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巻　頭　言

地デジ化
江本　正喜

（NHK放送技術研究所）

1953 年に本放送が開始された地上アナログテレビ放送は，2011 年 7 月 24 日に一部を除いて地上デジタルテレビ

（以下 地デジ）放送に移行した。地デジへの移行により，時刻スーパーがゆっくり変化したり，受信機によって画像

が表示されるタイミングが異なったり，ワンセグ放送，データ放送，電子番組表，字幕放送が利用可能になったり

という変化が生じた。この地デジ化は，近年の電波状況の変化に対応するべく，有限で貴重な資源である電波の有

効利用を更に進めるために，電波の区画整理を行うものである。従来，地上アナログテレビ放送に用いられていた，

UHF13～52 チャンネルが地デジ放送へ再割り当てされた。その際，ハイビジョン放送が可能な電波の幅が割り当てら

れ，従来，衛星放送でのみ提供されていたハイビジョン番組を地上放送で楽しむことができるようになった。視聴者

にとって，最も明らかに目に見える変化はこのハイビジョン方式への変更であり，高精細感を実感していただけてい

ることと思う。そして，この方式には視覚特性が大いに反映されている。

地デジ放送では，横 1,440 画素，縦 1,080 画素の映像が放送されている（衛星デジタルテレビ放送では，横 1,920

画素，縦 1,080 画素）。ブラウン管時代の走査線の概念を継承すれば，縦 1,080 本の走査線となり，これは後ほど述べ

るある条件において，視力 1.0 の視聴者が走査線構造を知覚できる限界程度の値になっている。ちなみに印刷の分野

でも同じようなことがいわれており，明視距離で 300 dots／inch 程度が一つの基準となっているようである。最近で

は，スマートフォンの小型液晶ディスプレイで 326 pixels／inch のものが市販され，Retina display と名付けられてい

る（筆者はこの名称を初めて耳にしたときに，ついにレーザーなどで網膜に直接描画するディスプレイがスマートフォ

ンに採用されたと勘違いした）。また，宇宙から万里の長城が見えるかという命題の真偽について計算してみるのも一

興である。答え合わせは Google map や Google Earth で行うのが面白い。さて，テレビの場合のある条件とは，画質

評価を行う際に規格として決められている視聴条件で，標準観視条件と呼ばれている。そこでは，視距離は画面の高

さの 3 倍とされているので，画面の上下を見込む角は約 19 度，約 1,135 分であり，地デジの 1,080 本は走査線 1 本が

視角約 1 分に相当することとなる。注意が必要なのは，この標準観視条件はテレビ放送方式，信号処理，および機材

などの画質評価の際に用いられるもので，家庭での視聴環境を規定するものではないということである。

近年，眼内レンズや LASIK（laser in situ keratomileusis）などの最新治療により，眼光学系の特性が飛躍的に向上

し，非常に良い視力の Super Vision をもつ人が増えているようであるが，テレビ放送もそれに追従対応するような新

たな高精細規格が必要となる日がくるかもしれない。
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1.  は　じ　め　に

視覚科学における最近の話題として，映像技術の発
展によってもたらされた立体画像が注目されている。
立体映画の上映のみならず家庭用のテレビジョン，携
帯電話のディスプレイに至るまでその映像技術が展開
されている。ここでいう立体画像は左右各眼に対応し
た画像を両眼視することで構築されるものである。一
方，視覚研究では“立体視”と称されるが，立体視に
関する報告は数多くみられ，斜視や弱視に代表される
両眼視機能異常症例に対する検討1）から，大脳皮質
領域においても腹側視覚路にまで至り，その情報処理

を評価している基礎的な報告 2）もある。とくに立体
視の測定は，視能矯正における両眼視機能異常の定性
的な評価や，その治療効果の客観的指標としての意義
が大きい1，3）

我々が立体視を獲得するためには，視覚の感受性期
間内に左右眼の不均衡を生じる因子を早期に除外する
必要があり，その成立には視力差や不等像視，斜視，
網膜対応異常が存在しないこと，視覚中枢における両
眼視細胞の存在など，種々の条件が必要になる3，4）。本
稿では立体視が成立するための必要条件とその許容限
界となる基準値を，筆者自身の実験結果とともに，既
報を踏まえて包括的に述べる。

別刷請求先：252⊖0373　相模原市南区北里 1⊖15⊖1　北里大学医療衛生学部視覚機能療法学　浅川　賢
（2011 年 7 月 27 日受理）
Reprint requests to: Ken Asakawa　Dept of Orthoptics & Visual Science, Kitasato Univ, School of Allied Health Sciences
1⊖15⊖1 Kitasato, Minami-ku, Sagamihara 252⊖0373, Japan
(Received and accepted July 27, 2011)

総　　説

立体視の成立に必要な条件と許容限界
浅 川 　 賢， 魚 里 　 博

北里大学医療衛生学部視覚機能療法学

The Necessary Conditions and Permissible Values for 
Maintaining Stereoacuity
Ken Asakawa and Hiroshi Uozato

Department of Orthoptics and Visual Science, Kitasato University, School of Allied Health Sciences

立体視は視覚研究や視能矯正のみならず映像技術に至るまで，幅広く評価されている。我々が立体視を知
覚するためには種々の条件を満たす必要があり，様々な要因により影響を受けるため，各種の立体視検査法
によって得られる結果も個人差が大きく，その評価には慎重を要する。本総説では，筆者自身の実験結果と
ともに，既報を踏まえて立体視が成立するための必要条件とその許容限界となる基準値を示した。

 （視覚の科学　32: 3 － 7，2011）

キーワード：立体視，必要条件，許容限界

Stereoacuity has been one of the most popular fields in vision research, and is routinely evaluated 

in clinical practice and imaging technology.  However, stereoacuity must have some necessary 

conditions, and the evaluation metrics must be carefully designed and executed, since stereopsis varies 

considerably between individuals, and test plates differ in terms of measurement conditions.  Based on 

our preliminary study and past reports, this article reviews the necessary conditions and permissible 

values for maintaining stereoacuity. (Jpn J Vis Sci  32: 3-7, 2011)

Key Words : Stereoacuity,  Necessary conditions,  Permissible values
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図 2  BF の値と視差の対数値（中央値±標準偏差）
  BF により非優位眼の視力を低下させていくと，

Titmus stereo tests（TST），TNO stereo test（TNO），
Frisby stereo test（Frisby）にて得られた立体視も低
下した。縦軸，横軸の（　）内はそれぞれ視差の換
算値および近見での実測小数視力値を示す。

 ：TST，●：TNO，○：Frisby

2.  実　験　方　法

屈折異常以外に眼疾患を認めない健常若年者 14 名
（平均年齢 20.1 歳）を対象に，レンズ交換法により得
られた自覚的屈折値の完全矯正レンズを装用させ，近
見立体視を Titmus stereo tests （STEREO OPTICAL 社,  

以下  TST），TNO stereo test （Lamèris Ootech 社，以下  

TNO），Frisby stereo test （Clement Clarke International

社，以下  Frisby） にて測定した。その後，Bangerter 

filter （Ryser Optik 社，以下  BF） の 0.8，0.6，0.4，0.2，
0.1 を非優位眼（Hole-in-card test で決定）のみに付加
し，実験的に視力差を生じさせた状態，また＋0.5，
＋1.0，＋1.5，＋2.0，＋2.5，＋3.0D の凸レンズを非優
位眼のみに付加し，実験的不同視において，それぞれ
近見立体視，遠見視力，近見視力，New aniseikonia 

test（はんだや社）による不等像視および VCTS-6500 

（Vistech 社）によるコントラスト感度を測定した。
いずれも環境照度が約 500 lx の条件下にて測定を

行い，検査上での測定環境の影響を可能な限り除外し
た。近見立体視は視差を対数値に換算し，視力は上下
左右を選択する 25％の偶発的な正答を除くため，5/5
の 100％の正答をもってその視力値とし，logMAR 値
に換算した。コントラスト感度はチャートの輝度が
100 cd/m2 となるように調整し，空間周波数 1.5，3，6，
12，18 cycles/degree（以下  c/d）において up，right，
left，blank のいずれかを強制選択法にて求め，対数
値に換算した。なお研究の趣旨に関して十分な説明を
行い，承諾を得た後に測定を行った。

3.  実　験　結　果

1 ） 視力差の検討
BF 付加による遠見視力と近見視力の実測値を示す

（図 1）。BF により非優位眼の近見視力を漸増的に低
下させていくと，TST，TNO，Frisby にて得られた
立体視も低下した（図 2）。TST は視力低下前の状態
では 40 秒（中央値，以下同様）であったが，BF 0.1
付加（実測小数視力値 0.2）時には 200 秒まで低下し
た。なお，TST の正常値とされる 100 秒より立体視
が低下した視力値は BF 0.2（0.25）であった。TNO

は 60 秒から BF 0.1 付加（0.2）時には 480 秒まで低
下し，正常値である 120 秒より低下した視力値は BF 

0.6（0.5） で あ っ た。Frisby は 20 秒 が BF 0.1 付 加
（0.2）時に 110 秒まで低下した。

図 3  凸レンズ付加度数と視差の対数値（中央値±標準偏差）
  非優位眼のみに凸レンズを付加させ，不同視を段階

的に作成すると，近見立体視も低下した。縦軸の（　）
内は視差の換算値を示す。

 ：TST，●：TNO，○：Frisby

図 1  Bangerter filter（BF）の値と実測 logMAR 値（中央
値±標準偏差）

  BF 付加による視力の実測値は，filter に明記された
値ではないものの，直線的な低下がみられた。縦軸
の（　）内は小数視力の換算値を示す。

 ●：遠見，○：近見
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2 ）屈折差（不同視）の検討
非優位眼のみに凸レンズを付加させ，不同視を段階

的に作成すると，各種の立体視は低下した（図 3）。
不同視のない状態では，TST，TNO，Frisby による
立体視はそれぞれ 40，60，20 秒であり，3 D の不同
視 に な る と，300，1,980，280 秒 と な っ た。 な お
TST で 100 秒より低下した屈折差は 2.5 D，TNO で
120 秒より低下したのは 2.0 D であった。参考データ
として凸レンズ付加による視力の結果を示す（図 4 ）。
実験的に近視の状態としているため，＋3.0D 付加に
て遠見の実測小数視力値は 0.1 まで低下したが，近見
視力は 1.0 であった。

3 ）不等像視の検討
完全矯正レンズに＋3.0 D を付加した状態で不等像視

を測定すると，被験者によって 1～6％と幅があった。
また不等像視の大きさと TST，TNO，Frisby による立
体視低下には，有意な相関を認めなかった（TST；r ＝
0.34，p＜0.23，図 5a，TNO；r ＝ 0.33，p＜0.33，図 5b，
Frisby；r ＝ 0.40，p＜0.12，図 5c，Spearmann 順位相
関係数）。

4 ）コントラスト感度の検討
BF と凸レンズ付加による実験的な視力低下に伴

い，1.5，3，6，12，18 c/d における log コントラス
ト感度の低下もみられた。しかし BF と凸レンズに
よって，その程度に違いがみられ，後者の方がほぼ直
線的に低下する結果となった（図 6）。

4.  成立条件と許容限界

本研究にて視力差や屈折差によって立体視が維持で
きる許容限界を検討すると，TST，TNO，Frisby に

おいて差異がみられた。とくに Frisby は，TST や
TNO と比較して実験的な条件ではあるが，視力低下
や不同視の影響を受けにくいことが明らかとなった。
Frisby は検査距離（30～80 cm）とプレートの厚さ

（1，3，6 mm）を変えることで定量性にも優れてお
り，両眼分離が不要のため融像の影響を除外すること

図 4  凸レンズ付加度数と実測 logMAR 値（中央値±標準
偏差）

  凸レンズ付加による遠見視力の実測値は，ほぼ直線
的な低下がみられた。縦軸の（　）内は小数視力の
換算値を示す。なお近見視力は全例で小数視力 1.0
であった。

 ●：遠見，○：近見

図 5  不等像視と立体視低下の関係
  不等像視は，＋3.0D 付加でも各個人によって 1 ～ 6％

と異なり，その大きさと各種の近見立体視低下の程
度にはいずれも相関がみられなかった。

 a：Titmus stereo tests との相関
 　  r = 0.34，p < 0.23
 b：TNO stereo test との相関
 　  r = 0.33，p < 0.33
 c：Frisby stereo test との相関
 　  r = 0.40，p < 0.12

a

b

c
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も可能であることから，近見立体視検査の第一選択と
して有用と考えられる。

立体視成立の必要条件には，左右眼の視力に差がな
いこと，不等像視がないこと，顕性の斜視がなく網膜
正常対応であること，視覚中枢に両眼視細胞が存在す
ること，が挙げられる3 ,  4）。以下に本実験から得られ
た結果をまとめ，既報における許容限界の数値を示
す。

視力差に関して，本結果では TST や TNO の正常
値より立体視が低下した視力は，それぞれ 0.25 と
0.5 であった。BF 付加による実験的な視力低下と立
体視の関係は，概して，一眼の視力が 0.3 以下になる
と立体視が急激に低下するとされている5−7）。TST

と TNO の測定条件には，両眼分離方法が偏光フィル
ターと赤緑フィルター，視標図形が solid pattern と
random dot pattern などの違いがあるため，限界と
なった視力値に差を生じたと考えられる。また TNO

はコントラストの影響を受けやすい 8 ,  9）ことや，BF

が散乱によって光量低下を生じさせることから，赤緑
フィルターでは光透過性がより不良となったことも要
因と考えられる。更に BF 付加による視力とコントラ
スト感度の低下は，凸レンズ付加より結果が不安定で
あったことから，BF 自体にも様々な要因が複雑に影
響していることが示唆される。

不同視とは「左右眼の屈折に差がある状態」と定義
されている10）。どの程度の屈折差から不同視の状態と
みなすかは，これまで弱視症例をはじめとする種々の
検討から 2 D 以上といわれてきた11）が，一定の見解
は得られていない。しかし本検討において不同視の状
態で正常立体視を獲得できる限界は，TST で屈折差
が 2.5 D，TNO で 2.0 D であったことから，2 D 以上
の不同視が臨床上，問題視されるという上記の報告を
支持する結果となった。

不等像視は「左右眼に見える像の大きさが違う状
態」と定義されており12），大別して眼球の屈折因子の
左右差である光学的不等像視と視細胞の分布や交叉線
維，大脳皮質など，視覚中枢に至る過程（視路）の左
右差である解剖学的不等像視に分類される。すなわ
ち，前者は網膜上に像が投影される retinal image で，
後者は視覚中枢で認知される ocular image である。本
研 究 で は 凸 レ ン ズ 付 加 に よ る 検 討 を 試 み た が，
＋3.0 D 付加でも被験者によっては 1％の不等像しか
検出されず，その大きさと立体視低下には有意な相関
は み ら れ な か っ た。 こ れ は retinal image と ocular 

image が調節や輻湊，融像の関与によっても異なり，
両者は比例関係にない 4, 13）こと，また New aniseikonia 

test は，不等像視が過小評価される傾向にある14）と
されており，これらの要因によるものと考えられる。
更に不等像視の影響は，屈折異常の原因が屈折性か軸
性かにより異なる15）ため，今後は被験者の屈折異常
の原因別に検討することが解決策の一助となり得る。
なお既報においては，正常立体視を獲得するための不
等像視は 3％以内16）であり，立体視を維持できる許容
限界は 7％以内であるとされている13）。

顕性の斜視に関しては，実際の斜視症例に対する検
討で水平斜視は 8Δ以内，上下斜視は 6Δ以内（乳児
内斜視術後にて TST の fly（約 3,000 秒の視差）をパス
する斜視角）と推定されている17, 18）。しかし monocular 

clue などによる偽陽性も否定できず，それらを考慮
すると真の立体視を獲得できる斜視角は，4Δ以内が
許容限界と考えられている17）。

網膜正常対応は，各眼の中心窩がそれぞれ共通した

図 6  実験的な視力低下とコントラスト感度の関係（平均
値のみ表記）

  視力低下に伴い log コントラスト感度の低下がみら
れたが，BF（図 6a）と凸レンズ（図 6b）によって，
その程度に違いがみられた。横軸の（　）内は遠見
での実測小数視力値を示す。

 ●：1.5 cycles/degree （c/d），○：3 c/d，
 ：6 c/d， ：12 c/d， ：18 c/d
  a：BF 付加による結果
  b：凸レンズ付加による結果
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位置感覚をもった関係のことである。大まかな立体視
を認めるものの，網膜対応異常を有する微小斜視が
10Δ以内の偏位である 19, 20）こと，網膜対応異常症例
にて視覚中枢における眼優位円柱の軸索の長さが中心
窩から 5°の距離に相当する 21）ことからも，その成立
は 10Δ以内の斜視角であることが必要条件と考えら
れる。

両眼視細胞の存在については，視覚情報は小細胞系
（parvocellular pathway  以下  P 系）と大細胞系（mag-

nocellular pathway  以下  M 系）の独立した二つの神
経機構によって処理されているが，形態覚（視力）や
色覚など，より高度な視覚情報は P 系が，運動視や
立体視など大まかな視覚情報は M 系が関与するとさ
れている 22）。P 系は 4 歳ごろ，M 系は生後 6 カ月ご
ろにほぼ完成して成人の反応レベルに達する 23）ため，
両眼視細胞が発達するためには，乳児内斜視の立体視
機能からも明らかなように，生後 6 カ月以内には成
立条件を妨げる要因を排除することが望ましい。

5.  ま と め

視覚研究において頻用される立体視は，種々の条件
を満たす必要があることや，様々な要因により影響を
受けるため，得られる結果も個人差が大きく，その評
価には多数の症例や被検者が必要である。またその評
価にあたっては，これまで述べてきたごとく，各種の
立体視検査法において，両眼分離や視標図形にそれぞ
れ特徴や利点，欠点を有しており，それらを踏まえた
上で組み合わせて使用することで，総合的に評価する
ことが重要である。
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1.  緒 言

Duke-Elder 1 ,  2）によれば，映像受容過程には網膜
上の光受容過程である最小視認閾 （以下 minimum 

visible） と映像分析過程の最小分離閾 （以下 minimum 

separable）とがある。前者は生理学的視認過程，後
者は映像形成の明視過程で，映像を完全に認知すると
いう心理学的意味合いの minimum cognoscible（最小
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可変距離タキストスコープによる視認時間の分析
田中農夫男

宮城教育大学

Analysis of Time Required for Distinct Imaging Using 
Improved Type of Tachistoscope
Nobuo Tanaka

Miyagi University of Education

視認時間を分析する目的で，ハーバード式タキストスコープに改良を加えて，350 lux の照度のもと，ラン
ドルト環による 5 m における視認・明視時間を求めた。視標は 0.1～1.0 までの 100 msec 刻みで瞬間提示し
た。被検者は大学・高校生（学校視力検査において裸眼視力が左右とも 1.0 を有する者）の 75 名である。実
験結果が 1.0 に満たなかった眼，著しく明視時間の延長を示す眼は除外して分析し，次の結果が得られた。

1）  視認時間は 200～300 msec を要し，ぼけ像のすべて，明視像の一部を構成する。
2）  明視時間は視標の縮小に伴い増加を示し，視標 1.0（視角 1 分）では 1,000～1,500 msec を必要とし，

日常視における調節時間および調節微動に対応すると推察される。 （視覚の科学　32: 8 －13，2011）

キーワード：視認，明視〈分離〉，タキストスコープ

The purpose of this study is to clarify the process of distinct imaging by normal eyes.  The device 
used in the experiment was the improved Harvard Type Tachistoscope, re-modelled by the author to 
enable free setting of distances.  Time till distinct imaging was measured at 5m under 350 lux; Landolt 
targets were exposed in 100 msec steps (by limiting methods) against each other, from 0.1 to 1.0 (decimal 
notation) subjects comprised 75 students, 17～21 years of age (naked eyes, 5m distance, all subjects 
1.0＋ in right and left visual acuity test of school).  Eyes below 1.0 visual acuity and the eyes showing 
exceptional (abnormal) times in the distinct image experiment were excluded from analysis.  The 
following results were obtained:

（1）  Required time for distinct imaging was 200～300 msec, including all blurred or relatively 
distinct images.

（2）  Distinct vision increases as object size decreases relative to visual targets of Landolt, requiring 
1,000～1,500 msec in Landolt 1.0 (visual angle 1.0’).
 This seems to correspond with times of accommodation and fluctuations of accommodation 
in daily life vision. (Jpn J Vis Sci  32: 8-13, 2011)

Key Words : Blurred vision,  Distinct vision,  Tachistoscope
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識別閾）までを包含している。前者の視認機能は網膜
映像が感覚的に捉えられる過程で，後者の明視機能は
映像を完成させる鮮明化過程である。

このような視覚認知における，1）視標映像を脳皮
質に伝達する minimum visible は，網膜レベルの光受
容に直接関係する光化学的反応の過程と神経伝導時間
であり，個人差は比較的小さい，2）視標の「鮮明像」
を条件とする minimum separable は，調節機能を主
としたプロセスであり，視標内容および提示条件と心
理的でもある個々人の注視維持能力に左右されるた
め，ばらつきも大きいと想定される3 ,  4）。

このような視標明視過程を測定するには，心理物理
学的方法として，刺激提示時間を極端に短縮する瞬間
視（tachistoscopic vision）測定がある（距離を極端
に増大する方法などとともに，刺激縮減法（stimulus 

reduction method）の一つである）。
これによって，1） 2）の移行と視標との対応，時間

的推移を検討するものである。
このたび報告する内容は，1980～1988 年に施行し

た実験結果のまとめである。すなわち，ハーバード式
タキストスコープに改良を加え，5m の距離からラン
ドルト環（以下 ラ氏環）を認め得る最短時間を，小
数視力 0.1 より 1.0 へ向けて 0.1 刻みで測定したもの
であり，教育現場における視覚心理面からみたもので
ある。

実験環境が眼科臨床とは異なり（他覚的屈折計，眼
鏡試験レンズなどがなく，屈折異常の有無はチェック
困難），裸眼視力が 1.0 以上（仮称，健常視力）とい
うことで視認時間を測定せざるを得なかった。

2.  測定方法と対象

1 ）試作器「可変距離タキストスコープ」
ハーバード式タキストスコープ（瞬間露出器）に改

良を加え，任意の距離に対応できる「可変距離タキス
トスコープ」（以下 試作器）を試作した（竹井機器工
業製）。ハーバード式タキストスコープは，10 msec

単位で制御できる瞬間提示器であり，従来から古典的
な機種として心理学領域で使われていた。しかし，測
定距離が 80cm に固定され，両眼視による測定のみの
設計であったため，これを可変距離，右左片眼別に測
定できる装置に改変した。

タキストスコープは 1960 年代に米国で作られ，
ハーバード式タキストスコープとして我が国に導入さ
れた（竹井機器工業 K.K. による）。ハーバード式タ

キストスコープは 2 刺激型である。その後，竹井機
器工業が 3 刺激型に改良・標準化しているが，光路
は前者がハーフミラー 1 枚，後者がハーフミラー 2
枚から構成され，その精度は，10 msec レベルまで測
定可能である。試作器は，2 刺激型（できるだけ高照
度を保つこと，複雑な光路にしないこと，移動に簡便
なことが主な理由）のハーバード式タキストスコープ
を改良したものである。

図 1 に示すように，試作器の刺激光はハーフミラー 

（M）により二つの光路から構成される （S1，S2）。ま
た，刺激光の点滅によって，刺激板 1，2 （T1，T2） を
交互に照射できる。ハーフミラー上の照度は 350 lux と
した。〈図 2「試作器」参照〉

図 2　試作器

図 1  可変距離タキストスコープ（試作器）の刺激箱と刺
激光路

 S1：刺激箱 1，S2：刺激箱 2
 T1：刺激板 1（ランドルト環）
 T2：刺激板 2（白色板）
 T1, T2； 21 × 21cm
 M ハーフミラー透過率：反射率　1：1
 照度ハーフミラー中央面 350 lux
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2 ）測定方法
刺激提示経路（図 3）に示すように試作器刺激箱を

5 m の距離にセットする。
視標の提示個所は視標板の中央であることを被検者

に予知し，刺激板 1（ラ氏環）の露出時間は 100 

msec 単位で変化させて提示する。
刺激板 2 はコントロール光で，視標は提示されな

い。提示時間の設定，ラ氏環交換，記録などは連携作
業で行った。

あらかじめ被検者に視標の提示個所はハーフミラー
の中央であることを白色刺激板（中央に×印がある）
で示し，固視の練習をさせた。実験中の固視監視は行
わなかったので，指示により視標板中央を固視する態
勢をとらせ，声掛けの合図で preset timer（図 3）の
始動ボタン（手動）を押して，視標面にラ氏環を提示
した。測定は右眼，左眼の順に施行した。

3 ）対　象
高校生と大学 1 ，2 年の男女 75 名（県立高校と 2

国立大学の男子 39 名，女子 36 名）右 75 眼，左 75
眼で，年齢分布は 16～21 歳であった。視力は，学校
視力検査によって右左とも裸眼視力が 1.0 以上を有し
たものを対象とした。

視機能に異常がある場合は，視認時間に特異状態が
あらわれるだろうと想定され，その結果は後述のよう
に，最終の考察対象眼は右，左とも 63 眼ずつ（84

％）となった〈3．結果　参照〉。対象眼年齢は同じく
16～21 歳である。

4 ）視標の提示方法と視機能評価
視標の提示は，極限法，上昇系列によった。すなわ

図 3　刺激提示経路

図 4　 視認・明視時間の散布図（右眼：75 眼）
 実線は対象眼，点線は棄却眼である。
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ち，最初は 100 msec で視標（ラ氏環）を提示，続い
て 100 msec 刻みで提示時間を増やし，被検者が正答
できた提示時間で単一視標に対する視認時間とする。
ラ氏環の切れ目の方向は八方向とし，提示視標（小数
視標）は 0.1 から 0.1 刻みで 1.0 まで試行する。

眼科臨床では，一般に minimum separable の視標を
用いて調節時間とするが，本実験はいわゆる minimum 

visible に準ずるレベルも包含するため，前者を明視時
間（鮮明像），後者を視認時間（ぼけ像）と仮に呼称
して述べることとする。

表 1　分析と棄却　対象眼

分類 棄却と分析の対象 右（眼） 左（眼） 右（％） 左（％）

分析対象 棄却対象を除く 63 63 84 84

棄却対象 0.7 視標で 1,100msec 以上 5 6 7 8

棄却対象 0.8，0.9 7 6 9 8

計 75 75 100 100

表 2　分析対象眼の視認・明視時間

小数視力
視角

logMAR
対　　象　　眼（msec）

（分離閾） 右 右 SD 左 左 SD

0.1 10.0 1.0 250 59 250 59

0.2 5.0 0.7 280 74 270 69

0.3 3.3 0.5 310 93 310 88

0.4 2.5 0.4 340 107 330 89

0.5 2.0 0.3 410 140 390 111

0.6 1.7 0.2 460 136 440 121

0.7 1.4 0.14 560 165 530 142

0.8 1.3 0.1 650 205 610 192

0.9 1.1 780 255 770 244

1.0 1.0 0.0 1,100 527 980 435

図 5  視認と明視のプロセス（右眼）
 ：明視時間 （平均）， ：視認時間 （平均）， ：SD
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標準的な視認閾を求めるため，タキスト測定値によ
る散布図から，次の条件のものを考察対象から除外す
ることとした。
（1） 視標 1.0 の検査結果が得られない眼
（2） 視認時間が著しく延長を示す眼

3.  結 果

図 4 は右眼の視認および明視時間を示した散布図
である。

すなわち，それぞれ 0.1～1.0 までの視認および明
視時間を，各例ごとにプロットし折れ線表示を行った
ものである。図において，一部折れ線が数本にみえる
のは，小数視力 0.6 視標前後までの対象群（実線）が
200，300，400 msec と同じ線上に重なり合っている
ためである。

図 4 において，点線のものは明らかに特異な散布
状態を示し，上記の考察対象外の条件（1），（2）に該
当するものである。これらは，学校視力検査時から視
力が変化している場合や，乱視など屈折異常がある場
合などが含まれ，今回の標準的な視標認知を求めるの
には適さないと判断した〈2．測定方法と対象，3）対
象，4）視標の提示方法と視機能評価　参照〉。

左眼も同一傾向を示したため本稿では割愛する。
分析対象および分析対象外（以下「棄却眼」）の眼

数内容を示したのものが表 1 である。分析対象外
（「棄却眼」）は，上記条件（1）の「1.0 未満のもの」
は右 7 眼，左 6 眼，条件（2）の「著しく視認時間の延
長を示すもの」（視標 0.7 で 1,000 msec を超えている）
は右 5 眼，左 6 眼であった。条件（1），（2）の合計は，
右，左とも 12 眼（16％）であった。したがって，分
析対象眼は右，左とも 63 眼（84％）となった。

分析対象眼における提示視標ごとの結果（視認・明
視時間の平均および標準偏差）を示したものが表 2
である。視標（視角）が小さくなるにつれて明視に要
する時間も長くなり，広い分散を示す傾向がみられ
た。

図 5（右眼）は，表 2 をもとに作成した視認から明
視に至る時間的配分のモデルである。すなわち，視認
時間は視標のいかんにかかわらず一定時間（200～
400 msec）を要するが，明視過程は比較的少ないに
もかかわらず，調節反応量が 1,000～1,500 msec と相
対的に長い。

4.  考 按

視力の視認・明視時間の解析には，光覚弁レベル
（視細胞・脳神経伝達プロセスにおける光感度閾値）
を経て，手動弁・指数弁，更には 0.1 未満の調節機能
に直接関与する領域に至る。光覚弁，手動弁・指数弁
の視機能は測定装置・手法などが異なるので，今回の
考察は，それ以外の，本実験の 0.1～1.0 領域に関して
である。以下，minimum visible と minimum separable

について考察したい。
Brown 5 ）は，前者を minimum detectable function

（最小検出機能）とも呼んでおり，視認できる最初の
機能段階である。視認時間でいえば，視標を認めた時
間閾値，すなわち視認閾である。視覚像でいえば，い
わゆる「ぼけ像」といわれているものである。「ぼけ
像」という「視認像」は，被検者側の瞬時に受けた視
覚像で客観的に捉え難いが，内省報告（実験されてい
るときに視体験した被検者の報告）などから，ぼんや
りなりとも視標の形態を認め得た状態である。視認で
きた時間は，本実験結果から最大視標 0.1（視角 10
分）で 200～300 msec であり，400 msec 前後のレベ
ルまでを包含している。

これに関連した研究には，大阪大学試作のアコモド
メータ（10 msec レベルまで測定可能）を用いた水川
ら6），中林ら7）の報告がある。暗黒のなかでラ氏環
1.0 を一定時間点灯させて，明視に要する調節時間を
測定している。その結果，1D（1m）前後の距離に提
示した場合 300 msec 前後となり，調節関与が最小に
なると結論づけ，調節安静位としている。今回の実験
における視標 0.1（視角 10 分）の視認時間も非常に
類似したものになっている。明視時間（中林ら）（視
標 1.0 を使っているので最小時間の「明視像」と考え
る）と，ぼけの視認時間（著者）の差はあるものの，
調節および調節微動に要する時間を除外した視認時間
に近いものと推定されると考えた（中林らと著者の本
質的な違いは視標と測定距離にあるが，安静位状態の
時間は 300 msec 前後と共通していると考えていい）。

明視過程にも視認機能が働くが，視標が小さくな
るにしたがって焦点を合わせる調節機能が加わって，
反応時間（調節反応量）は延長を示し，小数視標 1.0
で 1,000～1,500 msec となった。調節反応は視標の
大きさにより，また，個々人の注視維持能力にも影
響され，ばらつきが多くなっている。その要因とし
ては Campbell ら8）のいう調節微動（fluctuations of 
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accommodation）の関与が考えられ，一般的な日常視
の形態と思われる。自然視の環境下においては，視機
能として最初に必要とするのは視認機能（または中林
ら7）のいう調節安静位）であり，最短の網膜・視路
系伝達時間である。本実験でみられた 300 msec 前後
の視認時間である。次には調節系（調節微動を含む）
要素の関与が加わる。これには，明視を目的とした被
検者の意志・注意力により左右される要因があり，測
定条件によっては疲労の関与も明視に至るプロセスに
大きな影響を及ぼす。ラ氏環を視標とする非調節時に
おける「ぼけ像」の視認レベルは，小数視力を基準と
した場合，本実験結果から 0.4 前後である。

以下，視覚情報伝達について，時系列的に心理学的
側面から少し考察を加えておくと，最初に白色板全体
が網膜に映る。瞬時に神経を伝わって脳皮質に伝達さ
れ，白の部分は背景（素地 ground）となって意識さ
れず，黒の視標は図柄（figure）となって形態として
捉えられる9 , 10）。瞬時の形態は露出時間が非常に短い
ので，視覚イメージに残像的にラ氏環の方向を印象づ
ける （「ぼけ像」）。これが minimum visible で，200～
300 msec の時間である。

次に，網膜の映像を鮮明にするために調節機能が作
用する。視標が小さくなればなるほど，その調節に緊
張 を 要 し， 注 視 維 持 に 時 間 を 要 す る。minimum 

separable はそうした調節機能を主としているが，明
確な映像把握には，Metzger 9）の指摘する「見るとは
同時に考えること」という判断の心的作用も加わるの
で，映像を完全に認知するという意味合いの用語
minimum cognoscible（最小識別閾・「最小認知閾」
とも訳せる） （Duke-Elder）も使われることがある。

minimum visible と minimum separable の閾値，お
よび自覚的・他覚的定量法については，Terminology

も含め，今後に検討すべき重要な課題と考える 11− 14）。

本データの解析にあたっては，東北大学名誉教授玉井　信
先生，福島県立医科大学名誉教授加藤桂一郎先生のご好意と
ご指導を得ている。加藤桂一郎先生には，貴重な時間を割い
てご懇切なご指導を賜った。記して御礼申し上げます。
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日本視覚学会 2011 年夏季大会が 2011 年 8 月 3 日
（水），4 日（木）の 2 日間，福岡市は福岡中心から少
し離れた九州大学西新プラザで開催されました。参加
者は約 120 名，発表は口頭 20 件，ポスター37 件が発
表されました。実行委員長は九州大学芸術工学研究院
の伊藤裕之先生でした。簡単に日本視覚学会を紹介し
ますと，1975 年ごろに工学者，医師，生理学者が中
心となって設立した生理光学研究会が発展し，1992
年に現在のようになりました。当初は，視覚系，視覚
生理などで幅広い発表が多かったのですが，近年は心
理学系の発表が多いのが特徴です。しかし，色彩な
ど，眼光学に関連する発表も多くされています。現在
の学会員は約 500 名で，眼光学学会とほぼ同じ規模
です。この学会は，夏冬の大会 2 回と，アジア大会
の共催があります。世話人会で，2011 年夏季大会は
例年とは違い，合宿形式ではないので寂しいとの声も
ありましたが，盛況でした。また，発表者は，大学院
修士，博士が多く，若々しい印象を受けました。

今回は特別講演はなく，チュートリアルはタイトル
「論文を書こう」で，どの雑誌にどう投稿するかなど
具体的な内容があり，若い院生には役立つ情報だった
ようです。対象となった雑誌は，Perception，Vision 

Research，Journal of Vision，学会誌 Vision などで，
学生には貴重な講演でした。

今回，参加したのは主に最近の研究動向と興味のあ
る発表を聞くことですが，発表の多くは視覚系と運動
系の心理実験でした。なかでも，functional magnetic 

resonance imaging（以下 fMRI）の発表も 5 件あり，
心理学系でも fMRI が使いやすくなった印象です。発
表には「印刷物知覚時のヒト視覚野における fMRI 応

答」，「メラノプシン神経節細胞の視覚系経路への寄
与」，「外側膝状体におけるネガティブ BOLD 反応」，

「乳児のカテゴリカル色知覚における脳活動− NIRS

による検討−」や「非磁性超音波モータを用いた実物
体刺激呈示装置の fMRI 適合性評価」などがありまし
た。

興味のあった立体視，眼球運動や奥行き感の発表を
紹介します。東北大学の平谷皓倫氏は「輝度コントラ
ストに基づく奥行知覚が輻輳眼球運動に与える影響」，
NICT の水科晴樹氏は「立体映像と実物体観察時の瞳
孔応答の動特性その個人差」の演題で，瞳孔運動と立
体像の関係を発表していました。東京海洋大学の相田
紗織氏は「密度と視角が立体透明視のおける見かけの
奥行き量に及ぼす影響」，鹿児島大学の藤崎博貴氏は

「両眼視差と絵画的手がかりの組み合わせに基づく立
体感の個人差」，東京工業大学の安田康二氏は「頭部
運動に伴う輝度変化による奥行き知覚」，東京工業大
学の高橋智洋氏は「自然画像中の内容が視覚誘発性重
心動揺に与える影響」，東京工業大学の笠原悠司氏は

「視覚および前庭・体性感覚情報の統合による前後方
向の自己運動知覚」の演題名で，奥行方向の視線移動
である輻湊眼球運動が，両眼視差手がかり，刺激の大
きさ変化，輝度コントラストなどが影響することを発
表していました。

企業展示では，眼球運動計測装置 EyeLink，視覚実
験に欠かせない視標呈示ソフト，視覚刺激を測定する
輝度計・照度計・分光照度計などの展示がありまし
た。

以上のように，日本視覚学会は眼光学学会とは興味
対象は違いますが，視覚がメインテーマでした。

学会印象記

日本視覚学会 2011 年夏季大会
鈴鹿医療科学大学　奥 山 文 雄
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5 月 1～5 日までの 6 日間，Florida 州のリゾート地
Fort Lauderdale にて The Association for Research in 

Vision and Ophthalmology（以下 ARVO；アメリカ
眼科視覚研究学会）−いわば眼科 ･ 視覚研究者のワー
ルドシリーズが開催された。長く当地で開催されてき
た本学会も，来年でひとまず打ち止めとなる。2013
年 は Seattle，2014 年 は Oriando，2015 年 は Denver

と，持ちまわり開催になるそうである。今回も約
6,500 題の演題があり，筆者は 2 年ぶりにポスター

「Longitudinal Evaluation of Peripheral Refraction in 

Myopic Children−Baseline data」を持って参戦した。
遠視性デフォーカス（網膜後方への焦点ずれ）が眼

軸長の伸展を加速させ，学童近視の原因になっている
ことは，多くの研究者のコンセンサスを得ている。以
前は近業時に生ずる調節ラグが遠視性デフォーカスの
原因として注目されたが，最近では周辺部網膜にみら
れる遠視性デフォーカスに関心が移っているようだ。
筆者のポスターも関連研究であったためか，例年にな
く多数の質問を受け，無我夢中で対応しているうち
に，討論時間を大きく超過していた。途中，大御所
Earl Smith，Brien Holden，Jane Gwiazda 先生も親し
く声をかけて下さり，感激で長旅の疲れも吹き飛んだ
のであった。

累進屈折力レンズを用いた近視予防治療について
は，過去 10 年間に繰り返しランダム化比較対照試験
が実施されたが，どうやら「統計学的には significant

だが，臨床効果としては not significant」という結論に
落ち着きそうである。Correction of Myopia Evaluation 

Trial（COMET） の 主 任 研 究 者 Gwiazda 先 生 も，
「日本で臨床試験を続けてくれるのは嬉しいが，学会
直後に発表される COMET2 の成績も COMET1 と比
べて大差なく，更に予防効果は治療を続けるうちに
低下するという問題点が明らかになった」として，
少 し 悲 観 的 な 面 持 ち に み え た。 前 日 参 加 し た
Houston 大学の食事会では，Smith 先生が「今後期
待できるのは中心遠見矯正の二重焦点コンタクトレン
ズ（以下 CL）であろう」と話していた。また Holden

先生も CooperVision 社との共同で，本学会で，周辺
網膜の遠視性デフォーカスを是正する CL を発表して
おり，当分は CL 治療に話題が集中することであろ
う。

毎年 ARVO では，眼科学に貢献するであろう優れ
た業績をあげた若手研究者に Cogan 賞が授与される。
今年の受賞者 Andrew Fischer 先生は，「Retina-guided 

Ocular Growth，Müller Glia，Stem Cells，a Little 

Serendipity（網膜は眼球の成長をガイドする，ミュ
ラー細胞，幹細胞，少しの偶然）」と題する受賞講演
を行った。遠視性デフォーカスが眼軸伸展のトリガー
であるにしても，近視性焦点ずれによるデフォーカス
とどうやって区別するのか−これは研究者の間で長年
の疑問であった。これに対し彼は，ニワトリの網膜ア
マクリン細胞における前初期遺伝子 ZENK の発現が，
近視性デフォーカスを与えた場合に増加し，遠視性
デフォーカスを与えた場合に減少することを発見し，
眼軸長視覚制御のメカニズム解明に貢献したので
あった。ジグソーパズルのように，近視進行の謎が
一つずつ着実に埋められる様子を目の当たりにし，
筆者は大いに感銘を受けたのであった（興味がある
読者はぜひ講演をご覧頂きたい https://cms.psav.com/

e2358a6/public/play_video/543）。
毎年，ポスタープログラムに先立って，いくつかの

教育講座が開催されている。筆者は 120 ドルを振り込
み，「Statistical Analysis of Correlated Eye Data」に参
加してみた。半日コースで，参加費にはお茶（コース
によってはランチ）やコースブック代金が含まれてい
る。屈折度や眼圧など眼科的データは通常両眼同時に
得られ，しかも両眼間に一定の相関がみられる。従来
の研究では，どちらか一眼の測定値のみ，または両者
の平均値を代表値として解析に用いてきたが，これは
統計学的には必ずしも適当ではない。両眼間の相関を
加味して解析を行う方が，はるかに効果的で高い検出
力が期待できるという。方法論としては generalized 

estimation equations（一般化推定方程式）などが必要
になるが，市販の統計解析パッケージもすでにこの機

学会印象記

ARVO 2011 Annual Meeting
−近視予防研究最前線を眺めて−

岡山大学眼科学教室　長 谷 部 　 聡

— 15 —

2011 年 3 月



能をカバーしており，実際，この方法論を用いた研究
論文が海外では急増している。またフリーの統計ソフ
トで有名な「R」でも「Geepack」をアドオンすれば
実行できる。

6 日間はあっという間に過ぎ，Bin Laden 氏死亡の
ニュースを受けた厳戒態勢の空港では，最新鋭の視
覚 化 装 置 full-body scanner の 洗 礼 を 受 け て，Fort 

Lauderdale を後にした。

— 16 —
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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，学会プログラム・抄録集など，刊行物

はすべて会員に無料配布いたします。



「視覚の科学」編集者

 編集委員長 三橋　俊文 （㈱トプコン研究開発センター）

 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 （筑波大学臨床医学系眼科）

 〃 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）

32 巻 1 号をお届けします。

視覚の科学の発行が遅れており，読者のみなさまにはご迷惑をおかけしておりますが，年末には

予定どおりの発行になる予定です。本号には北里大学の浅川先生と魚里先生からご寄稿いただい

た“立体視の成立に必要な条件と許容限界”と題する総説を掲載しました。立体視の成立のために

必要な眼光学的条件について述べた実験を含んだ総論です。読後感としては，心理物理で立体視の

研究をするとき，眼光学的な条件をどの程度揃えているのだろう ?　または眼光学的な条件の違い

が結果に影響するようなことはないだろうか？　同様なことは，心理物理的コントラスト感度の測

定と調節，残余乱視，高次収差の関係などでも気になります。本号の原著は，田中農夫男先生に投

稿していただいた“タキストスコープによる視認時間の分布”と題する論文を掲載しました。過去

のデータを再評価して書かれた論文とうかがっていますが，視覚認知過程の低次，高次の処理の関

係を，時間特性を考慮し，更に最小分離閾，最小視認閾を含めた実験であると考察されています。

今後，本誌でも心理物理的な話題をより多く，また，その深い内容を取り上げたいと思います。

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



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
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.



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
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）
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会　　　報

15th The IRSJ 2011・第 12 回眼科臨床機器研究会
ジョイントセミナー

日　時：2011 年 11 月 12 日（土）13：00～18：30
会　場：横浜シンポジア
　　　　〒 231-0023　神奈川県横浜市中区山下町 2 番地　産業貿易センタービル 9 階
　　　　TEL：045-671-7151
講演内容：
　　　　15th The IRSJ 2011　　13：00 ～ 15：00
　　　　　メインテーマ　近視メカニズムとその予防・矯正
　　　　　基礎編　モデレーター；魚里　博（北里大）
　　　　　　「近視の成因とその予防・矯正」　不二門　尚（大阪大）
　　　　　臨床編　モデレーター；鈴木雅信（北里大北里研究所メディカルセンター病院）
　　　　　　「フェムトセカンドレーザー各種機器とトレンド」　稗田　牧（京都府医大）
　　　　　　「フェムトセカンドレーザーと角膜屈折矯正手術」　神谷和孝（北里大）

　　　　第 12 回眼科臨床機器研究会（眼科専門医認定事業）　　15：30 ～ 18：30
　　　　　前眼部 OCT　モデレーター；森田哲也（北里大）
　　　　　「新開発の前眼部 OCT を用いた調節性変化の計測」　後藤敦史（キヤノン）
　　　　　「前眼部 OCT と角膜」　堀　裕一（東邦大佐倉）
　　　　　「前眼部 OCT と緑内障」　三嶋弘一（東京逓信病院）
　　　　　一般講演（日本眼科医療機器協会会員企業を対象に募集）
　　　　　モデレーター；天野理恵（北里大）
　　　　　新しい硝子体手術機器　コンステレーション　モデレーター；市邉義章（北里大）
　　　　　「硝子体手術の変遷」　柳田智彦（北里大）
　　　　　「コンステレーションとは」　吉田幸介（日本アルコン）
　　　　　「コンステレーションの手術経験」　井上　真（杏林アイセンター）

登録料： （円）

医師・企業 コメディカル

当日 当日

15th The IRSJ 2011 5,000 4,000

第 12 回眼科臨床機器研究会 5,000 4,000

2 学会共通 9,000 7,000

事前登録は 2011 年 10 月 14 日（金）に〆切りました。
事務局：〒 252-0374　相模原市南区北里 1-15-1　北里大学眼科内
　　　　北里眼科セミナー事務局　担当；齋藤
　　　　TEL/FAX：042-778-9679
　　　　E-mail：symposia@med.kitasato-u.ac.jp
　　　　IRSJ　http://www.irsj.jp/
　　　　眼科臨床機器研究会　http://www.soci.jp/
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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）
 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）

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）
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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，大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

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
◆　2011 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

11/28（月）～
11/30（水）

Optics & Photonics Japan 
2011

大阪大学 コンベンション
センター・体育館

（大阪府吹田市）

Optics & Photonics Japan 2011 事務局
〒 164-0003　東京都中野区東中野
4-27-37　株式会社アドスリー内
TEL: 03- 5925-2840
FAX: 03- 5925-2913
E-mail: opj@opt-j.com
URL: http://opt-j.com/opj2011/

2011/8/5

◆　2012 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/21（土）～
1/26（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA

Customer Service 
E-mail: CustomerService@SPIE.org
URL: http://spie.org/x13196.xml

2011/7/11

1/28（金）～
1/30（日）

第 34 回日本眼科手術学会
総会

名古屋国際会議場
（名古屋市熱田区）

株式会社コングレ中部支社
TEL: 052-950-3369
FAX： 052-950-3370
E-mail: jsos35@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jsos35/

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

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

5/11（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

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/

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。
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連絡先：〒567－0047　茨木市美穂ケ丘 3－6－302　日本眼科紀要会内
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