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故　江森康文先生を偲んで

日本眼光学学会名誉会員の江森康文先生（千葉大学名誉教授　享年 86 歳）が，平成 24 年 1 月 16 日

にご逝去されました。謹んで哀悼の意をささげます。

先生は，本学会の草創期に多数の先進的な発表，講演を行うと同時に，座長，理事，編集委員とし

て精力的に活動し，平成 13 年からは名誉会員として学際領域である日本眼光学学会の確立に大きくご

貢献されました。

先生の研究領域は，光学計測，画像計測，視覚光学の広範囲にわたります。これらの領域において

技術革新が加速してきた時期に，いち早くコンピュータなどを取り入れて，大学，学会，および実業

界など専門領域・関連分野での多数の有能な人材育成に尽力されました。日本眼光学学会に関連が深

い領域での特筆すべき研究としては，眼科臨床へのコンピュータの導入と，視覚への MTF（modulation 

transfer function）の導入だといえます。第一の研究では，それまで困難であった眼光学系の精密・迅

速な計測解析手法の基礎を確立され，その成果は，現在の優れた視野計測，検眼，白内障診断，緑内

障診断などの手法へと引き継がれています。第二の研究では，人間が見て感じている心地よい諧調変

化や画質の良さなどの心理要因と物理量との関係を求め，この成果が基礎となり画像工学は後に急速

に進歩を遂げました。先生の広範な見識と鋭い先見性は，これらの領域に大きなパラダイムシフトを

もたらしました。

日本眼光学学会の発表の場では厳しいご意見を多くいただきましたが，それは，眼光学に関する研

究が，医学，工学の両領域で益々発展することを願った，我々，研究者，技術者への温かい貴重な

メッセージでもありました。

ここに，日本眼光学学会を代表し，長きにわたる先生のご指導ご鞭撻に感謝致しますとともに，心

からご冥福をお祈り申し上げ，お別れの言葉とさせていただきます。

平成 24 年 2 月

日本眼光学学会　常任理事

小林　克彦



巻　頭　言

出口指向の時代における眼光学研究
不二門　尚

（大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学）

東日本大震災以降，日本の財政悪化が加速しているようで，輝かしい成果を上げたハヤブサの予算も仕分けられよ

うとしています。文部科学省の班会議（私は脳プロジェクトの一員になっています）に出席すると，冒頭のあいさつ

で文部科学省関係の方が，財務省から財政難のなかで科学技術振興費を右肩上がりに投入してきた割に成果がみえな

い，公共事業以下だといわれて困っています。国民に還元できる，目に見える成果を出して下さいとおっしゃってい

ました。アカデミズムを重視してきた文部科学省ですら，このように出口指向をとらざるを得ないところに，現在の

日本の余裕のなさがあらわされています。

大型プロジェクトは大体 5 年が一区切りなので，その間に社会の役に立つ成果を出そうとすると，ノーベル賞につ

ながるような深い研究はできません。研究は，本来面白さが driving force になって行うものだと思います。先輩が研

究の面白さを生き生きと語ることで，若い世代がその分野に参入し，各人のテーマが適当にばらけてアカデミヤは発

展してきました。しかし，これからの時代は出口をきちんと設定し，着実にそれに向かう研究をしながら，これに関

連させて面白さを追求できる大きなテーマをもつという高等技術が必要なのかもしれません。

眼光学の分野は，光干渉断層計（OCT）をはじめとする画像診断技術が近年長足の進歩をとげました。診断が精密

化し，治療方針も立てやすくなっています。これからは，画像と機能を結びつけるとともに，見えると感じるのは脳

であるという脳科学的立場が重要になると思います。脳科学は，最後のフロンティアといわれ，わからないことだら

けです。脳科学を意識した眼光学の研究は，出口もはっきりしており，また夢を与えられる研究になり得ると思いま

す。

たとえば，多焦点眼内レンズ挿入眼では，網膜像をうまく脳が選択できないと，waxy vision のような見にくさが生

じます。脳の blur adaptation の機構はよくわかっていません。Blur adaptation が成立する条件を求めることは，実用

的であると同時に脳科学の面白さも追求できます。このようなテーマを日本眼光学学会でも求めていけたらと考えま

す。

視覚の科学では，三橋編集委員長の発案で本号から留学体験記を古手の方から毎号掲載していくこととなり，奇し

くも私が最初の担当となりました。脳科学に興味をもって留学し，眼科に入局したいきさつに触れました。今後様々

な先生に，興味深い体験記を書いていただけると思います。乞御期待。

— 1 —
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1.  Implantable Collamer Lens（以下 
ICL）の歴史

1986 年にロシアのフィヨドロフ医師が前房と後房

にまたがるポリメチルメタクリレート（PMMA）製
の有水晶体眼内レンズを開発したのが始まりといわれ
ている。その後 1990 年代に入ってスターサージカル
社（米国）とフィヨドロフ医師の共同開発が始まり，

総　　説

後房型有水晶体眼内レンズ Implantable Collamer Lens （ICL）
小 島 隆 司 1 ）， 市 川 一 夫 2 ）

1）名古屋アイクリニック，2）社会保険中京病院眼科

Implantable Collamer Lens, Posterior Chamber Phakic 
Intraocular Lens
Takashi Kojima1) and Kazuo Ichikawa2)

1) Nagoya Eye Clinic
2) Department of Ophthalmology, Social Insurance Chukyo Hospital

Implantable Collamer Lens （ICL）は後房型有水晶体眼内レンズで，球面矯正のみのものと乱視矯正可
能なレンズの 2 種類が厚生労働省の認可を受けている。手術成績に関しては有効性，予測性，安全性に優れ
ることが本邦および海外にて報告されている。手術にあたっては健常な眼に対する治療であるために，適応
を十分考慮し術前の検査を入念に行って安全に施行することが必要である。適応を決める際にはとくに前房
深度が十分に確保されていることに注意する必要がある。術前検査で最も注意する点は，正確な屈折を得る
こととレンズサイズの決定である。手術においては，外傷性白内障，角膜内皮障害を起こさないように注意
してレンズを挿入していく必要がある。手術方法そのものはシンプルであるが，内眼手術に熟練した術者が
行うべき手術である。術後早期は瞳孔ブロックが起きていないか，レンズサイズが適切かを調べ，安定した
ら水晶体混濁の有無について長期の経過観察が必要である。 （視覚の科学　33: 3−7，2012）

キーワード：Implantable Collamer Lens，有水晶体眼内レンズ，後房型

The Implantable Collamer Lens (ICL) is a posterior chamber phakic intraocular lens.  Two types 
of ICL, one with sphere correction, the other with sphere and cylinder correction, heve been approved 
in Japan.  Regarding the outcomes of ICL implantation, high efficacy, predictability and safety 
have been reported in Japan and other countries.  Considering that the surgeries are performed on 
healthy eyes, proper selection of patients, sufficient preoperative examination and safe surgery are 
necessary to achieve successful results in ICL surgery.  Sufficient anterior chamber depth is required 
for safe ICL surgery.  Accurate refraction test and ICL size determination are especially important in 
the preoperative examination.  Although the surgery itself is simple, the surgeons must be skilled 
in intraocular surgery.  During the surgery, avoidance of damage to crystalline lens and corneal 
endothelial cells is important.  Immediately after surgery, the surgeon should carefully other to ensure 
that pupillary block has not occurred, and that lens size is appropriate.  Long-term follow-up is needed 
to watch for the onset of cataract formation.  (Jpn J Vis Sci  33: 3-7, 2012)

Key Words : Implantable Collamer Lens,  Phakic intraocular lens,  Posterior chamber 
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1993 年に第一世代の ICL が埋植され，デザインを幾
度か変更して現在はバージョン 4（以下 V4）に至っ
ている。1997 年に欧州地域適合性表示マーク（以下 

CE マーク）取得，2005 年アメリカ食品医薬品局（以
下 FDA）， 日 本 で は 2010 年 に ICL が，2011 年 に
トーリック ICL が厚生労働省に認可されている。現
在までに 64 箇国で 250,000 枚以上が埋植されてい
る。ICL の最大の特徴はコラーゲンと hydroxyethyl 

methacrylate （HEMA）の共重合体という素材にあ
る。生体適合性が高い素材で，虹彩など眼内組織への
刺激がほとんどないのが特徴である。ICL は毛様溝に
固定され，サイズが 0.5mm 刻みで 11.5～13.0mm ま
で 4 種類ある。光学径はレンズの球面度数によって
異なり 4.65～5.50mm である。またレンズ球面度数は
−3～−23D までの 0.5D 刻みで注文可能で，実際の
近視矯正可能量は−1.75～−19D と広い範囲をカバー
している。乱視度数は＋1～＋6D までの 0.5D 刻みで
注文可能で，実際の乱視矯正可能量は−0.75～−5D

である。
有水晶体眼内レンズは，角膜のカーブを変化させる

レーザー屈折矯正手術と異なり，元に戻すことが可能
な手術である。また術後に角膜が薄くならないため
に，角膜が薄い患者や円錐角膜疑いの患者でも手術可
能である。

2.  ICL 手術の適応

健康な眼に対する手術であることを十分留意した上
で，屈折矯正手術のガイドラインに基づいて行う必要
がある。

我々の適応は原則として
1 ）18 歳以上 45 歳以下で屈折が安定している

　 2 ） 前房深度 2.8mm 以上（角膜裏面から水晶体前
面までの距離）

3 ）散瞳薬にて 8mm 以上散瞳
4 ）6D を超える近視
5 ）白内障，緑内障などほかの眼疾患がないこと
6 ）角膜内皮細胞密度 2,000 個 /mm2 以上

と考えている。
とくに前房深度は浅くなると手術で角膜内皮や水晶

体への影響が考えられるので，注意が必要である。

3.  ICL 手術のための検査

ICL 手術はレーザー屈折矯正手術と同様，術前検査
が非常に重要となる。以下に術前および術後の検査に

ついて述べる。
1 ）術前屈折検査
他覚的屈折検査ではオートレフラクトメータ，収差

計にて眼球屈折値を測定し，これらの検査結果を参考
にして自覚的屈折検査を行っている。自覚的屈折検査
は調節の介入を避けるため，レンズ交換法にて低矯正
から測定を開始している。また我々の施設では，術前
に全例に対して 1％塩酸シクロペントレート（サイプ
レジンⓇ）を用いた調節麻痺検査を行って，調節の影
響を除いた屈折状態を確認している。

2 ）前房深度（以下 ACD）
手術適応および ICL サイズを決定するのに必要な

計測値である。ICL で用いられる ACD は，角膜後面
から水晶体前面の距離のことを指す。ORBSCANⅡz

（Baush & Lomb 社）で ACD を測定する場合は，測
定値の設定が Epi（角膜前面から水晶体前面までの距
離）ではなく End（角膜後面から水晶体前面までの距
離）になっていることを確認しておく。

3 ）水平角膜径（WTW）
ICL のサイズを決定するのに必要な計測値である。

名古屋アイクリニックでは ORBSCANⅡz で測定し，
その後，再度細隙灯顕微鏡下でキャリパーにて測定し
ている。とくに角膜周辺部に混濁があるような患者の
場合は，器械での測定は不正確になるので必ず直接測
定することが重要である。

4 ）術後 vault
ICL 手術後の ICL の固定位置を評価するパラメー

タである。ICL は後房に固定されるが，ICL のサイズ
が相対的に大きいと虹彩を裏側から持ち上げ隅角が狭
くなってしまう。一方，ICL のサイズが相対的に小さ
いと水晶体に近くなってしまい，白内障発症のリスク
が高くなる。一般的に vault は細隙灯顕微鏡で測定
し，角膜厚の 1/2～3/2 程度が適切と考えられる（図
1）。Gonvers ら 1）は術後 ICL と水晶体が接触した症
例は vault が 0.15mm 以下であったことを報告してい
ることも含め，臨床的に許容される vault は 0.15～
1.0mm 程度と考えている。ただし，ICL は周辺部ほ
どレンズが厚く，その厚みはレンズパワーによって異
なるために，細隙灯顕微鏡を用いて ICL 周辺部と水
晶体の距離を個別に評価する必要がある。
　 5 ） 超音波生体顕微鏡（ultrasound biomicroscopy  

以下 UBM）
ICL のサイズは前房深度および水平角膜径から

STAAR 社のノモグラムにより選択される。ICL は毛
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様溝に固定されるために，水平角膜径から毛様溝間距
離を推測していることになるが，最近の研究では水平
角膜径は毛様溝間距離とは相関が弱い，もしくはない
ことがわかっている。このため，毛様溝間距離の直接
測定が必要とされている。最近の進歩により広角測定
可 能 な UBM が 登 場 し， 実 際 に UBM で 測 定 し た
sulcus to sulcus（STS）の計測値に基づいて ICL サイ
ズを選択することが可能になっている。我々は過去に
施行した ICL 患者のデータを用いて，術後の vault を
0.5mm に形成するための回帰式を報告し，この方法
を用いると従来の方法よりも最適な vault になる割合
が優れていることを報告した2）。

また広角測定可能な UBM は術後の ICL の固定位

置を確認するのにも有効である。

4.  I C L 手 術

ICL 手術前には術後の瞳孔ブロック予防のために
レーザー虹彩切開術（laser iridotomy 以下 LI）を行
う必要がある。海外では 10 年以上 ICL 手術前に LI

が行われているが，本邦で散見される狭隅角眼への
LI で起こる水疱性角膜症の報告および持続的な角膜
内皮細胞減少の報告はない。LI 後の水疱性角膜症の
直接原因はわかっていないが，低エネルギーおよび
YAG レーザーを併用して行うことが重要と考える。
術前に LI を行わない場合は，術中に周辺虹彩切開術

（peripheral iridectomy 以下  PI）を行う。
手術の麻酔はほとんどの例が局所麻酔で可能であ

る。患者が痛みを感じる場合は，テノン囊麻酔を追加
するとよい。手術は基本的に耳側切開で行う。最初に
サイドポートを作成する。筆者は右利きなので，右眼
では下方，左眼では上方に作成している。次にサイド
ポートより粘弾性物質を前房に満たす。次に耳側に
3.0mm の角膜切開を行う。

レンズをインジェクターにセッティングし，耳側角
膜切開より ICL を虹彩上に展開していく。その後
ICL 専用にデザインされた器具で，四つのハプティク
スを虹彩下に入れていく。前房を洗浄し縮瞳させて手
術終了である。トーリック ICL の場合は前房洗浄す
る前に Mendez ring を使用して位置合わせを行う。
術前に LI を行わない場合は縮瞳させてから PI を行
う。図 2 に手術の流れを示す。

図 2 ICL 手術の流れ
  a：サイドポート作成，b：サイドポートからの粘弾性物質の注入，c：耳側角

膜切開，d：前房内に ICL 挿入，e：ハプティクスを後房へ挿入，f：前房洗浄

図 1  Implantable Collamer Lens （ICL）手術後の細隙灯顕
微鏡写真

  この症例では角膜厚とほぼ同じ vault が形成されてい
る。

a

d

b

e

c

f
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5.  ICL 手術成績

ICL in Treatment of Myopia Study Group は FDA

の臨床治験 3 年の結果を報告3）している。対象は
294 人 594 眼で，多施設における治験結果である。こ
れによると視力に関しては正視狙いで，矯正視力が
1.0 以上ある患者では 3 年後に裸眼視力が 1.0 以上，
0.5 以上がそれぞれ 59，94.7％であった。屈折度数に
関しては術後 3 年で 67.5％が狙いの±0.5D 以内，
88.2％が±1.0D 以内であった。コントラスト視力は
薄暮視で 6，18cpd，グレア負荷ありの薄暮視で 3，
6，12，18cpd において術前より有意な改善を認めて
いる。術後 3 年で 0.8％が 2 段階以上矯正視力低下を
起こし，10.8％は 2 段階以上矯正視力が向上したとさ
れている。本邦での結果としては，Kamiya ら4）が中
等度～高度近視に対する 34 人 56 眼の 4 年間の経過
観察を報告している。この報告では平均有効係数およ
び安全係数が 0.83 および 1.19 であった。術後 4 年
後，狙いの屈折度数の±0.5D および±1.0D 以内に
入ったのが 79％および 93％であった。

トーリック ICL に関しては，まだ長期の結果が報
告されていない。吉田ら 5）は 203 眼の 6 カ月の経過
観察結果を報告している。術前平均球面度数が−9.20±
3.22D で乱視度数が−1.58±0.96D に対して手術を行
い，術後半年で裸眼視力が logMAR −0.21±0.09（小
数視力 1.63）であった。有効係数は 0.95，安全係数
は 1.03 であった。Kamiya ら6）は本邦での術後 1 年
間の結果を報告している。32 人 56 眼の報告で安全係
数は 1.17，有効係数は 1.0 であった。目標屈折度数の
±0.5D および±1D 以内に入った割合が 91％および
100％であった。また術後 1 週間～術後 1 年での屈折
変化は−0.07±0.27D であった。また 4，6mm にお
ける高次収差も術前後で差を認めなかったとしてい
る。

Laser in situ keratomileusis（以下 LASIK）との比
較では，高度近視眼で wavefront-guided LASIK より
も有効性，安全性，予測性においてトーリック ICL

が優れていることが報告7）されている。
Hasegawaら8）は乱視度数別に 3 群に分類し，LASIK

とトーリック ICL の乱視矯正効果を比較している。
これによると高度乱視群（3D を超える自覚乱視）で
は ICL の方が LASIK よりも予測性に優れていた。

このように ICL およびトーリック ICL 手術は有効
性，安全性，予測性に優れた手術であると考えられ

る。これは ICL 手術が LASIK のように角膜形状を変
化させるのではなく，一定で確実な矯正効果をもった
レンズを挿入するという手術の特性にあると考えられ
る。

6.  合 併 症

ICL 手術の合併症はまれであるが，後房に挿入する
ため，とくに懸念されるのが白内障の発症である。論
文を読む場合，注意が必要なのは挿入しているレンズ
のモデルが異なる場合があり，現在の V4 のモデルで
は以前のモデルに比べて vault が確保されるようなデ
ザインになっているため，とくに白内障の発生が低く
なっている。

Fernandes ら9）は過去の文献を横断的に解析して
V4 の近視用 ICL，トーリック ICL，および V3 の遠
視用 ICL 2,592 眼で白内障の発生率は 132 眼（5.4％）
であることを報告している。このうち臨床上問題とな
るものは更に一部であり，FDA の 3 年の結果でも
0.6％で ICL 摘出および白内障手術が必要であったと
報告3）されている。白内障発生の時期に関しては 1
年以内が 43.4％，1～3 年が 15.4％，3 年以降が 35.3
％とされている。白内障発生のリスクファクターは
50 歳以上，低い vault，高度近視（−10D 以上）が報
告1, 10−13）されている。ICL 後の ICL 摘出および白内
障手術については，今までの報告でとくに問題は報告
されておらず，ICL 術後だからといって手術に問題が
起こるわけではない。生体計測に関しても Sanders

ら14）は ICL 眼でも眼軸長測定に大きな誤差が生じな
いことを報告している。

Vault に関しては，我々が 1 年の経過観察において
最初の 3 カ月以降はほぼ安定することを報告15）して
いるが，更に長期では 10 年で徐々に低下していくこ
とを Schmidinger ら16）が報告している。

眼圧上昇は，術後 48 時間以内に起きるのは粘弾性
物質の残存が大きな原因であるが，虹彩切除が不十分
だと瞳孔ブロックを起こすことがある。それがなけれ
ば持続的な眼圧上昇はない。

角膜内皮減少に関しては，最初の 1 年は手術によ
る影響で減少し，その後の低下は正常の細胞減少と変
わらないとされる。

レンズがインジェクターで挿入されることもあり，
眼内炎に関してはほとんど報告がないが，内眼手術で
ある以上可能性はある。Allan ら17）は 21 箇国 234 名
の屈折矯正術者にオンラインで匿名にて眼内炎の発生
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の調査を行った。これによると 17,954 眼の ICL 手術
で 3 眼の眼内炎の報告があり，割合では 0.0167％，
およそ 1/6,000 の確率となる。予防のために術前後の
抗菌薬使用，術中に十分前房洗浄すること，自己閉鎖
する角膜切開創の作成が大切と思われる。

網膜剝離は ICL 手術後に報告はあるが，元々高度
近視，長眼軸長眼であることが影響していると考えら
れ，ICL 手術との関係は指摘されていない。

7.  最 後 に

ICL 手術は LASIK と異なり，挿入するレンズにて
屈折矯正を行う手術なので reversible であり，Sanders

ら18）は中等度～高度近視だけでなく軽度近視におい
ても LASIK よりも有効であることを報告している。
このことを考えると ICL 手術は今後適応が拡大してい
くことが予想されるが，内眼手術であるため技術の熟
練がより必要であると思われる。内眼手術に精通した
熟練した眼科専門医によって手術が行われ，きめ細や
かな術後フォローアップをしていくことで有水晶体眼
内レンズが日本でも根付いていくことを期待したい。

また現時点で，光学部中心に小さな穴が空いた
Hole ICL がヨーロッパで CE マークを取得し手術に
使われている。開発にかかわった Shimizu ら19）は，
20 眼の初期成績を報告している。これによると虹彩
切除なしでも眼圧上昇がなく，視機能面でも問題がな
い。今後，更なる安全性が確認されれば ICL の主流
レンズになる可能性を秘めている。
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1.  は じ め に

近年，測定機器や眼内レンズなどの急激な進歩もあ
り，眼科の臨床や研究に光学の基礎的な理解の必要性
が増大している。今回から数回にわたって，「眼科の
ための光学入門」と題し，関連する項目について解説
を試みたい。

波面センサーが使われるようになって，眼球光学系
のもつ様々な収差特性が定量化され，視覚との対応関
係がより明確にわかるようになってきた。しかしこれ
らの機器を使おうとすると，波面収差のゼルニケ多項

式による展開など基礎知識がないとわかりにくい概念
や述語が出てくるため，出てきた結果の意味を明確に
つかむことが難しい場面もあると思われる。

今回は，波面収差の定義から始めて，波面収差がど
のようにゼルニケ多項式系によって表現されるのか，
とくに最大の特徴である正規直交性に着目して解説を
試みたい。

2.  波 面 収 差

点光源から出た光は同心球状の波面として空間中を
伝わる。これを球面波という。これらの面に垂直で光

総　　説

眼科のための光学入門（1）
波面収差とゼルニケ多項式
宮 前 　 博

コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

Introduction to Optics for Ophthalmology (1)
Wavefront Aberration and Zernike Polynomials
Hiroshi Miyamae

Konica Minolta Technology Center, INC.

ゼルニケ多項式による波面収差の展開とその正規直交化プロセスについて述べる。ゼルニケ多項式を用いる
と任意の波面収差について展開係数を求めることが容易であり，例えば各収差成分が波面収差の RMS（root 
mean square）値にどれほど寄与しているかが即座にわかる。また二次元平面ベクトルとのアナロジーを用
いて，ゼルニケ多項式を用いるメリットを説明する。ゼルニケ多項式にはフリンジオーダーという並べ方があ
り，低次項がそのままザイデル収差に対応するなど応用上便利である。 （視覚の科学　33: 8−13，2012）

キーワード：波面収差，ゼルニケ多項式，正規直交系，フリンジオーダー，ザイデル収差

Series expansion of wavefront aberration by Zernike polynomials and their orthonormalization 
process are described.  We can easily calculate the Zernike series coefficients of any wavefront 
aberration, and can immediately count, for example, the contribution of each polynomial to the 
RMS （root mean square） wavefront error.  We explain the merit of using Zernike polynomials, with 
analogy to the orthonormal system of two-dimensional planar vector space.  It is convenient if Zernike 
polynomials are arranged in the so-called ‘fringe order,＇ since the lower order polynomials are then 
equivalent to Seidel aberrations. (Jpn J Vis Sci  33: 8-13, 2012)
Key Words : Wavefront aberration,  Zernike polynomial,  Orthonormal system,  Fringe order,  Seidel aberration
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源から放射状に広がる線が光線である。このように光
の波面と光線は常に直交するという性質がある。図 1
のようにある時刻に波が山または谷になる面だけを波
面として書くことにすると，隣り合う波面の間隔が光
の波長をあらわす（以下とくに断りがない限り，光は
単色であるとする）。また光源から遠く離れたところ
では波面は平面になり，これに直交する光線は互いに
平行に進む。これを平面波という。

平面波の途中に，場所によって厚みのわずかに異な
る透明なガラス板（以下 位相板）を挿入する（図
2）。位相板の内部では空気中よりも屈折率が高く，
光の速度も波長もそれに反比例して小さくなる。この
ため，板のより厚い場所を出た光は，薄い場所を出た
光より相対的に進行が遅れ，結果として波面全体は図
2 のように曲面となる。ここで発生した射出波面が基

準となる平面（参照平面）からどれだけずれているか
を，この位相板の波面収差ということにする。この位
相板が単なる平行な平面板のときは，射出波面は入射
波面と同じ平行平面になるため，この場合位相板は波
面収差を発生しないと考えてもよいだろう。

次に屈折力をもったレンズの収差について考える。
一般に収差のあるレンズを，図 3 のように波面収差
をもつ位相板と，収差をもたず屈折力だけをもつ理想
レンズとの組み合わせであらわされるものとして，レ
ンズ全体の波面収差を位相板の波面収差のことである
と定義しよう。簡単のためにレンズの光軸を含む一断
面を考え，代表的な波面収差に対する光線の集まり具
合をいくつか図 4a～d に示す。波面収差が図に示す
瞳座標の 4 次関数のとき（最低次の）球面収差をあ
らわし，3 次関数の場合コマ収差をあらわす。とくに

図 2  位相板の波面収差
  位相板（点線：形状は具体的には書いていない）を

通ると平面波の形が変化する。
図 3  位相板と理想レンズ
  任意のレンズ系はこれらの組み合わせと考えられる。

図 1  光線と波面の関係
  a：波面が球面波の場合，b：波面が平面波の場合

a b
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波面収差が瞳座標の 2 次関数の場合，光軸付近では
球面に一致すると考えると，位相板自体もレンズの役
割をしており，その射出球面波の曲率は位相板のもつ
屈折力をあらわすことがわかる。この場合，後置レン
ズの屈折力に位相板の屈折力が加わり，その分だけレ
ンズの焦点位置が光軸方向にデフォーカスする。こう
して屈折力とかパワーとかいっているものも，広義に
考えれば波面収差の一種と考えることができる。いわ
ゆる非点収差は光軸を含む断面の取り方で位相板の屈
折力が変わると考えればよい。波面収差が瞳座標の 1
次関数の場合には位相板は薄いプリズムになり，焦点
位置が光軸に垂直にデフォーカスされる効果があるこ
とも明らかであろう。

3.  波面収差の級数展開と直交化

眼光学系など実際の波面収差は一般に複雑な形状と
なるので，何か基本となる関数の組（関数系）を決め
て，それらの関数の組み合わせで表現できると都合が
よい。

一般の波面収差は瞳座標の級数展開であらわされ
る。極座標表示を用いて展開して整理すると，

ただし 

（ ） ……………………………（1）
となることが導かれる（式の導出は補足を参照）。

一般に二つのベクトルが互いに直交していることと
これらの内積が 0 になることは同値であった。これ
を拡張して，二つの波面収差関数についても「内積」
を適当に定義して，その値が 0 のときこれらは「直
交する」ということにする。あとでわかるように直交
関数系には応用上大変便利な性質がある。ここではま
ず （1）式の各項が互いに直交しているかどうか調べ
てみる。

簡単のため瞳の大きさを単位円（極座標表示で
）に正規化しておく （図 5）。こ

の単位円上に定義された波面収差関数が （1） 式の各
項のように，  の形に変数分離さ

図 4 代表的な収差イメージ
   a：球面収差，b：コマ収差，c：非点収差またはデフォーカス，d：ティルト （プリズム効果）
 それぞれ瞳座標の 4，3，2，1 乗に比例する。

c d

a b
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れているとき，これら二つの関数の「内積」を，積分

 

　　　　　　　　　　………………………………（2）
で定義する。（1） 式の各項が互いに直交しているかど
うかはこの内積が 0 になるかどうかで判定できる。こ
のうちまず 2 番目の に関する積分のみを考えよう。

（1）式の各項で に相当する関数は か
か定数であるが，これらのうち の異

なる関数の積の積分はすべて 0 となる。しかし，
と ，定数と定数など同じ形の関数の積

の積分は 0 にならない。そこで （1）式の各項の直交性
を確認するには， に関する積分も調べる必要があ
る。

例えば の関数が定数同士の場合の例として，l

（定数）と を考える。 に関する積分は（積分の重
み に注意して）

 ………………………………（4）

となる。一方， に定数項を加えた と l（定数）
との積については，

 …………………（5）

となるが，これを 0 と置くと ，すなわち，比
例係数を除き， という関数が新たに決まり，
それは l と直交することになる。同様に について
も そ の ま ま で は l や と 直 交 し な い の で，

として，両方の多項式と直交する条件
を決めると，新しい多項式として が決
まる。

このように（1）式の中で についての関数が同じ

形の 2 項については， についての低次の項から出
発して，上記のような手続きで，より高次の項を次々
に定め，互いに直交するような関数系に構成し直すこ
とができる。

規格化は関数の「長さ」が 1 になるようにする。例
えば

 

　　　　　　　　　　………………………………（6）
から， の係数は とすればよいことがわか
る。こうして，ゼルニケ多項式系（ ）
による展開式

　　　　　　　　　　……………………………（7）

が構成される。上記の説明から例えば
である。図 6 に各多項式の具体的な表示を示す。この
図で最も端にある関数は規格化係数を除いて （1）式の
形から変わっていないが，内側の関数は上記のような
手順で の関数部分が変わっていることがわかる。

図 5　規格化された瞳座標（像側から見た図） 図 6　ゼルニケ多項式
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4.  正規直交系の効用

波面収差を表現するときゼルニケ多項式系のような
正規直交化された関数系を使う効用を，二次元平面ベ
クトルとのアナロジーで説明しよう。

図 7 に示すように，任意の平面ベクトル a は，長
さが 1 で互いに直交した（正規直交系をなす）二つ
の基本ベクトル e1, e2 の一次結合であらわされる。こ
のとき，

 ………（8）
が成り立つ。つまりベクトル a の各成分を求めるの
に，a と ei の内積 (ei・a) をとればよい。またベクト
ル a の長さの 2 乗も

 ……………（9）

として a と ei の内積 (ei・a) の 2 乗和になる。
任意の形状の波面収差 W をベクトル a に対応させ，

ゼルニケ多項式 を基本ベクトル ei に対応させる
と，波面収差をゼルニケ多項式で展開したときの係数

は，ai＝(ei・a) に対応し，これを求め

るのに最小 2 乗法などの計算は不要である。また，W

の瞳面内での RMS（root mean square）値（の 2 乗）
については，平面ベクトルの場合の（9）式

 に対応して

 ……（10）

と書けるが，この表式は， への各ゼルニケ多項

式 の寄与分が と簡単に計算できること

を示している。このように，平面内のベクトルと波面
収差のアナロジーによって，波面収差をゼルニケ多項
式系で展開することの意味や利点を容易に理解するこ
とができる。

5.  フリンジオーダーとザイデル収差

ゼルニケ多項式の並べ方には上記で示した以外に
「フリンジオーダー（fringe order）」と称する実用的

な並べ方がある。これは一般に に対し，

n の小さい順でなく の小さい順に並べたもの
で，最初の 9 個の多項式は係数を外すと，
（n, m） 

（0, 0） l　　定数項
（1, 1） 　　x 方向のティルト
（1, −1） 　　y 方向のティルト
（2, 0） 　　光軸方向のデフォーカス
（2, 2） 　　0−90°方向の非点収差
（2, −2） 　　±45°方向の非点収差
（3, 1） 　　x 方向のコマ
（3, −1） 　　y 方向のコマ
（4, 0） 　　球面収差 …… （11）

となり，x，y 両方向に関するザイデル収差に対応す
る項が並ぶ。ただし，これらは本来のザイデル収差に

（直交化のために） に関するより低次の項が加わっ

図 7　平面ベクトルの基本ベクトルへの分解 図 8　フリンジオーダーに並べ直したゼルニケ多項式
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たものになっている。図 8 に図 6 の多項式の順序を
変えたリストを図示する。この並べ方では，球面収差
の後トレフォイル，2 次の非点収差が並び，その次に
テトラフォイルがくる。

6.  ま と め

波面収差の概念，ゼルニケ多項式による波面収差の
展開，その正規直交化プロセスについてやや詳しく説
明した。複雑な波面収差であっても，ゼルニケ多項式
のような正規直交関数系で展開すると，任意の波面収
差について展開係数を求めることが簡単にでき，どの
ような収差成分がどのくらい性能に寄与しているのか
が容易にわかる。

なお，ここでの議論はあくまで光軸上の収差に関す
るものである。ザイデルの収差はもともと眼光学系の
扱いとは前提が異なり，カメラのように軸対称の光学
系の光軸外をも含めた最低次の収差を表現するもので
ある。ゼルニケの多項式でもザイデル収差に対応する
項が出てくるのは，光軸外を考える代わりに光軸対称
でない光学系まで考えているからである。したがっ
て，軸外でなければ意味のないザイデルの歪曲収差や
像面湾曲に対応する項はゼルニケの多項式ではそれぞ
れ，ティルトやデフォーカスとして表現される。

なおザイデル収差とゼルニケ多項式の関係について
は文献 1, 2） が参考になる。ゼルニケ多項式について
の更に詳しい数学的記述は文献 3） にある。ゼルニケ
多項式を軸外に一般化することも提案されているが，
その表現は一般に非常に複雑になる4）。

波面収差と光線収差の関係，各収差の個別の特徴な
どについては次回解説したい。

補足（1）式の導出
波面収差を瞳座標（x, y）で展開するとき，展開の

4 次までの項は

　　　　　　　　　　…………………………（A1）
とあらわされる。これを極座標

ただし  …………………（A2）
で書き換え，更に を用いて整理す
ると，係数と添字を付け直して

　　　　　　　　　　…………………………（A3）
のように書き直すことができる。そして一般に
は ， の一次結合であ
らわされ，n が奇数のとき は の一次結
合で， は ，
の一次結合であらわすことができることが知られてい
るから，最終的に

　　　　　　　　　　…………………………（A4）
と書くことができる。
（A4）式で原理的にはどのような波面も表現できる

と考えてよいが，一つ注意しなければならないのは，
の基準をどの方向にとるかの任意性が残ること

である。当然のことながら複数のデータを比較する場
合には同じ方向を基準にしたデータで比較しなければ
ならない。
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1.  緒 言

視覚メカニズムの解明のために，Campbell ら1）は
フーリエ解析を用いて視覚刺激を輝度変調関数の集合
として説明した。視覚刺激の時空間特性，または時空

間周波数特性を制御することにより，視覚系の生理学
的機序，心理物理学的機序の理解が系統的に行えるこ
ととなった。

例えば，運動検出器を理解するために，時空間周波
数領域における運動エネールギーを表現することによ

原　　著

Gabor パターンの大きさの知覚におけるコントラストの影響
吉 澤 達 也， 田上瞬八郎， 河 原 哲 夫

金沢工業大学人間情報システム研究所

Effect of Luminance Contrast on Size Perception of             
Gabor Pattern
Tatsuya Yoshizawa, Shunpachiro Tagami and Tetsuo Kawahara

Human Information System Laboratory, Kanazawa Institute of Technology

Gabor 刺激は空間領域と空間周波数領域において独立に変数を調整することができるため，視覚心理物理
学実験や電気生理学実験に広く用いられている。しかし，Gabor 刺激はコントラストを変えると知覚される
大きさが変化することに留意しなければならないことが一般的に知られている。本研究ではこの性質をより
詳細に定量的に明らかにすることを目的とし，Gabor 刺激（σ＝0.625°のガウス関数，搬送波の空間周波
数：8 cpd）の大きさ知覚弁別の増分閾と減分閾を刺激コントラスト（10.0 ～ 80.0％）と搬送波の方位（0，
45，90，135°）の関数として心理物理学的に測定した。その結果，参照刺激のコントラストに対する減分閾
の関数は増分閾の関数に比べ，傾きが急であった。これは，Gabor 刺激の大きさ知覚は刺激のコントラスト
が低い場合と高い場合では異なり，大きさ知覚とコントラストの間に非対称な相互作用があることを示唆し
ている。 （視覚の科学　33: 14−22，2012）
キーワード：Gabor，大きさ知覚，コントラスト

Gabor patterns have been popularly used in visual psychophysics, primate physiology and brain 
imaging, since the patterns can be manipulated in spatial and spatial frequency domains independently.  
However, Gabor patterns are known to have some inconvenient characteristics that the perception of 
the size of the Gabor pattern depends on the envelope contrast of the pattern.  We investigated this 
phenomenon in detail.  We measured contrast thresholds of perceived size discrimination a test and 
a reference Gabor pattern （σ＝0.625 degree, 8 cpd-carrier）.  We varied reference pattern contrast from 
10.0 to 80.0% at four orientations （0, 45, 90, 135 degrees） of the Gabor carrier component.  We tested 
the upper and lower thresholds at which observers could discriminate the difference in perceived size 
by chance.  All thresholds increased with increasing contrast of the reference Gabor pattern, but the 
steepness of the threshold functions differed between the upper and lower thresholds.  We found an 
asymmetrical property of size perception that is dependent upon Gabor pattern contrast.

 (Jpn J Vis Sci  33: 14-22, 2012)
Key Words : Gabor,  Size perception,  Contrast
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り，フーリエ，または非フーリエ運動検出器について
の議論が多くの研究によって行われた。これらの研究
では情報処理モデルの一つとして広く知られた Gabor

関数が，視覚心理物理学実験の基本的な刺激として用
いられた。

Gabor パターンの空間構造は一次視覚野の単純型細
胞の受容野構造を数学的に表現するのに適しているこ
とも知られており2 ,  3），また，空間周波数と位置を独
立，かつ同時に変数として操作することが可能である
ため，神経細胞の受容野構造とは独立に刺激の物理的
特性を制御するという意味で最適である。そのため，
刺激の大きさを変えることなく搬送波の空間周波数を
制御できる Gabor パターンは多くの研究において用
いられてきた。

例えば，Anderson ら4）は Gabor パターンを用いて
運動検出器の受容野の大きさを心理物理学的に調べる
ために，搬送波の空間周波数を関数としてコントラス
ト感度を測定した。その結果，受容野の大きさが空間
周波数に依存することを示した。

また，大局的空間構造における大きさ知覚に関する
検討として，Chen ら5）は非古典型受容野構造（古典
的受容野構造では説明できない現象を示す受容野構
造。詳細は Cavanaugh ら6）を参照）における空間的
相互作用を調べるために Flanker と呼ばれる Gabor

パターンを古典的受容野構造の近傍に提示し，target

刺激（Gabor パターン）の検出感度を空間的に重畳し
た pedestal 刺激（Gabor パターン）のコントラスト
を変化させて測定した。その結果，マスキング刺激で
ある pedestal 刺激のコントラストが低いときには
Flanker 刺激によって target 刺激（Gabor パターン）
の検出感度が上昇し，コントラストが高いときには低
下したと報告している。

これらの知見においては，Gabor パターンの空間構
造（主に空間周波数）がそのコントラストと独立な変
数として実験を行っているが，Gabor パターンには空
間的な広がりが曖昧であるという問題点がある。
Gauss 関数を含む Gabor 関数は滑らかに変化するの
で，どこに閾値がくるかによって全体の見かけの大き
さが変化してしまうのである。搬送波が一定であれば
比較的問題は少ないが，異なる空間周波数やコントラ
ストなどが混在する場合，見かけの大きさ，あるいは
賦活される神経領域も変化するという問題点が挙げら
れる。また，同じ Gauss 関数を使った Gabor パター
ンでも，搬送波の周波数やコントラストによって見か

けの大きさが変化することも報告7）されている。
一次元 Gabor 関数 G（x）は式（1）によって与え

られ，Gauss 関数の標準偏差（σ）が固定されていれ
ば，コントラスト（C）とともに空間的広がりが変化
する。図 1b に示すように，Gauss 関数で定義される
パターンに対して閾値コントラスト以上の領域が視覚
刺激として知覚されるため，知覚される大きさは刺激
のコントラストと正の相関関係にある。このため
Gabor パターンの知覚される大きさはコントラストに
依存する。

 ……………（1）

Fredericksen ら8）も指摘しているように，Gabor パ
ターンの知覚される大きさがコントラストに依存する

図 1  振幅または標準偏差を変えたときの Gauss 関数
 a： 同一振幅であるが，標準偏差 （σ） が異なる Gauss

関数
 b： 同一標準偏差 （σ） であるが，振幅が異なる Gauss

関数。破線は刺激検出閾値であり，破線以上の強
度をもつ刺激領域が視覚系によって検出される。
下段は検出される Gauss パターンの見えの様子

b

a
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ということは，Gabor 関数の空間周波数座標領域と空
間座標領域における変数を独立に制御できるという利
点がある一方，空間座標領域における変数である刺激
の大きさがコントラストに対して独立ではないため，
刺激のコントラストを変化させると知覚される大きさ
が変化することを意味している。そのため，被験者の
搬送波に対するコントラスト感度における時空間的統
合に影響が生じるという問題点があること，更に，こ
のことは，Gabor パターンが実験刺激として有用であ
るかを明らかにするために，知覚される大きさとコン
トラストとの関係について定量的解析が重要であるこ
とを意味する。

Fredericksen ら8） は，Gauss 分布の標準偏差（σ）
を変化させたときの Gabor パターンの知覚される大
きさを測定し，その測定結果よりモデルを用いて
Gabor 刺激のピークコントラストと知覚される大きさ
の関係を示している。しかし，図 1 に示すように，
コントラストを変化させることとσを変えることは必
ずしも同じではない。とくに，σが変化しても搬送波
の空間周波数が一定である場合は，両者は同一にはな
らない。この強度プロファイルの両者の違いは Gabor

関数の場合では大きく異なり，刺激パターンの見えの
違いに大きな影響を与える。

そこで，本研究では実際に Gabor 刺激を用いたコ
ントラスト感度を測定する心理物理学実験において，

知覚される Gabor 刺激の大きさとコントラストの関
係を明らかにするために，Gauss 関数のσを一定に
し，コントラストを変化させたときに大きさが同じで
あると知覚されるコントラスト範囲を測定した。ま
た，局所的空間構造の特性について検討するために
Gabor 関数の搬送波成分の方位を媒介変数とした。

これらは，Gabor 刺激を用いてコントラスト感度を
測定する実験において刺激のパラメータであるコント
ラストをどのように設定するかを決定する際に大きく
貢献する。

2．実 　 験

1 ）刺　激
刺激作成には式（2）で与えられる Gabor 関数 G

を使用した。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（2）
ここで，C，θ，σ，λはそれぞれ，輝度コントラ

スト，搬送波の傾き，包絡波成分のガウス分布におけ
る標準偏差，搬送波の波長をあらわし，本研究ではσ
と 1/λをそれぞれ，0.625°，8cpd に固定して実験を
行った。

図 2 に示すように媒介変数として搬送波の傾きθ

図 2　実験に用いたガボール刺激の空間条件
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を 0，45，90，135°と変化させ，コントラスト C が
10.0，14.1，20.0，28.3，40.0，56.6，80.0％のときの
閾値をそれぞれ測定した。

2 ）装　置
視覚刺激は計算機により制御されたグラフィック

スボード（VSG2/5，Cambridge Research System 社）
により生成され，ガンマ補正された cathode ray tube

（以下 CRT）ディスプレイ（GDM-F520，SONY 社）に
提示された。なお，ガンマ補正は校正器（OptiCAL，
Cambridge Research System 社）により行った。

3 ）被験者
被験者は実験目的を知らない成人男性 2 名と著者

（成人男性 1 名）の合計 3 名（ST，TO，SA）であ
る。全被験者は正常あるいは矯正後正常な視力を有し
ていた。また，全被験者は事前に本実験に同意し，参
加した。

4 ）手　順
被験者は CRT ディスプレイから 50cm の距離で，

刺激を両眼で観察した。各被験者は継時的に提示され
るテスト刺激と上述した特定の刺激条件の参照刺激を
比較し，大きく知覚された方を 2 肢強制選択法によ
り回答した。なお，2 肢強制選択法は，二つの刺激間
で大きさが異なるかと質問すると，被験者は閾値に近
いときに異なると答える側にバイアスがかかることに
より，検出確率が高くなることを防ぐため選んだ。被
験者は物理的に二つの刺激間のコントラストが同一で
ある場合以外は，すべてコントラストが異なっている
ので大きさも異なるという戦略をとる可能性がある。

各試行は被験者がマウスボタンをクリックすること
で開始され，第一刺激（テスト刺激または参照刺激）
が 500ms 呈示された。その直後に，第二刺激として，
第一刺激がテスト刺激の場合は参照刺激，参照刺激の
場合はテスト刺激が 500ms 呈示され，その後にブラ
ンク画面が呈示された。被験者はその直後にマウスボ
タンをクリックして，大きく知覚された方を回答し
た。テスト刺激と参照刺激の呈示順は試行ごとランダ
ムに呈示された。これは，被験者が上昇系列，また
は，下降系列のどちらにおいて試行を行っているのか
を推定できなくするためである。どちらの系列におい
ても，固定である参照刺激のコントラストと可変のテ
スト刺激のコントラストは系列の初期では大きさが顕
著に異なるため，その差は系列が進むにしたがって小
さくなり，テスト刺激のコントラストが上昇している
のか，下降しているのかを知ることができてしまう。

これを防ぐためである。
各試行における刺激コントラストは前試行より

0.01 log 変化させ，各セッションは 8 回の折り返し後
終了した。ただし，各セッションの第一試行のテスト
刺激のコントラストは参照刺激のコントラストの
1.25 倍以上から低下させて増分閾を求める下降系列
と，参照刺激のコントラストから 0.07 倍以上から上
昇させて減分閾を求める上昇系列の 2 系列を行った。
また，各セッションの閾値は 8 回の折り返しのうち，
最後から 6 回の折り返しの平均とし，各テスト刺激
における閾値は 20 セッション以上の平均として計算
され，そのときのコントラストを等大きさ知覚コント
ラストと呼ぶ。

3.  実 験 結 果

図 3 に各刺激コントラストにおける等大きさ知覚
の閾値コントラストを参照刺激のコントラストの関数
として示す。縦軸は等大きさ知覚コントラストの閾値

（Threshold Contrast），横軸は参照刺激のコントラス
ト（Reference Contrast）をあらわし，また，各グラ
フは被験者（ST，TO，SA）ごとの異なる搬送波の
傾きにおける結果をあらわし，破線は物理的等コント
ラストをあらわす。

すべての結果において，参照刺激のコントラストの
増加とともに，等大きさ知覚コントラストの閾値は単
調増加している。

また，ほとんどの結果において，参照刺激のコント
ラストに対して，等大きさ知覚の閾値コントラスト

（等大きさ知覚コントラスト）は物理的に等大きさで
あるコントラストより高かった（図 3 中の破線より
上に閾値がある）。

これらの傾向は後述する回帰分析の結果（表 1）に
おいて，搬送波の傾きにはほとんど関係なく，被験者
間の差もないことがわかる。

また，ほとんどの条件において，増分閾（●）は，
物理的に等大きさであるコントラストより有意に高い
が，減分閾（○）は物理的等コントラストとほとんど
差がなく，大きさ知覚に対する曖昧性には非対称性が
あることがわかる。つまり，刺激より物理的に小さい
場合は，その差に対する検出感度は高いが，大きい場
合はその差に対する検出感度は相対的に低い。

更に，図 3 の結果をみると増分閾，減分閾ともに
参照刺激のコントラストが増加するとともに閾値コン
トラストの標準偏差が小さくなる傾向がみられること
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から，刺激のコントラストが低い場合には背景との境
界が曖昧であるために，大きさ判断に曖昧性が生じる
ことを示唆している。

図 3 の各結果について以下のように回帰分析を
行った。

各被験者の各実験条件における増分閾値，減分閾値
に対する線形回帰直線の有意性を分散分析により検定
し，その回帰係数（回帰直線の傾き）の有意性を t 検
定した。その結果，表 1 のように全被験者の増分閾
と減分閾の回帰直線に対して，説明変数（参照刺激の

図 3  参照刺激とテスト刺激の大きさが異なると検出したときのコントラストの閾値
  各図は左側の列から 3 名の被検者 ST，TO，SA の結果をあらわし，上段から搬送波が 0，45，90，

135°の場合の閾値コントラストをあらわす。図中の破線は，物理的な等コントラストをあらわす。
 ●：増分閾，○：減分閾

— 18 —

視覚の科学　第33巻第 1 号



コントラスト）が目的変数（テスト刺激のコントラス
ト）の予測に役立ち（5％有意水準において帰無仮説
が棄却された），また，決定係数（R2）はすべて 0.994
以上である。

更に，大きさ知覚に対する曖昧さの非対称性は刺激
コントラストが低くなると増加する。図 4 は参照刺
激のコントラストに対する弁別閾の比をそれぞれ増分
閾と減分閾について示している。

搬送波の傾きについては系統的な特性はみられない
ため，すべての傾きでの比を平均した。その結果，す
べての被験者において増分閾の比（実線）と減分閾の
比（破線）の差は刺激コントラストの増加とともに小
さくなることがわかる。

また，搬送波のコントラストが低くなると同じ大き

さと判断するコントラストの刺激コントラストに対す
る割合が増加することから，刺激コントラストが低下
すると大きさに対する曖昧性が増すことを示している

（図 4）。

4.  考 察

1 ） コントラストと知覚される大きさに関する
　　先行知見に対する検討
コントラスト感度が刺激の大きさに依存することは

上記知見以外にも多く報告 9 −14）されている。例えば，
検出器からの出力の確率的足し合わせに起因するため
であり，検出器数が増加すると刺激を検出する確率が
上昇する10, 15−17）という説のほかに，刺激の空間的特
性に起因する促進性の相互作用について Bonneh ら18）

表 1　回帰直線の有意性を示すための分散分析結果

方位
0° 45° 90° 135°

F P R2 F P R2 F P R2 F P R2

ST
上 1,453.97 0. 0.99657 6,646.55 0. 0.99925 7,085.80 0. 0.99929 1,528.87 0. 0.99674

下 3,570.34 0. 0.9986 5,619.89 0. 0.99911 5,376.89 0. 0.99907 38,887.41 ≒0* 0.99987

TO
上 982.17 0. 0.99494 7,030.29 0. 0.99929 2,447.01 0. 0.99796 2,295.36 0. 0.99783

下 2,119.82 0. 0.99765 6,342.57 0. 0.99921 6,990.81 0. 0.99929 7,993.71 0. 0.99937

SA
上 23,962.57 0. 0.99979 9,593.90 0. 0.99948 1,898.64 0. 0.99737 1,436.79 0. 0.99653

下 3,130.46 0. 0.99841 29,722.34 0. 0.99983 11,396.37 0. 0.99956 7,867.86 0. 0.99936

＊6.363E-11

図 4  参照刺激のコントラストに対する弁別閾の比
  横軸は参照刺激のコントラスト，縦軸は各搬送波の方位における増分閾（●，■，◆，▲）と減分閾（○，□，◇，

△）の比をあらわし，実線と破線はそれぞれ増分閾と減分閾との比の平均値をあらわす。図中凡例はそれぞれ増
分閾（I），または，減分閾（D）の比，方位をあらわし，例えば，I, 0 は方位 0°のときの増分閾である。

 ——●—：I, 0，——○—：D, 0，——■—：I, 45，——□—：D, 45，—▲——：I, 90，——△——：D, 90，
 ——◆—：I, 135，——◇—：D, 135， ：I, mean， ：D, mean
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は報告している。
しかし，このようなコントラスト感度と刺激の大き

さの特性は刺激強度が閾上の場合，あまりみられない
ことも報告19）されている。

図 1 に示したように，検出される二次元 Gauss 関
数による刺激の大きさはコントラストによって変わ
る。ここで，式（1）について考えると，コントラス
ト C と標準偏差σは定数であるため，どちらを変え
てもピークからの空間的広がりが大きくなるという点
は，定性的には同じである。

しかし，図 5 に示すように搬送波の空間周波数が
固定されている場合には，両者に形状の違いが生じ
る。この点について Fredericksen ら8）は検討し，標
準偏差の大きさとともに知覚される大きさが線形に増
加することを示している。

大きさ知覚はコントラストに依存し，また，物理的
大きさと大きさの知覚の間に非対称性の関係があるこ
とから，刺激コントラストを変えるときに Gauss 関
数のσを変えることによって見かけの大きさを等しく

することは適切ではない。
本研究では，刺激の輝度や重畳ノイズ，大局的な空

間的布置を変数として系統的な検討を行っていない
が，これらに関する下記の先行知見によると，Gabor

刺激を用いて，その知覚される大きさとコントラスト
の間の関係を調べるとき，上記の変数による交絡が生
じることを報告している。

Fredericksen ら 8 ）は，Gabor 刺激を用いた際のノ
イズの影響について言及しており，Gabor 刺激のコン
トラストが閾上であれば Gabor 刺激の大きさの知覚
はあまり影響を受けないが，閾レベルの場合は大きさ
の知覚にノイズが影響を及ぼすことから，時空間特性
を閾値レベルで測定する際に，ガウス関数窓枠の刺激
を用いてコントラスト閾値を計測することは好ましく
ないと報告している。

Chen ら5）は刺激の空間的布置に対する検討をし，
flanker がある状態のとき，低コントラストにするこ
とによって target 刺激が検出されやすく，逆に高コン
トラストでは target 刺激が検出されにくかったと報告

図 5  Gabor 関数のσとコントラストを変化させたときの輝度プロファイル（a と c）
とそれぞれの Gabor 刺激の見え（b と d）

　　　 a： Gabor 関数のσの違い I, II, III による輝度プロファイルの違い。破線は検
出閾を示す。

　　　 b：a の各σの Gabor 刺激の見え
　　　 c： Gabor 関数のコントラストの違い I, II, III による輝度プロファイルの違い。

破線は検出閾を示す。
　　　 d：c の各コントラストの Gabor 刺激の見え

a

c

b

d
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している。更に，flanker が target 刺激の軸から外れ
るほど，target 刺激の検出率が単調に低下したと報告
している。これは刺激の大局的空間構造はその検出に
影響するため，傾きや位置を変えると同時にコントラ
ストも変えた場合，Gabor 刺激の大きさ知覚が変わっ
たのではないかと考えられる。

一方で，本研究で報告した媒介変数として用いた
Gabor 関数の搬送波成分の方位が大きさ知覚のコント
ラスト依存性に影響しないという結果は，大きさ知覚
におけるコントラストの効果は Gauss 関数に依存し，
搬送波には依存しないという局所的空間構造によるも
のと考えられる。

2 ）被験者の判断基準について
本実験では被験者に継時的に呈示された二つの刺激

の大きさについて判断をするように教示した。ここで
は，被験者が刺激の見かけのコントラストを用いて判
断を行っていた可能性について，また，被験者が行っ
た課題の妥当性について検討する。

本研究結果，および本実験手続きから，上記の可能
性を完全に排除することはできない。すでに述べたよ
うに，Gabor 刺激のコントラストは大きさ知覚におい
て独立でも無相関でもないため，被験者が大きさの判
断を行っているつもりでも，結果的には見かけのコン
トラストを手掛かりにしていた可能性があるからであ
る。ただし，空間的広がりを判断基準とする大きさの
知覚という課題を行う際に，輝度プロファイルの形状
が不明で輪郭が不明瞭である Gabor 刺激に対して，
被験者が継時的に提示される二つの刺激のコントラス
トを判断基準にする場合，関数全体の広がりに注意し
てコントラスト弁別を行う必要があるため，このよう
な戦略を被験者がとっていた可能性は低いと考えられ
る。また，コントラスト弁別を行っていたとしても下
記の増分閾と減分閾が物理的等コントラストに対して
非対称である点については不明である。

3 ）増分閾と減分閾の非対称性について
一般に大きさを相対的に「大きい」または「小さ

い」と評価する場合，比較される対象の大きさを基準
として，比較する対象の大きさとの差を検出する。そ
のため，基準に対する大小の差には対称性が成り立つ
と推定される。これは，以下に述べるように刺激の強
度に対して線形な応答を視覚系の単純細胞が出力する
ことを報告している電気生理学の知見とも一致してい
る。

一般に Gabor 刺激の空間構造は単純細胞の受容野

構造とよく一致していると報告3 , 20, 21）されている。
Rodieck ら22, 23）は，中心−周辺メカニズムの線形和と
してネコの ganglion 細胞の応答を説明でき，Ringach 21）

は Macaque ザルの V1 における細胞も rectification

を行う段階以前までは同様な特性として説明できるこ
とを示している。

しかし，本実験結果（図 3，4）をみると参照刺激
に対して大きいと回答する下降系列（増分閾）による
閾値コントラストは，小さいと回答する上昇系列（減
分閾）のそれより，参照刺激のコントラストが低下す
るとともに参照刺激のコントラストから大きく乖離し
ている。

現時点ではこの結果を説明することのできる仕組み
は不明であるが，何らかの非線形な機序，例えば，
V1 の単純細胞からの出力を rectification する段階で
の非線形な応答として処理する機序などが関係してい
るかもしれないが，合理的なモデルは今後の課題であ
る。

また，今回用いた Gabor 関数による刺激の大きさ
知覚において，相対的にどちらが大きいか，または，
小さいかという大きさの知覚には非対称性があった
が，この現象が一般的な大きさ知覚において生じるよ
うなメカニズム的なものなのか否かは明確ではない。
本研究結果を支持するような先行知見も著者らが知る
限りはなく，今後の検討課題である。

5.  結 言

本稿では，Gabor 刺激の大きさ知覚がコントラスト
の関数として記述できることを示した。また，大きさ
の差の検出閾は物理的コントラストについて対称では
なく，コントラストが低い場合（小さいと知覚される
閾値）に比較してコントラストが高い場合（大きいと
知覚される閾値）は大きく，等大きさの知覚に及ぼす
コントラストの影響が非対称であることが明らかと
なった。

今後，本研究結果をもとに計算モデルを用いた大き
さ知覚に及ぼすコントラストの影響の機序について解
明が必要である。
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1.  緒 言

白内障術後の被写界深度を光学的に計算することは

すでに試みられている1 − 3）。それらは Zernike 直交関
数系の一部の基底の係数およびその組み合わせの被写
界深度への影響を示した意義があったと考える。しか
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原　　著

白内障術後の被写界深度（偽調節量）の計算
−視標の種類，視標の大きさ，矯正方法，網膜コントラスト
感度の影響−
柏 木 豊 彦
かしわぎ眼科

Depth of Field (Apparent Accommodation) Calculation after 
Cataract Surgery
−Effect of Different Optotypes, Optotype Sizes, Correction 
Methods and Retinal Contrast Sensitivity−
Toyohiko Kashiwagi
Kashiwagi Ganka

白内障術後の被写界深度を，共軸回転対称光学系モデルにおいて光線追跡と回折積分と網膜コントスラト
感度を用いて計算した。視標の種類（ランドルト環（ラ環），四つの四角を並べた視標（4 四角）），視標の大
きさ，入射瞳径，矯正方法（眼鏡，コンタクトレンズ（CL），球面眼内レンズ（IOL），非球面 IOL），網膜
コントラスト感度の影響を調べた。ラ環視標は 4 四角視標よりも，視標の大きさが大きいほど，網膜コント
ラスト感度がよいほど，被写界深度は大きかった。入射瞳径が 1.5mm 前後では被写界深度が大きくピンホー
ル効果が確認された。入射瞳径が 2.5mm 未満では矯正方法による被写界深度の差はほぼなくなった。入射瞳
径が 2.5mm 以上では CL，球面 IOL，非球面 IOL，眼鏡の順で被写界深度は大きかった。球面 IOL の計算
値は過去の臨床報告とよく一致した。偽調節量は光学的に計算でき，予測可能と考えられた。

 （視覚の科学　33: 23−34，2012）
キーワード：被写界深度，眼内レンズ，網膜コントラスト感度，光線追跡，回折積分

Depth of field （DOF） after cataract surgery was calculated using ray tracing and diffraction 
integral, with a coaxial, rotationally symmetrical optical model.  The effects of optotype, optotype size, 
entrance pupil size, correction method （glasses, contact lenses （CLs）, spherical intraocular lenses 

（IOLs）, aspheric IOLs） and retinal contrast sensitivity were examined.  Landolt’s optotype DOF was 
larger than that of four rectangular optotypes.  The larger the optotype or the higher the retinal contrast 
sensitivity, the deeper the DOF.  When pupil size was around 1.5mm, DOF was large and pinhole effect 
was confirmed.  When pupil size was smaller than 2.5mm, DOF was the same in different correction 
methods.  When pupil size was larger than 2.5mm, DOF was large in descending （i.e.; CLs＞spherical 
IOLs＞•••••） order of CLs, spherical IOLs, aspheric IOLs and glasses.  Calculated DOF coincided well 
with the values in previous clinical reports.  The amount of pseudo-accommodation is thought to be 
optically calculable and predictable. (Jpn J Vis Sci  33: 23-34, 2012)
Key Words : Depth of field,  Intraocular lens,  Retinal contrast sensitivity,  Ray tracing,  Diffraction integral
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し個々の基底の係数は，屈折面の形状や屈折面の間隔
など光学系要素の具体的数値との特定的対応関係は明
確でなく，一般臨床家にとって明瞭に理解可能とは言
い難い。また計算した光学像が人眼で識別できるかど
うかまでは検討されず，実際の臨床報告との詳細な比
較までには至らなかったと考える。

更に被写界深度は収差のみによって決定されるので
はなく，光学系の焦点距離にも大きく依存する 4）。し
たがって Zernike の収差係数だけを取り上げていると
眼鏡，コンタクトレンズ（以下 CL）あるいは有水晶
体眼内レンズ（以下 IOL）など，ほかの屈折矯正手
段の被写界深度の考察において誤解を招く可能性があ
る。また特定の収差係数を用いるよりは具体的な光学
モデルに基づいて計算する方が，光学系要素の変化の
影響を調べる場合に都合がよい。

上記の立場から著者は，個々の光学系要素の値や形
状が与えられた光学モデルを用いて，光線追跡法で波
面収差を求めて光学像を計算することにより，白内障
術後の被写界深度を求めた。そして矯正手段による違
いや，計算値と実際の値とを比較して報告4）した。

しかしその報告では，網膜像の計算方法や人眼で識別
可能かどうかの判定に不十分なところがあった。そこ
で畳み込み積分の計算方法を改良し，また人眼で識別
可能かどうかの判断を Campbell ら5）の網膜コントス
ラト感度（以下 網膜感度）を応用して半自動化した。

今回は視標の種類，視標の大きさ，入射瞳径（以下
瞳径），網膜感度，矯正方法（眼鏡，CL，球面 IOL，
非球面 IOL）の違いなどによる被写界深度の変化を
計算した。更に球面 IOL の被写界深度の計算値を実
際の値と比較したので報告する。

なお角膜乱視のあるとき，角膜の実測値を用いた場
合，網膜中心窩の偏位，IOL の偏心と傾斜，瞳孔中
心の偏心などによる影響は今後必要ならば報告するこ
ととし，今回は基本的な性質をみるために共軸回転対
称光学系とした。

2.  方 法

1 ）光学系と光軸
光学系は前記報告4）に記したのとほぼ同様とし，

表 1 に示した。無水晶体眼を眼鏡，CL，球面 IOL，

表 1　光学系

面位置 （mm） 面の形状 曲率半径 （mm） Q値

物面 −5000.00 平面 ∞

眼鏡前面 −16.70 球面 40.890

眼鏡後面 −12.00 球面 174.330

CL 前面 −0.44 球面 6.324

CL 後面 −0.02 球面 7.700

角膜前面 0.00 円錐曲面 7.700 −0.26

角膜後面 0.50 円錐曲面 6.800 −0.26

球面（非球面）IOL 前面 4.50 球面（非球面） 　11.293 （11.043）

球面（非球面）IOL 後面 5.66 球面 −11.293 （−11.043）

網膜（非球面 IOL） 23.5 （23.378） 球面 −12.000

屈折率 非球面 IOL 係数

空気 1.000 Q値 −1.04

眼鏡 1.604 4 次係数 −0.000944

CL 1.440 6 次係数 −0.0000137

涙 1.333

角膜 1.376

前房 1.336

球面（非球面）IOL 1.458 （1.458）

硝子体 1.336

瞳深度（mm） 3.00

入射瞳径（mm） 1 ～ 7

網膜中心窩偏位（mm） 0.00

本文方法 1）光学系と光軸参照。非球面 IOL 係数は TecnisZ9000 の値を用いた

— 24 —

視覚の科学　第33巻第 1 号



非球面 IOL のみをそれぞれ用いて，眼前 5m の物点
の近軸像点が網膜中心窩にくるように矯正した場合の
値を表に示した。網膜中心窩が解剖軸（角膜輪部を円
で近似し，その円の中心に立てた垂線）4）上にある共

軸回転対称光学系とし，その解剖軸を光軸とした。瞳
の中心から角膜前面と光軸との交点までの距離を瞳深
度とした。

2 ）視標の種類と大きさ
視標は眼前 33cm においた。ランドルト環（以下 

ラ環）と四つの四角を並べた視標4） （以下 4 四角）を
用い，視標の隙間は眼球から見込む角度を 0.5～2.0
分まで 2 の二乗根（1.414）の比ずつ変化させた 5 段
階とした。 

3 ）光線追跡および点像強度分布の計算
眼鏡度数の初期値は 3.7D（眼鏡のみで矯正されて

いる場合は 15.47D）とし，眼前 33cm の光軸上の物
点から単位立体角当たりの光線数が等しくなるように
光線を発射させて光線追跡を行い，網膜中心窩を中心
とする半径約 17mm の球面上での波面収差を計算し
た。その球面上で Fresnel Kirchhoff 6）の回折積分を
計算して網膜中心窩付近での点像強度分布（以下 

psf）を求めた。psf の網膜面での計算領域 S1 は視標

図 2  識別閾値設定
 a ： 視標の白い隙間中心点 x を基準点かつ出発点として，他方の測定点をランドルト環（ラ環）の場合はラ環黒

帯中の円周上に沿って，四つの四角を並べた視標（ 4 四角）の場合は黒四角中心とを結ぶ直線上に沿って，
次々に x から離していく。例えば測定点が y である場合，x と y では距離が近すぎる（周波数は大きい）か
あるいは x と y との光強度の差が小さくコントラストが小さすぎて網膜は x と y とを識別できない。しか
し x から更に離れた y0 や m では距離が長く（周波数は小さい），また x と y0 や m との光強度の差は大き
いのでコントラストが大きくなって x と y0 または m は網膜で識別できることになる。本文方法 6）識別閾
値の設定参照

 b ： コントラストおよび網膜感度閾値は下方にいくほど大きいことに注意する。例えば図 2a のラ環の場合 , 測
定点を x から次々に前記図 2a 説明文の円周に沿って離していきながら，x を基準とした測定点のコントラ
ストおよび x との距離から決まる周波数を次々に自動的に計算すると，この図の下方に下がっていく曲線に
沿って（矢印方向）コントラストおよび空間周波数が変化していく。測定点が y にあるときは，コントラス
ト cont_y が網膜感度閾値 retCT（f_y）より小さいので y 点は x 点と識別できない。しかし測定点がこの図
の曲線上 y0 より左方にある場合はコントラストが網膜感度閾値より大きくなるので識別できる。x から順
に測定点を離していき y を超えて y0 に達したところで計算を止めればよい。そのときの y0 点の光強度 ly0
が識別閾値となる。像ができているときには通常 m や z では y0 より光強度は大きくならない（図 2a 参照）
と考えられるので，その点でのコントラストは y0 でのコントラストより小さくはならず，曲線は y0 の左
方で左下がりとなる。また万が一左上がりとなっても，左方の曲線がコントスラト閾値直線を超えない限り
識別できる。本文方法 6）識別閾値の設定参照

a b

図 1  網膜コントラスト感度
  Campbell & Green が得た網膜コントラスト感度曲線

を簡略化したのが HIGH で，MED，LOW はそれぞ
れ 5dB ずつ感度を下げたものとなっている。

 ———：HIGH，— — — — —：MED， ・・・・・・・・：LOW
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の大きさに応じエアリーディスクの 4～20 倍以上の
辺の長さをもつ四角の領域で行い，その領域内に全
psf のエネルギーの少なくとも約 90％以上の光が集ま
るようにした7）。また実際に psf を描画して psf の強
度がピークの−30dB （1/1000）以上のエネルギーをも
つ領域をおよそ含んでいることを確認した。

4 ）psf から像を計算する方法
ラ環像または 4 四角像を計算する網膜面の領域を

S2 とする。S1 と S2 の中心は光軸上にあり，S2 ⊂
S1 である。

視標関数 object （ξ, η） はラ環の黒い部分や 4 四角
の黒い部分を 1，それ以外は 0 とする。ただしξ, ηは
光学系の倍率をかけて，無収差の場合の視標の網膜面
での表現とする。視標のコントラストは 1 とすると，
視標は

1 − object （ξ, η） 

であらわされる。このようにすると視標の白い部分は
1 で視標の黒い部分は 0 となる。psf が isoplanatic

（psf の関数形が場所に依存しない）と仮定すると，
視標の網膜面像での光強度は比例定数を除いて

 …（1）

であらわされる。積分領域は網膜面全体である。
今，視標は一様で白い部分だけとすると，object 関

数は 0 となり，このとき image（x, y）はバックグラ
ウンドであり

 ……（2）

とあらわされる。x, y は有限の値であることを考え
ると，上記積分は

………………………（3）

に等しいことがわかる。例えば （2） 式で s ＝ x −ξ，
t ＝ y−ηとして変数変換すれば積分は∫psf（s, t）
dsdt となり，dsdt の積分領域は∞で （3） 式と同一に
なる。つまりバックグラウンドは一定値の関数とな
る。

次に psf を psf が計算された領域 S1 内で積分した
もの

 ………………………（4）

を考える。

もし S1 の外で psf の値が十分小さければ，すなわ
ち S1 が十分大きいなら，TE ∞と TE の差は小さい
と考えてよいので，上記 TE がバックグラウンドとな
る。また （1） 式を展開した第 2 項は object 関数が S2
の外では 0 なので積分は S2 領域のみでよく，結局 

（1） 式は以下のようになることがわかる。
image（x, y）＝TE（−定値）

　− ……（5）

（5） 式は psf で決まるバックグラウンドから視標関数
object （ξ, η） が 0 でない部分だけを psf で畳み込み
積分したものを引けばよいことを示している。 実際
の計算はコンピュータ内の S1 領域の psf の値を全部
足し合わせた値 TE をバックグラウンドとして，その
TE から例えばラ環の黒い部分のみの畳み込み積分を
引けばよいことになる。視標の黒い部分が小さいとき
には計算の節約になると考えられる。 

5 ）網膜感度
Campbell ら 5）は網膜面で正弦波状の光強度（エネ

ルギー）分布を作り，その山と谷の強度を l1，l2 と
して，コントラストを｜l1−l2｜/（ l1＋l2） で定義し，
網膜が正弦波状のパターンを識別できる最小のコント
ラストを網膜感度としている。正弦波の空間周波数を
変化させて，網膜感度を空間周波数の関数として求め
ている。彼らは 27 歳と 40 歳の被験者の網膜感度を
得ているが，その平均をとって簡略化して図 1 のよ
うに設定し，HIGH とした。網膜感度が低下した場合
の感度曲線のデータがないので，仮想的にすべての周
波数で HIGH より 5dB ずつ下がった感度をそれぞれ
MED，LOW とした。以下省略して HIGH，MED，
LOW は網膜感度をあらわすものとする。なお，以下
の議論で網膜感度を決める網膜感度閾値（以下 閾値）
と網膜感度の大きさは反対になることに注意する。す
なわち網膜感度がよいということは閾値が小さいこと
であり，網膜感度が悪いということは閾値が大きいこ
ととなる。

6 ）識別閾値の設定
網膜像の識別閾値の設定方法を図 2a, b に示した。

図 2a の左がラ環，右が 4 四角の場合である。ラ環の
隙間の中心にある点 x を基準点とし，ラ環の環の中
心を中心として x 点を通る円周（黒いラ環を道路に
例えると中央分離帯となる）を考える。例えばその円
周上にあり基準点 x と距離 d_y 離れた測定点を y と
す る。 ま た 網 膜 上 で 視 角 1 分 に 対 応 す る 隙 間 を
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dOneSec とする。x と y 点での光強度をそれぞれ lx

および ly とすると，x を基準にした y のコントラスト
cont_y は｜lx−ly｜/（lx＋ly）となる。光強度は x 点は
山で y は谷となり，距離 d_y に対応する正弦波の周
波数 f_y （cycle/degree） は f_y＝60/（2d_y/dOneSec）
となる。周波数 f_y での閾値を retCT（f_y） とすれば，
網膜感度の定義から retCT（f_y）＜ cont_y であれば x

と y の光強度の違いは網膜で識別されることになる。
図 2b では cont_y は閾値 retCT（f_y） より小さいの
で，y 点は x 点と識別できない場合が示されている。

図 2a で測定点を基準点 x 点から徐々に離していく
と，測定点 y でのコントラストおよび周波数は図 2b

の曲線上を矢印方向に沿って変化する。このとき測定
点 y での光強度は通常は低下するので，基準点 x と
測定点 y とのコントラストは大きくなる。また測定
点 y と基準点 x との距離は大きくなるので，x と y の
距離に対応する周波数は小さくなる。周波数が小さく
なると感度直線に沿って閾値は小さくなっていく（グ
ラフの縦軸の符号が負になっていることに注意する）。
要するにコントラストは大きくなるが閾値は小さく
なっていく。測定点が y0 になったときには，閾値＝
コントラストとなるので測定点は基準点 x と識別で
きることになる。図 2b で y0 より右方ではコントラ
スト＜閾値なので測定点は識別できないが，y0 より
左方では測定点は識別できることになる。図 2a 上の
y0 の光強度を ly0 とおき，光強度 ly0 のところに
マークをつけた。このマークは等高線のようになる

（図 6 参照）が，その等高線でラ環の隙間が識別でき
る場合はラ環像が識別できるとした。

ly0 による等高線がラ環の隙間でつながり，ly0 で
は識別できない場合（図 6 説明参照）がある。その
場合は前記図 2a 円周上で隙間の中心から 90°離れた
点 z をとり，その点の光強度を lz とする。前記円周
上で y0 と z の間の点を m とする。x と m 間と x と
yo 間の距離に対応する周波数を f_m，f_y0 とする
と，f_m＜f_y0 である。retCT は考えている周波数で
は単調増加関数であり，また m は y0 よりラ環黒帯
の 内 部 に あ る の で cont_y0＜cont_m で あ る か ら，
retCT（f_m）＜ retCT（f_y0）＜＝cont_y0＜cont_m と
なり，cont_m は閾値 retCT（f_m） より大きいので，
点 m は x と識別できることになる（図 2b の説明も参
照）。lm1＝lz ＋（ly0−lz）/4 と lm2 ＝ lz＋（lyo−lz）/2
となる点にマークをつけ，そのプロフィールでラ環の
隙間を識別できればラ環は識別できることとした（図

6 参照）。都合 ly0，lm1，lm2 の 3 段階の光強度をも
つ点にマークをつけた。

四角像の場合は隣り合う四角の中心を結ぶ線分の中
点を基準点 x として，その線分の延長上で x から離
れた点 y をとって前記ラ環と同様にして識別可能な
閾値を決定した。

7 ）被写界深度の決定
眼鏡度数を 0.1D ずつ変化させながら網膜像を最大

連続 56 個（図には 20 個の場合を示した）計算し，
複数の網膜像の中で光強度の最大値を 0dB として規
格化した。 前記閾値に対応する点にマークをつけ等
高線を表示して（結果図 6，7 参照），その等高線の
いずれかで視標の隙間が判別できる眼鏡度数の範囲を
被写界深度とした。眼鏡度数の初期値を 0.05D ずら
すことにより，0.05D の精度で求めた。

3.  結 果

1 ）psf，ラ環および 4 四角像例
矯正方法による違いを明瞭にするために入射瞳径を

5.0mm として，眼鏡，CL，球面 IOL，非球面 IOL

で矯正し，方法 7）に記したように眼鏡度数を変化さ
せた場合の psf を図 3a ～ d に示した。詳細は図の説
明を参照。視標を視角 1.0 分に対応するものとし，入
射瞳径を 3.0mm として球面 IOL で矯正した場合の
psf を用いて，ラ環と 4 四角の畳み込み積分像を図 4，
5 に，HIGH の識別閾値のマークをつけたものを図
6，7 に示した。図 3 の一個の psf の四角の範囲が S1
にあたり，図 4 ～ 7 などの一個の四角の範囲が S2 に
あたる。psf の縮尺は像の縮尺より小さくなっている
ことに注意する。識別閾値のマークはラ環の元のプロ
フィールに正確に沿っているわけではなく，ラ環の環
からはみ出すか入り込んでいる場合も識別可能となっ
た。

2 ）瞳径，視標の大きさ，網膜感度の影響
図 8 に 球 面 IOL 挿 入 眼， ラ 環 で HIGH，MED，

LOW の場合を左側に，4 四角の場合を右側に示した。
瞳径が 2.0mm 以下では急激に被写界深度が大きく
なった。瞳径が 3.0mm 以上ではなだらかに変化し
た。瞳径が 3.0mm 以上では視標隙間と被写界深度は
およそ比例した。以下，視力はもとの視標隙間の逆数
とする。瞳径が 1.0mm で視標隙間 1.4 分（視力 0.7）
や 2.0 分（視力 0.5）では被写界深度は 5 ～ 7D 程度
とかなり大きくなった。網膜感度が低下すると被写界
深度は小さくなり，極端な場合 0 となり対応する視
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 図 3 ディフォーカスした場合の点像強度分布（psf）の変化　共通部分の説明
  図 3a～d までは，矯正方法による違いを明瞭にするために，入射瞳径を 5.0mm とした。また比較を容

易にするため，上から 2 段目右端を近軸像点に対応する位置とした。図の上から下へ左方から右方へと
眼鏡度数が 0.1D ずつ減少する。眼鏡初期値は 3.7D である（眼鏡矯正の場合は 15.47D）。各々の psf は
畳み込み積分の計算に用いた S1 の全範囲を図示している。その範囲外では psf は psf の最大値の−30dB

（1/1000）以下である（濃度スケールは−30～0dB）ことが理解できる。なお縮尺は図 4～7 の畳み込み
積分の 1/3 となっている。

 a ：眼鏡で矯正した場合のディフォーカスによる psf の変化
 　　 2 段目右端の近軸像点に対応するところと，3 段目左端の近軸像点より角膜寄りで psf のまとまりが

最もよく，この付近に最良像点があることが推測される。球面収差が小さいので（図 9b 参照），そ
の付近を中心にしてディフォーカスした場合に psf がほぼ対称的に変化していることが理解できる。

 b ：コンタクトレンズ（CL）で矯正した場合のディフォーカスによる psf の変化
 　　 球面収差が大きいので（図 9b 参照）psf が大きく広がるが，psf の中心付近にピークがあり，そのピー

クがディフォーカスしても存続し，被写界深度が大きいことが推測される。また図 3c と同様に近軸
像点より角膜側（3 段目や 4 段目）と角膜より離れる側（1 段目や 2 段目左方）で psf 像のプロフィー
ルが異なり，近軸像点の前後で非対称であることがわかる。最良像点の位置は不明瞭である。

 c ：球面眼内レンズ（IOL）で矯正した場合のディフォーカスによる psf の変化
 　　 近軸像点より角膜側（3 段目や 4 段目）と角膜より離れる側（1 段目や 2 段目左方）で psf 像のプロ

フィールが異なり，近軸像点前後で非対称であることが明瞭にわかる。最良像点の位置は近軸像点
付近であることが推測される。

 d ：非球面 IOL で矯正した場合のディフォーカスによる psf の変化
 　　 psf のまとまりは図 3b の CL や図 3c の球面 IOL と比較してよい。図 3a の眼鏡も含めて他の矯正方

法とは異なり，近軸像点より角膜とは反対方向に約 0.3D ずれた位置で psf のまとまりのよいところ
があり，最良像点もその付近にあることが推測される。つまり遠視化している。

c

a

d

b
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力が出なくなった。
3 ）視標の種類の影響

図 8 の HIGH，MED，LOW のすべてで，ラ環は
4 四角に比較して被写界深度が大きくなった。また最
良視力はラ環の方が 4 四角より良かった。例えば
MED でのラ環の最良視力は 1.4 以上 2.0 以下である
が 4 四角では 1.0 以上 1.4 以下であった。

4 ）矯正方法の違い
図 9a に HIGH の場合，矯正方法と視標の大きさを

変えて被写界深度を示した。左側にラ環で視標隙間
1.0 分と 2.0 分，右側に 4 四角で視標隙間 1.0 分と
2.0 分の場合を示した。視標隙間 1.0 分の 4 四角の被
写界深度はほかに比べて明瞭に小さくなり，矯正方法
による差も小さかった。またこの結果は識別アルゴリ
ズムが異なるにもかかわらず，筆者の前回報告4）と
およそ一致した。

瞳径が 2.5mm 以下では矯正方法が異なっても被写
界深度はほぼ同一であった。また瞳径が 2.0mm 以下
では，4 四角で視標隙間 1.0 分を除いて被写界深度は
急激に増加した。一方，瞳径が 2.5～3.0mm 以上では
CL と球面 IOL が眼鏡や非球面 IOL より被写界深度

は大きくなった。球面 IOL と非球面 IOL を比較する
と，瞳径が 3.0mm 以下（ラ環 2.0 分では 4.0mm 以
下）ではほぼ一致した。瞳径が 3.0mm 以上では球面
IOL が非球面 IOL よりも被写界深度が大きくなった。

また図 9b に矯正方法による縦球面収差の違いを図
示した。球面収差の絶対値は CL が最も大きく，球
面，非球面 IOL，眼鏡の順に小さくなった。 非球面
IOL は他と異なり，球面収差は正（波面収差では負）
となった。

5 ）臨床結果との比較
名和ら 8）は球面 IOL 挿入眼で，ラ環を用いて瞳径

と被写界深度の関係を示している。そのなかで特定の
瞳径での被写界深度の最大値は，その瞳径での理想的
な被写界深度の値であり計算値と近いと考えられる。
そこでその最大値と計算値（ラ環の HIGH，MED，
LOW）とを比較して図 10 に示した。瞳径が 1.5mm

と 2.75mm で実測値と計算値のいずれの値とも一致
しなかったが，そのほかの 2.0，3.5，4.0mm では実
測値は HIGH あるいは MED の計算値と一致した。

Sergienko ら9）は球面 IOL 挿入眼での被写界深度を

図 5 畳み込み積分で得られた 4 四角像
  図 4 で用いたのと同一の psf から 4 四角像を畳み込

み積分した結果を示した。図 4 のラ環の畳み込み積
分の結果と比較すると，2 段目の左端や 3 段目の左
から 3 個目で 4 四角像のコントラストはラ環のコン
トラストより小さく，被写界深度は小さいことが推
測される。図 4 の説明と同様にこの図を見て肉眼で
識別できないまたはできるからといって，実際に網膜
が識別できないまたはできることとは直接関係ない。

図 4 畳み込み積分で得られたラ環像
  球面 IOL で矯正した場合の psf からラ環像を畳み込

み積分した結果を示した。視標は視角 1.0 分に対応
するものとし，入射瞳径は 3.0mm とした。像の光
強度を任意の濃度で表現しているために，この図を
見て肉眼で識別できないまたはできるからといって，
実際に網膜が識別できないまたはできることとは直
接関係ない。
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測定している。瞳径は平均 3.0±0.3mm であった。視
力 2.0 の場合も報告しているので，視力 2.0 が可能な
HIGH で瞳径 3.0mm のラ環の計算値と比較して図 11
に示した。視力 1.0 では 0.22D の差があったが，視
力 1.5 または 2.0 ではほぼ一致した。

4.  考 按

1 ）視標識別アルゴリズム
視標の識別判定アルゴリズムに関して過去の報告と

比較考察する。小林ら10）はラ環視標の隙間の中心を
通り，環の中心を中心とする円周の接線上での光強度
の最大値と最小値およびその位置からコントラスト特
性曲線を求め，コントラストが 15％となる最大周波
数から最良視力を求めている。大沼ら11）は小林らと
同様の方法に加えて，前記網膜コントラスト特性曲線
に対して前記 Campbell らの網膜感度を用いて最良視
力を求めている。

しかし人眼がラ環を識別するときに必ずしも小林や

大沼らの方法に沿って識別しているとは限らない（結
果図 6 参照）。とくにラ環像のコントラストが低く，
ラ環像の内部深くで識別閾値が実現している場合など
がそれにあたる。本論文で用いたラ環の識別方法はそ
のような場合や，また乱視やコマ収差があり対称性を
失ったラ環像の識別にも応用できる。

2 ）MTF から視力を予測する方法の問題点
Kawamorita ら12）は球面 IOL が挿入された光学モデ

ルに対して modulation transfer function（以下 MTF）
を計算して，網膜感度曲線と MTF の交点が最良視力
としている。MTF は視標の輝度が正弦波状に変化す
ることを基礎にしており，一般的に臨床で用いる視標
とは異なる。そのためその方法によって計算した視力
の限界は，理想的な光学系にもかかわらず logMAR

で−0.2，小数視力に換算して 1.58 となっており，例
えば Sergienko ら9）が報告している視力 2.0 を説明で
きない。一方，著者が用いた方法ではラ環で 2.0 以上
の視力が可能なことが説明できる。MTF を用いた最
良視力の予測値は本論文の 4 四角視標の結果に近い。
4 四角視標では HIGH で最良視力は 1.4 以上 2.0 未満
となっている。この理由は下記考察 6）に記した。

3 ）瞳径と被写界深度および視力 
瞳径が 2.0mm 以下では被写界深度が急に大きくな

り，瞳径が 3.0mm 以上では被写界深度はあまり変化

図 7 4 四角での被写界深度
  図 5 の 4 四角像に対して図 6 のラ環と同じ HIGH

にして識別閾値をマークした。白線の範囲で 4 四角
像は識別できる。被写界深度はラ環の 0.9D に比較
して 0.5D と小さいことがわかる。

図 6 ラ環での被写界深度
  図 4 のラ環像で網膜感度を HIGH にして識別閾値を

マークした。識別アルゴリズムより最外側の等高線
より内側の点はすべてラ環の隙間中央の光強度と識
別できる。例えば 2 段目の右端で等高線が表示され
ないのは，ラ環のコントラストがよく光強度の変化
が大きいので指定された光強度に対応する点がない
ためである。1 段目の右端や 3 段目の左から 4 個目
では最外側の等高線はラ環の形をしていないが，最
も内側はラ環の形をしているのでラ環の隙間を認識
できることになる。白線の範囲でラ環像が識別でき
る。被写界深度は 0.9D となった。
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していない。有水晶体眼での報告でも同様の傾向が報
告されている13）。しかし入射瞳径 1.0mm で有水晶体
眼での被写界深度の値は本論文の結果よりかなり小さ
く 2.0D 程度である。入射瞳径 1.0mm では有水晶体
眼と IOL 挿入眼の収差の差は小さいので，この差は
収差の差ではなく測定の視標の種類，視標の大きさ，
判定方法の差であると考えられる。ちなみにピンホー

ル 1.0mm での筆者の眼（58 歳有水晶体眼）でラ環視
角 2.0 分（視力 0.5）の視標での被写界深度は眼鏡度
数変化法で約 7.0D であり，HIGH での計算値の 6.4D

とよく一致した。
散瞳した状態では視力が出にくいと考えられている

かもしれないが，図 8 より瞳径が 1.0～7.0mm，HIGH，
MED でラ環視力が 1.4（視角 0.707 分）以上出るこ

図 8 球面 IOL 挿入眼の視標の種類，視標の大きさ，瞳径，網膜感度と被写界深度
  ラ環を左，4 四角を右に，網膜感度は上から HIGH，MED，LOW とした場合の瞳径と被写界深度

の結果を示した。本文結果 2），3） 参照
 ・・・・・・・・：0.5 分，— — — — —：0.707 分，———：1.0 分，—　—　—　— ：1.414 分，— — — ：2.0 分
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とになる。このことは有水晶体眼ではあるがラ環を
用いた山本ら14）の報告にある，乱視のない眼で瞳径
1.0 ～ 5.0mm までの間で視力 1.3 が出ていることと矛
盾しない。また著者自身の眼を用いた実験でもラ環で
瞳径 1.5 ～ 7.0mm で視力 1.5 が出ることを確認した。

4 ）視標の大きさ（視力）と被写界深度
計算では視標の隙間が大きくなると被写界深度が大

きい。これは当然のことであり Sergienko ら9）の報告
でも確認できる。点像強度分布の Strehl 比で焦点深

度や被写界深度を求めている報告例があるが，被写界
深度は視力に依存するので Strehl 比であらわすこと
は実際的ではないと考える。

5 ）網膜感度の違いと被写界深度および最良視力
網膜感度が低下するとすべての瞳径で被写界深度が

低下する。また最良視力は瞳径が 2.0 ～ 4.0mm 程度
のところで可能となるが，その最良視力も網膜感度の
低下とともに低下することが推測できる。

ピンホールによる視力検査に関連して，瞳径が

図 9
 a ：矯正方法と被写界深度
 　　 眼鏡，CL，球面 IOL，非球面 IOL の矯正方法によ

る被写界深度の違いを図示した。左側がラ環，右
側が 4 四角，上は視標の隙間が 1.0 分，下は視標
の隙間が 2.0 分の場合を示す。本文結果4）参照

 b ：球面収差の比較（矯正方法による違い）
 　　 眼鏡，CL，球面 IOL，非球面 IOL で矯正した場合

の縦球面収差を示した。結果 4 と考察 7），8）参照
  ・・・・・・・・：眼鏡，— — — — —：CL，———：球面 IOL，
  —　—　—　— ：非球面 IOL

b

a
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1.0mm 付近では像のコントラストが低いにもかかわ
らず被写界深度が大きいので，被写界深度と最良視力
は網膜感度変化に対して大きく変化する。網膜感度の
低下でなく，白内障などの光散乱で網膜像のコントラ
ストが低下している場合でも瞳径が 1.0mm 付近では
被写界深度あるいは視力が大きく低下することが推測
される。一方，瞳径が 3.0mm ぐらいではもともと像
のコントラストはよいので，網膜感度の低下あるいは
網膜像のコントラスト低下の影響を受けにくいことが
考えられる。
　 6 ） ラ環と四角視標での被写界深度および最良視

力の違い
ラ環は 4 四角より被写界深度も最良視力も良い。

ラ環では隙間以外の部分が大きく（図 2 参照），隙間
の周波数より小さい周波数成分を多く含む。一方，四
角では隙間に対応する周波数成分が主である。小さい
周波数では網膜感度は低いので，小さい周波数を含む
ラ環はより低い網膜感度でも識別できることになる。
このことから，MTF から推測した最良視力はラ環で
の視力と一致しないことが理解できる。

7 ）IOL の偽調節量は眼鏡より大きい
図 9a 参照。眼鏡矯正では眼鏡度数が大きく瞳径が

拡大されるために，IOL と比較する場合，IOL での
瞳径よりやや大きな瞳径とで比較しなければならな
い。例えばラ環四角 1.0 分で瞳径 4.0mm での球面
IOL の被写界深度が 0.95D に対して，瞳径 5.0mm の
眼鏡の被写界深度は 0.50D となる。

瞳径が 3.0～4.0mm 以上で眼鏡の被写界深度が球
面 IOL より小さくなるのは，眼鏡で矯正したときの
球面収差が球面 IOL で矯正した場合より小さいため
と考えられる（図 9b 参照）。更に眼鏡で矯正した場
合の焦点距離が，IOL で矯正した場合の焦点距離よ
り長いのも理由の一つとなる4）。これらのことが図
3a と図 3c の psf の結果にあらわれている。

8 ）球面 IOL と非球面 IOL
図 9a 参照。瞳孔径が 2.5mm 以下（視角 2.0 分，視

力 0.5 では瞳径 4.0mm 以下）では球面 IOL と非球面
IOL との間の被写界深度の差はない。しかし瞳径が
2.5mm より大きいところでは，球面 IOL の方が非球
面 IOL よ り 被 写 界 深 度 は 大 き い。 と く に 瞳 径 が
4.0mm（視角 2.0 分では 5.0mm）より大きいと非球
面 IOL の被写界深度は球面 IOL の 4 割ぐらい小さ
い。Rocha ら15）は遠方矯正（6m）した場合の中間

（1m）と近見（0.33m）視力が，球面 IOL 挿入眼の方
が非球面 IOL 挿入眼より良いことを報告しているが，
これは球面 IOL の被写界深度が非球面 IOL より大き
いためと解釈され，計算結果と符合する。

非球面 IOL の被写界深度が小さいのは非球面 IOL

の球面収差が小さいためと考えられる（図 9b 参照）
が，非球面 IOL の形状は IOL の種類によって異なる
ので，それぞれの IOL の非球面係数を用いて，図
9a，9b を計算しなおすことが必要となる。

9 ）被写界深度の臨床報告との比較
名和ら8） の報告との比較では，瞳径 2.75mm と

1.5mm で計算値と一致していない。瞳径が 2.75mm

図 10 臨床報告との比較（入射瞳径と被写界深度）
  名和ら8）が報告した結果と比較した。実測値を実線

で示した。計算値は HIGH，MED，LOW の 3 種類
を示した。本文結果 5），考察 9）参照

 — —◆— — ：実測， — — —□— —：計算 HIGH，
 — — —△— —：計算 MED，…×…：計算 LOW

図 11 臨床報告との比較（視力と被写界深度）
  Sergienko ら9）の報告と比較した。Sergienko らの

報告では視力 1.0 は 25 例，20/13 は 10 例，20/10
は 8 例の平均値である。黒丸は Sergienko らの結果，
四角はラ環で網膜感度 HIGH の計算値である。本
文結果 5），考察 9）参照

 ●：実測，□：計算

— 33 —

2012 年 3 月 偽調節量の計算（視標，矯正手段，網膜コントラスト感度の影響）・柏木豊彦



の症例では 1.5D で計算値 HIGH の 1.0D より大きい。
一般的に高齢者の白内障手術後患者で網膜感度が
HIGH より大きくなるとは考えにくいので，収差が大
きく被写界深度が大きくなっている可能性が考えられ
る。また瞳径が 1.5mm の症例では 1.5D となってい
る。 計 算 上 で は ラ 環 の LOW で 瞳 径 が 1.5mm で
1.90D，1.75mm で 1.55D となる。患者の網膜感度が
低下していることと，瞳径が 1.5mm と 1.75mm は区
別しにくいと考えると十分説明がつく。以上から，名
和らの結果は今回の計算結果とよく合うか少なくとも
矛盾はしていない。

Sergienko ら9）の結果では，視力が 1.5 や 2.0 出る
場合は乱視を含めた球面収差以外の収差も小さく網膜
感度も高いと考えられるので，HIGH の結果と一致し
たと考えられる。一方，視力 1.0 では計算値より実測
値が 0.3D ぐらい高いのは，白内障術後患者で網膜感
度が HIGH より更に高いことは考えにくいので，球
面収差，非点収差，コマ収差（Sergienko のリクルー
トの除外規定は乱視が 1.0D 以下）などのために焦点
深度が深くなっていることが考えられる。

最後にご多忙にもかかわらず査読に時間を割いていただい
た査読者に深謝いたします。
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1.  は じ め に

現在，累進屈折力レンズのなかでも，一般に「遠近
両用タイプ」の累進屈折力レンズの販売数量が最も多
く，圧倒的に普及している。累進屈折力レンズを使用
したことのない消費者は，この「遠近両用タイプ」の
レンズに対して，遠くから手元まで境目なく広く見る
ことのできる理想的なレンズというイメージをもって
いる。

しかし実際の「遠近両用タイプ」の累進屈折力レン
ズの設計は，車などの運転を可能にするために遠方視
領域を広く確保した設計になっていて，手元を見るた
めの近方視領域や中間距離を見るための中間累進帯の
視野領域は，加入度数が強くなるにつれてあまり広く
確保されてはいない。
「遠近両用タイプ」の累進屈折力レンズも加入度数

が弱い場合は，遠くから手元まで広く見ることができ
る理想に近いレンズとして使用できる。しかし，加入
度数が強くなると，遠方～近方までの度数勾配が急に
なるために，遠方視の領域は広く見ることはできて
も，中間～手元を広く見る領域は狭くなり，また，累
進屈折力レンズに特有の「揺れ」や「ゆがみ」も増加
してくる。「遠近両用タイプ」の累進屈折力レンズは，
このように加入度数が強くなると特有の欠点が目立つ
ようになる。そのため，消費者が累進屈折力レンズの
メガネを作ろうとするときに，その消費者がどのよう
な状況で使用するのか，また，加入度数の強弱によっ
ては「遠近両用タイプ」が適しているとは限らない。

2.  累進屈折力レンズの設計タイプの種類

累進屈折力レンズの設計タイプは，下記の「遠近両
用タイプ」，「中近タイプ」，「近近タイプ」の 3 種類
がよく知られており，それぞれ次のような特徴があ
る。

1 ）遠近両用タイプ（遠用重視型）
「遠近両用タイプ」の設計は，広い遠方視領域をも

ち，中間～近方まで境目なく見ることができる設計タ

イプである。その用途は，運転が可能で，屋外・室
内・近方のすべてに対応していて，累進屈折力レンズ
のうちで最も販売数量の多いのがこの「遠近両用タイ
プ」である。

一般の消費者の多くは，累進屈折力レンズといえば
この「遠近両用タイプ」のものだと思っており「累進
レンズ」と「遠近両用レンズ」は同義語になっている
といってよいと思われる。

この「遠近両用タイプ」のレンズは，屋外～近方ま
ですべてに対応しているので用途が広くとても便利
で，このタイプが最も選択されて販売数量が多いのも
当然のことだと思う。しかし，加入度数が強くなって
くるにしたがって，「遠近両用タイプ」のレンズは中
間～近方の視野領域が狭くなり，また，「揺れ」や

「ゆがみ」が強くなるなど欠点が目立つようになるた
め，どんな場合にもこの「遠近両用タイプ」が適して
いるというわけではない。

2 ）中近タイプ（中間・近方重視型）
「中近タイプ」の設計は，中間～近方にかけての視

野をより広く確保した設計で，累進帯長が 20mm 前
後からそれ以上と長く，遠方～近方にかけての度数勾
配を緩やかにすることで中間距離の度数が変化してい
る部分の視野領域が広く，その両脇の領域での像のぼ
やけが少ないのが特徴である。しかし，中間～近方の
領域が広い反面，遠方視の領域がレンズの上方部に狭
く限られていて，やや上目づかいで遠方を見る必要が
あるなど，遠方視領域が犠牲にされる。

この「中近タイプ」のレンズは室内用として設計さ
れており，デスクワーク，家事，パーソナルコン
ピュータ（以下 パソコン）作業などに適した室内用
の設計である。遠方視の領域がレンズの上方部に狭く
限られていることから，運転には適応していない。
「遠近両用タイプ」に比べて，「中近タイプ」のレン

ズでは水平の視線ですでに加入作用が得られるため，
パソコン作業では楽な姿勢で画面を見続けることが可
能である。とくにデスク上に大きな画面を置いて使用
するデスクトップ型のパソコンの場合，「遠近両用タ

最近のトピックス

累進屈折力レンズの設計タイプの選択方法
HOYA ㈱　ビジョンケアカンパニー　立川研究開発センター　

技術研究開発本部　研究開発部　設計企画室　　畑中　隆志
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図 1  シミュレーションで見え方を比較するシーン
 視野角：横 96°　縦 80°

イプ」のレンズでは，加入度数が強くなるにつれてレ
ンズ下方の中間～近方視領域の部分を通して画面を見
るために，顎を前に出した不自然な姿勢で見続けなけ
ればならないのに対し，「中近タイプ」のレンズでは，
より自然な姿勢で画面を見続けることができる。

3 ）近近タイプ（近方専用型）
「近近タイプ」の設計は，近方を広く見ることに重

点をおいた設計で，累進屈折力レンズの設計を利用し
て，通常の単焦点老眼鏡よりも更に近くを広く見える
ようにしたものである。
「近近タイプ」のレンズでは近方視を大きく広く設

定し，更に，レンズの中央部～上方にかけて徐々にレ
ンズの度数が減少するように設計されており，近くだ
けでなく，もう少し向こうまでという，レンズの度数
の変化によって奥行きをもった見え方が得られるよう
になっている。各社の「近近タイプ」のレンズには，
この奥行きに 2 ～ 3 種類が用意されており，近用度
数と奥行のタイプを指定することでレンズの注文を行
う。

HOYA 社 （以下 当社） の 「近近タイプ」 のレンズの例
では，Lecture-A では奥行き度数−1.00 D，Lecture-B

では奥行き度数−1.50 D となっている。
奥行き度数の選択は，使用する方の調節力が多く

残っている場合（加入度数で 2.00 D 以下）には，奥
行き度数は少ないタイプを指定し，調節力の少ない場
合（加入度数で 2.00 D を超える）には，奥行き度数
の多いタイプを指定するようにする。ただし，調節力
の少ない場合でも，新聞や読書など読み物専用の眼鏡
を作成することが明確な場合には，奥行度数が少ない
タイプの方が近方の視野の横幅がより広く得られるた
め適している。

3.   シミュレーションによる各設計タイプの
見え方の違い

当社の眼鏡レンズの見え方を計算によってシミュ
レーションした結果の「明瞭指数分布」の画像を用い
て，各設計タイプの累進屈折力レンズの見え方を比較
する。遠方の情景，中間距離の情景と近方の情景に対
する見え方を加入度数の強弱によって，それぞれがど
のように違うのかも比較する。

図 1 がこのシミュレーションで見え方を比較する
ための屋外と室内と卓上のシーンである。

これらの情景について，「裸眼」，「遠近両用タイ
プ」，「中近タイプ」，「近近タイプ」，「単焦点老眼」の

見え方を比較する。
屋外の情景は，街頭に立って下部の中央に手帳を広

げて見ようとしている。
室内の情景は，机の上に広く新聞が広げてあり，正

面の 80cm のところにパネルが立ててある。卓上の情
景は，机の上に新聞様のものが大きく広げてある。

1 ） 各設計タイプの累進屈折力レンズの見え方の比較
　　加入度数 1.50 D の場合（低加入度）
図 2 が各設計タイプの累進屈折力レンズの加入度

数 1.50 D の場合の見え方を比較したシミュレーショ
ンの結果である。

まず，シミュレーションした図の見方は，図の右下
に計算によって推定した片眼に対する小数視力を色分
けして示している。図で濃い青い色の領域ほど高い視
力が期待できる領域で，青みが薄くなり，水色～黄緑
色になるにつれて視力が低下することを示している。

最初に，「裸眼」での見え方は，屋外のシーンでは
手元の手帳を見るときに視力が 0.30 程度に低下して
いるが，それ以外の遠方の情景に対しては良い視力が
得られている。室内の情景ではすべてのものに高い視
力が得られている。卓上の情景では新聞の目の前の部
分で視力が低下している。

次に，「遠近両用タイプ」の各情景を見ると，どの
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情景でも濃い青から計算視力 0.45 程度までの視力が
得られており，レンズの上側半分で遠方がほとんどき
れいに見えて，中間～近方の中央部分がきれいに見え
ていることから，ほとんど万能に見ることができる。
「中近タイプ」は，遠方の情景で遠方の正面の両側

と路面の方向がややぼやけている。室内の情景では

80cm の距離のパネル全面から手前の卓上にかけて広
く高い視力が得られており，卓上の情景ではすべての
方向で計算視力 0.67 以上の高い視力が得られている。

「中近タイプ」は，屋外で使用する場合に遠方の両脇
や正面の水平の方向が少しぼやけるが，室内と卓上で
はとても見やすいことがわかる。

図 3  各種レンズの見え方 ADD2.50D の場合
 眼球：遠用度数 0.0D，調節力 0.25D　遠近，中近：S0.00D, ADD2.50D　近近，近用単焦点：S+2.50D

図 2  各種レンズの見え方 ADD1.50D の場合
 眼球：遠用度数 0.0D，調節力 1.25D　遠近，中近：S0.00D, ADD1.50D　近近，近用単焦点：S+1.50D
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「近近タイプ」は，遠方の情景では手元の手帳以外
はぼやけている。室内の情景では 80cm の距離のパネ
ルから手前の卓上にかけて広く高い視力が得られてい
るが，3 m の距離にある壁はぼやけている。卓上の情
景ではすべての方向で計算視力 0.67 以上の高い視力
が得られており，「中近タイプ」よりも更に近くが広
くきれいに見えている。「近近タイプ」は，屋外でも
室内でもともにある程度距離の遠いものはぼやけて見
えることがわかる。
「近用単焦点」のいわゆる単焦点老眼鏡は，手元の

手帳，卓上のパネル，卓上の新聞はきれいに見えてい
るが，それ以外の遠い距離のものはかなりぼやけて見
えている。

2 ） 各設計タイプの累進屈折力レンズの見え方の比較
　　加入度数 2.50D の場合（高加入度）
図 3 が各設計タイプの累進屈折力レンズの加入度

数 2.50 D の場合の見え方を比較したシミュレーショ
ンの結果である。
「裸眼」での見え方は，屋外のシーンでは手元の手

帳は視力が大きく低下しているが，それ以外の遠方の
情景はきれいに見えている。室内の情景では手前の卓
上の新聞がぼやけており，80cm の距離のパネルも少
しぼやけている。卓上の新聞も眼前が大きくぼやけて
いる。

次に，「遠近両用タイプ」の各情景を見ると，遠景
ではレンズの上半分に広く視力が高い領域が広がって
いて，手元の手帳も中央はきれいに見えているが，中
間～近方の両脇にはぼやける領域が広がっている。室
内の情景ではパネルから手前の新聞の中央付近で，近
方の情景でも新聞の中央付近の手前部分で高い視力が
得られている。しかし，「遠近両用タイプ」は高加入
度になると，室内と卓上の高い視力の得られる領域が
あまり広くないことがわかる。
「中近タイプ」は，遠方の情景で遠方の正面の両側

と路面の方向がぼやけている。室内の情景では 80cm

の距離のパネル全面から手前の卓上にかけてかなり広
い幅で高い視力が得られており，卓上の情景では「遠
近両用タイプ」のように手前部分だけでなく新聞のや
や遠い方にも高い視力が得られている。「中近タイプ」
は，屋外で使用する場合に遠方がぼやけることがわか
る。
「近近タイプ」は，遠方の情景では手元の手帳以外

は大きくぼやけている。室内の情景でも 80cm の距離
のパネルは少しぼやけており，手前の卓上の新聞には

広く高い視力が得られているが，3 m の距離にある壁
は大きくぼやけている。卓上の情景では新聞の遠い隅
の方向を除いてほとんどの方向で計算視力 0.67 以上
の高い視力が得られており，近くが非常に広くきれい
に見えている。屋外でも室内でもともにある程度距離
の遠いものは大きくぼやけてしまう。
「近用単焦点」のいわゆる単焦点老眼鏡は，手元の

手帳，卓上の新聞はきれいに見えているが，卓上のパ
ネルや遠い距離のものは大きくぼやけて見えている。
また，卓上の新聞の上の方のやや距離があるところは
少しぼやけている。

4.   遠近両用タイプの累進屈折力レンズの
中間・近方重視型設計の紹介

当社が 2010 年 12 月に発売を開始した製品で，「遠
近両用タイプ」に属する累進屈折力レンズで中間と近
方の領域を重視した設計のレンズを紹介する。

HOYALUX-JAZ というレンズで，累進帯長が 20mm

と「遠近両用タイプ」としては長い累進帯長を採用
し，それによって中間や近方の領域の幅が通常の「遠
近両用タイプ」よりも広くなっている。

図 4 は，「遠近両用タイプ」と「新遠近両用タイプ
（中間・近方重視型）」と「中近タイプ」の各レンズの
加入度数 1.50 の場合の見え方を比較したものである。

この中間・近方重視型の「新遠近両用タイプ」
HOYALUX-JAZ は，屋外できれいに見える範囲が

「遠近両用タイプ」よりは狭いものの，広くきれいに
見えている。また，「中近タイプ」のように水平の視
線方向で遠方が少しぼやけて見えるということもな
い。室内や卓上では「中近タイプ」よりはきれいに見
える範囲は狭いものの，「遠近両用タイプ」に比べる
ときれいに見える範囲がかなり広いのがわかる。

図 5 は，「遠近両用タイプ」と「新遠近両用タイプ
（中間・近方重視型）」と「中近タイプ」の各レンズの
加入度数 2.50 D の場合の見え方を比較したものであ
る。

この「中間・近方重視型の新遠近両用タイプ」
HOYALUX-JAZ は，加入度数が 2.50 D と強くなっ
ても，屋外では「遠近両用タイプ」よりもきれいに見
える範囲は狭いものの，かなり広くきれいに見えてお
り，「中近タイプ」のように水平の視線方向で遠方が
少しぼやけて見えるということもない。室内や卓上で
は「中近タイプ」よりはきれいに見える範囲は狭いも
のの，「遠近両用タイプ」に比べるときれいに見える
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範囲がかなり広いのがわかる。
この中間・近方重視型の「新遠近両用タイプ」

HOYALUX-JAZ は，屋外での使用を可能にしなが
ら，中間や近方が広く見える（遠近両用タイプより
も）レンズである。また，累進帯長が長いことから，

累進レンズ特有の揺れや歪みが少ないために，累進レ
ンズを初めて掛けるという場合にも違和感が少なく慣
れやすいことも特徴である。

この「中間・近方重視型の新遠近両用タイプ」のレ
ンズであれば，加入度数が強くなっても屋外・室内・

図 4  HOYALUX-JAZ の見え方　ADD1.50D の場合
 眼球：遠用度数 0.0D，調節力 1.25D　遠近，中近：S0.00D, ADD1.50D

図 5  HOYALUX-JAZ の見え方　ADD2.50D の場合
 眼球：遠用度数 0.0D，調節力 0.25D　遠近，中近：S0.00D, ADD2.50D
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卓上，コンピュータ作業とこの一本でひととおりこな
すことができるのが特徴である。もちろん，屋外は

「遠近両用タイプ」の方が快適で，室内では「中近タ
イプ」の方が便利だが，「中間・近方重視型の新遠近
両用タイプ」であれば，掛けかえることなく屋外にも
室内にも対応することができる。

5.  累進屈折力レンズの設計タイプの選択のポイント

累進屈折力レンズの設計タイプには，主に「遠近両
用タイプ」，「中近タイプ」，「近近タイプ」があるが，
その設計タイプを選択するためのポイントをまとめて
みる。

1 ）加入度数が低い場合（ADD2.00 D 未満）
　（1） 多くの場合，「遠近両用タイプ」で万能に使用

可能。
　（2） 特別に手元を広く見たい場合には「中近タイ

プ」や「近近タイプ」を選択。
　（3） 長時間パソコンを使用する場合には「中近タ

イプ」（とくにデスクトップパソコン）。
　（4） 累進屈折力レンズ特有の揺れや歪みが気にな

る方には，「中間・近方重視型の新遠近両用タ
イプ」や「中近タイプ」のレンズが揺れや歪
みが少なく適応しやすい。

2 ）加入度数が高い場合（ADD2.00 D 以上）
　（1） 遠方をよく見る必要があるときには「遠近両

用タイプ」が必須。
　　　 ただし，高い加入度数では中間～近方の領域は

広くはない。
　（2） ユーザーの用途や使用環境に応じて，「遠近両

用タイプ」だけでなく，「中近タイプ」，「近近
タイプ」を選択。

　（3） 室内で使用するには「中近タイプ」が便利な
ことが多い。

　（4） 屋外・室内での眼鏡の掛けかえが面倒な場合
は，「中間・近方重視型の新遠近両用タイプ」
が便利。

　（5） 加入度数が強くなってから初めて累進屈折力
レンズの眼鏡を掛ける場合は，「中間・近方重
視型の新遠近両用タイプ」や「中近タイプ」の
レンズが揺れや歪みが少なくて慣れやすい。

現在，眼鏡レンズの各メーカーから，それぞれの設
計タイプの累進屈折力レンズにはトライアルレンズが
用意されているので，それぞれのレンズの見え方を仮
枠（テストフレーム）で消費者に体験させることがで
きる。

各設計タイプの累進屈折力レンズの選択のために
は，設計タイプの選択のポイントを抑えた上で，各
メーカーが提供しているトライアルレンズを活用して
消費者に見え方を確認させることが重要である。

最後に，色々な設計タイプの累進屈折力レンズのな
かから，個々の消費者にとって適切な設計タイプの累
進屈折力レンズが選択されるために，このトピックス
が少しでも参考になれば幸いです。

— 40 —

視覚の科学　第33巻第 1 号



日本眼光学学会の会員の方々は，医学系でも前眼部
に興味のあるドクターから眼底や中枢神経系に興味が
あるドクターまで幅が広く，エンジニア系でも光学設
計から視覚心理まで多彩なバックグラウンドをおもち
の先生がおられます。留学は，若く希望に燃えた時期
に行われ，希望どおりでない場合もありますが，その
後の人生経路に少なからず影響を与えます。このよう
な諸先輩の留学印象記を，シリーズで行うことを視覚
の科学の三橋編集委員長の発案により，編集委員会で
決定しました。私はその第 1 号ということで，1983～
1984 年に米国の Indiana 州立大学に留学したときの
印象記を書かせていただきます。

中枢神経系の情報処理機構に興味があって大阪大
学医学部に学士入学したので，学生時代は視覚を研究
テーマとする神経生理学の教室（岩間吉也教授）に出
入りしていました。卒業時に，サルの視覚生理を研究
さ れ て い た，Indiana 大 学 School of Optometry の
野田寛治教授のところに留学しないかといわれ，留学
させていただきました。

Optometry School は，眼病変の診断，および非侵
襲的な治療を行う臨床部門と，視覚の基礎研究を行う
基礎部門に分かれており，私は後者に属していまし
た。現在は波面収差研究で有名な Larry Thibos も，
当時は網膜の電気生理を行っていました。アメリカで
は予算を取りやすい研究分野にシフトすることは，普
通のようです。私は，サルの小脳に電極を慢性的に埋
め込んで，眼球運動と小脳の関係について電気生理学
的な研究を行いました（図 1）。サッケード運動には，
小脳の虫部が関係していることを示すことができまし
た。

生理学的な研究の面白さは，眼球運動に伴って神経
活動の発火パターンが変化するのを，実時間で体験で

きることです。しかしながら，一つの神経の活動しか
記録できないので，ネットワークとして脳神経系を理
解することがなかなか難しいという本質的な問題点も
わかりました。余暇には，アメリカのほか，カナダ，
メキシコなどを旅行して，見分を広めることができた
のはよかったと思います。

帰国後は，眼の光学系と視覚中枢の研究をすること
を目指して大阪大学眼科（眞鍋禮三教授）に入局し，
今日に至っています。視機能の研究は，アメリカでは
Optometry School で盛んに行われていますが，日本
には Optometry の制度がないので，眼科医がエンジ
ニアと視覚研究者とタイアップして行っていく必要が
あります。日本眼光学学会は，その役割を担える貴重
な学会だと思います。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

留学印象記

眼球運動の電気生理
大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学　不 二 門 　 尚

図 1  眼球運動の中枢機構の研究
  サルの眼球の周りにサーチコイルを埋め込んで、磁

場の中に置くと，眼球運動とともにコイルに電流が
誘発される。このシステムを使って，サルの小脳の
活動と眼球運動の関係をモニターした。

— 41 —

2012 年 3 月



1978 年よりヨーロッパ諸国を巡回して行われてき
た European Conference on Visual Perception（ 以 下 

ECVP）2011 が フ ラ ン ス の Toulouse に て 8 月 28
日～9 月 1 日の 5 日間の会期で開催された。会議場の
Centre des Congrès Pierre Baudis（図 1，2）は，周り
にフランスの古い街並に近代的なビルが建ち並ぶ
Toulouse 市の中心街に位置し，近くには教会（図 3）
や市庁舎（図 4）などの名跡や世界遺産に登録されて
いる Midi 運河（図 5）があった。

ECVP は視覚に関する最新知見を発表する場とし
て心理学，神経科学，認知科学などの分野から，およ
そ 600～800 人の研究者が参加して活発に議論が行わ
れる国際会議である。近年では日本以外のアジア諸国
からの参加者も増えている。同様の国際会議である
Vision Sciences Society（以下 VSS）の Annual Meeting

が毎年 5 月に米国・Naples（フロリダ）で行われて
いるが，ECVP に比べて北米からの参加者が多い。
また，Optical Society of America（以下 OSA）Vision 

Meeting において多く発表される視覚系の生理学的，
心理物理学的メカニズムに関する講演よりも，ECVP

では知覚現象や認識レベルについての講演が多いこと
も特徴である。

今 年 は，ECVP に 先 立 ち，European Conferences 

on Eye Movements 2011 がフランスの Marseille にて
開催されたため，眼球運動に関する研究者が続けて
ECVP へも参加したようであり，800 人を超える参加
者があった。参加者には欧米の著名な研究者も多く，
この会議が視知覚研究の発表の場として重要であると
位置づけられていることを強く感じた。

日本からも多くの視覚研究者が参加しており，会場
では日本眼光学学会の会員にも度々お会いした。ま
た，多くの若い日本人研究者または大学院生が活発に
発表しており，日本における視覚研究が躍進している
ように感じた。

ECVP で は 毎 年， 初 日 に 特 別 講 演（Rank Prize 

lecture 註 1 ）とシンポジウムがあり，今年は記憶や学

習の研究者として多くの著書を残している Stanislas 

Dehaene（College de France）教授が読書による視覚
系の可塑性について講演をされた。もう一つの特別講
演は会期の中日に行われ，今年は視覚的注意研究の第
一人者である Anne Treisman（Princeton University）
教授が「Broad or narrow focus of attention: How does 

it determine what we see?」と題して視覚的注意につ
いて講演をされた。どちらの講演も大盛況であった。

一般講演とシンポジウムでは，視覚のモダリティや
メカニズムなどのトピックごとのセッションに分かれ
て口頭発表（図 6）またはポスター展示（図 7）が行
われた。4 日間とも口頭発表は 3 会場で平行開催さ
れ，ポスター展示は 1 会場で午前と午後に分かれて
発表が行われた。全体では約 800 件近い知見が報告
された。セッションの一部を紹介する。三次元知覚，
運動知覚，顔知覚，色知覚，記憶と学習，錯視，バイ
オロジカルモーション，空間知覚，物体認識，眼球運
動，意識，マルチモダリティ，そして，視覚メカニズ
ムの生理学などである。

筆者は主に，運動知覚や色知覚，バイオロジカル
モーション，三次元知覚の口頭発表やポスター展示の
セッションに参加し，多くの新しい知見に接すること
ができた。ここで，そのうち二つを紹介する。

ゲシュタルト心理学における重要な問題である知覚
的群化によって我々は，人の関節につけた光点群の動
きから，人の歩様や性別を知ることがきる。これは，
運動によって形態を知覚していることを意味するが，
この機序について調べた研究である。このような光点
間の継続性や類似度を変化させたときにバイオロジカ
ルモーションの知覚確率を調べた結果，継続性や類似
度が高いときにより高い確率でバイオロジカルモー
ションが知覚されることを K.Verfaillie（University 

of Leuven）のグループが報告していた。彼らは，バ
イオロジカルモーションに関する一連の研究をこれま
でも報告しており，その知覚機序がより詳細に解明さ
れた。

学会印象記

European Conference on Visual Perception （ECVP） 2011
金沢工業大学人間情報システム研究所　吉 澤 達 也

註 1： 栄養学または光電子工学の分野における研究活動を支援する英国の財団 The Rank Prize Funds が ECVP のこの講演のス
ポンサーとして全面的に支援して 1997 年より毎年行われている。
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もう一つは，色運動知覚についての報告である。
K.T.Mullen（McGill University）のグループの一連
の研究で報告されている二次色運動を検出するメカニ
ズムが運動知覚機序として知られている特徴追跡メカ
ニズムであるかを心理物理学的に調べた結果，二次色
運動刺激は特徴追跡メカニズムによって検出されてい
ることを報告していた。

ほかにも脳機能イメージングによる実験結果から知
覚や認識の問題を扱う知見，皮質メカニズムについて
の電気生理学的知見や計算モデルなどの興味深い話が
あった。発表後に直接，講演者とディスカッションを
して，更に詳細なデータなどを聞くこともでき，多く
のことを学ぶことができた。

また，会場内ではポストドクター（以下 ポスドク）

時代にともに研究したポスドク仲間や，指導していた
だいた先生方にもお会いして，研究の話を通して親交
を深めることもできた。

会場には企業展示のブースも多数あり，本学会会員
にもなじみのある企業が最新の研究・実験機材や解析
ツールなどを展示していた（図 8）。また，今年は，
ポスター会場内でスミレのお茶やジャムなどの小さな
展示即売ブース（図 9）があった。Toulouse 市近郊
にはスミレの群生地があり，郷土物産として市内でも
同様のお土産が販売されていた。このような企画は私
が参加した ECVP では初めてであろう。

ここ数年 ECVP に参加しているが，このように充
実した国際会議がアジアで開催されるとアジア諸国の
若手研究者の発表の場が増えるであろう。

図 1　会議場の入り口 図 2　会議場内の受付 図 3　聖セルナン大聖堂前

図 4　市庁舎前 図 5　Midi 運河 図 6　口頭発表会場

図 7　ポスター会場 図 8　企業展示ブース 図 9　会場内でのスミレ商品販売

ここに掲載した写真の一部は同大会ホームページに掲載されている。
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2012 年 3 月 European Conference on Visual Perception （ECVP） 2011・吉澤達也



最近，アジア諸国でも Asia-Pacific Conference on 

Vision（以下 APCV）が開催され（現在までに，日
本，韓国，中国，オーストラリアで開催された），毎
年欧米からの研究者の参加が増えてきているとある

参加者からお聞きしたことがある。ECVP や VSS 

Annual Meeting，OSA Vision Meeting と同じレベル
での発表が APCV でも行われることも期待してい
る。
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◆  編集部からのお願い  ◆

視覚の科学をお読みになったご感想，ご意見などをお寄せ下さい。
送付先：大阪大学大学院医学系研究科応用医工学講座感覚機能形成学教室
　　　　〒 565 − 0871  吹田市山田丘 2 − 2
　　　　TEL 06 − 6879 − 3941　FAX 06 − 6879 − 3948
　　　　E-mail: hisyo10 ＠ ophthal.med.osaka-u.ac.jp
　　　　日本眼光学学会　編集部

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

日本眼光学学会は，医師と視能訓練士，物理，光学，視覚研究者をメンバーとし，眼
の機能特に視覚科学，レンズ，光学器械，眼の計測器等に関する基礎的，応用的問題
の研究，発展に資することを目的として昭和 40 年に発足し，以来この方面において
多大の成果を挙げております。
入会をご希望の方は，次ページ挟み込みの入会申込書に必要事項（特に学歴，現在の
専門，紹介者）を漏れなくご記入の上，下記事務局宛にお送り下さい。
◆記入上の注意
※眼科医の方は日本眼科学会の認定番号を備考欄にお書き下さい。
※理工系の場合は，大学教授，施設長のご紹介をいただいて下さい。
※ 視能訓練士の方で，視能訓練士協会にご在籍の方は，会員番号を備考欄にお書き下

さい。
※申込者は，忘れずに捺印し郵送して下さい。
※  2005 年 4 月より個人の守秘義務に関する法律が設定されました。入会申込書にも

記載しておりますが，名簿に記載してよい項目には忘れずに○印をお付け下さい。
○印がついていない場合はすべて掲載いたしますのでご了承下さい。

◆ 会費は，常任理事会にて承認後，改めてご請求いたしますので，折り返しお振込下
さい。ご入金が確認できた時点で入会日，会員番号をお知らせいたします。

◆送付先：567 − 0047  茨木市美穂ケ丘 3 − 6 − 302  日本眼科紀要会内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072 − 623 − 7878　FAX 072 − 623 − 6060
　　　　　E-mail folia@hcn.zaq.ne.jp
◆年会費：入会金不要　年会費 ( 個人 ) 5,000 円
◆学　会：年 1 回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物： 学会誌「視覚の科学」年 4 回発行。



「視覚の科学」編集者

 編集委員長 三橋　俊文 （㈱トプコン技術品質グループ）

 編 集 委 員  市川　一夫 （社会保険中京病院眼科）

 〃 井上　　真 （杏林大学医学系研究科眼科）

 〃 魚里　　博 （北里大学医療衛生学部・大学院医療系研究科）

 〃 江本　正喜 （NHK放送技術研究所）

 〃 大鹿　哲郎 （筑波大学医学医療系眼科）

 〃 大沼　一彦 （千葉大学大学院工学研究科）

 〃 奥山　文雄 （鈴鹿医療科学大学医用情報工学科）

 〃 梶田　雅義 （梶田眼科）

 〃 祁　　　華 （HOYA㈱ビジョンケアカンパニー開発部）

 〃 古野間邦彦 （㈱ニデック）

 〃 斎田　真也 （神奈川大学人間科学部）

 〃 佐藤　美保 （浜松医科大学眼科）

 〃 仲泊　　聡 （国立障害者リハビリテーション病院・東京慈恵会医科大学眼科）

 〃 根岸　一乃 （慶應義塾大学医学部眼科）

 〃 長谷部　聡 （岡山大学医学部眼科）

 〃 畑田　豊彦 （東京眼鏡専門学校）

 〃 原　　直人 （神奈川歯科大学附属横浜クリニック眼科）

 〃 不二門　尚 （大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学）

 〃 前田　直之 （大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学）

 〃 松本富美子 （近畿大学医学部堺病院眼科）

 〃 吉澤　達也　 （金沢工業大学人間情報工学部）

（敬称略，50 音順）

33 巻 1 号をお届けします。
本号から 4 回連続のシリーズでゼルニケ多項式の解説がはじまります。著者はコニカミノルタテクノ

ロジーセンターの宮前　博氏です。宮前さんは企業における光学の専門家ですが，最近，眼光学関連の
教育講演を経験され，日本眼光学学会会員のニーズをご理解いただいた上で入門編を書いていただける
ことになりました。33 巻の 4 回連載が完結した暁には，日本眼光学学会会員のゼルニケ多項式偏差値
はとても高くなりそうです。

私事になりますが，英語の雑誌に投稿してあっさりリジェクトされることがよくあります。自分の実
力のなさを痛感させられることが多いですが，査読者の理解不足も影響しているように思います。とく
に光学技術の部分で眼光学関連の英文誌の査読者には，たまによくわかっていない方がおられます。

ゼルニケ多項式などは，眼光学分野では Optical Society America（OSA）などの場も含めごく最近議
論されましたが，日本の光学企業の技術者であれば 30 年前にあたりまえのことだったと思います。その
ごく一部の技術力だけでも眼光学分野に注入していただければ，Investigative Ophthalmology and Visual 
Science（IOVS）などで議論されている光学に特化した内容は，日本人が先頭に立って研究を進めるこ
とができるはずです。技術者にはよくあるかもしれませんが，英語で論文を書くことにハードルがあれ
ば，気晴らしに視覚の科学に投稿していただいて，それを元に日本独自の話題を盛り上げて，最終的に
はインパクトファクターの高い英文誌に掲載されるような研究として成就させてはいかがでしょうか。

ところで，日本眼光学学会のホームページがリニューアルしました。
http://www.gankougaku.gr.jp/
本号より論文投稿用の「タイトルページ」と「著作権譲渡同意書」のページはなくなりましたので，

必要な方は，ホームページよりダウンロードしてください。
また，視覚の科学のバックナンバーを電子ジャーナルで見ることができます。ご活用ください。

編　集　後　記

三橋　俊文 記
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日 本 眼 光 学 学 会 　 入 会 申 込 書

入会申込日：　　　　　 年　　　月　　　日 会員種別：　正会員　　準会員　（該当箇所に◯印）

勤

務

・

開

業

先

自

宅

・

住

所

名

称

学
歴
他

氏 　名

フリガナ

書類提出日　　　　年　　　月　　　日年度入会

生年月日　　　　 年　　 月　 　日
勤務先における職名・地位

㊞

男 ・ 女

所属科名まで記入のこと

TEL： FAX：

〒

［最終大学・学校］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年卒（見込）

［実務経験］　　            　 年

日眼専門医認定番号：　　　　　　　　　　または、医師免許証番号：

視能訓練士協会会員番号：　　　　　　　　または、視能訓練士免許証番号：

★　書類送付先：　勤務先  ・  自宅  ・  その他　 （希望先に○印を、その他の場合は備考欄に）

現在の
専　門

（　　）医学系　　（　　）その他
（　　）理工学系

紹介者

備

　考

事務局記入欄

年　　月　　日 年　　月　　日受領日 承認日 会員番号

※  申込書は捺印の上、郵送にてお送りください｡　
※  正会員　5,000 円　　 準会員　3,000 円（証明証が必要。事務局にお問い合せください。）
　  入会申込書が届いたら、振替用紙を送付いたします。
　　　★送付先： 日本眼光学学会事務局　〒567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6 山本ビル 302 号室
 TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　Email：folia@hcn.zaq.ne.jp

E-mail

TEL： FAX：

〒

E-mail

㊞



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

投稿に必要な「タイトルページ」「著作権譲渡同意書」は，日本眼光学学会のホームページ
http://www.gankougaku.gr.jp/ よりダウンロードしてください。
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会　　　報

第 13 回　帝京弱視斜視研究会
日本眼科学会専門医制度生涯教育事業認定（認定事業番号 18953）
日本視能訓練士協会生涯教育制度事業認定（認定事業番号 0022）

日　時：平成 24 年 5 月 15 日（火）　19 時～ 21 時
場　所：帝京大学新本部棟 2 階　臨床大講堂
参加費：無料
演　題：
1 ．なるほど FA「その時，眼底は語る」糖尿病網膜症編 竹中まゆみ（帝京大）
 座長；　　　　　小林義治　（帝京大）
2 ．麻痺性斜視の診断と治療 林　孝雄　（帝京大）
 座長；　　　　　金子博行　（帝京大）
3 ．症例検討会 オーガナイザー；林　孝雄　（帝京大）
4 ．第 42 回視能訓練士国家試験　　　斜視・弱視関連問題検討 オーガナイザー；金子博行　（帝京大）
 演者　　　　　　田中絵理　（帝京大）
 春日綾華　（帝京大）
 八木敏次　（帝京大）
担当：林　孝雄　　帝京大学医療技術学部視能矯正学科
〒 173-8605　東京都板橋区加賀 2-11-1
TEL：03-3964-1328　FAX：03-3963-0303
E-mail　ortho@med.teikyo-u.ac.jp
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/˜ortho/med/index.htm

2012 年 第 37 回光学シンポジウム 講演募集
「光学システム・光学素子の設計，製作，評価を中心として」

光学シンポジウムは，光学設計者・技術者の皆様が日頃の研究，開発の成果を発表し，討論する場として，毎年
開催されています。次回も下記の要領で第 37 回光学シンポジウムを開催いたします。多数の皆様の積極的な応
募をお願いします。昨年よりも，3 週間ほど早い開催ですのでご注意ください。
会　期：2012 年 6 月 14 日（木），15 日（金）
会　場：東京大学　生産技術研究所 An 棟　コンベンションホール
　　　　東京都目黒区駒場 4-6-1
応募講演の性格および内容：
　a） 原則として未発表のものとします。ただし，既発表のものと一部重複があっても，光学にかかわる新規な

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

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

講演方法および時間：
　 基本的に口頭講演といたします。プログラム編成の都合により，あらかじめ連絡の上，ポスターセッションへ

変更をお願いする場合があります。
　《口頭講演》発表は 20 分（質疑応答 5 分を含む）で，PC プロジェクターのみといたします。
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応　　募：2012 年 2 月 29 日（水）に〆切りました。
予稿提出： 採用した講演については，所定フォーマットの PDF 形式の電子ファイルを提出していただきます。

詳細は，後日案内予定の予稿原稿の書き方，ホームページをご参照下さい。
予稿提出：2012 年 4 月 11 日（水）に〆切りました。
問合せ先：光学シンポジウムに関する問合わせは，ホームページ，または下記連絡先にお願いします。
　　　　　　E-mail ：optsympo37@gmail.com　　Tel. 03-3773-8296
　　　　　　株式会社ニコン　コアテクノロジーセンター光技術研究所　　瀧川　雄一
主　催：公益社団法人　応用物理学会 分科会 日本光学会
協賛（予定）：
映像情報メディア学会，画像電子学会，計測自動制御学会，光産業技術振興協会，情報処理学会，照明学会，
精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，日本オプトメカトロニクス協会，日本眼光学学会，日本機械学会，
日本光学測定機工業会，日本視覚学会，日本色彩学会，日本写真学会，日本天文学会，日本物理学会，
日本分光学会，レーザー学会、カメラ映像機器工業会

第 68 回日本弱視斜視学会総会　　　　　
第 37 回日本小児眼科学会総会　合同学会

会　期：2012 年 6 月 29 日（金）～ 30 日（土）
会　場：名古屋国際会議場
　　　　〒 456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1-1
　　　　TEL：052-683-7711　FAX：052-683-7777
会　長：第 68 回日本弱視斜視学会総会　矢ヶ﨑悌司（眼科やがさき医院）
　　　　第 37 回日本小児眼科学会総会　佐藤美保（浜松医科大学）
ホームページ：http://www.c-linkage.co.jp/japos2012/
演題登録：2012 年 3 月 8 日（木）に〆切りました。
事前登録：2012 年 5 月 10 日（木）に〆切りました。
　※演題登録および参加登録の詳細は，総会ホームページで随時ご案内させていただきます。
プログラム：
・特別講演（日本弱視斜視学会）
　演者：下條信輔（California Institute of Technology）
・特別講演（日本小児眼科学会）
　演者：David A. Plager（米国インディアナ大学）
・シンポジウム（日本弱視斜視学会）　「両眼視の発達と回復」 座長；三木淳司
　演者：森　隆史，横山吉美，彦谷明子，木村亜紀子，仁科幸子
・シンポジウム（日本小児眼科学会）　「学校保健―眼科学校医は何を知り，何をすべきか？」
・講習会（日本弱視斜視学会）　「両眼視」 座長；初川嘉一
　演者：大庭正裕，内海　隆
・講習会（日本小児眼科学会）　「小児眼科検査」 座長；東　範行
　演者：野村耕治，林　英之，近藤峰生
運営事務局：第 68 回日本弱視斜視学会総会・第 37 回日本小児眼科学会総会
　　　　　　合同学会運営事務局
　　　　　　株式会社コンベンションリンケージ内
　　　　　　〒 460-0008　名古屋市中区栄 3-32-20　朝日生命矢場町ビル
　　　　　　TEL：052-262-5070　FAX：052-262-5084
　　　　　　E-mail：japos2012@c-linkage.co.jp
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フォーサム 2012 横浜

会　期：2012 年 7 月 14 日（土）～ 16 日（月・祝）
　　　　第 49 回日本眼感染症学会　　　　　　　　　2012 年 7 月 14 日 （土） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 46 回日本眼炎症学会　　　　　　　　　　2012 年 7 月 14 日 （土） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会　　　2012 年 7 月 15 日 （日） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 1 回日本涙道・涙液学会　　　　　　　　　2012 年 7 月 15 日 （日） ～ 16 日（月・祝）
会　場：パシフィコ横浜
　　　　〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1  TEL：045-221-2155
会　長：
　第 49 回日本眼感染症学会
　　会長　中川　尚　（徳島診療所）
　第 46 回日本眼炎症学会，第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会
　　会長　水木　信久　（横浜市立大学医学部眼科学教室）
　第 1 回日本涙道・涙液学会
　　会長　井上　康　（井上眼科）
主　催：第 49 回日本眼感染症学会
　　　　　徳島診療所
　　　　　〒 189-0024 東京都東村山市富士見町 1-2-14　TEL：042-391-2525
　　　　第 46 回日本眼炎症学会・第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会
　　　　　横浜市立大学医学部眼科学教室
　　　　　〒 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9　TEL：045-787-2683
　　　　第 1 回日本涙道・涙液学会
　　　　　井上眼科
　　　　　〒 706-0011 岡山県玉野市宇野 1-14-31　TEL：0863-31-1030
事務局：株式会社 JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局
　　　　〒 141-8657 東京都品川区上大崎 2-24-9　アイケイビル 3F
　　　　 TEL：03-5434-8759　FAX：03-5434-8694　E-mail：fs2012@jtbcom.co.jp
プログラム（予定）：

【第 49 回日本眼感染症学会】
　特別講演
　シンポジウム
　学術奨励賞受賞講演
　一般講演
　第 3 回 JAOI 塗抹検鏡スキルトランスファー
　ICD 講習会

【第 46 回日本眼炎症学会】
　臨床セミナー 1，2
　シンポジウム
　学術奨励賞受賞講演
　一般講演

【第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会】
　特別講演
　教育講演
　シンポジウム
　CLAO 招待講演
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　学術奨励賞受賞講演
　コンタクトレンズ基礎講座
　一般講演
　器械展示
　コンタクトレンズ講習会
　オルソケラトロジー講習会

【第 1 回日本涙道・涙液学会】
　特別講演
　基調講演
　シンポジウム
　教育セミナー 1，2
　一般講演

【合同プログラム】
　 4 学会合同招待講演
　 4 学会合同教育講演
　日本眼感染症学会，日本涙道・涙液学会合同セッション
　日本眼炎症学会・日本眼感染症学会合同セッション
学会ホームページ：http:// fs2012.jtbcom.co.jp
演題募集は 3 月 29 日 （木）に〆切りました。
登録料：本会では、郵便振替にて、事前登録を受け付けます。
　　　　事前登録は 2012 年 5 月 10 日（木）に〆切りました。
  （円）

当日登録

4 学会共通＊１＋コンタクトレンズ講習会
会員 25,000
非会員 27,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 12,000

第 49 回日本眼感染症学会
会員 14,000
非会員 15,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 6,000

第 46 回日本眼炎症学会
会員 14,000
非会員 15,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 6,000

第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会＋コンタクトレンズ講習会
会員 14,000
非会員 15,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 7,000

コンタクトレンズ講習会のみ
会員 5,000
非会員 6,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 3,000

第１回日本涙道・涙液学会
会員 14,000
非会員 15,000
研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 7,000
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*1　4 学会いずれの会員でも結構です。
*2　研修医は，新臨床研修制度 3 年目（後期研修 1 年目）までとします。
*3　研修医・留学生・コメディカルは，主任教授もしくは所属長の証明が必要となります。
　　 払込用紙の所定欄にご記入いただくか，本会ホームページより登録区分証明書をダウンロードし，　必要事

項を記入の上，事務局へ FAX にて送信してください。
　・ 2012 年 4 月頃に各会員にご送付いたします払込取扱票（事前登録用紙）をご利用の上，できる限り事前登

録をお願いします。
　・ 払込取扱票は，参加者 1 名につき，1 枚ご使用ください。
　・ 追加部数が必要な場合は，本会ホームページ [ 参加登録 ] にアクセスの上，払込用紙請求画面より必要事項

を入力していただくか，事務局に E-mail（fs2012@jtbcom.co.jp）もしくは，FAX（03-5434-8694）にて，
ご請求ください。

　・ ICD 講習会の参加について
　　 フォーサム 2012 横浜の参加登録料では，ICD 講習会の聴講は可能ですが，資格更新のための点数を取得す

ることはできません。参加申込みに関しては，ICD 制度協議会事務局までご連絡ください。

第 48 回日本眼光学学会総会

会　期：2012 年 9 月 1 日（土），2 日（日）
会　場：秋葉原コンベンションホール
　　　　〒 101-0021　東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 4 Ｆ
　　　　TEL：03-5297-0230　FAX：03-5297-5955 
会　長：村上　晶（順天堂大学医学部眼科学教室）
主　催：順天堂大学医学部眼科学教室
　　　　〒 113-8421　東京都文京区本郷 2-1-1　TEL:03-3813-3111 ㈹
ホームページ：http://48jsoo.jtbcom.co.jp/
プログラム（予定）：
　特別講演
　シンポジウム
　学術奨励賞受賞講演
　一般口演
　共催セミナー
　機器展示，書籍展示
演題募集：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，本総会ホームページ（http://48jsoo.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧ください。
演題募集〆切日：2012 年 5 月 31 日（木）11：00
登録料（予定）： （円）

参加登録 事前登録 当日登録

医師 / 教員 / 企業 10,000 13,000

コメディカル 6,000 8,000

事前登録〆切日：2012 年 7 月 5 日（木）　当日消印有効　
事務局：〒 141-8657　東京都品川区上大崎 2-24-9 アイケイビル 3F
　　　　㈱ JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局内
　　　　TEL：03-5434-8759　FAX：03-5434-8694　E-mail：48jsoo@jtbcom.co.jp
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第 51 回日本網膜硝子体学会総会

会　期：2012 年 11 月 30 日 （金）～ 12 月 2 日 （日）
会　場：甲府富士屋ホテル
　　　　〒 400-0073　甲府市湯村 3-2-30
　　　　TEL：055-253-8111　FAX：055-253-5200
会　長：飯島　裕幸（山梨大学医学部眼科学教室）
主　催：山梨大学医学部眼科学教室
　　　　〒 409-3898　中央市下河東 1110　TEL：055-273-9657
ホームページ：http://51moumaku.jtbcom.co.jp/
プログラム（予定）：
　　特別講演
　　教育講演
　　シンポジウム
　　盛賞受賞講演
　　一般講演（口演・ポスター）
　　各種共催セミナー
　　機器展示・書籍展示
演題募集：原則として、インターネットでのお申し込みとさせていただきます。
　　　　　詳細は，本総会ホームページ（http://51moumaku.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧ください。
演題募集〆切日：2012 年 7 月 19 日（木）11：00
登録料（予定）： （円）

参加登録 事前登録 当日登録

医師（会員） 12,000 15,000

医師（非会員）・企業 14,000 18,000

医師以外（コメディカル／その他） 5,000 8,000

事前参加登録〆切日：2012 年 9 月 28 日 （金）当日消印有効
事務局：〒 141-8657　東京都品川区上大崎 2-24-9 アイケイビル 3F
　　　　㈱ JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局内
　　　　TEL：03-5434-8759　FAX：03-5434-8694　E-mail：51moumaku@jtbcom.co.jp

学 会 会 合 案 内
◆　2012 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

7/13（金）～
7/15（日）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2012

Incheon, Korea URL: http://apcv2012.com/
2012/3/15

8/6（月）～
8/8（水）

日本視覚学会夏季大会 山形大学工学部
（山形県米沢市）

9/2（日）～
9/6（木）

European Conference 
on Visual Perception 

（ECVP）

Alghero, Italy URL: http://ecvp2012.uniss.it/
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

9/11（火）～
9/14（金）

2012 年応用物理学会
秋季講演会

愛媛大学，松山大学
（愛媛県松山市）

㈳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

9/14（金）～
9/16（日）

OSA Fall Vision Meeting 
2012

University of Rochester
Rochester, NY, USA

URL: http://www.cvs.rochester.edu/
fvm_2012/index.html

2012/7/1

10/14（日）～
10/18（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2012 （OSA）

Rochester Riverside 
Convention Center/ 
Rochester, NY

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

10/23（火）～
10/25（土）

Optics & Photonics Japan 
2012

タワーホール船堀
（東京都江戸川区）

㈱アドスリー内
TEL: 03-5925-2840
FAX: 03-5925-2913
E-mail：opj@opt-j.com
URL: http://opt-j.com/opj2012/

2012/8/25

10/25（木）～
10/28（日）

第 66 回日本臨床眼科学会
総会

国立京都国際会館
（京都府京都市）

11/10（土）～
11/13（火）

AAO Annal meeting 2012 McCormick Place, 
Chicago

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

2012/4/10

◆　2013 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/25（金）～
1/27（日）

第 36 回日本眼科手術学会
総会

福岡国際会議場、福岡サ
ンパレス、マリンメッセ
福岡（福岡市博多区）

2/2（土）～
2/7（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA

3/27（水）～
3/30（土）

2012 年応用物理学会
春季講演会

神奈川工科大学
（神奈川県厚木市）

㈳応用物理学会
TEL :03-3238-1041 ㈹
FAX :03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp
URL: http://www.jsap.or.jp



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

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒


