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巻　頭　言

巻頭言
大鹿　哲郎

（筑波大学医学医療系眼科）

本誌 ｢視覚の科学｣ は，いうまでもなく日本眼光学学会の機関誌です。通常，学会の機関誌であれば ｢日本眼光学

学会誌｣ などというような名前になるところでしょうが，｢視覚の科学｣ というネーミングは実に絶妙というか，先人

の知恵に今さらながら感じ入るものがあります。眼や視機能に関する科学の広い範囲を対象にするという姿勢が名前

に込められているといってよいでしょう。

実はこのことは，日本眼光学学会が目指す方向性と合致していいます。数年前に眼科 ME 学会と合併したことも

あって，現在の学会は眼光学という狭い領域だけでなく，より広い研究・臨床領域を対象とするようになっています。

例えば検査であれば光干渉断層計（optical coherence tomography,  OCT）をはじめとする画像診断の臨床のような話

題が，必ずしも眼光学一辺倒ではない切り口で取り上げられています。治療であれば眼内レンズや乱視矯正などはも

ちろん，ドライアイと視機能というような quality of vision（QOV）に直接かかわる話題も学会で取り上げられていま

す。眼科臨床において眼光学的な考え方が益々重要になってきている現在，こういった傾向は一層強まっていくもの

と思われます。

日本眼光学学会は，医・理工・産の三位一体の学会です。会員数は現在 551 名で，内訳は医学系が 253 名，理工系

が 158 名，企業が 27 名，視能訓練士が 85 名，その他が 28 名となっています。その他というのは心理学や特殊教育

の関係者，あるいは眼鏡士・眼鏡店勤務の方などです。これだけ多領域・多職種の方々が肩を並べて討論することの

できる学会はほかに寡聞にして知らず，非常に貴重な存在といえます。間口の広い本学会の，そして本誌の一層の発

展を祈りたいと思います。
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1.  イントロダクション

ガボール視覚信号とはいったい何だろうか？それは
一言でいうと，場所的，もしくは時間的に限局された
サイン波の集合（ユニット）と定義された関数による
視覚刺激の形成モデルである。これは，視覚科学にお

いて最近よく使われるようになってきた理論および視
覚刺激であるが，その理論的背景，その効用と限界に
ついては，いまだ議論が多い。本稿においては，この
処理が生まれた歴史的経緯，その数学的意味（ガボー
ル変換），そしてそれらの応用としてのガボール視覚
信号について解説する。

別刷請求先：106⊖0032　東京都港区六本木 3⊖3⊖27　ニューロフォーカス・ニールセンカンパニー　田中靖人
（2011 年 10 月 19 日受理）
Reprint requests to: Yasuto Tanaka　Nielsen Company Japan, Neurofocus
3⊖3⊖27 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106⊖0032, Japan
(Received and accepted October 19, 2011)

総　　説

ガボール変換
−その構成理論と視覚科学への応用−
田 中 靖 人

ニューロフォーカス・ニールセンカンパニー

Gabor Transformation
−The Mathematical Model and Its Application to Visual Science−
Yasuto Tanaka

Nielsen Company Japan, Neurofocus

視覚神経系を研究するときに，どのようなモデルに基づき，どのような視覚刺激を使うか，というのは視
覚科学の中心課題の一つである。視覚刺激には，バー刺激，サイン波刺激，ランダムドット刺激，テクス
チャー刺激，色刺激，運動刺激，文字刺激などがある。これらの刺激に共通する情報要素はなんだろうか？
どのような情報理論に基づきこういった視覚情報を記述できるであろうか。その答えは，歴史的にはガボー
ル変換とその応用に見い出された。この論文ではこうした経緯をレビューする。まずガボール変換を数学的
に定義した後，こうした変換が実現する視覚的要素（方向，空間周波数，位置など）で構成されたガボール
視覚刺激を定義する。更に，こうしたガボール刺激の神経科学における役割を論じ，最後に視覚科学におけ
る応用手法について解説する。 （視覚の科学　32: 51−58，2011）

キーワード：ガボール変換，V1，空間周波数，視覚情報処理，可塑性

One of the major issues in visual science concerns the kind of visual stimuli one should use to 

study visual processing, and the underlying model of such slimuli.  Various kinds of stimuli are used, 

depending on the purpose of study, i.e, bars, sinusoidal waves, random dots, textures, colored stimuli, 

motion signals, letters etc.  Although independent dimensions of visual features should be addressed, 

the underlying principles remain unknown.  Here, I propose the Gabor transformation as one of the 

answers.  I review the consequence how Gabor transformation was discovered, and how it is applied in 

compoing Gabor visual stimuli, including the mathematical transformation of information based on the 

optimization method.  How Gabor visual stimuli are used in visual science is also discussed.  

 (Jpn J Vis Sci  32: 51-58, 2011)

Key Words :  Gabor transformation,  V1,  Spatial frequency,  Visual processing, Plasticity
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図 2 ホログラムを使った像の復元
  上記の物体参照光と同様の再生参照光をホログラ

ムに当てると，フィルム上に生じた干渉縞により
観察者に対して再生像（虚像）が発生する（図：
Wikipedia より）。

図 1 ホログラムの作り方
  レーザー光などのコヒーレント光はビームスプリッ

ターを通じて二手に分かれ，一つは物体照明光，も
う一つは参照光として別の経路をたどる。物体に
よって反射された物体光は，ホログラム上で重ね合
わされる（図：Wikipedia より）。

18 世紀の末，ジョセフ・フーリエが見い出した
フーリエ級数展開は，有限区間の関数を三角関数の級
数で記述できることを可能にした。フーリエ変換で
は，それを無限にまで拡張することによって，どんな
関数でも周波数成分に分解して解析することが可能に
なった。これがフーリエ変換である。このことは，逆
にいえばあらゆる関数が周波数成分（三角関数）の線
形和で表現できることを意味する。しかし，現実世界
において無限成分があらわれることは極めてまれであ
り，現実のある成分の集合は，有限個数の出現頻度を
もつ確率分布として表現されるのが一般的である。こ
の場合，独立の多数の因子が集まった場合には，その
因子の和として定義される確率変数はある値を最大頻
度とする確率分布関数，すなわちガウス関数となるこ
とが数学的に証明されている（中心極限定理）。

さて，20 世紀初頭にデニス・ガボール（ハンガ
リー名，ガーボル・デーネッシュ）は，電子顕微鏡の
精度を上昇するために，光波を重ね合わせて空間解像
度をあげることを試みていた。そのなかで，彼が見い
出したのは，コヒーレント（＝位相がそろった）光を
利用すれば，例えば白黒写真のように，光の強度（振
幅）情報での表現だけの情報伝達に加えて，位相情
報，すなわち周波数成分も同時に保存できることで
あった。すなわち，コヒーレント光を参照光として物
体に当てることによって，物体はそれに対応した反射
光の成分が，位相情報を保存された形で取り出せる。
この大本の参照光と物体からの反射光を重ね合わせた

ものがホログラムであり，この方法をホログラフィー
と呼ぶ（図 1）。

このようにして，ホログラム上にできた干渉縞をな
んらかの方法で物理的に保存することができる。逆
に，ホログラム（保存縞）に再度再生のためのコヒー
レント光を当てると，フィルム上に生じた干渉縞によ
り，今度は物体がなくても物体のイメージが形成され
る（図 2）。これは，フィルムに物体の光強度（振幅）
と位相が同時に記録されたことを意味する。

さて，ここで読者もお気づきであろうが，そもそも
物体にどんな波長を当てればよいのか，という疑問が
生じる。例えば図 2 でいえば，物体であるリンゴに
は色々なサイズがあり，また，リンゴのなかでも小さ
い穴やくぼみを表現するには高い周波数の波が必要な
のに対して，リンゴ全体の輪郭を記述するためにはよ
り周波数の低い（＝位相幅の大きい）波が必要である
からだ。こういった様々な波を確率密度関数で記述
するには，いったいどうしたらよいであろうか？その
答えは，実は上記で触れたガウス分布にあった。すな
わち，独立の波長（＝三角関数）の集合を密度関数と
して記述すれば，その集合の分布はガウス分布に従
う。さて，それでは，そういった波長の集合を密度関
数とする関数として，最適な関数はいったいどのよう
なものが考えられるだろうか？

20 世紀物理学の最大の功績の一つは，量子物理学
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の発見である。1920 年代に，ハイゼルベルクは，物
体を構成する粒子の位置と運動量は，同時に正確かつ
完全に記述することは不可能である，という不確定性
原理を見い出した。その限界（制約）条件として，彼
が見い出したのは，

      〈（Δq̂）2〉〈（Δp̂）2〉＿＞  
＿
h

2
　 ……………………（1）

ただし，粒子の位置 q̂，運動量 p̂ とする（h はプラン
ク定数）。これは，すべての位置についてすべての運動
量を考慮する，すなわち位置を運動量でたたみ込み積
分することを意味する。ここで，量子論においては，
光は粒子が運動量をもった波として記述できるので，
運動量は波として記述できることに注意してほしい。

さて，ここで上記で述べたフーリエ変換に戻って考
えてみよう。物体を記述するときに，照射する参照光
の波長によって物体の細かさ（密度）の記述ができる。
これは波である。また，すべての因子（波長）が決定
する振幅（強度）のピーク分布はガウス分布に従う。
すなわち，空間位置の分布はガウス分布で記述できる。
とすれば，上記のハイルベルクの不確定性原理から

波長×振幅 （強度） のピーク位置 ≧ 一定値 ……（2）

という驚くべき制約条件がみちびきだされる。この式
からいえるのは，波長をあらわすサイン関数と，ピー
ク振幅の密度関数であるガウス分布を重複的に掛け合
わせた場合，その限界値である一定値が存在する，と
いう事実である。

この原則を，式（2）に適用すると，

サイン関数×ガウス関数 ≧ 一定値 ……………（3）
 （周波数） （空間位置）

という関係である。これは，必然的に周波数領域を固
定したとき，空間位置（位相）の最小値が決まり，逆
に空間位置を固定したとき，周波数の最小値が決定さ
れるが，周波数領域と空間領域を同時に動かしたとき
には最小値を一意に決定できない，ということをあら
わす。これが不確定性原理の本質であるが，これに
よって，逆に（周波数×空間位置）という関数におい
ては最小値が存在するので，その制約条件を使って関
数を最適化できる，ということを示す。

2.  ガボール視覚刺激，その情報特性

こうした不確定性原理に基づいて，ガボールが定義

したガボール変換 S（x） は，以下のように定義でき
る1 ,  2）。

S（x）＝exp［ 
–（x–xm）2

 ］cos［2πfn（x–xm）］…（4）4σ2

 ガウス関数 周波数

ここで，x は場所座標，xm はガウス関数のピーク位
置，fn は空間周波数，そしてσはガウス関数の裾

（エンベロープ）をあらわす。この式の意味するとこ
ろは，これが空間次元と周波数次元を最も局在化した
関数である1）ということだ。この関数は，特定の空
間周波数をガウス関数（空間窓）で変調したものと読
める。更に，これは周波数の関数なので，これをフー
リエ変換すればそれはガウス関数になる。

さて，このガボール関数と視覚系はどのような理論
的関係があるのだろうか？それを追求するために，視
覚系が実際にどのような情報処理を行っているかをみ
てみよう。視覚系は，網膜を使って空間情報をサンプ
リングしている。その結果，中心の視力と周辺視で，
サンプリング効率に差があることが早くから見い出さ
れている。一般に視覚ニューロンは，網膜上の特定領
域における光分布に特異的に反応する。これは，受容
野（receptive field  以下  RF）と呼ばれ，網膜神経節
細胞および外側漆状体細胞においては，同心円状の中
心部で促進作用を，その周辺部では抑制作用をもつこ
とが知られている（中心・周辺拮抗型受容野）。これ
は，数学的には二次元ガウス関数の差（difference of 

gaussian  以下  DOG）でモデル化できる3）。この二次
元ガウス関数の差 DOG には二つのパラメータ，1） 

同心円の中心の位置，2） 中心および周辺の同心円を
形成するガウス関数の標準偏差の差がある。パラメー
タ 1） は，受容野の網膜上の位置を，パラメータ 2） 

は，促進領域を平均輝度より高い部分，抑制領域を平
均輝度より低い部分と仮定すると，受容野の空間周波
数をあらわす。

さて，DOG とガボール関数はいったいどのような
関係にあるのだろうか？実は，DOG は周波数成分を
もったガウス関数の特殊型と考えることができるの
で，これはガボール関数のファミリーということがで
きる。更に DOG を集積したもの自体が，ガボール関
数として記述できる。ということは，ガボール関数
は，受容野特性をもった細胞（チャンネル）によるコ
ントラスト感度の総和となることと理論的に等しいと
いえる。これは，この関数が空間周波数変調関数であ
るということを意味する4）。これと，現実の視覚系と
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の対応はどうであろうか？実際，サルの視覚野の X

細胞の応答特性は，ガボール関数で最もよく記述され
ることが知られている5）。人間の視覚系においても，
空間周波数別に視覚刺激を認識している6）（詳細は以
下参照）。こうした視覚系の限界性能はコントラスト
変調をしたガボール刺激を使って得られることが知ら
れている7）。理論的には，これを使った情報表現が光
学系において，最も効率のよい空間サンプリングの一
つであることが示されている8）。また，ガボール信号
は，ガウス関数の特性が二次元であるのに対し，周波
数特性が一次元に展開されているので，局所的な方向
をコードしている2 ,  4 ,  9 , 10）。これも，ネコ，サル，ヒ
トの視覚一次野の方位・方向選択特性をよく記述す
る14）。このように，網膜座標依存性，空間周波数特
性，方向選択性，そしてコントラスト感度といった視
覚情報の複数の基本要素と感度を同時に最適コードす

ることができるのがガボール関数の特徴である（図
3）。

なお，視覚系のコントラスト処理については，その
線形性（空間・時間加重効果），非線形性（マスキン
グ効果），そして閾値処理（見かけの大きさ，抑制効
果）も含めて詳細な議論が存在するが，ここでは割愛
する。詳細は，芦田15），田中16）および Frederiskon 

ら17）をご覧いただきたい。

3.  ガボール視覚刺激の応用

ガボール信号が，空間情報と周波数情報を同時に実
現して，ガボール視覚刺激を形成していることはわ
かった。それでは，そうした視覚刺激が実際にどのよ
うに視覚科学にて応用されるだろうか？歴史的には，
周波数次元と空間次元それぞれにおいて，チャンネル
モデルとその相互作用が随時発展してきた。以下にお
いて，まず周波数チャンネル，更に空間チャンネルと
それぞれの相互作用について，ガボール刺激がどう使
われてきたかについて述べる。
1 ）空間周波数チャンネルとその相互作用
上述のとおり，受容野の特性には，中心での促進，

そして周辺での抑制という二つの異なる作用がある。
周辺抑制を説明するモデルとして，側抑制モデルがあ
る。これは，周辺において中心とは異なる抑制作用
が，介在ニューロンなどによって実現されるというモ
デルであり，ネットワークの空間的並列性をあらわし
ている。こうしたモデルはすでに網膜神経節細胞レベ
ルで基本的に実現され，更に，外側膝状体（以下  

LGN）において統合整理されているということがわ
かっている。皮質では，空間周波数別に異なるチャン
ネルが働くという空間周波数チャンネルモデルが，視
覚系のコントラスト感度特性をよく説明する。これ
は，周波数次元で視覚系を考えた場合，狭い範囲の空
間周波数しか通さない帯域通過型フィルタが幾種類も
並列に存在し，入力に対して各チャンネルが独立に並
列的な処理を行っている，というモデル18）（多重チャ
ンネルモデル）として説明できる（図 4，5）。これを
支持する研究が 1970 年代前半に多くみられた20−22）。
ところが，周波数チャンネルは必ずしも独立に働いて
いるのではなく，一定の条件下では相互作用をしてい
ることがわかってきた。Klein ら23）は，ある縞模様を
その縞より密な縞で取り囲むと，それは実際以上に粗
く見え，逆により粗な縞で取り囲むと実際以上に密に
見えるという現象を発見した（同時空間周波数対比）。

図 3 実際のガボール視覚刺激 （a） とその作り方
  サイン波（またはコサイン波）（b） をガウス関数で

包絡 （convolve） する。するとガボール関数ができる 
（c）。

(a)

(b)

(c)

— 54 —

視覚の科学　第32巻第 3 号



同様の効果が V1 複雑細胞にてみられる24）。これは，
同じ空間周波数同士が抑制の働きをもち，違う空間周
波数チャンネル同士では，その抑制がとれて促進され
たと解釈できる。DeVlois 25）は，選択的な空間周波数
の順応実験において，順応周波数を原点としてテスト
刺激を相対的にあらわした場合，±1 オクターブの範
囲では順応後閾値の上昇がみられた26）が，更に離れ
た周波数においては閾値の低下（感度の上昇）がみら
れるということを発見した。これは，隣接周波数領域
に感度をもつ空間周波数チャンネル間の相互抑制とい

うモデルで説明できる。
2 ）空間における相互作用
3．1）において，周波数次元でチャンネル間に相互

作用があることがわかった。それでは，空間次元では
どうだろうか？ Ejima ら27）は，順応刺激（正弦波パ
ターン）の呈示された網膜位置において，検査刺激が
呈示されたときには検査刺激に対する感度は鈍るが

（抑制効果），検査刺激が順応刺激の呈示された場所に
隣接する位置に呈示されたとき，感度が上昇する（促
進効果）という対比効果を見い出した。これは，特定
の網膜位置に on-center, off-surround の RF をもつ空
間周波数チャンネルを考えれば説明できる。Polat

ら28）は，このチャンネルをガボール視覚刺激（ガ
ボールパッチ）を使って計測し，抑制効果を生じる距
離，促進効果を生じる距離を測定した。その結果，中
心視においては，促進効果が 3～8 倍の空間周波数の
距離おいて，同一方向のガボール刺激間においてのみ
生じることを見い出した（長距離促進作用）（図 6）。
同様の促進効果がバー刺激を用いて，サルの V1 単純
細胞にて見い出されている29）。こうした，空間にお
ける RF 間の相互作用は，その範囲が最大視角にして
1°にわたり，従来の網膜レベルの空間加重効果（数
分）よりずっと広範囲（約 20～30 倍）であることが
知られている。ただし，ここで注意したいのは，
Kapadia ら29）が使用したバー刺激はそれを周波数解

図 4  コントラスト感度曲線とそれを説明するチャンネル
モデル

  各々のフィルタ関数が，特定の空間周波数（spatial 
frequency）に同調した出力を発生させる。ピーク位
置から逸れると，出力は低減する。こうしたフィル
タ関数の総和が，視覚系のコントラスト特性を決定
する。

図 5 多重空間周波数チャンネル理論
  刺激（左列）信号に対し，個々の分析器（真ん中）

の出力，その出力の差分または総和（右列）19）。

図 6  ガボール視覚刺激を使った長距離相互作用 28）

  中心のガボール刺激のコントラストは低いにもかか
わらず，上下の距離が離れたマスクによってよく見
える。このコントラスト感度（閾値）を計測するこ
とによって心理物理学的にこの効果が測定できる。
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析すると広範囲にわたる周波数成分，とりわけ高周波
数成分を多く含むため，周波数領域を表現する視覚刺
激としては最適でないということが理論的にも実際に
も明らかであることだ。更に，バー刺激の端点が示す
エンドストップ反応の非線形特性を考慮した場合，
Gabor 刺激を使った結果とバー刺激を使った結果を直
接比較するのは，不適当であるといえよう。
3 ）視覚の可塑性
Hubel ら11, 12）の視覚系研究以来，成熟したサル，

ネコの視覚系は，学習や経験によらず一定の機能を見
い出すとみなされてきた。しかし，近年視覚系そのも
のが，成人においても経験によって大きく変化するこ
とが発見された。すなわち，視覚システムは，従来考
えられてきたよりずっと低次元の処理において可塑
性を内包することがわかってきた。視覚心理物理学
では，1970 年代から立体視の学習30），運動視の学
習 31），コントラスト弁別の学習 32）などが散発的に発
見されてきたが，その統一的・機能的意義については
不明であった。これは 1990 年代になり，様子は一変
した。Karni ら33）は，視覚テクスチャー刺激を用い
て，視覚的弁別成績が，（1） 網膜位置特異的，（2） 刺
激とバックグランド方向特異的，（3） 観察眼特異的
に，練習によって向上することを発見した。これらの
三つの条件を満たす脳内部位は視覚一次野しかなく，
ゆえに初期視覚系において学習が起こっていることが
強く示唆された。Gilbert ら34）は，ネコの網膜の一部

位を破壊することによってそれに対応する V1 領域が
消滅し，周囲の RF がそれに応じて拡大することを見
い出した。こうした初期視覚系の可塑性は，従来の
RF（classical RF）より広範囲に影響する水平結合に
よる広範囲 RF（outside the classical RF）によるもの
とされた。これは，心理物理的には，空間的に限定さ
れている長距離相互作用が練習によって拡大すること
に対応する35）。具体的には，長距離相互作用の限界範
囲が，（試行の単純な繰り返し）練習によって次第に
拡大する。Tanaka ら36）は，この可塑性に必須の条件
の一つとして，時間情報があることを見い出した。具
体的には，時間加重効果の範囲（200msec 37, 38））を超
えた視覚信号を手掛かり刺激として事前に与えること
によって，長距離相互作用の範囲が，短時間（数百
msec 以内）に拡大する39）（図 7，8）。更にこの効果
は 16 秒以上持続したため，何らかの可塑性が生じた
可能性が強く示唆された。これは，視覚系が従来数週
間かけてゆっくり変化してきた過程を，約 100 万倍
スピードアップしたものであり，その背後には，刺激
提示後 200～500msec に存在する視覚記憶生成過
程 40）が深く関与するものと考えられた。

なお，ガボール刺激は V1 の限定された細胞群を最
適に刺激する視覚刺激であるため，距離が離れた複数
のガボール刺激による相互作用は，異なる領域の V1
細胞群間の相互作用，とくに V1 内部の離れた神経細
胞間の水平結合におけるシナプス増強（ヘッブ型学
習），あるいは，V1 とそれに入力を送る LGN との間

図 7 長距離相互作用の時間特性の実験パラダイム
  両端（上下）のガボール刺激（マスクと呼ぶ）を中

央ターゲット刺激よりも先行して瞬間提示（90msec）
し，様々な時間差（SOA）を設けて，ターゲット刺
激に対する感度を調べた。これによって長距離相互
作用への時間的遅延効果，および学習効果が調べら
れる 36）。

図 8 長距離相互作用の時空間特性
  図 7 の実験パラダイムにおける SOA の変化に対する

検出閾値（コントラスト閾値）の変化（閾値の低下は
感度上昇を意味する）。先行するガボール刺激がない
場合（NoMask：—○—）に対して，先行する刺激とター
ゲット刺激の距離が空間波長の 3 倍（3L：——■—）と
12 倍（12L：— —◆— —）の場合との差が長距離相互作用
の効果である36）。
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の投射とフィードバックで構成されるループ回路にお
けるフィードバック学習のいずれかによる自己組織化
によるものであると推測される41）。

4.  ま と め

ガボール変換は，その理論的背景を量子論における
不確定性原理にもつ。具体的には，フーリエ変換を空
間的・時間的に局在化したものであり，周波数領域と
空間（時間）領域を統合した関数領域において最適化
されたものと表現できる。ガボールは，ホログラ
フィー開発の段階でこの関数を見い出したのだが，こ
れを後に光学系に応用したものがガボール視覚刺激で
あり，それは霊長類の初期視覚系の神経活動の振る舞
いを記述するよいモデルである。ガボール視覚刺激を
使った視覚研究は，周波数領域，場所領域，更に各々
のチャンネル間において，それらの相互作用が
1970～1990 年代に進展してきた。最近では，更に時
間領域に拡張され，初期視覚系の可塑性を研究する道
具として使用され始めた。
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1.  緒 言

現在，白内障手術は急速な発展を遂げた。それに伴

い，患者側からは安全確実に施術できて当然とみなさ
れ，かつ，術後裸眼視力も良好で当然との厳しい要求
が術者に求められる時代となった。屈折矯正専門医に

原　　著

屈折矯正術後の倒乱視化と裸眼視力
広 川 英 一

晃友脳神経外科眼科

Uncorrected Visual Acuity in Postoperative Against-the-Rule 
Astigmatism
Hidekazu Hirokawa

Department of Ophthalmology, Koyu Clinic

目的：術後の倒乱視化群と術後直乱視群の遠見裸眼視力を比較する。
方法：2008年に屈折矯正術を受け自動屈折計で術前に直乱視（軸＝0±15°），かつ術後 3カ月で乱視度が
−1 diopter （D） の直乱視 171眼と倒乱視（軸＝90±15°）124眼の遠見裸眼対数視力（logMAR）を求め，
両群の最良視力を比較した。
結果：直・倒乱視群は等価球面度がそれぞれ（−0.25±0.5D），（＋0.25±0.5D）のとき，最良視力を示
した。最良の logMAR（平均，95％信頼区間，標本数）はそれぞれ直乱視（−0.152，−0.170～−0.133，
106），倒乱視（−0.168，−0.190～−0.146，60）で統計的有意差はなく（p＝0.294），臨床的差も無視で
きる。
結論：術後の直・倒乱視群間で最良到達遠見裸眼視力は同じである。直・倒乱視間で最良視力が得られる
等価球面度は異なる。 （視覚の科学　32: 59−66，2011）
キーワード：乱視矯正，瞼裂幅，ピンホール効果，最適等価球面度，光線追跡法

Purpose : To compare postoperative uncorrected visual acuity (UCVA) between against-the-rule 
(ATR) and with-the-rule (WTR) astigmatism. 

Methods : UCVA in far vision was measured in two groups of postoperative astigmatics at −1 
diopter (D) who had undergone keratorefractive surgery in 2008.  One group had WTR axis at 0±15 
degrees  (171 eyes), the other had ATR axis at 90±15 degrees (124 eyes).  The best UCVA (logMAR) 
was compared between the two groups.

Results : The spherical equivalent yielding the best UCVA of the groups was (−0.25±0.5D) for 
WTR and (+0.25±0.5D) for ATR.  The mean and 95% confidence interval of the best logMAR of the 
groups were, respectively (−0.152 and −0.170 to −0.133) in WTR and (−0.168 and −0.190 to −0.146) 
in ATR.  The difference was not statistically significant (p＝0.294) and was clinically negligible.

Conclusions : The best UCVAs in postoperative astigmatism of WTR and ATR are the same, 
whereas the spherical equivalents yielding the best UCVA differ between the groups.

 (Jpn J Vis Sci  32: 59-66, 2011)
Key Words : Astigmatic correction,  Palpebral fissure,  Pin-hole effect,  Optimum spherical equivalent,  Ray tracing
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限らず白内障術者にとっても，裸眼視力に大きく影響
する乱視矯正が主要な関心事の一つとなっている。

乱視矯正術に際して，その矯正目標をどのように設
定すべきかの問題は重要である。現在，乱視矯正分野
の文献には，倒乱視は直乱視より裸眼視力に対して悪
影響が大きいため，術後倒乱視化させるべきでないと
の記載が多く見受けられ1 −6），この理解が屈折専門医
の間では広く支持されている。この理解に基づく場
合，“手術が原因で発生する術後の倒乱視化が術後裸
眼視力に与える影響”を明確にしておくことが，矯正
処方量を決定する上では不可欠となる。しかし，この
影響を明確に記した文献を発見することは困難であっ
た。他方，直乱視・倒乱視間で最良到達裸眼視力には
差がないと著者は予測する。以上を背景として，この
研究では，手術が原因で術後に倒乱視になった群と術
後直乱視であった群との間で裸眼視力を比較すること
を手段として，1）“術後の倒乱視化という事象が術後
の最良到達可能遠見裸眼視力に与えるインパクト”の
大きさを定量的に評価・確認し，2）その結果に基づ
いて，“到達可能遠見裸眼視力を最良とするための乱
視矯正における合理的な矯正処方量の方針”を示すこ
とを目的とし，加えて，3）直・倒乱視の裸眼視力に
対して球面度数が与える影響を，光線追跡法による網
膜像のシミュレーションを用いて考察すること，以上
の三点を目的とした。

なお，本研究においては，“術後の倒乱視化”とい
う用語を“術前には倒乱視ではなかったが，手術が原
因で術後に倒乱視へと変化すること”と定義する。

2.  対象および方法

対象は，2008 年に屈折矯正術（LASIK （laser in situ 

keratomileusis），LASEK （laser assisted subepithelial 

keratectomy），Epi-LASIK）が適応であると診断の
後，特段の合併症なく施術され，かつ，オートレフラ
クトメータ（以下  オートレフ）計測で術前の乱視軸
が 0±15°であった症例を抽出の出発点とした。更に
術後 3 カ月での乱視度数 （C）が−1 diopter （以下  D）
となった症例のなかから連続的に抽出された術後直乱
視（軸 0±15°）171 眼と術後倒乱視（軸 90±15°）124
眼の 2 群を対象とし，遠見裸眼視力を比較した。直・
倒乱視群の年齢（平均，95％信頼区間（以下 95％
CI）） はそれぞれ （32.8, 31.8～33.8）， （30.5, 29.4～31.7） 

であり，統計的有意差があった（p＝0.0033）。直・倒
乱視群の屈折矯正量の等価球面度 （以下 SE） （平均，

95％ CI） はそれぞれ （−5.41, −5.74～−5.08）， （−5.72, 

−6.11～−5.33） であり，統計的有意差はなかった
（p ＝0.2308）。対象の選定条件は上記の項目だけに限
定した。本研究は，上記のような“明確に定義された
選定条件”の下で行った比較研究である。

屈折測定にはオートレフ（ARK-530A，Nidek 社）
を用い，視力測定は 5m 用ランドルト環小数視力表に
よって測定した後，対数視力（logMAR）に換算し
た。統計分析では，平均値差の検定（対応のない両側
t 検定；有意水準 p＝0.05），95％ CI，回帰式算出の
すべてを，Excel 2003（Microsoft 社）を用いて行っ
た。
　 1）�散布図による遠見裸眼視力の比較と，両群の

最適SEの推定
全症例は術後 3 カ月時点で遠見裸眼視力とオート

レフによる術後屈折度の測定を行った。術後の遠見裸
眼視力と SE との関係について概観する目的で，横軸
を術後の SE，縦軸を遠見裸眼での logMAR とした散
布図上に 2 群をプロットした。

次に，SE 変化による logMAR の動向を把握する目
的で，上記と同じ座標平面上で SE 幅 0.5 D の階層内
平均 logMAR を図示した。同時に，各階層の標本数
で重み付した階層平均値の回帰曲線（二次式）を重ね
て表示した。なお，両群の生データを用いて求めた回
帰式を別途算出した。この回帰式を用いて，最良の
遠見裸眼視力となる SE（すなわち最適 SE）を推定
した。

次に，SE を一定幅に固定したときの logMAR の頻
度分布を定性的に把握する目的で，SE 変動範囲内を
幅 0.5 D で多数の階層切片に区切り，すべての階層内
で logMAR 頻度分布を描いた。そのうちの二つ（SE

幅：−0.5～−0.25, ＋0.25～＋0.5）を代表例として図
示した。

次に，両乱視群から裸眼視力良好（VA≧1.5）で
あった亜群を抽出し，その両亜群で SE 平均値の比較
と平均値差の検定を行った。
　 2）�共通 SE抽出範囲での 2亜群間遠見裸眼

logMAR平均値差の検定
当初の対象 2 群から，共通の抽出範囲（SE＝0±

0.75 D）となる亜群（直乱視亜群 111 眼，倒乱視亜
群 102 眼）の間で logMAR 平均値差の検定を行った。
また，この 2 亜群を構成する標本の SE 特性を把握す
る目的で，標本 SE の頻度分布を図示した。
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　 3）�異なる SE抽出範囲の 2亜群間遠見裸眼
logMAR平均値差の検定

次に，上記とは別の標本抽出条件で亜群を作り比較
した。抽出 SE 条件は，直乱視群では（SE＝−0.25±
0.50 D），倒乱視では（SE ＝＋0.25±0.50 D）とし
た。この 2 亜群についても上記 2）の比較と同様に処
理した。
4 ）光線追跡法による網膜像シミュレーション
直・倒乱視眼の網膜像に，SE・瞼裂幅・視標位置

が与える影響を，光線追跡を用いてシミュレーション
し， 描 画 し た。 光 学 設 計 ソ フ ト ウ ェ ア は Zemax 

（Zemax Development Corporation 社）を用いた。
モデル眼（正視）の基本形状は Gullstrand 模型眼

を出発点とし，以下の修飾を加えた。すなわち，角膜
前面 Conic 定数として臨床経験値を用い，また，正
常若年者の眼球高次収差が非常に小さいという経験的
事実から，水晶体前後面非球面性・水晶体後面曲率半
径を波面収差最少となるように最適化し，固定した。
具体的数値は以下のとおりである。角膜前面の曲率半
径（R）＝7.7mm，Conic 定数＝−0.300，角膜中心厚＝
0.5mm， 角 膜 後 面 R＝6.8mm，Conic 定 数＝0.000，
角膜後面・瞳孔間＝3.0mm，実瞳孔径＝3.0mm，瞳
孔・水晶体前面間＝0.1mm，水晶体前面 R＝10.0mm，
Conic 定数＝−2.815，水晶体厚＝ 3.6mm，水晶体後面
R ＝5.620mm，Conic 定数＝−3.373，水晶体後面・網

膜間＝17.0mm，角膜屈折率＝1.376，前房水および硝
子体屈折率＝1.336，水晶体均等屈折率＝1.386，とし
た。瞼裂をモデルするため，角膜前方＝1.0 mm に長
方形絞り （水平＝7.0 mm，垂直＝7.0 or 1.3 mm） を置
い た。 角 膜 前 方 ＝0.5 mm に 置 い た 薄 板 ガ ラ ス

（BK7，厚さ＝0.2 mm）の前面に球面度数 （以下 S） 

を後面に Toroidal 面を与え，屈折異常（S 面と C＝
−1.0）を付加・調整した。視標提示位置の調整目的
で，ガラス板の更に前方＝0.3 mm に Paraxial 面を置
き，視標位置に相当する焦点距離を付与した。提示す
る視標は，ランドルト環視標で視力 0.3 相当の大きさ
の文字 （F） とした。
（1）無限遠方視標に対する網膜像
（−1.0 D）の直・倒乱視において，無限遠方視標に

対して SE を変化させた場合の網膜像を描画した。屈
折が S＝0 D，SE＝0 D については両群において描
き，更に直乱視では SE ＝−0.375 D，倒乱視では SE ＝ 

＋0.375 D における網膜像を追加した。像は，瞼裂開
大（7.0 mm）と狭小（1.3 mm）の場合について描画
した。
（2）接近視標に対する網膜像
屈折異常（S, C, 軸）を直乱視は（0, −1.0, 0），倒

乱視では（0, −1, 90）と固定した上で，視標提示位
置を変化させた場合の網膜像を描画した。提示位置は
8.0～0.67 m の間で変化させた。像は，瞼裂開大（7.0 

図 1  術後等価球面度数 vs 遠見裸眼対数視力（logMAR）
散布図

  同数値をもつ複数の標本があるとグラフ上で重なり，
単独の標本と区別できない。区別可能にする目的で
各プロットには小さな揺らぎをつけて表現した。直
乱視・倒乱視の 2 群の分布はほぼ重なり，分離は容
易でない。全体に右下がりの傾向がみられる。

 ：直乱視，○：倒乱視

図 2  術後等価球面度の階層 vs 階層内平均遠見裸眼対数視
力（logMAR）散布図

  図は，等価球面度 （SE） の階層巾 0.5D ごとの階層内
平均 logMAR を示す。直乱視は SE＝−0.4D，倒乱視
は SE＝＋0.75D 付近で最大遠見裸眼視力が得られ
た。

 ：直乱視，○：倒乱視，
 ————：多項式（倒乱視），— — — — —：多項式（直乱視）
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mm）と狭小（1.3 mm）の場合について描画した。

3.  結 果

　 1）�散布図による遠見裸眼視力の比較と，両群の
最適SEの推定�

SE vs logMAR 散布図（図 1）上で，直乱視・倒乱
視群の分布はおおむね重なっており分離困難であっ
た。全体に右下がりの傾向がみられる。大まかにいう
と，右下 SE ＝ 0 のあたりに視力の良い標本が集合し
ているようにみえる。SE （＋） 側では，標本の分布が
欠けている。

次に，SE vs SE 階層内平均 logMAR の散布図（図
2）で回帰曲線をみると，直乱視ではおよそ SE＝
−0.4 D，倒乱視では SE＝＋0.75 D 付近で最大遠見
裸眼視力となった。両群の生データを用いて算出する
と，回帰曲線およびそれから算出した最適 SE 推定値
は以下のようになった。

直乱視群 logMAR＝0.0762 （SE＋0.376）2−0.1664，
倒乱視群 logMAR＝0.0252 （SE−1.083）2−0.1914，
直・倒乱視群の最適 SE 推定値はそれぞれ−0.376 D， 

＋1.083D であった。
次に，SE を（−0.25～−0.5）D に固定した SE 階

層内での裸眼視力出現頻度分布（図 3）をみると，倒
乱視よりも直乱視の方で裸眼視力の良いものがやや多
いという大まかな傾向がみられた。しかし，SE を

（＋0.25～＋0.5） D に固定した階層内では，逆に直乱
視よりも倒乱視の方で裸眼視力の良いものが多い傾向

がみられた（図 4）。
次に，両乱視群から裸眼視力良好（VA≧1.5）で

あった亜群を抽出し，その両亜群で SE 平均値の比較
と平均値差の検定を行った。直乱視・倒乱視亜群の
SE（平均，95％ CI，標本数）はそれぞれ（−0.578, 

−0.677～−0.479, 103），（−0.298, −0.418～−0.178, 

73）であり，SE の平均値間に統計的有意差を認めた
（p ＝ 0.000534）。すなわち，“裸眼視力良好である症
例の平均 SE”は，倒乱視亜群では直乱視亜群に比べ

図 3  等価球面度（−0.25～−0.5） D の階層内における遠
見裸眼視力の出現頻度分布

  直乱視群の分布の山は倒乱視の山より少し左に偏っ
ていた。すなわち，倒乱視に比べ直乱視の方で裸眼
視力の良いものがやや多かった。

 — — — — — —：直乱視 （n＝63），——○——：倒乱視 （n＝63）

図 4  等価球面度 （＋0.25～＋0.5） D の階層内における遠
見裸眼視力の出現頻度分布

  図 3 とは逆に，倒乱視群の分布の山が直乱視の山よ
り少し左に偏っていた。すなわち，直乱視に比べ倒
乱視の方で裸眼視力の良いものがやや多かった。

 — — — — — —：直乱視 （n＝12），——○——：倒乱視 （n＝13）

図 5  共通 SE 範囲で抽出した 2 乱視亜群の標本等価球面
の頻度分布

  両亜群は等価球面度 （SE）＝0±0.75 D の範囲で切り
取り抽出されたものであるが，抽出 SE 範囲内での
標本分布は均等でなく，両者ともに明らかに近視側
に偏っていた。

 — — — — — —：直乱視，——○——：倒乱視
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有意に （＋） 側にずれていた。
　 2）�共通 SE抽出範囲での 2亜群間遠見裸眼

logMAR平均値差の検定
SE＝0±0.75 D となる 2 亜群の logMAR の（平均値，

95％ CI，標本数） は，直・倒乱視でそれぞれ， （−0.150, 

−0.169～−0.130, 111）， （−0.142, −0.160～−0.124, 

102）であり，平均値に統計的有意差を認めなかった
（p＝0.5593）。両亜群の標本の SE がどのような範囲
に分布しているかを，標本 SE の頻度分布（図 5）か
らみると，両亜群ともに SE が近視側に偏って分布し
ていた。この抽出範囲での直・倒乱視亜群の SE の

（ 平 均，95 ％ CI， 標 本 数 ） は そ れ ぞ れ（−0.369, 

−0.438～−0.300, 111），（−0.233, −0.315～−0.151, 

102）であり，平均値に統計的有意差があった（p ＝ 

0.0128）。
　 3）�異なる SE抽出範囲での 2亜群間遠見裸眼

logMAR平均値差の検定
SE 抽出範囲を，直・倒乱視それぞれ（SE＝−0.25

±0.50 D），（SE＝ ＋0.25±0.50 D）とした亜群での
logMAR の（平均値，95％ CI，標本数）は，直・倒

乱 視 で そ れ ぞ れ（−0.152, −0.170～−0.133, 106），
（−0.168, −0.190～−0.146, 60）であり，平均値に統
計的有意差がなかった（p＝0.2938）。
4 ）光線追跡法による網膜像シミュレーション

（1）無限遠方視標に対する網膜像
視標位置を無限大に固定した場合の直・倒乱視（C ＝

−1.0 D）に関して，SE と瞼裂幅の変化に伴う網膜像
の変化を（図 6）に描画した。S＝0 では両乱視でぼ
やけの方向が違うが，像の質そのものは同等に見え
る。SE＝0 では，両乱視ともに比較的像質が改善し
ている。瞼裂を狭小化すると両乱視ともに像質が大き
く改善するが，像質が改善する上で必要な SE は，
直・倒乱視間で異なる。
（2）接近視標に対する網膜像
屈折異常（S，C，軸）を（0, −1.0, 0 または 90）

に固定した直・倒乱視において，視標位置が接近する
ときの網膜像を（図 7）に描画した。瞼裂幅の自由を
許す場合には，屈折異常 SE に相当する視標位置

（2 m）を境として遠方では直乱視，近方では倒乱視
の網膜像が優れてみえる。

4.  考 按

まず比較作業の一般的原則について考察する。直乱
視と倒乱視の裸眼視力を比較する作業はかなり複雑な
作業である。これはちょうど二つの山の高さを比較す
る問題に類似し，山の頂上同士を比較しなければ無意
味である。また，同じ大きさの乱視（直乱視・倒乱

図 6  球面度変化と瞼裂幅変化とに伴う乱視網膜像のシミュ
レーション

  光線追跡法を用いた遠見視標の網膜像シミュレー
ションである。瞼裂開大かつ球面度 （S）＝ 0 のとき，
直乱視では縦方向ボヤケと水平方向にはピントの
合った像が生じ，倒乱視ではボヤケ方向が 90°回転
しているほかは直乱視と同様である。瞼裂開大かつ
等価球面度 （SE）＝ 0 のとき，直・倒乱視ともにボヤ
ケが縦横均等化して像質が改善し，両乱視で同等な
網膜像を得る。瞼裂幅を眼瞼ピンホール効果が最大
になるように縮小し，かつ最適 SE にすると，両乱
視ともに大幅に像質が改善し，両者ほぼ同等の解像
を示す。

  乱視（− 1D）のシミュレーション条件：F 文字視
標大きさ＝VA 0.3 のランドルト環相当，視標位置＝
∞，瞳孔径＝3mm，瞼裂幅小＝1.3mm，遠見裸眼視
力最適 SE 絶対値＝0.375D（倒：＋，直：−）とし
た。

直乱視
屈折異常

（0, -1, 0°）

図 7 視標接近に伴う乱視網膜像のシミュレーション
  屈折異常（S，C，軸）を（0, −1, 0 or 90°）に固定

した直・倒乱視眼において，視標位置が接近してく
るときの網膜像シミュレーションである。眼瞼ピン
ホール効果を利用する場合，この眼に最小錯乱円を
与える視標位置（2 m）を境として遠方では直乱視が，
逆に近方では倒乱視の方が優れた網膜像を与える。

  シミュレーション条件：乱視度数 C ＝−1D，F 文字
視標大きさ＝ランドルト環（VA 0.3）視標相当，瞳
孔径＝ 3mm

最小錯乱円からの相対的
網膜位置ズレ（相当SE）

視標位置（m）

瞼裂開大

瞼裂1.3mm

直乱視
屈折異常

（0, -1, 0°）

瞼裂開大

瞼裂1.3mm

倒乱視
屈折異常

（0, -1, 90°）

 −0.375 0 ＋0.375 ＋1.0
 8.0 2.0 1.14 0.67
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視）群間での比較であるべきことは当然である。とこ
ろで同じ大きさの乱視群を構成する要素（症例）の S

（言い換えれば SE）に制限はなく，かつ，その症例の
裸眼視力はその SE に大きく依存して変化する。した
がって，直乱視と倒乱視の裸眼視力を比較するために
は，両群で最良裸眼視力を与える SE 領域（すなわち
最適 SE）を個別に探す作業と，その最適 SE 領域内
で各群の視力を計測する作業との両方が必要となる。
現実データに基づいて最適 SE を探すわけであるか
ら，通常は（ほかに理由がなければ），データに fit さ
せた回帰曲線を用いて頂点位置を推定することにな
る。この推定誤差は，比較結果に大きく影響するので
重要な点である。

本研究で得られた回帰曲線では，直乱視群は頂点が
標本抽出範囲にあり，問題はないと考えられるが，倒
乱視群の頂点位置が SE 抽出範囲の外にあり，この点
を頂点とみなすことは，今回のデータ分析上は不適切
である。回帰式から求めた頂点に最も近いところの抽
出範囲境界が今回のデータからみた頂点位置であると
みなすべきである。すなわち，直乱視群の回帰式の頂
点は SE＝−0.376D，倒乱視群の頂点は抽出範囲の 

（＋） 側境界値：SE ＝＋0.75 D という計算結果にな
る。これを含んで両群に平等な比較亜群抽出範囲を設
定することが求められる。これを決定するのは判断が
難しい作業であるが，本研究の一つ目の比較では，両
群の頂点を含んだ共通の抽出範囲として，SE＝0±
0.75 D と設定した。この範囲で抽出された両亜群の
標本 SE の性質を確認するため，図 5 により SE 分布
状態をみたものである。比較に用いた直乱視亜群の SE

平均は−0.369D であり，ほぼ完全に回帰式の頂点と一
致している。他方，倒乱視亜群の SE 平均は−0.233D

であり，回帰曲線から求めた頂点予測値の＋0.75D と
は大きくずれていたといえる。

本研究で発見された新たな現象について考察する。
本研究で得られた結果（図 1～4）をみると，直・倒
乱視群間で最良遠見裸眼視力を与える最適 SE が異な
る現象があるようにみえる。この“最適な SE が違
う”という現象は，以下の間接的な比較検定により支
持される。直・倒乱視の両群で，遠見裸眼視力良好で
あった（VA≧1.5）亜群を抽出し，その亜群の SE に
ついて平均値の差の検定を行った。直・倒乱視亜群の
SE（平均，95％ CI，標本数）はそれぞれ（−0.578, 

−0.677～−0.479, 103），（−0.298, −0.418～−0.178, 

73）であり，SE の平均値間に統計的有意差を認めた

（p＝0.000534）。すなわち，“遠見裸眼視力良好であ
る症例の平均 SE”は，倒乱視亜群では直乱視亜群に
比べ有意に （＋） 側にずれていた。この現象に関して
以下のような仮説を立て，説明を試みる。なお，ここ
では調節力＝ 0 とみなす前提で考察する。

仮説：「乱視の軸方向により最良遠見裸眼視力を与
える SE が違う現象の原因は，瞼裂ピンホール効果に
ある。」

以下，この仮説の内容を詳しく述べる。眼光学教科
書では「乱視の遠見裸眼最高視力は，網膜が最小錯乱
円の位置（SE ＝ 0）で得られる。」と記載されてい
る7）。この眼光学的関係を，シェーマを用いて考察す
る（図 8～10）。視力測定時の原則どおり“瞼裂開大
を保つ”の条件を満たす場合には，教科書どおり，
SE ＝ 0 で最小錯乱円が得られる。他方，現実的に

“瞼裂幅は患者の自由”と条件変更した場合，最良遠
見裸眼視力を与える SE は，“瞼裂によるピンホール
効果”により移動することが推測される。ここで考え
ている瞼裂は，「大きく開瞼努力をした状況での眼瞼」
ではなく，能動的に瞼裂を狭めた状況を想定している

（眼を細める，瞬目するなど）。したがってすべての年
齢・瞳孔径で考え得る効果である。瞳孔が大きい場合
には，ピンホール効果が大きいと期待できる。ピン
ホール効果は瞳孔径 1.0～1.3mm くらいまでが限界
で，それ以下では回折現象のためむしろ網膜像質の低
下することが知られている。明所瞳孔径を 2.0mm と
小さめに仮定するとき，絞り寸法が約半減するまで
は，瞼裂幅の減少に伴って垂直方向のピンホール効果
が増大すると期待できる。遠見視標に関して，垂直方
向の改善と同じだけ水平方向のボケ幅を低減できる網
膜位置は，最小錯乱円位置から縦焦線に向かって半分
近づいた位置である（図 8～10 参照）。“ここに網膜

図 8  網膜への結像シェーマ（直乱視）
  乱視眼では，遠方点光源が一点に結像せず，2 つの

焦線を作る結像位置がある。2 焦線間距離は乱視度
数に比例する。両者の中間位置で最小錯乱円を作る。
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図 9  直乱視眼での焦線付近における結像のシェーマ
  直乱視では水平焦線が眼球の前方に，縦焦線が後方

にできる。球面度が 0 の眼では網膜が縦焦線の位置
にある。等価球面度（SE）が 0 の眼では網膜は 2 本の
焦線の中央にあり，瞼裂開大のとき，この位置で最
良遠見裸眼視力を得る。瞼裂幅を狭め，眼瞼ピンホー
ル効果を利用する場合，垂直ボケ幅縮小に見合う水
平ボケ幅を与える網膜位置は縦焦線に近づき，SE ＝
0 の位置からみて−|C/4| から−|C/2| だけ近視側の屈
折状態において最良遠見裸眼視力を得る（C は乱視
度数）。

図 10  倒乱視眼での焦線付近における結像のシェーマ
  倒乱視では縦焦線が眼球の前方に，水平焦線が後方

にできる。瞼裂幅を狭め，眼瞼ピンホール効果を利
用する場合，垂直ボケ幅縮小に見合う水平ボケ幅を
与える網膜位置は縦焦線に近づき，最小錯乱円を与
える等価球面度 （SE）＝ 0 の位置よりも +|C/4| から
+|C/2| だけ遠視側の屈折状態において，最良遠見裸
眼視力を得る（C は乱視度数）。

がある状態”は，眼球屈折値で表現すると“SE ＝ 0
の屈折からみて，|C/4| だけ屈折の SE がずれた状態”
に該当する。瞳孔が大きい場合，更に大きな“垂直ボ
ヤケ縮小効果”が期待でき，それに相当して水平方向
ボケ縮小が釣り合うのは，|C/4| よりもっと大きく
|C/2| に近い分量だけ最小錯乱円から縦焦線に向かっ
て近づいたところに網膜がある場合である。すなわ
ち，瞼裂幅自由を許すとき，遠見裸眼視力が最良とな
る屈折状態（すなわち SE）は直乱視では−|C/4| と
−|C/2| の間，倒乱視では +|C/4| と +|C/2| の間である。
この最良遠見裸眼視力を与える最適 SE の 0 からのシ
フト幅は，C に比例する。また，2 本の焦線間にある
錯乱円の最大径は，瞳孔が同じなら C に比例して決
定され，乱視軸方向による差はない。この錯乱円の最
大径は，2 焦線が近づき一致するとき，すなわち C＝
0 で最小となる。

ここまでの考察では，視標位置が無限遠であると仮
定していたが，次に視標が接近してくる場合を検討す
る。この場合の網膜への結像の仕方は，（図 9, 10）に
おいて網膜が前方に移動したときと等価になる。視標
が近づき，それに伴って網膜の相対的位置が 2 本の
焦線の中央よりも前方になると，倒乱視においては垂
直方向ブレ優勢，直乱視では水平方向ブレ優勢のボケ

像となる。したがって，瞼裂幅変化を許すとき，S ＝
0 の眼においての中間～近方の視標に対する裸眼視力
は，倒乱視の方が直乱視に比べ明らかに有利となる。
これは眼内レンズ挿入眼の偽調節機序の一部をも説明
すると考えられる。

以上の変化が“瞼裂幅を自由にする”という現実生
活に近い視力測定条件への変更により発生すると推論
できる。ここで，理解を助けるために，上記の瞼裂ピ
ンホール効果を考慮した網膜像シミュレーションを

（図 6,  7）に描画した。
次に，統計的有意差と臨床的有意差の範疇の違いに

ついて考察する。統計学における帰無仮説の検定で
は，「有意差なし」の場合「確率的にみて，差がある
とはいえない」という形で結論を出す。その意味する
内容には，「本質的差があるが，検出できなかった」
場合と「本質的差がないというべき」場合とがある
が，この両者の“違い”に関しては，統計学が区別・
判断できない範疇の問題である。更にいえば，「どの
ように些細な無意味な違い」でも，標本数さえ多くす
れば必ず，両群の平均値間に統計学は自動的に有意差
を検出する。したがって眼科臨床的にみて，観測され
た差がどの程度の重要性・意味をもつか，別途，考え
る必要がある。
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本 研 究 に お い て， 共 通 SE 抽 出 領 域（SE＝0±
0.75D）で抽出した直・倒乱視亜群の平均 logMAR

間で，「統計学的にみたとき，有意差があるとはいえ
ない」と判定された。眼科臨床的にみたとき，小数視
力 1.2 が 1.5 に 1 段階（視力差＝ 0.30）変化するとき
には，“意味のある差がある”とみなしてよいと考え
る。一方，この両亜群の平均裸眼視力は小数視力換算
で直乱視（1.411），倒乱視（1.386）であり，両者の
差は（0.025），すなわち 1/10 段階未満の差でしかな
い。これは，臨床上無意味な差といえる。すなわち，
平均裸眼視力は眼科臨床上「同じであった」というべ
きである。

ここで標本抽出範囲設定の妥当性について考察す
る。本研究において，共通 SE 抽出範囲での 2 群比較
では，微々たる差ではあるが直乱視の方で裸眼視力が
良かった。この原因を検討するために，共通 SE 抽出
範囲で切り取られた両亜群の SE 頻度分布をみる（図
5）。この両亜群は，広い SE 分布範囲からやや狭い共
通 SE 範囲（SE＝0±0.75 D）で切り取り抽出したも
のではあるが，それにもかかわらず両亜群ともに SE

が近視側に偏って分布していた。この（SE＝0±
0.75D）とした抽出範囲が本当に最良といえるか否か
には疑問の余地がある。この抽出範囲は，たまたま今
回得られた“SE vs logMAR 散布図”の回帰曲線を根
拠として算出された頂点予測に基づいて決定された
が，その頂点位置の推定誤差および抽出範囲巾設定の
不適切さが重要な影響をもっていた可能性がある。

上記とは異なる SE 抽出範囲の設定が可能である。
以下では，この研究の上記考察のなかで提唱した仮説
に基づいて理論計算により頂点位置を予測して裸眼視
力比較検定をやり直し，前記“回帰式による SE 抽出
範囲決定方法”と比較した。すなわち，“仮説に基づ
いた最良遠見裸眼視力を与える SE の予測値”を中心
に，狭い SE 範囲で標本抽出し，2 群間で遠見裸眼
logMAR 平均値の差の検定を行った。対象の乱視度
数は（C ＝−1.0 D）であり，|C/4| ＝ 0.25 D，抽出範
囲の幅を±0.5 D と設定した。したがって，直乱視群
抽出 SE 範囲（−0.75～＋0.25D），倒乱視群抽出 SE

範囲（−0.25～＋0.75D）と，抽出 SE 範囲が群間で
違っている。この場合における結果は，直・倒乱視群
の遠見裸眼視力小数視力換算値（平均値，95％ CI，
標 本 数 ） が そ れ ぞ れ（1.418, 1.359～1.480, 106），

（1.471, 1.398～1.547, 60）であった。すなわち，両群

とも通抽出 SE 範囲（SE＝0±0.75D）における裸眼
視力平均値（直乱視亜群；1.411，倒乱視群；1.386）
に比べ，仮説にしたがって決めた比較条件の方が両群
ともに平均視力は更に良好であった。このことは，回
帰曲線を用いた頂点推定値よりも，上記仮説に基づい
て計算で予測した頂点位置の方がもっと正確に頂点を
示していたことを意味する。後者の比較結果では，倒
乱視群の方でむしろ平均視力が良好であったが，検定
の結果では，平均値間に統計的有意差を認めなかった

（p＝0.2938）。また，眼科臨床的視点からも，この両
亜群間で遠見裸眼視力平均値には意味のある差がみら
れなかった（小数視力表 1.2～1.5 間での差＝ 0.053，
すなわち 2/10 段階未満の差）。

以上の考察を総合して，次のように結論できる。
　 1 ）屈折矯正術後に直乱視であった群と術後の倒
乱視化群との間で，最良到達可能遠見裸眼視力は同じ
である。

すなわち，術後倒乱視化が，術後直乱視に比べ，よ
り強く裸眼視力に悪影響を与えることはない。
　 2 ）したがって，乱視屈折矯正術では，半数の症
例で乱視過矯正となることを許して乱視完全矯正を目
標とするとき，“術後の最良到達可能遠見裸眼視力”
の平均値を最良にする。
　 3 ）乱視眼では，最良遠見裸眼視力を与える SE

（すなわち最適 SE）が直・倒乱視間で異なる。
現実生活場面に近似させ，“瞼裂幅は自然に任す”

とした条件下の遠見裸眼視力に関しては，「直乱視で
は−|C/4| と−|C/2| の間，倒乱視では +|C/4| と +|C/2|

の間に最適 SE がある」と予測される。
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原　　著

年代別分光視感効率に基づくWCAG�2.0 輝度
コントラスト比達成基準の評価
藤 田 徹 也1）， 中 嶋 芳 雄2）, 高 松 　 衛2）

1）富山大学芸術文化学部，2）富山大学大学院理工学研究科

Evaluation of WCAG 2.0 Success Criteria on Luminance 
Contrast Ratio, Based on Age-Related Spectral Efficacy
Tetsuya Fujita1), Yoshio Nakashima2) and Mamoru Takamatsu2)

1) Faculty of Art and Design, University of Toyama
2) Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama

Web Content Accessibility Guidelines（WCAG）2.0輝度コントラスト比の達成基準を評価するため，
World Wide Web（Web）セーフカラーの分光放射輝度を測定し，日本工業規格（JIS）の年代別分光視感
効率より年代別輝度を計算した。理論値との輝度比は，加齢により緑・青系統の hue, saturation, value
（HSV）色相領域では減少することが明らかとなり，とくに 50歳代以降において青（HSV色相 240°）近
傍における低下が顕著であった。また黒に対する年代別輝度コントラスト比を求めた結果，輝度コントラス
ト比増減率の分布は加齢により分散傾向を示し，70歳代では 140色中 47色が 10％以上の減少率となった。
WCAG 2.0は加齢による感度低下を考慮した場合でも，適合条件が変化する色が少ないことから，適切な輝
度コントラスト比を確保している。ただし，青近傍の領域の色を使用する場合は，輝度コントラストの減少
に注意が必要である。また高齢者および低視力者に対して情報提示を行う場合は，黒に対してHSV輝度 204
以上の色の使用が適切であることが明らかとなった。 （視覚の科学　32: 67−74，2011）
キーワード：年代別分光視感効率 ,�WCAG�2.0,�輝度コントラスト比，�Web セーフカラー , カラー・ユニバーサルデザイン

To evaluate Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 success criteria on luminance 
contrast ratio, we measured the spectral radiance for web-safe colors and calculated age-related 
relative luminance and contrast based on age-related spectral luminous efficacy as defined by the 
Japanese Industrial Standards.  As a result,  luminance ratio reduction by aging was observed in the 
bluish and greenish hue, saturation, value (HSV) hue region, especially among people in their 50s 
and older in the bluish region (HSV hue 240 degrees).   Also, by calculating the age-related luminance 
contrast ratio against black, the incremental ratio of luminance contrast dispersed by aging, with 47 out 
of 140 colors showing 10% or more decremental ratio in their 70s.  Considering the effect of aging, the 
WCAG 2.0 success criteria are mostly suitable for web-safe colors, as there were only a few colors that 
changed eligibility for WCAG 2.0, while we must be careful using colors in the blue region, due to the 
decrease in luminance contrast ratio.  It is also recommended that we use colors with HSV value of 204 
or more against a black background when presenting visual information to aged persons.  
 (Jpn J Vis Sci  32: 67-74, 2011)
Key Words :  Age-related spectral luminous efficacy,  WCAG 2.0,  Luminance contrast ratio,  Web-safe colors,  

Color universal design
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1.  緒 言

World Wide Web（以下  Web）はインターネット上
で提供されるハイパーテキスト型の情報サービスであ
り，その名称はハイパーテキスト間のリンクが形成す
る複雑ネットワークがクモの巣状であることに由来し
ている。Web のデータを閲覧する Web ブラウザは，
今日ではアプリケーション・インタフェースとして広
く利用されており，携帯端末などの多くのデバイスに
も搭載されている。一方，高齢社会の到来を迎え，高
齢者・色覚障害者などに配慮した配色や色彩設計がカ
ラー・ユニバーサルデザインとして注目されている。
Web の分野におけるカラー・ユニバーサルデザインの
規 格 と し て，2008 年 に Web Content Accessibility 

Guidelines （以下  WCAG） 2.0（http://www.w3.org/TR/

WCAG20/） が Web の 標 準 化 団 体 World Wide Web 

Consortium（W3C）によって策定されている。
WCAG 2.0 において，背景色と文字色などとの輝

度コントラスト比は，使用色のなかで暗い方の色に対
する明るい方の色の相対輝度の比として定義されてい
る。各色の相対輝度は standard RGB（以下  sRGB）
色空間1）で定義され，この値は CIE（Commission 

Internationale de ĺ Eclairage） 1931 XYZ 表色系の輝
度に比例している。すなわち，sRGB 色空間内で階調
値（r，g，b）をもつ色の相対輝度 LWCAG は，r，g，b

＞10 の場合，式（1）のとおりである。

　LWCAG ＝ 0.2126R ＋ 0.7152G ＋ 0.0722B

R＝ 

r
＋0.055

 

2.4

G＝ 

g
＋0.055

 

2.4

255 255
1.055 1.055

B＝ 

b
＋0.055

 

2.4

…… （1）255
1.055

WCAG 2.0 達成基準 1.4.3 および 1.4.6 （以下 SC 

1.4.3，1.4.6）では，標準規格のクラス AA では 4.5
以上，より厳しいクラス AAA では 7 以上の輝度コン
トラスト比を要求している。この値は ISO-9241-32）

で許容されている輝度コントラスト比 3：1 に，加齢
に伴う視力低下による影響を係数とする乗算によって
定められている。クラス AA の係数 4.5/3＝1.5 は，
80 歳前後の標準的な視力 20/40 に対応し，クラス
AAA の係数 7/3≒2.33 は，20/80 程度まで視力の低
下した利用者に対応するコントラスト比低下率となっ

ている3） （http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-

WCAG20/）。しかし，輝度コントラスト比の計算で
は，色度の違いを考慮せず同一の計算式を適用してい
る。高齢者の視覚特性として，とくに短波長側で顕著
な水晶体の分光透過率の低下がみられることか
ら4，5），規格上は WCAG 2.0 SC 1.4.3，1.4.6 を満た
すものの，実際には高齢者に対し不適切である配色が
存在する可能性がある。

高齢者視環境下における輝度コントラスト比の評価
に関する研究として，次のようなものがある。齊藤
ら6）は，Web ブラウザの標準リンク色と背景色の視
認性を，若年者と高齢者に対して応答実験を実施する
ことにより評価し，標準リンク色に対する適切な背景
色の色度について検討している。また岡嶋ら7）は，
若年者と高齢者のコントラスト弁別特性を測定・比較
することによって高齢者の見えを良好にシミュレート
することを可能にしている。このように，高齢者の視
覚特性に適合した配色および輝度コントラストに関し
ては一定の知見が得られていると考えられるが，
WCAG 2.0 およびその色度依存性との関連に言及し
ている文献は極めて少ないのが現状である。

加齢による分光視感効率の低下については，2004
年に制定された高齢者・障害者配慮設計指針の一つで
ある日本工業規格（Japanese Industrial Standards  以下 

JIS） S 00318）に 10～70 歳代までの年代別分光視感効
率として定量化されている。したがって，ディスプレ
イ装置上の呈示光の分光放射輝度を個別に測定するこ
とにより，そのディスプレイ上の加齢による生理学的
輝度コントラストの変化を計算することが可能であ
る。そこで本研究では，液晶ディスプレイ（liquid 

crystal display  以下 LCD）上の Web セーフカラー各
色（216 色）の分光放射輝度を測定し，年代別分光視
感効率に基づいて輝度コントラスト比を算出し，
WCAG に よ る 理 論 値 と 比 較 す る こ と に よ っ て，
WCAG 2.0 SC 1.4.3，1.4.6 で定められた輝度コント
ラスト比達成基準適合色の妥当性を評価する。

2.  方 法

本研究では，年代別輝度コントラスト比を計算する
ための分光放射輝度測定の対象として，216 色の
Web セーフカラーを使用する。Web セーフカラーは
sRGB 各 256 階調中 51 の倍数である色の集合で，
sRGB 色空間全体をカバーしており，OS（operating 

system）やハードウェアなどの閲覧環境への依存性が
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少ない。なお本稿では，Web セーフカラーの階調値
を，# 記号の後に続けて R, G, B の順に 1 桁の 16 進
数であらわす。すなわち階調値 51，102，153，204，
255 を 16 進表記すると 3316，6616，9916，cc16，ff16 と
なるため，これを省略して 3，6，9，c，f とし，例え
ば R＝255，G＝0，B＝0 の階調値をもつ赤色光を
#f00 と表記する。

使用機器および測定条件を表 1 に示す。LCD は
sRGB に準拠してあらかじめ較正した。測定で使用す
る分光放射輝度計は，1nm 間隔での測定が可能であ
る。測定した分光放射輝度のデータ例を図 1 に示す。
このグラフは横軸に波長，縦軸に分光放射輝度をと
り，最高輝度の白色（#fff）について測定したもので
ある。測定は暗室内にて実施し，すべての色について
5 回実施し，平均値を採用した。

測定された分光放射輝度から，正規化された年代別
相対輝度を導出する方法は以下のとおりである。ま
ず，年代別相対輝度 L（a）を計算する。L（a）は，式 （2） 

に示したように，計測光の分光放射輝度 Sr（λ） と年代
別分光視感効率 V（a）（λ） との積和である。なお，a は
年代を示すパラメータであり，積和の範囲は JIS S 

0031 で定められている 400～700nm である。

　L（a）＝
700

Σ
400

Sr（λ）V（a）（λ）  ……（2）

V（a）（λ） は JIS S 0031 付表 1 において，10～70 歳
代までの値が示されており，λ＝ 555nm における値
を 1 として正規化されている。このうち，40～70 歳
代までの V（a）（λ） を図 2 の片対数グラフに示す。加齢
に伴い，とくに短波長側で分光視感効率が低下してい
ることがわかる。次に白色（#fff）および標準分光視
感効率 V（λ） による正規化を行う。正規化された年代
別相対輝度 LN（a） を，標準分光視感効率下の白色

（#fff）の相対輝度 Lw（std）に対する L（a）の比として定
義する。なお，V（λ） はλ＝ 555nm における値を 1
として，各 V（a）（λ） と対応させている。

　LN（a）＝
L（a） ……（3）

LW（std）

式 （3）のように年代別相対輝度を正規化することに
よって，WCAG 2.0 と同様の形式で輝度コントラスト
比を計算し，その結果を比較することが可能となる。

3.  結 果

分光放射輝度の測定および計算で得られた結果と，
WCAG 2.0 に基づく理論値との比較を容易にするた
め，その比 RWCAG（a）を式 （4）のとおり定義する。ここ
で LN（a）は正規化された年代別相対輝度であり，LWCAG

は WCAG 2.0 に基づく相対輝度理論値である。

　RWCAG（a）＝
LN（a） ……（4）
LWCAG

RWCAG（a）の計算結果の例として，sRGB 色空間内の

表 1　使用機器および測定条件

使用機器
モニタ NANAO 社 CG241W（sRGB 準拠）

分光放射輝度計 コニカミノルタ社　CS2000

測定条件
測定視距離 50cm

測定視覚 1°

取得データ

計測光 Web セーフカラー 216 色

分光放射輝度 380 ～ 780nm （1nm 間隔）

CIEXYZ 表色値 x, y, Y

sRGB：standard RGB（IEC61966-2-1）

図 1　分光放射輝度の測定例−白色（#fff）
図 2 日本工業規格（JIS） S 0031
 年代別分光視感効率（40～70 歳代）
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代表的な 13 色について，40～70 歳代における値を表
2 に示す。また，この 13 色の色度（CIE1931 XYZ 表
色系）および xy 色度図上における色度点を図 3 に示
す。

表 2 より，RWCAG（a）は彩度が高くなるにしたがって，
また年齢層が高くなるにしたがって，ほぼ全域で理論
値との差が増加する傾向にあることがわかる。とく
に，加齢に伴う赤色 （#f00） における増加，および青

色 （#00f） における減少が顕著であることがわかる。
RWCAG（a）の 色 相 別 分 布 を よ り 明 確 に す る た め，

sRGB 色空間を顕色系の色空間である hue（色相），
saturation（彩度），value（輝度）（以下  HSV）色空
間9）（円錐モデル）に変換し，最高彩度の色相環にお
ける分布をみる。

sRGB から HSV への変換式は式 （5） のとおりであ
る。

V ＝ max（R, G, B）
S ＝ V−min（R, G, B）

　H＝

B−R
・60＋120 G が最大のとき

G−X

R−G
・60＋240 B が最大のとき

B−X

G−B
・60＋360 R が最大で B＞G のとき

R−G

G−B
・60 R が最大で G＞B のとき

R−B
……（5）

こ こ で R, G, B は sRGB の 階 調 値 で 各 256 階 調
（0～255） であり，色相 H は 0～359°，彩度 S および
輝度 V は各 256 階調（0～255） である。また，max 

（R, G, B） は RGB 値 の 最 大 値，min （R, G, B） は
RGB 値の最小値を示す。

図 4 は LN（a）および LWCAG を，また図 5 は RWCAG（a）

を HSV 表色系の最高輝度・彩度の Web セーフカ

表 2　測定値／理論値比 RWCAG（a）の計算結果例

番号
sRGB
階調値

略称
色度（CIE 1931XYZ 表色系） 計算値／理論値比 RWCAG（a）

Y（cd/m2） x y 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

1 #fff W 295.2 0.315 0.329 0.947 0.938 0.932 0.929

2 #f00 R 65.9 0.637 0.330 1.032 1.072 1.115 1.159

3 #ff0 Y 269.4 0.424 0.500 0.933 0.932 0.932 0.934

4 #0f0 G 205.6 0.303 0.597 0.913 0.899 0.887 0.876

5 #0ff C 229.7 0.225 0.329 0.923 0.902 0.883 0.867

6 #00f B 24.2 0.147 0.069 1.020 0.921 0.837 0.766

7 #f0f M 90.8 0.326 0.164 1.039 1.045 1.055 1.071

8 #f99 − 141.3 0.415 0.329 0.988 0.995 1.003 1.015

9 #ff9 − 277.2 0.376 0.422 0.935 0.931 0.930 0.930

10 #9f9 − 233.2 0.310 0.445 0.921 0.910 0.901 0.893

11 #9ff − 249.0 0.260 0.329 0.925 0.909 0.895 0.884

12 #99f − 113.8 0.241 0.214 0.984 0.964 0.947 0.935

13 #f9f − 157.7 0.320 0.237 0.992 0.988 0.988 0.991

CIE：Commission Internationale de ĺ Eclairage 
Ｗ：白色，R：赤色，Y：黄色，G：緑色，C：シアン，B：青色，M：マゼンタ

図 3　 表 2 および表 3 の各色に対応する xy 色度点
　　   （番号および standard RGB 階調値）
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ラー30 色 （HSV 色相 12°間隔）についてプロットし
たグラフである。この 30 色のうち，代表的な 6 色の
略称および色度は表 2 に示したとおりである。各折

れ線はそれぞれ 40～70 歳代に対応している。図 5 よ
り，赤階調値が最大となる HSV 色相領域（0～60°, 
300～0°）では，RWCAG（a）はおおむね 1.0 以上となるこ
と，また，加齢に伴って順次増加し，70 歳代では最
大で 1.15 程度となることがわかる。緑階調値が最大
となる HSV 色相領域 （60～180°） では RWCAG（a）は 0.9
程度となり，加齢によるわずかな減少傾向がみられ，
70 歳代で 0.85 程度となっている。一方，青階調値が
最 大 と な る HSV 色 相 領 域 （180～300 °） で は，
RWCAG（a）は各年代間での差が大きく，とくに B（HSV

図 5  測定値／理論値比 RWCAG（a）の HSV 色相別分布（V-255）
 ——●—：40 歳代，——■—：50 歳代
 —○—：60 歳代，—□—：70 歳代

表 3　年代別輝度コントラスト比 C（a）の計算結果例

sRGB
階調値

略称
理論値
CWCAG

年代別輝度コントラスト比 CWCAG（a）

40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

#fff W 21.00 19.58 19.42 19.31 19.23

#f00 R 5.27 5.30 5.47 5.65 5.84

#ff0 Y 19.56 17.99 17.97 17.98 18.01

#0f0 G 15.31 13.81 13.62 13.45 13.30

#0ff C 16.75 15.26 14.94 14.65 14.40

#00f B 2.46 2.44 2.30 2.18 2.08

#f0f M 6.71 6.81 6.84 6.90 6.99

#f99 − 10.27 9.98 10.04 10.12 10.22

#ff9 − 20.02 18.44 18.38 18.35 18.35

#9f9 − 17.12 15.57 15.40 15.25 15.12

#9ff − 18.10 16.52 16.25 16.02 15.83

#99f − 8.35 8.09 7.95 7.83 7.74

#f9f − 11.25 10.97 10.93 10.93 10.97

図 4 LN（a）および LWCAG の HSV 色相別分布（V-255）
 ——●—：40 歳代，——■—：50 歳代
 —○—：60 歳代，—□—：70 歳代
 HSV：hue, saturation, value
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図 6  年代別輝度コントラスト比 C（a）の増加率を階級値と
する Web Content Accessibility Guidelines（WCAG）
2.0 クラス AAA およびクラス AA 適合色の度数分布

（40～70 歳代）

色相 240°）近傍において 50 歳代以降の年代における
RWCAG（a）の顕著な低下がみられ，70 歳代では 0.8 未満
となることが明らかになった。

次に，WCAG 2.0 SC 1.4.3, 1.4.6 の妥当性を検証す
るため，実測値に基づく年代別輝度コントラスト C（a）

を WCAG に準拠する形で求める。C（a）の計算式は式
（6）のとおりである。

　C（a）＝
LN ,high（a）＋0.05

……（6）
LN ,low（a）＋0.05

ここで LN, high（a）は使用色のなかで明るい方の色の，
LN, low（a）は暗い方の色の正規化された年代別輝度であ
る。本研究では Web セーフカラー216 色について，
黒 （#000） を背景とした場合の C（a）と WCAG 2.0 の理
論値 CWCAG とを比較する。ここで CWCAG は式 （6） の
LN, high（a）と LN, low（a）を，LWCAG として計算した値である。
な お， 背 景 色 と な る 黒 （#000） の LN, low（a）は 8.81× 

10−4～9.56×10−4 であり，CIE 輝度値は 0.29cd/㎡で
ある。

C（a）の計算の結果の例として，図 3 に示す sRGB 色
空間内の代表的な 13 色について，40～70 歳代におけ
る値を表 3 に示す。C（a）の値はとくに青色 （#00f） 近
傍で急激に減少している。また加齢に伴って，赤階調

値を最大とする色では増加し，緑および青階調値を最
大する色では減少していることがわかる。

C（a）の加齢による影響を明らかにするため，Web

セーフカラーのうち少なくとも SC 1.4.3 （クラス
AA）に適合する 140 色について，CWCAG に対する
C（a）の増加率の度数分布を，40～70 歳代までの各年代
別に集計したヒストグラムとして図 6 に示す。図 6
の各ヒストグラムの階級区間は 5％間隔で，右側の区
間境界値を含み，左側の区間境界値を含まない。図 6
より，C（a）の増加率分布は加齢に伴ってより分散の大
きいなだらかな分布となり，とくに 70 歳代において
は，10％を超えて増加する色が 3 色，10％以上減少
する色が 47 色と多くなっている。

これらの 3 色および 47 色を HSV 色空間（円錐モ
デル）に図 7 に表示する。図 7 の各円の円周方向は
HSV 色相，半径方向は HSV 彩度に対応しており，

（a） は HSV 輝度 V が 255（最高輝度），（b） は 204，
（c） は 153 の平面にそれぞれ対応している。これらの
平面上で黒（#000）を背景とした場合に，クラス

図 7  HSV 色空間上の WCAG 2.0 適合領域，加齢による
不適合色，および 70 歳代の年代別輝度コントラスト
比増減率±10％以上の色

 （a）：V-255 （最高輝度），（b）：V-204，（c）：V-153
 ■：クラス AAA および AA 適合領域，
 ■：クラス AA 適合領域，
 ： 年代別輝度コントラスト比増加率＋10％を超える色，
 ： 年代別輝度コントラスト比増加率−10％以上の色，
 ｎ：ｎ歳代以降，クラス AAA からクラス AA 適合
 ｎ：ｎ歳代以降，クラス AA から不適合

(a)

(b) (c)
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AAA （SC 1.4.6）に適合，すなわち CWCAG ≧ 7 とな
る色の集合を淡色の領域で示し，クラス AAA に適合
せずクラス AA （SC 1.4.3）のみに適合，すなわち 

4.5≦CWCAG ＜7 となる色の集合を濃色の領域で示す。
各小正方形は Web セーフカラーをあらわしている。
このうち，70 歳代における年代別輝度コントラスト
比増加率が +10％を超える 3 色を横線，−10％以下
である 47 色を黒の塗りつぶしで示す。＋10％を超え
る 3 色は HSV 色相 0°付近に集中する一方，−10％
以下の 47 色は HSV 色相 84～210°の領域に分布して
いることがわかる。この 47 色のうち HSV 色相 84～
180°の領域の色では，CWCAG が 9.6 以上と十分大き
く，加齢による C（a）の 10～15％程度の低下を考慮し
たとしてもその影響は小さいと考えられる。一方，
HSV 色 相 180 °を 超 え る 7 色（#0cf，#09f，#3cf，
#39f，#6cf，#09c，#39c）は CWCAG が小さいことか
ら，C（a）は加齢に伴ってクラス AAA あるいはクラス
AA の下限値（7 および 4.5）に近い値となるため，
これらの 7 色を黒背景の前景色として使用する場合
は注意が必要である。とくに #09f と #39f の 2 色に関
しては，C（a）が 40 歳代以降クラス AAA の下限値 7
を下回り，クラス AAA に適合しなくなる。

この 2 色を含め，図 7 のクラス AAA およびクラス
AA に適合する領域内の Web セーフカラーのうち，

C（a）の値が低下し，規格に適合しなくなる色を図形
（丸印または角丸長方形）で囲み表示する。図形右側
の数字は，それ以降の年代で WCAG 2.0 SC に適合し
なくなることを示す。丸印で囲まれた色は C（a）が 7 未
満となり，クラス AAA 適合からクラス AA 適合とな
る。同様に角丸長方形で囲まれた色は，C（a）が 4.5 未
満となりクラス AA 適合から不適合となる。これら
の加齢による適合変化色の一覧を表 4 に示す。

なお，HSV 輝度 V が 102 より低い HSV 輝度では，
輝度コントラスト比の WCAG 理論値が規格より小さ
くなってしまうため，適合色は存在しない。

4.  考 按

本研究では，LCD 上の Web セーフカラーについて
分光放射輝度を測定し，JIS S 0031 で定義されている
年代別分光視感効率を適用して年代別相対輝度を計算
した。その結果，理論値との輝度比 RWCAG（a）は，赤階
調値が最大となる HSV 色相領域では加齢に伴って増
加する一方，緑および青階調値が最大となる HSV 色
相領域では減少することが明らかとなった。とくに
50 歳代以降において B（HSV 輝度 240°）近傍にお
ける RWCAG（a）の低下が顕著であった。これは，今回使
用した LCD 光源色の分光放射輝度分布における波長
の極大値が 612nm（赤），513nm および 548nm（緑），

表 4　加齢による WCAG2.0 不適合色の一覧（背景色が黒色（#000）の場合）

1．クラス AAA からクラス AA 適合に変化する Web セーフカラー

16 進数表記
色度（CIE 1931XYZ表色系） 年齢

（歳代）
輝度コントラスト比

Y（cd/m2） x y WCAG理論値 測定値 増加率（％）

#69f 100.06 0.2105 0.2055 60 7.57
6.90（60）
6.86（70）

−8.9
−9.4

#999 98.11 0.3149 0.3298 60 7.37
6.96（60）
6.74（70）

−5.6
−8.5

#39f 93.71 0.1924 0.2018 40 7.14

6.89（40）
6.69（50）
6.52（60）
6.38（70）

−3.5
−6.3
−8.7

−10.6

#09f 92.06 0.1872 0.2010 40 7.00

6.78（40）
6.58（50）
6.40（60）
6.25（70）

−3.1
−6.0
−8.6

−10.7

2．クラス AA 適合から不適合に変化する Web セーフカラー

16 進数表記
色度（CIE 1931XYZ表色系） 年齢

（歳代）
輝度コントラスト比

Y（cd/m2） x y WCAG理論値 測定値 増減率（％）

#66f 61.55 0.1960 0.1443 70 4.91 4.44 −9.6
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436nm（青）であることから，各波長領域における年
代別分光視感効率の年代による差が寄与した結果であ
る（図 2）。このとき 600nm 付近の波長領域では年代
間の差が小さいが，赤色光の分光放射輝度の極大値が
緑，青色光に比べて 2 倍程度高いため，赤階調値が
最大となる HSV 色相領域において RWCAG（a）の年代間
の差が大きくなると考えられる。また，白色を含む低
彩度色については，高彩度色と比較して各光源色をよ
り均等に含むため，加齢の影響を受けにくい結果と
なっている。

次に，黒（#000）を背景とした場合の Web セー
フカラーについて年代別輝度コントラスト比 C（a）を求
め，WCAG 2.0 による理論値 CWCAG と比較した。そ
の結果，C（a）の増加率分布は加齢に伴ってより分散の
大きいなだらかな分布となり，とくに 70 歳代におい
ては，10％以上増加する色が 3 色，10％以上減少す
る色が 47 色となり，3 色は HSV 色相 0°付近に集中
し，47 色は HSV 色相 84～210°の領域に分布してい
ることが明らかになった。黒（#000）を背景とした
場合，式 （6）において，LN, low（a）が 0.001 未満と極め
て小さいことから，以下の近似式が成り立つ。

C（a） ≒ 20LN, high（a） ＋ 1  ……（7）

式 （7） に式 （4） を代入すると，

C（a） ≒ 20LWCAG･RWCAG（a） ＋ 1 ……（8）

が得られる。よって C（a）の年代別色度依存性は，表 2
および図 5 に示す RWCAG（a）と同様な傾向を示すため，
上述の HSV 色空間上における分布を示したと考えら
れる。

ま た C（a）の 計 算 結 果 よ り，WCAG 2.0 SC 1.4.3, 

1.4.6 に適合しないコントラスト比をもつ色が，クラ
ス AAA およびクラス AA に適合する色では 98 色中
4 色，クラス AA のみに適合する色では 42 色中 1 色
存在することが明らかとなった。式 （7） の関係式は
WCAG 理論値 CWCAG および LWCAG についても成り立
つ た め，WCAG 2.0 の 適 合 条 件 が 変 化 す る 色 は，
CWCAG が輝度コントラスト比の下限付近の値，すなわ
ち LWCAG が 0.3（クラス AAA）または 0.175（クラス
AA）程度で，LN, high（a）の加齢に伴う減少率が高い色と
なる。図 4 および図 5 より，この条件を満たす色相

は HSV 色相 218～264°の領域に多く存在すると考え
られる。表 4 に挙げる不適合色のうち，有彩色の 4
色はこの色相領域に集中している。

結論として，WCAG 2.0 SC 1.4.3, 1.4.6 は，加齢に
よる感度低下を考慮したとしても，ほとんどの色で適
切な輝度コントラスト比を確保していることから，適
切な規格であると判断できる。ただし，上述のとおり
HSV 色相 240°近傍の領域では，50 歳代以降の年代
別輝度コントラスト比の絶対値が低く，かつ減少率が
大きいため，この領域の色を使用する場合には注意が
必要である。また HSV 輝度が 153（9916）以下の領
域では，全年齢に対してクラス AAA に適合する
Web セーフカラーが 1 色しか存在しないため，70 歳
代以降の高齢者に対して情報提示を行う場合は，黒色
の背景に対して HSV 輝度が 204（cc16）以上の前景
色の使用が適切であることが明らかとなった。

本研究は科研費（21500514）の助成を受けたものである。
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1.  は じ め に

視覚をもつ生物は，外界の光信号を末梢の感覚受容
器である眼球で電気信号（活動電位）へと変換し，中
枢の脳視覚野の神経回路へと伝達する。そして脳視覚
野は，伝達された電気信号から外界の光信号の様々な
情報（明るさ，形，色，動き，奥行き，顔，物体な
ど）を処理し，外界を知覚することになる。このよう
に，実に巧妙な視覚の神経回路が構築されている。こ
の処理可能な視覚情報の種類とその精度は，その生物
の眼球と脳視覚野の発達の程度により異なる。とくに
ヒトの視覚は，地球上の生物のなかで最も高度に発達
しており，それは眼球のみならず脳視覚野の神経回路
が高度に発達していることによるといえる。この複雑
な視覚情報処理を担う脳視覚野は，生まれながらに成
熟した神経回路を備えているわけではない。生後に自
らが経験する視覚の環境によって，自らで神経回路
をカスタマイズ（構築）していくことがわかってい
る。そのカスタマイズできる期間のことを，可塑性を
有する感受性期もしくは臨界期という。

脳視覚野は，臨界期で経験した視環境を処理できる
神経回路だけを残し，不要とされた経路を遮断し，神
経回路の取捨選択をしてゆく。そして視覚野は，臨界
期後に可塑性を失い，安定性を獲得する。この安定性
獲得は，脳が新たな神経回路構築のための余計なエネ
ルギーを使わないため，そして感覚の変化や他の神経
回路に悪影響を及ぼす原因となる神経回路変更を来さ
ないための巧妙な手口のようにみえる。

そこで，眼疾患などによる臨界期中における不十分
な視覚経験により脳視覚野を上手くカスタマイズでき
なければ，不完全な視覚野神経回路が構築され，弱視
をはじめとする視覚障害を得ることになる。この場合
は，眼疾患もしくは視覚環境を臨界期後に治療・改善
しても視覚野の安定性のため視覚障害を治癒できない
事態となってしまう。脳視覚野が記憶に関与する海馬
のように生涯可塑性を有していれば，このような事態
とはならないであろう。なぜ脳視覚野の可塑性を有す
る臨界期は小児期に終わってしまうのであろうか。こ

の臨界期を規定している因子は何なのであろうか。何
らかの方法で可塑性を得て臨界期を再開させることに
より，もう一度視覚野のカスタマイズをやりなおし，
視覚障害を治療することを可能とする手段はないので
あろうか。

また，臨界期中に正常の脳視覚野をカスタマイズし
た後，臨界期後に眼疾患となり視覚入力を失った視覚
野はどうなってしまうのであろうか。経シナプス変性
を来し，脳視覚野が機能を消失してしまうのであろう
か。それとも病的状態における自己修復システムが働
き可塑性を再度得て，神経回路を再構築することがで
きるのであろうか。それとも神経回路が眼疾患発症以
前の状態にそのまま保存されているのであろうか。

Hubel ら1）の 1960 年代の脳視覚野可塑性に関する
動物実験以降，一次視覚野の可塑性に関する研究は比
較的歴史のある分野であるが，最近の神経科学の進歩
により，この分野に関し様々なことがわかってきた。

2.  可塑性とは

発達した脳をもつ生物は，出生前に脳内の神経細胞
と軸索投射を過剰に増加させる。そのため出生時の未
成熟な脳は，成熟脳と比較して神経細胞数，軸索投射
は過剰に多い状態にある。この過剰神経細胞，過剰軸
索投射の存在が，生後の環境要因によって神経回路網
を改変できる重要な基盤となる。環境要因が，生きて
いく上で不要となった神経回路の解剖構築上では細胞
死，軸索側枝退行を来し，機能構築上では機能抑制を
来すことで，必要な神経回路網のみを残していく。そ
して軸索を伸ばしてゆき，新たに神経回路を構築する
こともある。このようなダイナミックな解剖構築，機
能構築を変化させる性質が可塑性である。そのメカニ
ズムは，ニューロン間の競争によって構築を変化させ
ることによる。環境要因によって電気信号が頻回に伝
達されるニューロンは，電気信号が少ないニューロン
と競合してその神経回路の主回路を勝ちとり，信号が
少ないニューロンは退いてゆく。例えば視覚でいえ
ば，右眼からの入力と左眼からの入力の競争により，
第一次視覚野における神経回路（眼優位コラム）の左

最近のトピックス

一次視覚野の可塑性と病的構築
厚木市立病院眼科・東京慈恵会医科大学眼科学講座　増田洋一郎
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右眼からの割合が決定される。眼疾患によって右眼か
らの入力が少なければ，競争に勝った左眼からの神経
回路の割合が増加することになる。また動物実験で，
ある一方向の動きの視覚刺激のみを見せて臨界期を
育った動物は，他の方向の動きを検知できなくなると
の報告があり，動きの視覚に関しても可塑性が確認さ
れている。このように臨界期におけるニューロン間の
競合・取捨選択により神経細胞数，軸索投射が縮小
化・整理され，成熟するにしたがい機能を効率化し，
神経回路の安定性を高めていくのである。

3.  可塑性を抑制する分子ブレーキ

脳視覚野の臨界期は，ヒトで 6～10 歳，マカクザ
ルで 7 カ月，マウスでは 1 カ月までといわれ2），可塑
性を発現しているのはその期間のみであり，その後可
塑性は抑制され，安定性を発現する。ここで留意すべ
きは，臨界期後の可塑性は完全に消失しているのでは
なく，抑制されているということである。この可塑性
の抑制にかかわる因子は分子ブレーキとよばれ，多く
の動物実験でこの分子ブレーキをとることで，可塑性
への抑制がとれ再賦活されることが確認され，この分
子ブレーキには，脳グリア細胞と細胞外マトリックス
が深く関与している3）。脳グリア細胞は生後より増加
する。このグリア細胞の一つであるオリゴデンドロサ
イトは，神経軸索のミエリン化により脳の有髄化を進
め，神経を安定化させ伝達速度を高めるが，このミエ
リン化が可塑性を強く抑制する。記憶・学習にかかわ
る海馬は，生涯を通して可塑性に富む神経回路をもつ
が，その海馬神経回路を構成している海馬苔状線維は
無髄であることから，同じ大脳のなかでも視覚野とは
全く対照的な構造と性質をもっていることがわかる。
つまり海馬は，可塑性に対する分子ブレーキがないた
め，生涯を通して臨界期を継続できる。また，脳内に
おける細胞外マトリックスのなかには，神経軸索の伸
長の抑制にかかわることで可塑性を抑制しているもの
があり，動物実験レベルで様々な報告がなされてい
る。最近，分子ブレーキの一部として，マウスの研究
で Lynx-1 が臨界期終了の後発現が増加し，ニコチン
性アセチルコリン受容体に結合し，アセチルコリンへ
の感受性を抑制することによって可塑性を抑え込んで
いることが発見された 4）。

以上のような最近の神経科学の進歩により，何らか
の薬剤で臨界期後の可塑性再賦活を可能にできれば，
可塑性が再賦活され弱視を代表とする臨界期発症の視

覚障害を臨界期後に治療できる可能性がある。動物実
験では，ミエリン信号をブロックさせることや，脱髄
によりミエリンを消失させることで，可塑性を再賦活
することができる5）。また軸索の発芽を抑制する細胞
外マトリックスの分解により，可塑性を再賦活したと
いう報告6）がある。更にコリンエステラーゼ阻害薬
が，脳視覚野でアセチルコリン濃度を高め，可塑性を
再賦活する可能性がある4）など，これらはまだ動物
研究のレベルではあるが，ヒトにも効能のある副作用
の少ない薬剤が将来期待される。

4.  臨界期後の眼疾患による視覚野構築

臨界期中に正常の脳視覚野を構築した後，臨界期後
に眼疾患となり視覚入力を失った視覚野の構築は変化
するのであろうか。

緑内障は，日本における中途失明原因の 1 位であ
り，最近の眼圧下降薬の進歩によっても眼圧コント
ロールが困難な症例，眼圧コントロールがよくても視
野障害が進行する症例，手術により眼圧を下降できて
も合併症を来す症例，失った視野を取り戻すことは不
可能であるなど問題は山積みであり，いまだこの疾患
を克服できていない。緑内障の眼障害の首座は，網膜
神経節細胞であるが，その軸索は外側膝状体において
終止する。障害された網膜神経節細胞からは，それに
対応する外側膝状体細胞へと電気信号は伝達されず，
それ以降の第一次視覚野へも伝達されないこととな
る。それでは，この視覚野神経回路はどうなるのであ
ろうか。Gupta ら6）は，外側膝状体，第一次視覚野の
萎縮変性を組織学的に証明し，これは経シナプス変性
によるものであると考察した。つまり緑内障は，網膜
神経節細胞レベルの障害に止まらずに脳視覚野の障害
を来してしまう。このことは障害された網膜神経節細
胞を再生医療で治療できても，脳視覚野まで再生医療
を施さない限り，視野を復活させることができないこ
とを意味し，緑内障は重篤な眼～脳視覚野変性疾患で
あることがわかってきた。

それでは，網膜色素変性，黄斑変性などの視細胞変
性疾患ではどうであろうか。網膜色素変性患者の網膜
神経節細胞は，比較的保たれているといわれる。その
ため，緑内障とは異なり脳視覚野神経回路が経シナプ
ス変性を来していない可能性がある。我々は自験例
で，若年性黄斑変性（以下  JMD），網膜色素変性

（以下  RP）の後天発症の視細胞変性疾患において興
味深い結果を得ることができた7 ,  8）。網膜変性患者の
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両眼網膜変性部からの脳視覚野投射領域は，網膜から
の順行性入力を欠如する。そこを，網膜病変投射領域

（lesion projection zone  以下  LPZ）とよぶ。この第
一次視覚野の LPZ が，1）緑内障のように経シナプス
変性しているのか，2）可塑性再賦活により神経回路
を再構築しているのか，3）安定性のため網膜変性発
症前の神経回路が保存されているのか，について機能
的磁気共鳴画像（fMRI）を用いて検証してみた。
我々は，1 秒ごとに動きの方向が変化する格子状の視
覚刺激を二つの条件で網膜変性患者と対照被験者に提
示した。一つの条件は，視覚刺激の中心をただ直視す
る「タスクなし」条件，もう一つは，視覚刺激が一つ
前の動きと同じときにボタンを押してもらう「タスク
あり」条件であった。JMD，RP，対照被験者すべて
に「タスクなし」条件では LPZ に活動を認めなかっ
た。しかし「タスクあり」条件では，対照被験者では
LPZ の活動を認めなかったが，JMD，RP 被験者では
網膜病変部からの順行性入力を欠如するにもかかわら
ず，LPZ に有意な活動を認めた（図 1）。視覚刺激は
2 条件間で同じであるので，この LPZ 活動はタスク
依存性に発生したこととなる。我々は，このタスク依
存性 LPZ 活動を高次視覚野もしくはほかの脳領野か
らの逆行性信号によるものであると考え，これは網膜
変性発症以前の神経回路が保存されていると推察し
た。なぜならもし，1）の経シナプス変性である場合，
タスクの有無にかかわらず LPZ は活動しないと考え
られ，2）の神経回路再構築の場合は，タスクの有無
にかかわらず LPZ は活動すると考えられ，3）の神経
回路保存の場合，タスクなしでは網膜からの順行性入
力を欠如するために LPZ は活動せず，タスクありで
はタスク依存性の逆行性信号が LPZ 活動を発生させ
ると考えられたからである。また RP 患者の外側膝状
体，視放線，第一次視覚野の容積が，対照と比較して
萎縮を認めずに保たれているとの報告9 ,  10）があるこ
ともあわせ，網膜視細胞変性疾患は，緑内障のような
網膜神経節細胞変性疾患のように経シナプス変性を来
さず，網膜変性発症以前の神経回路を保存しているこ
とが示唆された。

以上より，臨界期後発症の眼疾患では，可塑性再賦
活による神経回路の再構築はないようである。そし
て，緑内障のような網膜神経節細胞障害においては外
側膝状体，脳視覚野に経シナプス変性を来してしまう
が，視細胞障害では経シナプス変性を来さずに，安定
性により神経回路を保存してされている可能性が高い

ことがわかってきた。

5.  臨界期中の眼疾患による視覚野構築

先にも述べたように，臨界期中に左右眼の視覚入力
の偏りが出た場合，左右眼からのニューロン間の競合
により弱視を発症する。これは眼優位可塑性であっ
た。それでは，もし先天性もしくは臨界期中に両眼の
網膜変性になった場合，両眼網膜変性部からの脳視覚
野投射領域である LPZ は，網膜からの順行性入力を
欠如することになる。この LPZ には，左右の両眼か
らの入力がないため競合を生じない。この LPZ はど
うなっているのであろうか。1）ニューロン同士の競
合がないため，過剰な神経細胞と神経軸索が保存され
ているのであろうか，2）可塑性により，新たな回路
を構築をして機能しているのであろうか，3）ニュー
ロン間の競合がないために，入力を失った LPZ は変

図 1  若年性黄斑変性患者における網膜病変投射領域（LPZ）
のタスク依存性機能的磁気共鳴画像（fMRI）信号

  被験者の右脳半球の後頭葉内側が拡大表示されてい
る。カラーバーは fMRI 信号の coherence であり，
暖色は視覚刺激に対して陽性反応，寒色は陰性反応
を示す。Coherence の閾値は 0.3 以上であり，有意
な信号のみ表示されている。左が若年性黄斑変性患
者（JMD），右が対照被験者である。上段が「タスク
なし」条件，下段が「タスクあり」条件の結果を示す。
図中の白点線内は LPZ を示す。

  「タスクなし」条件では，両被験者とも機能網膜投射
領域である鳥距溝前上方に fMRI 信号を認める（橙
色）が，LPZ には認めない。「タスクあり」条件では，
JMD にのみ LPZ に有意な fMRI 信号を認め，対照
被験者では認めなかった。この JMD における LPZ
の fMRI 信号は，タスク依存性の逆行性信号によっ
て発生したと推察された。 

  Masuda Y, Dumoulin SO, et al: Cerebral cortex 18: 
2483-2493, 2008 より一部改変して引用（使用許可済み）
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性してしまうのであろうか。
Baseler ら11）は，先天性に錐体を欠如する杆体一色

型色覚患者の第一次視覚野の LPZ に，輪状に広がる
視覚刺激で fMRI の活動を認め，その活動は本来錐体
細胞が存在する中心視野の投射領域に相当するが，周
辺視野に提示された視覚刺激により認められたと報告
している。つまり，周辺視野からの異所性投射が
LPZ に発生しており，それは 2）の可塑性による新た
な構築をしていることに該当する。

以上のように，先天性網膜変性では後天性網膜変性
と異なり，可塑性による異所性構築を来すようであ
る。

6.  視覚再建医療への展望

以上のことから視覚野神経回路は，眼疾患発症が先
天性～臨界期中によるものと，臨界期後によるもので
は構築状態を異にする。臨界期後発症の場合，網膜神
経節細胞より中枢の障害であれば経シナプス変性を来
してしまい，脳視覚野を含めた広い範囲での神経回路
が萎縮変性するために治療は困難であり，網膜神経節
細胞，外側膝状体細胞，脳視覚野を含めた再生医療が
必要となる。ところが，網膜神経節細胞より末梢であ
れば，網膜神経節細胞以降の神経回路が比較的保存さ
れているため，人工網膜を含めた人工視覚や網膜再生
医療などが成功することが期待される。

それでは臨界期中発症の眼疾患を臨界期後に治療す
る場合はどうであろうか。斜視弱視や不同視弱視など

の眼優位可塑性による構築を来している場合，脳視覚
野の可塑性を再賦活させる薬剤を使用し原因となる眼
疾患治療や訓練を行う必要がある。また，両眼網膜変
性により異所性構築を来している場合も，網膜変性を
再生医療などで治療すること，脳視覚野の可塑性を再
賦活させ神経回路の再構築を促す薬剤の両方が必要で
あると考えられる（図 2）。

7.  お わ り に

科学の進歩により，網膜再建が現実味を帯びてき
た。しかし，網膜を再建できても視覚を再建しなけれ
ば意味がない。そのためには網膜以降の視覚神経回路
が機能していることが必須である。それぞれの眼疾患
の首座，発症時期による神経回路の状態を考慮し，も
し神経回路の再編成を必要とする場合は，可塑性を再
賦活させる手段が必須となる。将来，視覚再建のため
に眼球と視覚神経回路の両方へのアプローチによって
難病を克服できる時代が期待される。
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学会印象記

2011 年ウイーン ESCRS 印象記
社会保険中京病院眼科　市 川 一 夫

今 年 の European Society of Cataract & Refractive 

Surgeons（以下 ESCRS）は，9 月 17 日 （土）～21
日（水）までオーストリアのウィーンで行われた。筆
者は，15 日 （木）と 16 日 （金）に行われた後房型有
水晶体眼内レンズである ICL のエキスパート・ミー
ティングに出席したので，その印象から書かせてもら
う。

ICL は，LASIK（laser in situ keratomileusis）が世
界的な不景気で減少しているなか年々増加してきてお
り，10 年前の 10 倍になっていた。今年に入り累積で
25 万眼に達したと報告されていた。韓国・中国・イ
ンドのアジア地区の伸びが大きく世界経済の動向とも
一致していた。韓国・中国の伸びの話題が多いなか，
清水公也先生の ICL の中央に穴をあけた Hole ICL

が，虹彩切開が必要ないとのことで話題の中心だった
ことは日本人として誇りに思え，私の印象に強く残っ
ている。

ESCRS の本学会の方では，1．フェムトセカンド
レーザー装置による白内障手術のシンポジウムとセッ
ションや Free paper，2．Bag in the lens と題しての
Marie-José Tassignon による講演，3．Video の scientific

部門で賞をもらった All You Have Ever Wanted to See 

and Measure about Corneal Biomechanics. Author: 

Renato Ambrosio の眼圧計の映像の三つがとくに記憶
に残っている。

フェムトセカンドレーザー装置による白内障は，本
邦ではまだ簡単な紹介程度にすぎないが，ESCRS で
は 4 社のレーザーの使用経験や機種それぞれの特徴
についても発表があった。完全な切開創および
continuous curvilinear capsulorrhexis（以下  CCC）
ができ，眼内レンズ（以下  IOL）の偏位の減少や乱
視のコントロールができることなどが評価されてい

た。またレーザーにより核硬度Ⅳまで色々なタイプの
プレチョップができ，超音波水晶体乳化吸引術（以下 

PEA）パワーの軽減や角膜内皮減少が少ないなど多
くの利点の発表があった。反面高コストとなることか
ら，その有用性についても議論されていた。

Marie-José Tassignon の講演は彼女の以前からの報
告をまとめたもので，前囊切開と PEA ＆ IA （irrigation 

and aspiration）後，後囊の CCC を行い Disc IOL を
後面を硝子体に前面を前囊上にくるように，Disc 

IOL の赤道部にある溝に前囊と後囊をはめ込むよう
に挿入するレンズについて発表していた。この方法で
は後発白内障は起こらず，IOL 以外の部分の囊は閉
じられた空間となり，将来的には，少し工夫すればあ
る程度の調節の復活も可能になるような紹介があり，
未来のありそうな内容であった。

ビデオ部門で科学賞を取った角膜バイオメカニクス
の発表は，Scheimpflug カメラで，眼圧測定中の角膜
形状を撮れる眼圧計についての発表である。この方法
で撮った，ノンコンタクトトノメータでの眼圧測定時
の映像が衝撃的であった。眼圧測定時に筆者の予想を
遙かに超えた角膜の変形が起こり，かつそれが鮮明に
捉えられていたのに驚いた。屈折矯正後の眼圧測定に
利用するようであるが，本邦での発売が待ち遠しく思
えた。

ビデオ部門の 1 位は，Evidence of a Check Valve 

Mechanism by the Anterior Hyaloid Membrane in 

Infusion Misdirection Syndrome（IMS）, Ciliary 

Block Syndrome（CBS） and Secondary Angle 

Closure Glaucoma（SACG）で Hirota 先生がとられ
たのもうれしく印象に残っています。

その他多くのシンポジウムや教育講演・発表などが
あり，盛大な学会でした。
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学会印象記

第 65 回日本臨床眼科学会
近畿大学医学部堺病院眼科　松 本 富 美 子

2011 年 10 月 7 日（金）～10 日（月）まで東京国
際フォーラムで，日本大学の湯澤美都子学会長の下で
開催された。本学会は特別講演 2 題，招待講演 2 題，
シンポジウム 19 テーマ，インストラクションコース
66，コメディカルプログラム 3，一般講演 265 題，学
術展示 412 題，そしてその口演会場 14，学術展示会
場，機器展示会場と全国学会の何倍もの規模で行われ
た。盛沢山でとても興味深い演題が多くあった反面，
聞きたい演題が同じ時間帯に別の会場で行われて困っ
たこともあり，非常に忙しい学会であった。4 日間の
会期中でとくに私が興味深かったことについて記した
い。

シンポジウム 14 は「近視進行予防の最前線」につ
いてで，今世界中の問題となっている近視進行予防に
ついての興味深いシンポジウムであった。東京医科歯
科大学の大野京子先生は ｢後部強膜ぶどう腫を標的と
した近視進行抑制のストラテジー｣ について，近視に
至る眼軸の延長，その本態である強膜ぶどう腫をいか
にして抑制するかを話された。臨床的に先生が試され
た方法は強膜の外科的補強手術で，手術をしたもので
はしなかったものより眼軸延長の抑制効果があり，副
作用もないとのことであった。またマウスの実験段階
ではあるが，強膜コラーゲンの光架橋による強膜の伸
展予防の治療を紹介され，これはもともと円錐角膜の
治療として光感受性の高い物質を塗布し，紫外線照射
によって光ストレスで架橋して硬度を上げるものであ
る。豚眼では強膜が薄いほどより効果があると実証さ
れているものである。岡山大学の長谷部　聡先生は

「眼鏡レンズによる近視進行防止の試み」として系統
的レビューを話された。学童近視の進行は眼軸延長に
起因するものであるが，その視覚制御は，クリアな網
膜像は眼軸を安定させ，ボケた網膜像は眼軸を延長さ
せるというものである。ボケた網膜像に繋がる，調節
系のラグと中心部網膜と周辺部網膜の眼鏡レンズによ
る屈折誤差の両者から生じるものである。これらを解
決する学童近視のための累進屈折力レンズは 2 種類
と 1 種類の改良版の計 3 種類があり，2 種類までの結
果でのその抑制率は有意ではあるが 12％にとどまる

もので，効果率としては大きくないが三つめのレンズ
での臨床試験が現在進行中である。そのレンズは原理
の二つを網羅するべく開発され，また学童累進眼鏡の
効果に影響する難点であった“下方ずれ”にも対処で
きるように，ずれるとぼやけを生じ，また周辺網膜の
焦点ずれにも叶った設計になっている。近視進行は世
界的な課題となっているため臨床結果が期待される。
筑波大学の平岡孝浩先生は「オルソケラトロジーによ
る近視進行防止」について話された。オルソケラトロ
ジー治療は，アトロピンよりは抑制効果は小さいが有
意な抑制効果があり，開始時期が早いほどより効果が
高いようであることを報告された。今後の課題として
行う時期や効果の戻りの有無，症例間でのばらつき，
ほかの方法との併用などを挙げられ今後の研究が待た
れる。

シンポジウム 19 は「斜視・弱視と両眼視機能 up 

to date」についてで，斜視や弱視は目覚ましい進展は
ない分野ではあるが，私も演者として話させていただ
いたので報告する。兵庫医科大学の木村亜紀子先生は

「間欠性外斜視の手術時期と両眼視機能」について話
された。手術時期については 4，6，7 歳と詳細な分
類によって検討したが有意差はなく，時期を逸するこ
となく手術を行い，術後のねらい眼位も意図的に過矯
正をするものではなく，正位をにらんだ矯正がよいと
のことであった。私は「視能訓練と両眼視機能」につ
いて，とくに両眼視機能と眼位への影響について報告
した。間欠性外斜視に対する視能訓練は，抑制除去訓
練，生理的複視認知訓練，融像訓練また輻湊不全に対
する輻湊訓練があり，それぞれ病態に合わせて行う
が，抑制があれば必ず抑制除去訓練から開始して融像
訓練を行う。今回は訓練の過程で両眼視機能の向上に
伴って眼位への影響を検討すると，抑制が除去される
と眼位が間欠性や斜視の状態から斜位へと改善する症
例が多くみられた。また融像訓練を行うと融像力が改
善するが，斜位になった症例の斜位の維持能力も著し
く改善することがわかった。これはまさに両眼視機能
の改善に伴って眼位に好影響することを示唆したもの
である。「乳児内斜視の手術時期と両眼視機能」につ
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いて眼科やがさき医院の矢ヶ﨑悌司先生が話された。
両眼視機能の保存を鑑みると，乳児内斜視は超早期に
手術をするにこしたことはないが，眼位の不安定な症
例や遠視の影響がある症例には経過をみることも必要
で，しかし可能な限り放置期間を短くすることで周辺
立体視や周辺融像が得られる症例は少なくないという
結果であった。「乳児内斜視の非観血的療法と両眼視
機能」について自治医科大学の保沢こずえ先生が話さ
れた。乳児内斜視へのプリズム矯正を行って，日常的
な両眼視機能の獲得や，術前の視機能の保存に有用で
あると報告された。「不同視弱視・微小斜視弱視と両
眼視機能」について近畿大学の若山曉美先生が話され
た。臨床で汎用している赤緑両眼分離の TNO ステレ

オテストを色相学的に分析して使用に問題ないことを
明らかにされた。小児への利用でも両眼視機能の低下
を生じることはないと報告された。また弱視治癒後や
治療中の弱視の両眼視機能については，視差だけでは
なく，視標視角にも影響を受けるものであろうと報告
され，興味深い結果であった。

今回の日本臨床眼科学会は，現在行われている多岐
にわたる治療方法や研究の方向性を，参加者の指向の
それぞれに合うように提供しようとされていた。忙し
く過ごした 4 日間ではあったが，非常に多くのこと
を学ぶ機会となり，眼科学における幅広い研究成果が
示されるのでぜひ皆様もご参加ください。

— 82 —

視覚の科学　第32巻第 3 号



◆  編集部からのお願い  ◆

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

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

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

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

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

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

◆送付先：567 − 0047  茨木市美穂ケ丘 3 − 6 − 302  日本眼科紀要会内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072 − 623 − 7878　FAX 072 − 623 − 6060
　　　　　E-mail folia@hcn.zaq.ne.jp
◆年会費：入会金不要　年会費 ( 個人 ) 5,000 円
◆学　会：年 1 回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物： 学会誌「視覚の科学」年 4 回発行。
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32 巻 3 号をお届けします。
この編集後記を書いている時点で 2011 年も年の瀬となってしまい，本号をお届けするときには

年が明けてしまいます。毎度毎度ですが申し訳ありません。ところで，2 号の編集後記でも書きま
したが視覚の科学の電子化を進めています。まずは，編集 matter ではないですが学会の web site
が新しくなります。それから電子ジャーナル，とりあえずはバックナンバーが web で閲覧できる
ようになります。そして，雑誌の編集に関係したところでは，on-line の査読システムを採用しま
す。システムは 2010 年の日本眼光学学会で北里大学が使用した JOERS を考えています。先日，
北里大学の川守田先生と UMIN センターに行って打ち合わせをしてきました。本格的なシステム
で査読作業も一新され，著者，査読者，編集者にメリットとなると思います。体制が整いますの
で，ぜひ，たくさんの論文を投稿していただけるようお願いいたします。

さて，本号の原著，総説，トピックスは，今後，日本眼光学学会で議論を進めていける内容に
なっていると思います。視覚の科学に読者からの意見を載せるコーナーを設ける，あるいは日本眼
光学学会の web site，Facebook などを利用して，視覚の科学から発信された情報に更に議論が加
わると良いかもしれません。

編　集　後　記

三橋　俊文�記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規程

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
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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
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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。
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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.
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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



視覚の科学投稿用タイトルページ

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
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（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.
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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。
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会　　　報

脳と創造性に関する研究助成のご案内

本会は，脳と創造性に関する研究と技術の向上，および関連の研究開発を目ざしています。
その活動の一環として，昨年度に引き続き本年度も，「脳と創造性に関する研究助成」を行います。対象分野は，
創造性に関する脳科学的エビデンスの解明にかかわる研究，および創造性技法の開発を目指した研究です。また
今年度は，特に「東日本大震災」に関連して浮かび上がった科学技術上の課題を解決する創造的な提案も受け付
けます。
　助成金額は，1 件 100 万円×（2 ～ 3 件）です。
　応募〆切は，2012 年 2 月 25 日（土）です。
　選考委員長は理化学研究所の甘利俊一先生にお願いしています。
詳細，ならびに応募用紙は，下記のホームページをご覧ください。多数のご応募をお待ちいたしております。
http://www.neurocreative.org/jp/?page_id ＝ 1282
NPO 法人 ニューロクリアティブ研究会（岡山事務所）
〒 703-8282　岡山市中区平井 6-6-11　㈱三城 光学研究所内
TEL：086-272-5599　FAX：086-271-5225（担当；金子）
http://www.neurocreative.org/jp/
Email: hiroshi.kaneko@paris-miki.jp

第 116回日本眼科学会総会

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

題登録」にてご確認ください。
演題募集期間：2011 年 9 月 27 日 （火）～ 11 月 10 日 （木）　正午
プログラム：
　特別講演：根木　昭（神戸大）



視覚の科学　第32巻第 3 号

（ 14 ）

 吉田晃敏（旭川医大）
　招待講演：Jonathan C. Horton （Univ of California - San Francisco）
 Jonathan Crowston （Univ of Melbourne）
 福田恵一（慶應義塾大学大学院医学研究科再生医学）
　日本眼科学会評議員会指名講演：「神経眼科の進歩」
 中馬秀樹（宮崎大）
 石川　均（北里大医療衛生学部視覚機能療法学）
 毛塚剛司（東京医大）

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。
応募資格：日本光学会（入会予定も含む），応用物理学会，SPIE，OSK 及び協賛の学協会会員
応募方法：ホームページの講演応募方法をご参照の上，電子メールにてご応募下さい。
　　　　光学シンポジウム ホームページ：http://annex.jsap.or.jp/OSJ/meet/symposium/index.shtml
　　　　応募には以下の情報が必要となります。
　　　　題目，氏名，所属機関名，英文題目，英文氏名，所属機関英文名，アブストラクト（200 字以内），　　
　　　　連絡先（郵便番号，住所，氏名，E-mail，電話，FAX）。
　　　　 申込受付確認のメールを1週間以内に返送します。期限を過ぎてもメールの届かない場合はご連絡下さい。
　　　　講演プログラム・アブストラクトは 2012 年 3 月中頃に公開する予定です。
応募先：E-mail ： optsympo_submission@ivy.ocn.ne.jp
　　　　光学シンポジウム実行委員会　講演担当 宛
応募〆切日：2012 年 2 月 29 日（水）必着
予稿提出： 採用した講演については，所定フォーマットの PDF 形式の電子ファイルを提出していただきます。

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。
予稿提出〆切日：2012 年 4 月 11 日（水）　必着
問合わせ先：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



2011 年 9 月

（ 15 ）

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 1 月 12 日（木）～ 3 月 8 日（木）
事前参加登録：2012 年 3 月 1 日（木）～ 5 月 10 日（木）
　※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　第 1回ご案内

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
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　CLAO 招待講演
　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：本会ホームページ（http:// fs2012.jtbcom.co.jp）にて受け付け致します。
　　　　　詳細は，本会ホームページの演題募集ページをご参照ください。
演題募集期間：2012 年 2 月 15 日 （水） ～ 3 月 29 日 （木）（予定）
登録料：本会では、郵便振替にて、事前登録を受け付けます。
事前登録〆切日：2012 年 5 月 10 日（木）　当日払込分まで有効

  （円）

事前登録 当日登録

4 学会共通＊１＋コンタクトレンズ講習会

会員 23,000 25,000

非会員 25,000 27,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 10,000 12,000

第 49 回日本眼感染症学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 6,000

第 46 回日本眼炎症学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 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 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 6,000 7,000
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コンタクトレンズ講習会のみ

会員 4,000 5,000

非会員 5,000 6,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 3,000 3,000

第１回日本涙道・涙液学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 7,000

*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）
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
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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（水）　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

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

3/15（木）～
3/18（日）

2012 年応用物理学会
春季講演会

神奈川工科大学
（神奈川県厚木市）

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

2012/1/9

5/6（日）～
5/10（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

2011/12/2

5/6（日）～
5/11（金）

CLEO 2012 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, 
USA

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

2011/12/5

5/11（金）～
5/16（水）

Vision Sciences Society 
12th Annual Meeting

Naples Grande Hotel
475 Seagate Drive Naples 
FL, USA

Vision Sciences Society
E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org
URL: http://www.visionsciences.org/
meeting.html

2011/12/1

7/13（金）～
7/15（日）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2012

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

9/2（日）～
9/6（木）

European Conference 
on Visual Perception 

（ECVP）

Alghero, Italy URL: http://ecvp2012.uniss.it/

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



視覚の科学　第32巻第 3 号

（ 20 ）

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

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/

10/25（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
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日本眼光学学会 2011年第 2回常任理事会議事録

日　時：2011 年 9 月 2 日（金）16：30 ～ 18：00
場　所：東京ステーションコンファレンス 4F　402A
出席者：魚里　博，大鹿哲郎，奥山文雄，小林克彦，長谷部　聡，不二門　尚，松本富美子，三橋俊文，
　　　　吉田晃敏
事務局　三宅啓子，瀧内咲智子　　計 11 名
欠席者：大沼一彦，根岸一乃　　（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 （不二門理事長）
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2011 年 8 月 20 日現在）　正会員 545 名（6 名増）（うち名誉会員 30 名）
　　購読会員 17 箇所，寄贈 9 箇所，法人会員 26 社（変更なし）
2 ．第 46 回日本眼光学学会収支報告 （魚里　博会長）
　　第 46 回日本眼光学学会総会
　　14th The IRSJ 2010　第 11 回眼科臨床機器研究会と合同で開催。
　　事前登録 503 名，参加登録総数は 801 名（有料参加者 785 名）であった。
　　 一般口演 31 題，特別講演 1，招待講演 1，シンポジウム 6，画像診断特別セッション 1 を行い，収支は

18,767,107 円であった。
3 ．学会開催について
　　 1 ） 第 47 回日本眼光学学会現況報告 （根岸会長代理，不二門）
　　　・会　期：2011 年 9 月 3 日（土）・4 日（日）
　　　・会　場：東京ステーションコンファレンス
　　　　　　　　〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 TEL03-6888-8080
　　　・会　長：根岸一乃（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
　　　　テーマ：学ぶ，拓く
　　　　プログラム委員を決めて，企画した。
　　　　 事前登録 439 名，当日登録（午前中）119 名である。魚里先生に特別講演を，招待講演を Marcos 先

生に，シンポジウム，教育講演を行う。
　　 2 ） 第 48 回日本眼光学学会の現況報告 （村上会長代理，不二門）
　　　・日　時：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
　　　・会　長：村上　晶（順天堂大学医学部眼科学教室）
　　　　特別講演などは未定。詳細は理事会で報告。
　　3）第 49 回日本眼光学学会の現況報告　　　　　　　　　（吉村会長代理，不二門）
　　　 ・日　時：2013 年 9 月 7 日（土）・8 日（日）
　　　 ・会　場：ウエスティン都ホテル京都
　　　 ・会　長：吉村長久（京都大学眼科学）
4 .「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　　雑誌の発行が遅れてたいへん申し訳ない。2011 年度 32 巻は今年中に 4 冊発刊する予定である。
5 ．ホームページについて （奥山常任理事）
　　会員はすべてみることができる。非会員は新しい 1 年分はみることができない。
　　会員の E メールアドレスを尋ねる。総会はタイトルのみを掲載する。
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　　 トップページのトピックスは日を区切って消去する。5 ～ 6 件書けるだけでよいのではないか。その分文字
を大きくする。

　　持ち回り理事会で承認を得る。
6 ．学術奨励賞について （三橋常任理事）
　　 編集委員 22 名で審査を行い 19 名が投票し，三田哲大氏が 14 票，浅川　賢氏が 12 票を獲得し，今回は 2

名とした。
　　 若いエンジニアの人にも積極的に書いていただきたい。年齢制限を上げることも考えてもよいのではないか。
　・三田哲大　　31 歳（金沢医科大学）
　　「統計解析を用いた視力測定」
　・浅川　賢　　30 歳（北里大学医療衛生学部）
　　「コントラスト感度と視力に影響するフレネル膜プリズムの最小度数」
7 ．2011 眼光学チュートリアルセミナー （小林常任理事）
　　今回は 4 回目である。
　　会　期：2011 年 7 月 23 日（土）・24 日（日）
　　場　所：日本薬学会　長井記念会館　長井記念ホール
　　参加者：141 名
　　会計は黒字が出ているが，JOEM の人権費を入れると赤字が出なかった程度である。
　　来年も日本眼光学学会と共催で，日本視能訓練士協会後援で続けていきたい。
8 ．多施設研究について （松本常任理事）
　　 視能訓練士協会の会員のいる施設に手紙を送った。回収率は 42.4％で，ずいぶん多かった。まだ返ってき

ているので，最終報告はまた改めてしたいと思う。
　　アルバイト代の提供をお願いしたい。
　　 臨床で使用されている視力表は 5 列字づまり，検査距離 5 m，ランドルト環か，ランドルト環とひらがな

の混合が多かった。視力検査の閾値決定は 3/5，最高視力は 1.2 か 1.5 であった。そのほか，自由記載の部
分をもう少し解析したい。

　　結果を視覚の科学に投稿してほしいとの要望があった。

◆協議事項
1 ．2010 年度会計報告・2011 年度予算案について　
　　決算について
　　＜歳入＞
　　　 事務局移転のため，個人会費の再請求ができなかったのと滞納会員が多いため収入減。学会誌の発行が遅

れたため，広告料収入も少なかった。収入合計は 4,521,232 円であった。
　　＜歳出＞
　　　 会議費はホテルで会議を行うため，予算をオーバーしている。学会誌は発刊の遅延のため 5 冊分である。

名簿は作成しなかったので支出 0，支出合計は 8,799,997 円であった。大幅な赤字であり，このままだと
たちゆかなくなる。

　　予算案について
　　＜収入＞
　　　 個人会員および法人会員は会員数が減っているため，減。広告料は頑張って集めたいと思う。収入合計は

6,097,000 円である。
　　＜支出＞
　　　 学会誌は 6 冊分である。名簿を作成するので予算にあげた。HP を新しくするので予算にあげた。選挙費

用は，今年は選挙がないので 0 である。支出合計は 11,436,222 円である。
2 ．2011 年度事業計画
　　第 47 回学会を行い，第 48 回学会に向けて進める。
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　　眼光学チュートリアルセミナーは JOEM と共催，日本視能訓練士協会後援である。
　　多施設研究は現在のものが終わってから新しいテーマを考えたい。
　　名簿は将来的には Web にするが，今年は紙ベースで発行する。
3 ．2014 年日本眼光学学会について
　　 最近，医学系が続いているので，工学系の先生にお願いしたい。50 回となるので，原点に戻るということで，

金沢工業大学の吉澤達也先生に打診中である。
4 ．学生会員について　
　　 工学系の大学院の学生が発表することがある。筆頭演者は会員の必要があるので会費を 3,000 円とする。3

月末に手紙を出して，学生であることを確認する。
　　 また，入会申込書を新しくする。医師番号，視能訓練士は番号があればそのままで会員とし，それ以外の人

のみ常任理事の承認を必要とする。
5 ．3 年以上未納会員に対する対処法について
　　第 3 章会員の第 7 条を以下のように変更する（アンダーラインが変更部）。
　　第 7 条　本会に対し，名誉を著しく傷つけた者は，理事会の議決を経て除名することができる。
　　　　　　　　　　↓
　　第 7 条　 退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければならない。ただし，3 年以上会費払い込み

のない者は自動退会とする。また，本会に対し，名誉を著しく傷つけた者は，理事会の議決を経て
除名することができる。

6 ．名簿発行について
　　名簿に記載してよいものを尋ねる。今年は紙ベースで，将来は Web とする。
7 ．臨床眼科学会インストラクション応募（屈折調節研究会の発展形）について
　　参加者評価の下位は切られる。地味な分野も大事であると訴える。
　　もう少し一般の医師がわかりやすいテーマを考える。
8 ．眼科画像診断（ME 学会の発展形）について
　　 引き続き学会開催の折りに ME 学会からのテーマについて吉田理事，吉村理事に考えていただきたい。網

膜を専門とする研究者の会でも，画像の基本原理が分からず，議論が進まない場合もある。来年の学会のシ
ンポジウムで取り上げてほしい。

　　心理物理のことも取り上げてもらいたい。
9 ．電子ジャーナルについて
　　予算が厳しく赤字がこのまま続くと困る。
　　 学会誌の発刊にお金がかかるので，3 年くらいを目処に電子ジャーナルに変更したいとアナウンスして on 

line journal に移行する。あるいは，紙ベースはモノクロで，カラーは Web に載せるようにしてはどうか。
　　名簿に掲載する項目とメールアドレスを尋ねる。来年の選挙に向けて今年中に名簿を発刊する。
10．別刷請求が前年度のものだと大学からは出せないので，早く正常に戻してほしい。
11．次回常任理事会の開催について
　　2012 年の日本眼科学会の期間中を予定。

日本眼光学学会 2011年理事会議事録

日　時：2011 年 9 月 3 日（土）12：00 ～ 13：00
場　所：東京ステーションコンファレンス 4F　402B
出席者：医科系　大鹿哲郎，大野京子，梶田雅義，長谷部　聡，不二門　尚，村上　晶，吉田晃敏，吉村長久
　　　　理工系　魚里　博，奥山文雄，河原哲夫，古野間邦彦，小林克彦，斎田真也，三橋俊文
　　　　視機能　川守田拓志，松本富美子
　　　　監　事　可児一孝，畑田豊彦
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　　　　事務局　三宅啓子，瀧内咲智子　　計　21 名
欠席者：大沼一彦，根岸一乃，前田直之　　　　　　　　　　（50 音順・敬称略）
議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ． 選挙結果の報告（敬称略）24 名の立候補があり，2010 年 11 月 29 日に可児一孝，西信元嗣，中谷　一委員

の立会の下，開票が行われた。その結果以下の 20 名が新理事に選ばれた。
　　医師　　　：大鹿哲郎，大野京子，梶田雅義，根岸一乃，長谷部　聡，不二門　尚，前田直之，村上　晶，
　　　　　　　　吉田晃敏，吉村長久
　　理工学系　：魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，河原哲夫，古野間邦彦，小林克彦，斎田真也，三橋俊文
　　視能訓練士：川守田拓志，松本富美子
　　続いて 2011 年 1 月 5 日（水）に理事長選挙開票を行ったところ，不二門　尚が選ばれた。
　　常任理事の役割分担は以下のとおりである。

理事長 不二門　尚
副理事長（庶務） 大沼一彦
編集担当 三橋俊文
多施設研究担当 魚里　博
渉外担当（WOC） 大鹿哲郎
広報（HP）担当 奥山文雄
会計担当 小林克彦
企画（前眼部）担当 根岸一乃
企画（近視）担当 長谷部　聡
視能訓練士担当 松本富美子
企画（後眼部）担当 吉田晃敏

　　また，監事は可児一孝，畑田豊彦に依頼した。
2 ．会員についての現況 （不二門理事長）
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2011 年 8 月 20 日現在）　正会員 545 名（6 名増）（うち名誉会員 30 名）
　　　　　　　　　　　　　　購読会員 17 箇所，寄贈 9 箇所，法人会員 26 社（変更なし）
3 ．第 46 回日本眼光学学会収支報告 （魚里　博会長）
　　第 46 回日本眼光学学会総会　
　　14th The IRSJ 2010　第 11 回眼科臨床機器研究会と合同で開催。
　　事前登録 503 名，参加登録総数は 801 名（有料参加者 785 名）であった。
　　 一般口演 31 題，特別講演 1，招待講演 1，シンポジウム 6，画像診断特別セッション 1 を行い，収支は

18,767,107 円であった。
4 ．学会開催について
　　　 1 ）第 47 回日本眼光学学会現況報告 （根岸会長代理，不二門）
　　　　・会期：2011 年 9 月 3 日（土）・4 日（日）
　　　　・会場：東京ステーションコンファレンス
　　　　　　　〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12　TEL 03-6888-8080
　　　　・会長：根岸一乃（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
　　　　　プログラム委員を決めて，企画した。
　　　　　 事前登録 439 名，当日登録（午前中）119 名である。魚里先生に特別講演を，招待講演を Marcos 先

生に，シンポジウム，教育講演を行う。
　　　 2 ）第 48 回日本眼光学学会の現況報告 （村上　晶会長）
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　　　　・日時：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
　　　　・会長：村上　晶（順天堂大学医学部眼科学教室）
　　　　　 秋葉原駅直結で，足場がよい。特別講演は梶田雅義先生にお願いする。シンポジウム（3 ～ 4）など

は相談して決めたい。眼鏡シンポジウムについても行う予定。
　　　 3 ）第 49 回日本眼光学学会の現況報告 （吉村長久会長）
　　　　・日時：2013 年 9 月 7 日（土）・8 日（日）
　　　　・会場：ウエスティン都ホテル京都
　　　　・会長：吉村長久（京都大学眼科学）
　　　　　可能ならば，前日に眼底のインターナショナルの集まりを共催したいと思っている。まだ未定である。
5 .「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　　雑誌の発行が遅れてたいへん申し訳ない。2011 年度 32 巻は今年中に 4 冊発刊する予定である。
6 ．ホームページについて （奥山理事）
　　会員はすべてみることができる。非会員は過去 1 年分をみることはできない。
　　会員に E メールアドレスを聞く。将来，学会誌をすべて Web Journal にしたい。
7 ．学術奨励賞について （三橋理事）
　　 編集委員 22 名で審査を行い 19 名が投票し，三田哲大氏が 14 票，浅川　賢氏が 12 票で獲得し，今回は 2

名とした。 
　　若いエンジニアの人にも積極的に書いていただきたい。
　・三田哲大　　31 歳（金沢医科大学）
　　「統計解析を用いた視力測定」
　・浅川　賢　　30 歳（北里大学医療衛生学部）
　　「コントラスト感度と視力に影響するフレネル膜プリズムの最小度数」
8 ．2011 眼光学チュートリアルセミナー （小林理事）
　　会　期：2011 年 7 月 23 日（土）・24 日（日）
　　場　所：日本薬学会　長井記念会館　長井記念ホール
　　参加者：141 名
　　会計は黒字が出ているが，JOEM の人権費を入れると赤字が出なかった程度である。
　　来年も日本眼光学学会と共催で，日本視能訓練士協会後援で続けていくことになった。
9 ．多施設研究について （川守田理事）
　　回収率は 42.4％で，ずいぶん多かった。まだ返ってきているので，最終報告はまた改めてしたいと思う。
　　 臨床で使用されている視力表は 5 列字づまり，検査距離 5m，ランドルト環か，ランドルト環とひらがなの

混合が多かった。視力検査の閾値決定は 3 /5，最高視力は 1.2 か 1.5 であった。そのほか，自由記載の部分
をもう少し解析したい。

◆協議事項
1 ．2010 年度会計報告・2011 年度予算案について　
　　決算について
　　＜歳入＞
　　　 事務局移転のため，個人会費の再請求ができなかったのと滞納会員が多いため収入減。学会誌の発行が遅

れたため，広告料収入も少なかった。収入合計は 4,521,232 円であった。
　　＜歳出＞
　　　 会議費はホテルで会議を行うため，予算をオーバーしている。学会誌は発刊の遅延のため 5 冊分である。

名簿は作成しなかったので支出 0，支出合計は 8,799,997 円であった。大幅な赤字であり，このままだと
いずれたちゆかなくなる。
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　　予算案について
　　＜収入＞
　　　 個人会員および法人会員は会員数が減っているため，減。広告料は頑張って集めたいと思う。収入合計は

6,097,000 円である。
　　＜支出＞
　　　 学会誌は 6 冊分である。名簿を作成するので予算にあげた。HP を新しくするので，予算にあげた。選挙

費用は，今年は選挙がないので 0 である。支出合計は 11,436,222 円である。
2 ．2011 年度事業計画
　　　第 47 回学会を行い，第 48 回学会に向けて進める。
　　　眼光学チュートリアルセミナーは JOEM と共催，日本視能訓練士協会後援である。
　　　多施設研究は現在のものが終わってからテーマを考えたい。
　　　名簿は将来的には Web にするが，今年は紙ベースで発行する。
3 ． 2014 年日本眼光学学会について
　　　 最近，医学系が続いているので，工学系の先生にお願いしたい。50 回となるので，原点に戻るということで，

金沢工業大学の吉澤達也先生にお願いしたい。
4 ．学生会員について
　　 工学系の大学院の学生が発表することがある。筆頭演者は会員の必要があるので会費を 3,000 円とする。3

月末に手紙を出して，学生であることを確認する。
　　 また，入会申込書を新しくする。医師番号，視能訓練士は番号があればそのままで会員とし，それ以外の人

のみ常任理事の承認を必要とする。
5 ．3 年以上未納会員に対する対処法について
　　第 3 章会員の第 7 条を以下のように変更する。
　　第 7 条　本会に対し，名誉を著しく傷つけた者は，理事会の議決を経て除名することができる。
　　　　　　　　　　↓
　　第 7 条　 退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければならない。ただし，3 年以上会費払い込み

のない者は自動退会とする。また，本会に対し，名誉を著しく傷つけた者は，理事会の議決を経て
除名することができる。

6 ．名簿発行について
　　名簿に記載してよいものを尋ねる。今年は紙ベースで，将来は Web とする。
7 ． 臨床眼科学会インストラクション応募（屈折調節研究会の発展形）についてもう少し一般の医師がわかりや

すいテーマを考える。
8 ．眼科画像診断（ME 学会の発展形）について
　　引き続き学会開催の折りに ME 学会からのテーマについて吉田理事，吉村理事に考えていただきたい。
9 ．電子ジャーナルについて
　　予算が厳しく赤字がこのまま続くと困る。
　　 学会誌の発刊にお金がかかるので，3 年くらいを目処に電子ジャーナルに変更したいとアナウンスして on 

line journal に移行する。あるいは，紙ベースはモノクロで，カラーは Web に載せるようにしてはどうか。
　　名簿に掲載する項目とメールアドレスを尋ねる。来年の選挙に向けて今年中に発刊する。
10．別刷請求が前年度のものだと大学からは出せないので，早く正常に戻してほしい。
11．次回理事会の開催について
　　2012 年の日本眼光学学会会期中（昼）を予定。
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日本眼光学学会 2011年度編集委員会議事録

日　時：2010 年 9 月 2 日（金）15：00 ～ 16：30
場　所：東京ステーションコンファレンス　4F　402A
出席者： 市川一夫，魚里　博，江本正喜，大鹿哲郎，奥山文雄，梶田雅義，祁　　華，古野間邦彦，斎田真也，
　　　　仲泊　聡，根岸一乃，長谷部　聡，畑田豊彦，不二門　尚，松本富美子，三橋俊文，吉澤達也
　　　　　　　　　　　　編集部より三宅啓子，瀧内咲智子　19 名
欠席者：井上　真，大沼一彦，佐藤美保，原　直人，前田直之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50 音順・敬称略）
議　長：三橋 俊文
報告事項
1 ．編集委員の一覧表を確認した。
2 ．視覚の科学発刊経過・予定
　　発刊が遅れており申し訳ない。事務の遅れがあり，今年中に 4 冊発刊してしまう予定である。
　31 巻：1 号 2010 年 5 月，2 号 2010 年 12 月，3 号 2011 年 7 月，4 号 2011 年 8 月
　32 巻（すべて 2011 年内発刊予定）
　　 1 号 9 月　2 号 10 月　3 号 11 月  4 号 12 月
　　 1 号　巻頭言　　　　江本正喜
　　　　　総説　　　　　浅川　賢・魚里　博
　　　　　原著　　　　　田中農夫男
　　　　　学会印象記　　奥山文雄，長谷部　聡
　　 2 号　巻頭言　　　　古野間邦彦
　　　　　総説　　　　　不二門　尚
　　　　　原著　　　　　藤江龍登
　　　　　　　　　　　　三橋俊文
　　　　　トピックス　　梶田雅義
　　　　　学会印象記　　佐藤美保
　　　　　　　　　　　　加藤桂一郎
　　 3 号　巻頭言　　　　大鹿哲郎
　　　　　総説　　　　　吉澤達也
　　　　　原著
　　　　　トピックス　　仲泊　聡
　　　　　学会印象記　　市川一夫
　　　　　　　　　　　　松本富美子
　　4 号　巻頭言　　　　原　直人
　　　　　総説　　　　　根岸一乃
　　　　　原著
　　　　　トピックス　　前田直之
　　　　　学会印象記　　斎田真也
　　　　　　　　　　　　三橋俊文
3 ．原著の状況
　　12 編の原著がある。OK 原稿 3 編を 1 号，2 号に掲載する予定である。
　　改変中 5 編，査読中 3 編から 3 号，4 号に掲載するものが出る予定である。
4 ．日本眼光学学会学術奨励賞
　　 31 巻に掲載した論文のなかから資格に合致するものは以下の 2 編しかなかった。この 2 年間工学系の人が
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出ていないので，是非工学系の人は出してほしい。
　　 編集委員 22 名中 19 名の投票の結果，2011 年度の受賞者は下記の 2 名に決まった。三田氏が 14 票，浅川

氏が 12 票であった。
　　医系学：三田哲大（金沢医科大学）31 歳（視能訓練士）
　　　　　　統計解析を用いた視力測定
　　医学系：浅川　賢（北里大学医療衛生学部）30 歳（視能訓練士）
　　　　　　コントラスト感度と視力に影響するフレネル膜プリズムの最小度数
協議事項
1 ．編集方針について
　　項目，作業の簡素化
　　　編集後記は編集委員長が書くことになった。
　　担当の割り当てについて
　　　4 号の巻頭言はその年の学会担当会長が書くことになった。
　　　特別講演についても書いていただくこととなった（今年は魚里先生）。
　　　学会印象記は同じ学会を書いてもよい。視点が異なるので，同じ内容にはならない。
　　　担当表を書き直すことを確認した。
　　連載
　　　3D とめがねの特集を行った。
　　　3D（総説）： 矢野先生 31 巻 1 号，三橋 31 巻 3 号，不二門先生，氏家先生分は 32 巻へ
　　　めがね（トピックス）： 山上守夫（ニコン・エシロール）31 巻 2 号，　　　　　　　　　　　　　　　　

小玉幸弘（セイコーオプティカルプロダクツ），セイコー，東海光学，HOYA　　
新しいレンズについて書いていただく。

　　今後のテーマについて
　　　これまでの雑誌に掲載された一覧表，昨年の委員会で提案のあったテーマを参考に議論した。
　　　・ 画像診断（OCT）　色がないとわかりづらい。Web の方に色をつけて，印刷物はモノクロにするという

やり方もある。
　　　・光学の基礎
　　　・近視，乱視
　　　・コンタクトレンズ，眼内レンズ
　　　・手術と眼光学，翼状片の手術
　　　　チュートリアルのテーマを選ぶ。顕微鏡も最近は新しくなり，使いやすくなっている。
　　　・乱視のテーマで，手術の切開位置なども新しくなっている。
　　　・臨床関係，光学関係，情報処理関係などと三つに分ければよいのではないか。
　　　・普段ふれられないようなところがわかりやすく書いてあるのがよい。
　　　・OCT の原理を行っている人たちも巻き込むとよい。
　　　・神経系中枢の入り口となるフォトレセプターの部分で理解がつまずく。
　　　・心理物理 （原理・判断）についてもテーマとしてはいかがか。
2 ．Web site　　　　　　　　　　　　　　　（奥山委員）
　　 • バックナンバーの PDF 化
　　　過去 10 年分を PDF 化する。最新の 1 年分は会員のみ閲覧することができる。
　　　学会の抄録はタイトルのみ掲載する。
3 ．査読投稿作業の電子化
　　 • 新規眼光学学会ホームページに伴って，電子投稿システムを業者に依頼して作成。
　　　 テストケースとして三橋原著，吉澤 editor で試用した結果，現在のシステムには，システム上と運用上に

ついて問題がある。
　　　システム上の課題
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　　　　 1 ．編集者が査読状況を全く把握できない．
　　　　 2 ． 査読者と編集者がシステムだけを介して，作業ができない。すなわち，査読者と編集者がシステ

ムを用いて行っている作業は事務局にメールで連絡していることと同じであり，事務局の手続き
を経ないと作業が進まない。

　　運用上の課題
　　　査読者が受け取ったことを editor が把握するなど，改変の必要がある。
　　 • 投稿規程の修正
　　　電子投稿システムの運用開始と合わせて修正した方がよい。
4 ．その他
　　 • 来年度の表紙の色
　　　31 巻は青色なので 32 巻は藍色にする。
　　 • 次回編集委員会
　　　来年の学会前日の予定
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2011 年 9 月

（ 31 ）

2010年歳入歳出決算報告書
［自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日］

収　入 単位（円）
科　　　目 予算額 歳入額 前年度に比し増減

個　 人　 会　 費 2,695,000 2,010,000 − 685,000

法　 人　 会　 費 1,440,000 1,440,000 0

購　 読　 会　 費 108,000 168,000 ＋ 60,000

学 会 誌 広 告 料 1,500,000 798,000 − 702,000

著 者 負 担 金 200,000 0 − 200,000

雑 　 収 　 入 50,000 104,928 ＋ 54,928

利 　 　 　 　 息 2,000 304 − 1,696

収　 入　 小　 計 5,995,000 4,521,232 − 1,473,768

前 年 度 繰 越 金 21,227,317 21,227,317 0

歳　 入　 合　 計 27,222,317 25,748,549 − 1,473,768

支　出 単位（円）
科　　　目 予算額 歳入額 前年度に比し増減

学 会 補 助 金 500,000 500,000 0

学 会 時 諸 経 費 550,000 846,284 ＋ 296,284

学術奨励賞副賞 200,000 200,000 0
会議費　　　　 250,000 517,524 ＋ 267,524
出張費　　　　 100,000 128,760 ＋ 28,760

学 会 誌 作 成 費 7,900,000 5,994,672 − 1,905,328

名 簿 作 成 費 250,000 0 − 250,000

印 　 刷 　 費 150,000 105,997 − 44,003

HP 保守年間契約料 189,000 170,100 − 18,900

消　 耗　 品　 費 50,000 37,530 − 12,470

通 信・ 発 送 費 150,000 82,420 − 67,580

委 　 託 　 費 950,000 906,000 − 44,000

選 　 挙 　 費 300,000 112,684 − 187,316

雑 　 　 　 　 費 35,000 44,310 ＋ 9,310

予 　 備 　 費 1,000,000 　　0 − 1,000,000

支　 出　 小　 計 12,024,000 8,799,997 − 3,224,003

次 年 度 繰 越 金 15,198,317 16,948,552 ＋ 1,750,235

歳　 出　 合　 計 27,222,317 25,748,549 − 1,473,768

預　貯　金　明　細
（2010 年 12 月 31 日現在）

単位（円）
区　分 金　額 預　入　先 金　額

流動金 16,948,552 三井住友銀行（普通） 1,628,217

振替貯金 15,071,350

手持現金 248,985

合計 16,948,552 16,948,552
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日本眼光学学会 2011年度予算案
［自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日］

収　入 単位（円）
科　　　目 2010 年度予算額 2011 年度予算額 前年度に比し増減

個　 人　 会　 費 2,695,000 2,600,000 − 95,000

法　 人　 会　 費 1,440,000 1,300,000 − 140,000

購　 読　 会　 費 108,000 102,000 − 6,000

学 会 誌 広 告 料 1,500,000 1,844,000 ＋ 344,000

著 者 負 担 金 200,000 200,000 0

雑　　 収　　 入 50,000 50,000 0

利　　　　　 息 2,000 1,000 − 1,000

収　 入　 小　 計 5,995,000 6,097,000 ＋ 102,000

前 年 度 繰 越 金 21,227,317 16,948,552 − 4,278,765

歳　 入　 合　 計 27,222,317 23,045,552 − 4,176,765

支　出 単位（円）
科　　　目 2010 年度予算額 2011 年度予算額 前年度に比し増減

学 会 補 助 金 500,000 500,000 0

学 術 奨 励 賞 副 賞 200,000 222,222 ＋ 22,222

会　　 議　　 費 250,000 500,000 ＋ 250,000

出　 張　 旅　 費 100,000 100,000 0

学 会 誌 作 成 費 7,900,000 6,500,000 − 1,400,000

名 簿 作 成 費 250,000 250,000 0

印　　 刷　　 費 150,000 150,000 0

HP　 作　 成　 料 0 740,000 ＋ 740,000

HP 保守年間契約料 189,000 189,000 0

消　 耗　 品　 費 50,000 50,000 0

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 35,000 35,000 0

会 計 監 査 料 0 100,000 ＋ 100,000

予　　 備　　 費 1,000,000 1,000,000 0

支　 出　 小　 計 12,024,000 11,438,222 − 587,778

次 年 度 繰 越 金 15,198,317 11,609,330 − 3,588,987

歳　 出　 合　 計 27,222,317 23,045,552 − 4,176,765

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

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒



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

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒


