長が所定の値になるようにシフト
させる方法をとった。また，二色型色覚を有する複数
の被験者に対して同様の実験を行い，実験的に求めた
分光視感効率が残存する L錐体の感度と一致するこ
とを確認している12）。
 3 ）錐体ピーク感度と分光視感効率からの錐体比

の推定

図 7に示したのが，ある被験者の結果である12）。
●であらわしたのが 5回の試行のそれぞれの感度で
あり，横軸に波長があらわされている。被験者の L

錐体感度と，M錐体感度の重みづけ和が分光視感効
率と一番よく近似される際の L/M比（ここでは L錐
体比率）が，図説の数字であらわされており，5回の
試行すべてにおいてほぼ同じ比率が得られていること
がわかる。
図 8に示したのが，62 名の被験者の L/M錐体比の

分布結果である。横軸が L錐体の比率，縦軸が頻度
である5）。L錐体比率が 26％程度から 92％程度まで
大きく異なること，存在比率のピークは約75％（L/M

比で約 3）くらいであることがわかる。最頻値におけ
る L/M錐体比が約 2であることは，これまでの心理

物理実験など間接的に求められた L/M錐体比とほぼ
同じ値になっている点が興味深い。
なお，図 8に示されたように，ERGにより推定し

た錐体比と AOにより直接撮影した画像で特定した
L/M錐体比との値はほぼ一致し，強い相関がみられ
る5）。AOによる直接撮影法では微小面積だけで錐
体をカウントし，その比率を特定しているのに対し，
ERGによる方法は網膜全体の電気応答を基に錐体比
を推定している。摘出したドナーの網膜のメッセン
ジャー RNAを用いて錐体比を求めたところ，網膜箇
所に依存し，網膜内でも錐体比が異なるという報告も
なされている13）が，本稿で説明した両手法でも，網
膜全体としての L/M錐体比に関する傾向は捉えられ
ていると考えられる。

4.  ま と め

非侵襲な手法で網膜上の錐体の比率を求める方法の
概略について述べた。
錐体が色覚メカニズムにどのように寄与している
か，色覚の個人差を生み出しているメカニズムに対す
る錐体の寄与がどうなっているのか，といった議論に
関しては，仮説や推論・モデルの提案がなされてい
るが，まだ検証されていない部分が多い。このような
なかで，生理的な視覚特性として L/M錐体の比率が
求められ，同一被験者に対して更に追加実験を行える
ことは，これまでブラックボックスとして，もしくは
異なる研究からの知見を転用して扱うことしかできな
かったことに比べると，入力部に関する仮説がクリア
されることになるので，これらの知見が今後の心理物
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理実験，とくに色覚との関係で活用されることが期待
される。
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1.  は じ め に

視覚機能のなかで奥行き／立体の知覚は最も重要な
機能の一つである。我々が物を見るというとき，通常
それは三次元の世界を見ることを意味する。視覚入力
が二次元の網膜像であることを考えると，我々の視覚
は二次元から三次元を構築するという，原理的には不
可能な問題を解決していることになる。実際に，網膜
像のみから対象が平面か立体か，更にどの方向から見
たものであるか判断することはできない。我々が悩む
ことなく三次元の世界を知覚できるのは，視覚系が
（無意識に）適当な仮定をおいて網膜像の処理をする
からである。視覚による奥行き／立体認識の問題は，

三次元認識のためにどんな仮定をどのように利用する
かを調べることであり，具体的には様々な奥行き手掛
かりの利用についての研究であるともいえる。
このように考えると，一部の幾何学的錯視は，視覚
処理の誤りというよりも奥行き／立体認識の正常な機
能の反映であるとの Gregoryの主張の妥当性が理解
できる1）。彼は，ミュラーレイヤー錯視図形で矢羽根
の向きに依存して長さが違って見える事実を，立体構
造にかかわる無意識的な仮定で説明する（図 1a）。図
1 aに示す三次元的状況では，線分の長さが異なる方
が正しい知覚といえる。言い換えると，線分の長さが
異って知覚されるのを錯視と考えるのは，刺激図形が
平面上にあると考えることに依存している。もちろん
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実際に平面上の同じ長さの線分が異なる長さに見える
ため錯視と呼ばれるわけであるが，網膜像のみを与え
られた場合，平面か立体かは視覚系にとって知ること
のできない情報である。視覚系は，三次元構造に依存
した仮定を利用するため，矢羽根の向きによって線分
の長さが異なるという推定結果をもたらすと Gregory

は考えるわけである。図 1bは，筆者の一人がみつけ
たツェルナー錯視図形に対する同様の例である。
本稿では，まず，奥行知覚にかかわる様々な手掛か
りについて説明する。その後，奥行運動にかかわる二
つの手掛かりに注目し，斜視患者の奥行運動の知覚の
研究と二つの手掛かりによる知覚の時間特性の比較の
研究を紹介する。それらの研究に基づき，複数の手掛
かりを視覚系が利用する場合の相補的な側面と補償的
な側面について述べる。

2.  奥行き手掛かり

網膜像から奥行きのある三次元世界を知覚するため
に，視覚系は線遠近法，陰影，両眼視差など様々な奥

行き手掛かり（図 2）を利用している2 , 3）。奥行き手
掛かりの分類は研究者によって共通ではないが，ここ
では絵画的手掛かり，運動性手掛かり，両眼視差手掛
かり，その他の手掛かりとしておく。絵画的手掛かり
とは，絵画において利用できる手掛かりであり，線遠
近法，大気遠近法，重なり，陰影などを含む。運動性
手掛かりは，自身の運動に基づく運動視差手掛かりと
対象の運動に基づく運動立体視（運動からの立体構造
復元とも呼ぶ）に分けることができる。いずれも奥行
き情報に伴って変化する網膜像の速度変化の手掛かり
である。両眼視差手掛かりは，左右網膜像のずれであ
る註1。奥行き変化に対応して，左右眼の網膜像差は
変化することから，逆に網膜像差から奥行きを評価で
きる。その他の手掛かりに含めたのは，輻湊角と調節
である。輻湊角は両眼の視線方向のなす角度であり，
注視する対象までの距離と 1対 1対応する。両眼の
視線方向がわかれば，見ている対象までの距離がわか
ることになる。調節についても，注視対象に焦点を合
わせるための調節状態がわかれば，その対象までの距
離が推定できる。このように奥行き手掛かりは様々
であり，その有効性についてもそれほど明確でないも
のもある 3 ,  4）。また，それらの役割は同一ということ
はない。役割という視点で考えると，例えば，両眼視
差は手が届くような比較的近い環境で有効であるのに
対して，線遠近法などは広い環境でのずっと長距離の
奥行知覚に有効である。両者を利用することで，広範
囲の状況で奥行きを知覚することができることにな
る。手掛かりによって利用できる条件が異なり，それ
ぞれの手掛かりの利用は相補的であるということもで
きる。
奥行き手掛かりに関する研究の多くは，奥行きが時
間的に変化しない条件で行われている。運動性手掛か
りの研究では，網膜像の動きを扱うが，対象の奥行き
変化がない条件が基本である。実際の生活環境では，
自己の運動および対象の運動によって奥行き情報は常
に時間的に変化していることを考えると，静止対象に
ついての知見のみでは立体視機能の理解としては十分
ではない5）。奥行運動の知覚を考える上では，やはり
そのために手掛かりを知る必要がある。基本的には静
止対象に対する奥行き手掛かりについて，時間変化を
考えれば奥行運動手掛かりになる。しかし，人間の視

図 1　  a：ミュラーレイヤー錯視の三次元的解釈
  ミュラーレイヤー錯視図形は矢羽根の向きが内

側だと矢の長さが短く，外向きだと長く見える
錯視であるが，三次元の建造物のなかで対応す
る形状を見た場合，矢羽根の向きが内側だと矢
の長さが短く，外向きだと長い対象を示すこと
がある。この錯視が立体／奥行き処理の副産物
であると説明することもできる。

　　　b：上： ツェルナー錯視図形の垂直線は平行であるが，
平行にみえない。

 下： 斜め線がタイルの水平の目地であると考え
ると，写真の紙面上での垂直平行線は，写
真に写った対象の三次元世界の平行線（目
地の垂直線）とは異なる。b図においても三
次元の知覚をすれば，垂直線は平行線でな
いとの知覚が妥当である。

a b

註 1： これを両眼網膜像差と呼び，両眼視差は視線方向に依
存しないずれを指すこともあるが，ここではとくに混
乱はないと考えるので，網膜像差を両眼視差とする。
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図 2 様々な奥行き手掛かり
 ここでは，絵画的手掛かり，運動性手掛かりおよび両眼視差を示す。
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覚系がそれを利用しているか否かは別の問題であり，
それぞれの手掛かりについて実験的に検討して初めて
明らかにすることができる。
奥行運動に関する両眼性の手掛かりとしては，次項
3．で詳述する両眼視差の時間変化（disparity change 

in time以下 DCT）と両眼間速度差（interocular 

velocity difference以下 IOVD）がある。視覚系がこ
の両方を利用していることは，詳細な検討に基づいて
明らかにされている6－ 15）。その他，奥行運動の手掛
かりとしては，拡大／縮小運動や刺激の大きさ変化が
あり，顕著な奥行運動印象を生じさせることが知られ
ている。また，明確さに欠けるかもしれないが，重な
りの時間変化，テクスチャー変化，コントラスト変化
なども奥行運動知覚に貢献することも指摘されてい
る5, 16）。
最初に，奥行き／立体認識の問題はどんな仮定をど
のように利用するかを調べることであると述べた。奥
行き手掛かりの利用という意味では，どのような仮定
をおくかは，どんな環境でどの手掛かりが利用できる
かに依存する。それを理解するためには，奥行き手掛
かりの特徴とそれを処理する視覚特性について調べる
必要がある。以下では，その具体例として両眼性の奥
行運動手掛かりの研究について説明する。まず，二つ
の奥行運動手掛かりについて説明し，両手掛かりにつ
いての二つの研究を紹介する。そして，それらに基づ
く奥行運動処理の相補性と補償性について解説する。

3.  DCTと IOVD

奥行運動の手掛かりのなかで両眼網膜像を利用する
ものには，DCTと IOVDの二つがある。図 3 aに二
つの手掛かりの処理過程の説明図を，図 3 bにそれら
を分離する実験刺激を示す。両眼網膜像のずれ，両眼
視差（両眼網膜像差）が奥行き情報を与え，それによっ
て生き生きとした立体感が得られることはよく知られ
ている。その両眼視差を時間とともに連続的に変化す
る（DCT）と，奥行運動が知覚される6）。これは，単
眼観察ではちらつきにしか見えない刺激を用いた場合
（dynamic randomdot stereogram 以下 DRS）において
も同様である。DRS刺激は，左右眼の刺激は視差を
与えるが，パターン自体は一定の時間間隔で別のもの
に入れ替わるもので，単眼観察では砂嵐のような点の
ちらつきとしか見えない。したがって DRSによって
得られる奥行知覚は，両眼視差の処理の結果であると
いえる。

実際の物体が奥行運動する場合は，視差が変化する
だけでなく両眼網膜像の間には動きの違いがある。つ
まり，奥行き方向に運動する物体の左右網膜像は異な
る速度をもつ。もし何かが右眼と左眼の間に向かって
くる場合，左右の網膜像は逆方向に運動することにな
る。それ以外の方向の奥行運動（右眼より右側か左眼
より左側に向かってくるもの）では，方向が同じで速
さが異なる網膜像となる（遠ざかる場合も同様）。し
たがって，この IOVDには奥行運動の方向や速度の
手掛かりが含まれ，奥行運動手掛かりとなる。これが
IOVD手掛かりである。
この二つの奥行運動手掛かりは，いずれも視覚系が
利用していることが確認されている。上述のとおり
DRS刺激を用いても奥行運動が知覚されることから，
DCTが奥行運動知覚に利用されているといえる6）。
また，左右眼に相関がないランダムドットパターンを
それぞれ異なる方向に動かす刺激に対して，奥行運動
が知覚される。この刺激を静止条件で観察すると奥行
きが知覚されないことから，視覚系は IOVDを処理
し奥行運動を知覚するということができる15）。更に，
運動残効によっても IOVDからの奥行運動の知覚が
誘発されることが知られている。運動残効は，一方向
に運動する視覚刺激をしばらく眺めた後に，静止刺激
を観察すると逆方向に運動して見える現象である。一
方の眼のみで運動刺激を観察すると，その影響は他方
の眼にも残るが，その効果は弱まる。したがって，単
眼で運動刺激を観察した後に両眼で静止刺激を観察
すると，運動残効によって IOVDが生じる。その速
度差によって奥行運動が見える，つまり奥行運動の残
効が見えるのである。これも IOVDによって奥行運
動が知覚されることを強く支持する結果である 12, 17）。
両眼視差手掛かりと IOVD手掛かりはその性質上，

それぞれの独立したシステムで処理されていると考え
ることができる。そのため，一方の処理過程に問題が
あっても他方の処理過程によって奥行きの知覚能力が
保持される可能性がある。我々が行った斜視患者の立
体視特性の研究（次項 4．）はそれを支持する結果を
示す。これは，二つの手掛かりの処理過程が重複機能
をもつことを意味する。しかし，これは二つの処理過
程が全く同一の機能をもっていることを意味しない。
実際，それぞれの手掛かりの処理に関する時間特性を
測定した実験（次々項 5．）は，それらの特性に差が
あることを明らかにした。
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4.  斜視患者の奥行運動知覚

Watanabeら13）は斜視患者の立体視特性への時間的
要因の影響を調べるために奥行運動知覚の特性を測定
し，通常眼科的に用いられている立体視検査の結果と
比較した。前述のように奥行運動の手掛かりには，視
差変化手掛かりDCTに加えて，速度差手掛かり IOVD

がある。それぞれの奥行運動手掛かりへの感度および
静止刺激に対する感度を比較することで，斜視患者の
立体能力の低下がいずれの処理過程と関連するかを調
べることができる。また，これらの手掛かりによる機
能の違いを考える上で参考となる知見が期待できる。
 1 ）実験方法
実験には，手掛かりの異なる 4種類のランダムドッ

図 3　a： 二つの手掛かりを処理する二つの処理経路
   両眼視差の時間変化（DCT）手掛かりを処理するためには，両眼視差を検出し，その時間

変化から奥行運動を計算する（視差処理機構）。両眼間速度差（IOVD）手掛かりを処理す
るためには，左右眼の速度を比較し，奥行運動を計算する（速度処理機構）。

 b：二つの手掛かりを分離する刺激
   まず視差が時間とともに変化するランダムドットステレオグラムを作る（両手掛かり条件）。

視差手掛かりの分離のためには，それぞれの眼への刺激パターンを毎回新しいランダムドッ
トとすることで単眼の運動情報を取り除く（視差手掛かり条件）。速度差手掛かりの分離の
ためには，両眼のパターンを無相関のものとして視差情報を取り除く（速度差手掛かり条件）。

a

b
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トパターン刺激を用いた。第一は，両手掛かり（two-

cue）刺激で，視差と速度差を含むランダムドットステ
レオ刺激である。通常のランダムドットステレオグラ
ムで，視差が時間的に変化する。単眼で観察すると奥
行き変化に対応する動きがそれぞれの網膜像からわか
る。第二は，速度差手掛かり（velocity cue）刺激で，
左右眼には異なるランダムドットパターンを用いて反
対方向に運動する。これは，両手掛かり刺激から左右
の相関を取り除いた刺激で，IOVD手掛かりのみの刺
激となる。第三は，視差手掛かり（disparity cue）刺
激 DRSであり，両手掛かり刺激から運動情報を取り
除いた刺激である。DCT手掛かりのみの刺激と考え
られる。第四は，ランダムドットステレオグラムで
形成した円筒形状が回転する刺激であり，円筒刺激
（cylinder motion）と呼ぶ。この刺激では，上下で回
転方向が異なる（図 4d）。この回転方向の変化を知
るためには，視差情報と運動情報の両方が必要であ
る註2。
それぞれの刺激に対して，奥行運動に基づく視覚認
知課題を設定した。両手掛かり刺激と速度差手掛かり
刺激では奥行き回転方向の判断（図 4 a），視差手掛
かり刺激では奥行運動判断（図 4 b, c），円筒刺激で
は上部と下部で回転方向が逆になっており，その境界
面を応答する（図 4 d）。速度差手掛かり刺激と視差
手掛かり刺激は，奥行き回転する両手掛かり刺激から

それぞれ視差手掛かりあるいは速度差手掛かりを取り
除いたものになる。視差手掛かり刺激は速度情報がな
いため回転方向を決めることができず，回転方向判断
の課題は使えない。そこで，奥行運動条件とノイズ条
件を用いて，両者を弁別する課題で実験を行った。ノ
イズ刺激は，ある奥行きの範囲にランダムに散らばる
ドットがランダムな位置に入れ替わる刺激（図 4 c）
で，単眼で観察すると奥行運動のダイナミックランダ
ムドット刺激と区別できない。二つの刺激が同時に提
示され，いずれの刺激が奥行運動情報を含んだ刺激で
あるかの判断を求めた。
奥行運動知覚を臨床の外来で測定するためには設置
スペースなどの問題があり，測定機器をコンパクトに
まとめる必要がある。本研究ではノート型パーソナル
コンピュータ（PC）上でMATLABと psychophysics 

toolbox
註 3, 18）を使用し，それぞれの刺激と実験制御の

実験プログラムを作成した。
被験者は，東京医科大学眼科の斜視弱視外来に通院
している 52 名（男性 32 名，女性 20 名で，年齢は 4～
38 歳）の患者であり，外斜視患者 33 名で内斜視患者
19 名であった（弱視患者，上下斜視のある患者と斜

図 4　a： 両手掛かりおよび速度差手掛かり条件ではランダムドット面の垂直軸回りの回転運動刺激を用い，回転方向
の弁別課題を行った。

 b： 視差手掛かり条件では，ランダムドット面の前後運動刺激を用い，（c）のランダムノイズとの弁別課題を行った。
 c： 各ドットは，フレームごとに無作為な方向にジャンプする刺激で，単眼観察では（b）の刺激と区別できない。
 d： ランダムドットステレオグラムで形成した円筒を上限で逆方向の回転（垂直軸回り）をし，その上下円筒の

境界（3箇所のいずれか）を答える課題を行った。

註 2： ここでいう視差情報，運動情報は，運動立体視のため
の運動情報と静止両眼立体視のための視差情報であ
り，奥行運動手掛かりを意味しない。

註 3： MATLABは，MATrix LABoratoryを略したものであ
る。心理学実験においては，画像，音声など行列で扱
うことのできる情報をMATLAB内部で生成し刺激と
して提示し，被験者の応答も行列として取得すること
ができる。MATLABは，ユーザーが自作した関数や
スクリプトを toolboxとして組み込める。本実験では，
Brainardらが開発した心理物理実験用に開発された
psychophysics toolboxを用いて実験を行った。
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視手術の既往のある患者は除外した）。コントロール
として正常被験者（矯正視力 1.0 以上，斜視の既往な
し）6名の奥行運動知覚も同時に測定した。すべての
被験者は眼科外来受診時に矯正視力と Titmus stereo 

testも測定した。斜視角は交代プリズム遮蔽試験で
行った。
 2 ）実験結果
静的立体視と奥行運動知覚の相関関係を評価するた
めに相関係数を算出した。また，眼位は内斜視，外斜
視，間歇性外斜視の群それぞれについて斜視角の影響
を調べた。各群について，眼位ずれが 20 プリズム
（以下 ⊿）D以上の群とそれ以下の 2グループに分け
て視差閾値を比較した。眼位の異なる群の間の視差閾
値の差について t検定を行った結果を表 1に示す（有
意水準 0.05 で有意な場合に p値を示した）。Titmus 

Fly testについても同様に，眼位の影響を評価するた
めに両群間でのテストの可否人数に差があるか否かに

ついてχ2 検定を行った。
図 5 aに Titmus stereo test（circles）と両手掛かり
条件の相関を，図 5bに速度差手掛かり条件と視差手
掛かり条件の相関を示す。それぞれ横軸は，両手掛
かり刺激，速度差手掛かり刺激の視差閾値，縦軸は，
Titmus stereo test，視差手掛かりの視差閾値を示す。
図 5bの黒丸は正常者の結果である。表 2には，それ
ぞれの刺激条件の閾値の間の相関係数を示す。比較す
るテストが同一機能の反映である場合は高い相関が得
られるし，異なる機能の反映であれば相関は低くなる
と考えられる。図 5 aからもわかるが，Titmus stereo 

testと両手掛かり条件の相関係数は－0.09 と非常に低
く，それぞれの閾値は独立した処理の結果であること
を示す。4名の患者で Titmus stereo testで立体視が
みられないが，両手掛かり条件で奥行運動知覚の存在
が確認された。また逆に，奥行運動知覚はできないが
Titmus stereo testで立体視が可能である患者も 4名い

図 5 a：両手掛かり条件と Titmus stereo testの視差閾値の間の相関
 b： 速度差手掛かり条件と視差手掛かり条件の視差閾値の間の相関　矢印は最大の視差において課題ができなかっ

た条件であり，閾値がその点より高いことを示す。

a b

表 1　眼位と視差閾値

眼位の大小（＜20D vs 20D＜）と各条件の視差閾値の差の検定

Stereomotion test Titmus stereo

Two-cue Velocity cue Disparity cue Cylinder cue Fly Circles

Esodaviation ns 0.046 ns Ns ns* ns

Exophoria ns ns ns Ns ns* ns

Exotropia 0.043 0.043 ns Ns ns* ns

ns：not signifi cant
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た。静的立体視ができない患者でも奥行運動知覚機能
は温存されている可能性，逆に運動対象の奥行き感度
は低くても静止対象に対する知覚機能が温存される可
能性があることを示す。
表 2は，各刺激条件の視差閾値の間の相関係数を
示す。この表から速度差手掛かり条件と両手掛かり条
件の間にのみ高い相関がみられた。そのほかの条件間
の相関係数はすべて低い値であった。この結果は，速
度差に基づく奥行運動知覚，視差に基づく奥行運動
知覚および静止刺激の奥行知覚の三者が，別の処理に
依存していると考えると説明できる。両手掛かり条件
では，視差手掛かりよりも速度差手掛かりが優位であ
り，速度差手掛かり条件と同一の処理に基づく結果と
なったと考えると，それらの間の高い相関が説明でき
る。円筒条件は速度，視差の両方の処理が必要である
ため，その他の条件と異なる結果になることは理解で
きる。
斜視角と視差閾値の関係については，次の三つの場
合に統計的に有意な差がみられた。第一は，内斜視患
者の斜視角と速度差手掛かり条件の閾値，第二は，外
斜視患者の斜視角と速度差手掛かり条件の閾値，第三
は，外斜視患者の斜視角と両手掛かり条件の閾値であ
る（表 1）。つまり，速度差を用いて奥行運動を利用
する場合（速度差手掛かり条件と両手掛かり条件）に
は，斜視角が小さいほど高い感度になる傾向がみら
れた。眼位のずれが小さければ（20⊿D以内）ある
程度奥行運動知覚が温存されていると考えることがで
きる。一方で，Titmus stereo testを含めてその他の条
件では斜視角の大きさと視差閾値の間に有意な差はみ
られなかった。Maedaら 19）の報告では，奥行運動に
対する斜視角の許容範囲は 20⊿D程度であり，これ
は Titmusの場合の 10⊿D以下 20）より広い。ここで，
速度差以外の条件で斜視角と感度に明確な相関がみら
れない原因は明らかではないが，斜視患者の眼位補

正手術の奥行き感度への影響を調べたWatanabeらの
実験とは一致する（Watanabe Yら：Improvement of 

the Motion-in-Depth perception by surgery on the extra 

ocular muscles.  American Academy of Ophthalmology,  

2007.）。その研究では，手術後に奥行運動への感度は
向上するが，Titmus stereo testの感度はほとんど変化
しないことを示す。静止刺激に対する立体視力が眼位
に依存しないとの結果は，立体視力が左右眼網膜像の
非対応に非常に敏感であることが原因とも考えられ
る。静止立体視に必要な両眼網膜像の対応に効果を
与えるのに十分な眼位の補正が実現されていなけれ
ば，眼位の効果が取り出せないこともうなづける。そ
う考えると，IOVDに対して斜視角の効果がみられた
のは，その検出メカニズムの両眼間対応の許容範囲
が広いとのMaedaらの知見と矛盾しない。実際に，
IOVDの検出に対して，両眼間の許容範囲が広いとの
健常者に対する報告もある15）。

5.  時 間 特 性

前項 4．の斜視患者の結果から，運動情報が視差情
報と同様に重要であることがわかる。とくに奥行運動
については，二つの手掛かりのうち一方が利用できな
くても，もう一方を利用することで感度を保持するこ
ともできる。この意味で両者は，同じ機能をもち補償
し合う関係にあるといえる。しかし，本項で述べる実
験から両者の機能は同一とはいえないこともわかる。
ここでは，二つの奥行運動処理システムは，時間特性
に違いがあることを示す実験について紹介する。

Shioiriら 14），懸樋ら 21）は，DCTと IOVDの二つ
の奥行運動手掛かりに関して時間特性に差異があるこ
とを明らかにした。これは，運動視が高い時間特性を
もつのに対して立体視処理は比較的遅い処理であると
の考えとも一致する。それらの研究では上記斜視患者
の実験と同様に，ランダムドット刺激の奥行きの回転

表 2　条件間の相関

各条件の間の視差閾値の相関係数
Two-cue Velocity cue Disparity cue Cylinder cue Titmus

Two-cue

Velocity cue 0.710

Disparity cue 0.184 0.311

Cylinder 0.016 －0.002 －0.040

Titmus －0.090 －0.100 0.110 0.260
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運動（両手掛かり条件と速度差手掛かり条件）あるい
は奥行運動弁別（視差手掛かり条件）を利用した。た
だし，測定はドットの明暗コントラストを変化して，
そのコントラスト閾値を求めた。
回転あるいは前後運動の速度（時間周波数）を変化
し，コントラスト感度（閾値の逆数）を求め，両手掛
かり条件，速度差手掛かり条件，視差手掛かり条件の
時間周波数特性を比較した。
図 6に実験結果を示す。縦軸は，運動方向判断ある
いは奥行運動検出の正答率が 75%を与えるコントラ
ストの逆数である。図 6から，速度差手掛かり条件で
は 1c/s付近で感度が最大となるのに対して，視差手
掛かり条件では低い周波数ほど感度が高く，低域通過
型の特性を示すという違いが読み取れる。視差手掛か
り条件に比べて，速度差手掛かり条件では速い刺激に
より高い感度をもつ傾向があるといえる。この時間特
性の違いは，二つの手掛かり処理が異なる役割をもち
相補的な機能を果たしていることを意味する。
両手掛かり条件の結果は，速度差手掛かり条件と類
似している。両手掛かり条件では両方の手掛かりがあ
るため，いずれか一方でも感度をもてば刺激が検出で
きることになる。いずれが優位となるかは条件に依存
して変わるであろうし，また斜視患者の例 13）からも
健常者の例 14）からも大きな個人差があるといえる。

6.  お わ り に

我々の視覚は様々な手掛かりを利用し，二次元網膜
像に基づき三次元の世界を認識している。利用可能な
奥行き手掛かりは環境によって変化し，それぞれの手

掛かりが有効に働く条件は手掛かりごとに変化する。
我々は相補的に利用可能な手掛かりを用いることで，
より多様な環境や条件で奥行知覚を実現しているとい
える。本稿では，奥行運動知覚を例に手掛かりの相補
性について述べた。2種類の両眼性の奥行運動手掛か
りが異なる時間特性をもつことは，遅い運動から速い
運動まで広い速度範囲に対応するための機能であると
考えることができる。それでは，これは手掛かりの有
効性とどのような関連があるのであろうか。ここでの
違いは対象の速さであり，両眼視差と遠近法の比較の
ように利用可能な距離に違いがあるとは考えにくい。
一つの可能性は，処理時間という視覚系の特性の違い
である。両眼視差手掛かりが比較的時間のかかる処理
を含むのに対して，運動処理は一般に高速である。し
たがって，それぞれが異なる時間特性をもつことで遅
い運動も速い運動も検出できるシステムをもつことに
は意義がある。これは外的な環境の影響とは異なる
が，手掛かりの特性の問題ではある。視覚系が解決す
べき問題として捉えると，速い運動は速度差を利用し
遅い運動は視差を利用するということは，手の届く範
囲は両眼視差を利用し遠く離れた対象には線遠近法を
利用するというのと本質的には同じともいえる。
一方，斜視患者の実験結果は，静止刺激で立体視が
できなくても運動刺激では奥行運動を知覚することが
できること（あるいはその逆）を示す。これと同様な
関係は，速度差手掛かりと視差手掛かりの間にもあ
る。これは二つの奥行運動の処理系（ないし静止刺激
の奥行き処理系も含めて三つ）が相互に補償し合う関
係にあると捉えることができる。つまり，二つの奥行
運動手掛かりの処理ができるため，なんらかの理由で
一方の機能が低下しても，もう一方によって補償する
ことができる。図 6は時間特性の違いを示す実験結
果であるが，両者の違いはそれほど大きくはない。
1 c/sより遅い刺激はいずれによっても検出できる。
これは，両者は完全に相補的でなく，補償的な側面を
もつことを意味する。
このように奥行き運度にかかわる二つの処理系は相
補的であり補償的である。視覚における相補性は様々
な機能にみることができる。錐体と桿体は，明るい環
境と暗い環境の処理という相補性をもつし，大細胞経
路と小細胞経路は，速くて粗処理と遅くて詳細な処理
という相補性をもつ。一方，補償性について考えると，
ある処理系の機能不全が関連機能全般の機能不全に繋
がらないことを意味する。例えば，1種類の錐体機能

図 6  奥行運動判断に対するコントラスト感度の時間条件
に依存，4名の被験者の平均

 誤差棒は被験者間平均の標準誤差。
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に問題があっても，視覚のすべてを失うことにはなら
ない。二色型の色覚は不便なこともあるが，その他の
視機能に与える不利益は多くない。色覚として相補的
な 3種類の錐体は，形態を見ることにおいては補償的
である。この相補性，補償性の問題は，人間が対応す
る環境や必要とする情報に関連し，視機能を理解する
上で重要な視点であろう。更により一般的には，脳の
情報処理過程において，相補性と補償性を考える必要
も多いものと予想する。
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1.  マイクロペリメトリーとは

マイクロペリメトリー（microperimetry，微小視野
計測）とは，眼底に光刺激を提示して局所の網膜感度
を測定する検査法の総称である。これまで走査レー
ザー検眼鏡（以下 SLO）に搭載されたマイクロペリ
メトリーを用いて多くの研究がなされてきた 1, 2）。こ

の SLOマイクロペリメトリーでは，任意の領域に任
意の条件で光刺激を提示できるため，詳細な眼底所見
あるいは造影検査所見から病変が疑われる領域の感度
を直接測定したり，患者の自覚はあるものの通常の方
法では検出できない限局した領域の変化を捉えるのに
有用である。更に固視の動揺を補正することができ
るため，従来の視野計では評価が難しかった固視不
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マイクロペリメトリー
石 子 智 士

旭川医科大学眼科学講座

Microperimetry
Satoshi Ishiko
 Department of Ophthalmology, Asahikawa Medical College

マイクロペリメトリーを用いた研究から，黄斑疾患患者においては経過観察・治療前後において固視の位
置が変わることがあるため，固視の位置・安定度評価や両眼検査が重要であることを解説し，偽中心固視の
概念についても言及した。新しいマイクロペリメータでは定量的感度評価が可能となり，同一部位・同一条
件下での測定のためのフォローアッププログラムにより，感度変化の比較が容易となった。更に任意の光刺
激を眼底に投影することができるため，ロービジョンへの応用が期待される。しかし実際には眼底をトラッ
キングしながら検査を行い，最後に眼底写真と重ね合わせているため，重ね合わせの際に注意が必要である。
また，他の視野検査装置と比べ光量が少ないなど，装置の特徴をよく理解した上で視機能評価を行うことが
重要である。眼底所見，光干渉断層計所見，蛍光眼底造影所見と同一画面で視機能検査ができる all in one
の装置への期待を述べた。 （視覚の科学　30: 75－83，2009）
キーワード：マイクロペリメトリー，走査レーザー検眼鏡，固視

From the microperimetry study, preferred retinal locus (PRL) evaluations, such as location 
and stability, and bilateral ocular examinations are important because the PRL can change easily in 
macular disease.  The concept of pseudo-central fixation is also explained.  The newly developed 
microperimeter enables qualitative evaluation, making it easy to compare changes in the same 
location under the same conditions during follow-up visits.  Microperimetry is also expected to have 
applications in low-vision care.  Examinations are conducted by tracking the fundus and overlaying the 
data on color photographs after the examination.  Visual function evaluation is also essential, with the 
understanding that certain features of the instrument, such as low light level, might not facilitate direct 
comparison with other perimeters.  The expectation is to develop an all-in-one instrument that can 
evaluate visual function at the same time as fundus image screening, optical coherence tomography 
and angiography. (Jpn J Vis Sci  30: 75-83, 2009)
Key Words : Microperimetry, Scanning laser ophthalmoscope, Preferred retinal locus
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図 2 偽中心固視
  あかたもここで固視を行っているかのように視機能

のない領域に固視表示が集まっている。
  白い四角：見えている領域，白抜きの四角：暗点領域，

黒十字：各検査時の固視，白十字：最終検査時の固視
図 1　 MP-1 の外観
 無散瞳眼底カメラをベースとした装置本体

良の患者でも検査が可能であり，検査中の固視位置
のマッピングにより固視の評価ができるという特徴
を有していた。また，視力視標を投影して視力を測
定することも可能であった3）。しかしながら，すでに
Rodenstock社製の SLOは製造中止となり，これらの
検査を行うことは一部の施設に限られていた。しかし
近年，新しいマイクロペリメータ（MP-1，Nidek社）
が市販され，臨床的に広く用いられるようになってき
た（図 1）4，5）。ここでは，これまでの SLOによって
得られた知見を振り返り，MP-1 について，その使い
方から使用するにあたっての注意点について解説して
いきたい。

2.  固 視 評 価

黄斑疾患患者において固視の評価は重要である。た
とえば，黄斑変性患者の固視を長期的に観察すると，
変性領域が拡大し以前の固視領域が変性領域となるこ
とをしばしば経験する。このような患者では，変性の
拡大に伴い固視も周辺に移動していく6）。また，治療
の前後において固視の位置が変わる症例もある。これ
らの事実は，黄斑疾患患者の経過観察・治療前後にお
いて固視の位置が変わることがあること，すなわち視
力を評価している網膜領域が必ずしも同一ではない可
能性があることを意味している。したがって，経過観
察あるいは術前後の視機能評価に視力を用いる場合に
は，視力のみならず固視を同時に評価することは重要
である。

マイクロペリメトリーを用いて固視位置の評価をす
る場合に，忘れてはならない注意点がある。黄斑疾患
患者においては，黄斑部の視機能が著しく障害され
ると中心固視ができなくなり，固視は中心外へ移動
する。この中心外固視が確立していない患者では，見
えない中心領域でものを見ようとする傾向がある。こ
のような患者の固視をマイクロペリメトリーで評価す
ると，中心領域に固視表示が集まるため，あたかも中
心固視をしているかのような固視結果が示される（図
2）。我々は，これを「偽中心固視」と呼んで「中心固視」
とは区別しているが，これを「不安定な中心固視」と
評価することは，患者がものを見るために機能して
いない領域を使っているかのような印象を与えるた
め，明らかに間違いであることがわかる。このことか
らも，固視の領域が機能しているかどうかを知ること
は重要である。最近では，光干渉断層計（以下 OCT）
は黄斑部の形態変化を詳細に評価するため黄斑疾患の
診断には欠かせない装置となった。上述したように，
黄斑疾患において固視は必ずしも中心窩にあるとは限
らないことから，OCTを用いて測定した黄斑部の厚
さと視力との関連を論じる場合には，固視の評価は必
須である。
固視の安定度の評価も重要である。黄斑変性患者の
長期経過をみていると，病態に変化がないにもかかわ
らず突然視力が上昇することがある。このような患
者の固視を解析すると，見えない中心領域で偽中心
固視をしていたものが，感度を有する中心外の領域で
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比較的安定した固視をしている。このことは，黄斑疾
患患者における視力上昇は黄斑部領域の機能改善によ
るものばかりではなく，病変が不変であっても固視の
移動・安定化によって視力が向上する可能性があるこ
とを示している。あるいは病態の悪化によって中心部
の視機能が完全に荒廃することで固視が中心外に移動
し，視力が変化する可能性もある。このことは経過・
治療評価に際し視力のみを評価基準にすることの危険
性を示唆している。またこのような変化は，これまで
良好だった方の眼が突然急激な視力低下を来すといっ
た左右の優位性の逆転によっても生じる可能性があ
り，両眼の検査をすることが重要である6）。

3.  MP-1を用いた検査の実際

Rodenstock社製の SLOは装置が大型であること，
操作に熟練が必要であることなど，使用上の短所をい
くつか有していた。更に SLOマイクロペリメトリー
では，位置ずれの補正や固視安定度の評価はすべてマ
ニュアルで行う必要があり，検者によって結果にばら
つきが生じることもあった。また，あらかじめ測定点
を設定した検査プログラムがないため，同じ測定点に
よる他者との比較や，同一症例において前回と同一部
位の検査を行うのは容易ではないなど，実際に検査を
行う上での問題点を有していた。新しいマイクロペリ
メータであるMP-1 は無散瞳眼底カメラをベースに作

られており，SLOの欠点であった操作性の悪さが解
消されている。更に，感度測定のプログラムにより定
量的評価が可能となり，同一部位・同一条件下での測
定のためのフォローアッププログラムにより，感度変
化の比較が容易となった。以下に，MP-1 を用いた検
査の実際について説明する。

MP-1 を用いた検査に際し，適切な検査プログラム
を選択する必要がある。対象とする病変により，検査
領域，ポイント数，開始輝度，視標提示時間，閾値検
査のストラテジーなどの条件を考えながら，あらかじ
め用意されたプログラムのなかから選ぶか，必要な条
件の検査プログラムを独自に作成することができる。
また，固視標も形・太さ・長さなどを選択することが
でき，目的に応じて必要なものを選択する。固視の評
価は感度の評価と同時に，あるいは固視評価のみ行う
こともできる。検査中の固視の動きを固視中心からの
距離を角度として経時的に表示したり，固視全体の散
布図を表示し，中心 2°以内と 4°以内に占める割合に
よってそれぞれ固視の安定度を自動的に評価すること
ができる（図 3）。通常用いられる静的マイクロペリ
メトリーのプログラムでは眼底病変に対応させた視野
評価が容易で，シンボル表示または数値表示では眼底
所見の上に結果がオーバーレイされるのでわかりやす
い。カラーコード表示では眼底像が隠されてしまうも
のの，視野障害のパターンをイメージしやすいため患

a
b

c

図 3 固視評価
  a：眼底上に固視の動きを表示したもの
  b： 固視の散布図を表示して固視の位置と安定度を

自動評価するプログラム
  c：検査中の固視の動揺を時間軸で表示したもの
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図 4 静的マイクロペリメトリーの表示
  a：シンボル表示，　　 b：数値表示，
  c：カラーコード表示， d：グレースケール表示

a

c

b

d

図 5 末期緑内障患者の視機能
 69 歳男性。左眼視力（0.3）
  a： ハンフリー（10-2）の結果　中央領域は感度を有す

る領域は認めない。
  b： MP-1 の結果　中央と下耳側に感度を有している領域

が検出された。

a b
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者への説明に有用である。グレースケール表示を用い
ると，実際の視野変化をハンフリーのグレースケール
表示のように提示することができる（図 4）。
たとえば，緑内障末期の患者においてハンフリー
の 10-2 を用いた検査では感度を有さないと判断され
た症例でも，中心のごく限られた領域に感度が残存し
ているのを検出できる症例がある（図 5）。また，モ
ザイク状の視野障害は患者自身も表現することが難
しく，通常の検査では捉えにくい例もある。更に，見
えにくさが進行しても視力が変わらないなど（図 6），
病態変化や自覚症状の変化と視力の変化が一致しない
ことはよく経験する。また，このような症例において，
MP-1 による眼底所見と対応した検査を行うことは病
態を理解するのに有用であるばかりでなく，患者への
説明にも役立つ。
動的マイクロペリメトリーでは視標の条件（何方向
か，内向きか外向きか，速さ，動かす角度）と，いく

つの条件で行うか設定する。等感度曲線を描くことが
可能（図 7）で，等感度曲線内部の面積を解析するこ
ともできるため，暗点の拡大・縮小を定量的にフォ
ローすることが可能である。
更にMP-1 では，任意に作成した文字や図形を眼
底に投影することができる。文字列を投影して患者
に読ませたときの固視の位置，動きを解析すること
（図 8）で，従来の SLOマイクロペリメトリーで報
告されている読みの評価7），訓練8）など，ロービジョ
ンへの応用も可能である。

4.  MP-1検査の注意事項

マイクロペリメトリーを行う際，感度評価に影響
を及ぼさない赤外光を用いて眼底観察を行っている。
SLOでは共焦点絞りにより焦点平面以外からの反射
をブロックしているため，解像度の高い眼底像を得
ることができることが特徴として挙げられる。した

図 6 近視性脈絡膜新生血管の経時変化
  a： 初診時　視力（0.8）。ゆがみと暗点を自覚。中心近くに暗点出現。
  b： 3 カ月後　視力（0.5）。自覚的には見えにくくなった。中心を含み耳側に暗点出現。
  c： 6 カ月後　視力（0.4）。自覚的には見えにくくなった。耳側の暗点拡大。
  d： 9 カ月後　視力（0.4）。自覚的には中央に近い部分が更に見えにくくなった。耳側の暗点は更に拡大し，

鼻側も感度が低下した。

a b

c d
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がって SLOマイクロペリメトリーでは，眼底像をリ
アルタイムで観察しながら，眼底所見上変化のある領
域に刺激光を当てて網膜感度を測定することが可能で
あった。一方，MP-1 は眼底カメラをベースとしてい
るため，このシステムで得られる眼底像の解像度は低
い。検査前には視神経乳頭の位置とトラッキングのた
めのマーキングを行うが，この装置で見えている眼底
画像は視神経乳頭，網膜主幹血管の一部と脈絡膜血管
であり，詳細な網膜病変を捉えることは容易ではな
い。網膜上に焦点が合っているか確認することもでき
ないほど不鮮明な画像しか得られない。実際には屈折
度を入力してから検査を行うが，この入力を忘れても
検査中は焦点ずれに気がつかず，検査終了後に撮影す
る眼底写真を見て初めてピンボケのまま検査を行って
いたことに気がつくほどである。したがって，リアル
タイムに眼底を観察しながら眼底所見上変化のある領
域の検査を行うことは困難であり，あらかじめ把握し
ている眼底に対して位置をトラッキングしながら検査
を行い，最後にその結果を眼底写真と重ね合わせてい
るというのが正しい。実際に局所的な病変部位の検査
を行う場合には，すでに把握している眼底所見と見比
べながらおよその位置関係を捉えて検査位置を調整あ
るいは検査プログラムを選択して検査を行い，最後に
眼底写真を撮って結果を重ね合わせて評価することに
なる。結果と眼底写真との重ね合わせに際しては領域

を 2箇所選んで自動認識をするが，自動認識ができな
いため手動で行う必要がある症例は少なくない。この
際，血管分岐部など 2箇所を選んでマーキングを行
うが，前述のように赤外光による所見では眼底像が不
鮮明であるため，眼底写真で選んだ部位と同じ部位に
正確にマーキングを行うことはときとして容易ではな
い。しかし，ここを正確に行わなければマイクロペリ
メトリーの結果が眼底上にずれて表示されてしまうた
め，慎重を期する必要がある。ずれが生じたかどうか
はプリントされた結果ではわからないため，結果を評
価する医師が自分で検査を行っていない場合には注意
が必要なこともある。
光量の少なさも大きな欠点である（表 1）。他の視
野検査と比較検討する場合にはその特徴をよく理解し
ておくことが重要である9，10）。MP-1 で 0dB未満と
評価されても，光量の大きな従来の装置では感度を有
していると評価できる可能性もあり，あくまでもこの
装置を用いた場合の結果であることを念頭に病態を考

表 1　視野検査装置と明るさの条件

背景輝度（cd/m
2） 最高視標輝度（abs）

Humphrey 10 10,000

Octopus（101）   1.27   1,000

SLO
microperimetry

10
（2）

16,000
  （3,200）

MP-1   1.27      400

図 7 動的マイクロペリメトリー
  暗点の外側へ向かって 8方向に視標を動かした結果

を結び，等感度曲線を描いたもの。ここでは異なっ
た 2種類の明るさで行った検査結果を示す。

図 8 読みの評価
  文字列を眼底に提示。固視の動きを示すグラフで評

価を行える。
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える必要がある。とりわけ，この装置での最高輝度で
測定した検査は，その視標が見えたか見えなかったか
をシンボル表示やカラーコード表示では区別している
が，数値表示ではどちらも 0dBと表示される（図 9）。
これらの値から平均値などを評価する場合には，これ
を理解しておく必要がある。
固視評価に際しては，黄斑疾患患者では見えない中
心部の領域であたかも固視をしているかのような偽中
心固視の症例もあるため（図 10），固視評価プログラ
ムの判断だけを鵜呑みにせず，固視領域に感度を有し
ているかオリジナルの検査結果を確認することは基本

である。
MP-1 検査に際しては，これらの特徴をよく理解し
た上で視機能の評価を行うことが重要である。

5.  マイクロペリメトリーの未来

近年，OCTにより黄斑部領域の定性的構造変化な
らびに厚さの定量的変化を詳細に評価することが可能
となった。疾患の病態をより詳細に把握するために
は，これらの構造変化と機能変化との対比が重要であ
る。MP-1 を行う際，OCTの厚みのマップと対応さ
せた測定点を設定したプログラムを作成すると，評価

図 10　黄斑変性患者の固視
  a：感度分布のカラー表示，b：固視評価
  偽中心固視を行っている患者では，見えない中央部で安定した固視をしているかのような検査

結果となり，固視評価プログラムでもそのように評価してしまう。

a b

図 9 MP-1 における 0dB表示
  a：カラーコード表示，  b：数値表示

a b
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が容易になるばかりでなく検査時間も短縮できる（図
11）。しかしながら，局所的な病変を生じる疾患では，
測定点がその病変部を含んだかどうかで感度の平均値
は大きく異なってしまう可能性がある。したがって，
所見に応じた任意の局所機能検査も重要である。ま

た，網脈絡膜疾患の病態評価には蛍光眼底造影検査が
必須であり，これらの評価との対比も重要である。最
近では，OCTとインドシアニングリーン赤外蛍光造
影検査を同一光源，同軸で行い，それぞれの所見を重
ね合わせができる装置も出てきた（図12）8）。しかしな

図 11 測定ポイントの設定　糖尿病黄斑浮腫の 1症例
  a：光干渉断層計（OCT）を用いた網膜厚の検査
  b：OCTの網膜厚測定領域に対応した検査ポイントの設定

a b

図 12 OCT Angiography

  OCTとインドシアニングリーン蛍光眼底造影検査（ICGA）を同一装置で行い，それぞれの所見を
重ね合わせることができる

  a： 左上；SLO画像，右上；OCT C-scan画像，左下；ICGA画像，右下；OCT C-scan画像と ICGA

画像の重ね合わせ
  b： ICGA画像上の病変部を通る直線上で OCT断層検査（B-scan）を行い，それらを垂直に重ね合

わせたもの。

a b
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がら現在のところ，異なった装置を用いて得られた異
なった画角の検査所見を見比べながら評価しているの
が一般的である。これら眼底所見，蛍光眼底所見，そ
して OCT所見を見ながら同一画面で視機能検査がで
き，そして最終的には治療まで可能な all in oneの装
置が理想ではないかと考えている。
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瞬目後の一過性縮瞳が視機能に及ぼす影響
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Temporary Miosis after Blinking Effect on Visual Function
Shinya Yamamoto1), Hiroshi Uozato1, 2, 3), Takushi Kawamorita1, 2, 3), Nanami Nakayama2)

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

目的：瞬目後に生じる一過性縮瞳が視機能に及ぼす影響について検討した。
方法：対象は健常被検者 17名 17眼である。本実験は，コントラスト視力装置に電子瞳孔計を内蔵した改
良型 CAT-2000™（メニコン社）を用いた。自発性瞬目と随意性瞬目にて測定し，瞳孔径は瞬目前基礎値と
瞬目後最小値を評価した。そしてシクロペントラート塩酸塩（サイプレジンⓇ）点眼後，平均瞬目前基礎値と
瞬目後最小値に対応した人工瞳孔を用いてコントラスト視力の測定を行った。
結果：瞳孔径は瞬目後に一過性の有意な縮瞳を認めた。その変化量は，自発性瞬目で約 0.5mm，随意性瞬
目で約 0.5～ 1.5mmであった。コントラスト視力は，平均瞬目前基礎値から人工瞳孔が 1.0mm以上縮小す
ることで 1～ 2段階程度の有意な上昇が認められた。
結論：瞬目後に生じる一過性の縮瞳は，一時的に焦点深度拡大や網膜像の質の向上に寄与し，その結果，
視機能に影響を与える可能性が示唆された。 （視覚の科学　30: 84－89，2009）
キーワード：瞬目，瞳孔径，視機能，視力，コントラスト

Purpose: We investigated the effect on visual function of temporary miosis after blinking.
Methods: Included in this study were 17 eyes from 17 normal subjects.  We used a modifi ed CAT-

2000™ (Menicon, Tokyo, Japan) with an electronic pupillometer built into the contrast visual acuity 
measuring device.  Two types of blinking, spontaneous and voluntary, were used.  We evaluated pupil 
size before (basic size) and after blinking (minimum size).  Contrast visual acuity was measured after 
instillation of cyclopentolate hydrochloride (CypleginⓇ) using an artifi cial pupil whose diameter was 
measured before and after blinking.

Results: Pupil diameters exhibited signifi cant temporary miosis after blinking.  Pupil variation was 
about 0.5 mm with spontaneous blinking and about 0.5～1.5 mm with voluntary blinking.  Contrast 
visual acuity increased signifi cantly, about 1 or 2 lines, when artifi cial pupil size reduced more than 1.0 
mm from the basic size.

Conclusions: This study suggests that temporary miosis after blinking produces an increase in 
depth of focus and improves retinal image quality, there by affecting visual function.
 (Jpn J Vis Sci  30: 84-89, 2009)
Key Words : Blinking,  Pupil diameter,  Visual function,  Visual acuity,  Contrast
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1.  緒 言

視力検査中，瞬目後に視力が向上するのは経験する
ところである。これは，主に涙液の動態変化による影
響と考えられてきた 1, 2）。しかしながら，瞬目後に瞳孔
も一過性に縮小し変化している3－5）。この変化は網膜
照度の変化に伴う雑音と考えられているが，その一方
で，我々は機能的役割について報告した 6，7）。一過性
の縮瞳による収差減少 7，8）と焦点深度拡大である。こ
れらが一時的に網膜像の質の向上や焦点外の像の鮮明
化に寄与し，その結果，検査結果に影響を及ぼしてい
る一因である可能性が示唆される。そして，瞬目後の
瞳孔変化量は，瞬目に要する時間や強さに依存してお
り6），瞳孔変化が大きいほど，視機能への影響も大き
くなることが懸念される。
そこで今回，瞬目に伴う一過性縮瞳の変化量が，視
機能検査結果にどの程度影響を与えているのか調査を
行った。瞳孔の変化が視機能に最も影響するのは瞬
目後最小値時と示唆されるが，瞳孔は一過性に変化
し，また実瞳孔サイズのコントロールができない。し
たがって，人工瞳孔を用いて有効径を変化させ，最も
縮瞳したときの視機能への影響を検討したので報告す
る。

2.  方 法

 1 ）対　象
対象は，屈折異常以外に眼科的および全身的疾患
のない正常被検者 17 名 17 眼，平均年齢 20.6±1.3 歳
（19～23 歳）である。ハードコンタクトレンズ装用者，
弱視，斜視の者は除外した。自覚的平均等価球面値は
－3.16±2.64Dである。被検眼は全例右眼とした。
 2 ）測定機器
コントラスト視力および瞳孔径の計測は，瞳孔計測
用の小型カメラ 15-BC20CML（Security System社）
を取り付けて改良した CAT-2000™（Menicon社）を
用いた。このカメラは，瞳孔径に影響を与えないよう
赤外線透過フィルター IR-76（HOYA社）が取り付け
られ，可視光は遮断されている。そして，このカメラ
で得られた瞳孔径の画像データは，FP-10000（TMI

社）の瞳孔径解析プログラムにて瞳孔水平径として
算出された。瞳孔径の校正に関して，CAT-2000™の
working distance（WD）の位置に実測値 1.0～7.0mm

（1.0mm単位）の円形開口を置き，取得した画像デー
タを FP-10000 にて解析した後，実測値と比較，そこ

から回帰式を算出し，補正式として用いた。
 3 ）環境設定
CAT-2000™の視標コントラストは 100，25，10，5，
2.5％の 5段階，視標面輝度は昼間視，薄暮視の 2段
階である。なお，本機器は視標輝度と背景輝度の平均
輝度が常に一定（昼間視 100 cd/m

2，薄暮視 5 cd/m
2）

になるように設定されている。本実験は，昼間視モー
ド，視標コントラスト 100，25，10，5％にて測定を
行った（コントラスト 2.5％は判別できない例が多数
認められたため，今回の検討からは除外した）。
準暗室にて前順応 15 分を行った後，測定を開始し
た。
 4）測定方法
瞳孔径の測定は，遠見視モードの logMAR値 0.1

（小数視力 0.8）のランドルト環を固視させ，自発性
瞬目と随意性瞬目にて行った。そして，瞬目直前の 1
秒間に測定された瞳孔径の平均値を瞬目前基礎値と
し，瞬目後に最も縮瞳した瞳孔最小値と比較した。各
瞬目パターンにおいて 3回測定し，その平均を各々の
代表値とした。固視モニター観察のもと，睫毛や上眼
瞼の影響が疑われたときや，瞬目前基礎値 1秒間にお
ける瞳孔径の変化が著しいとき，そして不完全な瞬目
や前瞬目による瞳孔径変化中に生じる瞬目は，再度計
測を行った。
コントラスト視力の測定には，瞳孔径が最も変化
したときに及ぼす視機能検査結果への影響を検討す
るため人工瞳孔を使用した。本実験における，各
瞬目パターンの平均瞳孔径変化量は約 0.5～1.5mm

であった。そこで，平均瞬目前基礎値（人工瞳孔
4.5mm）と瞬目後 0.5mm変化した場合（以下 人工
瞳孔 4.0mm），1.0mm変化した場合（以下 人工瞳
孔 3.5mm），1.5mm変化した場合（以下 人工瞳孔
3.0mm）と仮定し，これらの人工瞳孔を用いた。そ
して，シクロペントラート塩酸塩（サイプレジンⓇ）
1.0％点眼 50分後，平均瞬目前基礎値以上に散瞳して
いることを確認し，コントラスト視力検査を開始した。
そのときの自覚的平均等価球面値は，平均瞬目前
基礎値の人工瞳孔を挿入し，視標コントラスト 100％ 

における logMAR値 0.1（小数視力値 0.8）のランド
ルト環の分離を弁別できた度数を遠見矯正値として採
用した（－2.69±2.75D）。視力値の決定は，マニュ
アルモードにて 5回視標を呈示し，3回以上の正答
を Passとした。そして，人工瞳孔 4.0mm，3.5mm，
3.0mmに変更していき，各コントラストにて有効径
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の違いによる最高視力の変化を比較した。
 5 ）瞬目パターン
自発性瞬目と随意性瞬目を用いた（本実験前に瞬目
に関する事前説明を行っているため，ここでの“自発
性”という用語は意識を完全に除外できず“随意性”
が介入している可能性がある）。随意性瞬目は「瞬目
の強さ」と「閉瞼時間の違い」の二つの組み合わせで
実験条件を作成した。具体的には，すばやく軽い瞬目
と軽く閉瞼 1～3秒（ 1秒単位），すばやく強い瞬目
と強く閉瞼 1～3秒の 8パターンにて行った。
 6 ）統計解析
瞳孔の統計解析には，Wilcoxon符号付順位検定

と反復測定分散分析（repeated measure two-way 

ANOVA）を用いて，コントラスト視力には反復測
定分散分析（repeated measure one-way ANOVA）と
Scheffé testを用い，有意水準は 5 % 未満とした。

3.  結 果

各瞬目パターンによる瞬目前後の瞳孔変化を表 1

に示す（測定する諸因子を図 1，自発性瞬目による瞳
孔の経時的変化量を図 2に示す）。
 1 ）瞬目前後の瞳孔径
瞳孔径は，瞬目後，一過性に有意に縮瞳した

（Wilcoxon符号付順位検定，p＜0.01）（図 3）。瞬目
後，約 1秒で最も縮小し，そこから 1～2秒以上要し
て基礎値に戻る傾向が認められた。瞳孔の変化は，自

表 1　各測定点における瞬目前後の瞳孔径の変化

瞬目パターン 自発性瞬目
随意性瞬目

すばやく軽い すばやく強い 軽く閉瞼1秒 強く閉瞼1秒 軽く閉瞼2秒 強く閉瞼2秒 軽く閉瞼3秒 強く閉瞼3秒

瞬目時間（sec） 0.25±0.10 0.30±0.09 0.76±0.21 1.12±0.11 1.16±0.08 2.13±0.08 2.12±0.07 3.07±0.06 3.10±0.07

P1（mm） 4.65±0.49 4.60±0.52 4.59±0.55 4.85±0.51 4.59±0.54 4.73±0.55 4.53±0.50 4.68±0.46 4.55±0.48

P2（mm） 4.32±0.47 4.20±0.50 3.80±0.45 3.85±0.45 3.45±0.43 3.48±0.44 3.23±0.39 3.37±0.38 3.10±0.33

T1（sec） 0.60±0.08 0.58±0.09 0.54±0.10 0.48±0.07 0.49±0.06 0.46±0.08 0.47±0.07 0.48±0.07 0.47±0.09

T2（sec） 0.85±0.14 0.89±0.18 0.95±0.17 0.99±0.23 0.92±0.16 0.90±0.16 0.94±0.20 0.99±0.18 0.95±0.17

T3（sec） 0.56±0.29 0.67±0.38 1.57±0.73 1.77±1.06 2.20±0.63 1.78±0.62 2.45±0.89 2.33±1.15 2.59±0.61

図 1 測定諸因子
 測定値　P1：瞬目前基礎値
 　　　　P2：瞬目後最小値
 時間　　T1： 瞳孔径の変化　1/2 まで変化するのに

要した時間
 　　　　T2： 瞳孔最小値までの時間
 　　　　T3： 瞳孔が最小値から散瞳して瞳孔径変化

の 63％まで回復するのに要した時間

時　　間 （sec）

（mm）

瞳
孔
径

図 2  自発性瞬目における瞳孔径の経時的相対変化量
 （n＝ 17）
 ■ : 瞬目

瞳
孔
径
変
化
量

（mm）

時　　間 （sec）

図 3 瞬目前後の瞳孔径の変化：自発性瞬目
 ＊＊：Wilcoxon符号付順位検定，p＜ 0.01

（mm）

瞳
孔
径
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発性瞬目に比べ随意性瞬目で高値を示し，その変化
量は，自発性瞬目で約 0.5mm，随意性瞬目で約 0.5～
1.5mmであった（図 4）。瞬目に要する時間が長いほ
ど変化は有意に大きくなり（two-way ANOVA，p＜
0.01），強く瞬目すると変化は更に大きくなる傾向を
認めたが，瞬目の強さによる有意な変化はなかった
（two-way ANOVA，p＞0.05）。
自発性瞬目と随意性瞬目（すばやく軽い）では瞳孔
径変化量に有意差を認めなかった（Wilcoxon符号付

順位検定，p＞0.05）（図 5）。
 2 ）コントラスト視力
各コントラストにて人工瞳孔径が縮小するほど，視
力値の上昇はより大きくなった（one-way ANOVA，
p＜0.01）（図 6）。コントラスト 100％の視力値は，
平均瞬目前基礎値の結果に対し人工瞳孔 4.0mmでは
有意差を認めなかった（Scheffé test，p＞0.05）が，
人工瞳孔 3.5mmでは 1段階，人工瞳孔 3.0mmでは 2
段階程度の良好な結果となった。平均瞬目前基礎値か
ら 1.0mm以上変化することで視力値の有意な上昇が
認められた（Scheffé test，p＜0.01）。他のコントラス
ト視標でも同傾向であった。

4.  考 按

本検討により，瞬目後の瞳孔変化量が視機能検査結
果に影響することが確認された。瞳孔の変化は，収
差 8）や焦点深度 9），網膜照度10）などが関与し，網膜
像の質を変化させ，視機能に最も影響を与える要因の
一つである11）。線像強度分布を用いた結像特性の観
点からは，瞳孔の最適径（入射瞳）は約 2.4mmと報
告されている12）。そして，それ以上に拡大すると収
差が増加13）し，それ以上に縮小しても回折の影響14）

で視機能に大きく影響を及ぼす。したがって，検討結
果によるコントラスト視力の向上は，有効径の縮小が
収差減少による網膜像の質の向上や，焦点深度拡大に
よる焦点外の像の鮮明化を効果的に導いたことによる
ものと考えられる。すなわち，この結果は，瞬目後の
一過性縮瞳が視機能に影響する変化量であることを示
唆している。また，この瞳孔変化を高次収差と連動し

図 4 各瞬目パターンにおける瞳孔径変化量
  点線より右側を統計解析（左側は瞬目に要する時間

幅が不一致のため除外）
  : 自発性瞬目，   : 随意性瞬目
分散分析表：Time Course

自由度 平方和 平均平方 F値 p値 ラムダ 検出力

Strength 1 0.393 0.393 2.775 0.1055 2.775 0.350

対象（群） 32 4.53 0.142

Category for Time Course 2 2.139 1.069 67.53 ＜0.0001 135.07 1.000

Category for Time Course＊ Strength 2 0.072 0.036 2.274 0.1111 4.549 0.434

Category for Time Course＊対象（群） 64 1.013 0.016

（mm）

瞳
孔
径
変
化
量

図 5  瞬目後の瞳孔径変化量：自発性瞬目と随意性瞬目（す
ばやく軽い）の比較

 Wilcoxon符号付順位検定，p＞0.05
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図 6  異径人工瞳孔におけるコントラスト視力
 ̶■̶：瞬目前基礎値（4.5mm），
 ◆̶̶ ：人工瞳孔 4.0mm，̶ ̶ ●̶ ̶：人工瞳孔 3.5mm，
 ̶○̶：人工瞳孔 3.0mm

 one-way ANOVA，p＜0.01，
 ＊＊：Scheffé test，p＜0.01
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て解析した川守田ら7）によると，高次収差が大きく，
かつ瞳孔変化が大きい眼では，より視機能に影響を与
える可能性を報告している。更に，瞳孔が小さいとき
ほど瞳孔変化が焦点深度拡大に及ぼす影響が大きくな
ることから，瞳孔基礎値が小さく，かつ瞳孔変化が大
きい眼では，より視機能に影響する可能性が示唆され
る15）。
瞬目後の瞳孔変化に関する過去の報告3－ 5）では，

変化量や変化時間について報告されていない。本検討
で瞳孔の変化量は，瞬目に要する時間が長いほど有意
に大きくなり，強く瞬目すると変化は更に大きくなる
傾向を認め，以前の我々の報告 6）と同様の結果となっ
た。つまり，瞬目の仕方ひとつで，瞳孔の変化量に大
きく影響を及ぼしているといえる。我々は，日常無意
識に瞬目を行い，その発生機序は明らかではないが，
角膜の浸潤，眼筋の緊張解除，網膜の入力補正などが
目的といわれている16）。しかし，像のボケをよくした
いとき，つまり明視を得ようとするときなど随意的に
瞬目することが知られている 16，17）。今回の検討から，
自発性瞬目は瞬目時間が短く，瞳孔変化量は比較的小
さいことから視機能に瞳孔変化の影響はあまりないと
考えられるが，随意的に瞬目し瞬目時間の延長や強さ
の要素が加わると，瞳孔の変化量は大きくなる。その
結果，収差減少と焦点深度拡大による網膜結像特性の
向上により貢献し，視機能に影響を与えることが考え
られる。したがって，瞬目に伴う涙液の分泌・分布や
網膜感度更新に加え，これらが視力上昇の一因になっ
ている可能性が示唆される。
眼科臨床への影響として，瞬目パターンにより視機
能検査結果が変動する可能性が挙げられる。視力が低
下した学童では，瞬目を繰り返し行うことなどが報
告 18）されているが，経験的にもこの瞳孔反応を利用
しているかのような特異的な瞬目をする小児をしばし
ばみかける。また，ドライアイ患者でも瞬目に要する
時間が長く（最長瞬目時間 0.99±1.30 sec），そのば
らつきが大きいとの報告19）があり，瞬目時間延長に
伴う瞳孔変化量の増加が涙液以外の要因として視機能
に影響を及ぼしている可能性が考えられる。視機能検
査時の対処法としては，本検討結果から瞳孔の変化量
は，随意性瞬目（すばやく軽い）を行わせたときと自
発性瞬目とでは有意差はなく変化が小さいことから，
すばやく，かつ軽く瞬目するように指示することで瞳
孔変化の影響を最小限に抑えることができると考えら
れる。ただし，図 2に示すように個人差を認め，症例

によっては影響を与える可能性があることを念頭に入
れ留意する必要がある。また，この瞳孔変化は 3秒程
度の変化であり，我々が日常行う瞬目も 3秒に 1回
ほどである20）。このことは，変化の大きい症例では，
日常においても視機能への影響が問題になる可能性が
挙げられる。とくに近年，数多く登場している瞳孔径
に依存する光学的屈折矯正法 21, 22）ではその影響が懸
念され，日常視を考慮した両眼による調査が必要とさ
れる。
本実験の制限は，実瞳孔をコントロールできないた
め人工瞳孔を用いたことである。実際には，一過性の
縮瞳による一時的な網膜像の質の向上であり，涙液の
動態変化 23，24），眼瞼圧が及ぼす角膜への影響25），Bell

現象後の固視に伴う視覚抑制などを考慮する必要があ
る。また，瞬目パターンにより瞳孔変化量だけではな
く，涙液の動態変化にも影響を及ぼすことが報告26）

されており，今後は，瞬目パターンによる涙液動態変
化，そして瞳孔反応の経年変化，環境照度依存性など
の要因を考慮し，検討する予定である。
今回の検討により，瞬目後に生じる一過性縮瞳が視
機能に影響する変化量であることが確認された。した
がって，瞬目に伴う瞳孔縮小が一時的に焦点深度拡大
や網膜像の質の向上を効果的に導き，その結果，視機
能検査結果に影響を与える可能性が示唆された。

本研究は，第 44 回日本眼光学学会にて発表した。
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1.  緒 言

網膜中心窩は眼球の解剖軸（2．方法に定義）か
ら耳側に偏位しているが，従来眼光学の多くの計算
ではこの事実が考慮されていなかった。眼内レンズ
（intraocular lens  以下 IOL）のレンズ設計も例外では
なく，光軸上に網膜中心窩があると仮定して議論が展
開されてきた。2007 年になって Tabernero

1）は，網

膜中心窩が解剖軸から偏位していることに着目して，
ベンディングと非球面とを用いて網膜中心窩でのコマ
収差を少なくする方法を発表している。
著者はその方法に対して，IOLを偏位または傾斜
あるいは偏位かつ傾斜（この三つの場合を以下偏位 ･
傾斜とする）させることによって，網膜中心窩での収
差を軽減できることを計算によって示す。IOL光学
部の一個の屈折面だけを偏位 ･傾斜させて，その光学

別刷請求先：591-8023　堺市北区中百舌鳥町 5-8  マンション「ヒロ」1階　かしわぎ眼科　柏木豊彦
（2009 年 4 月 30 日受理）
Reprint requests to: Toyohiko Kashiwagi, MD　Kashiwagi Ganka
5-8 Nakamozu-cho, Kita-ku, Sakai 591-8023, Japan
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原　　著

眼内レンズ光学部の偏位と傾斜による網膜中心窩での収差軽減
柏 木 豊 彦

かしわぎ眼科

Intraocular Lens Decentration and/or Tilt Can Reduce 
Aberration at the Fovea
Toyohiko Kashiwagi

Kashiwagi Ganka

網膜中心窩は眼球解剖軸から耳側水平方向に偏位している。光線追跡法を用いて，眼内レンズ（IOL）光
学部を水平方向に偏位 ･傾斜させて，前述の偏位した網膜中心窩でのスポットダイアグラムを計算した。ま
た近軸像点や網膜中心窩に集束する光束を横からみた断面の光のエネルギー密度分布も計算した。計算は解
剖軸上で無収差となる非球面 IOLと球面 IOLについて行った。その結果，IOLを偏位あるいは傾斜または
偏位かつ傾斜させた場合に，網膜中心窩での収差が少なくなることがわかった。また球面 IOLの方が，無収
差の非球面 IOLより焦点深度が深いことが示された。更に球面 IOLの場合，最小錯乱円より近軸像点の方
がエネルギー分布は鋭いピークをもつことがわかった。 （視覚の科学　30: 90－95，2009）
キーワード：網膜中心窩偏位，眼内レンズ偏位・傾斜，スポットダイアグラム，焦点深度，最小錯乱円

The fovea is temporally horizontally dislocated from the anatomical axis of the eye.  Using 
ray tracing, spot diagrams at the fovea were calculated for intraocular lenses (IOLs) with horizontal 
decentration and /or tilt.  Side-section views of the convergent rays at the Gaussian focus and fovea 
were also calculated.  The section views were expressed in terms of energy density distribution.  The 
calculations were performed with a spherical IOL and an aspherical IOL with no spherical aberration 
at the anatomical axis.  It was found that the aberration at the fovea can be reduced by horizontal 
decentration and/or tilt.  It was also shown that the depth of focus of a spherical IOL is longer than that 
of the above type aspherical IOL, and that in the spherical IOL the energy peak at the Gaussian focus is 
sharper than that at the least confusion circle.  (Jpn J Vis Sci  30: 90-95, 2009)
Key Words :  Dislocated fovea,  Intraocular lens decentration and/or tilt,  Spot diagram,  Depth of focus,               

Least confusion circle
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図 2 横断面上でのエネルギー分布の計算方法
  光線上の点とスクリーンとの距離が 1µm以下となる

ピクセルのカウント数を増加させる。

図 1 網膜中心窩，物点，視軸，眼球解剖軸の関係
  網膜中心窩は耳側に約 5°偏位している。眼内レンズ

（IOL）が偏位 ･傾斜している場合，視軸は網膜中心
窩とそれに対応する物点とを結ぶ直線となる。

部が光軸をもたない場合でも，網膜中心窩での収差を
軽減できる。しかし，本論文内では IOL光学部が光
軸をもち光学部全体が一塊として偏位 ･傾斜する場合
のみを示す。
 1 ）IOL 偏位 ･傾斜の定義
IOLが偏位するとは，IOL光学部中心が解剖軸上

にある場合を起点として，その起点で解剖軸に垂直に
交わる平面内で IOL光学部中心位置が移動すること
を指す。IOLが傾斜するとは，IOL光学部光軸の方
向ベクトルが解剖軸の方向ベクトルから傾くことを指
す。更に本論文内では，水平方向のみの偏位 ･傾斜の
場合を扱う。

2.  方 法

 1 ）計算の基準軸
角膜輪部を円で近似し，その円の中心を通りその
円に垂直な直線を眼球の解剖軸と定義した。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。解剖軸は通常眼球の光軸といわれるものと一致
する（図 1）。IOLが偏位 ･傾斜すると角膜の光軸と
IOLの光軸は一致しないので，共通の軸としての眼
球の光軸は定義できない。したがって光軸ではなく解
剖軸を基準軸として用いた。
 2 ）計算に用いた光学系
眼球は右眼とした。物面は角膜から 5m前方で解剖
軸に垂直な平面とした。角膜曲率半径は前面 7.7mm，
後面 6.8mm，円錐曲面として Q値は前後面ともに
－0.262），角膜厚を 0.50mmとした。IOLの前房深度
3.6mm，IOL前面曲率半径 18.350mm，IOL後面曲率
半径－18.350mm，IOLの中心厚 0.82mm，IOL度数

20.0Dとした。非球面 IOLは前面を非球面にし，そ
の形状は著者の米国特許 3）に記載した方法を用いて
求めた。網膜曲率半径は－12.0mmとした。屈折率は
空気 1.0，角膜 1.376，前房 1.336，IOL 1.520，硝子
体 1.336 とした。瞳中心は解剖軸上とし，瞳直径は角
膜を通した見かけ上ではなく実寸で 3.2mmとした。
 3 ）無収差 IOL
無収差 IOLとは前記非球面レンズを偏位 ･傾斜が
ないように眼内に挿入した場合に，解剖軸上の物点が
解剖軸上に像点を結ぶときに，その像点で収差が 0と
なる IOLとした。
 4 ）網膜中心窩に対応する物点の求め方
網膜中心窩から偏位・傾斜した IOLを通過して瞳

の中心を通る光線を求めて主光線とした。その主光線
を逆光線追跡して物面との交点を前記網膜中心窩に
対応する物点とした。この物点から複数の光線を発
射させてスポットダイアグラムなどを計算した。複数
の光線間の間隔は単位立体角当たりの光線の本数が
等しくなるようにした。これは物点から光エネルギー
が一様な密度で放射されると仮定したことになる。
 5 ） スポットダイアグラムおよび横断面エネルギー

密度の計算
IOLを種々に偏位 ･傾斜させて数十万本の光線を

追跡し，網膜面の各点で入射した光線の数をカウント
して，そのカウント数を各点でのエネルギー密度と
してスポットダイアグラムを計算した。横断面エネル
ギー密度の計算は，まず主光線と平行でピクセルが碁
盤目状に配列された平面スクリーンを仮定した。光線
上の点とそのスクリーンとの距離をその点からスク
リーンに下ろした垂線の足の長さと定義した。物点
から数万本の光線追跡を行い，光線上の点とスクリー
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ンとの距離が 1 µm以下になる光線上の線分を考え，
その線分をスクリーンに垂直に投影したスクリーン
上での線分と交わるピクセルのカウント数を数えた
（図 2）。例えば極端な場合，スクリーンの上に光線
がのれば，スクリーン上の光線部分と交わるピクセ
ルがすべてカウントされる。
 6 ） スポットダイアグラムおよび横断面エネルギー

密度の表示
スポットダイアグラムおよび横断面のエネルギー密
度を対数変換してから，白黒表示した。暗い部分はエ
ネルギー密度が小さく，白く明るい部分はエネルギー
密度が大きくなる。

3.  結 果

 1）無収差 IOL のスポットダイアグラム
図 3に無収差非球面 IOLを水平方向に種々に偏
位・傾斜させた場合の，網膜中心窩でのスポットダ
イアグラムを示した。網膜を前方から見た場合を示し
た。横軸は IOLの傾斜をあらわし，傾斜が正は光学
部の鼻側が眼の前方に向くことをあらわす。縦軸は
IOLの偏位をあらわし，偏位が正は IOL光学部中心
が解剖軸より水平方向鼻側に偏位していることをあら
わす。図 3より，収差が最も小さくなるのは偏位 ･傾
斜がないときではなく，IOLが鼻側に 0.3mm偏位し
た場合であることがわかった。また偏位 ･傾斜に関し
て収差変化の対称性はなく，耳側または鼻側に偏位す
るかで異なることがわかった。
 2）球面 IOL のスポットダイアグラム
図 4には球面レンズを水平方向に種々に偏位 ･傾
斜させた場合の，網膜中心窩でのスポットダイアグラ
ムを示した。スポットダイアグラムが最も鋭いピーク
をもつのは偏位 ･傾斜がないところではなく，例えば
偏位が 0.4mm，傾斜が 0°，あるいは偏位が－0.2～
0.2mmで傾斜が－2°付近であることがわかった。
 3 ）無収差非球面 IOL の解剖軸上での横断面
図 5に無収差非球面 IOLを偏位 ･傾斜がないよう
に挿入し，物面上の物点を解剖軸上に置き，解剖軸上
の像点に収束する光束の横断面を示した。上段は垂直
断面，下段は水平断面を眼球の上方からみた場合をあ

図 4  球面 IOLを水平方向に種々に偏位 ･傾斜させた場合
の網膜中心窩でのスポットダイアグラム

 偏位・傾斜のステップは縦横軸ともに図3の倍である。

図 5  無収差 IOLを偏位 ･傾斜がないよう眼内に挿入
  解剖軸上の物点が解剖軸上の像点に集束する場合の

光束の横断面。向かって左方は IOL側。上段は垂直
断面，下段は水平断面を眼球の上からみた場合。縦線
は近軸像点位置。以下の横断面図も同様の表示方法。

図 3  無収差 IOLを水平方向に種々に偏位 ･傾斜させた場
合の網膜中心窩でのスポットダイアグラム

  縦軸は IOLの偏位，正は鼻側偏位。横軸は IOLの傾
斜，正は IOL光学部鼻側が前方に傾く。図 4の縦軸
と横軸も同様。
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らわす。縦線は近軸像点位置を示す。向かって左側が
IOL側である。以下横断面の表示方法は同じである。
光束は近軸像点位置を頂点とした直円錐状に集束して
いる。明暗で示されたエネルギー密度から，直円錐の
底面に平行な断面では光束は一様なエネルギー密度を
もつことがわかった。
 4 ）無収差 IOL の網膜中心窩での横断面
図 6に無収差 IOLを偏位 ･傾斜がないように挿入
し，網膜中心窩に集束する光束の横断面を示した。上
段の垂直方向の断面では光束の対称性があるが，下段
の水平断面では網膜中心窩が水平方向耳側（図面上は
上方）に偏位しているのでコマ収差がみられた。また
光束の中心付近でのピークは後述する球面レンズより
も鈍いことがわかった。このように解剖軸上で収差が
なくても，網膜中心窩では収差があらわれることがわ
かった。
 5） 無収差 IOL を偏位させた場合の網膜中心窩で

の横断面
図 7に，図 3の無収差 IOLのスポットダイアグラ

ムのうち，最も収差が少なかった鼻側に 0.3mm偏位
した場合の網膜中心窩での横断面を示した。その IOL

偏位によって収差がほとんどなくなることがわかっ
た。垂直断面と水平断面で焦点の位置が微小に偏位し
ており，わずかに非点収差が残っていることがわかっ
た。
 6 ）球面 IOL の解剖軸上の横断面
図 8に球面 IOLを偏位 ･傾斜がないように挿入し

た場合の解剖軸上での横断面を示した。近軸像点付近
で光束の中心付近に明るく表示されたエネルギー密度

が鋭いピークをもつ領域があることがわかった。最小
錯乱円付近では，光束の中心でのピークは鋭くなく，
最小錯乱円と近軸像点でのスポットダイアグラムの中
心のエネルギー密度の比は 0.50 となり，最小錯乱円
では近軸像点の半分となった。
 7 ）球面 IOL の網膜中心窩での横断面
図 9に偏位 ･傾斜がないよう挿入された球面 IOL

の 網膜中心窩での横断面を示した。垂直方向の断面
では対称性があるが，水平方向では対称性がなくコマ
収差が発生して，かつ光束の中心のピークが水平方向
に広がっていることがわかった。
 8 ） 球面 IOL を偏位 ･傾斜させた場合の網膜中心

窩での横断面
図 10 に，図 4の球面 IOLのスポットダイアグラム

図 7  無収差 IOLを 0.3mm鼻側に偏位させた場合の網膜
中心窩に集束する光束の横断面

図 6 無収差 IOLを偏位 ･傾斜がないよう眼内に挿入
 網膜中心窩に集束する光束の横断面

図 8 球面 IOLを偏位 ･傾斜がないよう眼内に挿入
  解剖軸上の物点が解剖軸上の像点に集束する光束の

横断面
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でほかに比較して収差が少なくなる偏位 ･傾斜のう
ち，鼻側に 0.4mm偏位させた場合の網膜中心窩での
横断面を示した。偏位させた場合の方が偏位・傾斜さ
せない図 9と比較して，水平方向の断面でコマ収差が
少なくなっており，かつ光束中心付近でのピークが鋭
くなっていることがわかった。

4.  考 察

 1 ）偏位 ･傾斜の測定基準
IOLの偏位 ･傾斜に関する報告の多くは，偏位 ･傾

斜の測定を照準線（入射瞳中心と固視点（網膜中心窩
に対応する物点）とを結んだ直線）を基準にしている
ものが多い。入射瞳中心位置と解剖軸との相対位置は
一定ではなく，また散瞳と縮瞳とで入射瞳中心位置は
変化する。更に IOLの偏位 ･傾斜によって網膜中心
窩に対応する物点（固視点）が変化するので照準線も
変化する。よって照準線を基準にした偏位 ･傾斜測定
ではなくて，解剖軸を基準にした偏位 ･傾斜測定が望
ましい。また偏位 ･傾斜の絶対値ではなく，耳側，鼻
側，上下など偏位 ･傾斜方向を明示した4，5）方がよい
と考える。
 2 ）回折の影響と網膜上での分解能
今回は瞳による回折の影響を無視している。点像
の回折によるエアリーディスクの半径は（0.61b/a）
λ（aは射出瞳半径，bは射出瞳から網膜までの距離，
λ はFresnel-Kirchhof diffraction formulaの 光 の 波
長）であらわされる6，7）。これはまた Rayleighの意
味での分解能である6）。瞳径は 3.2mmとしたので射
出瞳半径は約 1.6mm，また射出瞳と網膜との距離は

約 20mmとして a＝ 1.6mm，b＝ 20mm，硝子体中
では空気中に比べて波長は硝子体の屈折率 1.336 で
割った値となり，空気中での波長を 0.55 µmとして 

λ＝ 0.55/1.336 µmとすると，その半径は（0.61 ×
20/1.6）×（0.55/1.336）＝ 3.14 µmである。また視力
表のランドルト環 1.0 の隙間は 1.454mmであり，本
論文で採用した光学モデルで計算すると網膜上での対
応する距離は約 5 µmとなる。したがって 3 µmの分
解能は視力にして約 1.6 に対応することになる。ただ
し，Rayleighの分解能をランドルト環には適用でき
ないので，この値はあくまで目安である。
 3 ）計算に用いる波長
今回の計算に用いた屈折率は特定の波長に対応する
ものではなく，厳密には誤差を含んでいる。特定の波
長について計算する場合は，その波長に対応する屈折
率を用いて計算すればよい。しかし IOLの偏位 ･傾
斜の変化に対するスポットダイアグラムや横断面の形
状変化は，例えば IOLの屈折率などが異なっても本
論文の結果と同様の傾向を示すと考えられる。
 4 ）瞳径変化および瞳中心位置変化の影響
瞳径が変化するときに，元の瞳と変化した後の瞳と
の重なる領域が十分大きければ，スポットダイアグラ
ムのピークは大きく変化せずに重ならない部分からの
光束によるエネルギー分が変化するだけである。実際
に瞳径を 4.5mmにして計算しても，収差が小さくな
る偏位 ･傾斜や横断面のピークは大きく変化しなかっ
た。また瞳中心は角膜を通した見かけ上で鼻側水平方
向に 0.3～0.4mm程度ずれることが多い。瞳中心位置
を実寸で水平方向に耳側 0.3mm，鼻側 0.3mm，鼻側

図 9　球面 IOLを偏位 ･傾斜がないよう眼内に挿入
 網膜中心窩に集束する光束の横断面

図 10  球面 IOLを 0.4mm鼻側に偏位させた場合の網膜中
心窩に集束する光束の横断面
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0.6mmと変化させて計算しても収差が軽減される偏
位 ･傾斜に変化はなかった。
 5 ）マッハ効果と光束内の鋭いピーク
図 8をみると，近軸像点では光束の広がりが大きく
なっていることがわかる。しかし人の眼には輪郭強調
効果（マッハ効果）があるので，図のように光束内に
鋭いピークさえあれば，十分コントラストや分解能は
確保されると考えられる。最小錯乱円でのピークは近
軸像点より鋭くない。したがって最小錯乱円よりは近
軸像点近傍の方が鮮明な像が得られることが推測され
る。
 6 ） IOL の偏位 ･傾斜によって網膜中心窩での収差

を軽減できる
図 3，4より IOLを偏位 ･傾斜させることにより，
網膜中心窩での収差を軽減できることがわかった。
網膜中心窩での収差を軽減する偏位 ･傾斜を求める
には，偏位 ･傾斜を変化させながらスポットダイア
グラムが鋭いピークをもつ偏位 ･傾斜を求めればよ
い。スポットダイアグラム以外にmodulation transfer 

function（MTF）やほかの像評価手段を用いることも
できる。
 7 ） スポットダイアグラムが鋭いピークをもつ偏

位・傾斜は一定の範囲をもつ
偏位 ･傾斜が一定の範囲内にあれば収差は小さい
ままである。手術によって IOLが偏位 ･傾斜しても，
偏位 ･傾斜がその範囲内に納まっていれば手術誤差に
よる収差の増大を防ぐことができる。
 8 ）無収差非球面 IOL の焦点深度は短い
考察 2）に述べたことから，無収差非球面 IOLで

は，Rayleighの分解能のごとく二点の識別の意味で
視力が 1.0 出るには光束の半径は，大きくともおよそ
5 µm以下でなければならない。図 5から円錐の底面
の半径が 5 µm以下になる範囲の長さを求めると，円
錐の底面の直径と高さの比はおよそ 3.2 対 20 となる
ので，その長さは 2×20/3.2×5 ＝ 63 µmとなる。こ
の 63 µmが視力 1.0 の焦点深度であり，著しく短い。
瞳による回折効果が加わると更にその範囲は短くなる
と考えられる。

 9 ）球面 IOL の方が焦点深度は深い
一方，図 8の球面 IOLの場合は，近軸像点付近の
光束の前後の光束内に鋭いピークをもつ範囲が広がっ
ているので，球面 IOLの場合の方が焦点深度は深い
ことがわかる。また，一定の収差形状をもつ場合は，
収差が大きい方が焦点深度は深いことが推測される。
更に，従来偽調節や調節ラグと呼ばれていたものは，
図 8のように光束内にある鋭いピークをもつ領域で
説明できるのではないかと考えられる。
10 ） 収差が小さいと IOL の偏位 ･傾斜による影響

を受けやすい
図 3より解剖軸上で収差 0の IOLの場合は，IOL

が少し偏位 ･傾斜するだけでスポットダイアグラムは
鋭いピークをもたなくなることがわかる。一方，図 4
の球面 IOLのように，収差が大きいと偏位・傾斜の
広い範囲にわたってスポットダイアグラムは鋭いピー
クをもつ（図 4の偏位・傾斜のステップは図 3の倍
であることに注意）。ただし，単純に収差が大きけれ
ばよいのではなくて，収差の種類や形状や大きさも関
係すると考えられる。したがって非球面化して収差を
無闇に小さくすればよいのではなく，手術精度や必要
とされる焦点深度と光エネルギーを無駄にしない程度
との兼ね合いで，収差の種類や形状や収差量を決定す
ることが重要と考えられる。
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1.  は じ め に

運動視の研究も他の視覚モダリティの研究と同様，
数多くの体系的な心理学的，生理学的アプローチが古
くから行われており，多くのことが明らかになってい
る。しかし，その膨大な知見のため，体系全体を俯瞰
して理解することは大変なことである。本稿では，運
動視研究のうち，とくに初期過程について述べる。

2.  仮現運動と実際運動

我々が普段体験する運動の知覚を生起させる視覚刺
激は，物理的には必ずしも運動しているわけではな
い。この我々に運動を知覚させる対象の移動は，実際
運動と呼ばれる対象が時空間的に連続して変化して
いる運動と，仮現運動と呼ばれる離散的な継時変化を
行う刺激に対して知覚する運動がある。この二つはあ

最近のトピックス

運動の知覚―運動視研究における二元論
金沢工業大学人間情報システム研究所　吉澤　達也

空間周波数 空間周波数

A 時間

空間

C 時間周波数

B

空間

Δt

時間

１／Δt

D 時間周波数

見えの窓
図 1　 実際運動刺激と仮現運動刺激の時空間領域，または時空間周波数領域における振る舞い

A：実際運動刺激の時空間領域における変化の様子を直線であらわしている。
B：仮現運動刺激の時空間領域における変化の様子
各●はある時刻における刺激の空間位置をあらわしており，標本時間Δtの間隔で位置が変化している。

C：実際運動刺激の時空間周波数領域におけるスペクトルをあらわしている。
D： 仮現運動刺激の時空間周波数領域における様子をあらわしており，実際運動のスペクトルに加えて，その両
側に標本化周波数（1／Δt）に基づいた成分が生じている。

C，Dにおける灰色の円は見えの窓をあらわす。
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る時空間周波数特性範囲内においては，我々は区別す
ることができない。この時空間周波数領域における限
界は「見えの窓」と呼ばれており，例えば，仮現運動
刺激の標本時間が時間分解能を超えている場合はこの
「見えの窓」の中にエネルギーが存在していないため，
実際運動と仮現運動を区別することができない（図
1）。
歴史的には，この仮現運動の研究は反要素主義
的な心的現象としてゲシュタルト心理学者である
Wertheimerによりはじめられた。彼の実験的研究に
代表される古典的仮現運動の解釈は，それまでの要素
の時空間的構造に対応する生理的過程や心理的過程に
分解できるという要素分析的な解釈では説明が困難で
ある。
仮現運動は，我々の視覚系にとっては網膜上で対象
物の像の位置が時間的に変化しているだけであるた
め，特有の問題も生じる。図 2上段に示した二つの●

で構成される刺激フレーム 1が提示された後に，フ
レーム 2が提示された場合，下段に示した二つの異な
る知覚のどちらかが確率的に生じる。これは，フレー
ム 1中の対象が，次に続くフレーム 2内のどの対象
と対応するのかを運動検出器が知る必要があるためで
ある。これは対応問題と呼ばれ，仮現運動における両
義性の問題である。
この問題について Pantleと Picciano

1 ）は，ターナ
ス刺激 2）と呼ばれる刺激を用いて，次のような二つ
の独立した運動検出メカニズムが存在することを主張
した。図 3Aに示したように三つの●がフレーム 1の
ような空間的配置で提示され，ある刺激提示時間間隔
（ISI: inter-stimulus interval）の後，フレーム 2の空
間的配置で提示された場合，または，この 2フレーム
が繰り返し提示された場合，刺激の時空間条件を変え
るだけで，図 3Bのように左端の●だけが右端に運動
し，真中の二つの●（図 3Bでは灰色の円で示されて

フレーム１ フレーム２

知覚２
(水平方向の運動)

知覚１
(垂直方向の運動)

図 2　 対応問題
上段：2フレーム仮現運動の刺激パターン
下段：上段の刺激により生起される二つの知覚
　左： 知覚 1，垂直方向の運動（矢印は運動方向を示す）。左上の●が下に，

右下の●が上に運動したように知覚される。
　右： 知覚 2，水平方向の運動。左上の●が右に，右下の●が左に運動したよ

うに知覚される。
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フレーム１ フレーム２
図 4　 ランダム・ドット・キネマトグラム

フレーム 1の中心部の灰色のドット群が，フレーム 2では 1ドット分だけ左にシフトした場合，灰色のドット群
全体が左に運動したように知覚される。

いる）は静止しているという知覚と，図 3Cのように
三つの●全部が左右に運動している知覚が生じる。彼
らは図 3Bの知覚は形の情報処理をするメカニズムに
より，図 3Cの知覚は別のメカニズムにより生起され
ていると報告している。このようにフレーム間の対応
関係の処理の違いによって異なる知覚が生起されるた
め，数多くの研究が生起される知覚と刺激の時空間的
要因，またはその運動を検出するメカニズムについて

検討している。しかし近年，Scott-Samuel と Hess
3 ）

はどちらの運動知覚も一つのメカニズムによって処理
されており，それが後述する長距離運動メカニズムま
たは特徴追跡メカニズムであると報告している。
図 2に示した仮現運動は，単純な独立要素が継時的
に提示された場合であるが，図 4に示すようなランダ
ム・ドット・キネマトグラムにより知覚される運動が
あり，運動知覚が生じる時間および空間間隔限界が両

B

or
C

空間

時間A

フレーム１

フレーム２

ISI

B

C

図 3　 ターナス刺激による運動知覚の多義性
A：三つの●の時空間的変化の様子
B：フレーム 1の左の●とフレーム 2の右の●の間に対応関係があると処理したときの運動知覚（局所運動）。
C：三つの●全体がフレーム間で，それぞれ対応関係があると処理したときの運動知覚（大域運動）。
ISI：inter-stimulus interval
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者では異なる。この両者の違いを Braddick
4 ）は先行

知見をもとに，表 1のようにまとめた。
これら二つの仮現運動は，前者が時空間の隔たり
が孤立要素間で大きいため長距離運動（long-range 

motion），後者が孤立要素間の時間的および空間的間
隔が短いことから短距離運動（short-range motion）
と呼ばれ 4），独立した運動検出メカニズムの存在が提
案されている 5）。

3.  運動視二元論

上述した短距離運動と長距離運動という刺激属性に
基づいた分類をもとにした研究は数多く行われたが，
その後この分類の妥当性が疑問視され，Cavanaghと
Mather

11 ）によって提案された一次運動（fi rst-order 

motion）と二次運動（second-order motion）という
異なる観点の刺激属性に基づいた分類が行われるよう
になった。一次運動とは運動刺激が一次統計量，例え
ば，運動対象と背景の輝度差によって定義される運動
である。一方，二次運動とはテクスチャやコントラス
トなど二次統計量の違いを検出する運動であると彼ら
は定義した。図 5にこの二つの運動の違いを示す。図
5A，Bは一次運動刺激（図 5C）と二次運動刺激（図
5D）のある時刻における空間的輝度プロファイルで
ある。一次運動は空間的に輝度が正弦波状に変調され
ているパターンが時間的に変化している（図 5A）の
に対して，二次運動は正弦波状の輝度変調である搬送
波（fc）が異なる波長をもつ包絡波（fe）によって変

調され，その包絡波成分だけが時空間的に変化し，搬
送波成分には空間的変化がない（図 5B）。これらの
ような運動刺激が右方向（図 5C，Dの矢印方向）に
運動する場合の時空間座標上の変化は，それぞれ図
5E，Fのように表現される。
さて，これらの運動を検出するメカニズムを理解す
るとき，それぞれの時空間座標上に描かれているよ
うな受容野構造をもつ局所的な時空間フィルタ（図
5 E，F中に示した 45°傾いた白黒の楕円が検出器の
受容野）を考えてみる。このようなフィルタは特定の
時空間特性をもつ運動を検出することができるが，運
動刺激の時間または空間周波数が変わると，それらの
フィルタで検出することはできない。つまり，運動が
検出されるためには，刺激とフィルタの時空間構造が
一致している必要があり，その対応関係を時空間周波
数領域で表現したものが図 5G，Hである。運動検出
器の時空間座標上における振る舞いをフィルタとして
時空間周波数領域において記述すると図 5G，H中の
破線楕円のようになり，検出できる運動刺激の時空
間周波数特性がこの中にあれば，その運動を検出でき
る。このことから，一次運動刺激には運動検出器（図
5E中に示した 45°傾いた白黒の楕円が検出器の受容
野）が検出するフーリエ・スペクトラム（運動エネル
ギー）が存在するため，フーリエ運動刺激，二次運動
刺激には同様の運動検出器（図 5 F中に示した 45°傾
いた白黒の楕円が検出器の受容野）が検出する運動エ
ネルギーがないため，非フーリエ運動刺激とも呼ばれ

表 1　二つの知覚基準でみつけられた仮現運動の生起条件

ランダムドット表示における分離基準 孤立要素による滑らかな仮現運動の基準

空間変位は 15 分以下でなければならない
（Braddick, 1974）5）。

空間変位は何度でもよいであろう（例えば，
Neuhaus, 1930 8）; Zeeman & Roelofs, 1953 9））。

刺激間間隔（ISI）は提示持続時間が 100msecのと
き 80～100msec以下でなければならない
（Braddick, 1973）6）。

ISI は 短 く て も 300msec で あ ろ う（ 例 え ば，
Neuhaus, 1930 8））。

分離は ISIが明るい一様な視野の場合阻害される
（Braddick, 1973）6）。

ISIが明るいか，または暗い場合どちらでも運動は
知覚される。

継時刺激は同一眼または両眼に同時に提示されな
ければならず（Braddick, 1974）5），効果的なマス
キングは刺激間間隔が明るい一様な視野の場合と
同じである（Braddick, 1973）6）。

眼または異なる眼に提示されてもよい（Shipleyら , 

1945）10）。

輝度コントラストではなく，色コントラストで定
義されたパターンは適当ではない（Ramachandran 

& Gregory, 1978）7）。

刺激が色コントラストだけによって定義されても
よい（Ramachandran & Gregory, 1978）7）。
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図 5　 一次運動と二次運動の様子
A：一次運動刺激の輝度プロファイル
B：二次運動刺激の輝度プロファイル
C：右方向に運動する一次運動刺激
D：右方向に運動する二次運動刺激
E： 一次運動刺激のある時刻における空間的状態とその時空間的変化の様子　座標上の白黒楕円は，一次運動刺
激に検出感度をもつ時空間フィルタ。

F： 二次運動刺激のある時刻における空間的状態とその時空間的変化の様子　座標上の白黒楕円は，二次運動刺
激に検出感度をもつ時空間フィルタ。

G： 一次運動刺激と時空間フィルタの時空間周波数特性　一次運動刺激がもつパワースペクトラムの位置は●で，
対応する時空間フィルタの特性は破線楕円であらわされている。

H： 二次運動刺激と時空間フィルタの時空間周波数特性　二次運動刺激は時間周波数による変化は包絡波（fe）
のみであり，搬送波（fc）成分は変化しないため，時空間フィルタ（破線楕円）が検出できるパワースペク
トルが存在しない。
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ている。
これらの刺激の特性をフーリエ解析より記述する方
法は，Campbellと Robson

12 ）が視覚メカニズムを理
解する際に視覚画像を輝度変調関数の集合として記述
したことから，運動視研究において積極的に取り入れ
られた。上述した「見えの窓」でも時空間周波数座標
表現の有効性は明らかであろう。
ここで，一次運動と二次運動の検出特性について簡
単に説明しよう。
1．検出閾値は一次運動に比べ，二次運動が高い13）。
2 ．二次運動検出は低域通過型の空間周波数特性であ
り，空間分解能はあまり高くなく，正弦波コント
ラスト変調運動刺激の場合，検出限界はおよそ
4cpdである13）。

3 ．時間特性は刺激条件に依存しており，二次運動
検出の方が長い提示時間を要するという報告 14）

や，一次運動と二次運動の時間周波数特性には差
がないという報告もある15）。

上述した刺激の属性をもとに運動を分類する考え方
は，その処理機構と密接に関係しており，運動を検出
する複数の仕組みが存在することを示唆している。そ
のため，しばしば一次運動メカニズムや非フーリエ運
動メカニズムなどという刺激属性とその処理機構が対
応した用語が用いられている。しかし，この対応関係
は必ずしも 1対 1の関係ではなく，刺激属性とメカ
ニズムの関係について，現在も研究が行われている。

4.  ま と め

本稿では運動視研究のうち，とくに仮現運動と実際
運動，そして運動検出の二元論について説明した。運
動視の研究はほかにも多くの現象や機序について行わ
れており，それらを含め，より詳細な運動視の解説に
ついては文献 16），17）などで紹介されている。
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2008 年 12 月 1～ 2日の 2日間，東京お台場にある
産業技術総合研究所臨海副都心センターにて第 34 回
感覚代行シンポジウムが開催された。主催は感覚代行
研究会（Association of Sensory Substitution）である。
この研究会は任意団体であり，学会形式はとっていな
いが視覚に関連する貴重でユニークな情報を得ること
ができるので，この学会印象記で取り上げることにす
る。感覚代行研究会の歴史は長く，その発足は 1975
年まで遡ることができる。結成の趣旨としては感覚代
行ならびにその関連分野，とくに感覚系障害者を支援
するための機器の開発，環境の整備，教育，リハビリ
テーションあるいはそれらの基礎にかかわる医学・工
学・心理学・教育学の研究や情報交換を通して，その
発展ならびに普及を図ることを目的としている。発足
当時の研究発表件数は 20 題前後であったが，1990 年
代以降は 30 題以上で，多いときは 40 題近くになる
年もあった。現在の会員数は 400 名をこえている。
2008 年の研究発表のなかから特別講演 2題を中心

にその発表内容を概観する。特別講演の一つは富田
浩史（東北大学国際高等融合領域研究所）氏らの「チャ
ネルロドプシン 2遺伝子を用いた視機能再建の可能
性」であった。網膜色素変性症や高齢化に伴い増加
している加齢黄斑変性症などが失明原因の上位に位置
してきているが，これらの疾患の多くは視細胞の荒廃
にその原因の多くがあり，神経節細胞をはじめ多くの
ニューロンは残存している場合が多い。そこで視機能
再建の方法として，工学的には残存する神経細部を電
気的に刺激する方法が世界的に研究されている。他
方，イオンチャネルに化学的に修飾を加える方法も有
望視されている。富田氏らの発表は後者の方法の可
能性を示したものである。元来，網膜の光受容には
種々のタンパク質の連鎖反応が必要で，単一の遺伝子
を導入しただけでは光受容能を獲得することは難し
いといわれていた。しかし Nagelら（2003）は，緑
藻類由来の光受容遺伝子（チャネルロドプシン-2  以
下 ChR2）は単一の遺伝子で光受容と細胞内への情報
伝達機能を有し，神経細胞に導入することで神経細胞
に光受容能を賦与することができることを報告してい

る。富田氏はこの方面の研究を精力的に行っている研
究者の一人であり，今回の報告では ChR2 遺伝子を遺
伝盲ラットの残存する網膜神経細胞に導入することに
よって，視機能を再建できるかどうかについて検討し
ている。以下の文章は著者らのサマリーの一部である
「ChR2 遺伝子を含むアデノ随伴ウイルスベクターを
硝子体内に投与することによって，約 30％の網膜神
経節細胞に ChR2 の発現が認められた。遺伝子導入 2
週間後から視覚誘発電位が記録された。また，ラット
の首振り運動による行動解析で遺伝子導入されたラッ
トは青 -黒の縞模様を認識できることが明らかとなっ
た。遺伝子の発現は 1年 6カ月の観察期間持続した。
以上の結果から，ChR2 の遺伝子導入は新たな視機能
再建の方法となり得ると考えられた」。富田氏らは，
今後の発展としてサルでの視機能の回復を計画してい
るとのことで，今後ヒトへの応用まで進展すれば視機
能を失いつつある患者にとってこの上ない福音となろ
う。
もう一つの特別講演は篠森敬三（高知工科大学工学
部情報システム工学科）氏の「色弱模擬眼鏡による色
弱シミュレーション　～カラーユニバーサルデザイン
と擬似的シミュレーション～」であった。私達の祖先
が小さなネズミのような小動物から原始的な霊長類に
進化しているころは 2色型の色覚をもっていたと考
えられている。この 2色型から 3色型に進化を遂げ
る過程で赤緑色弱が生じやすい遺伝的な要因を背負っ
てしまったと考えられている。篠森氏らのグループ
は，L錐体やM錐体が欠落している状況を健常者が
模擬できるフィルターは原理的に開発することができ
ないことを踏まえて，赤緑色弱の人の色の見え方，識
別の仕方に注目して 3色型の健常者が装着した場合
に赤緑色弱の方の色の見えになるような光学的フィル
ターを開発した。講演では開発したフィルターの原理
はもちろん，開発の背景となったカラーユニバーサル
デザインの考え方に関しても丁寧な説明があった。更
に当日は，製品化したフィルターを相当枚数持参して
いただいたので，会場の全員が赤緑色弱者の見え方を
実感することができ，貴重な体験ができた。筆者も頭

学会印象記

第 34 回感覚代行シンポジウム

神奈川大学　斎 田 真 也
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のなかではわかっていても実際の生活空間で体験した
印象は，パーソナルコンピュータのなかで色補正して
見ているときの擬似カラー表示では想像できない場面
も多々あることを発見でき，その有効性を改めて認識
した次第である。

一般講演では，視覚を失った人に対する補綴に関す
る研究発表が多かった。具体的には触覚における情報
提示，聴覚に歩行ガイドなどである。視機能が失われ
てからの補綴に関する研究の現状を把握しておくこと
は，病状の進行の各段階において常に患者の quality 

of life（QOL）をよい状態に保つ上で大切な事柄と思
われる。
以上が感覚代行シンポジウムの概要であるが，この
シンポジウムが開かれるその週に同じ場所で関連の研
究会の開催がここ数年恒例となっている。2008 年は
12 月 3～ 5日まで第 52 回ヒューマンインタフェー
ス（HI）学会研究会（福祉工学関連），HI学会アクセ
シブル・インタフェース専門研究会（SIGACI），第
45 回電子情報通信学会福祉情報工学研究会（WIT），
および産総研ジェロンテクノロジー研究フォーラム
2008 が開催された。高齢社会を迎えた現在，福祉関
連の研究会が同じ場所で連日開催されるのは意義ある
ことと思われる。

図 1　第 34 回（2008 年）感覚代行シンポジウム会場 図 2　 東北大学国際高等融合領域研究所　富田浩史先生の
特別講演

図 3　 高知工科大学工学部情報システム工学科　篠森敬三
先生の特別講演
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第 45 回日本眼光学学会総会は，2009 年 6 月 26～
28 日までの 3日間にわたって東京フォーラムで開催
された。筑波大学大学院人間総合科学研究科の大鹿
哲郎教授が会長を務められた。
今回の学会は，第48回日本白内障学会総会，第24
回日本眼内レンズ屈折手術学会総会，第45回日本眼光
学学会総会，22nd APACRS（Asia Pacifi c Association 

of Cataract and Refractive Surgeons）Annual Meeting

の4学会合同総会として行われた。学会のテーマとし
て，「Quality of Vision～その基礎と臨床の融合～」が
掲げられ，基礎系の日本眼光学学会，診療系の日本眼
内レンズ屈折手術学会，その両者にまたがる日本白内
障学会が一同に会する初の試みであり，一般演題もシ
ンポジウムも学会の垣根を設けずに，quality of vision

に関する基礎から臨床までを広く俯瞰して議論ができ
る機会を提供することを考慮したものであった。
参加者はなんと 3,567 名とのことで，日本白内障学

会総会，日本眼内レンズ屈折手術学会総会として過去
最高記録とのことであった。そのため広い東京フォー
ラムも，終日参加者で溢れかえっていた。また，英語
のセッションにはあまり聴衆が集まらないことが多い
が，今回は同時に開催された APACRSのセッション
にも多数の参加者があり，活発な議論が繰り広げられ
ていた。
本合同学会における眼光学に関連したシンポジウム
を以下に記載すると，シンポジウム 1は「Quality of 

vision:コンタクトレンズ」というセッションで，トー
リックコンタクトレンズ，多焦点コンタクトレンズ，
非球面コンタクトレンズ，シリコーンハイドロゲルレ
ンズ，オルソケラトロジーに関しての視覚の質が個別
に検討された。シンポジウム 5は「多焦点眼内レンズ
の基本」で，その種類，適応検査，患者選択，代替療
法としてのモノビジョンが論じられた。シンポジウム
7のタイトルは「デバイスを極める－眼内レンズの使
い分け」で，着色眼内レンズ，非球面眼内レンズ，極
小切開用眼内レンズ，大口径眼内レンズ，および多
焦点眼内レンズについて，それぞれの特性が示され
た。シンポジウム 9は「Quality of vision:乱視の手術

的矯正」というセッションで，LRI（limbal relaxing 

incision），トーリック眼内レンズ，トーリック有水晶
体眼内レンズ，エキシマレーザーによる乱視矯正の実
際が示され，軸ズレ防止の重要性が示された。シンポ
ジウム 11には「Quality of vision:老視の矯正」とし
て，多焦点コンタクトレンズ，眼内レンズによるモ
ノビジョン，多焦点眼内レンズ，老視 LASIK（laser 

in situ keratomileusis），モノビジョン LASIK，CK

（conductive keratoplasty）による老視矯正について，
横断的に検討が行われた。「色覚を科学する」という
タイトルのシンポジウム 12では，先天性色覚異常の
色感度と色誤認，色収差，遺伝性網脈絡膜・視神経疾
患と色覚，および脳内の色覚情報処理に関する研究
について紹介された。シンポジウム 13はタイトルが
「Quality of vision:加齢と視機能」であり，涙液動態
の加齢変化，屈折の加齢変化，水晶体機能の加齢変化，
網膜リン脂質の加齢変化，視覚情報処理の加齢変化と，
視機能に関連する加齢変化を涙液から中枢神経まで幅
広く議論された。シンポジウム 15は「多焦点眼内レ
ンズの最新情報」と銘うって，屈折型と回折型の光学
的特性，乱視コントロールの重要性，片眼挿入と両眼
挿入，適応選択，新しい加入度数の眼内レンズの紹
介などが行われた。シンポジウム 17では「Quality of 

vision:各種疾患と視機能」として，ドライアイ，眼瞼
疾患，緑内障，黄斑疾患と，疾患による視機能低下の
質の違いが浮き彫りにされ，またそれに対するロービ
ジョンについて解説されていた。このように，今回の
学会では 18のシンポジウム中，実に半分が眼光学に
絡んだテーマであり，臨床医にとっても基礎研究者に
とっても興味ある内容が豊富に配置されていた。
一般演題では，今回は多焦点眼内レンズのセッショ
ンが三つもあり，その関心の高さがうかがわれた。視
機能検査，波面収差，角膜形状，瞳孔調節，眼底イメー
ジングの二つのセッション，眼内レンズ度数計算の二
つのセッションなど，基礎的な光学に関連するセッ
ションでも常連の眼光学学会会員に混じって，多くの
眼科医が参加していた。また，旧眼科ME学会にふ
さわしいと考えられる PEA（phacoemulsifi cation and 

学会印象記

第 45 回日本眼光学学会総会
大阪大学大学院視覚情報制御学寄附講座　前 田 直 之
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aspiration）装置のセッションなども見受けられた。
教育セミナーとしては，「眼科医と視能訓練士のた
めの眼鏡処方セミナー」，「眼科医と視能訓練士のため
の眼光学セミナー」が眼光学学会に関連したもので
あった。眼鏡処方セミナーでは，眼鏡処方の基礎，幼
小児の眼鏡処方，眼鏡による乱視矯正の理論，視線移
動と累進屈折力眼鏡，低視力者の眼鏡処方に関して講
演があった。また，眼光学セミナーでは，あたらしい
眼内レンズの特徴，角膜トポグラファーの使い方，波
面センサーの使い方，瞳孔検査と結果の読み方につい
て講演があった。いずれも会場に入りきらず，ガラス
棟に急遽中継が行われるほどの盛況であった。
今回の合同総会で，眼球の光学的特性に関してこ
れほどまで多彩に議論が行われた背景には，New 

Technology intraocular lens（IOL）と呼ばれる光学的に
付加価値をもつ眼内レンズの普及が大きく影響してい
ると思われる。以前であれば眼内レンズは，光学的には
球面レンズのみであり，眼内レンズの度数以外に光学
的には画一的で選択の余地はなかった。それが，非球
面，多焦点，トーリックなど様々な光学的デザインの
眼内レンズの登場によって，個々の症例に応じてこれ
らを選択する必要が生じた。同様のことがコンタクト
レンズに関してもあてはまり，非球面，多焦点，ある
いはトーリックのコンタクトレンズが選択可能である。
このトレンドの根底には，1999 年から始まっ

た wavefront-guided LASIKによる屈折矯正のパラ
ダイムシフトが大きく影響していると考えられる。
Wavefront-guided LASIKが登場するまでは，正常眼
では臨床的には不正乱視はなく，屈折矯正は球面と円
柱面を他覚的，自覚的に測定して矯正するというもの

であったが，wavefront-guided LASIKの登場によっ
て，正常眼でも多少の高次収差が存在しており，屈折
矯正では波面センサーなどで高次収差を含めて評価
し，個々の屈折やライフスタイルに応じてテーラーメ
イド医療として高次収差を含めて屈折矯正が行われる
ようになった。この概念が臨床家に広く受け入れられ
るようになり，眼内レンズやコンタクトレンズにも波
及したと考えられる。この流れに伴って，コントラス
ト検査，視力検査，調節検査など視機能検査に関心が
及び，また視機能に関連して，波面センサー，角膜ト
ポグラファー，瞳孔検査などによる評価にもニーズが
拡大している。
更に，OCT（optical coherence tomography）や光

学的眼軸長測定装置は，非侵襲，非接触でまぶしくな
い眼科ME機器として臨床的に広く受け入れられた。
その結果，網膜疾患の診断が飛躍的に発展し，眼内レ
ンズ度数計算での誤差が減少し，更に，硝子体手術の
進歩，抗 VEGF（vascular endothelial growth factor）
療法の発達，あるいは New Technology IOLの適応が
拡大するなど，検査と治療が両輪のごとくよい循環で
回っている。
加えて，高齢化に伴う老視治療や加齢性の黄斑疾患
に対する興味が，調節や眼底イメージングへの関心に
つながっているように思われる。
このように，現在は，眼科臨床において眼光学ある
いはMEのニーズが急速に高まっている時期であり，
今回の合同学会は，大鹿会長の英断と実行力で成し遂
げられたものであるが，絶好のタイミングであったと
思われる。
今日のように医療情勢が厳しく，多くの学会が存在
する状況では，眼科医や視能訓練士に眼光学学会参加
を勧誘しても大きなモチベーションがない限り，単体
の学会への参加はなかなか実現しにくいと考えられる。
しかし，今回のような合同学会として開催されれば，
眼光学に関する演題に対する関心は高く，多くの参加
者が見込まれる。そのため眼科医や視能訓練士に対
して裾野を広げる意味で，大変効果的であると思われ
る。同様に，基礎研究者にとってもなかなか自分の専
門分野以外の学会に出席する機会がないと思われ，臨
床系学会への参加は，自身の研究分野における臨床で
のニーズを探る絶好の機会になり得ると考えられる。
その意味で，今後も機会があれば，他学会との合同
総会を考慮してもよいのではないだろうか。

図 1　満員の会場



◆  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：567－0046  茨木市南春日丘 7－5－10  第二山本ビル 203　JMC佐々木内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072－631－3737　FAX 072－631－3738
　　　　　E-mail jmcfuji@ops.dti.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。
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（敬称略，50 音順）

第 30 巻第 3 号をお届けします。

今号の魅力は，光学と臨床の融合がテーマになっていることだろう。心理物理量をどのように定

量化し，臨床に役立てていくかの糸口が示されているように感じる。網膜上の錐体の比率は色感覚

には重要な問題である。奥行きの知覚は無意識のうちに行われており，生活するのにはとても重要

な情報の一つである。傍中心窩の定量的感度評価は，ロービジョンのみならず最近普及しつつある

遠近両用眼内レンズやコンタクトレンズで快適な視力が得られるか否かを判定する一つの指標とし

て，興味がある。生体の構造や機能はすべて合目的的にデザインされているのであろうが，まだま

だ不明のことが多い。生理学と光学が協力して取り組み，それが臨床と融合したときに生体の不思

議が明かされ，真に役立つ確かな情報として活用できるようになるのだろう。視覚と視覚情報の不

思議の解明の一助となるよう，本誌の内容を充実させていきたい。

編　集　後　記

梶 田 雅 義 記
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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.

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

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

11.   英文要約は，和文要約に沿って書き，あらかじめ
英語の堪能な方の校閲を受けて下さい。

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

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

14.   筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4頁までは無料とし，5頁からは 1頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します
（目安として本誌 1頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，
図と表はそれぞれ 400字原稿用紙ほぼ 1枚に相当
します）。
依頼による総説の場合，掲載料は無料ですが，
カラー印刷のみ実費（1頁当たり 20,000 円から
32,000 円）を申し受けます。

15.   原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565－0871  吹田市山田丘 2－2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06－6879－3941

Fax 06－6879－3948

E-mail  hisyo10@ophthal.med.osaka-u.ac.jp
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原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

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

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

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

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

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

受付  No.

題　名：

簡略題名：
（Running Head）

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）



ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.



著 作 権 譲 渡 同 意 書
＊ 受付日　　　年　　　月　　　日

日本眼光学学会　殿

No.

論文名

　表記論文は，下記に署名した全執筆者が共同して書いたものであり，今までに他誌に発表

されたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。

　表記論文が，視覚の科学に掲載された場合は，その著作権を日本眼光学学会に譲渡するこ

とに同意します。

＊注意

　全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記して下さい。捺印は不要です。

　なお，共著者の署名が上記の欄に書ききれない場合には本誌を複写したものをご使用下さい。

　＊印の部分は記入しないで下さい。

筆頭著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日
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　会　　　報　

第 63回　日本臨床眼科学会　第 2回ご案内

会　期：2009 年 10 月 9日（金）～ 12 日（月 ･祝）
会　場：福岡国際会議場　　812-0032　福岡市博多区石城町 2-1　　TEL：092-262-4111
　　　　福岡サンパレス　　812-0021　福岡市博多区築港本町 2-1　TEL：092-272-1123
　　　　マリンメッセ福岡　812-0031　福岡市博多区沖浜町 7-1　　TEL：092-262-3111
主　催：九州大学大学院医学研究院眼科学分野，福岡県眼科医会
会　長：石橋達朗（九州大学大学院医学研究院眼科学分野）
副会長：荒川哲夫（福岡県眼科医会）
学会ホームページ：http://www.congre.co.jp/ringan2009/
演題募集：2009 年 5 月 28 日（木）に〆切りました。
事前参加登録：2009 年 8 月 17 日（月）に〆切りました。
プログラム：
特別講演：「OCTによる黄斑病態の解明」（予定）　　　　　　　　岸　章治（群馬大）
　　　　　「眼における微生物の病原性について考える」（予定）　 井上幸次（鳥取大）
招待講演：「The Development Process for New Retinal Therapies」　Stephen J. Ryan（Doheny Eye Institute）
　　　　　「日本における再生医療の現状」（予定） 西川伸一（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）
シンポジウム：
　 1．「角結膜手術の未来」 オーガナイザー；村上　晶（順天大）
 　　　　　　　　天野史郎（東京大）
　 2．「難治性角結膜疾患への挑戦」 オーガナイザー；木下　茂（京都府医大）
 　　　　　　　　西田幸二（東北大）
　 3．「マルチフォーカル IOL徹底討論」 オーガナイザー；永本敏之（杏林大）
 　　　　　　　　大鹿哲郎（筑波大）
　 4．「緑内障の疫学」 オーガナイザー；新家　眞（東京大）
 　　　　　　　　澤口昭一（琉球大）
　 5．「血管新生緑内障の治療戦略」 オーガナイザー；桑山泰明（大阪厚生年金病院）
 　　　　　　　　谷原秀信（熊本大）
　 6．「黄斑疾患アップデート ―疾患概念の進歩―」 オーガナイザー；飯田知弘（福島県医大）
 　　　　　　　　近藤峰生（名古屋大）
　 7．「糖尿病網膜症に対する新たな治療戦略」 オーガナイザー；北岡　隆（長崎大）
 　　　　　　　　須藤史子（女子医大）
　 8．「抗血管新生治療の適応と実際」 オーガナイザー；小椋祐一郎（名古屋市大）
 　　　　　　　　白神史雄（香川大）
　 9．「コンタクトレンズ関連角膜感染症を考える」 オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）
 　　　　　　　　井上幸次（鳥取大）
　10．「斜視患者の QOLを考える」 オーガナイザー；大月　洋（岡山大）
 　　　　　　　　佐藤美保（浜松医大）
　11．「網膜A離を伴う重症未熟児網膜症の治療選択」
 オーガナイザー；東　範行（国立成育医療センター）
 　　　　　　　　日下俊次（大阪大）

会　　　報
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　12．「眼科領域におけるドラッグデリバリーシステムのアップデート」
 オーガナイザー；吉冨健志（秋田大）
 　　　　　　　　柏木賢治（山梨大）
　13．「視覚障害による身体障害程度等級決定法を見直す」 
 オーガナイザー；山本修一（千葉大）
 　　　　　　　　加藤　聡（東京大）
　14．「学術的方法論に基づいた眼科医療の評価」
　　　 ―日眼医研究事業の結果報告― オーガナイザー；山田昌和（東京医療センター）
 　　　　　　　　伊藤信一（伊藤眼科クリニック）
　15．「マイクロサージェリーにおける観察系の進歩“見えるが勝ち”」
　　　 ―硝子体手術の眼底視認性― オーガナイザー；堀口正之（藤田保健衛生大）
 　　　　　　　　野田　徹（東京医療センター）
　16．「次期診療報酬改定について」 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．「アジアンシンポジウム」 オーガナイザー；西田輝夫（山口大）
 　　　　　　　　坂本泰二（鹿児島大）
　18．「加齢黄斑変性のトータルケア」 オーガナイザー；高橋寛二（関西医科大・枚方）
 　　　　　　　　湯澤美都子（日本大・駿河台）
一般演題（一般口演・学術展示）：
インストラクションコース：60 コースを予定。事前参加申込は学会ホームページにて，7月下旬受付開始予定。
・参加費無料
・事前申込では 6コースを上限設定
・全コースに当日枠を設定
視能訓練士プログラム：「視能訓練士と高齢者とのかかわりを考える」
 オーガナイザー；南雲　幹（日本視能訓練士協会学術部）
 　　　　　　　　堀越由紀子（田園調布学園大）
ナーシングプログラム：「今ふたたび，眼科看護とは？　―現場のチャレンジ―」
 オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）
 　　　　　　　　大音清香（西葛西・井上眼科病院）
病医院運営プログラム：「最新機器導入の分岐点」 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）
眼科専門医制度講習会：
共催セミナー：モーニングセミナー・クルズス，ランチョンセミナー，イブニングセミナー
市民公開講座：未定
併設器械展示：10 月 9日（金）～ 11 日（日）　マリンメッセ福岡
専門別研究会：黄斑研究会，オキュラーサーフェス研究会，眼科 DNAチップ研究会，強度近視眼底研究会，
　　　　　　　再生医療・生体材料研究会，日本視野研究会，眼の形成外科，眼科臨床病理組織研究会
事務局：812-8582　福岡市東区馬出 3-1-1
　　　　九州大学大学院医学研究院眼科学分野
　　　　事務局長；園田康平
　　　　TEL：092-642-5648　FAX：092-642-5663
運営事務局：810-0001　福岡市中央区天神 1-9-17　5F
　　　　　　株式会社コングレ　九州支社内　担当；長野
　　　　　　TEL：092-716-7116　　FAX：092-716-7143
　　　　　　E-mail：ringan2009@congre.co.jp　http://www.congre.co.jp/ringan2009/
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第 50回　日本視能矯正学会

会　期：2009 年 10 月 17 日（土），18 日（日）
会　場：東京国際フォーラム　ホール A（収容人数 3,000 名を想定）
テーマ：視覚世界の謎に迫る
　特別講演（10 月 18 日（日）午前中を予定）
　　　「赤ちゃんは顔を読む（仮題）」　山口真美（中央大文学部心理学研究室）
　教育講演（10 月 17 日（土）午後を予定）
　　　「OCTの見方」　　　　　　　　小林義治（帝京大医療技術学部視能矯正学科）
　招待講演（対談形式で行う，10 月 18 日（日）13 時 30 分からの予定）
　　　「斜視　患者の気持ち・医者の気持ち（仮題）」 座長；久保田伸枝（帝京大医療技術学部視能矯正学科）
 　　　テリー伊藤（ロコモーション）
 　　　丸尾敏夫（帝京大医療技術学部）
　シンポジウム（10 月 18 日（日）午前中を予定）
　　　「本音で語ろう　間欠性外斜視」 座長；佐藤美保（浜松医大）
　　　手術の立場から：前後転術 　　　初川嘉一（大阪府立母子保健総合医療センター）
　　　手術の立場から：外直筋後転術 　　　坂上達志（帝京大医療技術学部）
　　　視能矯正の立場から：視能矯正訓練 　　　松本富美子（近畿大堺病院）
　　　視能矯正の立場から：視能矯正的検査法とその評価 金谷まり子（東邦大佐倉病院）
　第 50回学会記念式典（10 月 18 日（日）14 時 30 分からを予定）
　ランチョンセミナー
　　10 月 17 日（土）「多焦点眼内レンズについて」　日本アルコン㈱協賛
　　　内　容：多焦点眼内レンズの基本知識と現状，最新情報提供
　　　　　　　多焦点眼内レンズをご施設に導入を成功させる上で視能訓練士としての重要な役割
　　10 月 18 日（日）　ランチョンセミナーを行う予定で内容検討中

第 9回　近畿弱視斜視アフタヌ－ンセミナ－プログラム
－弱視・斜視の基礎と臨床シリ－ズ－
その 2：「斜視診療の伝統と今日」

（日眼生涯教育事業 　申請中）

会　期：2010 年 2 月 27 日（土） 午後 2時 45 分～ 6時 10 分
会　場：参天製薬・講堂（センチュリ－ホ－ル）（阪急千里線下新庄駅歩 5分）
講　演：１．正接尺の使い方とわとおし法 ―より自然な眼位の観察のために―　佐々本研二（ささもと眼科）
　　　　２．麻痺性斜視に対する筋移動術の考察 　　　西田保裕（滋賀医大）
　　　　３．ボツリヌス毒素療法最前線 　　　三村　治（兵庫医大）
　　　　４．斜視治療に有用な外眼筋の画像診断 　　　横山　連（大阪市立総合医療センタ－）
　　　　５．ワ－クショップ：レチノスコピー 指導；湖崎　克 名誉会員＋全メンバ－
会　費：1,000 円（当日登録）
主　催：近畿弱視斜視研究会・参天製薬㈱
　　　　（ 不二門　尚，初川嘉一，三村　治，三宅三平，西田保裕，野村耕治，近江源次郎，佐々本研二，
　　　　 菅澤　淳，杉山能子，山縣祥隆，横山　 連，内海　 隆）　　　　　　　　　　　　　（以上 13 名・ABC順）
連絡先：事務局　内海　隆（医療法人 内海眼科医院　TEL: 072-626-1223）
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第 80 回　九州眼科学会　第 2回ご案内

会　期：2010 年 5 月 28 日（金）～ 30 日（日）
会　場：ホテルマリターレ創世　佐賀
　　　　840-0804　佐賀市神野東 2-5-15
　　　　TEL：0952-33-5511
会　長：沖波　聡（佐賀大学医学部眼科学教室）
副会長：三根　茂（佐賀県眼科医会）
主　催：佐賀大学医学部眼科学教室
　　　　849-8501　佐賀市鍋島 5-1-1
　　　　TEL：0952-34-2384　FAX：0952-33-3696
　　　　事務局長；平田　憲
ホームページ：http://80kos.jtbcom.co.jp

プログラム（予定）：
　特別講演　1題
　教育講演　4題
　第 26 回九州緑内障カンファレンス
　一般講演
　平成 22 年度九州ブロック眼科講習会（5/30（日））
　第 23 回九州眼科医会従業員教育講座（5/30（日））
　懇親会（5/29（土）夜）
演題募集：申込み方法は原則として，インターネットでのお申込みとさせていただきます。
　　　　　詳細は，本会ホームページ（http://80kos.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧下さい。
演題募集〆切日：2010 年 3 月 4日（木）11：00AM

登録料：  （円）

参加登録 事前登録 当日登録 懇親会

医師（大学院生含む）・企業研究員他 10,000 13,000 3,000
研修医・留学生   5,000   7,000

2,000コメディカル   3,000   4,000

※研修医，留学生およびコメディカルの方は，所属長の証明が必要です。
※事前登録料は，理由の如何にかかわらずご返金いたしませんので，ご注意下さい。
※事前登録された方には，2010 年 5 月上旬までに，講演抄録集およびネームカードをご郵送いたします。
事前登録〆切日：2010 年 4 月 8日（木）　消印有効
事務局：第 80 回九州眼科学会　事務局
　　　　530-0001  大阪市北区梅田 2-2-22　ハ－ビス ENT 11F
　　　　㈱ジェイコム コンベンション事業本部内
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105
　　　　E-mail：80kos@jtbcom.co.jp

第 66回　日本弱視斜視学会総会　第 1回ご案内

2010 年の日本弱視斜視学会総会は第 35 回日本小児眼科学会総会と合同で行う予定
会　期：2010 年 7 月 2日（金），3日（土）
会　場：品川プリンスホテル
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　　　　108-8611　東京都港区高輪 4-10-30　TEL：03-3440-1111
会　長 :日本弱視斜視学会総会　　　　 林　孝雄（帝京大学）
　　　   日本小児眼科学会総会　　　　 杉山能子（金沢大学）
運営事務局：株式会社日本旅行イベント・コンベンション営業部

第 46回　日本眼光学学会　第 2回ご案内

会　期：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
会　場：パシフィコ横浜　会議センター
　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL：045-221-2155
会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）

学 会 会 合 案 内
◆　2009 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

10/09（金）～

10/12（月）

第 63 回日本臨床眼科学会
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店
TEL: 092-716-7116
FAX: 092-716-7143
E-mail: ringan2009@congre.co.jp

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

ringan2009/

〆切りました。
2009.5.28

10/11（日）～

10/15（木）

Frontiers in Optics 2009
（OSA）

Fairmont San Jose

170 South Market Street 

San Jose, CA, USA

The Sainte Claire Hotel

302 South Market Street 

San Jose, CA, USA

General Attendee Information

c/o OSA Customer Service - FiO/LS 

Management

E-mail: custserv@osa.org

URL: http://www.frontiersinoptics.com/

10/24（土）～

10/27（火）

AAO Joint meeting 

with the Pan-American 

Association of 

Ophthalmology （PAAO）

Moscone Center

Administrative Offi ce

747 Howard Street, 5th Flr. 

San Francisco, CA, USA

General questions:meetings@aao.org

URL: http://www.aao.org/meetings/

annual_meeting/sanfrancisco.cfm

11/24（火）～
11/26（木）

Optics & Photonics Japan 

2009
朱鷺メッセ
（新潟県新潟市中央区）

日本光学会事務局
TEL: 03-3238-1043
FAX: 03-3221-6245
E-mail: osj@vesta.ocn.ne.jp

〆切りました。
2009.8.10

◆　2010 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/23（土）～

1/28（木）

BiOS SPIE Photonics 

West

Moscone Center

San Francisco, CA, USA

Customer Service

E-mail: CustomerService@SPIE.org

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

〆切りました。
2009.7.13
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/22（金）～

1/24（日）

第 33 回日本眼科
手術学会総会

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: jsos33@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jsos33/

〆切りました。
2009.8.13

3/17（水）～

3/20（土）

2010 年応用物理学会
春季講演会

東海大学
（神奈川県平塚市）

㈳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

4/15（木）～

4/18（日）

第 114 回
日本眼科学会総会

名古屋国際会議場（愛知
県名古屋市熱田区）

株式会社ジェイコム
TEL: 06-6348-1391
FAX: 06-6456-4105
E-mail: 114jos@jtbcom.co.jp

URL: http://114jos.jtbcom.co.jp/

5/2（日）～

5/6（木）

The Association for 

Research in Vision and 

Ophthalmology (ARVO) 

Annual Meeting

Conference center, Fort 

Lauderdale, FL, USA

The Association for Research in Vision 

and Ophthalmology

E-mail: arvo@arvo.org

URL: http://www.arvo.org

〆切りました。
2009.12.4

5/7（金）～

5/12（水）

Vision Sciences Society

10th Annual Meeting

Naples Grande Hotel

475 Seagate Drive Naples 

FL, USA

Vision Sciences Society

E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org

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

meeting.html

5/16（日）～

5/21（金）

CLEO/IQEC 2010 San Jose McEnery 

Convention Center

San Jose, CA, USA

Technical Papers staff

E-mail: cstech@osa.org

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

7/23（金）～

7/26（月）

Asia Pacifi c Conference 

on Vision (APCV) 2010
Taipei, Taiwan

7/26（月）～

7/29（木）

13th International Myopia 

Conference 2010
Neue Aula

Tübingen, Germany

Prof. Dr. rer. nat. Frank Schaeffel

E-mail: imc2010@klinikum.uni-

tuebingen.de

URL: http://www.imc-2010.org/

8/22（日）～

8/26（木）

European Conference on 

Visual Perception (ECVP)

Lausanne, Switzerland Prof. Michael Herzog

E-mail: michael.herzog@epfl .ch

URL: http://lpsy.epfl .ch/ecvp2010/

9/14（火）～

9/17（金）

2010 年応用物理学会 秋季
講演会

長崎大学（長崎県長崎市） ㈳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



2009 年 9 月

（ 25 ）

日本眼光学学会 2009年第 2回常任理事会議事録

日　時：2009 年 6 月 25 日（木）17：00 ～ 18：30
場　所：東京フォーラム　ガラス棟　G408
出席者： 大鹿哲郎，魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，小林克彦，佐藤美保，根岸一乃，不二門　尚，三橋俊文，

松本富美子　計 10 名
事務局　佐々木ふぢ子

欠席者：吉田晃敏 （50 音順・敬称略）
議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．会員についての現況
　　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
（2009 年 6 月 19 日現在）　正会員 534 名・購読会員 14 箇所，寄贈 9箇所，法人会員 28 社
2．学会開催について
　　 1）第 45 回日本眼光学学会現況報告 （大鹿哲郎会長）
　　　・ 第 48 回日本白内障学会総会・第 24 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・22nd Asia Pacifi c Association 

of Cataract and Refractive Surgeons Annual Meetingと合同で開催
　　　・会　期：2009 年 6 月 26 日（金）～ 28 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　　TEL: 03-5221-9000 ㈹
　　　・会　長：大鹿哲郎（筑波大学大学院人間総合科学研究科眼科学）
　　　・演題について　国内から 169 題，海外から 72 題，であった。
　　　・ 原著依頼について　今回は 4学会合同でしかも学会毎の区切りがないので，どうするかについて，運営

事務局で，どの学会に属するかということを，印をつけて各学会事務局に渡した。
　　　・ 事前登録数は，6月 2日に締め切ったが，国内，国外を含め 2,500 名。
　　 2） 第 46 回日本眼光学学会の現況報告 （魚里　博会長）
　　　・日　時：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
　　　・会　場：パシフィコ横浜　会議センター
　　　　　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL: 045-221-2155
　　　・会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）
　　　・ 現在の予定では，学会前日に，編集委員会，常任理事会をインターコンチネンタルで行う予定。眼科臨

床機器研究会については，学会終了後の日曜の午後に予定している。IRSJの方は，屈折矯正手術関係
のセッションとして，土曜日か日曜日に並列して行う予定である。

　　 3）第 47 回日本眼光学学会総会について （根岸理事）
　　　・日　時：2011 年 9 月 3日（土），4日（日）
　　　・場　所：日経ホール（第一候補として検討中）
　　　　　　　　100-8066　東京都千代田区大手町 1-9-5
　　　　　　　　TEL: 03-6256-7684　FAX: 03-5255-2579
　　　・ 日経ホールは 600 席くらいある新規にできたホールで，候補として検討中である。運営事務局はコン

ベンションサービスに依頼している。
　　　　 600 席だと足りないのではないかとの質問があったが，数年前に参加者が合計で 500 名に満たなかった

時もあり，また会員数が 500 名を少しこしたくらいである。メインホールが 600 名でもう一つ 240 名
入る会場があるので，プログラムの組み方で調整すれば，大丈夫ではないかと思う。



視覚の科学　第30巻第 3号

（ 26 ）

3．「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　　・30 巻 2号はほとんど揃っているので，総説を戴けば 7月に発行予定。
　　・30 巻 3号については概説と本学会終了後にいただく学会印象記以外はほぼ揃っている。
　　・今後の予定としては，少し特集を組むなど，編集委員の皆様に相談して決めさせていただく。
　　・ 今後原著がどれだけ集まるかによって「視覚の科学」がスムーズに発行できるかどうかが決まるので，原

稿依頼に力を入れるよう努力する。
4．ホームページについて （奥山理事）
　　・本年 1年間，リアルキャストに委託することに決定した。
　　・目的としては学会へのサービスの向上，会員，非会員へのサービスを行い，会員を増やしたい。
　　・ 情報の提供として，「視覚の科学」の論文，総説，原著のオンライン配布を考えている。非会員に対する

課金配布などを含む。
　　・ 学会発表抄録集の掲載も考えているが，論文については提出時に版権譲渡同意書をもらっているが，抄録

は版権譲渡をどうするかについて次回学会開催までに検討する。
　　・ 過去の論文（過去 10 年間）の PDF化，それについての費用の問題などあり，カラーがあまりないようで，

単純に PDFに取り入れるだけであればあまり費用がかからないのではないか，今後色々な活用の仕方な
どあるが，それについてはまず，基本的な面からホームページを修正し，その後，一つ一つ検討していく。

　　・ 費用としては，サイト構築費用として 1,134,000 円，過去の論文（10 年分）PDF化作業は 1ページ単価
40 円で，1,000 ページとして 42,000 円，年間運営管理費 126,000 円，オンライン用 PDF化費用 24,000
円となる。

　　・ ホームページのレイアウトも，前事務局から引き継いだままになっているので，今回それも含めてまずリ
ニューアルすることに決定。

　　・ ホームページの掲載順序（下記の順序で原稿を掲載し，システムを導入する費用として上記構築費を支払う）
　　 1） 学会のあゆみ，学会の開催履歴掲載，奨励賞，奨励賞受賞者一覧，役員一覧，会則，入会案内（入会申込書・

異動届用紙をダウンロードできるようにする），事務局問い合わせページ等
　　 2）視覚の科学に関して
　　　　 投稿規程，タイトルページ，版権譲渡同意書（ダウンロードできるようにする），バックナンバー（会

員と非会員に分ける。ダウンロードできるようにする）
　　 3）学会開催案内・その他
　　　・費用に関して今一度相見積もりを取ることになった。
5．眼光学チュートリアルセミナーについて （小林理事）
　　・昨年の眼光学チュートリアルセミナーについての報告と今年のご案内
　　　定員 70 名の予定ではじめたが，開催してみると 130 名近くの参加者があった。
　　　 今年は日本眼光学学会と日本オプトメカトロニクス協会主催の「眼科医・視能訓練士のための」眼光学

チュートリアルセミナーを下記予定にて開催予定
　　　・日　時：2009 年 8 月 1日（土），2日（日）
　　　・会　場：日本薬学会　長井記念館
　　・プログラムについて
　　　 昨年取ったアンケートを基に，全面的にカリキュラムを見直し作成した。内容的には，眼科医，視能訓練

士の方にマッチした内容に変えた。
　　　 参加費について　JOEMの会員には会員の参加費が決められているが，日本眼光学学会の会員用の参加

費がないのはどうしてかとの質問に対し，小林理事より JOEMの事務局に聞いてみるとのことであった。
6. その他
　・総会への補助金 50 万円を 4月 27 日に担当校へ振込終了。
　・ 来年の本学会開催と EGSCRSとが重なっているとの指摘があったが，会長より承知しているが，この日時

しか取れなかったとの返事があった。
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◆協議事項
1 ．2008 年度会計報告
　　収入
　　 予算に対して，寄付金というのが上げられているが，これは本来総会の方に対する寄付金を，事務局を通し
て振り込まれたため，収入の寄付金の欄に掲載し，学会時諸経費として支出した。

　　支出
　　 寄付金を払い出したので 30 万円多くなっている。その他，委託費について，予算をオーバーしているのは
広告の収集に対する手数料として 2年分加算されているため。

2．2009 年度予算案・事業計画
　・予算案
　　収入も支出もほぼ昨年度の予算案と大きな変化はない。
　　支出の予備費を多く計上しているのは，ホームページのリニューアルにかかる費用　
　　を計上している。
　・事業計画
　　 1）学会・講習会など学術集会に関すること
　　・第 45 回日本眼光学学会総会
　　・第 46 回日本眼光学学会総会
　　・第 47 回日本眼光学学会総会
　　 2）教育に関すること
　　　　眼光学チュートリアルセミナーの開催
　　 3）研究に関すること
　　　　 測定機器および測定環境を含めた視力測定法の基準について，多施設研究課題として検討してはという

提案がなされた。
　　 4）刊行物に関すること
　　　　30 巻 1号～ 4号を年度内に刊行する。
　　　　名簿の発行（来年の選挙に必要）
　　 5）学会賞に関すること
　　　　できるだけ多くの人に原著を投稿してもらうように努力する。
　　　　全国大学教授に推薦を依頼する。
　　 6）ホームページの充実を図る。
　　　　 バックナンバーを PDF化して管理する。追加機能についても検討する。リニューアルするについては

複数の業者より相見積もりを取る。
　　　　必要なところとは相互リンクし，情報交換できるようにする。
3．学会誌について
　　会則の会員第 9条の文言を下記のように変更する。
　　現在　第 9条会員には定期刊行物を配布する。
　　　　　　　　　　↓
　　第 9条　 会員には日本眼光学学会誌「視覚の科学」を配布する。また，前年度に「視覚の科学」に掲載さ

れた原著の中から編集委員の推薦により，学術奨励賞並びに研究助成金を授与する。
4．屈折調節研究会・眼科ME学会・眼科画像診断研究会について
　　 眼科ME学会を日本眼光学学会に完全合併したが，現在日本眼光学学会という名称を使っている。このま

まの名前でよいかどうか，今一度検討する。
　　 屈折調節研究会については，前回臨床眼科学会で根岸先生に依頼しインストラクションコースに「マルチ

フォーカル検査」という演題で 60 分コースをしていただき，評判がよかったので，今年も 90 分コースで「マ
ルチフォーカル検査」を申し込んでいる。

　　眼科画像診断研究会について
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　　 魚里先生から来年，1時間半くらい時間をとり，セッションを設ける予定との発言があり，吉田先生と魚里
先生とで相談してもらうことになった。

5．次回常任理事会の開催について
　　2010 年 4 月の日本眼科学会会期中を予定。

日本眼光学学会 2009年理事会議事録

日　時：2009 年 6 月 27 日（12：00 ～ 14：00）
場　所：東京フォーラム　ガラス棟　G408
出席者：医科系　市川一夫，大野京子，梶田雅義，可児一孝，佐藤美保，前田直之，不二門　尚，村上　晶，
　　　　　　　　吉田晃敏，吉村長久
　　　　理工系　魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，河原哲夫，古野間邦彦，小林克彦，三橋俊文
　　　　視機能　川守田拓志，松本富美子 事務局　佐々木ふぢ子
 18 名　（系別・50 音順・敬称略）
欠席者：医科系　大鹿哲郎，根岸一乃
　　　　理工系　斎田真也
議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．今年は選挙を行ったので，新しく理事になられた 3名にご挨拶をお願いした。
　　（吉村長久，小林克彦，川守田拓志 3理事）
2．会員についての現況
　　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　　正会員 534 名・購読会員 14 箇所，寄贈 9箇所，法人会員 28 社である。
　　　 （2009 年 6 月 19 日現在）入会される方，退会される方が大体同じ程度なので，大きく変化はないがもう

少し積極的にプロモーションしたいと思う。
3．学会開催について
　　 1）第 44 回日本眼光学学会終了報告 （奥山文雄会長）
　　　・ 第 56 回日本臨床視覚電気生理学会と合同で行った。2学会合同なので眼光学学会 66％，電気生理学会

34％の割合で収支の配分をした。
　　　・参加者は，事前登録 326 名，教育セミナーのみ 4名，
　　　　　　　　　当日登録 188 名，教育セミナーのみ 35 名であった。
　　　・ 会場は 2年前に押さえるのが最近常識になっているが，教育会館はその辺の融通が利いたのと，設備は

完璧ではないが，会場費も安かったので決めた。今後の東京での開催の参考になればよいと思う。
　　 2）第 45 回日本眼光学学会現況報告
　　　・会　期：2009 年 6 月 26 日（金）～ 28 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　　TEL: 03-5221-9000 ㈹
　　　・会　長：大鹿哲郎（筑波大学大学院人間総合科学研究科眼科学）
　　　　 第 48 回日本白内障学会総会・第 24 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・22nd Asia Pacifi c Association 

of Cataract and Refractive Surgeons Annual Meetingと合同で開催。全部合わせて登録者が 3,000 名と
いうことで，非常に大きな学会の一部という形になった。眼光学のセッションは人気があり，色覚，視
機能の加齢変化などのところは，会場が一杯であった。

　　 3）第 46 回日本眼光学学会の現況報告 （魚里　博会長）
　　　・日　時：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
　　　・会　場：パシフィコ横浜　会議センター
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　　　　　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL：045-221-2155
　　　 ・会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）
　　　　 学会前日 9月 3日（金）の 3時くらいから，編集会議と常任理事会を例年どおり開催し，その後会長

招宴を行う予定にしている。特別講演はスバル望遠鏡と補償光学の話をしていただく。また，眼科臨床
機器研究会と屈折矯正手術研究会をこの学会の一つのセッションとしたいと思っている。2年前に吉田
晃敏先生がされた画像診断研究会も企画したいと思っている。詳細が決まり次第報告する。なお，演題
募集は 5月後半に，事前登録は 7月のはじめに締め切りを決定している。事務局長には今回理事に入
られた，川守田先生にお願いしている。

　　 4）第 47 回日本眼光学学会総会について
　　　　合同学会は難しいので単独でやる予定。
　　　　日　時：2011 年 9 月 3日（土），4日（日）
　　　　場　所：日経ホール（予定）
　　　　　　　　100-8066　東京都千代田区大手町 1-9-5
　　　　　　　　TEL: 03-6256-7684　FAX: 03-5255-2579
　　　　会　長：根岸一乃
　　　　主　催：慶應義塾大学医学部眼科学教室
3．「視覚の科学」発行予定 （三橋俊文編集委員長）
　　・第 30 巻 2号は原稿も揃っているので，7月中には発行の見込み。
　　・ 第 30 巻 3号も原稿がほぼ揃っているので，予定どおり 9月 26 日に発行したいと思っている。3号より少

し特集号的に総説，トピックスを掲載する予定である。
　　・ その後は，編集委員会の方でシリーズものを掲載してはどうかという話があったので検討して進めていき

たいと思っている。
4．ホームページについて （奥山理事）
　　・本年 1年間，リアルキャストに委託することに決定した。
　　・今後のホームページのあり方について
　　 1） 学会員へのサービスの向上と非会員へのサービスについて
　　　　 学会員への情報提供として，「視覚の科学」の論文のオンライン配布，非会員には課金システムでオン

ライン配布する。ID，仮パスワードの発行
　　 2） 機能：ID，パスワードの管理，論文・抄録の検索機能，会員・非会員の区別，非会員への制約と課金。
　　 3） 作業：著作権のクリアー，過去の論文（10 年分）の PDF化，採用論文の PDF化。
　　 4） 課題：著作権 ;総会抄録のオンライン化は著作権譲渡同意書が必要なため，来年以降に計画する。
　　　　拡張 ;論文の投稿システムを検討する。
　　 ただ本学会では論文の投稿数が非常に少ないので，上記のようなシステムにすると手間がかかるのではない
かと思うのでよく検討する必要がある。

　　概算費用の見積もりは下記のとおりである。
　　①サイト構築費用，過去の論文 PDF化費用（過去 10 年）　1,176,000 円
　　②年間維持費 :年間運営管理費（ホスティング，更新），オンライン用 PDF化費用 150,000 円
　　全体のホームページの構成について
　　①学会案内，学会のあゆみ，学術奨励賞，会則
　　② 入会案内，現在ダウンロードできるようになっているが，変更届についても同じ形を取る。事務問い合わ

せサービスを行う。
　　③「視覚の科学」に関して
　　　投稿規程，編集委員一覧，バックナンバーの検索
　　　 バックナンバーの検索については，あまり細かくすると費用がかかるので，必要最小限にし会員と非会員

に分ける。非会員の課金制度については，業者がそういうサイトを持っているのでそれにリンクすればよ
く，学会の費用負担は 0円である。
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　　④上記以外にご意見があれば改めて持ち回り理事会にかけるので忌憚のないご意見をお寄せ下さい。
5．眼光学チュートリアルセミナーについて （小林理事）
　　日　時：2009 年 8 月 1日（土），2日（日）
　　会　場：日本薬学会　長井記念館
　　 昨年 7月に行った眼光学チュートリアルセミナーは，かなり好評であった。参加者を当初 80 名予定してい

たが，130 名の参加者があった。
　　 今年は，当日のアンケートの集計と講師の方のご意見も含め，再検討し，本日配布した内容に修正した。昨
年参加していただいた方の施設や本学会の理事の方にはパンフレットを配布し，参加を要請させていただい
た。また，医師，視能訓練士の方からご意見をいただいたので，昨日実行委員会を開き，再度詳細に内容
を検討して，修正した上でセミナーに臨むという形を取った。昨年沢山ご参加いただいたので，今年は 180
名を予定して進めている。是非理事の先生から施設の方に呼びかけていただくようお願いしたい。

6．その他
　　・総会への補助金 50 万円を 4月 27 日に担当校へ振込終了。
◆協議事項
1 ．2008 年度会計報告
　・収入について
　　 予算とあまり大きな差がないが，寄付金の 30 万円が奥山先生の方に直接送られずに事務局を経由したので
収入として加算されている。

　・支出について
　　 先ほどの寄付金を学会時諸経費として払い出したので，若干予算をオーバーしている。他はそれほど大きな
差異はない。監事の先生，並びに公認会計士の監査を受けた。

　　 畑田監事より，昨日書類を見せていただいた。記録もきちっとしているし何も問題ないと考えた，との報告
があり，理事会にて承認を受けた。

2．2009 年度予算案・事業計画
　予算案について
　　 ほとんど前年度と変わりがないが，予備費として 139 万円計上し，ホームページをリニューアルしてより
よいものにすることにし，理事会の承認を受けた。

　事業計画について
　 1）学会・講習会など学術集会について
　・第 45 回日本眼光学学会（現在開催中）
　・第 46 回日本眼光学学会（報告事項で説明あり）
　・講習会について
　　 日本眼光学学会として，昨年より臨眼にインストラクションコースを出していこうと考え，根岸先生に 60
分コースで，マルチフォーカル IOLについて企画して頂いた。非常に好評だったので，本年度も 90 分コー
スとして申込んで頂いた。まだ採用されるかどうかわからないが，一応申し込み済である。

　 2）教育に関することについて
　　 眼科医，視能訓練士，理工系の研究者に対し，セミナーを開催する。
　　 今回は，報告事項でも述べた，日本眼光学学会・日本オプトメカトロニクス協会主催のセミナーを 8月 1日，
2日に開催する。

　 3）研究に関すること
　　会員よりアンケートを取って今後の方針を立てる。
　　 常任理事会で少し検討した。各学会でそれぞれ多施設研究などを行い，臨床の指針となるようなことを学会
として，発信できないかということになった。

　　 常任理事会で松本理事より提案して頂き，視力検査について施設ごとに，そのばらつきをどうするかについ
て検討してはどうか，という意見が出された。

　　 小委員会を設け，実行前にどのような方法で誰がやっていくかを検討し，その後進めていけばよいのではな
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いか。今すぐに結論を出すわけにいかないので，持ち回り理事会で検討することにした。
　 4）刊行物に関すること
　　・「視覚の科学」30 巻 1号～ 4号を年度内にできるだけ発行するように努力する。
　　・名簿の発行はペーパーで行う。
　　・眼光学チュートリアルセミナー内容を日本眼光学学会会員に周知させるには，
　　　版権の問題，費用の問題も含めて，日本オプトメカトロニクス協会と話し合って考える。
　 5）学会賞に関すること
　　 投稿数が非常に少ないので，まず投稿数を増やすように努力することが大切である。
　　今年度から，全国大学教授に推薦を依頼する。
　 6）ホームページの充実を図る
　　今回奥山理事に考えていただいているので，PDF化，リンクを含めて使いやすい方向で考える。
3．学会誌について
　　 前回下記のような提案が出ているが，文言の追加をした方がよいかどうかについて理事会に諮り，改変を決
定した。

　　・会則の会員第 9条の文言に追加する必要があるかどうか ?

　　　現在　第 9条会員には定期刊行物を配布する。
　　　　　　　　　　↓
　　第 9条　 会員には日本眼光学学会誌「視覚の科学」を配布する。また，前年度に「視覚の科学」に掲載され

た原著の中から編集委員の推薦により，学術奨励賞並びに研究助成金を授与する。
4．2012 年日本眼光学学会総会について
　　例年，医学系と理工系が交互に開催していたので，2012 年は理工系の番にあたる。
　　大沼理事から快諾を得られ，決定した。
5．屈折調節研究会・眼科ME学会・眼科画像診断研究会について
　　・屈折調節研究会については，先ほど事業計画のところで述べたので，参考にしていただきたい。
　　・ 眼科ME学会は，可児先生が担当されたときに日本眼光学学会に合併してほしいとの申し出があり，合

併した。学会名について検討する予定であったが，よい名前がなく，現在，日本眼光学学会に吸収合併さ
れた形になっている。

　　・ 日本眼光学学会というと演題をみてもわかるように，8割は前眼部についてのものが多いが，世の中の趨
勢からいうと，やはり後眼部の光干渉断層計（OCT）を含む画像診断がすごい勢いで発展している。昨年，
吉田先生にお願いし，眼科画像診断研究会を行っていただいた。

　　・ 吉田先生より，昔は新しいテクニックが出てきたときに研究会を立ち上げ，ディスカッションしていた。
そしてその分野の学問の進歩を活性化してきたと思う。最近，OCT，眼底，デジタル画像など進歩が
著しい分野についてディスカッションする場を求めている方が非常に多い。是非その場をということで
不二門先生と相談の上，眼科画像診断研究会を立ち上げた。日本眼光学学会でも，フランクなディスカッ
ションのできる場を推奨していくということで，次回，何でも言える会というコーナーを設けていただき
たい。

　　・ 画像についても非常にデータが多く，日が経つにつれて失われていく可能性が高い。いかにデータを安全
に残していくかということも大切である。今からその対策をとっておいた方がよいのではないかと思う。

　　・ 昔は眼科というのがイメージングそのものであったが，もう一歩進んで，後眼部から脳にかけても眼光学
の領域である。イメージングを強調するには，光学というと光を使わないものはどうなるのだという感じ
をもたれるので，学会の名称についても考えてみる必要があるかもしれない。ちなみに，国際視野学会
（IPS）も会の名前をイメージングに結び付けイメージング　アンド　ペリメトリー　ソサエティと変更
した。イメージングと機能を結び付けようとしている。

　　　我々も同じことがいえるのではないかと考えている。
6．次回理事会の開催について
　　2010 年 9 月の日本眼光学学会会期中を予定。
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日本眼光学学会 2008年度会計報告
（自 2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日）

収入の部 単位（円）

科　　　目 2008 年度
予算額

2008 年度
収入額 差　　　異

個人会費 2,720,000 2,728,000 △    　　　　　　　8,000

法人会費 1,620,000 1,440,000 180,000

学会誌広告料 2,000,000 2,121,295 △　　　　　　　121,295

著者負担金 300,000 0 300,000

購読料 78,000 114,000 △  　　　　　　　36,000

雑収入 100,000 93,385 6,615

利息 11,000 11,133 △   　　　　　　　　133

寄付金 0 300,000 △　　　　　　　300,000

収入小計 6,829,000 6,807,813 21,187

前年度繰越金 17,604,685 17,604,685 0

収入合計 24,433,685 24,412,498 21,187

支出の部 単位（円）

科　　　目 2008 年度
予算額

2008 年度
支出額 差　　　異

第 44 回学会補助金 500,000 500,000 0

学会時諸経費 700,000 920,342 △　　　　　　　220,342

学会誌作成費（ 4冊分） 3,700,000 3,573,606 126,394

名簿作成費 250,000 0 250,000

印刷費 150,000 107,100 42,900

ホームページ保守年間契約料 157,500 157,500 0

事務用消耗品費 30,000 88,876 △  　　　　　　　58,876

通信・発送費 150,000 141,900 8,100

旅費 0 48,520 △  　　　　　　　48,520

委託費 950,000 1,193,225 △　　　　　　　243,225

会計監査料 0 100,000 △　　　　　　　100,000

選挙費用 300,000 171,090 128,910

雑費 20,000 34,350 △  　　　　　　　14,350

予備費 300,000 0 300,000

支出小計 7,207,500 7,036,509 170,991

次年度繰越金 17,226,185 17,375,989 △　　　　　　　149,804

支出合計 24,433,685 24,412,498 21,187

△ 2008 年度予算額をオーバーしたもの

預 貯 金 明 細
（2008 年 12 月 31 日現在）

単位（円）

区　分 金　額 預　入　先 金　額

次年度繰越金 17,375,989 三井住友銀行西茨木支店普通預金 1,434,869

郵便振替貯金 15,941,120

合　　計 17,375,989 17,375,989
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日本眼光学学会 2009年度予算案
（自 2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日）

収　　入 単位（円）

科　　　目 2008 年度
予算額

2009 年度
予算額 差　　　異

個人会費 2,720,000 2,670,000 50,000

法人会費 1,620,000 1,470,000 150,000

学会誌広告料 2,000,000 2,000,000 0

著者負担金 300,000 200,000 100,000

購読料 78,000 84,000 △　　　　　　　　6,000

雑収入 100,000 50,000 50,000

利息 11,000 12,000 △　　　　　　　　1,000

収入小計 6,829,000 6,486,000 343,000

前年度繰越金 17,604,685 17,375,989 228,696

収入合計 24,433,685 23,861,989 571,696

支　　出 単位（円）

科　　　目 2008 年度
予算額

2009 年度
予算額 差　　　異

第 45 回学会補助金 500,000 500,000 0

学会時諸経費 700,000 900,000 △　　　　　　　200,000

学会誌作成費（ 4冊分） 3,700,000 3,600,000 100,000

名簿作成費 250,000 250,000 0

印刷費 150,000 150,000 0

ホームページ保守年間契約料 157,500 126,000 31,500

事務用消耗品費 30,000 80,000 △  　　　　　　　50,000

通信・発送費 150,000 150,000 0

委託費 950,000 950,000 0

選挙費用 300,000 0 300,000

雑費 20,000 35,000 △  　　　　　　　15,000

予備費 300,000 1,390,000 △　　　　　　1,090,000

支出小計 7,207,500 8,131,000 △　　　　　　　923,500

次年度繰越金 17,226,185 15,730,989 1,495,196

支出合計 24,433,685 23,861,989 571,696

△前年度予算額をオーバーしたもの
※予備費について
　 ホームページのシステムの修正費として 1,134,000 円，バックナンバー 10 年分の PDFの作
成費として 252,000 円，合計 1,386,000 円，雑費 4,000 円計 1,390,000 円を予備費として組み
込んでおります。
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日本眼光学学会 2009年度編集委員会議事録

日　時：2009 年 6 月 25 日 (木 )15：30 ～ 17：00
場　所：東京国際フォーラム　G407 号室
出席者： 市川一夫，魚里　博，江本正喜，大沼一彦，奥山文雄，梶田雅義，祁　　華，古野間邦彦，佐藤美保，

仲泊　聡，根岸一乃，原　直人，不二門　尚，前田直之，松本富美子，三橋俊文，吉澤達也（50 音順）
　　　　（事務局出席者）三宅啓子，佐々木ふぢ子             19 名
欠席者：井上　真，大鹿哲郎，斎田真也，長谷部　聡，畑田豊彦
議　長：三橋俊文
報告事項
1 ．視覚の科学の編集について
　　30 巻 2号
　　総説を除いて準備完了。総説の脱稿後，短期間で発行する（ 1月遅れ 7月）。
　　30 巻 3号
　　 1 件のみであるが，査読中の原著が掲載できる。予定通りの 9月に発刊。なお原著は定常的に投稿が少なく，
各号 1件程度である。

2．日本眼光学学会学術奨励賞
　　2009 年度の受賞者は下記の 2名
　　医学系　川尾美樹　（町立大淀病院）　34 歳　視能訓練士
　　原著「Laser in situ Keratomileusis 術前後の各種検査法による屈折値の比較検討」
　　医学系　大貫和徳　（社会保険中京病院）　36 歳　医師
　　原著「検者間および同一検者での前眼部 Optical Coherence Tomographyの測定再現性」
協議事項
1 ．編集の担当割り振り
　　編集方針
　　特集を充実させる案について討論した。
　　方針についての委員の意見
　　•特集の話題は，画像診断（OCT），光学の基礎，手術と眼光学の関係，近視，IOL関係などが適当ではないか。
　　• 年間のスケジュールを決めて総説，トピックスを集める。基礎と臨床のペアでトピックスを組むとよいと

思う。
　　•各号の特集ではなく，シリーズが良いのでは。
　　• 1 つのテーマについて担当を決めてオーガナイズしていただく。
　　今後の課題
　　•担当表の組み換え
　　• トピックスのテーマをいくつか考える。OCT，手術と眼光学の関係，乱視の矯正，翼状片の手術，眼内

レンズ，コンタクトレンズ，眼鏡など。
2．Web site

　　バックナンバー PDF，Web siteに掲載する件（奥山委員より）
　　•バックナンバーは昨年より PDF形式で残している。
　　•学会の抄録は著者から学会へ版権譲渡されていない。
　　　発表数は多いのでWeb siteに掲載できると会員にはメリットがある。
　　• ホームページ追加修正費用，及び PDF化について印刷業者，ホームページ担当業者より見積もりを取っ

て，理事会に提出し検討する予定である。
　　上記の奥山先生案で進める。
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3．査読作業の e-mail化
　　•郵送作業は煩雑であるので，e-mail化できないか。
　　　 → e-mailの信頼性も高いので，e-mail化する。画像など容量が多く e-mailで送付できないものは郵送で

も対応する。
　　•査読作業についても e-mailを取り入れる。適切な査読期間も考慮して，投稿規程を修正する。
4．原稿締め切り日の明確化
　　• これまで依頼原稿の締め切りは発行の約 4ヶ月前にしている。
　　　 余裕があるため，例えば 3号の原稿がすでに集まっているのに，2号の原稿がまだ来ていないということ

が起こる。
　　　 →各号の発行日（ 3 月末，6 月末，9 月末，12 月末）の 3 カ月前（それぞれ 12 月末，3 月末，6 月末，

9 月末）を編集委員内での締め切りとしてはどうか。
　　• 学生の場合，原著の原稿を提出してから掲載までの期間が長いと，学位論文審査などで支障を来す。早く

掲載できるようにすることが重要。
　　• 論文を提出する方も，締め切りの期日をきちんと守るよう改善してほしい。学術奨励賞の選考にも響くの

で，考える必要がある。
5．その他
　　•来年度の表紙の色，30 巻はエメラルドグリーンなので 31 巻は青色に。
　　•編集委員会のメーリングリストを作ることに決定。
　　• 次回編集委員会は，来年の学会（ 9月４日～）の前日に開催する。設定を次期総会長の魚里先生にお願い

した。
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