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巻

頭

言

第 49 回日本眼光学学会総会を終えて
吉村

長久

（京都大学大学院医学研究科眼科学）
第 49 回日本眼光学学会総会を無事終えることができました。まだ暑い 9 月に京都で開催するということもあって，
参加者数が少なくなるのではないかと随分心配をしましたが，おかげさまで 520 名の方々に参加いただき，盛会裏に
学会を終えることができたことに篤くお礼申し上げます。
今回の学会では，理事長の不二門教授に特別講演をお願いしました。「虫の目，鳥の目から見た眼光学」という講演
をいただきました。不二門教授の眼光学への造詣の深さを示す素晴らしい講演で，会場は超満員となりました。シン
ポジウムの立案，構成は眼光学学会理事の先生方に大変お世話になりました。おかげさまで，三つの大変興味深いシ
ンポジウムを開催することができました。
眼光学学会の活動は，近年非常に広い範囲に拡がってきています。とりわけ，光干渉断層計の臨床応用が盛んにな
るにともない，得られた画像の読影が多くの先生方の関心領域となっています。このような状況を考えて，今回の学
会では，OCT 画像読影教育講演を五つ，症例検討を三つ準備しました。朝から夕方まで，どっぷりと OCT 画像読影
の勉強をしていただく場を提供することが有意義であると考えたためです。これまでから眼光学学会総会では，臨床
的視点からのシンポジウムを組んでいただいていますが，今回の企画は臨床的視点を大きく拡大したものとなりまし
た。
このように今回の眼光学学会は従来のものとは少し毛色の変わった学会になったかも知れません。私は学会がどの
ようなテーマを取り上げるのかということも一つの実験であろうと考えています。その時代時代で多くの会員が興味
をもつ課題を取り上げて，教育と討論の場を提供できれば，学会の機能のかなりの部分を果たすことができると思い
ます。
ただ，どの学会もきちんと評価をして，今後の学会運営，企画につなげていくことが重要です。眼光学学会ではそ
のような作業を系統的には行っていませんが，会員の皆様の胸のなかには今回の学会の評価ができていると思います。
皆様の近くにいらっしゃる理事の先生方に学会の感想，評価を伝えていただくと，今回の学会の良かった点，悪かっ
た点を評価でき，眼光学学会総会がより魅力的なものになると思います。
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聡
俊文

企画（近視）
編集委員長

視覚の科学の電子化に際して
大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

不二門

尚

インターネットの普及に伴い，電子媒体で情報を収集する人が急速に増えています。大阪大学の眼科外来で
も，病気についてインターネットでかなりの情報収集をしてから受診する患者さんが多い印象です。このよう
な時代背景を踏まえ，医学系の多くの専門雑誌が電子ジャーナル化しています。その基本的な POLICY はでき
るだけ情報を OPEN にして普及させることです。視覚の科学の論文もネットで検索できれば，他領域の方にも
引用してもらえ，稀少な分野として存在価値が高まると思われます。更に二重投稿防止にも役立つでしょう。
一方，電子ジャーナル化で気を付けねばならない点として，個人情報の保護があります。患者さんの眼位写真
などを掲載している過去の論文があったら，要チェックです。もう一つの問題は，会員の皆様に会員であるメ
リットをどう付加するかです。 Investigative Ophthalmology and Visual Science 誌においては，Accept された
論文の紹介をまず行い，雑誌が PUBLISH されたらすぐに読者に MAIL で知らせるシステムをとっています。
直近 1 年間の論文は会員でないと見れません。また，定期的にニュースレターを郵送することも行っています。
これで個人的には十分です。紙媒体は，斜め読みにはよいですが，置く場所に苦労します。視覚の科学の電子
化は，2014 年度から開始し，紙媒体は廃止することが，先日の理事会で決定されました。電子化に際しては，
三橋編集委員長および川守田理事をはじめ，多くの方に御尽力をいただきました。この場を借りて御礼申し上
げます。会員の皆様におかれましては，これからも電子化された視覚の科学をできるだけ盛り立てるように，
どうぞよろしくお願いします。
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視覚の科学電子化について
三 橋 俊 文

川守田拓志

広 原 陽 子

瀧内咲智子

視覚の科学は 35 巻 1 号から電子化されます。ご不便を掛ける面もあるかと思いますが，これまで以上の学術
的な情報提供を低コストで行っていく所存です。
「電子化された視覚の科学」は J-STAGE という科学技術振興機構（JST）によって運営されているサイトで
閲覧できるようになります。また，メール登録いただいている会員には PDF バージョンと論文の目次（JST の

URL へのリンク付き）を送付する予定です。
また，日本眼光学学会の Web site と Facebook ページを充実させ，これまでの巻頭言や編集後記に変わるもの
を掲載し，会員からのリアルタイムなフィードバックも反映できるようにしたいと考えております。
更に，年に 1 回となりますが紙媒体でのニュースレターを発行します。こちらは，その年の眼光学のトピック
スや日本眼光学学会の情報，また電子化された視覚の科学に関連した話題を掲載する予定です。
視覚の科学

on J-STAGE

視覚の科学 J-STAGE 版は以下のサイトからアクセスできます。
【日本語】https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpnjvissci/-char/ja/
【英

語】https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpnjvissci/

日本語のリンクを開くと，図 1 の視覚の科学のトップページが開きます。現状では，テスト用にアップロード
した 1 論文（なぜか編集委員長の論文ですが，決して委員長の意図したことではありません！）しか表示されま
せんが，抄録や PDF を直感的に見ることができるようになっているのがわかると思います。
試してみたところ，パソコンは当然ですが，最近の 5 inch ディスプレイを装備したスマートフォンでも PDF
まで見ることができ，今後，掲載数が増えてきたときには論文や総説への情報に簡単にアクセスできることが更
なるメリットとして感じられると思います。

図１

J-STAGE 上の視覚の科学のトップページ
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視覚の科学の閲覧については，公開されてから 1 年以内の記事は会員のみアクセス可能とします。会員にはパ
スワードを配ります。パスワードは 1 年間有効で，毎年 1 月に新しいパスワードを発行します。これについては，
原著は著者メリットの向上のためにすぐに公開すべき，という意見もありますので今後変更が必要かもしれませ
ん。運用サイトである J-STAGE は柔軟性が高く，アクセス権のルールの変更に対応することも容易に可能です。
会員のご意見，理事会・編集委員会の方針によって，アクセスルールを変更することもあるかもしれません。
電子化されても 1 年 4 号の季刊で出版されることは変わりません。当面，記事の内容も同じです。しかし

J-STAGE に論文が掲載されることで掲載後のプレゼンスは確実に高まると思います。また，原著の掲載料，著
者負担が大きく軽減されます。これまで何度か編集後記で意見を述べさせていただきましたが，記事のプレゼン
スがあがれば，企業などの理工系のエンジニアからの原著のみならず，トピックスなどでの貢献も増えると信じ
ています。
なお，電子化されても原著論文やそのほかの記事の発刊後の変更は許されません。これは研究のクレジット，
特許との兼ね合いから変更には問題があるからです。これは J-STAGE 全体のルールにもなっています。
過去の論文

─ オンラインジャーナル ─

視覚の科学では，すでに発行後 1 年経ったバックナンバーについてオンラインジャーナルとして Web site で
閲覧できるようになっていました。これは J-STAGE と異なるシステムですが，当面過去の論文についてはこの
サイトを維持して運用していくことにします。会員の皆様には二つのシステムを使うことになり，使い勝手が悪
かったり，混乱を生じたりするかと思いますが，将来的には運営コストもかからず，Google などのサーチエン
ジンの検索にもかかりやすくなることから J-STAGE への移行を行っていきます。
E-mail サービス

E-mail を活用して J-STAGE や Web site の変更を連絡します。とくに視覚の科学の新しい号の発刊にあたっ
てはその号の目次，それぞれの記事の原文に対するリンクを貼ってメール送信します。
メールアドレスの登録を行っていない方，変更がある方は，事務局へお知らせください。
Web site
視覚の科学の Web site には大きな変更はありません。ただし，比較的固定された情報，理事，編集委員のリ
スト，学会案内などの情報は，視覚の科学から Web site へ掲載場所が変更になります。
Facebook
まだ，試用段階ですが，眼光学学会 Facebook ページを作って，ここにリアルタイム性のある情報を載せてい
きたいと考えております。Facebook ではコメント機能を使ったインタラクティブな意見の交換ができますので，
この機能を活かして，眼光学学会の発展，会員のメリットになることができるといいと思います。
掲示板的な機能を用意するべきか，それは会員のみに限定するか，あるいは公開するかなど，考えなければい
けないことが多々ありますので，最初はミニマムでスタートし，だんだんに内容を充実させていくことにしたい
と思います。
査読システム
査読システムはすでに UMIN を利用して電子化しています。査読システムの立ち上げにも，編集委員の
川守田先生にご尽力いただきました。電子的な査読システムを使うことは，原著者には査読の状況が把握しやす
くなり，また記録が残りますので，安心して投稿ができると思います。また編集者と査読者にとっては，論文の
管理が楽になります。ご存知のように査読作業はボランティアによって行われていますので，少しでも査読者の
負担が減るように努力していきたいと思います。著者にとってはシステムへのログインや情報の入力などで煩雑
さが増しているところもありますが，原著の出版作業全体でのメリットの方がはるかに大きいのでご理解いただ
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ければと思います。
なお，JST からも査読システムが提供されています。Scholar One を使った本格的査読システムで，JST への
統一が望ましいのですが，JST のシステムは年間 50 本以上の原著論文が投稿される論文誌が対象となっており，
現状では視覚の科学が利用することはできません。
おわりに
視覚の科学の紙ベースでの出版を終了し，電子化することをお知らせするとともに，今後の出版と Web 関係
のサービスについて説明しました。新しい試みで行き届かないところもあるかと思います。サービス内容によっ
てアクセス方法が異なるので会員のみなさんを混乱させてしまわないかと危惧もしております（もちろん，でき
るだけ容易に情報にアクセスできるようにいたします）。
しかし，最近のデバイスの進化，Internet の普及，無料の閲覧ツール（様々なデバイス上の Kindle など），ど
こでもアクセス可能，保存に場所をとらないなどの電子化によるユーザーメリット，また紙印刷を省略できるこ
とによる学会運営側のコストメリットは見過ごすわけにはいきません。また，このようなテクニカルなメリット
だけでなく，情報発信をする著者にとっては，広く検索にかかることなど論文のプレゼンスが向上することが，
本質的なメリットとなると思います。電子査読システムにより査読期間を短縮し，著者の経済的な負担を減らす
ことで，原著論文の件数が増えることも期待しています。
なお，連絡記事の共著者になっておりますが，北里大学の川守田先生，トプコンの広原さんには，日本眼科紀
要会の瀧内さんとともにシステムの立ち上げに尽力いただきました。
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総

説

虫の目・鳥の目から見た眼光学
不二門

尚

大阪大学大学院医学系研究科

医用工学講座

感覚機能形成学

Microscopic and Macroscopic View of Ophthalmic Optics
Takashi Fujikado
Department of Applied Visual Science, Osaka University Graduate School of Medicine
ミクロな視点から見た眼光学として，両眼波面センサーを用いた輻湊・調節の解析に関する基礎と臨床応
用，および補償光学（AO）眼底カメラの臨床応用に関して紹介した。マクロな視点としては，人工網膜の視
覚リハビリテーション法に関して述べた。これからの眼光学研究は，コンピュータのハードおよびソフトの
進歩，受光素子などのデバイスの進歩を基礎に，画像解像度の向上を追うミクロな視点と，脳科学に基づく
視覚系のメカニズム解明によるマクロな視点の両輪が必要と考えられる。（視覚の科学 34: 115－123，2013）
キーワード：輻湊，調節，波面センサー，補償光学，視覚リハビリテーション

We introduce our recent research concerning a convergence and accommodation system
using a binocular wavefront sensor, from basic and clinical standpoints, as a microscopic view of
ophthalmic optics. We also introduce the clinical application of an adaptive optics fundus camera
from a microscopic view. For the view-point of macroscopic ophthalmic optics, we introduce methods
of rehabilitation after retinal prosthesis implantation. Research on ophthalmic optics depends upon
the microscopic point of view to improve image resolution, with the development of computers and
devices such as the photodiode, and upon the macroscopic point of view to reveal the visual system
using the methodology of neuroscience.
(Jpn J Vis Sci 34: 115-123, 2013)
Key Words : Convergence, Accommodation, Wavefront sensor, Adaptive optics, Visual rehabilitation

にすることは，研究の大きな motivation となる。核

1. は じ め に

白内障における単眼三重視の波面センサーによる解

病気の病態解明法には，要素還元論的立場とシステ
ム全体から見る立場がある。眼光学領域でも，より細

析 1 ），レーザーによる微細な網膜障害の AO 眼底カメ
ラによる二次元的描出 2 ）は，そのような例である。

かく解析することにより，精密な病態の把握を可能に

人工網膜は，人工的な新しい視覚なので，脳科学に

する立場と視覚系をシステムとして考えることによ

基づいた理解が必要になる。後者の立場からは，鳥の

り，病態を理解する立場がある。

目から見た眼光学と題して，現在開発している人工網

前者の立場からは，虫の目から見る眼光学と題し
て，波面センサーおよび補償光学（以下 AO）眼底カ
メラの臨床応用に関して述べる。実際波面センサーに
搭載されているレンズレットアレーは，虫の複眼に似

膜の術後に必要となるリハビリテーションについて述
べる。

2. 両眼波面センサーを用いた調節・輻湊障害の解析

ている。眼光学に携わる臨床医として，これまで診断

1 ）両眼波面センサーによる調節・輻湊の測定

できなかった疾患を新しく開発した器械で診断を可能

波面センサーは，Liang ら 3 ） により初めて人眼の

別刷請求先：565⊖₀₈₇₁ 吹田市山田丘 2⊖2 大阪大学大学院医学系研究科 医用工学講座 感覚機能形成学 不二門 尚
（2013 年 11 月 20 日受理）
Reprint requests to: Takashi Fujikado Dept of Applied Visual Science, Osaka University Graduate School of Medicine
2⊖2 Yamadaoka, Suita 565⊖0871, Japan
(Received and accepted November 20, 2013)
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収差測定に応用され，その後単眼複視の解析をはじ

の範囲で規則的に配置された視標を順次固視させ，角

め 1 , 4 ），様々な臨床的な研究がなされた 5 − 7 ）。現在は

膜反射像および瞳孔中心位置を取得し，最小二乗法で

市販機となり，眼の収差を定量的に解析できる装置と

r − d の値をあらかじめ計算しておく。

して，日常の眼科診療に貢献している。

調節・輻湊は，静的な条件では，アスタリスク視標

三橋らの開発した両眼波面センサー 8 ） は，Shack-

を 5m の距離に置いた場合と，30cm の距離に視標を

Hartmann 型波面センサーを 2 台用いて両眼の収差を

置いた場合で測定し，動的な条件では，視標を眼前

連続的に測定する装置で，輻湊と調節を自然視に近

40cm と 67cm の間を定速（13.5cm／sec）で往復させ

い状態で継時的に測定できる。これまで，近見反応

て測定した。

を測定する装置に関して様々なアプローチが試みられ

2 ）近見 3 反応の測定

た 9 − 11） が，臨床例で両眼同時に測定できるコンパク

近見反応（輻湊，調節，瞳孔反応）の同時測定は，

トな装置には発展しなかった。本装置は，コンピュー

これまで大掛かりな装置を用いた研究が行われてき

タおよびデバイスの発達に伴い，コンパクトで臨床に

た 9 ）。臨床ベースでは，輻湊と調節の同時測定装置 16）

おいても測定可能な装置になっている

12−15）

。

が開発され，眼精疲労の研究などに用いられている。

両眼波面センサーでの測定時に，被験者は前方に置

また近年，前方開放型のレフラクトメータを用いて，

かれた実視標をハーフミラーを介して両眼視し，赤外

調節を連続的に記録できる装置が開発されている

線領域の照射光はハーフミラーにより反射されて眼球

（両眼視時に片眼のみの測定）（Arai S, et al, ARVO

内に投影される（図 1 ）。この装置では波面収差を両

2013）
。両眼波面センサーでは，近見反応（輻湊，調

眼同時に連続測定が可能である。

節，瞳孔反応）が同時に測定可能である（図 2 ）。調

輻湊は，前眼部の像を解析して計算される。赤外光

節と輻湊の潜時を比較すると，正常若年者 10 名の平

（940nm）を角膜に照射して，角膜反射像（Purkinje

均で，定速の往復刺激において，潜時は輻湊の方が調

第 1 像）と瞳孔を charge-coupled device（以下 CCD）

節より有意に速い（200±30msec vs. 280±30msec）

カメラで撮像し，角膜反射と瞳孔中心の位置を検出す

結果であった（図 3 ）。これは，融像性輻湊のステッ

る。輻湊に伴う眼球回旋角（θ）は，角膜反射と瞳孔

プ刺激での潜時が 160～170msec，調節のステップ刺

中心の位置の距離（x），角膜曲率半径（ r ），角膜頂点

激での潜時が 300～400 msec であるという既報と類

から瞳孔中心までの距離（d）から，以下の式で求め

似の結果である 17）。調節と輻湊の関係は測定条件に

られる。

より異なるが，両眼視の状態で調節と輻湊を同時に解
析した本装置による結果は，自然な状態での調節およ

x ＝（ r − d ）sin θ
被験者の r および d を直接測定する代わりに，キャ
リブレーションとして，被験者に，眼前−3.6～＋9.7°

a

b

d

c

e

図2
図1

両眼波面センサーの模式図
被検者はハーフミラーを介して両眼開放下で視標を
固視する。視標は眼前に動的に提示され，屈折値と
輻湊が継時的に計測される。
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連続的に視標を前後に動かした場合の両眼波面セン
サーの経時的な測定例（正常者）
輻湊（a），調節（ b，d ），瞳孔反応（ c，e ）の 3 要素
が同時に両眼で継時的に測定される。直線的な波形
は刺激視標の動きを示し，わずかに波打った波形は
応答を示す。
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るものであることを示唆する。フーリエ解析を行う

び輻湊系の応答を反映したものといえる。
3 ）調節痙攣の症例の解析

と，1 ～ 4Hz の周波数領域で，振幅が正常者と比較し

調節痙攣は，毛様筋の不随意の収縮で，精神的なス

て有意に増大していることが示された（図 6 ）。

トレスなどが原因で発症すると考えられている。眼の

球面収差は，調節痙攣の患者では正常者と比較し

屈折状態は近視化し，調節麻痺薬の点眼前後に屈折値

て，有意に負の値を示していた（−0.033±0.048µm vs.

が変化することで診断される。調節痙攣の患者（n＝

0.002±0.027µm，4mmφ，p ＝0.05, t test）
（図 4b）。

4 ），および正常者（n＝10）に，両眼波面センサーを

これは，調節努力により負の球面収差が増大すること

用いて，完全矯正下で 50cm の位置に置かれた指標を

を考慮する 5 ）と，調節痙攣の患者では，正常人より

注視させたときの屈折値を測定すると，調節痙攣の

不随意に多くの調節をしていることが示唆される。こ

患者で有意に近視化がみられた 12）
（−3.12±1.06D vs.

のように，両眼波面センサーは，調節麻痺薬の点眼を

−1.49±0.17D，p＜0.01; t test）
（図 4 a ）。

行わなくとも調節痙攣の診断ができる利点がある。
4 ）3D 映像視聴時の調節と輻湊の解析

調節のゆらぎは調節痙攣の患者で顕著にみられ（図

3D 映像視聴時には，調節と輻湊の関係が日常視と

5 ），屈折値のゆらぎは両眼で同期していることが示
された。このことは，調節痙攣は毛様筋の自発的な痙

異なる。両眼波面センサーを使用し，裸眼で立体視の

攣ではなく，中枢神経系からのインパルスの増大によ

できる 3D ディスプレーを用いて，ステップ状に視標
を飛び出させた場合の輻湊と調節の関係を検討した
（図 7a）。

a

図3

a

連続刺激時における輻湊および調節の潜時の測定（正
常者）
輻湊の潜時の方が，調節の潜時より短いことが示さ
れている。
— — — — —：輻湊，———：調節

図4

調節痙攣眼の屈折（a）と球面収差（b）
調節痙攣眼では，正常眼と比較して有意に屈折度は
近視化し（a），球面収差は負の方向に増大した（b）。
（文献 12 より引用）。

b
a

図5

b

50cm 注視時の屈折値の変動
正常眼（a）では，0.7D 程度の調節ラグはあるが調
節の値は安定している。調節痙攣眼（b）では，調節
リードがあり，屈折値の揺らぎが左右同期した形で
増大する。
■：右眼，◆：左眼

図6
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b

調節痙攣眼における調節の揺らぎのフーリエ解析
調節痙攣眼では，正常眼と比較して 1～4Hz の周波
数での揺らぎが増大し（a），その強度の増大は統計
的に有意であった（b）。（文献 12 より引用）
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輻湊は飛び出した像の位置に応じて誘発されるのに
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斜位近視の状態になる場合がある。
術前に遠見時斜視角 30⊿の外斜視があった 39 歳の

対して，屈折値は一過的に輻湊に連動して近視化する
が， そ の 後 画 面 の 位 置 に 焦 点 を 結 ぶ 値 に 戻 る（ 図

女性の，術前・術後の輻湊および調節を両眼波面セン

7b）。3D 映像視聴時の調節と輻湊の解離は，Ukai ら

サーで検討した。術前は，反復刺激に対して輻湊は追

が photorefraction 法で求めた結果 11） と類似の結果で

随するが，調節は過緊張の状態（斜位近視）であった

ある。このように，輻湊と調節の関係が日常視と異な

（図 8a）。斜視術後，屈折は正常のパターンに回復し

る点が，3D 映像を見たときに眼精疲労を来す原因の

（図 8b），自覚的にも眼精疲労が改善した。

一つと考えられる 13）。

近見時に複視を訴えた輻湊不全の女児（ 9 歳）の輻

5 ）両眼波面センサーの臨床応用

湊・調節波形を図 9 に示す。眼前 40cm から 67cm の

調節・輻湊系の機能的障害は，調節痙攣のほかにも，

間を反復する視標に対して，輻湊は裸眼では十分追随

調節不全，輻湊不全，斜位近視，高 Accommodative

できなかったが，3⊿Bin（両）のプリズム眼鏡を装

convergence／Accommodation（以下 AC／A）比の内

用させると，輻湊および調節は視標に追随するように

斜視などが挙げられる。間欠性外斜視では，眼位を正

なった。自覚的にもプリズム眼鏡を装用することによ

位にするための輻湊努力に伴って，屈折が近視化する

り，近見の複視はなくなった。
近見時に輻湊過多による内斜視となる高 AC／A 比

b
a

図7

a

図9

a

b

図8

間欠性外斜視の術前後の輻湊と調節
術前には輻湊は視標に追随するが，調節は過緊張の
状態であった（a）。術後は調節も視標に追随するよ
うになった（b）。

図 10

両眼波面センサーを用いた Accommodative
convergence／Accommodation（AC／A）比測定の模

3D 映像を見たときの輻湊および調節の変化
a：3D 映像で飛び出し画像を表示したときの模式図，
b：ステップ刺激時の輻湊と屈折度の時間的変化（正
常者）
視差の変化に従って輻湊はステップ状に変化するが，
屈折値は一時的に近視化した後，元の値に近づき一
定値となった。

b

輻湊不全に対するプリズム眼鏡の効果
プリズム眼鏡がないと，輻湊および調節は視標の動き
に追随できていなかった（a）が，プリズム眼鏡装用後
は，輻湊，調節ともに追随するようになった（b）
。
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式図
優位眼の前に凹レンズを置き，調節負荷をかけた状
態で視標を注視させる。非優位眼の前には赤外線透
過フィルターによる遮閉板を置いて，被験者には視
標が見えないが，測定装置にはシグナルが入る状態
を作って測定を行う。

2013 年 12 月

虫の目・鳥の目から見た眼光学・不二門

型内斜視の診断には，AC／A 比の測定が重要になる。
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3. AO-SLO による黄斑部錐体障害の解析

これまで AC／A 比の測定は，交代遮閉を行って両眼
分離の状態を作る必要があったが，両眼波面センサー

高分解能の光干渉断層計（以下 OCT）が登場し，

では，赤外線透過フィルターを用いることにより，交

網膜疾患の精密な病態把握ができる時代になった。し

代遮閉を行わなくても被験者にマイナスレンズを介し

かしながら OCT は，Z 軸（深さ）方向の分解能に優

て視標を注視させるだけで，調節性輻湊を誘起させる

れているが，X-Y 軸（接戦）方向の分解能は十分で

ことができる（図 10）。本装置を用いて，輻湊過多型

ない。そこで開発されたのが AO 眼底カメラである。

内斜視の症例の AC／A 比の測定例を図 11 に示す。こ

AO 眼底カメラは，眼球の収差を補正する可変鏡を眼

の症例では AC／A 比は 16.0（⊿／D）と，正常（6.0

底カメラに搭載したもので，生体で視細胞一つが判別

±2.0⊿／D）よりも高い値を示した 15）。

できる分解能をもっている 18）。
チタンサファイアレーザーを使用している研究者
で，右眼の視力低下を訴えた症例を図 12 に示す 2 ）。
眼 底 写 真（ a ）で は， 病 巣 部 位 は 判 定 で き な い が，

OCT 像では中心窩の視細胞外節障害が示された（ c ）。
AO 眼底像では，刷毛で掃いたような視細胞障害が示
された（d，矢頭）。このように AO 眼底カメラは，
視細胞障害を二次元的に把握することができる。
走 査 レ ー ザ ー 検 眼 鏡 に AO シ ス テ ム を 搭 載 し た

AO-SLO は， 現 在 多 く の 研 究 室 で 開 発 が 進 ん で い
る 19）が，Yamaguchi, Mihashi らの開発した屈折型の
AO-SLO 20） は網膜の強拡大像のみでなく，弱拡大像
図 11

輻湊過多型調節性内斜視の症例の AC／A 比測定の例
本症例では，AC／A 比は 16.0⊿／D と高い値を示し
た。

が得られることが特徴になっている。
視細胞が急激に障害される病気である acute zonal

a
c

d

b

図 12

レーザー光による網膜障害の症例補償光学（AO）眼底カメラによる解析
眼底写真では病変は明らかではない（a）が，光干渉断層計（OCT）像では
中心窩の視細胞障害が示され（c），AO 眼底カメラでは，二次元的に視細胞
障害の範囲が確認できた（d）。矢頭は，線状に起こった視細胞障害の部位を
示す（文献 2 より引用）。
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occult outer retinopathy（AZOOR）の症例を図 13 に
示す。30 歳女性で，左眼の急激な視力低下（0.1）で
来院。眼底写真は正常（ a, d ），OCT でも左右差がな

かった（ b, e ）が，多局所網膜電図では，左眼網膜の
中心に振幅低下がみられ（ f ），左眼の AZOOR と診
断された。AO-SLO を用いると，弱拡大像では左眼

a

b

d

e

c

図 13

f

Acute zonal occult retinopathy（AZOOR）の症例

左眼の急激な視力低下を訴えた症例の眼底写真（右 a，左 d））および OCT
像（右 b，左 e ）には著変を認めなかった。多局所網膜電図（ERG）では左
の網膜中心部での振幅低下を認めた（ f ）。
眼底写真では左眼に著変なく，OCT 像でも左右差はみられない。

a

c

b

図 14

第34巻第 4 号

d

図 13 の症例の AO-SLO 像
弱拡大像で，左眼中央に低反射領域を認め（d；矢印），強拡大像（c）では，
左眼の視細胞数の低下が定量的に把握できる。
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の黄斑部に低反射域（図 14 矢頭）を認め，視細胞障

視細胞障害を判定し，強拡大像で視細胞密度を定量的

害の範囲が二次元的に判定可能であった。強拡大像

に計測することが有用ではないかと考えられる。

で視細胞密度を定量すると，右眼鼻側 3°では 15,562

cells／mm2 で あ る の に 対 し て， 左 眼 鼻 側 2 °で は
10,896 cells／mm2 と低下がみられた（図 14 a, c ）。こ
のように AO-SLO は臨床的に，弱拡大像で定性的に

a

図 15

4. 脳科学に基づく視覚リハビリテーション
我々が開発中の人工網膜は，視細胞が失われた患者
に対して，眼鏡に CCD カメラをセットし，得られた

b

人工網膜埋植後の到達運動
人工網膜埋植後の患者に，タッチパネル上で白線をタッチする課題を与える
（a）と，試行を重ねると正解率は向上するが，常に視標の上の方をタッチす
る傾向があった（b）。
（文献 19 より引用）。
：1st， ：2nd， ：3rd

b
a

図 16

擬似的低視力者に対する Localization test
眼鏡箔を用いて視力を手動弁に低下させ，視覚 10°の正方形の白色視標を
タッチパネル上でランダムに提示してその中心をタッチさせる課題を行った
（b）。10 名の正常被験者において，右手でタッチさせると右下方向，左手で
タッチさせると左下方向に接触する位置がずれる傾向がみられた（a）。
：右手， ：左手
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音声フィードバックを用いた場合の Localization Test の結果
タッチパネルに接触した位置を，コンピュータを用いて音声でフィードバッ
クさせる装置を用いると，3 名の被験者で接触位置が有意により中心に集積
するようになった。

映像を画像処理して電流信号に変え，強膜ポケットに

5. ま

埋植した電極から刺激を行い，視覚を回復する装置で

と

め

ある。このシステムでは，CCD で捉えた視標の位置

本稿では，ミクロな視点から見た眼光学として，両

と，網膜が電気刺激された場合に感じられる光の方向

眼波面センサーを用いた輻湊・調節の解析に関する基

が，微妙にずれている可能性がある。実際 2010 年に

礎と臨床応用，および AO 眼底カメラの臨床応用に

行った亜急性臨床試験では，タッチパネル上に白線を

関して紹介した。マクロな視点としては，人工網膜の

表示して，指でタッチさせる課題において，人工網膜

視覚リハビリテーション法に関して述べた。

システムを埋植した患者は常に白線の上の方をタッチ
21）

これからの眼光学は，コンピュータのハードおよび

していた （図 15）。このような定位の誤認は，視覚

ソフトの進歩，受光素子などのデバイスの進歩を基礎

リハビリテーション法を用いて改善する必要がある。

に，画像解像度の向上を追うミクロな視点と，脳科学

そこで我々は，音声フィードバックシステムを用いた

に基づく視覚系のメカニズム解明によるマクロな視点

視覚リハビリテーション法を開発した。

の両輪が必要と考えられる。

タッチパネル上に白い正方形（視角 10°
）の視標を
提示し，健常者に眼鏡箔を添付した眼鏡を装用させ，
擬似的低視力の状態（視力手動弁程度）に視力を低下

本総説の内容は第 49 回日本眼光学学会総会（2013 年）の
特別講演で報告した。

させて，視標の中心をタッチさせる課題を課すと，右
手でタッチさせると右下に，左手でタッチさせると左
下にずれる傾向がみられた（ n＝10，図 16）
。これは，
指先が見えないため，視覚的なフィードバック機構が
働かないためと考えられた。
タッチした位置のずれている方向を，コンピュータ
を用いて音声でフィードバックするシステムを用いる
と， 試 行 を 100 回 繰 り 返 す と 有 意 に 音 声 フ ィ ー ド
バックがある方が，中心に近い位置をタッチすること
が確認された（図 17）（Endo T, ARVO, 2013）
。これ
らの結果は，音声フィードバックシステムが，人工視
覚術後の視覚リハビリテーションに有効である可能性
を示唆する。
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視覚科学研究の歩み：最近 30 年の発表論文の計量書誌学的検討
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1）

平成医療専門学院，2 ）鹿児島大学医学歯学総合研究科，3 ）愛知淑徳大学交流文化学部

Bibliometric Perspective of Visual Science over the Past
30 Years
Norio Ohba1), Kumiko Nakao2), Ayako Ohba3), Naomi Nohara1) and Yoshikazu Yamamoto1)
1)

Heisei College of Medical Technology
Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences
3)
Aichishukutoku University
2)

視覚科学の動向を俯瞰することを目的として，文献データベース Science Citation Index-Expanded
（Web of Science）に 2013 年 6 月アクセス，最近 30 年間（1983 ～ 2012 年）に発表された 471,283 論文
の書誌事項，研究分野，発信国および被引用度数を調べた。論文生産量は経年的に増加した。生命科学系の
専門分野がかかわる生物学的研究，眼科学が主体の臨床的研究が一定のシェアを占めてきたが，1990 年代に
は情報科学や画像工学の発展に呼応した理工学技術的研究が隆盛になった。主要研究分野の主題や高頻度被
引用論文からみた近年の重点課題は，基礎研究では高次視覚の神経生理学的メカニズム，応用研究では視覚
モデリングや神経画像分析，臨床研究では加齢疾患の治療である。論文生産実績は，1990 年代後半から中
（視覚の科学 34: 124－133，2013）
国，韓国，台湾，トルコ，インド，ブラジルが急成長してきた。
キーワード：視覚科学，研究動向，研究分野，発信国，高頻度被引用論文

Using the Science Citation Index（Web of Science, Thomson Reuters）
, we retrieved 471,283
journal articles on vision science published over the past 30 years and performed bibliometric and
citation analysis．Research areas in computer science and neuroimaging technology emerged in
the 1990’
s to join a diverse group of traditional basic and clinical visual sciences．Major research
topics included higher-order cortical activities for visual perception, attention, tracking and motion in
biological vision science; visual recognition and machine-visualization interface in computer vision
science, and visual aging in clinical vision science．The most frequently cited articles or citation
classics provided the current research trends．In recent decades, the increasing contribution of the
People’
s Republic of China, South Korea, Turkey, India and Brazil, is remarkable.
(Jpn J Vis Sci 34: 124-133, 2013)
Key Words : Visual science, Research perspective, Topics, Emerging countries, Citation classics

1. 緒

科学や画像工学の発展に伴って参入した理工学技術的

言

視覚科学が著しく成長している 1 − 3 ）。こうした視覚科

視覚の研究は自然科学の広い領域で行われてきた。

学研究の推移を俯瞰するための近道は，蓄積された研

視覚生理学，視覚心理学などの生物学的視覚科学，眼

究論文を計量書誌学的に検討することである。かかる

科学を中核とした臨床視覚科学に加えて，近年は情報

視点から眼科学に限った報告 4 ,

別刷請求先：501⊖₁₁₃₁ 岐阜市黒野 182 平成医療専門学院 大庭 紀雄
（2013 年 9 月 20 日受理）
Reprint requests to: Norio Ohba Heisei College of Medical Technoligy
182, Kurono, Gifu 501⊖1131, Japan
(Received and accepted September 20, 2013)
— 124 —

5）

はあるが，視覚科学

2013 年 12 月

視覚科学研究の歩み・大庭紀雄 他

の被引用履歴を調べた。なお，Web of Science が設

を広く検討した報告は内外に見当たらない。

2. 方

ける研究分野（research area）は複数の項目が振られ

法

る論文が少なくないこと，国際協力による共著論文の

Web of Science（Thomson Reuters）が提供する自然
科学文献データベース Science Citation Index-Expanded
に 2013 年 6 月アクセスした（http://webofknowledge.
com/wos）。前報 4 , 5 ）の方法に准じて，Boolean トピッ
ク検索語（vision* OR visual*）によって 1983 年から

発信国は筆頭著者の所属国で規定されることに留意し
た。

3. 結

果

1 ）論文生産量と掲載雑誌

2012 年までの 30 年間に出版された視覚科学関連の原

視覚科学の年間論文数は，1983 年 1,689 件，1992

著論文と総説論文を網羅的に検索した。抽出された論

年 9,719 件，2002 年 18,887 件，2012 年 37,880 件 と

文 471,283 件の書誌事項，出版年度，研究分野，掲載

経年的に増加の一途をたどった。データベースへの論

雑誌，発信国および被引用度数を調べた。また，被引

文収録基準の拡張，研究施設や研究者の増加，専門学

用度数順位上位 100 論文（高頻度被引用度数論文）

会の整備，専門雑誌の創刊，研究技術の開発などを反

表1
ランク
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

雑

視覚科学論文掲載雑誌
誌

LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
VISION RESEARCH
JOURNAL OF NEUROSCIENCE
OPHTHALMOLOGY
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCE
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY
NEUROIMAGE
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF
THE UNITED STATES OF AMERICA
PLOS ONE
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
NEUROPSYCHOLOGIA
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY
BRAIN RESEARCH
JOURNAL OF VISION
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY
PERCEPTION
OPTOMETRY AND VISION SCIENCE
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE
EYE
CEREBRAL CORTEX
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY HUMAN
PERCEPTION AND PERFORMANCE
PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER
GRAPHICS
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE
INTELLIGENCE
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
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論文数

シェア（％）

5,332

1.13

5,269

1.12

4,224

0.90

3,615

0.77

3,285

0.70

3,206

0.68

3,126

0.66

3,010

0.64

2,723

0.58

2,616

0.56

2,539

0.54

2,468

0.52

2,221

0.47

2,161

0.46

2,110

0.45

1,966

0.42

1,826

0.39

1,734

0.37

1,629

0.35

1,484

0.31

1,481

0.31

1,481

0.31

1,461

0.31

1,426

0.30

1,379

0.29

1,165

0.25

1,159

0.25

1,153

0.24

986

0.21

975

0.21
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成長による相対的シェアの減少を反映する。

新しい研究分野の勃興と専門雑誌の創刊が相次

Neurosciences Neurology は，網膜の光受容，視覚

いだ 1990 年代には，関係する雑誌は 500 を超えた。

野の生理機構，機能分化，情報処理，眼球運動制御機

自 然 科 学 総 合 雑 誌（Nature, Science, Proceedings of

構など神経生理学や神経心理学の伝統的研究分野をカ

National Academy of Science USA, ほか），視覚科学
専 門 雑 誌（Vision Research, Visual Neuroscience,
Journal of Vision, ほか），生命科学系雑誌（Journal of
Neuroscience, Experimental Brain Research, Journal of
Neurophysiology, ほか），理工学技術系雑誌（Institute
of Electrical and Electronics Engineering（以下 IEEE）
関係諸雑誌 , ほか）
，臨床医学系雑誌（Ophthalmology,
Archives of Ophthalmology, ほか），人文社会科学系

バーし，ロドプシンの構造，色覚や色覚異常成立の視

雑誌に類別される。掲載論文数順位 30 位までのタイ
トル，論文数（シェア）を表 1 に示した。
掲載雑誌は時代とともに変遷をみた。1980 年代は

Journal of Optical Society of America，Journal of
Physiology ， Journal of Comparative Neurology ，
Journal of Experimental Psychology といった生理学領
域あるいは心理学領域の伝統誌が比較的多かったが，
1990 年代には Journal of Neuroscience，Neuroimage，
Cerebral Cortex，Cognitive Psychology といった神経
科学分野の生物学的研究論文を掲載する雑誌，Lecture
Notes in Computer Science，IEEE Transactions on
Pattern Analysis and Machine Intelligence，International
Journal of Computer Vision，IEEE Transactions on
Visualization and Computer Graphics といった理工学

色素分子機序，高次視覚の情報処理（視覚的注意，顔
知覚や顔認識，視覚的探索，文字認識），視覚発達や
脳可塑性などを課題とする。生理学や心理学の古典
的研究方法に加えて，1990 年代初頭に開発された機
能的核磁気共鳴画像（functional magnetic resonance

imaging，以下 fMRI）が高次視覚系の機能解析や脳
局在地図作成に活用されている。成果は Journal of

Neuroscience，Vision Research，Experimental Brain
Research，Journal of Neurophysiology，Neuroimage，
Neuropsychologia などにみられる。
Physiology は 1980 年代まで主要研究分野として，
Journal of Physiology，Journal of General Physiology，
Journal of Neurophysiology，American Journal of
Physiology に多数の先進的研究が発表された。1990 年
代から相対的シェアは斬減したが，同様の伝統的研究
分野の Behavioral Sciences や Zoology とともに数％
内外のシェアを堅持して，Neurosciences Neurology
や Psychology とともに生物学的視覚科学の主要研究
分野を構成している。

Psychology は視覚生理学と並ぶ伝統的研究分野で

技術的研究論文を収録する雑誌が隆盛になった。
2 ）研究分野と研究主題
視覚科学にかかわる研究分野の数は 30 年間に斬増
して 2000 年代には 150 を超えた。関連論文数が全
体の 1％を上回るシェアをもつ主要研究分野数は 24
である。ランキング上位を占めるのは Neurosciences

Neurology，Ophthalmology，Engineering，Computer
Science，Psychology，Radiology Nuclear Medicine
Medical Imaging で，これらを合わせると全体の過半数
を超える。こうした研究分野のシェアは経年的変遷を
みた。図 1 は，主要分野の推移を示す。30 年間ほぼ一
定の分野（Neurosciences Neurology，Ophthalmology，
Engineering，Biochemistry Molecular Biology），斬減
傾向の分野（Psychology，Physiology，Optics）
，斬増
傾向の分野（Computer Science，Radiology Nuclear
Medicine Medical Imaging ， Genetics Heredity ，
Robotics）と様々なパターンで変動した。Psychology
や Physiology の漸減傾向は Computer Science などの

図1
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主要研究分野が占める年度別割合の推移を示す。
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かし，1990 年代から発展した計算機科学や認知科学

あるが，1980 年代半ばから相対的シェアを減じた。し

International Journal of Computer Vision，Artificial
Intelligence，Image and Vision Computing などに発表

と連携して，パターン認識，視覚的注意や探索，形状

されている。

知覚，顔知覚，運動視，視覚記憶，錯視など高次視覚

臨床視覚科学の主要研究分野である Ophthalmology

について先進研究が活発に展開されている。Perception

は，General Internal Medicine，Radiology Nuclear

and Psychophysics，Neuropsychologia，Journal of
Cognitive Neuroscience，Cerebral Cortex などに成果

Medicine Medical Imaging，Pediatrics，Psychiatry，
Genetics，Rehabilitation といった臨床分野と連携して

が発表される。

視覚の病理と治療を検討している。主要掲載誌は眼科

総合誌（Ophthalmology，Archives of Ophthalmology，
American Journal of Ophthalmology），基礎研究誌
される理工学技術的視覚科学は，1990 年代から情報 （ Investigative Ophthalmology and Visual Science,
科学や画像工学の急成長とあいまって隆盛になった。 Experimental Eye Research）である。
生物学的研究と理工学技術的研究の連携によって，
Radiology Nuclear Medicine Medical Imaging は，
視覚野ニューロン機能の数理解析，神経回路網のシ
CT（computed tomography），MRI，PET（positron
ミュレーション，視覚認知機能のモデリング，コン
emission tomography）といった脳の無侵襲描画技術

Computer Science，Engineering，Optics，Automation
Control Systems，Robotics などの研究分野から構成

ピュータグラフィックス，画像認識分析処理ソフト

を駆使した研究分野として発展した。とりわけ 1990

ウェア開発，可視化（visualization）の理論と応用，

年代初頭に開発された fMRI は，高次視覚レベルの知

光学機器やロボットや情報通信にかかわる machine

覚や認知の機能局在解析に貢献している。研究成果は

visual interface といった多種多様の視覚関連課題が扱
われている。成果は，IEEE 関連分科専門誌（IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence，IEEE Transactions on Image Processing，
IEEE Journal of Robotics and Automation, ほか），

図2

自然科学総合雑誌，神経科学専門雑誌，1990 年代創
刊の神経画像分析専門雑誌 Neuroimage，Magnetic

Resonance in Medicine に発表されている。
3 ）発信国
1983～2012 年の 30 年間を集計した視覚科学研究

視覚科学：研究論文の国別発表推移
1983～2012 年に発表された視覚研究論文について，主要国の発信論文数の推移を示す。
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ある。12.1％の United Kingdom，9.7％の Germany，

Japan を追い抜いて USA に迫る勢いがある。USA や
Japan といった先進諸国の低落傾向は後進諸国の伸張

6.7％の Japan，5.6％の Canada，5.1％の France が続

による相対的事象である。

く。各国の論文数は 30 年間に様々なパターンで推移

4 ）高頻度被引用論文

した（図 2 ）。USA は圧倒的にトップだが相対的シェ

視覚科学研究の流れは，2012 年までに受けた累積

アは持続的に減少している。一方，1980 年代まで低

被引用度数を吟味することによっても把握することが

調 だ っ た China，South Korea，Taiwan，Singapore

できる。原資料 471,283 論文の被引用度数は，最大

は，1990 年代から目覚ましい躍進を続けている。同

3,530 回から最小 0 回までばらつきが著しい。ここで

様に，Turkey，India，Brazil の生産性が向上してき

は，被引用度数ランキング上位 100 位までを高頻度

た。こうした新興国の発展は，理工学技術系の視覚科

被引用論文と称して，その内容を検討した。表 2 は，

学研究において際立っている。China や South Korea

こうして選定した高頻度被引用論文の書誌事項，被引

の近年の実績は分野によっては United Kingdom や

用度数，出版からの経過年数を勘案した年間平均被引

表2
Rank

論

視覚研究高頻度被引用論文［1］
文［2］

TC［3］

TC/Y

研究分野［4］

1

Palczewski K, Kumasaka T et al: Crystal structure of rhodopsin: A G protein-coupled
receptor. Science 289: 739-745, 2000.

3530

271.5

SciTech

2

Besl PJ & McKay ND: A method for registration of 3-D shapes. IEEE T Pattern Anal 14:
239-256, 1992.

3507

167.0

CompuSci;
Engineer

3

Ferrara N, Gerber HP et al: The biology of VEGF and its receptors. Nat Med 9: 669-676,
2003.

3425

340.5

BiochemMolBiol;
CellBiol: ResExpMed

4

Stearne MR, Palmer SL et al: Tight blood pressure control and risk of macrovascular and
microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. Br Med J 317: 703-713, 1998.

3239

215.9

GenIntMed

5

Belhumeur PN, Hespanha JP et al: Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition using class
speciﬁc linear projection. EEE T Pattern Anal 19: 711-720, 1997.

3153

197.1

CompuSci;
Engineer

6

Brainard DH: The psychophysics toolbox. Spatial Vision 10: 433-436, 1997

3101

193.8

Biophysics;
Psychology

7

Felleman DJ & Van Essen DC: Distributed hierarchical processing in the primate cerebral
cortex. Cereb Cortex 1: 1-47, 1991.

2859

130.0

NeurosciNeurol

8

Desimone R & Duncan J: Neural mechanisms of selective visual attention. Annu Rev
Neurosci 18: 4302-4311, 1997.

2708

150.4

NeurosciNeurol

9

Kanwisher N & McDermott J: The fusiform face area: A module in human extrastriate
cortex specialized for face perception. J Neurosci 17: 4301-4311, 1997

2662

166.4

NeurosciNeurol

10

Corbetta M & Shulman GL: Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the
brain. Nat Rev Neurosci 3: 201-215, 2002.

2628

238.9

NeurosciNeurol

11

Pelli DG: The VideoToolbox software for visual psychophysics: Transforming numbers
into movies. Spatial Vision 10: 437-442, 1997.

2494

155.9

Biophysics;
Psychology

12

Kwong KK, Belliveau JW et al: Dynamic magnetic-resonance-imaging of human brain
activity during primary sensory stimulation. P Natl Acad Sci USA 89: 5675-5679, 1992.

2451

116.7

SciTech

13

Cootes TF & Taylor CJ: Active shape models - Their training and application. Comput Vis
Image Und 61: 38-59, 1995.

2347

130.4

CompuSci;
Engineer

14

Logothetis NK, Pauls J et al: Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI
signal. Nature 412: 150-157, 2001.

2306

192.2

SciTech

15

Wang Z, Bovik AC et al: Image quality assessment: From error visibility to structural
similarity. IEEE T Image Process 13: 600-612, 2004.

2228

247.6

CompuSci;
Engineer

16

Gray CM & Konig P: Oscillatory responses in cat visual cortex exhibit inter-columnar
neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal. Nature 338: 334-337,
1989.

2197

91.5

SciTech

17

Swain MJ & Ballard DH: Color indexing. Int J Comput Vision. 7: 11-32, 1991.

2067

94.0

CompuSci

18

Ogawa S, Tank DW et al: Intrinsic signal changes accompanying sensory stimulation.
Functional brain mapping with magnetic resonance imaging. P Natl Acad Sci USA 89:
5951-5855, 1992.

1934

92.1

SciTech

19

Goodale MA & Milner AD: Separate visual pathways for perception and action. Trends
Neurosci 15: 20-25, 1992.

1888

89.9

NeurosciNeurol

20

Viola P & Jones MJ: Robust real-time face detection. Int J Comput Vision 57: 137-154,
2004.

1869

207.7

CompuSci

21

Itti L, Koch C et al: A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis.
IEEE T Pattern Anal 20: 1254-1259, 1998.

1854

123.6

CompuSci;
Engineer

22

Smeulders AWM, Worring M et al: Content-based image retrieval at the end of the early
years. IEEE T Pattern Anal 22: 1349-1380, 2000.

1796

138.2

CompuSci;
Engineer
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23

Isard M & Blake A: Condensation. Conditional density propagation for visual tracking. Int
J Comput Vision. 29: 5-28, 1998.

1766

117.7

CompuSci

24

Singer W & Gray CM: Visual feature integration and the temporal correlation hypothesis.
Annu Rev Neurosci 18: 555-586, 1995.

1702

94.6

NeurosciNeurol

25

Duncan J & Humphreys GW: Visual search and stimulus similarity. Psychol Rev 96: 433458, 1989.

1698

70.8

Psychology

26

Collins DL, Neelin P et al: Automatic 3D intersubject registration of MR volumtric data in
standardized talirach space. J Comput Asssit Tomogr 18: 192-205, 1994.

1613

84.9

CompuSci;
Engineer

27

Barron JL, Eleet DJ et al: Performance of optical ﬂow techniques. Int J Comput Vision. 12:
43-77, 1994.

1550

81.6

CompuSci

28

Rosenfeld PJ, Brown DM et al: Ranibizumab for neovascular age-related macular
degeneration. New Engl J Med 355: 1419-1431, 2006.

1517

216.7

Ophthalmology;
GenIntMed

29

Rayner K: Eye movements in reading and information processing: 20 years of research.
Psychol Bull 124: 372-422, 1998.

1503

100.2

Psychology

30

Wolfe JM: Guided search 2.0. A revised model of visual search. Psychon B Rev 1: 202238, 1994.

1420

74.7

Psychology

31

Moran J & Desimone R: Selective attention gates visual processing in the extrastriate
cortex. Science 229: 782-784, 1985.

1392

49.7

SciTech

32

Eckhorn R & Brauer R et al: Coherence oscillations. A mechanism of feature linking in the
visual cortex multiple electode and correlation analysis in the cat. Biol Cybernet 60: 121130, 1988.

1387

55.5

CompuSci;
Engineer

33

Haxby JV, Hoffman EA et al: The distributed human neural system for face perception.
Trends Cogn Sci 4: 223-233, 2000.

1384

106.5

BehavSci;
NeurosciNeurol:
Psychology

34

Thoenen H: Neurotrophins and neuronal plasticity. Science 270: 593-598, 1995.

1384

76.9

SciTech

35

Hutchinson S, Hager GD et al: A tutorial on visual servo control. IEEE T Robotic Autom
12: 651-670, 1996.

1351

79.5

AutomContrlSci;
NeurosciNeurol;
Engineer;; Robot

36

Scharstein D & Szeliski R: A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo
correspondence algorithms. Int J Comput Vision 47: 7-42, 2002.

1307

118.8

CompuSci

37

Posner MI & Cohen Y: Components of visual orienting. Attention Perform 10: 531-556, 1984.

1300

44.8

Psychology

38

Sereno MI, Dale AM et al: Borders of multiple visual areas in humans revealed by
functional magnetic resonence imaging. Science 268: 889-893, 1995.

1245

69.2

SciTech

39

Rizzolatti G, Fadiga L et al: Premotor cortex and the recognition of motor actions.
Cognitive Brain Res 3: 131-141, 1996.

1225

72.1

CompuSci;
NeurosciNeurol

40

Gray CM & Singer W: Stimulus-speciﬁc neuronal oscillations in orientation columns of
cat visual cortex. P Natl Acad Sci USA 86: 1698-1702, 1989.

1203

50.1

SciTech

41

Boynton GM, Engel SA et al: Linear systems analysis of functional magnetic resonance
imaging in human V1. J Neurosci 16: 4702-4221, 1996.

1201

70.6

NeurosciNeurol

42

Koch C & Ullman S: Shifts in selective visual attention towards the underlying neural
circuitry. Hum Neurobiol 4: 219-227, 1985.

1192

42.6

NeurosciNeurol

43

Coltheart M, Rastle K et al: DRC: A dual route cascaded model of visual word recognition
and reading aloud. Psychol Rev 108: 204-256, 2001.

1191

99.3

Psychology

44

Thorpe S, Fize D et al: Speed of processing in the human visual system. Nature 381: 520522, 1996.

1180

69.4

SciTech

45

Resnikoff S, Pascolini D et al: Global data on visual impairment in the year 2002. Bull
WHO 82: 844-851, 2004.

1172

130.2

GenIntMed

46

Rowley HA, Baluja S et al: Neural network-based face detection. IEEE T Pattern Anal 20:
23-38, 1998.

1171

78.1

CompuSci;
Engineer

47

Treitman A & Gormican S: Feature analysis in early vision. Evidence from search
asymmetries. Psychol Rev 95: 15-48, 1988.

1159

46.4

Psychology

48

Stauffer C & Grimson WEL: Learning patterns of activity using real-time tracking. IEEE
T Pattern Anal 22: 747-757, 2000.

1157

89.0

CompuSci;
Engineer

49

Funahashi S, Bruce CJ et al: Mnemonic coding of visual space in the monkey's dorsolateral
prefrontal cortex. J Neurophysiol 61: 331-149, 1989.

1149

47.9

NeurosciNeurol;
Physiology

50

Daugman JG: Uncertainty relation for resolution in space, spatial frequency, and
orientation optimized by two-dimensional visual cortical ﬁlters. J Opt Soc Am A. 2: 11601169, 1985.

1117

39.9

NeurosciNeurol;
RadiolNucMedMedImage

51

Gragoudas ES & Adamis AP: Pegaptanib for neovascular age-related macular
degeneration. New Engl J Med 351: 2805-2816, 2004.

1101

122.3

GenIntMed

52

Quigley HA: Number of people with glaucoma worldwide. Br J Ophthalmol 80: 389-393,
1996.

1095

64.4

Ophthalmology

53

Corbetta M & Meizin FM: Selective and divided attention during visual discriminations of
shape, color, and speed. Functional anatomy by positron emission tomography. J Neurosci
11: 2383-2402, 1991.

1094

49.7

NeurosciNeurol

54

Kass MA, Heuer DK et al: The Ocular Hypertension Treatment Study - A randomized
trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of
primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 120: 701-713, 2002.

1088

98.9

Ophthalmology
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55

Yang MH, Kriegman DJ et al: Detecting faces in images: A survey. IEEE T Pattern Anal
24: 34-58, 2002.

1088

98.9

SciTech

56

Nathans J, Thomas D et al: Molecular genetics of human color vision. The genes encoding
blue, green, and red pigments. Science 232: 193-202, 1986.

1085

40.2

SciTech

57

Haines JL, Hauser MA et al: Complement factor H variant increases the risk of age-related
macular degeneration. Science 308: 419-421, 2005.

1078

134.8

SciTech

58

Corbetta M, Miezin FM et al: A PET study of visuospatial attention. J Neurosci 13: 12021226, 1993.

1073

53.7

NeurosciNeurol

59

Brown DM, Kaiser PK et al: Ranibizumab versus verteporﬁn for neovascular age-related
macular degeneration. New Engl J Med 355: 1432-1444, 2006.

1063

151.9

GenIntMed

60

Mishkin M, Ungerleider LG et al: Object vision and spatial vision. 2 cortical pathways.
Trends Neurosci 6: 414-417, 1983.

1055

35.2

NeurosciNeurol

61

Belliveau JW, Kennedy DN et al: Functional mapping of the human visual cortex by
magnetic resonance imaging. Science 254: 716-719, 1991.

1051

47.8

SciTech

62

Kassoff A, Kassoff J et al: A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose
supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular
degeneration and vision loss - AREDS Report No. 8. Arch Ophthalmol 119: 1417-1436, 2001.

1034

86.2

Ophthalmology

63

Zeki S, Watson JDG et al: A direct demonstration of functional specialization in human
visual cortex. J Neurosci 11: 641-649, 1991.

1033

47.0

NeurosciNeurol

64

Bentin S, Allison T et al: Electrophysiological studies of face perception in humans. J
Cognitive Neurosci 8: 551-565, 1996.

1031

60.6

NeurosciNeurol;
Psychology

65

Raymond JE & Shapiro KL: Temporary suppression of visual processing in an RSVP task.
An attentional blink. J Exp Psychol Hum 18: 849-850, 1992.

1018

48.5

Psychology

66

Duncan J: Selective attention and the organization of visual information. J Exp Psychol
Gen 113: 501-517,

1014

35.0

Psychology

67

Bressler NM: Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in agerelated macular degeneration with verteporﬁn - One-year results of 2 randomized clinical
trials - TAP report 1. Arch Ophthalmol 117: 1329-1345, 1999.

1007

71.9

Ophthalmology

68

Epstein R & Kanwisher N: A cortical representation of the local visual environment.
Nature 392: 598-601, 1998.

1004

66.9

SciTech

69

Itti L & Koch C: Computational modelling of visual attention. Nat Rev Neurosci 2: 194203, 2001.

995

82.9

NeurosciNeurol

70

Luck SJ & Vogel EK: The capacity of visual working memory for features and
conjunctions. Nature 390: 279-281, 1997.

993

62.1

SciTech

71

Stryer L: Cyclic GMP cascade of vision. Annu Rev Neurosci 9: 87-119, 1986.

988

36.6

NeurosciNeurol

72

Livingstone MS & Hubel DH: Anatomy and physiology of a color system in the human
visual cortex. J Neurosci 4: 309-356, 1984.

988

34.1

NeurosciNeurol

73

Taubman D: High performance scalable image compression with EBCOT. IEEE T Image
Process 9: 1158-1170, 2000.

976

75.1

CompuSci;
Engineer

74

Wolfe JM, Cave KR et al: Guided search. An alternative to the feature integration model
for visual search. J Exp Psychol Hum 15: 419-433, 1989.

967

40.3

Psychology

75

Ernst MO & Banks MS: Humans integrate visual and haptic information in a statistically
optimal fashion. Nature 415-433, 2002.

952

86.5

SciTech

76

Georghiades AS, Belhumeur PN et al: From few to many: Illumination cone models for
face recognition under variable lighting and pose. IEEE T Pattern Anal 23: 643-660, 2001.

948

79.0

CompuSci;
Engineer

77

Fries P, Reynolds JH et al: Modulation of oscillatory neuronal synchronization by selective
visual attention. Science 291: 1560-1563, 2001.

947

78.9

SciTech

78

Haritaoglu I, Harwood D et al: W-4: Real-time surveillance of people and their activities.
IEEE T Pattern Anal 22: 809-830, 2000.

928

71.4

CompuSci;
Engineer

79

Chellappa R, Wilson CL et al: Human and machine recognition of faces. A survey. Proc
IEEE 83: 705-740, 1995.

925

51.4

Engineer

80

Breiter HC, Etcoff NL et al: Response and habituation of the human amygdala during
visual processing of facial expression. Neuron 17: 875-887, 1996.

921

54.2

NeurosciNeurol

81

Daugman JG: High conﬁdence visual recognition of persons by a test of statistical
independence. EEE T Pattern Anal 15: 1148-1161, 1993.

915

45.8

CompuSci;
Engineer

82

Boykov Y & Kolmogorov V: An experimental comparison of min-cut/max-ﬂow algorithms
for energy minimization in vision. IEEE T Pattern Anal 26: 1124-1137, 2004.

907

100.8

CompuSci;
Engineer

83

Allison T, Puce A et al: Social perception from visual cues: role of the STS region. Trends
Cogn Sci 4: 267-278, 2000.

903

69.5

BehavSci;
NeurosciNeurol:
Psychology

84

Schmahmann JD & Sherman JC: The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain 121:
561-579, 1998.

895

59.7

NeurosciNeurol

85

Gordon MO, Beiser JA et al: The Ocular Hypertension Treatment Study - Baseline factors
that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 120: 714-720,
2002.

883

80.3

Ophthalmology

86

Duhamel JR & Colby CL: The updating of the representation of visual space in parietal
cortex by intended eye movements. Science 255: 90-92, 1992.

883

42.0

SciTech
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87

Quigley HA, Broman AT et al: The number of people with glaucoma worldwide in 2010
and 2020. Br J Ophthalmol 90: 262-267, 2006.

882

126.0

Ophthalmology

88

Maunsell JHR & Vanessen DC: Functional properties of neurons in middle temporal visual
area of the macaque monkey. 1. Selectivity for stimulus direction, speed, and orientation. J
Neurophysiol 49: 1127-1147, 1983.

882

29.4

NeurosciNeurol;
Physiology

89

Friedman DS, O'Colmain B et al: Prevalence of age-related macular degeneration in the
United States. Arch Ophthalmol 122: 564-572, 2004.

881

97.9

Ophthalmology

90

Maunsell JHR & Vanessen DC: The connections of the middle temporal visual area (MT)
and their relationship to a cortical hierarcy in the Macaque monkey. J Neurosci 3: 25632586, 1983.

879

29.3

NeurosciNeurol

91

Wilson FAW, Scalaidhe SPO et al: Dissociation of object and sptatial processing domains
in primate prefrontal cortex. Science 260: 1955-1958, 1993.

874

43.7

SciTech

92

Van Veldhuisen PC, Ederer F et al: The advanced glaucoma intervention study (AGIS): 7.
The relationship between control of intraocular pressure and visual ﬁeld deterioration. Am
J Ophthalmol 130: 429-440, 2000.

868

66.8

Ophthalmology

93

Bird AEC, Bressler NM et al: An interntional classiﬁcation and grading system for agerelated maculopathy and age-related macular degeneration. Surv Ophthalmol 39: 367-374,
1995.

856

47.6

Ophthalmology

94

Watson JDG, Myers R et al: Area V5 of the human brain. Evidence from a combined study
using positron emission tomography and magnetic resonance imaging. Cereb Cortex. 3:
79-94, 1993.

855

42.8

NeurosciNeurol

95

Murase H & Nayar SK: Visual learning and recognition of 3-D objects from appearance.
Int J Comput Vision. 14: 5-24, 1995.

851

47.3

CompuSci

96

Jain AK & Farrokhnia F: Unsupervised texture segmentation using Gabor ﬁlters. Pattern
Recog 24: 1167-1186, 1991.

850

38.6

CompuSci;
Engineer

97

Itti L & Koch C: A saliency-based search mechanism for overt and covert shifts of visual
attention. Vision Res 40: 1489-1506, 2000.

848

65.2

NeurosciNeurol;
Ophthalmology

98

Friston KJ, Buechel C et al: Psychophysiological and modulatory interactions in
neuroimaging. Neuroimage 6: 218-229, 1997.

848

53.0

NeurosciNeurol;
RadiolNucMedMedImage

99

Pardo JV, Fox PT et al: Localization of a human system for sustained attention by positron
emission tomography. Nature 349: 61-64, 1991.

848

38.5

SciTech

100

Bell AJ & Sejnowski TJ: The ''independent components'' of natural scenes are edge ﬁlters.
Vision Res 37: 3327-3338, 1997.

846

52.9

NeurosciNeurol;
Ophthalmology

［1］文献データベス Web of Science（ISI Science Citation Index），発表年度（1983～2012）
［2］雑誌の略称は Web of Science の表記に準拠
［3］TC：times cited，TC/Y：年間平均被引用度数
［4］Web of Science の研究分野（一部論文で複数分野重複）を下記略称で示す
SciTech：Science & Technology，CompuSci：Computer Science，Engineer：Engineering，BiochemMolBiol：Biochemistry Molecular
Biology，Cell Biol：Cell Biology，ResExpMed：Research Experimental Medicine，GenIntMed：General Internal Medicine，BehavSci：
Behavioral Science，AutomContrSci：Automation Control Science，Robot：Robotics

用度数，および研究分野を示す。

ranibizumab 療法を課題とした 2006 年発表論文（表

高頻度被引用度数論文の被引用度数（times cited，

2，28 位）の TC／Y は 216.7 と際立って大きく，発

以下 TC）の主要統計値は，最大値 3,530 回，最小値

表 か ら 数 年 で 研 究 分 野 Ophthalmology で ト ッ プ に

846 回，中央値 1,109 回，平均値 1,419 回である。発

なっている。

表 年 度 は，1980 年 代 18 件，1990 年 代 59 件，2000

高頻度被引用論文を 2 件以上掲載している雑誌は，

年代 23 件と 1990 年代が過半数を占める。年間平均

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence（11 件），Science（10 件），Nature（ 7 件），
Journal of Neuroscience（ 7 件），International Journal
of Computer Vision（ 6 件），Archives of Ophthalmology
（ 5 件）
，Annual Review of Neuroscience（ 3 件）
，Journal
of Experimental Psychology（ 3 件），New England
Journal of Medicine（ 3 件），Proceedings of National
Academy of Sciences USA（ 3 件），Psychological
Review（ 3 件），British Journal of Ophthalmology（ 2
件）
，Journal of Neurophysiology（ 2 件）
，Spatial Vision
（ 2 件），Trends in Cognitive Sciences（ 2 件），Trends
in Neurosciences（ 2 件），Vision Research（ 2 件）で

被引用度数（累積被引用度数／経過年数，以下 TC／

Y）の主要統計値は，最大値 340.5 回，最小値 29.3
回，中央値 75.9 回，平均値 92.7 回である。TC／Y≧
200 は 7 件；200＞TC／Y≧150 は 8 件；150＞ TC／
Y ≧100 は 14 件；100＞TC ／Y≧50 は 45 件；50＞
TC／Y≧29 は 26 件である。リストの上位には，経過
年数は短いが TC／Y は大きい論文が少なくない。例
えば，2000 年以後に発表された 6 件の TC／Y はいず
れも 150 以上で，短期間に大量の引用を受けている。
図 3 は，リストの上位にランクされるいくつかの
論文の被引用履歴を示す。ちなみに，加齢黄斑変性の
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ある。いわゆるインパクトファクターが高い quality

journal に掲載されている。
高頻度被引用度数論文で頻出するキーワードを列挙
すると，生物学的研究では psychophysics tool box，

cortical visual pathway ， face perception ， visual
attention ， visual search ， fMRI（ brain mapping），
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spatial vision，理工学技術的研究では color indexing，
visual servo control ， computer graphics ，3 -D
recognition，face detection，visual tracking，image
quality，visualization，臨床的研究では age-related
macular degeneration，glaucoma である。高頻度被引
用論文の研究分野は Neurosciences Neurology 29 件，
Computer Science 25 件，Science and Technology 23
件，Ophthalmology 9 件，General Internal Medicine
5 件の順である。すなわち，生物学的研究と理工学技
術的研究が多い。臨床的研究は該当する論文が少な
い。上位 50 位に入るのは糖尿病最小血管合併症（ 4
位），加齢黄斑変性治療（28 位），視覚障害疫学（45
位）を主題とした 3 件に過ぎない。

4. コ メ ン ト
論文の主題や主要発表雑誌から，視覚科学は生物学
的研究，理工学技術的研究，臨床的研究の 3 領域に大
別することができる。最近 30 年間の計量書誌学的検
討で明らかになったことは，1980 年代まで生物学的
研究と臨床的研究が主流であったが，1990 年代に開
拓された理工学技術的研究が新しい分野として大きく
伸びてきたことである。今一つは，1990 年代から，

People’
s Republic of China（China），South Korea，
Taiwan，Turkey，India，Brazil といった従前は低調
だった諸国が台頭したことである。とりわけ理工学技
術的視覚科学研究における中国と韓国の隆盛は目覚ま
しいものがあり，ある種の研究分野の勢力分布は東ア
ジアにシフトする気配さえ窺われる。1980 年以後の
研究課題の動向で目立つのは，伝統的な視覚生理学や
視覚心理学に加えて神経画像分析技術の導入，情報科
学や計算機科学との連携によるパターン認識，視覚的
注意，形状や顔の知覚，運動視知覚といった高次視覚
の神経生理学的および神経心理学的知見が蓄積したこ
とである。こうした視覚研究は脳科学のモデル研究と
して，その発展の原動力になっている。
別称 citation classics の高頻度被引用度数論文は，
強いインパクトと影響力をもつフロントランナーと
して当該研究分野を牽引する 4 , 5 ）。1970 年代までの
図3

視覚科学：高頻度被引用論文の被引用度数履歴
1983～2012 年までに発表された高頻度被引用論文か
ら 5 件（表 2：順位 2，1，5，3，28 位），1982 年以
前発表の高頻度被引用論文から 7 件を選択，各論文
の被引用度数履歴を示す（矢印：発表年）。鍵括弧中
の数値は文献番号を示す。TC：times cited（累積被
引用度数），TC／Y：年間平均被引用度数。

視覚研究を振り返ると，Hecht，Stiles，Brindley らの
心理物理学，Wald，Rushton らの光化学，Fincham，

Campbell ， Westheimer ら の 生 理 光 学，Hartline ，
Granit，Tomita，Dowling ら の 電 気 生 理 学，Hubel，
Wiesel らの視覚野神経生理学が隆盛で 1 , 2 , 6 , 7 ），その
論文はいわば古典的 citation classics としてその後の

— 132 —

2013 年 12 月

視覚科学研究の歩み・大庭紀雄 他

視覚科学研究に大きな影響力を持ち続けた。代表的論
文の被引用度数履歴を図 3 に示す 8 −14）。ちなみに，

Hubel と Wiesel の 1962 年発表論文 8 ） の被引用度数
は 5,833 回（年間平均被引用度数 117.9 回）で，過去
60 年間の視覚科学論文でトップである。こうした古
典的 citation classics の年間平均被引用度数は，図 3
が例示するように，最近の citation classics のそれと
比べると小さいことに留意したい。論文生産量の増
加，発表雑誌の増加，迅速で円滑な情報流通といった
要因が背景にあるに違いない。
文
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2 色覚者のカテゴリカルカラーネーミングに及ぼす
視覚的手掛かり
西 田 浩 聡，福 田 一 帆，内 川 惠 二
東京工業大学大学院総合理工学研究科

Visual Cues for Categorical Color Naming of Dichromats
Hirotoshi Nishita, Kazuho Fukuda and Keiji Uchikawa
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Tokyo Institute of Technology
1，2 型 2 色覚者はそれぞれ網膜状の L 錐体，M 錐体を欠損し，赤緑方向の色弁別ができないにもかかわ
らず，日常的には赤や緑の色名も使っている。本研究では，2 色覚者の 3 色覚者的なカテゴリカルカラーネー
ミングがどのような視覚的手掛かり使って可能であるのかを明らかにするために，刺激呈示条件を制限して
カテゴリカルカラーネーミング実験を行った。その結果，2 色覚者は実際の色票を観察すると 3 色覚者と同様
なカラーネーミングをするが，刺激をモニター上に呈示したり，小視野や短時間呈示にすると赤緑方向の色
名の区別が劣化し，更に刺激の等輝度呈示では全く色名を混同してしまうことが示された。この結果から 2 色
覚者は色票の輝度（明度）を重要な手掛かりとし，3 色覚的なカテゴリカルカラーネーミングを行っているこ
（視覚の科学 34: 134－147，2013）
とが明らかとなった。
キーワード： 2 色覚者，カテゴリカルカラーネーミング，視覚的手掛かり，色覚異常，OSA 色票

Protanopes and deuteranopes use red and green color names in their everyday lives, although
they retrospectively lack L cones or M cone in the retina, so cannot discriminate colors in the red-green
direction. In this study, we carried out categorical color naming experiments under restricted stimulus−
presenting conditions, in order to explore the visual cues dichromats use in performing trichromat-like
categorical color naming. It was shown that when the dichromats observed real color chips, they could
perform trichromat-like categorical color naming, whereas use of a monitor to present color stimuli,
and small-field or brief duration, degraded their performance. Furthermore, when the stimuli were
presented in equal-luminance condition, the subjects completely confused color names in the redgreen direction. These results clearly indicate that dichromats utilize the luminance（lightness）of color
chips as a critical visual cue in performing trichromat-like categorical color naming.
(Jpn J Vis Sci 34: 134-147, 2013)
Key Words : Dichromats, Categorical color naming, Visual cues, Color deﬁciency, OSA color chips

ラーネーミングや色の記憶などの認識レベルの特性に

1. は じ め に

至るまで様々な面から調べられ，錐体からそれに続く

3 色覚者は分光感度の異なる 3 種類の L, M, S 錐体
応答を基にして，色を三次元的に知覚している。3 色

色覚メカニズムが明らかにされてきている 1 ）。一方，
錐体の何種類かを欠損した色覚異常者については，等

覚者の色覚特性については，これまでに分光感度，色

色，色弁別，分光感度などの基本的な特性はよく調べ

弁別や等色などの基本的な特性から，色の見え方，カ

られている 1 , 2 ）ものの，色の見え方やカラーネーミン
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G2⊖1⊖4259 Ngatsuta, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa 226⊖8502, Japan
(Received and accepted October 8, 2013)
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グなどの特性を実験的に調べた研究は 3 色覚者に比

ンネルの存在などが提案されてきた。

べると少なく，そのため，色覚異常者が日常の環境に

桿体の寄与については，Montag and Boynton 5 ）が

おいて色をどのように見て，認識しているかについて

桿体を明順応により飽和させることで桿体の影響を排

はまだ明らかになっていない点が多い。

除した条件でカテゴリカルカラーネーミングを行う

1 種類の錐体を欠損した先天的色覚異常者は 1 型 2

と，2 色覚者は 3 色覚者的なカラーネーミングができ

色覚者（ L 錐体欠損），2 型 2 色覚者（M 錐体欠損），

なくなることを示した。彼らは 2 色覚者では桿体の

3 型 2 色覚者（S 錐体欠損）に分類され，それぞれ，

寄与により 3 色覚的なカラーネーミングを行ってい

M 錐体と S 錐体，L 錐体と S 錐体，L 錐体と M 錐体

ることを示唆したが，後日，Montag 6 ） はこの実験で

の 2 種類の錐体から二次元の色空間を形成し，それ

は桿体ではなく，残存錐体が寄与したことを示し，自

に基づいて色を知覚している。そのため 2 色覚者の

らの仮説を訂正している。しかし，桿体が色の見えへ

色弁別能は三次元の色空間をもつ 3 色覚者に比べる

全く寄与できないわけではなく，例えば薄明視環境下

と劣り，弁別できない色が存在することになる。

では 3 色覚者でも色の見えには桿体の寄与があるこ

1，2 型 2 色覚者は，それぞれ M 錐体と S 錐体，あ

とが報告 7 ,

8）

されている。

残存錐体の影響については，Nagy ら 9 ）が桿体を飽

るいは L 錐体と S 錐体しかもっていないため，反対
色チャンネルのうち赤緑（L-M）チャンネルがなく，

和させたカラーネーミング実験で桿体の影響を排除し

輝度（M あるいは L）チャンネルと黄青（M-S ある

ても，刺激のサイズが大きいと 2 色覚者は 3 色覚者

いは L-S）チャンネルで色を見ている，つまり，明る

的カラーネーミングを行うこと，更に，小視野では 3

さと黄青の色みは知覚できるが，赤緑の色みは知覚で

色覚者的カラーネーミングができなくなることを示

きないと考えられている。ところが，日常生活では，

し，その結果，周辺視野での残存錐体の色の見えへの

1，2 型 2 色覚者も 3 色覚者と同様に赤や緑の色名を

影響を指摘した。そのほかの研究でも，1，2 型 2 色

使うことが知られ，実験的にも赤，緑の色名を使い分

覚者の多くは刺激サイズが大きくなると（およそ 8°
以

けていることが報告

3, 4）

上）
，ある程度赤緑方向を弁別できることが報告 10 ，11）

されている 。
は 2 色覚者の用いる色名に

されている。Montag 6 ） は小視野，短時間，高明順応

ついて詳しく調べるために，OSA 色票を刺激として

の刺激刺呈示条件下でカテゴリカルカラーネーミング

Montag and Boynton

5）

用い，自由な色名によるカテゴリカルカラーネーミン

実験を行い，その結果，残存錐体がカラーネーミング

グ実験を行った。その結果，2 色覚者も 3 色覚者と同

に寄与するには長時間，大視野の足し合わせが必要な

様に，11 基本色名（red, green, blue, yellow, brown,
orange, purple, pink ，white, black, gray）を使用し，

ことを示した。

更に基本色名の方がそれ以外の色名を使用した場合よ

錐体が完全に欠損している 2 色覚者にカラーネーミ

一方，Wachtler ら 12） は遺伝子検査により 1 種類の

りも一致度が高く，応答時間が短いこと，また，基本

ング実験を行い，完全欠損の 2 色覚者でも赤と緑の

色名で呼ばれた色票の重心（セントロイド）は三次元

色名を使用することを示した。カラーネーミングの結

色空間全体に広がって分布することを明らかにした。

果には 420～450nm の波長に対し，青だけでなく赤

この結果から 2 色覚者は日常的な視覚環境では 3 色

の応答があることや，長波長で赤と黄の応答が混合す

覚者とほとんど同様に色名を用い，カテゴリカル色知

ることから，L 錐体または M 錐体から非線形変換に

覚を行っていることがわかった。

より擬似的な赤緑チャンネルを作るモデルを提案して

もし，2 色覚者が輝度チャンネルと 1 種類の色チャ

いる。

ンネルで色を見ているのであれば，色を 3 色覚者と

以上示したように，手掛かりとしていくつかの可能

同様に知覚することはできず，したがって色名も 3

性が挙げられているが，2 色覚者がどの手掛かりを実

色覚者と同様にはならないはずである。2 色覚者の用

際に使っているか，あるいはこれ以外にも手掛かりが

いる色名が 3 色覚者のものと類似しているとすれば，

あるのかについてはまだ十分に調べられていない。例

それは 2 色覚者がこれらのチャンネル応答以外の何

えば，明所視，小刺激，短時間呈示のような桿体や残

らかの手掛かりを用いて，色名を答えていることにな

存錐体の影響を排除した刺激呈示条件では，2 色覚者

る。このような手掛かりとして，これまでに，桿体の

のカラーネーミングはかなり劣化し，3 色覚者のカ

寄与，残存錐体の影響，非線形擬似的赤緑反対色チャ

ラーネーミングとは異なってくるが，それでも赤緑の
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いている可能性もある。また，2 色覚者では欠損した
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コントロール条件として，色票を刺激として用い，
日常の環境と同じように被験者が色票を自由に手に

錐体の位置に今ある錐体が置き換わるので，刺激条件

持って観察できる条件を設定し，実験 2 以降の実験

によっては錐体検出感度が 3 色覚者よりもよくなる

結果に対する参照結果を求める。

という報告 13，14） もあることから，3 色覚者が使えな

2 ）装置と刺激

い手掛かりを使っている可能性もある。あるいは，2

実験刺激には OSA 色標本 1 ）から全 424 枚の色票を

色覚者は輝度チャンネルと 1 種類の色チャンネルで

使用した。暗室ブース内で上部から液晶プロジェク

色を二次元的に知覚していたとしても，表面の明るさ

ター（ELP-7250，EPSON 社）によりテスト色票とそ

（明度）と色み（色度）を組み合わせて，3 色覚者の
色名に対応させているという可能性もある。

の周囲（横 52cm×縦 40cm）の机上面が照明される
（図 1 左）
。照明光の Judd 修正色度は D65（x’
＝0.313，

本研究では，これまで挙げられていた手掛かりを含

ズムを明らかにすることを目的とする。刺激呈示条件

＝0.329）
，テスト色票面での照度は 500 lx（輝度：
y’
20.5cd／m2）である。
テスト色票は中央に直径 2.5cm の円形の穴の空いた
正方形（ 6×6cm）の灰色 Judd 修正色度（x’
＝0.340，
＝0.377）の紙で覆われ，被験者はこの穴を通して
y’

として，実際の色票を日常の環境と同じように被験者

色票を観察する。テスト色票が置かれた机上面にはこ

が自由に観察できる色票条件（実験 1 ）をコントロー

れと同じ灰色の紙が貼られている。

めて，2 色覚者はどのような可能な手掛かりを使って
3 色覚者と同様なカテゴリカルカラーネーミングを行
うかを調べ，2 色覚者のカテゴリカル色知覚のメカニ

3 ）手続き

ル条件とした。テスト条件としては，CRT モニター
上に色票刺激をシミュレートし，それを標準視野サイ

被験者は実験ブース内に入り，まず 3 分間，照明

ズと時間制限なしで観察するが，被験者が色票を自由

光下で明順応する。その後，テスト色票が実験者に

に観察できないモニター条件（実験 2 ），桿体と残存

よって 1 枚ずつ机上に置かれ，被験者はそのテスト

錐体の影響を除去するために中心小窩のみに刺激を呈

色票を手に持って自由に観察する。視距離は約 60cm

示する小視野条件（実験 3 ）および短時間呈示条件

である。机上には 11 基本色名がそれぞれ書かれた

（実験 4 ），更に明るさの手掛かりを除去するために等

11 個の小箱が置かれ，被験者はテスト色票をその中

輝度条件（実験 5 ）を設定した。

2. 実験 1：色票条件
1 ）目

的

の一つの箱に入れることでカテゴリカルカラーネーミ
ングを行う。観察時間には制限はない。結果として，
ほとんどの被験者は約 5 秒以内に応答した。OSA 色
票 424 枚の試行を 1 セッションとし，被験者 1 名で

図1

実験ブースと装置図
左：実験 1 で用いた実験ブースを示す。色票は中央に直径 2.5cm の円形の穴
の空いた正方形（ 6 × 6cm）の灰色の紙で覆われ，被験者はこの穴を通し
て色票を観察する。
右：実験 2 で用いた実験ブースを示す。刺激はモニター上に呈示される。
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ベルでも同様である。次に，右側の 2 色覚者の色名

2 セッションを行った。
4 ）被験者

応答は 3 色覚者とは多少異なっているが，2 色覚者で

被験者は 3 色覚者 2 名（HN0，HM0），1 型 2 色覚

も各色名カテゴリーはほぼ固まってあらわれている。

者 3 名（KS1，AY1，YY1）
，2 型 2 色覚者 2 名（HH2，

g 軸に沿った赤緑方向の色票に対しても，緑，灰，ピ

TN2）である。被験者は全員男性で，視力または矯正

ンク，赤のように色名で区別していることがわかる。

視力正常である。3 色覚者は石原式色覚検査票で色覚

ほかの明度レベルでも，同様に 2 色覚者の色名応答

正常を確認した。2 色覚者は石原式色覚検査票，アノ

には緑，ピンク，オレンジ，赤の色名があらわれ，そ

マロスコープ，遺伝子検査によりその型を判別した。

れらの色名で色票を分類している。

なお，各被験者名に付いている最後の数字 0 ，1 ，2

全被験者の色名応答がどのように j - g 平面上に分布

はそれぞれの被験者の色覚の型をあらわしている。0

しているかをみるために，色名応答結果のセントロイ

が 3 色覚者，1 が 1 型 2 色覚者，2 が 2 型 2 色覚者で

ド（重心）を被験者別に図 3 に示す。セントロイド

ある。

とは，ある色名を与えた色票の L，j，g 値をその色名

4 ）結

果

の応答回数の重みを付けて平均した値である。各シン

OSA 色空間は L 軸が明度，j，g 軸がそれぞれほぼ

ボルの色が色名をあらわし，円の直径が応答回数を示

黄青方向，赤緑方向をあらわす均等色空間である 1 ）。

す。図 3 中，1 型と 2 型 2 色覚者の結果には，セント

実験結果は OSA 色空間上に示す。図 2 に応答結果の

ロイド分布と比較するためにそれぞれの混同色線 注 1）

例として，3 色覚者 HN0（左図）と 1 型 2 色覚者 KS1

を重ねてプロットしてある。

（右図）の L＝−1，−2 のテスト色票に対する応答結

図 3 より，3 色覚者 HN0 と HM0 の各色のセント

果を示す。（ j , g ）の奇数番号組上の点が L＝−1，偶

ロイドの分布は外側へ広がり，その配置は両被験者間

数番号組上の点が L＝−2 の色票に対応している。各

でよく一致していることがわかる。一方，2 色覚者

シンボルが応答色名をあらわし，各点の外側の大シン

KS1，YY1，HH2，TN2 のセントロイドの広がりは

ボルが 1 回目，内側の小シンボルが 2 回目の応答結

3 色覚者よりも狭くなっているが，その配置は 3 色覚

果を示し，両者は重ねて示されている。

者と類似している。ただし，2 色覚者 AY1 のセント

図 2 より，まず，左側の 3 色覚者の色名応答は過
去の研究

1）

とよく一致し，色名ごとのカテゴリーで

まとまった領域を形成している。これはほかの明度レ

ロイド分布はほかの 2 色覚者とは異なり，青と黄を
結ぶ線上に集まるような傾向を示している。これは，

AY1 は赤緑方向の色名を g 軸方向の色み，つまり 3
色覚者とっての赤みと緑みといった色みを使わないで
用いていることを示す。KS1，YY1，TN2 では黒の
応答がなかった。
図 4 に L 軸方向のセントロイド分布を示す。各色
のセントロイドは 3 色覚者 HN0 と HM0 ではほとん
ど同様な分布を示している。1 型と 2 型 2 色覚者に共
通している特徴は，白，黄，青，赤，灰の明度分布は
3 色覚者の分布と類似していることである。その上
で，1 型 2 色覚者 KS1，AY1，YY1 ではピンク，オ

図2

実験１の応答結果の 1 例
左：3 色覚者 HN0
右：1 型 2 色覚者 KS1 。L＝−1，−2 のテスト色票
に対する応答結果を示す。（j, g）の奇数番号組
上の点が L＝−1，偶数番号組上の点が L＝−2
のテスト色票を示す。各シンボルに対する色名
を下記に示す。各点の外側の大シンボルが１回
目，内側の小シンボルが 2 回目の応答結果を示
し，両者は重ねて示されている。
●：青，◆：緑，■：黄，■：赤，■：茶，
▲：オレンジ，◆：紫，▲：ピンク，○：白，●：灰，
●：黒

レンジ，紫の明度が低く，緑，茶の明度分布には 3
名 の 被 験 者 を 通 し て 一 貫 性 が な い。2 型 2 色 覚 者
脚注 1 ）OSA 色空間 1 ）は実際の色票を用いて作られた均等色
空間であるため，LMS 錐体空間の線形変換空間ではなく，ま
た両者の非線形変換式も存在しない。したがって 2 色覚者の
混同色線を OSA 空間内に引くことは極めて困難である。ここ
では，OSA L＝−2 と L＝−1 の色票を MacLeod-Boynton 色
度図上にプロットして，そこに混同色線を引くことで，色票
と混同色線の関係を調べ，その結果を用いて図 3 に混同色線
の概略図を示すことにした。
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図3

実験 1（色票条件）での全被験者の各色票に対する
色名応答結果のセントロイド（重心）の（ j, g）平面
内の分布
各シンボルの色が色名をあらわし，円の直径が応答
回数を示す。1 型 2 色覚者（KS1, YY1, AY1）およ
び 2 型 2 色覚者（HH2, TN2）のパネルにはそれぞれ
の型の混同色線を重ねてプロットしてある。
red：赤，gre：緑，yel：黄，blu：青，bro：茶，
ora：オレンジ，pur：紫，pin：ピンク，whi：白，
gry：灰，blk：黒

第34巻第 4 号

図4

実験 1（色票条件）での全被験者の各色票に対する
色名応答結果のセントロイド（重心）の L 軸方向の
分布
各シンボルが色名をあらわす。
●：緑， ：赤， ：青，◆：黄， ：紫， ：茶，
：オレンジ， ：ピンク，×：灰，+：白， ：黒

図5

実験１（色票条件）での各被験者の類似性指標 SI
被験者 HN0 を参照者にしている。類似性指標 SI の
詳細については本文を参照すること。

布がどの程度オーバーラップしているかを示す指標で
ある。

SIa ＝

NaRX
NaR＋NaX−NaRX

ここで，

HH2，TN2 ではピンク，オレンジ，茶の分布は 3 色
覚者と類似しているが，緑と紫の分布は異なり，かつ
2 名の被験者間で一致していない。

SIa：ある色名 a に対する類似性指標（similarity
index）
NaR：参照者（あるいは条件）R において色名 a で

被験者や刺激呈示条件による色名分布の違いを定量

呼ばれた色票の合計枚数。カラーネーミングを複数

的に示すために，次式に示す類似性指標 SI を導入し

回行った場合はその回数の重みを付けて枚数を計算

た。この指標は参照者あるいは参照条件の色名分布に

する。

対して，ほかの被験者あるいはほかの条件での色名分

NaX：比較被験者（あるいは比較条件）X において
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色名 a で呼ばれた色票の合計枚数。

NaRX： 参 照 者（ あ る い は 条 件 ）R と 比 較 被 験 者
（あるいは比較条件）X の両者において色名 a で呼
ばれた色票の合計枚数。カラーネーミングを複数回
行った場合は上と同様に，その回数の重みを付けて
枚数を計算する。
ここで，SI は SIa のすべての色名に対する平均値
とする。
実験 1 では，被験者間の比較を行うために，参照
者 R として 3 色覚者 HN0 を用いた。図 5 に SI を被
験者別に示す。HN0 は参照者であるので SI＝1 であ
るが，もう 1 人の 3 色覚者の HM0 は SI＝0.51 とな
り， 同 じ 3 色 覚 者 で も 個 人 差 が あ り， 色 名 分 布 の
オーバーラップは 50％ほどであることがわかる。
一方，2 色覚者では KS1 が SI＝0.28，AY1 が SI＝
0.19，YY1 が SI＝0.23，HH2 が SI＝0.24 で あ り，3
色覚者と比較して SI は約半分の値になっている。た
だ し，TN2 は SI＝0.44 で あ り，3 色 覚 者 HM0 よ り
も小さい値であるが他の 2 色覚者よりも大きな値と
なっている。

3. 実験 2：モニター条件
1 ）目

図6

的

実験 2 以降の実験では，CRT モニター上に色票刺
激をシミュレートして呈示するが，まず，実際の色票
呈示に比較して，モニター呈示によって被験者の結果
に差が出るかどうかを調べる。

実験 2（モニター条件）での全被験者の各色票に対
する色名応答結果のセントロイド（重心）の（j, g）
平面内の分布
各シンボルの色が色名をあらわし，円の直径が応答
回数を示す。
red：赤，gre：緑，yel：黄，blu：青，bro：茶，
ora：オレンジ，pur：紫，pin：ピンク，whi：白，
gry：灰，blk：黒

2 ）装置と刺激
暗室ブース内に CRT モニター（GDM-F400，SONY
社）を設置して，モニター上で刺激呈示を行った（図

い，輝度値の校正には輝度計（BM-8，トプコン社）を
用いた。

1 右）。被験者の頭部は顎台により固定し，視距離は

3 ）手続き

86cm，テスト刺激の形状と大きさは実験 1 と等しく

被験者はまず，モニター上に呈示される周辺光に 3

円形視角 2.4°である。テスト刺激は D65 照明光下の
OSA 色票をシミュレートしたものであるが，モニ

序で呈示されるテスト刺激を観察し，その色名を 11

分間明順応する。その後，モニター上にランダムな順

ターでは呈示可能な輝度に上限があるため，刺激のな

基本色名から選択し，キーボード応答によりカテゴ

かの最大輝度値が実験 1 の 0.73 倍となるように全テ

リカルカラーネーミングを行う。色名を選択するとテ

スト刺激の輝度を減少させた。テスト刺激の色度は実

スト刺激の呈示が終了し，被験者がキーボードを押す

験 1 の刺激と L, M, S 錐体色度が等しくなるように決

ことで次のテスト刺激が呈示される。全テスト刺激

めた。L, M, S 錐体の分光感度は Stockman ら15）のも

424 色の試行を 1 セッションとし，各被験者は計 2

のを用いた。周辺光は実験 1 と同じ色度の灰色であ

セッションを行った。

り，輝度は 20.5cd／m とした。大きさは視角横 22°
×

4 ）被験者

縦 17°である。

被験者は 3 色覚者 2 名（HN0，YO0），1 型 2 色覚

2

CRT モニターの R，G，B 蛍光体の分光測光には
分光放射輝度計（PR-650，Photo Research 社）を用

者 2 名（KS1，AY1），2 型 2 色覚者 1 名（HH2）であ
る。YO0 以外の被験者は実験 1 と重複している。
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実験 2（モニター条件）での全被験者の各色票に対
する色名応答結果のセントロイドの L 軸方向の分布
各シンボルが色名をあらわす。
●：緑， ：赤， ：青，◆：黄， ：紫， ：茶，
：オレンジ， ：ピンク，×：灰，+：白， ：黒

5 ）結

果

各色名応答のセントロイドを j-g 平面上（図 6 ）と

L 軸上（図 7 ）に示す。被験者 HN0 では黒，HH2 で

図8

は紫の色名が使われなかった。
図 6 より，3 色覚者 HN0 と YO0 では，各色のセン
トロイドの配置が互いによく一致し，更に，HN0 で
は実験 1 の色票条件の結果ともよく一致している。
2 色覚者 KS1 では，実験 1 の色票条件に比べると，

実験 3（小視野条件）での全被験者の各色票に対す
る色名応答結果のセントロイド（重心）の（j, g）面
上の分布
各シンボルの色が色名をあらわし，円の直径が応答
回数を示す。
red：赤，gre：緑，yel：黄，blu：青，bro：茶，
ora：オレンジ，pur：紫，pin：ピンク，whi：白，
gry：灰，blk：黒

赤緑方向のセントロイドの広がりがかなり狭くなって
いる。AY1 では色票条件と同様にセントロイドの分

件）間での類似性指標 SI を被験者別に示す。ここで

布は黄青方向の線上に潰れ，HH2 でもセントロイド

は，色票条件を参照条件としている。この結果をみる

はやや傾いた黄青方向に揃っている。

と，3 色覚者 HN0 では，モニター条件は色票条件に

図 7 より 3 色覚者 HN0 と YO0 の L 軸方向のセン

比較して約 0.4 の類似性を示すが，2 色覚者では類似

トロイド分布は図 3 の色票条件の分布と赤と黒以外

性指標が約 0.2～0.3 であり，2 色覚者の方がモニター

ではほぼ同様である。1 型 2 色覚者 KS1 と AY1，2

条件での色名分布がより大きく異なっていることがわ

型 2 色覚者 HH2 は 3 名とも，図 4 の色票条件とほぼ

かる。

同様の分布をしている。

4. 実験 3 と 4：小視野条件と短時間呈示条件

なお，3 色覚者の赤と黒の応答が色票条件とモニ
ター条件で異なっているのは，OSA 色票には赤と黒

1 ）目

の色票数が少なく 1 ），ここでは色票のモニター呈示に

桿体は中心小窩には存在しないことが知られてい

よって色の見えが多少変化し，赤と黒の色名に対応す

る 1 ）。実験 3 では小視野刺激を用いて中心小窩に刺激

る刺激のわずかな変動が，そもそも刺激数が少ないた

を呈示し，桿体の影響を除去する。また，残存錐体が

めに結果に影響してしまったのではないかと推測され

応答するには刺激の長時間呈示が必要とされてい

る。

る 6 ）。実験 4 では短時間呈示にして残存錐体の影響を

図 12 に実験 2（モニター条件）と実験 1（色票条

除去する。
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実験 3（小視野条件）での全被験者の各色票に対す
る色名応答結果のセントロイドの L 軸上の分布
各シンボルの色が色名をあらわす。
●：緑， ：赤， ：青，◆：黄， ：紫， ：茶，
：オレンジ， ：ピンク，×：灰，+：白， ：黒

2 ）刺激と手続き
実験 3 では刺激の大きさを円形視角 30′，実験 4 で
は刺激の呈示時間を 50ms とした。ほかの実験条件と
手続きは実験 2 と同様である。

図 10

実験 4（短時間呈示条件）での全被験者の各色票に
対する色名応答結果のセントロイド（重心）の（j, g）
面上の分布
各シンボルの色が色名をあらわし，円の直径が応答
回数を示す。
red：赤，gre：緑，yel：黄，blu：青，bro：茶，
ora：オレンジ，pur：紫，pin：ピンク，whi：白，
gry：灰，blk：黒

図 11

実験 4（短時間呈示条件）での全被験者の各色票に
対する色名応答結果のセントロイドの L 軸上の分布
各シンボルの色が色名をあらわす。
●：緑， ：赤， ：青，◆：黄， ：紫， ：茶，
：オレンジ， ：ピンク，×：灰，+：白， ：黒

3 ）被験者
被験者は実験 2 と同じ 3 色覚者 2 名（HN0，YO0）
，
1 型 2 色 覚 者 2 名（KS1，AY1），2 型 2 色 覚 者 1 名
（HH2）である。
4 ）結

果

図 8 と図 9 のそれぞれに，実験 3 の小視野条件で
の色名応答のセントロイド分布を j - g 面および L 軸
上に示す。図 6 のモニター条件での j - g 面上の分布と
比較すると，3 色覚者 HN0 と YO0 ではモニター条件
とほとんど違いがないことがわかる。また 3 名の 2
色覚者でも，図 8 ではセントロイド分布の広がりが
更に狭くなっているものの，図 6 とはほとんど差が
みられない。図 9 の L 軸上の分布もすべての被験者
において図 7 のモニター条件と大きな違いはみられ
ない。
図 10 と図 11 に，実験 4 の短時間呈示条件での色
名応答のセントロイド分布を j - g 面上と L 軸上にそ
れぞれ示す。図 10 と図 6 のモニター条件を比較する
と，すべての被験者で大きな差はないことがわかる。
また，図 8 の小視野条件の結果ともよく一致してい
る。図 11 の L 軸上の分布についても図 7 のモニター
条件と大きな差はなく，図 9 の小視野条件ともよく
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0.4 の類似性を示している。しかし，2 色覚者では類
似性指標が約 0.2 であり，2 色覚者の方が小視野条件
と短時間呈示条件での色名分布がより大きく異なっ
ていることがわかる。この特性はモニター条件とほ
ぼ等しい。

5. 実験 5：等輝度条件
1 ）目

的

刺激の輝度と色度の組み合わせを 3 色覚者の色名
に対応させることも可能であるため，ここでは刺激を
等輝度に揃えて，輝度の違いにより色名応答ができな
い条件で実験を行い，刺激の輝度を 2 色覚者が用い
ているかどうかを調べる。
2 ）刺激と手続き
実験に用いたテスト刺激の色度は judd 修正 x’y’
色度図上でモニターで呈示できる色域内から 0.025
ス テップの等間隔で選んだ。参照刺激は白色（x’
＝
0.340，y’
＝0.377）
，輝度を 10, 25, 40 cd／m2 の 3 レベ
ルとした。全テスト刺激数はそれぞれの輝度レベルで
138 個（10 cd／m2），113 個（25 cd／m2），84 個（40

cd／m2）となり，合計 335 個である。
2 色覚者の分光感度は 3 色覚者のものとは異なるた
め，等輝度刺激を作成するためには被験者ごとに輝度
合わせをしなければならない。ここでは，準備実験で
2 色覚者と 3 色覚者すべての被験者が交照法により，
参照刺激にテスト刺激の輝度合わせを行い，等輝度刺
激を作成した。
交照法で用いた刺激視野は視角 2.4°
，周辺光はモニ
ター条件と同じ灰色刺激である。テスト刺激として，
モニターに呈示できる色域の外周からそれぞれの輝度
レベルに合わせて 23 点（10 cd／m2），23 点（25 cd／

m2），22 点（40 cd／m2）を選んだ。交照法の刺激時
間周波数は 15Hz とした。輝度合わせは調整法により
行われ，繰り返し試行回数は 2 回とした。次に，こ
れらの選択された点で挟むそのほかの外周の刺激の輝
図12

度を X’Y’Z’空間内の距離により線形で重み付けをし

各条件間での類似性指標の比較
色票条件を参照条件としている。

て計算により求める。最後に，色域内側の点の刺激に
ついては，この点を挟む左右外周の 2 点，あるいは
上下外周の 2 点から，それぞれ，距離の線形重み付

一致している。
図 12 に実験 3（小視野条件）と 4（短時間呈示条
件）と実験 1（色票条件）間での類似性指標 SI を被

けをして輝度を計算し，最終的には両者の平均値を刺
激の輝度とした。

験者別に示す。ここでは，色票条件を参照条件とし

本実験では，被験者は各輝度レベルの刺激に対し

ている。この結果をみると，3 色覚者 HN0 では，小

てカテゴリカルカラーネーミングを行った。この実験

視野条件と短時間条件ともに色票条件に比較して約

手続きは実験 2 と同様である。
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a

b

c

図 13

実験 5（等輝度条件）での全被験者の各刺激に対す
る色名応答結果
a：輝度レベル：10 cd／m2
b：輝度レベル：25 cd／m2
c：輝度レベル：40 cd／m2
各シンボルが色名をあらわす。外側の大シンボル
が 1 回目，内側の小シンボルが 2 回目の応答結果
を示す。
■：赤，◆：緑，■：黄，●：青，■：茶，
▲：オレンジ，◆：紫，▲：ピンク，●：灰，○：白，
●：黒

3 ）被験者
被験者は実験 2，3，4 と同じ 3 色覚者 2 名（HN0，
YO0），1 型 2 色 覚 者 2 名（KS1，AY1），2 型 2 色 覚
者 1 名（HH2）である。
4 ）結

果

図 13
（a），
（b），
（c）にそれぞれ，輝度レベルが 10，
25，40 cd／m2 でのカテゴリカルカラーネーミングの
応答結果をシンボルの色で示す。大きいシンボルが 1
回目，小さいシンボルが 2 回目の応答結果である。
図 13
（a）
，
（b）
，
（c）をみると，3 色覚者 HN0 と YO0
はすべての輝度レベルで互いによく一致した色名を使
用し，カラーカテゴリー領域の境界も明瞭にあらわれ
ている。
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一方，2 色覚者はすべての輝度レベルで 3 色覚者と
は異なった特徴を示している。まず，低輝度レベル
10 cd／m2（図 13（a））では，3 色覚者が緑，茶，赤と
区別している刺激領域に対して KS1 は一貫した色名
を用いることができず，緑，茶，オレンジ，赤を混同
して用いている。AY1 はほとんど黄と応答し，HH2
は茶と赤を混同して用いている。ただし，3 色覚者が
青と紫と応答した刺激領域に対しては，KS1 と AY1
は紫や青，HH2 は青や灰で，その他の刺激領域とは
異なった色名を用いて安定した応答をしている。
次に，中輝度レベル 25 cd／m2（図 13（b））では，3

図 14

色覚者が緑，黄，オレンジ，ピンクと応答した刺激領

実験 5（等輝度条件）での各被験者の類似性指標 SI
3 色覚者 HN0 を参照者にしている。

域に対して KS1 は黄，緑，オレンジを混同して用い，

AY1 はほとんど黄や茶で応答している。HH2 はオレ
ンジとピンクを用いている。ここでも図 13（a）と同

かを明らかにすることを目的とした。これまでの過去

様に，3 色覚者が青と応答した刺激領域に対してはど

影響，非線形擬似的赤緑反対色チャンネルの存在など

の研究では手掛かりとして，桿体の寄与，残存錐体の
が提案されてきた。そこで本研究ではまず，これらの

の 2 色覚者も青で安定して応答している。
最後に，高輝度レベル 40 cd／m2（図 13
（c））では 3

可能性のある手掛かりが実際に役立つものであるかど

色覚者が緑，黄，オレンジと応答した刺激領域（y’
＞

うかを調べるために様々な刺激呈示の条件を用いて

0.35 の領域）を，KS1 は 3 点を除きすべて黄と白で

11 基本色名によるカテゴリカルカラーネーミング実

応答し，AY1 はすべて黄と白で応答し，HH2 ではオ

験を行った。
色票条件（実験 1 ）では，ほとんどの 2 色覚者の色

レンジ，ピンク，茶が混在しているものの黄が最も多
い応答となっている。

名のセントロイドは 3 色覚者のものとよく一致して

以上示したように，どの輝度レベルでも刺激を等輝

いた。しかし，1 名の 2 色覚者は赤緑方向の色名を区

度にしてしまうと，2 色覚者は緑から黄，オレンジ，

別して用いず，3 色覚者とは異なった結果を示した。

茶，ピンク，赤といった赤緑方向に色みが変化する刺

モニター条件（実験 2）では，2 色覚者の赤緑方向で

激領域では色名を安定して用いることができないこ

の色名のセントロイドの分離が悪くなり，3 色覚者と

と，しかし，黄青方向に色みが変化する刺激領域に対

は明らかに違いがみられた。これらの結果は 2 色覚

しては，黄領域では 2 色覚者によって用いられる色

者の視覚手掛かりはモニター条件でかなり失われるも

名は異なるものの応答領域は安定し，青領域では色名

のであることを示している。

も安定して用いられていることがわかった。

小視野条件（実験 3 ）と短時間呈示条件（実験 4 ）

図 14 に，3 色覚者 HN0 を参照者にした場合の各被

ではモニター条件に比べて，色名の区別にやや劣化は

験者の類似性指標 SI を示す。3 色覚者の YO0 は SI＝

あるもののほとんど色名のあらわれ方には違いがない

0.49 となり，3 色覚者間の色名分布のオーバーラップ

という結果が得られた。もし視覚的手掛かりが桿体や

は約 50％であることがわかる。2 色覚者では KS1 が

残存錐体の寄与であるならばモニター条件では色名の

SI＝0.17，AY1 が SI＝0.07，HH2 が SI＝0.15 であり，

混同が起こらず，むしろ小視野や短時間呈示条件で混

3 色覚者とは色名分布が大きく異なっていることがわ

同が起こるはずである。したがって桿体や残存錐体の

かる。

寄与は手掛かりとしての可能性は低いといえる。

6. 考

等輝度条件（実験 5 ）では，刺激を各被験者で等輝

察

度にして呈示すると，2 色覚者は赤緑方向の色名を全

本研究では 1，2 型 2 色覚者が弁別できないはずの

く区別できなくなることを示した。L，M 錐体応答の

赤と緑がなぜ彼らの日常的に用いる色名にはあらわれ

非線形変換により擬似的な赤緑チャンネルが存在し，

ているのか，2 色覚者が 3 色覚者と同様なカテゴリカ

それが手掛かりとなっているのであれば，等輝度条件

ルカラーネーミングを可能にする視覚的手掛かりは何

でも赤緑の区別ができるはずである。したがって擬似
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図 15

実験 1（色票条件）での 3 色覚者 HN0，
1 型 2 色覚者 KS1 と AY1 の応答結果の
（M,
S）錐体面上の分布
縦，横軸は対数である。各シンボルが色名をあらわす。外側の大シンボルが
1 回目，内側の小シンボルが 2 回目の応答結果を示す。
●：青，◆：緑，■：黄，■：赤，■：茶， ：オレンジ，◆：紫， ：ピンク，
：白，●：灰，●：黒

的な赤緑チャンネルが手掛かりとなっている可能性も

方向は黄青チャンネル応答に基づいて色名応答をする

低い。

という仮説が導出される。

以上の結果から，2 色覚者が利用している視覚的手

そこで，2 色覚者の色名応答を更に詳細に調べるた

掛かりはモニター条件でかなり失われ，小視野と短時

めに，錐体応答空間に各刺激に対する色名をあらわし

間呈示条件では更に利用が困難になり，等輝度条件で

て み る。 図 15 に 実 験 1 の 色 票 条 件 で の 3 色 覚 者

は全く使えなくなるという特性をもっていることがわ
かった。しかし，等輝度条件では，赤緑方向とは異な

HN0，1 型 2 色 覚 者 KS1 と AY1 の 応 答 結 果 を（M,
S）錐体面上にプロットして示す。1 型 2 色覚者は L

り，2 色覚者の黄青方向の色名の区別には劣化はな

錐体を欠損しているので，横軸と縦軸にはそれぞれ

かった。これらの結果を考え合わせると，2 色覚者は

M 錐体応答と S 錐体応答（対数）をとった。

赤緑方向の色名を使うときには刺激の輝度（明度）を

図 15 からわかることは，これら 3 被験者に共通し

手掛かりとして利用し，黄青方向の色名では利用しな

ている特徴が，まず，グラフパネルの右上に白，そこ

い，つまり，赤緑方向は輝度チャンネル応答に，黄青

から左斜め下に向かって灰が分布し，プロット領域の
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ほぼ中央に右上から左下へと直線状に無彩色領域が存

変化を見るような手段がとれず，その明度を正しく判

在していることである。次に，この無彩色領域を上下

断することができなくなったためであると推測でき

に挟んで上側に青と紫，下側に黄とオレンジが分布

る。つまり，明度が高い表面は明度が低い表面に比べ

し，無彩色領域と重なるようにピンクが分布している

て，照明が強くあたっている部分と弱くあたっている

ことである。

部分では反射光の輝度差が大きいので，このわずかな

3 色覚者と 2 色覚者とで異なっている点は，3 色覚

輝度変化を捉えることで表面の明度をより正しく判断

者では青と紫は重なって分布し，また，黄とオレンジ

することができるということである。また，小視野や

も重なって分布しているが，2 色覚者では青と紫も黄

短時間呈示条件で 2 色覚者の色名の区別が更に悪く

とオレンジもほとんど重ならず，M 値（輝度値）が

なったのは，2 色覚者は刺激の輝度（明度）を判断す

大きい方に青や黄，小さい方に紫やオレンジの分布が

るには刺激の面積と観察時間が必要であるが，それが

あるということである。これは，3 色覚者では L 値の

十分与えられなかったためであると考えられる。図

違い，つまり赤緑（L-M）チャンネルの赤みの違いで

7 ～11 を比較するとわかるように，黄青方向の色名応

青と紫，あるいは黄とオレンジを区別でき輝度値を使

答は小視野や短時間呈示でも赤緑方向の色名応答に比

う必要はないが，2 色覚者では赤緑（L-M）チャンネ

べると変化が小さいことからも，赤緑方向の色名判断

ルがないため M 値（輝度値）の違いで区別しなけれ

は異なったメカニズムで行っていることがわかる。刺

ばならないことを示している。

激表面の明度は 2 色覚者にとっては色名応答の重要

緑の分布は 3 色覚者と 2 色覚者，更に 2 色覚者間

な視覚的手掛かりであるといえよう。

でもかなり異なっている。3 色覚者では緑は黄とオレ

2 色覚者が擬似的 3 色型応答を可能とするのは，自

ンジに重なるように分布しているが，2 色覚者 KS1

然物，人工物を含めたすべての表面色が三次元錐体

では緑は無彩色領域の白と灰の間の高輝度領域に分布

空間内で一様に分布しているわけではなく，白は輝度

し，AY1 では緑は無彩色領域の低輝度領域に分布し

が高い（L, M, S 値が大きい），彩度が高い色は輝度

ている。これらから，KS1 は無彩色で高輝度の刺激

が小さい，黄色は輝度が高い，赤は輝度が低いなどの

を緑と呼び，AY1 は無彩色で低輝度の刺激を緑と呼

特徴をもって分布し，この特徴が表面色を M-S 平面

んでいるが，いずれにしても両者とも緑の応答に輝度

や L-S 平面に投影してもある程度保たれているから

の違いを利用していることがわかる。

と考えられる。2 色覚者が，経験から学んだこの特

ピンクについては，3 色覚者では L 値の違いを使っ

徴，すなわち，輝度（ L あるいは M 応答）軸と黄／青

て灰とピンクの区別をしているが，2 色覚者では黄青

（L-S あるいは M-S 応答）軸で張る平面内での特徴を

方向のわずかな彩度と輝度値を利用してピンクと応答

使って色名応答をすると，完全な一致でないにして

しているのであろう。

も，3 色覚者の色名と近似的には一致するからである。

2 型 2 色覚者 HH2 については，AY1 とほぼ同様な

本研究では，1，2 型 2 色覚者が L 錐体，M 錐体を

傾向を示したのでここでは省略するが，ただしピンク

欠損し，赤緑方向の色弁別ができないにもかかわら

が，AY1 では灰の上下両側に分布しているのに対し，

ず，日常的には赤や緑の色名も使い，3 色覚者的なカ

HH2 では灰と黄の間に分布していることが異なって

テゴリカルカラーネーミングを行っているが，そのた

いた。

めにはどのような視覚的手掛かり使っているかを明ら

以上示したように，2 色覚者の色名応答は詳細にみ

かにすることを目的として，刺激呈示条件を制限し

ると，2 色覚者は輝度チャンネル応答に基づいて赤緑

たカテゴリカルカラーネーミング実験を行った。その

方向の色名応答をしているとする仮説が支持されるこ

結果，2 色覚者は実際の色票を観察すると 3 色覚者と

とがわかる。2 色覚者は色チャンネルとしては黄青応

同様なカテゴリカルカラーネーミングをするが，刺激

答のみでも輝度の違いを利用することにより，図 3

をモニター上に呈示し，小視野や短時間呈示にすると

のような 3 色覚者と類似の色名セントロイドの分布

赤緑方向の色名の区別が劣化し，更に刺激の等輝度呈

をもてるといえよう。

示では全く色名を混同してしまうことが示された。ま

モニター条件で 2 色覚者の色名の区別が劣化した

た，錐体空間内での応答結果の分析により，色票条件

のは，色票条件のように色票を手に持って傾け，照明

では刺激の輝度の違いにより色名を使い分けることが

のあたる角度を変化させることにより色票表面の輝度

可能であることがわかった。これらの考察から，2 色
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覚者は色票の輝度（明度）を重要な手掛かりとし，3
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Hole Implantable Collamer Lens KS-AquaPORT™
北里大学医療衛生学部視覚機能療法学

川守田

拓志

う房水循環不全や ICL の物理的接触などが挙げられ

1. Hole ICL の開発経緯とコンセプト

る。そして，図 1 のごとく ICL に接触していなくと

後房型有水晶体レンズ（Implantable Collamer Lens

も前囊下に白内障を生じる例があり，これは，房水循

以下 ICL）は，優れた屈折矯正法であることが知られ

環 が 十 分 で な い こ と が 原 因 と 思 わ れ た。 そ こ で，

ている。既報では，強度近視ならびに軽・中等度近視

2006 年に清水（北里大学）が，ICL の中心に極小の

眼において，ICL の有効性，安定性，光学特性などは，

穴 を 開 け， 房 水 循 環 を 改 善 さ せ る Hole ICL KS-

laser in situ keratomileusis（以下 LASIK）あるいは
wavefront-guided LASIK よりも優れるとされる 1 , 2 ）。
また，近年では，Toric ICL による乱視矯正も可能と

AquaPORT™（STAAR Surgical 社）を考案し，開発
に向け，研究が開始された（図 2 ）。

2. Hole ICL の基礎的検討

なり，更に適応は拡大している。しかし，このような

1 ）房水循環

利点が強調される一方で，モデルにもよるが白内障の
発生率が 3～11％とされ 3 ），レーザー虹彩切開術（以
下 LI）も必要なことから，これらは視機能を低下さ

ICL の中心に穴を開けることで房水循環が改善する
ことが可能か否か，Fujisawa ら 4 ）と Shiratani ら 5 ）が

せる懸念事項となっている。この白内障に関しては，

豚眼を用いて検証した。その結果，豚眼の後房に流れ

ICL のサイズ選択が原因と思われる low vaulting に伴

る房水のパーティクルがホールを通して，前房に通る

図1

Implantable Collamer Lens（ICL）と白内障
Pentacam（Oculus 社）による Scheimpﬂug 画像

図 2 Hole ICL KS-AquaPORT™（STAAR Surgical 社）
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図 3 熱流体解析ソフトウェア FloEFD V5（Mentor Graphics 社）を用いた Hole ICL における房水流速分布

ことを確認した。また，水晶体周囲の房水循環が改善
することで，白内障が抑制される可能性を示すことに

a

成功した。
筆者ら 6 ）は，熱流体解析ソフトウェア FloEFD V5
（Mentor Graphics 社）を用いて Hole ICL の流体力学
シミュレーションを行い，理論的にも房水循環の改善
を確認した（図 3 ）。本シミュレーションの基本原理
として，流体解析の基礎方程式である連続の式（質量
保存則）と Navier-Storkes 方程式（運動方程式）に
基 づ き， 速 度（ 3 成 分 ）， 圧 力 を 求 め る。Navier-

b

Storkes 方程式は直接解くことができないために，有
限体積法や有限要素法による離散化を行い，近似解を
求める（具体的には、メッシュ分割し，各領域に近似
式を導入する）。流体力学シミュレーションの妥当性
に関しては，理論と実測に関するスタディ結果から検
証されている 7 ）。また，豚眼のパーティクルの移動か
ら推定される房水速度とシミュレーション結果から得
ら れ た 流 速 が 近 い こ と は， 確 認 済 で あ る。 ま た，

Hole ICL は，LI がなくとも十分に水晶体・ICL 間の

c

房水循環が改善することも示した（川守田ら．第 116
回日本眼科学会，2012）。LI は，虹彩炎や眼圧上昇，
虹彩癒着など，様々な合併症を引き起こす危険性もあ
り，LI が不要であることの利点は大きいと思われる。
2 ）光学特性
レンズの中心に穴を開けることは，結像特性に大き
な影響を与える印象を受けるが，レンズの一部の光線
を遮る設計は，光学分野では珍しくない。例えば，

図4

ニュートン式やカセグレン式望遠鏡などの天体望遠鏡
は，レンズ中心付近を通過する光線は遮られている。

Hole ICL と Conv. ICL において，a：偏心（0.5 mm），
b：傾斜（3 degree），c：軸外入射光（10 degree）が
空間周波数特性（MTF）に与える影響（入射瞳 5.0
mm，e 線）MTF は，sagittal と tangential の平均値

更に，レンズ中心部を通る光線を遮光し，回折パター
ンを変えることにより空間周波数特性（以下 MTF）

の収差量がはるかに小さく，Hole ICL は，穴の開い

を変化させるアポダイゼーション効果を利用した設計

た部分を光線が通過するため，両者を同列に議論する

もある（天体望遠鏡は，眼球光学系と比べてレンズ系

には飛躍はあるが，レンズの中心に穴を開けて問題な
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いかという先入観を払拭する趣旨としてご理解いただ

かった（川守田ら，第 67 回日本臨床眼科学会，2013）
。

きたい）。

現在，ホールサイズ 0.36 mm 挿入例では，白内障の

Hole ICL の 光 学 特 性 の 実 際 に 関 し て，Shiratani

発生はなく安定しているが，今後の長期成績を確認

ら 5 ） が光学設計ソフト ZEMAX（ZEMAX 社）を用

し，ホールサイズを拡大するか縮小するか，あるいは

いて，眼球モデルと擬似ホールをもつ ICL を設定し，

現状維持か，最適化を図っていく必要がある。

1.0 mm 以下であれば光学的損失は大きくないこと

3. Hole ICL の臨床報告

を示した。また，ISO 模型眼と OPAL Vector System
（Image Science 社）を用いた光学実験系にて，Uozato

臨床報告においては，Shimizu ら 11） は，術後 3 カ

ら 8 ），Ohmoto ら 9 ） が，様々な度数や入射瞳におい

月で Conv. ICL と比べて，コントラスト感度，高次

て，Hole ICL のホールに伴う光学的損失を調査した。

収差（解析径 4.0 mm と 6.0 mm）に差がない ，また

その結果，入射瞳径が小さいときには，若干レンズに

中・強度近視眼矯正において術後 6 カ月で合併症は

占めるホールの割合が増加するためにわずかに MTF

なく，LI 不要で高い安全性と有効性，予測性，屈折

が低下するが，その差は臨床的に無視できる程度で

安定性，そして良好な視機能を報告 12） している。ま

あった。白内障は，眼球収差や散乱を大きく増加させ

た，Pérez-Vives ら 10） が収差について，Kamiya ら 13）

るため，そのリスクを減少させることを考えれば，

が散乱のパラメータである objective scattering index

ホールに伴うわずかな結像特性低下とのトレードはよ

（OSI）について，Conv. ICL と比べて大きな差がな
いことを報告している。また，Hole ICL 挿入後の症

い選択と思われる。
そのほか，影響が懸念されたのが Hole ICL の偏心

例 で， 最 長 の 観 察 期 間 は 約 5 年 で あ る が， 現 在 も

および傾斜，軸外光の影響である。ホールの断面は，

Hole ICL に起因すると思われる白内障は認められず，

光線の挙動を変化させる可能性があるため，これらの

良好な視機能を維持している。

影 響 を 検 証 す る 必 要 が あ り，CodeV（Synopsis 社 ）

4. Hole ICL の現状と今後

を用いて，光学シミュレーションを行った。その結
果，偏心および傾斜，光線入射角度が大きくなるほど

現在（2013 年 10 月 23 日時点），Hole ICL は，表

MTF は低下するが，これは Conventional ICL（以下
Conv. ICL） で も 起 こ る 変 化 で あ り，Hole ICL と
Conv. ICL の差は，大差がないことを確認した（川守田
ら，第 28 回 JSCRS 学術総会，2013 ．第 49 回日本眼
光学学会，2013）（図 4a～c）。また，光学実験系にお
いても Pérez-Vives ら 10） が Hole ICL の偏心後の収差
および網膜像は，Conv. ICL と同程度の変化であるこ

1 に示す世界 10 箇国以上で承認され，15,000 枚以上
が使用されている。臨床結果は，Conv. ICL に比べて
同等の視機能を維持しつつ，白内障発生率が低い傾向
を示しているため，今後国内あるいはそのほかの国に
おいても承認に向けた動きがあると思われる。
以上より，Hole ICL KS-AquaPORT™ は，更に注
意深く長期経過を観察する必要があるが，LI 不要で

とを報告している。
今後は上記のような結像系の評価だけではなく，照
明系のソフトウェアを用いて網膜上の照度分布を確認
し，Weber 比などから散乱光および視機能への影響
評価を行うことが重要と思われる。

表1

世界における Hole ICL 許認可の状況
（2013 年 10 月 23 日時点）
国

名

欧州

3 ）Hole ICL ホールサイズの最適化
ホールサイズは，大きくなると房水循環が改善する
一方で，光学的な損失は若干大きくなり，トレードオ
フの関係が予想される。現行モデルは，ポジショニン
グホール用の雛形が利用されているために 0.36 mm
となっているが，ホールサイズの最適化を行うべく
ホールサイズと MTF および流速を算出した。その結
果，ホールサイズが 0.4 mm 前後であれば光学的損失
は抑えつつ，十分な房水循環が確保されることがわ
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光学的損出を抑えつつ，房水循環の改善に伴う白内障
発生率の抑制が期待できる有用な屈折矯正法と思われ
る。
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留学印象記

学振による Johns Hopkins 大学 Wilmer 眼科への留学記
北里大学

魚

里

博

留学の機会が訪れたのは，奈良県立医科大学眼科に

大幅に異なることや眼科レジデントの入学時期が 9

入局して 6 年経過した昭和 59 年（1984 年）で，日本

月で，そのころに合わせて 8 月くらいから現地入り

学術会議の日米交換派遣事業の長期研究者に応募した

することとしました。幸いにして，UC Berkeley や

結果，幸いにして最終選考に残り，英会話の能力は最

ま し た Johns Hopkins 大 学，Wilmer 眼 研 究 所 の Dr.

Cornell 大学などの友人達から，途中で立ち寄るよ
う薦められたこともあり，西海岸の California と東
海 岸 の New York を 経 由 し て Maryland 州 に あ る
Baltimore 入りすることとしました。7 月末から出国

Guyton（Muscle clinic）にお願いし了解を得ること

する予定でしたが，ちょうどその時期に長女出産と重

ができました。西信元嗣助教授や中尾主一教授も大変

なったため，8 月中旬に日本を出国しました。この時

喜ばれ，また以前より色々と共同研究を実施していま

期はちょうど 8 月 12 日に日本航空 123 便ジャンボ

悪でしたが米国大使館員の最終面接でやっと内定をい
ただきました。受け入れ先には，以前より交流のあり

した神谷貞義前教授も Ed Maumenee 教授（Wilmer

ジェット機の墜落大惨事が起こったこともあり，極め

の前 Director）宛の丁寧な紹介状を出してくれまし

て不安になりました。
家族を残し，不安を抱えながらも期待に胸を膨らま

た。
当 初の 応募 プログラ ムは「Laser Applications in

せ て 西 海 岸 か ら 単 身 米 国 入 り し ま し た。 最 初 は

Ophthalmology and Visual Sciences」 で， 昭 和 50 年
電位（VEP），レーザー光を用いた視軸（視線）の精

California 大 学 Berkeley 校 の Enoch，Stark，Freeman
教授（Freeman 教授は学振の日米交換派遣事業で大
阪大学の脳研に滞在）らを訪問して，主に Optometry

密決定や水晶体内部の散乱と調節時の変位 ･ 変形測

の教育 ･ 研究システムに関心をもって見学させていた

定，レーザースリットランプ試作などを行っていたこ

だきました。以前から，Drs. Enoch や Stark らとは訪

とも評価されたのかもしれません。

問したり，国際会議で交流した経験がありましたので，

代に主にレーザースッペックルパターン刺激視覚誘発

1984 年末に内定をいただいてからの準備は，公費

快く約 1 週間対応してくれました。その後 New York

留学のこともあり極めて大変でした。受け入れ機関か

州 Ithaca にある Cornell 大学の Howland 教授を訪れ，

らの IAP-66 の書類や米国領事館（神戸）での承認，

彼の息子の部屋に短期間滞在させてもらいました。興

米国財務省手配による旅行代理店からの往復航空券な

味深かった獣医学部の眼科（医学部で使用する機器を

ど，書類の準備にかなりの時間を要しました。また，

改良して大型 ･ 小型動物の検査や手術を行っていまし

当時は 1 ドルが約 250～260 円の時代であり，大学の

た）を見学させていただきました。また Howland 教

共済組合（公立学校）で借金してドルを買いましたが

授の研究室のゼミにも参加させてもらい，臨床系とは

100 万円で 4,000 ドルに達しませんでした。この日米

異なる研究テーマ（Photorefraction 装置の開発）や

交換派遣事業の長期派遣者は毎年 1 名しか選出され

討論重視の研究指導にも大いに刺激を受けました。

ませんが，日本からの研究者は米国が，米国からの
た。米国では滞在費として年間約 2 万ドルの支給で

その後，Ithaca から Baltimore の Johns Hopkins
Hospital（以下 JHH）（図 1 ，2 ）に 8 月末に到着し，
最初の数日は病院前のホテルに滞在し，ID の作成や

したが，そのほかにも NIH，NIE からの研究費（Core

病院内のツアー紹介を受けました。その後病院前にあ

Research Grant）支給もあり，また，奈良県立医科大

る Reed ホール（留学生や訪問者用の宿舎）に 1 週間

研究者は日本政府が旅費や滞在費を賄ってくれまし

学では在職のまま留学を認めていただきましたので経

ほど滞在して，郊外に 1 軒屋の 2 階部分を借りるこ

済的には大変助かりました。

とができました（ 1 階の大家さんは Baltimore 市の警

当初，昭和 60 年（1985 年）の 6 月くらいから渡米

察官でお嬢さんがホプキンスのナースでした）。日本

するつもりでしたが，米国の入学−卒業時期が日本と

から来られている方々は，日本人が多く住むボニー
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リッジ地域に集中していました。子供さんがいる家

物や食料の買い出しは極めて大変でした。

庭には便利でしたが，日本語でほとんど生活できて

受け入れ先の Supervisor は，当時からオートレフ，

しまう利点（欠点？）もありました。小生の場合は，

オプトメーター，自覚屈折計，網膜視力計 PAM（図

当初は単身で後から家族が合流しましたが，子供が

3 ）な ど 眼 光 学 で 世 界 的 に 著 名 な 准 教 授 の David

まだ 8 カ月であったため，日本人がほとんどいない

Guyton, MD で，斜視クリニックのチーフで，1978 年
から Gunter von Noorden 教授の後釜として運営され

Baltimore 市境界の郊外で安全な地域に住んでいまし
た。

ていました。彼の祖父も眼科医で，父親も生理学の

それから，銀行での口座開設と小切手の申請，電

教科書で世界的に著名な Arthur Guyton 教授であり，

気，ガス，電話（ローカルと国際電話）の契約，運

David は彼の 10 人兄弟の長男で，しかも 10 人とも

転免許試験と免許証の取得など，慣れない英語で大

医 者 と い う 珍 し い 家 系 で す。 彼 の グ ル ー プ に は，

変でした。ホプキンスに留学 ･ 滞在されている方々，

Assistant Prof. に な っ た ば か り の Michael X Repka,
MD と Assistant Prof. で小児の視覚や両眼視で高名
な Kurt Simons, PhD，プログラマーの技術者 Allen
Moss や Dana Loupe, CO と数名の視能訓練士などが
いました。そのほかに韓国からの Fellow，Dr. Kwon，
New York からの Clinical Fellow で Wisnicki, MD ら

とくに眼科関係では当時慶應義塾大学の田中靖彦講
師，名古屋大学の唐木 剛先生（小児眼科の Dr. Irene

Maumenee），秋田大学の酒井文明助教授（文部省の
在外研究員，国費留学 9 カ月間，免疫学の Prof. Arthur
Silverstein）には大変お世話になりました。最初の
1 カ月あまりは郊外からバスでダウンタウンの JHH
まで通いましたが，後日車を入手するまで週末の買い

と同じ部屋で机を並べていました。滞在中には，学振
の短期で米国滞在中の京都府立医科大学の糸井素一教
授（Guyton や Maumenee 教授を訪問）や名古屋大学
の粟屋

忍教授，更には慶應義塾大学の坪田一男先生

（ハーバードのレジデント留学中）と福岡大学の
林

英之先生（網膜硝子体の Ronald Michels 教授を

訪問）はじめ訪問見学も各国から頻繁にありました。
米国でも 1980 年代から屈折矯正手術 RK（radial

keratotomy）が普及し出しましたが，角膜のセンタリ
ングは適切なマーキングがなされておらず，術後の視
機能に大きく影響することが当時から予想されました
が，PERK スタディでも有名な G. Waring 教授らのセ
ンタリング法が当初提案されておりました。しかし，
図1

Johns Hopkins Hospital（JHH）
, Baltimore, MD
中央右下は Wilmer Eye Institute

光学的には問題点の多い方法であったため，Guyton
と議論を何度も重ねました。そして小生が 1980 年ご

図 2 JHH の正面入り口において（1985 年 9 月）

図 3 Wilmer の Muscle clinic 内の研究室
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ろに visual axis や sighting axis のレーザービームを

見ながら家族揃って出発しました。そのため米国の眼

用いた研究結果を眼光学の国際会議で発表していたこ

科医の多くが出席を取りやめたようで，機内はがらが

ともあり，角膜センタリングの最適法を検討し始めま

らの状態でした。学会終了後イタリアから北部湖水地

した。Wilmer では毎週月曜日の早朝にカンファレン

方からスイス・オーストリアや南ドイツをレンタカー

スがあり（MMC, Monday Morning Conference），レ

で回り，ミラノから米国 Baltimore へ戻りました。

ジデントの症例報告や検討会が行われ，同窓生，近医

帰国後研究も順調に進み，論文作成・投稿もできは

の開業医や attending Drs. はじめレジデントから教授

じめましたが，夏には奈良県立医科大学の西信元嗣教

まで 100 名以上の参加があり，毎週ドーナツとコー

授より 1 年で帰国するように命が下りました。理由

ヒー片手に白熱した議論がなされました。最初は早

は，次の年 1987 年に奈良県立医科大学で日本斜視弱

口についていけず全く理解できないことが多かったで

視学会を主催し，特別講演を Dr. Guyton に依頼する

すが，徐々に少しずつ理解できる部分が増えていき

ので，帰国して準備せよとのことでした。当初はもう

ました。この会場前に手術用顕微鏡と手作りの道具

1 年自費で滞在したいと思っておりましたが，小生の

を持ち込みセンタリングやサイティングの優位眼な

後に留学する者も決まり，9 月上旬に西海岸の UC

どのデータ取りを行って解析しました。これは後日

Berkeley と Smith Kettlewell Institute を訪問見学しな

Am J Ophthalmol 103（1987）に「Centering corneal
surgical procedures.」として掲載されました。当初は

がら帰国しました。

Johns Hopkins に留学時は，視覚研究とレーザーの

あまり引用されませんでしたが，エキシマレーザー

眼科応用研究を行いました。1 年あまりの短い期間中

PRK の FDA 治験が米国で盛んになるにつれ数多く引

では，新たな研究を立ち上げても大した成果を上げる

用されるようになりました。屈折矯正手術における

ことは難しかったのですが，色々と見聞を広めること

「Classic paper」になったねとよくいわれました（古

や国際的な友人の輪を広げることに大いに役立ちまし

新聞ではありませんぞ）。昭和 61 年（1986 年）4 月

た。これも留学の効用だと思います。一つは日米間の

末にはイタリアローマでの国際眼科学会とピサでの国

医学システムや教育 ･ 研究システムの大きな差異を実

際眼光学学会（図 4 ）に参加発表のため，米国 New

感させられました。とくに JHH のような極めて大き

York 空港から出国する際に，ちょうどチェルノブイ

な医育期間（Teaching Hospital）では，眼科専門医で

リ原発事故が起こった時期で，そのニュースを空港で

も更に細分化が進んでいることに大変驚かされまし
た。臨床系の眼科には理工系，人文系や基礎医学系を
も有しており大所帯であり（非常勤の Attending Prof.
も含めると眼科だけで Assistant Prof. 以上の教員が
100 名以上いました），眼科のなかには病理，薬理，
免疫などの基礎医学以外にも物理や化学，コンピュー
タやアートの教授までいました。米国でもホプキンス

図4

ピサでの国際眼光学学会（1986 年
5 月）において Dr. Guyton と

図5
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2013 年日本弱視斜視学会（広島市）において

2013 年 12 月

Wilmer 眼科留学記・魚里 博

やテキサスのベイラー，マイアミのバスコンパルマー

本弱視斜視学会（1987 年），京都での JSCRS（1999

などは大きな眼科研究所を有しておりますが，これら

年），横浜での日本眼光学学会（2004 年），最近では

は特殊なケースで，逆に地方の医科大学では眼科と耳

広島での日本弱視斜視学会（2013 年）（図 5 ）にも特

鼻科などが一緒になった小さな所帯のところもありま

別講演で来日されています。

した。Wilmer 眼科では，1985 年ごろは毎年レジデン

昔に比べれば，現在はドルに対して円が強くなり，

トを 5 名採用し 3 年間の研修を積み修了していきま

また，海外留学への公的 ･ 民間助成奨学金も多くなり

す。そのため Wilmer の一般外来は 15 名のレジデン

私費でも留学しやすくなってきていますが，逆に若い

トとチーフレジデント 1 ～ 2 名で対応し，必要とあれ

人達が留学を希望しなくなっているようで，寂しい限

ば各専門分野の教授達に紹介されます。当時 Wilmer

りです。古くから国費留学は難しく大変な時代もあ

眼科レジデントへの支給額が 2 万ドル（ 1 年目）～2.2

り，第二次世界大戦後でも 1 ドル 360 円の固定相場

万ドル（ 3 年目）と全米でも最も低額でしたが，5 名

制の時代で，敗戦国の日本にとって留学は極めて難し

の募集に 500～700 名の応募があり極めて人気が高く

く大変な時代でした。今日では留学しやすくなったと

全米一の狭き門であったようです。レジデント修了後

はいえ，簡単に海外の情報が得られる時代となっては

1 ～ 2 年程度のフェローあるいはチーフレジデントを

留学のメリットを感じない方々が多くなっているのか

経て Assistant Prof. などにプロモートされていまし

もしれません。しかし「百聞は一見にしかず」また，

た。小生が在籍した 1985～1986 年ごろのレジデント

井の中の蛙にならないためにもネット情報では決して

はほとんどが主要大学の眼科教授や主任教授，所長な

得られない体験や国際交流を深めていただきたいと思

ど に 就 い て い ま す（McDonnell，Patel，Strahlman，

います。

Zarbin，O＇Brien，Maloney，Smiddy，Semba, Pepose，
Del Priore など）。小生帰国後も，Guyton 教授には日

ますことをご了承願います）

（本文中の各位の職位は当時のもので記載しており
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学会印象記

XXXI Congress of the ESCRS, Amsterdam 2013
筑波大学医学医療系眼科

ヨーロッパ眼内レンズ屈折手術学会（以下 ESCRS）

大

鹿

哲

郎

が 2013 年 10 月 5 ～ 9 日，オランダのアムステルダ

Alcon 版 Surgical Guidance といったもので，フェム
トセカンドレーザー LenSx や，新しい手術顕微鏡と

ムで開催された。前回アムステルダムで ESCRS が行

組み合わせたシステムが紹介されていた。

われたのが 2001 年であったので，12 年ぶりに当地で
行われたことになる。

Centurion は次世代の超音波水晶体乳化吸引装置
で，これまでと最も違うのは，ボトルの高さを変える

ヨーロッパでは，米国や日本と比べて医薬品の審

ことによる（重力による）灌流圧設定から，実際の眼

査・認可基準が緩やかなので，ESCRS ではいち早く

内 圧 を 一 定 に コ ン ト ロ ー ル し よ う と す る Active

新しい製品の情報を得たり，実際の使用成績を知るこ

Fluidics に変わった点である。見ていた限り，非常に

とができる。眼内レンズ（以下 IOL）なども，日本

前房の安定性がよいようであった。また，OZil 用の

や米国では聞いたこともない，ローカルなメーカーの

新しい超音波チップである INTREPID Balanced Tip

製品 が普 通に使用されて いる。例えば あるドイツ

も紹介されており，その有用性が強調されていた。

メーカーの IOL は，球面度数が−20～＋45D，円柱

10 月 6 日に発表されたビデオアワードでは，岸本

度数が＋1～＋12D という，驚くほど広いレンジの製

眞人先生（岸本眼科）の New type torsional phaco tip

品を通常ラインナップとして扱っている。製品仕上げ

advantage がグランプリを，鈴木久晴先生（日本医
科大学武蔵小杉病院）の Temperature in the anterior
chamber during phacoemulsification が Scientific
Category の First Prize を受賞されていた。

のレベルはわからないものの，その度数の幅広さは羨
ましい。また，別の会社は 1.4mm の創口から挿入で
きるアクリル製の IOL を販売していた。
今 回 の ESCRS で は， 新 製 品 と し て，Alcon 社 の

Verion と Centurion が 注 目 を 集 め て い た。Verion は

来年は 9 月 13 ～17 日にロンドンで開催される予定
である。
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◆ 編集部からのお願い ◆
視覚の科学をお読みになったご感想，ご意見などをお寄せ下さい。
送付先：大阪大学大学院医学系研究科応用医工学講座感覚機能形成学教室
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◆ 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
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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。
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さい。
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規定
原著の投稿規定

GIF，PDF，PowerPoint，PowerPoint2007，

1.

投
 稿論文は他誌に発表されていない論文および学

Word，Word2007 となります。表のファイル形式

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に

は，JPEG，GIF，PDF，Excel，Excel2007，

限ります。

Word，Word2007 となります。アップロード可能

原
 著論文は査読者の意見を参考に，編集委員会が

なファイル容量は「20MB」までです。

2.

採否を決定します。なお，査読者の意見により原

3.

医
 学用語は，原則として日本医学会医学用語委員

稿の加筆，修正，削除などをお願いすることがあ

会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語

ります。原稿修正などに要する日数はとくに定め

集

ませんが，3 カ月以上になると取り下げと判断す

本眼科学会）2006 年をご参照下さい。外国人名，

る場合があります。

地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外

第 5 版」Terminology in Ophthalmology（日

来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は
原著・総説の執筆要項

固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞

1.

査
 読システム（https://endai.umin.ac.jp/cgi-open-

を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文

bin/ronbun/regist/index.cgi?site_id=A00347-001 ）

字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ

に従って入力して下さい。

内に入れ（------®）として下さい。

・タ イトルページ：題名，簡略論文タイトル，所属

4.

名，著者名，校正などの連絡先を記入して下さい。
・和 文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう

SI 単位を用いて下さい。
5.

に書いて下さい。
・英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，

図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。

7.

図（写真）と表の説明は，読めばその内容がわか

文要約に沿って書き，あらかじめ英語の堪能な方

るように明記し，本文中に重複して記載しないよ

の校閲を受けて下さい。

うに注意して下さい。

・キ ーワード：日本語のキーワードを，5 個以内で

8.

重要な順に列記して下さい。

PDF のみカラーをご希望の場合は，カラー印刷

を，5 個以内で重要な順に列記して下さい。

の費用はかかりませんが，グレースケールとカ

・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
論
 文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
8,000 字以内とします。ただし，編集委員会が認
める場合は，この限りではありません。専門用語
以外は当用漢字，現代かなづかいを使用し，句読
点を正しく付けて下さい。アップロード可能な本

カ ラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。
オンラインジャーナル内などにアップロードする

・Key words：英語の key words は日本語と同じもの

2.

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

6.

1,000 文字とします。なお，英文の題名，氏名，
所属名，住所を明記して下さい。英文要約は，和

数字は，算用数字を用い，計量単位はできるだけ

ラーの両方のバージョンをご用意下さい。
9.

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

10. 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。
11. 文献は本文中に引用されたもののみを書き，文献
の記載順序は引用順とします。本文中の引用箇所
には肩番号を付して照合して下さい。
12. 文献の書き方は，以下の書式で作成して下さい。
［雑誌の場合］
著者名：題名．誌名 巻：頁 - 頁，発行年（西暦）
．
［単行本の場合］

文 Microsoft Word あるいはテキストファイルで，

著者名：書名．編者名，頁 - 頁，発行所名，所

アップロード可能な図のファイル形式は，JPEG，

在都市名，発行年（西暦）．

著 者が 3 名以上の場合は最初の 2 名を書いた上
で 3 名以降は，他または et al として下さい。
例 1 ）北原健二：色覚の個人差と分子生物学．日
例 2 ）M. Neitz & J. Neitz: Numbers and ratios of
visual pigment genes for normal red-green
color vision. Science, 267: 1013-1016, 1995.
尚：大型弱視鏡による検査．丸尾

敏夫編，眼科診療プラクティス 4

の校正を主とし，字句の加筆，削除，変更はでき
るだけ避けて下さい。大幅な改変はできません。
14. 別刷は 30 部を無料とし，これ以上の部数は有料

眼会誌 102：837-849, 1998.

例 3 ）不二門

13. 著者校正は，原則として 1 回とします。印刷ミス

斜視診

療の実際，98-101，文光堂，東京，1993 ．

として 50 部単位で受付けます。
15. 筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4 頁までは無料とし，5 頁からは 1 頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します（目
安として本誌 1 頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，図
と表はそれぞれ 400 字原稿用紙ほぼ 1 枚に相当

例 4 ）Duke-Elder SS & Abrams D: Ophthalmic

します）。依頼による総説の場合，掲載料は無料

optics and refraction. In:System of

で す が， カ ラ ー 印 刷 の み 実 費（1 頁 当 た り

Ophthlmology, 406-408, Henry Kimpton,

20,000 円から 32,000 円）を申し受けます。

London, 1970.

日本眼光学学会

奨励賞規定

第1条
日本眼光学学会において，優秀な若手研究者を育成し，その活動を助成することを目的として学術奨励賞（以
下「奨励賞」という）を設けるものとし，以下の定めに従い表彰する。
第2条
次の各号所定の用件をすべて充たす者に対して奨励賞を授与する。
1 ）日本眼光学学会の会員資格を有する者
2 ）研究業績が当該奨励賞授与前年に発行された「視覚の科学」第 1 ～ 4 号のいずれかに原著論文として掲
載された筆頭著者
3 ）掲載された年の 12 月末時点において満 40 歳以下の者
4 ）過去に学術奨励賞受賞歴のない者
第3条
論文賞の授与は，原則として毎年 2 件を限度として，総会において理事長がこれを行う。
第4条
奨励賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
（1）賞状
（2）研究助成金
第5条
奨励賞受賞者は，受賞年度の日本眼光学学会総会において記念講演を行う。
第6条
この規定の改廃は，理事会の決議をもって行う。
付則
この規定は､ 平成 21 年 1 月 1 日から施行する。

日本眼光学学会

学術論文賞規定

第1条
日本眼光学学会において，研究活動を助成することを目的として学術論文賞（以下 ｢論文賞｣ という）を設け
るものとし，以下の定めに従い顕著な研究成果を挙げた学会員を表彰する。
第2条
論文賞受賞者は､ 次の各号所定の要件をすべて充たす者に対し，編集委員会で決定する。
1 ）眼光学に関する研究成果が，当該論文賞授与前年に発行された学会刊行物に掲載された原著論文の筆頭著者
2 ）自薦あるいは大学教授，編集委員による他薦があった者
3 ）刊行された原著論文が編集委員会における審査により，とくに優秀と評価された者
4 ）論文刊行時に日本眼光学学会の会員資格を有する者
5 ）論文掲載年の 12 月末時点において満 50 歳以下の者
6 ）過去に論文賞受賞暦のない者
第3条
論文賞の授与は，原則として毎年 1 件とし，総会において理事長がこれを行う。
第4条
論文賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
（1）賞状
（2）研究助成金
第5条
論文賞受賞者は受賞年の日本眼光学学会時に記念講演を行う。
第6条
この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会常任理事会が行う。
付則
この規定は､ 平成 25 年 1 月 1 日から施行する。

日本眼光学学会
募集〆切日

学術論文賞

推薦規定および取り扱い要項

毎年 2 月末日

日本眼光学学会学術論文賞
1 ）眼光学に関する研究成果が，当該論文賞授与前年に発行された学術論文誌に掲載された査読付き原著論
文の筆頭著者
2 ）自薦あるいは大学教授，編集委員による他薦があった者
3 ）刊行された原著論文が編集委員会における審査により，とくに優秀と評価された者
4 ）論文刊行年と受賞年に日本眼光学学会の会員資格を有する者
5 ）論文刊行年の 12 月末時点において満 50 歳以下の者
6 ）過去に学術論文賞受賞歴のない者
必要書類
①日本眼光学学会学術論文賞

申請書

②様式 1 ，2
③論文の別刷，またはコピー

1部

選考方法
編集委員会で，論文の内容，眼光学フィールドに与えるインパクト，掲載される論文誌のインパクトファク
ター，筆頭著者の寄与，などを十分に検討し，最終候補として選ばれた優秀な論文に対して編集委員の投票を
行い，最多票を得た論文の著者に論文賞を授与する。
【書式請求ならびに書類送付先】
〒567-0047

大阪府茨木市美穂ケ丘 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
※書類送付は“郵送”でお願いします。

［書類記入日］

年

月

日

第１回 日本眼光学学会 学術論文賞 申請書
［注意］ 自薦の場合も、「推薦者氏名」「推薦者連絡先」「推薦者所属」の欄に記入してください。
なお自薦の場合には「候補者と推薦者の関係」欄には自薦と記入してください。
ふ り が な

候補者名
（〒
所

−

）

属

同所在地
電話番号
メールアドレス

TEL：
E-mail：

生年月日

年

（西暦）

月

日

会員番号

論 文 名

雑 誌 名
巻・頁・年
推薦者氏名
（〒

−

）

推 薦 者
連 絡 先
TEL：

E-mail：

推 薦 者
所
属
候補者と推薦者の
関係
候補論文の受賞歴

［締 め 切 り 日］当該年の応募の締め切り日を確認してください。
［申請書郵送先］〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 3-6-302
日本眼科紀要会内 日本眼光学学会事務局

（様式 1 ）
論文の概要および推薦理由

学歴、職歴、受賞など

（様式 2 ）

業

績（原著、総説、著書順に）

眼光学に関する研究の学術論文（全著者名、題名、雑誌名、巻、頁、年の順で書き入れること、なお、
当該申請論文に◎を付記のこと。また、1 ページで入りきらない場合は、他 X 篇とする。）
（例; Stuart JA, Burian HM: A study of separation diﬃculty. Am J Ophthalmol. 53: 471-477, 1962.）

2013 年 12 月

学 会 案 内

第 32 回日本眼腫瘍学会（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 59150）
第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 02416）
会

会

期：2014 年 7 月 11 日（金）～ 13 日（日）
第 32 回日本眼腫瘍学会

2014 年 7 月 11 日（金）午後～ 12 日（土）午前（予定）

第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム

2014 年 7 月 12 日（土）午後～ 13 日（日）午前（予定）

場：プレスタワー

静岡新聞ホール

住所：〒 430-0927

浜松市中区旭町 11-1

17F

問合先：静岡新聞社・静岡放送 21 世紀倶楽部

TEL：053-455-2001

【第 32 回日本眼腫瘍学会】
会

長：辻

英貴（がん研有明病院眼科部長）

事務局：がん研有明病院
〒135-8550

東京都江東区有明 3-8-31（臨海副都心）

TEL：03-3520-0111（大代表） FAX：03-3520-0141
担当；辻

英貴，小野崎

操

【第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム】
会

長：嘉鳥信忠（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科部長）

事務局：聖隷浜松病院
〒430-8558 浜松市中区住吉 2-12-12
TEL：053-474-2753（学術広報室） FAX：053-471-6050（代表）
担当；笠井健一郎，今田景子，森田恵美子

第 50 回日本眼光学学会総会
会

期：2014 年 9 月 6 日（土），7 日（日）

会

場：金沢工業大学
〒921-8501

扇が丘キャンパス 23 号館
石川県野々市市扇が丘 7-1

TEL：076-248-1100 FAX：076-248-7318
会

長：吉澤達也（金沢工業大学バイオ・化学部応用バイオ学科）

主

催：金沢工業大学人間情報システム研究所

ホームページ：http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/50jsoo/index.html
総会概要
・特別講演：Robert F Hess 教授（McGill University），Kathy T Mullen 教授（McGill University）
・ランチョンセミナー
・シンポジウム
・一般講演（演題募集

2014 年 4 月 1 日～ 5 月 30 日）
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問合せ先：事務局
株式会社ネクステージ
〒920-0348

石川県金沢市松村 7-135-1（株式会社金沢舞台内）

TEL：076-216-7000 FAX：076-216-7100
E-mail：Convention@nex-tage.com

第 70 回日本弱視斜視学会総会・講習会
第 39 回日本小児眼科学会総会・講習会
アメリカ小児眼科斜視学会（日本）
合同学会 (JASA-JAPO-AAPOS Joint Meeting in Kyoto)
日

時：2014 年 11 月 29 日（土）～12 月 1 日（月）

会

場：国立京都国際会館

第 70 回日本弱視斜視学会総会・講習会＜日本語＞（総会長 不二門
第 39 回日本小児眼科学会総会・講習会＜日本語＞（総会長 東

尚） 11 月 30 日（日）

範行）

アメリカ小児眼科斜視学会（日本）＜英語＞（世話人 佐藤美保・東

11 月 29 日（土）

範行・内海

隆）

11 月 30 日（日）～12 月 1 日（月）（全英語講演全日終日同時通訳付）
運営事務局：㈱コスギ

TEL：075-705-1280 Fax：075-705-1281
E-mail: info@trio2014.jp

The 12th Meeting of International Strabismological Association
（第 12 回国際斜視学会（ISA 2014）
）
日

時：2014 年 12 月 1 日（月）～ 12 月 4 日（木）

会

場：国立京都国際会館（主会場全日終日同時通訳付）

会

長：佐藤美保（浜松医大眼科教授）

国内組織委員：不二門

尚（大阪大学）

横山

連（大阪市立総合医療センタ−小児眼科）

内海

隆（内海眼科医院）

運営事務局：㈱コスギ

TEL：075-705-1280 Fax：075-705-1281
E-mail: info@isa2014.jp
URL：http://www.isa2014.jp/

（ 38 ）

2013 年 12 月

学 会 会 合 案 内
◆

2014 年 ◆
開催日

1/17
（金）
～

名称
第 37 回日本眼科手術学会
総会

開催場所

問合せ先

演題〆切

株式会社コンベンションリンケージ内
TEL: 03-3263-8688
FAX: 03-3263-8693
E-mail: jsos37@c-linkage.co.jp
URL: https://www.jsos.jp/jsos37

2013/8/16

日本視覚学会 大会 ヘルプデスク
FAX：03-5227-8632
E-mail: vision-webpost@bunken.co.jp
URL: https://sites.google.com/site/
vsj2014winter/

2013/11/15

The Moscone Center
San Francisco, CA, USA

E-mail: A
 nnie Gerstl（AnnieG@spie.org）
or Jane Lindelof（JaneL@spie.
org）
URL: http://spie.org/x13196.xml

2013/7/22

青山学院大学（神奈川県
相模原市）

㈳ 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

2014/1/7

株式会社コングレ内
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: jos2014@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jos2014/

2013/11/11

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

2013/12/6

京都国際会館（京都市左
京区）

1/19
（日）

（水）
～
1/22
1/24
（金）

日本視覚学会 2014 年
冬季大会

BiOS SPIE Photonics
（土）
～
West
2/1
2/6
（木）

（月）
～
3/17
3/20
（木）

（水）
～
4/2
4/6
（日）

2014 年応用物理学会
春季講演会

工学院大学（東京都新宿
区）

第 118 回日本眼科学会総会 東京国際フォーラム
（WOC2014，APAO2014 （東京都千代田区）
併催）

The Association for
（日）
～
Research in Vision and
5/4
5/8
（木） Ophthalmology（ARVO）
Annual Meeting

Orlando, FL, USA

Vision Sciences Society
（金）
～
Annual Meeting
5/16
5/21
（水）

Tradewinds Island Resorts
St. Pete Beach, FL, USA

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

2013/12/5

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/

2014/1/22

CLEO 2014
（日）
～
6/8
6/13
（金）

Asia-Pacific Conference
（土）
～
on Vision (APCV) 2014
7/19
7/22
（火）

European Conference on
（日）
～
8/24
Visual Perception (ECVP)
8/28
（木）

かがわ国際会議場
（香川県高松市）

URL: http://www.vision.riec.tohoku.
ac.jp/APCV2014/saito/ASIA_
PACIFIC_CONFERENCE_
ON_VISION_2014.html

Belgrade, Serbia

Suncica Zdravkovic
E-mail: szdravko@f.bg.ac.jp
URL: http://ecvp2014.org/

（ 39 ）

視覚の科学
開催日

9/17
（水）
～

名称

開催場所

問合せ先

2014 年応用物理学会
秋季講演会

北海道大学 札幌キャン
パス（北海道札幌市）

㈳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

AAO Annal meeting 2014

McCormick Place,
Chicago, LA

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

9/20
（土）

（土）
～
10/18
10/21
（火）

（日）
～
10/19
10/23
（木）

11/13
（木）
～
11/16
（日）

Frontiers in Optics（FiO） JW Marriott Tucson Starr
2014（OSA）
Pass Resort, Tucson, AZ,
USA

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

第 68 回日本臨床眼科学会
総会

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
TEL: 06-6348-1391
FAX: 06-6456-4105
E-mail: 68ringan@jtbcom.co.jp
URL: http://68ringan.jtbcom.co.jp/

ポートピアホテル／神戸
国際会議場（兵庫県神戸
市）
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