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巻　頭　言

老視矯正における近見および中間視力
魚里　博

（北里大学大学院医療系研究科（眼科学＆視覚情報学））

最近では各種の老視矯正法（光学的あるいは手術的な方法）が盛んに試みられるようになり，視力検査やその結果

解析には，従来の遠見視力以外に近見や中間距離での視力測定の必要性が高まっている。とくに，最近の多焦点や調

節眼内レンズ（以下 IOL）の登場により，その有効性判定のためにも従来の遠見（distance visual acuity）や近見（near 

visual acuity）だけでなく中間距離の視力（中間視力，intermediate visual acuity）も必要となっている。各種の老視矯

正法が登場するなかで，水晶体の再生や他覚的な屈折変化（IOLの前後移動や曲率変化などによる真の調節）が得ら

れていない現状では，自覚的な調節機能や視力評価をメインに老視矯正効果を判定する必要がある。そのため，従来

の視力評価のみでは情報量が不足するため，1．矯正下と未矯正下（裸眼），2．単眼（片眼）視と両眼視，3．検査距離

（遠見，中間，近見），4．瞳孔径なども必要性が高まってきている。

最近のジャーナルでも，遠見・中間・近見視力測定の標準化を図るため視力測定の略記を提案しているものもある。

これらの記載法は，新たな IOLの挿入後や屈折・老視矯正手術後の視力測定に導入されるべきでしょう。今後，これ

らの視力検査やその表記法には若干の修正や追加が必要になる可能性はあるが，従来の記載より適切にかつ簡便に視

力結果をあらわし，結果の相互比較も容易となる利点がある。とくに，近用や中間距離の視力検査をどのような検査

距離で行ったかをメートル系の表記で，例えば中間距離の検査距離として 50，60，70，80 あるいは 100cmなどと記

載することは読者達にもわかりやすく，それぞれの結果での検査距離が把握しやすくなる。

遠見視力（遠方視力）（DVA）は，我が国では 5mを標準距離とし（欧米では 6m），最短 4mでも可としている（JIS 

T7309: 2002）。一方，近見視力（近方視力）（NVA）は，我が国では 30cmを標準検査距離としているが，欧米では

40cm（16 インチ）あるいは 35cm（14 インチ）を近見距離としている。中間視力（IVA）には，通常 50～100cm程

度の距離が利用されているが，定まったもの（推奨代表値）はない。屈折・調節から dioptre（D）的に考えれば，近

見距離が 30cm（約 3D）の場合，中間は 1.5Dで 64cm程度となり，欧米のように近見 40cm（2.5D）の場合は，中間 1.25D

で 80cmが中間距離となる。今後，老視矯正や治療法を考える上でどの距離を近見や中間距離の標準値にするか，国

際的なコンセンサスも必要になると思われる。

老視矯正の各種試みが数多く登場してきているが，他覚的な眼の調節力を温存したり補完でき得るものはまだ実現

できていないため，近い将来の登場が待たれる。しかしながら，自覚的な満足度や自覚的な見え方の改善については

多くの効果的な報告がなされている。客観的な他覚的調節の効果が直ちに得られないにしても，今後も自覚的な視力

値による効果判定は必要となるため，老視矯正における視力検査やその評価法については眼科領域でのコンセンサス

が世界的に求められていくものと思われる。
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1.  ま え が き

立体画像，とくに左右両眼に対応した画像を用いた

両眼融合による立体画像が，最近，話題にあがること
が多い。たとえば，映画はフィルムをベースとする映
写技術からデジタル画像技術へ展開し，立体映画を上

別刷請求先：619‒0288　京都府相楽郡精華町光台 2‒2‒2　情報通信研究機構，ユニバーサルメディア研究センター　矢野澄男
（2009 年 12 月 24 日受理）
Reprint requests to: Sumio Yano Universal Media Research Center, National Institute of Information & Communications Technology
2‒2‒2 Hikaridai, Seika-cho, Souraku-gun, Kyoto 619‒0288, Japan
(Received and accepted December 24, 2009)

総説　連載：3Dディスプレイの眼光学 1

最新の三次元ディスプレイ技術
矢 野 澄 男

独立行政法人　情報通信研究機構

Recent Progress in Three-Dimensional Display Systems
Sumio Yano

Universal Media Research Center, National Institute of Information and Communications Technology

本稿では，最近の三次元ディスプレイ技術を概説する上で，まず，実用化が進む両眼融合立体画像に関し
主として問題になると思われる視覚疲労，フリッピングについて説明した。その上で，このような問題を避
けるために研究開発されている新たな三次元画像表示方法である「超多眼」「高密度指向性」と呼称されてい
る表示方法での研究伸展を述べた。これらを踏まえた上で，最近の三次元画像表示装置の研究開発に際して
原理となる表示方法，すなわち三次元像表示のための光線の制御に関して概説した。更に，このような原理
に基づき各所で研究開発がなされている装置を概説し，情報通信研究機構での研究開発例を紹介した。これ
らの表示装置による三次元画像表示方法を「光線像再生」方式と呼んでいるが，いずれも現在，実用化が進
む両眼融合立体画像の問題点をも解決する三次元画像の表示方法でもあると見込まれている。

（視覚の科学 31: 3－11，2010）
キーワード：立体視，視覚疲労，焦点深度，三次元画像，光線像再生

This paper describes recent advances in three-dimensional display systems.  Some of the 
problems facing stereoscopic display are pointed out from the aspect of human visual perception.  The 
main problems include visual fatigue arising from the confl ict between vergence and accommodation, 
and the lack of motion parallax stemming from the display of only right and left images.  It is observed 
that the fl ipping caused by use of the uncontinuous image display method persists even after using 
multiview stereoscopic images.  Also described are recent developments in three-dimensional display 
systems that can eliminate imperfections in stereoscopic display.  The possibility of using these 
systems to eliminate visual fatigue and fl ipping is examined on the basis of the experimental results 
obtained.  Further, the common principle underlying these displays is explained by taking into account 
the basic method of light fi eld reproduction.  Finally, three-dimensional displays are introduced.  These 
three-dimensional displays are designed based on each intend purpose, and also selected how to use 
both horizontal and vertical disparities or only horizontal disparity.  The fi rst is a cubic-type display that 
can be moved by hand and can display horizontal and vertical disparities in a manner similar to that of 
integral photography.  The second is a tabletop-type display that can display only horizontal disparity, 
without flipping.  The third is a large-screen three-dimensional display that only uses horizontal 
disparity to maintain high picture quality. (Jpn J Vis Sci  31: 3-11, 2010)

Key Words :  Stereoscopic vision,  Visual fatigue,  Depth of fi eld,  Three-dimensional image,                                 
Light ray reproduction image
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図 2  立体画像観視後の輻湊運動のゲインの低下
 （文献 7））図 1  立体画像に対する輻湊・調節の応答波形　（文献 7））

映し，今のところ人気を得ている。背景には家庭で大
画面・高画質化するテレビジョン（以下  TV）映像の
サービスに対応をせまられているように思える。一
方，TV受像機は薄型，軽量，大画面の競争では差を
つけ難く，大容量の記録装置と高速フレームレートの
表示装置を開発し，その応用として立体 TVが取り上
げられているともみられる。
本稿ではまず，この両眼融合による立体画像の問題
点を挙げ，解決への取り組みを述べる。次に，新たな
三次元画像表示方式の基本原理を述べ，視覚機能への
影響を説明する。最後に，三次元画像表示装置の具体
例を挙げる。なお，本稿ではホログラフィには言及し
ていないので，他の文献などを参考にしていただけれ
ばと思う1）。

2.  両眼融合立体画像とその問題点

両眼融合による立体画像の表示は，平面画像の表示
技術が確立されれば比較的容易なため用いられること
が多い。両眼融合方式は多くの研究が行われ，ある程
度の知見が得られている。問題点は，主に表示空間の
歪みと視覚疲労と思われる。表示空間の歪みは，撮
像・表示方法，あるいは観視位置の違いによる2）。
また，視覚疲労が生じるとの指摘もあり，その要因
に関して研究が行われている3－ 6）。一般に視覚疲労の
要因は，1）左右画像の幾何学的な特性の差，2）左右
画像の電気的な特性の差，3）輻湊・調節の不一致，4）
過度な視差，などが挙げられる。1），2）は機器設計・
調整の問題であり，視覚機能の閾値以下に設定する必

要がある。一方，3），4）はヒトの視機能にかかわる
問題である。本稿ではとくに 3），4）に関して述べる。
奥行き方向に視対象を見る際の輻湊・調節機能は

Donders’ lineで示され，更に，輻湊・調節機能が許
容される範囲は，目安として percievalの快適視域と
して示されている。この機能のベースは眼球運動系と
調節機能系のクロスリンクであり，加えて，調節機能
系がもつ焦点深度が影響すると推測される。両眼融合
立体画像を観視した場合，視覚疲労の要因と考えられ
る輻湊・調節の不一致を示した結果を図 1に示す 7）。
また，図 2に立体画像観視後の輻湊運動のゲインの
低下を示す 7）。これは輝点が往復奥行き運動をする場
合の結果であるが，その後，立体 high defi nition TV

（以下  HDTV）画像を視対象としても行われている。
図 3は，120 インチのスクリーン立体 HDTVを標準
観視距離で約 1時間の観視前後での調節応答を測定
した 2名の被験者の結果である8）。図 3（a）が観視前
で，図 3（b）が観視後である。この結果では，観視前
後で視覚疲労がうかがわれる場合とうかがわれない場
合がある。更に，120Hz時分割立体 HDTVを用いて
解析的に視標を配置し，視覚疲労を評価した結果が図
4（a）主観評価，図 4（b）観視前後の調節応答の振幅
差結果である9）。これらの結果から，視覚刺激が焦点
深度内にあれば視覚疲労が少なく，動き画像では視覚
刺激（この場合，動きは焦点深度内に限っている）が
奥行き方向に運動する場合は，たとえ，焦点深度内で
も視覚疲労を起こす可能性が示されている。一方，水
平方向の運動（ただし，実験はスクリーン面のみ）は
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図 3 立体 high defi nition television（HDTV）観視前後での調節応答波形
（a）観視前　（b）観視後

問題がないようである。
両眼融合立体画像での視覚疲労が指摘される一方，
視点移動に伴う歪みを避けるため多視点化がなされる
が，基本的には輻湊・調節の不一致の問題は避けられ
ない。更に，単純な多視点化は解像度の低下を招くば
かりではなく，視点移動に伴い表示画像の新たな面が
見えるものの，画像の切り替わり点で見え方が不連続
的となるフリッピングが生じる。フリッピングが検知
されない視点間隔を直儀的に考えるならば，視点移動
に伴う瞳孔位置の変化に応じて画像が表示されていれ
ばよいと思われる。実験的にこのことを検討した結果

が図 5（a）（b）である10， 11）。これらはいずれも同様な
結果を示しており，瞳孔間隔に 8～10 枚の画像表示
が必要とされる。

3.  立体／三次元画像の新たな展開

両眼融合立体画像での視覚疲労が輻湊・調節の不一
致から生じると推測されるため，輻湊・調節が一致する
ような表示方式の研究がすすめられている。本稿では例
を二つ紹介する。しかしながら，輻湊・調節が一致す
るから視覚疲労が生じないということではない。
図 6（a）（b）は「超多眼」と呼ばれている表示方法
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の原理と輻湊・調節の測定の結果である。この方式は，
多視点立体画像表示方法での視点を高密度に配置した
と考えることができる。図 6（b）が超多眼方式での視

標に対する輻湊・調節測定の結果である12）。一方，図
7（a）は「高密度指向性」と呼ばれる表示方法での原
理であり，図 7（b）は調節・機能を測定した結果であ

図 4　120Hz時分割立体 HDTV観視後の視覚疲労評価
 （a）主観評価結果　（b）観視前後での調節応答振幅差結果

a bb

図 5　（a）（b）頭部の移動に伴う画像のスムーズさの主観評価結果
 （a：文献 10），b：文献 11））

a b

図 6 超多眼三次元ディスプレイ
 （a）超多眼三次元ディスプレイの原理
 　　視点間隔を瞳孔径以下（4～ 5mm）にする表示画像数 50～100 程度（水平方向）
 （b）超多眼三次元ディスプレイでの調節応答（文献 12））

a b
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る13）。いずれの場合も，図 1に示す両眼融合立体画
像に対する調節応答と異なり，輻湊点とピント調節点
が一致するか，広い範囲で一致する傾向がみられる。

ただし，この種の三次元画像ディスプレイでの視覚疲
労の生起の有無などは十二分には調べられていない。
また，「超多眼」ではフリッピングの問題は詳細に
は調べられていないが，「高密度指向性」表示方式で
は検討されている。「超多眼」三次元ディスプレイで
は瞳孔内の視点数に依存し，スクリーンでなく表示
画像にピント調節が誘導されることが検討されてい
る14）。基本的には，瞳孔内に一つ以上の視点を想定し
たため，フリッピングは生じないと見込んでいると思
われる。

a

図 7　高密度指向性三次元ディスプレイ
（a）高密度指向性三次元ディスプレイの原理
 各光線の角度ピッチ　0.4°以下　表示画像数　50～100 程度
（b）高密度指向性三次元ディスプレイでの調節応答（文献 13）より）

b

図 8　三次元画像表示の原理
（a）三次元画像表示装置の視域の原理
（b）三次元画像表示装置の解像度の原理
 FOV/n，FOV：fi eld-of-view，nは光線の本数

a bb
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4.  三次元画像表示の原理

三次元画像ディスプレイの基本的な表示方式を記述
する15）。三次元画像ディスプレイの基本的な表示手法
は，図 8（a）（b）であらわすことができる。たとえばス
クリーン前の物体を想定し，この物体のある点を通過
する光線は射出し，それ以外は射出しないという制御
を行うことにより実空間を模擬する。図 8（a）は画面
上のある点から円錐状に，すなわち，左右・上下に光
線がどの程度の範囲に射出しているかを示しており，
fi eld-of-view（以下  FOV）と称され，視域と密接に
かかわり合う。図 8（b）に示すφ（angular resolution）
は，FOVを光線数 nで割った値として定義され，奥
行き表示範囲にかかわる。ところで，図 8（a）のよう
に円錐状に光線を射出するのではなく，図 9のように
水平方向に扇状に光線を射出する方法も考えられる。
この場合は水平方向の視差のみとなる。両眼の水平方
向の配置，頭部運動の水平方向の優位性などの推測か
らこの方法が案出される。ただし，垂直方向から見る
と平面画像になる。
この原理によると，両眼融合立体画像は各点から二
つの光線が出ているのみと考えることができる。この
ため，前述したような問題が生じる。また，多視点
立体画像システムの場合は 8～16 視点程度が想定さ
れるが，FOVがかなり限定されたり，フリッピング，
左右画像の反転表示領域が生じることになる。また，
n方向の光線を用いると，1枚の平面画像用のパネル
だと解像度が 1/nに低下する。水平・垂直視差を有す
る望ましい表示方法 integral photography（以下  IP）
の場合は，解像度の低下は垂直方向にも n方向とする
と，1/（n＾ 2，＾はベキ乗）の解像度の低下となり，

既存のパネル 1枚を考えると低下は大きい。
また，三次元画像表示装置での解像度は図 10 のよ
うに考えることができる。すなわち，画素のサイズを
P 0 とし，スクリーンからの距離での大きさを Pとす
ると

P＝ P 0 ＋ tan（φ）
となる。ここでφは画素からの広がり角である。奥行
き方向の解像度の 1例を図 11 に示す。この図に示さ
れるように，解像度はスクリーンから離れるにしたが
い低下する。このため，比較的高い解像度で表示され
る範囲は，スクリーンの前後の近い範囲に制限され
る。

図 11　三次元画像表示装置での奥行き方向の解像度例

図 9　水平方向のみの三次元画像表示装置の原理 図 10　三次元画像表示装置での奥行き方向の解像度
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5.  三次元画像表示装置の研究開発

水平，垂直視差の表示が可能なレンズアレイを用い
た IPによる表示技術では，高解像度のパネルを用い
て開発が進められている16）。一般に，レンズアレイを
用いた場合，やや乱暴な表現であるが最高解像度（ス
クリーン面になる）はレンズ個数で定まる。レンズ個
数を上げると解像度は上がるが，単一レンズ当たりの
画素数が低下し三次元画像の画質が低下する。した
がって，レンズアレイと組み合わせる画像表示パネル
には高解像度が望まれる。これを避けるために案出さ
れた方式もある。具体的には，レンズ系はレンチキュ
ラーシートをクロスさせ，投影系にプロジェクタをア
レイ状に設置している。この方式は重畳投影型と呼称
され，プロジェクタにより異なる角度から映像を重畳
投影することにより，解像度を上げる工夫を行ってい
る17）。一方，水平視差のみの表示方法も開発されてい
る。たとえば，レンチキュラーシートを用い，テーブ
ル状にスクリーンを設置し，上方から観視するような
表示装置が開発されている18）。この方式では，単一レ
ンズのピッチに比べて，平均した画素数のピッチを
大きくし，視域の改善を施している19）。また，ハンガ
リーで開発され，ホロビジョンと呼称されているシ
ステムでの画質なども検討されている20）。更に，256
視点をもつ超多眼方式によるディスプレイも開発さ
れている。このディスプレイは 10 インチ程度である
が，視点間隔 1.31mm,最大視域幅 336mmを遂げて
いる21）。
次に，筆者が所属する研究所での三次元画像表示
装置の開発例を挙げる22）。初端は，ヒトの視野に対

応する一つの三次元画像ディスプレイの研究開発で
あった。しかしながら，一つのディスプレイですべて
の視野機能への対応は困難なため，3種類に区分けし
てディスプレイの開発を進めた。視野の区分けを便宜
上，近景，中景，遠景と呼称する。
近景に対応し開発したディスプレイを図 12 に示
す23）。同図に示すように，このディスプレイは片手
で把持可能であり，手に持ち，上下・左右回転などが
可能であり，常に三次元画像を見ることができる。そ
のために，水平・垂直視差を表示し，原理は IPに基
づいている。液晶とレンズ板の構成は図 13 に示すよ
うな配置である。一般に，凸レンズアレイでの単レ
ンズの射出角度は数十度であるが，このディスプレ
イは 3面が同時に見えることが必要なため，120°の
射出角度をもっている。たとえば，図 13 を参考にす
れば，一つの凸レンズには 20 画素・20line程度があ
り，400 方向の光線が出ており，水平角度は 6°とな
り，視距離 40cm過ぎで両眼立体視が成立する。既存

図 13　キュービックタイプ三次元画像表示の原理

図 12　キュービックタイプ三次元画像表示の例
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の 3.5 インチ液晶ディスプレイを 6面組み合わせで構
成し，垂直視差をも表示可能としたため解像度はあま
り良好とはいえない。

中景に該当するディスプレイが図 14 に示すような
テーブルトップタイプのディスプレイである24）。この
ディスプレイは着座した数人がテーブルを囲み，テー
ブル上の三次元画像を観視することを想定して開発
を進めている。観視者の垂直方向の運動が少ないと想
定し，水平方向の視差のみをもつ光線像再生の方式を
採っている。原理は図 14 に示すように，スクリーン
は円錐形で水平方向には拡散することなく，垂直方向
に拡散する性質である。そのスクリーンに対して，周
囲から映像を小型プロジェクターで投影している。投
影像の写真を図 15 に示す。
遠景に相当する三次元画像ディスプレイの表示例を
図 16 に示す。スクリーンサイズは 70 インチ，アス
ペクト 16：9である。表示は，図 17 のように HDTV

プロジェクターを数十台用いてスクリーン背面から投
影している22）。このディスプレイは実験装置として試
作を行ったため，3種類の投影方法が可能である。多
視点，あるいは，二つの方法による指向性光線による

図 15　テーブルトップ三次元画像表示の例

図 17　裸眼大画面三次元画像表示装置

図 16　裸眼大画面三次元画像表示の例

図 14　テーブルトップ三次元画像表示の原理
 IP：integral photography
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光線像再生が可能なように試作している。いずれの方
式にせよ，良好な画質を確保するために垂直視差を用
いず水平視差のみである。また，多視点表示の場合で
も，前述した通常の 1枚パネルを利用した方式では，
一般に n視点であれば解像度は 1/nに低下するが，本
装置では HDTVプロジェクターの解像度で三次元画
像が提示可能なように工夫を施している。また，フ
リッピングに関しても光学系で低減するような設計に
なっている。

6.  ま と め

実用化が進む両眼融合立体画像に関する問題点を取
り上げ，視覚疲労，フリッピングについて概説した。
その上で，三次元画像表示装置の研究開発を紹介し
た。基本的には「光線空間法」，あるいは「IP」に基
づき三次元画像表示の研究が進められている。なお，
撮像あるいは computer graphicなどによる画像情報
に関しては，他の文献を参考にしていただければと思
う。
誤解を招くかもしれないが，概説した三次元画像の
表示方法は，実空間の光線の飛来をある光線空間内に
限り，更にサンプリングし光線数を限定した方式と考
え，光線像再生と呼称している。その意味で，この表
示方法は位相情報はもち得ないが，電子画像技術によ
るホログラフィへの挑戦とも捉えることができ，同時
に，新たな映像技術の地平の切り開きともいえる。
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1.  は　じ　め　に

我々が日常何気なく行っている多くの運動の背景
には，神経系による精緻なコントロールが働いてい

る。コーヒーカップに手を伸ばす，掲示板の文字に
眼を向けるなど，空間内の目標に向かう targeting 

movementsにはとくに高い正確さが要求される。そ
の正確さを支える仕組みとして，時々刻々の運動制御

総　　説

サッケード運動学習の脳内メカニズム
角 　 友 起 1）， 岩 本 義 輝 2）

1）植草学園大学保健医療学部
2）筑波大学人間総合科学研究科感性認知脳科学専攻

The Neural Mechanism of Saccade Motor Learning
Yuki Kaku1) and Yoshiki Iwamoto2)

1) Faculty of Health Sciences, Uekusa Gakuen University
2) Graduate School of Comprehensive Human Science, University of Tsukuba

サッケードは，視覚目標を視力の高い網膜中心窩で捉えるための急速眼球運動である。中心窩は小さいた
めサッケードには高い正確さが求められる。この正確さを支えるのが，サッケード適応と呼ばれる運動学習
の仕組みである。サッケード適応は，運動のエラーに関する視覚情報によりドライブされる。適応の実験的
誘発にはサッケード中にターゲットを移動させる方法（McLaughlin paradigm）が広く用いられ，適応の
多くの性質が明らかにされてきた，近年は，サッケード適応の神経機構に関する研究が進展し，小脳虫部皮
質が可塑性の場として注目されている。しかし，随意運動学習における教師の役割を果たす神経信号に関し
てはこれまでほとんど知見がなかった。本総説では，サッケード適応に関する現在の知見を簡単にまとめた後，
中脳上丘電気刺激を用いたサッケード学習信号に関する筆者らの研究を紹介する。

（視覚の科学 31: 12－18，2010）
キーワード：サッケード適応，運動学習，神経回路，上丘，学習信号

Saccadic eye movements bring the image of a visual target onto the fovea.  Because of the small 
size of the fovea, saccades must be accurate, and in fact they are.  Their accuracy is maintained by 
a motor learning mechanism called saccade adaptation, which is driven by visual information about 
movement error.  The McLaughlin paradigm, which creates artifi cial movement error, has proven to 
be a valuable experimental tool for inducing adaptation and has revealed various aspects of saccade 
adaptation.  Most importantly, the cerebellar oculomotor vermis has been implicated as a site of 
saccade plasticity.  However, little is known about the neural signal that drives and guides motor 
learning in voluntary movements, including saccades.  This review first summarizes our current 
knowledge regarding saccade adaptation, then describes the authors' recent research on the induction 
of adaptation by electrical stimulation of the midbrain superior colliculus.  Long known to be a structure 
that generates saccade motor commands, the superior colliculus is now suggested to be a brainstem 
origin of a neural signal that drives saccade motor learning. (Jpn J Vis Sci  31: 12-18, 2010)
Key Words : Saccade adaptation,  Motor learning,  Neural circuitry,  Superior colliculus,  Learning signal
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とともに誤差に基づく運動学習がある。本稿では，典
型的な targeting movement であるサッケードを取り
上げ，その運動学習の仕組みについて述べる。視覚目
標に向かうサッケードは，随意運動学習のメカニズム
を調べる上で優れたモデルである。また，視覚機能の
面からは，正確なサッケードが視覚情報の効果的収集
に重要な役割を果たすことはいうまでもない。本稿で
は，サッケードの運動学習（サッケード適応）につい
て，前半でその一般的性質や可塑性の場に関する知見
を述べ，後半では学習を導く教師として働く脳内信号
についての筆者らの研究を紹介したい。

2.  サッケード適応とは

サッケードは，視覚対象を高い空間解像度をもつ網
膜中心窩で捉えるための急速眼球運動である。中心窩
のサイズは非常に小さいので，サッケードには高度の
正確さが要求される。実際，サッケードが発達してい
るサルやヒトでは，振幅 15°以内であれば通常 1回の
サッケードで視線が正しく対象に移動する。つまり，
最小の時間で視線移動が完了し，直ちに新しい目標の
注視（視覚情報の収集と分析）が始まる。一般に，成

長，老化，一部の病的過程により眼球とその周囲組織
の力学的特性が変化してもサッケードの正確さは維持
される。また，外眼筋の不全麻痺のため hypometria

が生じても，麻痺眼でものを見ているとやがてサッ
ケード振幅は回復する。これらはどのようなメカニズ
ムによるのだろうか。サッケードは高速度の運動であ
り持続時間が数十msecと短いため，運動中に視覚性
フィードバックに依存して運動指令を修正することは
できない。正確なサッケードの実現を保証しているの
は，運動終了時の誤差の情報を基にして次の運動を少
しずつ修正していくサッケード適応の機構である。
ヒトやサルにおいて，サッケード適応の実験的誘
発にはMcLaughlin paradigm

1）が広く用いられてい
る。これは，サッケード中にターゲットを移動させ，
運動終了時に眼球位置とターゲット位置のずれを作り
出すトリックである。興味深いことに，サッケードの
制御系はこのずれをターゲットの移動ではなく運動
のエラーと解釈する。そして，この「エラー」の信
号により適応機構が動員される。図 1Aにこのパラダ
イムの 1例を示す。右へジャンプしたターゲットに
向かうサッケード中にターゲットを少しだけ左にず
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図 1　McLaughlin paradigmによるサッケード適応の誘発
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らす（backward step）ことで，あたかもサッケード
が大きすぎた（ターゲットを overshootした）かのよ
うな誤差が作られ，この誤差を補正するためのサッ
ケードが引き続いて起こる。このトリックを多数の試
行にわたり繰り返すと，サッケード振幅が徐々に減
少し，ついには 1回の運動でターゲットを捉えるよう
になる。また，サッケードと同方向にターゲットをず
らす（forward step）ことにより，サッケードが小さ
すぎた（ターゲットを undershootした）かのような
誤差を作ることもできる。図 1Bにこのようなパラダ
イムによって水平サッケードに誘発された適応の経過
を示す（筆者らのデータ，サル）。注視点から 10°の
ターゲットに向かうサッケード中にターゲットを 3.5° 
backwardまたは forward stepさせ，それぞれ振幅減
少適応（左パネル），振幅増加適応（右パネル）を誘
発した。個々のサッケードのゲイン（サッケードの振
幅／ターゲットまでの距離）をサッケード回数に対し
てプロットしてある。図からわかるように，サルでは
十分な適応を起こすのに一般に数百回以上の試行が必
要である。McLaughlin paradigmにより作り出される
誤差は，視覚誤差（visual error）と呼ばれ，運動終了
時点での眼球位置とターゲット位置の差（一般にはベ
クトル）として定量化できる。
この方法により誘発されるサッケード適応には次
のような性質が知られている2）。試行を繰り返すと，
サッケードのゲインは試行間の変動を示しながらも次
第に増加あるいは減少していく。その経過はおおむね
指数関数的である（図 1B）。十分なゲイン変化を得
るには，ヒトでは数十回，サルでは数百～千回のサッ
ケードが必要である。このようにサルに比べヒトでは
適応の経過が速いが，それが何故か現在のところ不明
である。次に，同じ被験者・動物であっても，適応の
速度や程度は実験間で大きく変動する。従来の報告
で，サッケード振幅減少の方が振幅増加より誘発され
やすいとされているが，この問題には再検討の余地が
あると筆者らは考えている。次に，適応はサッケー
ドベクトル（振幅と方向）特異的に起こる。例えば，
10°右にあるターゲットへのサッケードの振幅が適
応的に変化しても，左向きサッケードや 3°右のター
ゲットへのサッケードには影響がない。最後に，適
応を起こす刺激として，サッケード終了直後約 100～
200msec間の視覚誤差が重要であることが示されて
いる。

3．サッケードの神経回路と適応の座

適応が誘発されるとき脳内ではどのような変化が起
こるのだろうか。図 2は視覚目標に向かうサッケー
ド発現に関与する脳内経路の模式図である。目標に関
する視覚情報が網膜から一次視覚野に伝えられ，潜在
的なターゲット（一般的には複数ある）の位置情報な
どが後部頭頂皮質に送られる。次に，おそらく後部頭
頂皮質と他の皮質領域（高次視覚野，前頭眼野）が同
時に働いてサッケードのターゲットが選択される。更
に，眼球位置とターゲット位置の情報に基づき，前頭
眼野においてサッケードの運動指令が作られ，中脳の
上丘中間層に送られる（上丘には網膜からの視覚入力
を受ける浅層が存在するが，図 2には示していない）。
上丘中間層には後部頭頂皮質からも投射がある。
上丘からの運動指令を脳幹網様体にあるプレモータ
回路（サッケード生成器）に伝える経路は二つある。
一つは上丘からサッケード生成器への直接経路，もう
一つは橋被蓋網様核（NRTP）から小脳サイドループ
を介してサッケード生成器へと至る経路である。サッ
ケード生成器の回路構成は詳細に調べられているが，
ここではサッケードの大きさ，方向を規定する運動信
号を外眼筋運動ニューロンに提供するプレモータ回路
であると位置づけておく。
サッケード制御において小脳はどのような役割を
担っているのだろうか。微量の薬物局所注入でサル
室頂核を可逆的に不活性化し，サッケード生成器へ
の小脳からの入力を遮断すると，サッケード自体は
起こるがその運動終点は大きくターゲットをはずれ，

図 2　サッケード発現の神経回路
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極めて不正確な運動になってしまう3, 4）。正確なサッ
ケードの実現には小脳の働きが必須であることがわ
かる。図 2において，上丘より下流の経路における
重要なポイントは，1）サッケード生成器への入力と
して，上丘中間層からの直接入力と小脳室頂核から
の入力がある，2）前者は粗な運動指令（crude motor 

command），後者は修正信号（correction signal）と
みなせる，3）これらの入力の和が運動出力としての
サッケードの大きさと方向を決定する，とまとめるこ
とができる。
ここまでの記述は，ターゲットがあらわれれて約
150～250msec後に起こる，いわゆる regular latency

saccadeについてであった。視覚刺激提示の仕方に
よっては，100msec 以下の短い潜時でサッケードが
誘発されることが知られており，これらは express

saccade と呼ばれる。Express saccadeが起こる際，ど
のような経路で信号が伝わるのだろうか。その潜時の
短さから，ターゲットの視覚情報が一次視覚野から前
頭眼野をまわって上丘に達する経路ではなく，もっと
短い「近道」を通ると考えられる。最近，上丘浅層か
ら中間層への直接の信号伝達が生理的に起こり得るこ
とがわかり，express saccadeの経路として，網膜‒上
丘浅層‒上丘中間層‒以下図 2と同様の可能性が考え
られている5）。また，ターゲットの選択過程に関して
も，後部頭頂皮質を中心とする大脳皮質領域に加え，
上丘中間層の関与が報告されていることも付け加えて
おきたい6, 7）。
以上サッケードの時々刻々の制御に小脳が果たす役
割について述べたが，サッケードの運動学習において
も小脳は重要な役割をもつ。運動学習機構の解明の最
初のステップは，運動の発現・制御に関与する神経回
路上で可塑性の場を特定することである。サッケード
適応においては，様々な破壊・不活性化実験，適応中
のニューロン活動記録実験などの結果から，（数時間
以内で起こる適応の際は）小脳虫部皮質で可塑的変化
が起こることが強く示唆されている8－12）。
最後に上丘中間層のmotor mapについて述べる。
上丘中間層にはサッケードに先行して高頻度バースト
発射を示す上丘サッケードニューロンが存在する。図
3（右側の上丘）に示すように，上丘中間層は前後左
右に二次元の広がりをもつが，前方（吻側部）のニュー
ロンは小さな振幅のサッケード，後方（尾側部）個々
のニューロンは大きなサッケードに関与する。また，
内側にいくほど上向き成分の大きなサッケードが，外

側にいくほど下向き成分の大きなサッケードが表現さ
れている。図 3（左パネル）のサッケード A（B）が
起こる際は右パネルのマップの A（B）を中心とした
領域のみが活動する。このように，左右の上丘中間
層にあらゆる方向，振幅のサッケードが場所符号化
され，この場所符号化様式をあらわすマップをmotor 

mapと呼ぶ。

4.  サッケード学習信号と上丘

前説で述べたように，適応が起こるためには運動の
エラーに関する情報が必要である。本節では，サッ
ケード適応をガイドする脳内信号について述べる。
 1）小脳の可塑性とサッケード学習信号
小脳プルキンエ細胞には平行線維と登上線維の 2
とおりの信号入力があり，登上線維信号の入力タイミ
ングに依存して平行線維‒プルキンエ細胞間のシナプ
スの伝達効率が変化することが知られている。一方，
前庭動眼反射の適応の研究により，登上線維信号は運
動の誤差をコードしており，誤差信号入力によって引
き起こされる平行線維‒プルキンエ細胞シナプスの可
塑的変化が運動学習の基盤となる，というスキームが
提唱されている13）。サッケード適応においても，運
動直後の視覚誤差情報が適応に必須であること，虫部
皮質が適応の主たる可塑性の座であることから，視覚
誤差情報をもとに虫部皮質に可塑性をもたらす信号が
生成され，登上線維系によって同部位に到達する可能
性が考えられる。実際，虫部皮質プルキンエ細胞の複
雑スパイク（登上線維入力によって引き起こされる複
合スパイク発射）による視覚誤差表現を詳細に調べた
Soetedjoらの最近の研究により，視覚誤差由来の信
号が登上線維系を介して虫部皮質に入力していること
が示された14）。この登上線維入力によってシナプス可
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図 3　上丘のmotor map
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図 4　上丘刺激による適応誘発実験の論理

塑性が惹起される結果，サッケード適応が成立すると
考えられる。視覚誤差から生成され虫部皮質に可塑性
をもたらす信号を，ここでは“学習信号”と呼ぶこと
にする。
サッケード学習信号はどのような経路を通って虫部
皮質に至るのだろうか。小脳プルキンエ細胞に複雑ス
パイクをもたらす登上線維系は下オリーブ核が起始核
であることが知られており，サッケード学習信号も下
オリーブ核（なかでも虫部皮質に投射する内側副オ
リーブ核）を経由する可能性が高い。そうだとすると，
下オリーブ核より上流の経路はどうなっているのだろ
うか。1970 年代後半の解剖学的研究により，内側副
オリーブ核は上丘中間層の細胞から投射を受けている
ことが明らかにされていた15）が，この伝導路の機能
的意義は長く不明であった。
2）上丘電気刺激による適応の誘発
我々はこの上丘‒オリーブ路がサッケード学習信号
を運ぶ伝導路であるとの仮説を立てた。そして以下に
述べるように，運動と上丘電気刺激の組み合わせによ
る適応誘発実験を行い，上丘が学習信号の脳幹起源で
あることを明らかにした 16）。図 4は筆者らが行った
実験のロジックを示した図である。上丘中間層には
内側副オリーブ核に投射する学習信号ニューロンが存
在し，このニューロンはサッケード直後の視覚誤差情
報の入力により活動すると想定する。いまサッケード
中にターゲットを消し運動直後の視覚情報を遮断する
と，サッケードがいくら不正確であったとしても，学
習信号ニューロンが活動しないため適応が起こること

はない。しかし運動直後に上丘に電気刺激を与えて学
習信号ニューロンを強制的に活動させれば，人工的に
惹起された学習信号が虫部皮質に送られ，視覚誤差が
与えられていないにもかかわらずサッケード適応が誘
発されることが予想される（図 4）。
図 5に具体的な実験方法を示す。実験ではスクリー
ン上の目標を追視するように訓練したアカゲザルを用
い，左右 10°にステップする目標に対してサッケード
を行わせた。過去の研究により，サッケード終了後の
200msecの間に視覚誤差を与えることで最も効率よ
く適応が誘発できることが示されている。そこで本実
験ではサッケード終了直後（運動終了から 60msec後）
に上丘中間層に電気刺激を与えた。運動信号を出力
するニューロン群の活性化を最小限に抑えるため，電
気刺激はサッケード運動そのものを誘発しない条件で
行った。そしてサッケード直後の視覚情報を遮断する
ため，サッケードと同時に目標を消灯した（図 5）。
図 6は左向きサッケードと右上丘刺激を組み合わ
せた実験の結果である。試行（＝運動＋刺激）回数が
進むにつれて，左向きサッケードの終点が徐々にシ
フトしていることがわかる（上段）。刺激前後での終
点の二次元分布を比較すると，刺激を組み合わせた左
サッケードでは（刺激前と同様に左 10°の目標を呈示
しているにもかかわらず）終点が大きく左上にシフト
していた（下段）。同様の実験を複数回実施した結果，
終点シフトは常に刺激と組み合わせたサッケードのみ
に起こり，刺激と組み合わせていないサッケードの終
点は変化しないことが確かめられた。サッケード終点
の変化は電気刺激を止めた後も残存しており，サッ
ケード指令生成の神経回路に可塑的変化が生じている
ことが示された。この結果は，電気刺激により上丘に

図 5　眼球運動と電気刺激の時間関係
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図 7　サッケード終了のシフトの方向と刺激部位の optimal vectorの方向の関係
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図 6　上丘刺激による適応の時間経過（上段），サッケード終点の二次元分布（下段）

学習信号が生成されることでサッケード適応が誘発さ
れたことを示しており，サッケード学習信号の脳幹起
始核が上丘であることが強く示唆される。

 3 ）上丘における学習信号の場所符号化
視覚誤差によるサッケード適応では，終点シフトの
方向は視覚誤差の方向に一致する。では上丘刺激によ
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る適応では，終点シフトの方向はどのように決められ
るのだろうか。刺激による終点シフトの方向について
詳細に調べた結果，サッケードの水平終点は常に刺激
の反対側に向かってシフトするが，垂直成分について
は一側上丘内でも刺激する部位によってシフトの方向
が異なることが明らかになった。前述のとおり上丘に
はサッケードのmotor mapが存在するので，刺激によ
る終点シフトの方向（図 7縦軸）を刺激部位がコード
するサッケードの運動方向（optimal vector，図 7横軸）
と比較した結果，両者は有意に相関していることが明
らかになった。この結果は，上丘にはサッケード適応
における学習の内容，すなわち“運動終点がシフトす
べき方向”を示した地図が存在し，上丘が適応におけ
る教師の役割を担っていることを示唆している。
ごく最近，Soetedjoらも筆者らと同様，上丘刺激
によるサッケード適応の誘発について発表しており，
適応誘発に有効な電気刺激のタイミングや，誘発され
た適応効果の空間的広がり（適応の空間的転移）につ
いても検討を行った結果，上丘刺激によって誘発され
る適応の性質が視覚誤差による適応と共通であること
を確認している17）。また上丘でコードされるサッケー
ド運動の方向がすなわち“運動終点がシフトすべき方
向”であると述べている。しかし筆者らのデータによ
ると，両者は相関関係にはあるものの同一とはなって
いない。上丘における学習地図の実態や上丘運動地図
との関係については更なる研究が必要である。
以上，サッケード適応を促す学習信号の伝達経路に

ついて筆者らの研究を中心に解説した。古くからサッ
ケード運動の生成の中枢と考えられてきた上丘が，学
習信号の脳幹起始核としてサッケード適応にも重要な
役割を果たすことが明らかになった。同時に，学習信
号を発するニューロンの性質や上丘内での分布，上丘
学習地図の実態，上丘より上流における学習信号伝達
経路，視覚誤差から目標選択を経て学習信号が生成さ
れる過程など，新たに取り組むべき課題が明確になっ
てきた。随意運動学習のモデルとしてのサッケード適
応の研究の今後の進展が期待される。
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1．緒　　　　　言

通常の視力検査ではランドルト環視標を使用し，各
視標において半数以上の正答をもってその視標は見え

たとしている 1）。例えば，それぞれの視標で 5回視標
呈示をしたときには 3回以上の正答が必要である。た
だし，臨床的には必ずしも 5回の視標を呈示する必要
はなく 3回正答した時点で次の視標の大きさを呈示

別刷請求先：920‒0293　石川県河北郡内灘町大学 1‒1　金沢医科大学　感覚機能病態学眼科学教室　三田哲大
（2009 年 7 月 9日受理）
Reprint requests to: Norihiro Mita Dept of Ophthalmol, Kanazawa Medical Univ
1‒1 Daigaku, Uchinada-machi, Kahoku-gun, Ishikawa 920‒0293, Japan
(Received and accepted July 9, 2009)

原　　著

統計解析を用いた視力測定
三 田 哲 大 1），原　平八郎 2），可 児 一 孝 3），田 淵 昭 雄 3）
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Use of Statistical Analysis for Visual Acuity Measurement
Norihiro Mita1), Heihachiro Hara2), Kazutaka Kani3) and Akio Tabuchi3)

1) Graduate School of Health Science and Technology, Kawasaki University of Medical Welfare
2) Department of Health Informatics, Kawasaki University of Medical Welfare
3) Department of Sensory Science, Kawasaki University of Medical Welfare

目的：心理物理学において，対数視力は正規分布になるといわれている。我々は 1個体における視力の変
化を評価する統計学的な手法を考案した。
方法および結果：対数視力と標準偏差はロジスティック回帰分析により計算された。視力の変化はχ2検定
で評価した。この評価法を確認するために，対象は正常成人 1名とした。完全屈折矯正では対数視力 0.368±
0.021，＋0.5Dを加えた不完全屈折矯正では対数視力 0.243±0.016であり，統計学的に視力の低下があると
判定した。
結論：今までは科学的な手法により 1個体における視力の変化を評価できなかった。しかしながら，我々
はロジスティック回帰分析により，対数視力±標準偏差を求め，永井らが考案した統計学的有意差検定を使
用することで評価した。 （視覚の科学 31: 19－25，2010）
キーワード：対数視力，標準偏差，最尤法，ロジスティック回帰分析

Purpose: In psychophysics, it is said that logarithmic (Log) visual acuity (VA) can be illustrated by 
normal distribution.  We developed a statistical method for evaluating VA changes in an individual.

Methods and Results: LogVA and standard deviation (SD) were calculated by logistic regression.  
We assessed the change in VA using theχ2- test.  We tested 1 individual with no visual abnormalities in 
order to assess the accuracy of this statistical evaluation method.  LogVA was 0.368±0.021 in complete 
refractive correction and 0.243±0.016 in +0.50D incomplete refractive correction.  We statistically 
evaluated the decrease in VA.

Conclusion: Heretofore, change in VA had not been assessed on a scientifi c basis in an individual.  
However, we calculated LogVA±SD by logistic regression and evaluated it using Nagai’s test of 
signifi cant difference． (Jpn J Vis Sci  31: 19-25, 2010)
Key Words :  Logarithmic visual acuity,  Standard deviation,  Maximum likelihood estimation,                                

Logistic regression
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する。
日常臨床の視力検査の経過を詳細に検討していく
と，1回の視力検査から得られる情報には一つひとつ
の視標における正答・誤答や視標ごとの正答率がある
が，日常臨床で評価されるのは視力値のみである。し
たがって，視力の向上や低下の評価を科学的な手法で
ある統計解析を用いて行うことはできない。
心理物理学において，対数視力はある一定の広がり

をもった正規分布であるといわれている2，3）。この分
布を積分したものが累積正規分布であり，知覚確率曲
線と呼ばれている。一般的に，閾値は知覚確率曲線に
おける確率 50％に該当する横軸の値としている。累
積正規分布をそのまま利用して行う方法がプロビット
回帰分析であるが，他方ロジスティック回帰曲線で近
似するロジスティック回帰分析もある。
本研究ではロジスティック回帰分析を採用すること
により，各条件それぞれ 1回の視力検査のなかで視標
呈示ごとの正答・誤答から 1個体内での視力の向上や
低下に対して，統計学的手法を用いる評価法を考案し
た。

2.  方　　　　　法

 1 ）評価法
偶然正答する確率を考慮した 3‒パラメータのロジ
スティック回帰曲線

 ……（1）

（文献 4をもとに一部変更）
（α：切片，β：傾き，γ：chance level（偶然正答する
確率）χ：視力）を使用した。
ここで，

………（2）

とおくと

 ……………（3）

となる。今回の応答はランドルト環の切れ目が上下左
右の強制 4選択であり，偶然正答する確率（chance

level） γは 0.25 となるので

 ………（4）

となり，未知パラメータのα，βを求めれば自動的に

3‒パラメータのロジスティック回帰曲線 P0 を求める
ことができる。
パラメータαとβは最尤法 5）を用いて求める。ま
ず，対数尤度

L（α，β）= log l（α，β）（L：対数尤度，l：尤度）

……………………………（5）………………………

（ni：1視標の回数，ti：ni回のうちの正答数，iは試
行回数 i = 1，2，3・・・，m）を未知パラメータ（傾
きβ，切片α）について 1階偏微分して

…………………………（6）

 ………………………（7）

よりエフィシエント・スコア

 ……………………………（8）

を求める。更に，これを 1階偏微分（もとの対数尤度
に対して 2階偏微分）して Fisher情報行列

…（9）

を求めることができる。ここで期待値であるこの行列
の各要素は

 ……………………………（10）

 …………………………（11）

 ………………………（12）
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 ……………………（13）

……………………（14）

から計算できる。Fisher情報行列を反復計算（スコア
法）

（k =0，1，…） ……（15）

をすることにより，最終的に未知パラメータ（傾きβ，
切片α）が求められる。ここで kは反復計算のステッ
プである。このとき（最適時）の Fisher情報行列 F

の逆行列Σは

 …（16）

var（α）：αの分散，se（α）：αの標準誤差，
var（β）：βの分散，se（β）：βの標準誤差，
γ：相関係数，cov（α，β）：αとβの共分散
となる。これから，傾きβと切片αの推定値，標準誤
差，分散，共分散，相関係数が求められる6）。
視力値は chance levelが 25％あることを考慮
し，正答率 100％と正答率 25％の中間である正答率
62.5％に相当する横軸の値とした（図 1）。
したがって，（1）式に P0=0.625，γ=0.25，αとβに
それぞれの推定値を代入し，そのときのχを求めた。
視力の分散（V）は

V=（視力）2
切片の分散

（切片の推定値）2

－2
共分散

＋
傾きの分散

傾きの推定値・切片の推定値 （傾きの推定値）2

…（17）
で求め，これを平方根することにより視力の標準偏差
を求めることができる。以上のことを 1試行ごとに繰
り返す。
得られた視力値（対数視力±標準偏差）がすべて有
効な数値であるとは限らないので，ロジスティック回
帰分析で求めたαとβおよび得られた視力値に対して
統計学的有意差検定から有意水準 5％において有意差
がある数値のみを使用した。Z値は

Z=
推定値

……………………………（18）
標準誤差

で求め，この値を用いて正規分布にもとづいた検定を
行った7）。
視力の向上や低下に対する評価に関しては，自由度
1のχ2 分布に従うことがわかっている8）。すなわち
2回の視力検査の場合の有意水準 5％では，計算され
たχ2 値が 3.84 より大きいとき，両者の視力に違いが
あるといえる。
視標呈示には，富士通 LOOX Uシリーズ　FMV-

BIBLO LOOX U/B50 FMVLUB50（1,280 × 1,024 
dots，画素ピッチ 0.095 mm）を使用した。背景輝度
は 161cd/m

2，コントラスト 99％であった。Visual 

Basic 2005 を用いて，ランドルト環の自動呈示・視
力値（対数視力±標準偏差）・Excelへのデータ出力・
視力の向上や低下の評価を行うことを可能にした。
2 ）検証実験
統計解析の理論を Visual Basic 2005 にて自作し，
ランドルト環視標をパーソナルコンピュータのディス
プレイに呈示して実際に視力の向上や低下を評価でき
るかどうかについて検討した。
対象は，屈折異常以外に眼疾患を認めない正常成
人 1名（年齢 21 歳）である。統計学的有意差検定に
ついては，レンズ交換法によって求めた完全屈折矯正
とそれに +0.5D加えた不完全屈折矯正の間で施行し

図 1  閾値の評価
  ＋は各視標における正答率をあらわす。実線は最

尤法で求めたロジスティック回帰曲線を示してい
る。閾値は正答率 62.5%における横軸の値とした。
Chance level（25%）は呈示された視標が全く見えて
いなかったとき，偶然に正答する確率である。
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た。予備実験から閾値をあらかじめ予想し，それが中
央にくるように 6視標（完全屈折矯正では，対数視
力 0.198，対数視力 0.244，対数視力 0.295，対数視
力 0.353，対数視力 0.420，対数視力 0.499，不完全屈
折矯正では，対数視力 0.157，対数視力 0.198，対数
視力 0.244，対数視力 0.295，対数視力 0.353，対数視
力 0.420）を選び，恒常法（ただし，視標の呈示回数
6回ごとに各視標が一巡する）にて各視標を 20 回ず

つ呈示した。視標の呈示間隔は 1秒とした。検査距
離は 5mで実施した。ヒトの感覚の大きさはWeber-

Fechnerの法則に従うことより，対数視力とした。

3.  結　　　　　果

我々が開発した視力測定装置では，完全屈折矯正お
よびそれに +0.5D付加した不完全屈折矯正ともに視
標の呈示数が 36 回以降において統計学的に有意な視
力値（対数視力±標準偏差）が得られた（図 2）。完
全屈折矯正において対数視力は 0.355～0.395 の間で
推移し，標準偏差は 0.041 から 0.021 へと変化した。
同様に，不完全屈折矯正では対数視力 0.237～0.273
であり，標準偏差は 0.027 から 0.016 へと変化した。
視標呈示 42 回以降において，完全屈折矯正と不完

全屈折矯正との間に統計学的に有意な視力の低下があ
ると判定できた（表 1）。また，正答率とロジスティッ
ク回帰曲線における近似曲線は図 3のような結果が
得られた。

4.  考　　　　　按

現在臨床で使用される視力検査において，利用され
ている数値は視力のみである。したがって，視力の経
過や手術前後における視力の比較はある程度の人数を
集めて全体的な傾向をみるものが多い。また，視力の

表 1　視標呈示数別の視力値と有意差検定

視標の呈示数
視力値（対数視力±標準偏差） 有意差検定

完全屈折矯正 不完全屈折矯正 χ2 値

36 0.355 ± 0.038 0.269 ± 0.027 3.40

42 0.383 ± 0.041 0.273 ± 0.025 5.21

48 0.390 ± 0.039 0.263 ± 0.026 7.52

54 0.395 ± 0.036 0.262 ± 0.023 9.44

60 0.389 ± 0.033 0.268 ± 0.022 9.52

66 0.381 ± 0.028 0.260 ± 0.022 11.60

72 0.377 ± 0.025 0.260 ± 0.020 13.55

78 0.366 ± 0.022 0.252 ± 0.021 13.79

84 0.357 ± 0.024 0.249 ± 0.021 11.57

90 0.364 ± 0.023 0.243 ± 0.020 15.22

96 0.367 ± 0.023 0.244 ± 0.019 17.41

102 0.377 ± 0.023 0.240 ± 0.018 21.81

108 0.381 ± 0.023 0.237 ± 0.018 24.20

114 0.376 ± 0.023 0.242 ± 0.017 21.78

120 0.368 ± 0.021 0.243 ± 0.016 22.18

視標の呈示数が 42 回以降において統計学的有意差があった

図 2  視力値（対数視力±標準偏差）の経過
  実線は完全屈折矯正であり，破線は完全屈折矯正に

+0.5Dを加えた不完全屈折矯正で施行した。両者と
も対数視力の範囲は0.05以内であり安定していたが，
標準偏差の値は視標の呈示数の増加に伴い減少した。
■̶̶̶̶■■ ：完全屈折矯正，̶ ̶■̶ ̶：不完全屈折矯正
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図 3  ロジスティック回帰曲線と正答率の近似
  上段は視標の呈示数 48 回，中段は 84 回，下段は 120 回である。左図は完全屈折矯正にて，右図は完全屈折矯

正に +0.5Dを加えた不完全屈折矯正で施行した結果である。
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差が 2段階以上として個体内の視力の向上や低下を
評価する方法もある9－13）。前者は，各被検者におけ
る視力の変化を評価することはできない。後者は，個
体内における視力の変化を比較しているが，視力の向
上や低下に対する評価基準の科学的根拠はない。恒常
法などの心理物理学的測定法を用いて，視標呈示 100
回の視力検査を各条件において 10 回程度行い，視
力±標準偏差を求め統計解析する方法がある14）。しか
し，臨床において視力検査を 10 回前後行うことは困
難である。本研究では，視力の特性を示す標準偏差を
評価に加えることにより，各条件においてそれぞれ 1
回の視力検査から，科学的根拠のある統計解析を使用
して視力の変化を評価することが可能となった。
検証実験の結果から，対数視力は約 0.05 の変化で
あったのに対し，標準偏差は視標呈示の増加に伴い減
少する傾向がみられた。この要因には各応答において
集中力の欠如や押し間違いなどによる被検者のエラー
が正答率に占める割合がある。例えば，各視標の呈示
回数が 10 回のときと 20 回のときで考えると，1回の
応答が正答率に及ぼす影響が大きいのは明らかに前者
である。つまり，視標の呈示回数が増すにつれて正答
率の精度がよくなると考えられる。また，完全屈折
矯正と不完全屈折矯正において統計学的に有意な視力
低下が認められた視標の呈示回数は 42 回以降であっ
た。両者に統計学的有意差があるということを仮定す
れば，今回の被検者においては視標の呈示回数は最低
42 回必要であったといえるが，本装置で視力検査を
受ける被検者すべてにあてはまるとは思えない。被検
者数を増やし両者に統計学的有意差があるかどうかも
含めての検討が必要であると考える。
パーソナルコンピュータを用いて視力検査を行うこ
とについて Beckら15）は，検査手順における検査員の
技量が影響されにくいので有用であると述べている。
Ruamviboonsukら16）は，視力表による測定で問題と
なる視標の数の制限や覚えてしまうことも解決できる
としている。Bach

17），Schulze-Bonselら18）が開発し
た視力測定装置は，手動弁まで視力を定量化すること
が可能である。しかしながら，これらの研究はすべて
既存の視力検査との視力値の比較における全体的な傾
向をみたものであって，個体内における視力の変化を
統計学的に検討したものではない。
永井ら8）が考案した統計学的有意差検定の手法を
用いるためには，閾値が正規分布に従うことが前提と
なっている。正規分布を積分したものが累積正規分布

である。累積正規分布を用いる方法としてプロビット
分析がある。また，累積正規分布の近似としてロジ
スティック曲線を用いるロジスティック回帰分析があ
る。Bach

17）はロジスティック回帰分析から閾値のみ
を求めている。また，Carkeetら19）はプロビット分析
を使用しているが，正答率と知覚確率曲線はよく近似
しないと述べている。今回我々は，ロジスティック回
帰分析を使用し，傾き・切片・視力値（対数視力±標
準偏差）が統計学的に有意なことから，各視標におけ
る正答率に対して適切な知覚確率曲線を得ることがで
きた。
ロジスティック回帰分析から傾きβと切片αおよび
視力値（対数視力±標準偏差）を求めるにあたり，正
規分布を使用し有意水準 5％において有意であったも
のを使用した。
視標の呈示時間について黄野ら20）は，視覚の時間

的特性のなかには時間的寄せ集め効果があり，正常人
における視標呈示時間の平均が 0.62 秒（0.40～0.95
秒）で臨界持続時間に達するが，黄斑部に浮腫や漿
液性網膜剝離のある患者例では延長すると報告してい
る。本研究の対象は正常人であるため，十分な視標呈
示時間であったと考えられる。
我々が開発した視力測定装置は通常の視力検査と
比較して精密な視力値が得られ，その変化を各個体
で厳密に捉えられるのが最大の特徴である。例えば，
将来的には加齢黄斑変性に対する抗 VEGF（vascular 

endothelial growth factor）の視力改善効果判定や新薬
開発など，網膜硝子体疾患の研究や治験での基礎デー
タに使用できる可能性がある。また LASIK（laser in 

situ keratomileusis）の治療前後など，視力の変化を
詳細に知りたい症例に応用することも可能であると考
える。ただし，現段階において本装置はコンピュータ
制御であるので，通常の視力検査のように被検者の状
況に応じて柔軟に対応することには限界がある。今
後，研究を継続していくなかで常に改善が必要とされ
る課題である。
統計解析を使用し，個体内における視力の変化を比
較するシステムを試作した。今後の課題は，現段階で
約 5分かかる検査時間を短縮するために視標の呈示
回数および呈示時間などの諸条件を検討することであ
る。更に，手術前後や経過観察における視力の変化を
測定し，臨床応用が可能かどうかについて考える必要
がある。
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1.  は　じ　め　に

電子機器と神経を繋ぐ技術，いわゆる神経インタ
フェースの医療応用が近年注目を集めている。すでに
実用化されている例として人工内耳が挙げられるが，
これは聴神経への電気刺激で人工的に聴覚を生み出
して聴覚障害の治療を行う神経インタフェースであ
る。人工内耳の埋植手術を受けた患者は，多くの割合
で再び言語の認識が可能となることが報告されてい
る1）。この成功は神経インタフェース技術が他の感覚
器にも応用できる可能性を示している。
この技術を視覚障害治療に応用する試みがある。そ
れが「人工視覚システム」である。人工視覚システム
は視覚神経系へ多極電極を埋植し電気刺激を行うこと
で，擬似的な光感覚を発生させ重度視覚障害者の視覚
機能を再建することを目的とした埋込型の医療機器で
ある。

2.  人工視覚システムの種類

様々な方式の人工視覚システムが提案されており，
それらは電極の埋植部位によって分類することができ
る。現在のところ，視覚野に多極電極を埋植する皮質
刺激型人工視覚システム2），外側膝状体に埋植する外
側膝状体刺激型人工視覚システム3），視神経に埋植す
る視神経刺激型人工視覚システム4），そして網膜近傍
に埋植して網膜を刺激する網膜刺激型人工視覚システ
ム5－ 22）の 4 種類が提案されている。なお，網膜刺激
型人工視覚システムは人工網膜とも呼ばれる（以下 

人工網膜）。
これらはそれぞれ長所短所があり対象疾患も異な
る。たとえば，皮質刺激型は対象疾患が最も広いが，
埋植手術に開頭術を要し安全性や手術難易度の点で課
題が多い。一方，人工網膜は手術の範囲は眼球および
眼付属器に限定されるため埋植手術による生命への危
険性は低いが，適応条件として網膜神経節細胞が残存
し正常に機能していることが必要となる。そのため，

我が国における第一級視覚障害の原因疾患の上位を占
める緑内障および糖尿病網膜症は人工網膜の適応から
外れる。おそらく，将来はこれら複数の方式の人工視
覚システムが実用化され，患者の疾患の種類や障害の
程度に適した方式が選択できるようになると考えられ
る。
次章からは，最も多くの研究グループが取り組んで
いる方式である人工網膜を取り上げる。

3.  人工網膜の原理

1）Electrical phosphene
被験者の視覚神経系の一部に電気刺激を行うと

electrical phospheneと呼ばれる擬似的な光覚が生じ
る。実はこの現象は古くから知られており，1755 年
には LeRoy

23）が眼球への電気刺激による electrical

phospheneの報告を行っている。また 1950 年には
Motokawaら 24）が，眉間に設置した電極からの電気
刺激による electrical phospheneの報告を行った。そ
の後，1960 年代には Potts & Inoueらのグループや
三宅らのグループによって，主に網膜疾患の検査を
目的にコンタクトレンズ型電極を用いて経角膜で眼
球を電気刺激した際の擬似光覚に関する数々の報告
が行われた25－29）。
2）Electrical phosphene による視覚の獲得
ただし，前述のコンタクトレンズ型電極を用いた
経角膜刺激は，刺激電流が網膜全体に広がることで
electrical phospheneが視野全体に広がり，意図した
画像を描画できなくなるため人工網膜には適さない。
人工網膜では直径数十～数百 µm程度の電極を網
膜近傍に設置する。これにより網膜内で刺激を受け
る領域は電極付近に限局する。したがって被験者は
一極の電極につき一個の点状の electrical phosphene

を感じる。網膜近傍からの電気刺激により，点状の
electrical phospheneが得られることは複数の急性臨
床試験にて確認されている6，7，18，22）。
更に，このような電極を多極化して（多極電極）刺

最近のトピックス

人工視覚システムの開発状況：
人工網膜を中心に

大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学教室 神田　寛行，　不二門　尚
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激を行うと，個々の電極がそれぞれ網膜の異なる部位
を刺激するため，複数の electrical phospheneが生じ
ると考えられる。人工視覚ではこの複数の electrical

phospheneの集合体でパターンを作成し，人工的な視
覚を作り出す。したがって，電極の個数が多ければ多
いほど得られる画像の情報量は大きくなると考えられ
る。
 3）人工網膜の全体システム
現在開発が進められている人工網膜の多くは，体外
装置と体内装置の二つの装置から構成される。体外
装置は体外に設置される装置で，テレビカメラ（以
下  TVカメラ），処理回路，一次コイルが搭載される。
一方，体内装置は体内に埋植される装置で，二次コイ
ル，刺激回路，多極電極が搭載される（図 1）。
まず，体外装置の TVカメラで外界の画像データを

取得する。得られた画像データを元に処理回路で刺激
パターンを作成し，一次コイルを介して無線で体内装
置へ送信する。その際，体内装置駆動用の電力も一次
コイルを介して伝送する。体内装置に搭載された二次
コイルでそれら刺激情報および電力を受信し，刺激回
路へと伝える。刺激回路は刺激パターンの情報を元に
刺激電流を生成し，多極電極へ伝える。
この結果，網膜近傍に設置された多極電極からの刺
激電流により網膜内の神経細胞が興奮し，生じた活動
電位が視覚中枢へと伝わり electrical phospheneが生
じる。

4）人工網膜の適応疾患
先の章でも述べたが，適応条件として網膜神経節細
胞が残存し正常に機能していることが必要となる。し
たがって，網膜外層が選択的に障害を受ける疾患であ
る網膜色素変性が主な適応疾患となる。網膜色素変性
は進行が進んで視力が失われた場合でも網膜神経節細
胞が比較的残存することが知られている30）。また，経
角膜刺激や人工網膜の急性臨床試験の結果から，網膜
色素変性の被験者が electrical phospheneを感じるこ
とが確認されている7，18，22，26）。
網膜色素変性は本邦における視覚障害原因疾患のな
かで，第一級視覚障害では 3位，第二級視覚障害では
2位と上位を占める31）。しかしながら，現在の医療で
は視機能の回復はおろか病態の進行を抑えることもで
きない。言い換えると網膜色素変性の治療法は皆無な
のである。第一級視覚障害の原因疾患の 1位と 2位
をそれぞれ緑内障と糖尿病網膜症が占めているが，こ
れらの疾患に対して現在は病態の進行を抑制する治療
法が存在し，将来はより治療効果の高い手法が開発さ
れることが期待される。そのため，重度視覚障害にお
ける原因疾患のなかで網膜色素変性の割合が今後増し
ていくことが考えられる。網膜色素変性の視機能回復
の有効な手段となり得る人工網膜は，社会的に考えて
もその意義は大きい。

4.  人工網膜の種類

現在までに考案されてきた人工網膜は多極電極の埋
植位置によって網膜上刺激方式，網膜下刺激方式，脈
絡膜上 -経網膜刺激方式の三つに分類できる。
 1）網膜上刺激方式
多極電極を網膜上（網膜と硝子体との境界）に
設置し，網膜を刺激する方式である。1980 年代後
半～1990 年代前半にかけてMichelsonや de Juan &

Humayunによって考案された32，33）。他の二つの方式
に比べ，網膜神経節細胞のより近傍に多極電極を設置
することができる。その一方で，電極を網膜に固定す
るのが困難で，現在の主流は網膜タックと呼ばれる小
型の押しピンで網膜上に固定される方法が採用されて
いる（図 2）。網膜タックの先端は網膜を貫き強膜層
まで達し，網膜タック周囲の網膜は損傷を受けること
が危惧される。
 2）網膜下刺激方式
多極電極を網膜下（神経網膜と網膜色素上皮の間）
に埋植して網膜を電気刺激する方式である。多極電極

図 1　 STS（suprachoroidal-transretinal stimulation） 方式の
全体システム
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の固定には網膜タックを必要とせず，比較的安定に電
極を留置できる。また電極面で眼内入射光を受光可能
であるため，刺激電極基盤上に受光素子を組み込んだ
体内撮像型の人工網膜の作成が可能である。体内撮像
型の人工網膜では眼球運動に対応した人工視覚を生み
出すことができ，より自然な視覚を生み出すことがで
きると期待される。その一方で，脈絡膜から網膜への
栄養輸送が電極基盤によって遮断されることによる網
膜損傷が生じることが危惧される。
1956 年に Tassickerは，光感受性を有する物質を表
面に塗布された金属片を網膜下に移植することによっ
て眼内入射光に応じて網膜の神経細胞を刺激する手法
を発表した34）。この特許が網膜下刺激方式の原型に
なったといえよう。その後 1991 年には，半導体シリ
コーン基盤表面に複数のフォトダイオードを作成し
た人工網膜が Chowによって考案された35）。その後，
1990～2000 年代初頭にかけて半導体シリコーンを用
いた網膜下刺激方式の人工網膜の研究が Chowのグ
ループ17）や Zrennerのグループ 14，15）によって精力的
に行われた。この装置は artifi cial silicon retina（以下  

ASR）またはmicro-photodiode array（以下  MPDA）
と呼ばれる。これらは，集積回路技術を応用すること
で直径 2～ 3mmの円形の薄い円盤上に受光素子と
刺激電極のペアを数千組搭載することが可能である。
その一方で，近年は受光素子を搭載しない多極電極
が Boston Retinal Implantグループから提案されてい
る。
3）脈絡膜上 - 経網膜刺激方式
網膜上刺激方式と網膜下刺激方式は「多極電極が眼
内に埋植され網膜に直接接触している」という特徴を

有する。多極電極が接触した状態で網膜に電気刺激を
行うことで，より効率的により高解像度の画像を再現
させることを目指している一方で，多極電極の埋植時
に網膜へ損傷を与える危険性がある。
この問題を克服するために，日本の研究グループでは
脈絡膜上 -経網膜刺激方式（suprachoroidal-transretinal 

stimulation  以下  STS方式）を考案した36）。STS方式
では，多極電極を「強膜半層切除した部位」または「脈
絡膜と強膜の間」に帰還電極を硝子体腔に設置し，両
電極間に刺激電流を流す（図 2）。多極電極が網膜と
直接接触しない点がこの刺激法の大きな特徴である。
このため手術時の網膜への侵襲を低減できると期待で
きる。また大きな多極電極を埋植することが可能で，
広い視野を確保できると考えられる。

5.  主な研究グループの開発状況

現在，1日でも早い実用化に向けて世界各国で精力
的に研究開発が進められている。この分野で先行して
いるのがアメリカとドイツである。両国ともすでに
慢性臨床試験に着手している。日本も 2001 年度より
経済産業省（NEDO）と厚生労働省の連携国家プロ
ジェクトとして人工網膜の研究を開始した。アメリカ
やドイツに続き，すでに急性臨床試験にて electrical 

phospheneの誘発に成功している。本章ではそれぞれ
の研究グループの現在の開発状況について紹介する。
1）南カリフォルニア大学（アメリカ：網膜上刺激方式）

Humayunが率いる南カリフォルニア大学のグルー
プは，2000 年代に入り人工内耳を改造して 16 極型
の多極電極を搭載した人工網膜“ArgusⅠ”を試作し
た。このシステムでは二次コイルと刺激装置を側頭
部皮下に，多極電極は眼内に埋植される。この Argus 

Ⅰを網膜色素変性の患者に慢性埋植した5）。埋植手術
後に視機能検査が実施され，指標となる対象物の位置
や個数の特定などの簡単なタスクができるようになっ
たと報告している8）。最も長期のもので 5年以上埋植
し，本システムで有害事象は生じなかったと報告して
いる9）。
2000 年代後半には電極数をより多く，そしてより
小型化した人工網膜が開発された。ArgusⅡと名付け
られたこの装置には従来の 4倍の 64 極型の多極電極
が搭載されている。更に刺激回路の小型化により体内
装置全体は眼球周囲に埋植可能となり，手術時間の大
幅な短縮が可能となった。
政府の許可を受け，8施設で合計 17 名の網膜色素

図 2  人工網膜の三つの方式
  （A）網膜上刺激方式，（B）網膜下刺激方式，
 （C）脈絡膜上 -経網膜刺激方式
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変性の患者に対して手術が行われた。現時点での報告
では 14±6カ月間の慢性埋植を行ったと報告されて
いる。この慢性埋植を通じて装置の故障などは生じな
かった。有害事象については一部で低眼圧症（4/17）
や眼内炎（3/17）などが報告されているが，これら
は一過性のもので適切な治療によって治癒した11）。
 2）Epi-ret グループ（ドイツ：網膜上刺激方式）
Walterが中心となって研究を進めているこのグ
ループでは，近年，小型の網膜上刺激方式の人工網膜
“EPIRET3”を開発した。他のグループよりもサイズ
が小さいため眼内に体内装置すべてを埋植することが
可能である。二次コイルと刺激回路は前眼部に，多極
電極は後極部の網膜上に設置される。彼らは実験動物
の眼球に EPIRET3 を埋植し，このシステムに搭載さ
れた多極電極からの電気刺激により，神経興奮が惹起
されることを確認した11）。その後，彼らは EPIRET3
を 6 名の網膜色素変性の患者に 1カ月間埋植するこ
とに成功したと報告している13）。
 3）チュービンゲン大学（ドイツ：網膜下刺激方式）
このグループでは Zrennerが中心となって網膜下刺
激方式の研究開発が進められている。1990 年代は電
力を眼内入射光のみでまかなうMPDAの開発を進め
ていた15）が，動物実験による機能評価が進むにつれ
眼内入射光だけでは神経細胞を興奮させるのに必要
な電力をまかなうのが困難であるとの結論に至った。
2000 年代に入り，彼らは体外装置から赤外線を用い
た無線電力供給を行うことで不足分の電力を補う新し
いMPDAの開発を開始した。これは active typeと呼
ばれている。具体的には，多極電極と赤外線受光部の
み眼内へ，刺激回路は眼外へ留置される方法をとって
いる。
近年，このグループから慢性埋植試験の報告がな
された。使用したシステムはまだ試作段階のもので，
多極電極を体内へ，刺激回路を体外に設置し，両者
はケーブルを介して経皮的に接続される。彼らはこの
システムを網膜色素変性患者7名に対して埋植した16）。
1 カ月間の慢性埋植の後，システムの摘出手術を行っ
た。この埋植により重篤な有害事象は発生しなかった
と報告している。軽度の有害事象として眼球運動異常
が生じた例があったが，摘出後には正常に治癒したと
のことである。
 4） Boston Retinal Implant（アメリカ：網膜下刺

激方式）
RizzoとWyattが率いるこの研究グループでは，

1990 年代網膜上刺激方式の研究を進め，網膜色素変
性の被験者に対する急性臨床試験も実施した18）が，
2000 年代初頭ごろから網膜下刺激方式に方針を変更
し，網膜下刺激用の新しいシステムを提案した。この
システムは前述の ASRやMPDAと異なり，多極電
極基盤に受光素子が搭載されない。その代わりに，網
膜上刺激方式同様に体外装置に TVカメラが搭載され
る。この TVカメラで取得した画像データと駆動電力
はコイルを介して内部装置に伝送される。二次コイル
と刺激回路は眼外の強膜上に設置し，多極電極部のみ
網膜下へ埋植される。現在彼らはこのシステムを実験
動物に埋植し，長期間の動作確認を実施している19）。
 5）日本のグループ（STS方式）
前述したように，我が国においても 2001 年度より
国家プロジェクトとして人工網膜の研究が始まった。
本プロジェクトでは大阪大学，名古屋大学，杏林大学，
滋賀医科大学，奈良先端科学技術大学院大学，九州大
学，㈱ NIDEKが参加し，精力的に研究開発を進めて
いる。
本プロジェクトでは STS方式による人工網膜の研究
開発が進められている。すでに動物実験を通じて低い
閾値で視覚反応を誘発できることを確認した21，22）。ま
た，学内倫理委員会の承認を受け，4例の網膜色素変
性のボランティアに対して臨床試験が実施され，条件
がそろえば二点弁別が可能であることが確認された22）。
現在長期埋植に向けた体内装置が開発され，その安
全性および信頼性試験が進められている。このシステ
ムは南カリフォルニア大学の ArgusⅠ同様，体外装
置と体内装置から構成される。体内装置の二次コイル
および刺激回路は側頭部皮下に，多極電極は眼外から
作成した強膜ポケット内に埋植され，両者は電気ケー
ブルで接続される（図 1）。今後，網膜色素変性の被
験者に対する約 1カ月間の慢性臨床試験が計画され
ている。

6.  人工網膜研究の今後：
人工網膜埋植後のリハビリテーション

前章で紹介したように，様々な研究グループが患者
に対して慢性埋植試験を実施，あるいは実施を計画し
ているため，今後長期埋植に対する様々な知見が得ら
れると期待される。人工内耳の場合，術後時間が経過
するにつれ会話の弁別が可能になり，刺激電流のダイ
ナミックレンジにも変化が生じるなど，脳の可塑性を
示唆する現象が報告されている1）。この現象を利用し
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て，人工内耳では埋植手術後よりリハビリテーション
が言語聴覚士によって実施されている。これにより当
初予想されていた以上の効果が得られているそうであ
る。
人工網膜においても，長期の装着に対して脳の可塑
性による変化が生じることが推測される。まだ未開拓
の領域であるが，今後の長期慢性試験を通して人工網
膜に適したリハビリテーションの開発が行われると予
想される。
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2009 年 12 月 9～11 日まで，宮崎ワールドコンベ
ンションセンターサミットで開催された IDW’09（The

16th International Display Workshops）に参加したの
で紹介する。このディスプレイ技術分野の国際ワーク
ショップは，社団法人映像情報メディア学会（ITE）
と Society for Information Display（SID）の共催によ
るもので，ディスプレイ関連の基礎研究から設計，材
料，部品，製造，システム，人間工学などの広範な分
野を網羅している。近年の参加者は軒並み 1,000 名を
超え，とくにアジア諸国からの参加者が大半を占め
る。今年度の発表件数は日本から約 260 件，韓国か
ら約 120 件，台湾から約 100 件などで，招待講演約
100 件，オーラル講演約 200 件，ポスター発表約 260
件であった。
基調講演では，古川　亨氏（慶應義塾大学）が「電
子メディアによる書籍と新聞におけるパラダイムシフ
ト」と題して，電子ブックが印刷物とくに書籍と新聞
に取って代わることは必至であることを報告された。
また，安藤広志氏（NICT）による基調講演では，「ヒ
トの知覚，認識機序に基づいた 3Dディスプレイと多
感覚インターフェースにむけて」と題して，将来の情
報，意思疎通技術を更にヒトに優しい物とするための
心理物理学的手法や脳イメージングを用いたヒトの知
覚，認識機序の検討について紹介された。
招待講演では，Jong Min Kim氏（SAIT, Samsung

Elect.）によって「電子ペーパー技術のトレンドと将
来」と題して，近年の情報化社会においてはディスプ
レイデバイスに対する要求も高く，電子ペーパー技術
もその要求に応える必要があることから，近い将来の
問題とその解決法について紹介があった。また，浅井
敏保氏（デンソー）による招待講演では「将来の車の
ための知的ディスプレイシステム」と題して，安全性，
確実性，快適性，利便性を高めるための車載ディスプ
レイに関する技術の紹介があった。
ワークショップは 15 を数え，液晶に関する科学，
技術，アクティブマトリックスディスプレイ，フラッ
トパネルディスプレイの製造，材料，部品，プラズ

マディスプレイ，EL（electro luminescence）（ディ
スプレイと発光体，電界放出型ディスプレイと CRT

（cathode ray tube），有機 light-emitting diode （以下
LED）ディスプレイ，3D/超現実ディスプレイとシ
ステム，応用視覚とヒューマンファクタ，投影・大
画面ディスプレイとその構成品，電子ペーパー，将
来のディスプレイのためのMEMS（micro-electro-

mechanical systems）とその関連電子デバイス，ディ
スプレイ electronicシステムのワークショップが行わ
れた。また，トピックセッションとして，フレキシブ
ルディスプレイ，入力技術のセッションが行われた。
応用視覚とヒューマンファクタ（Applied Vision

and Human Factors）のワークショップでは，動画像
の画質，ダイナミックレンジとグレースケール表現，
ディスプレイのヒューマンファクタ，色，映像システ
ムと画質，ポスターのセッションがあった。
なかでも，映像システムと画質のセッションでは，
ディスプレイの光っている時間の１フレームの時間に
占める割合であるデューティ比とフリッカ知覚に関
する報告，最近一般的にも利用可能となってきた毎
秒 1,000 フレームを超えるハイスピードカメラで撮影
された高フレーム周波数動画像を，一般的なディスプ
レイに表示するためにフレーム周波数を低く変換する
際の画質低下の問題とその改善法に関する報告，ディ
スプレイを観るときの視距離と疲労の関係に関する報
告，ディスプレイによる広色域再現に関する報告が行
われた。
ポスターセッションでは，3原色を用いるディスプ
レイとそれにもう一つの原色を加えて色再現域を拡
大したディスプレイの違いやそれらの間の色変換方
式，最近の LEDバックライト液晶ディスプレイに関
して，周囲光や映像内容による LEDバックライト輝
度の適応的自動制御が疲労を軽減すること，液晶ディ
スプレイの RGB（red green blue）の並びを変えると
MTF（modulation transfer function）やヒト視覚系に
よる主観評価が変化すること，三つのディスプレイ
を並べて 150 インチディスプレイが 2.5m前方にある

学会印象記

IDW’09
最新映像ディスプレイ事情

NHK放送技術研究所　江 本 正 喜
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ように見える視角 69°の軽量ヘッドマウンテッドディ
スプレイを開発し，ディスプレイ数を増加させること
の有効性と弱視患者での有効性の検討，液晶ディスプ
レイでの輝度や色の不均一性に関する検討（日本語の
MURAという語がすでに一般化しており，発表タイ
トルのなかにも用いられている）などが報告された。
また，3D/超現実ディスプレイとシステム（3D/

Hyper-Realistic Displays and Systems）のワークショッ
プでは，ポスターセッションに加えて，3Dディスプ
レイ映像，3Dディスプレイと入力，3Dディスプレ
イパフォーマンスのセッションが行われた。
3Dディスプレイ映像のセッションでは，招待講演
として，インテグラルフォトグラフィと呼ばれる微小
レンズアレイによって撮影，再生されるリアルタイム
立体映像に関する講演，両眼視差を利用したステレオ
映像の制限（3D用めがねをかけることの煩わしさ，
運動視差の欠如，大きいディスプレイに表示すること
を想定して制作されたコンテンツを小さいディスプレ
イで再生したときの奥行き感の減少，逆に小さいディ
スプレイに表示することを想定して制作されたコンテ
ンツを大きいディスプレイで再生したときの両眼視差
の増加による過度な奥行きが健康上の問題を引き起こ
す可能性，2眼固定のシステムでは，各個人の嗜好や
融像能力に合った 3D映像の提供が困難であること）
をこえて，デプスマップ（二次元の距離情報）を用い
ることにより，様々な 3D再現条件に適応可能である
利点に関する講演が行われた。
また，3Dディスプレイパフォーマンスのセッショ
ンでは，実物を観るときとは異なり，ステレオ画像を
観るときには輻湊，調節の相互関係がずれ，そのずれ
や像のぼけが疲労につながることが指摘されている
が，十分な解明には至っていない。そこで，網膜像の
シミュレーションが可能な調節，収差，眼球運動，瞳
孔径の同時測定器を開発し，実物とステレオ画像を観
るときの各視機能を測定し，測定器の有効性を確認
した結果が招待講演として報告された。また，最近
の 3Dディスプレイはステレオの 2眼から多眼像を表
示できるように進歩してきたが，その性能評価項目は
2眼ディスプレイよりも多岐にわたる。例えば，単眼
に与えるべき像が，他眼に漏れるといったクロストー
クの問題は 2眼，多眼に共通であるが，観る人の横
方向の動きに伴って，観ている像が隣のカメラで撮影

された像に切り替わる際に，ディスプレイの光学設計
によって急に切り替わる場合や，徐々に切り替わる場
合があり，これらを同一に評価してよいかなどの問題
は多眼ディスプレイに特有の問題である。これらの評
価法に関する検討や，立体視可能な領域の 2眼と多
眼ディスプレイでの比較などについて検討された結果
が報告された。更に，ディスレキシアの子供に対す
る 3Dディスプレイの文字教育効果の向上を検討した
報告，両眼立体視の際のホロプター面の影響でステレ
オ画像がひずむ問題を解決するために，ホロプター面
を考慮して像をリマップする手法の提案とその有効
性評価，液晶ディスプレイでステレオ表示するためフ
レームごとに左右の画像を切り替える方式では，液晶
の応答速度が遅いため残像によりクロストークが発生
する。これを定量的に評価するための方法の提案，普
通に野外で撮影された人物画像の 2D－3D変換法の
提案，一つの投射光学系の中で左右映像の光路を分け
シャッターを用いて切り替えることにより，観てい
る人の左右眼に左右像が正しく届くめがね不要のス
テレオプロジェクターの提案，多眼の映像を取得す
る際の画像処理や波面補正を Graphic Processing Unit 

（GPU）を用いて高速に行う手法の提案，3Dディス
プレイにおける左右像の正しく見える空間範囲の解析
法の提案，ステレオ画像を観ているときには，優位眼
の像がぼけることによって知覚される立体感も損なわ
れること，眼球運動を測定した結果を反映する液晶バ
リアの制御により，めがね不要でありながら広い視域
を実現したディスプレイの提案などが行われた。
3Dディスプレイのなかでも実現が比較的容易なス
テレオディスプレイは，日本の複数のメーカーが相次
いで今年の製品化，販売を公表しており，急速な普及
が予想される。このような状況のなかで，ステレオ
ディスプレイによる視覚疲労の問題を視機能や眼光学
から明らかにしていくことは大変有効であると思われ
る。また，その際の実験用機材としてのステレオディ
スプレイやステレオ画像が入手しやすくなるというこ
とでもあり，実用化された機器に追い抜かれることの
ないよう，健康被害の起こる前の研究の更なる発展が
望まれる。
来年度の同ワークショップ IDW’10 は 2010 年 12
月 1～ 3日に福岡で開催される予定となっている。
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日本視覚学会 2010 年冬季大会は 2010 年 1 月 20～
22 日までの 3日間にわたって新宿の工学院大学で開
催された。NTTコミュニケーション科学基礎研究所
の竹内龍人博士が実行委員長を務めた。日本視覚学会
は視覚科学の学際的な学会で，国内の心理学系，工学
系，医学系などの視覚を専門とする研究者が参加して
いる。現在の会長は東北大学工学部の塩入　諭教授で
ある。
特別講演 3題，チュートリアル講演 3題，一般講演
28 題，ポスター発表 66 題が行われた。特別講演 1は
「知覚学習における注意と報酬の役割について」と題
して，ボストン大学の渡邊武郎教授がお話しされた。
視覚学習というのは，たとえば同じ絵を見続けている
とそれが出たとき，あるいはそれと異なったときに瞬
時にしてわかるようになるというような場合に生じて
いるものである。ちょうど眼科医が毎日眼底を見てい
ると瞬時にして異常に気が付くというのもその一つで
はないだろうかと私は思った。彼は二重課題を使って
注意を払えないような状況でもこの学習が成立するこ
とを示した。特別講演 2は「視覚の性質を利用する
コンピュータグラフィクス」と題して，東京大学の総
合文化研究科広域システム学系の山口　泰教授がお話
しされた。彼は視覚の空間周波数特性を利用して，近
くで見たときと遠くで見たときとでは異なった絵が
見える二重画像（hybrid image）についてと顔形状の
印象についての話題を提供してくれた。特別講演 3
は「乳児の視覚世界－研究方法と近年のトピックスに
ついて」と題して，中央大学の文学部心理学研究室の
山口真美教授がお話しされた。乳児の視覚の発達につ
いての研究が選好刺激に眼を向けるという乳児の行動
を観察することで発展してきたことを踏まえ，視覚の
モダリティによる発達の違いや最近の近赤外線分光法
による脳機能測定を用いた研究成果についてお話しい
ただいた。チュートリアル講演は「感情が彩る知覚世
界」，「画像・映像圧縮符号化における視覚特性の利用」，
「近年のパーソナルコンピュータ（以下  PC）向けアー
キテクチャを利用した視覚刺激の提示－Psychlopsに
おける実装－」をそれぞれ北川智利氏（NTTコミュ

ニケーション科学基礎研究所），高村誠之氏（NTTサ
イバースペース研究所），細川研知氏（東京大学）が
行った。いずれの講演も視覚科学の最先端にいる研究
者によるもので，今回は医学系は全くなかったため，
いずれも私には少々敷居が高いものではあったがどれ
も興味深かった。
とくに Psychlopsは PCで視覚刺激を作成・管理す
る場合に非常に高いコストパフォーマンスをもつアプ
リケーションであり，C言語に不慣れな者でもルーチ
ン集からコピーアンドペーストで立派な視覚刺激を作
ることができる。また，ゲーム用に開発された GPU

（graphics processing unit）を活用した高速表現が可
能であり，高額な特別な装置がなくても十分速く滑ら
かな画像表現を実現することができる。眼科関連の
実験装置に是非組み込みたいものだと思った。ホーム
ページ（http://psychlops.l.u-tokyo.ac.jp/）から無料で
ダウンロードでき，使用法などについても日本語で詳
しい解説があるのも嬉しいところである。
一般講演，ポスター発表のなかでとくに眼光学に関
連すると思われるものを以下に列挙する（括弧内は筆
頭演者，敬称略）。2色覚者の色名応答課題における
刺激提示時間の影響（齋藤晴美），クリア眼内レンズ
（以下  IOL）と着色 IOLの色の見え評価（矢吹貴寛），
照明光源の違いが眼疲労へ与える影響－負荷時間と
焦点調節応答時間の関係－（山口秀樹），閾値面積
曲線を用いたWhite on White及び Blue on Yellow

Perimetryによる網膜神経節細胞受容野特性の検討
（登澤達也），ケータイ小説読書時の改行時における眼
球運動特性の分析（萩原秀樹），ローパスフィルタリ
ング法による平仮名文字線幅の検討（川嶋英嗣），周
辺視野におけるオブジェクト形状知覚の異方性（山本
直樹），閾値面積曲線を用いた網膜神経節細胞検査法
の検討（奥野勇夫）などである。
本学会の特徴として活発な議論がある。とくにポス
ター発表では，担当時間の 2時間を目一杯使用して議
論が白熱するため，発表者の声がかすれてしまうほど
である。
日本視覚学会は毎年，夏と冬の 2回行われており，

学会印象記

日本視覚学会 2010 年冬季大会
国立障害者リハビリテーションセンター病院　仲 泊  聡
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2010 年 3 月 日本視覚学会 2010 年冬季大会・仲泊　聡

次回の2010年夏季大会は2010年 8月 2日（月），3日
（火）の 2日間，東京工業大学すずかけ台キャンパス
のすずかけホールにおいて，横井健司（防衛大学校）
実行委員長のもとで行われる。次次回の 2011 年冬季
大会は 2011 年 1 月に栗木一郎氏（東北大学電気通信
研究所）が企画中である。心理系の視覚研究者の一
般的ゴールは正常視覚のメカニズムの解明であり，工
学系では生体視覚の工学的応用である。医学系の視覚
研究者が対象としている異常視覚については必ずしも

ゴールを同じくするものではないが，大変興味をもっ
て自らのゴールへの手掛かりにならないかと注目して
いる。とくに工学系の視覚研究者は，自分達の開発し
てきた（開発しようとする）技術が実際の場面でどう
使われるかについて気にかけていて，たとえば医療現
場でどのようなニーズがあるのかについて知りたがっ
ている。このような学際的学会（日本眼光学学会もそ
うである）が，出会いの接点として有効に働くことが
望まれる。



◆  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。
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 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）
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 〃 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）
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 〃 前田　直之 （大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学）
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 〃 吉澤　達也　 （金沢工業大学人間情報工学部）

（敬称略，50 音順）

第 31 巻第 1 号をお届けします。
高精細のディスプレー技術に支えられて，ようやく違和感のない三次元映像を見ることができる
ようになってきました。それにふさわしい総説，学会印象記，ありがとうございました。総説を読
みますと，実に多くの三次元の技術があるのだなと感心します。ところで，私も 3Dのアバターを
映画館で観ましたが，映像が暗く，最後までメガネをかけて観ることはできませんでした。どうも，
私には先端技術は辛そうです。先週，千葉大学での勉強会で池田光男先生（立命館大学）が「2D
の写真でも，それだけが見えるように穴からのぞいてみると 3Dに，しかもゆがみも消えて見える
のですよ。」とおっしゃられていたのを思い出します。今度，テレビや絵画や写真を穴からのぞい
てみようと思います。皆様も試してみてはいかがでしょうか。
サッケード運動学習のことは初めて知りました。読んでみて，私には難しかったです。眼光学に
かかわる脳の働きのことも大切なことと思いますし，私も興味があります。それでは，これに眼の
収差はどのようにかかわるのだろうかと考えてみようとは思うのですが，私には難しいです。
統計解析を用いた視力測定の原著ありがとうございました。厳密な視力の求め方の一つとして，
とても大切なことと思いました。
人工網膜のこと，全体的な流れを理解できました。ありがとうございました。
今後とも日本眼光学学会への皆様のご支援よろしくお願いいたします。

編　集　後　記

大沼　一彦　記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規程

原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学
会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

2.　 原著論文は査読者の意見を参考に，編集委員会が
採否を決定します。なお，査読者の意見により原
稿の加筆，修正，削除などをお願いすることがあ
りますのでご承知おき下さい。原稿修正等に要す
る日数は特に定めませんが，3カ月以上になると
取り下げと判断する場合があります。

3.　 原著論文は，査読者に送られますので論文原本の
ほかに必ずコピー 2部（原本も含め計 3部）を提
出して下さい。

原著・総説の執筆要項
1.　別々の用紙を用いて次のように区分して下さい。
・ タイトルページ：題名，Running Head，所属名，
著者名を明記し，下段に校正などの連絡先を記入
して下さい。
・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。
・ 英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，
200 語以内（1 語は 5 文字に相当）とします。な
お，英文の題名，氏名，所属名，住所を明記して
下さい。
・ キーワード：日本語のキーワードを，5個以内で
重要な順に列記して下さい。
・ Key words：英語の key words は日本語と同じも
のを，5個以内で重要な順に列記して下さい。
・ 本文：原則として，緒言，方法，結果，考按の各
項目に区分して下さい。ただし，内容によっては
この限りではありません。総説の場合，本文の構
成は自由です．
・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明
2.　 論文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
400 字原稿用紙 20 枚（8,000 字）以内とします。
ただし，編集委員会が認める場合は，この限りで
はありません。専門用語以外は当用漢字，現代か
なづかいを使用し，句読点を正しく付けて下さい。
表および図以外には，頁番号並びに頁左側に行数

を付けて下さい。電子媒体による投稿の場合には，
本文はMicrosoft Word あるいはテキストファイ
ルで，図表はPower Point ファイルで，CD-ROM
に記録してお送り下さい。

3.　 医学用語は，原則として日本医学会医学用語委員
会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語
集　第 4版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）1999 年によって下さい。外国人名，
地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外
来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は
固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞
を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文
字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ
内に入れ（------®）として下さい。

4.　 数字は，算用数字を用い，計量単位はできるだけ
SI 単位を用いて下さい。

5.　 図と表はそのまま印刷できるように，きれいにト
レースしたもの，または写真を用いて下さい。原
則としてはA4の大きさ以内にして下さい。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。写真の大きさは名刺版（6× 8cm）以上
の大きさとします。また，間違いをなくすために，
写真の裏側に氏名と天地を明記してお送り下さ
い。カラー印刷を希望される方は，必ずフィル
ム（ネガまたはリバーサル）をお送り下さい。カ
ラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。図
（写真）と表の説明は別の用紙を用いて書いて下
さい。
なお説明は，読めばその内容がわかるように明

記し，本文中に重複して記載しないように注意し
て下さい。

7.　 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

8.　 文献は本文中に引用されたもののみを別紙に一括
して書き，文献の記載順序は引用順とします。本
文中の引用箇所には肩番号を付して照合して下さ
い。

9.　 文献の書き方は，引用番号）著者名：題名．誌名
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第 66回日本弱視斜視学会総会
第 35回日本小児眼科学会総会 合同学会

日　時：2010 年 7 月 2日（金），3日（土）
会　場：品川プリンスホテル　アネックスタワー 5階
　　　　108-8611　東京都港区高輪 4-10-30　TEL：03-3440-1111（代）
プログラム：招待講演，特別講演，シンポジウム，一般講演，ランチョンセミナー，講習会など
演題募集：2010 年 3 月 19 日（金）に〆切りました。
会　費：  （円）

当日登録 講習会

医師
会　員 15,000 3,000
非会員 17,000 3,000

コメディカル 会　員 10,000 2,000
非会員 12,000 2,000

学生   2,000 1,000

事前登録は 2010 年 5 月 10 日（月）に〆切りました。
事務局：第 66 回日本弱視斜視学会総会
　　　　　総会長：林　孝雄
　　　　　173-8605　東京都板橋区加賀 2-11-1　帝京大学医療技術学部視能矯正学科
　　　　　TEL：03-3964-1328　　FAX：03-3963-0303
　　　　第 35 回日本小児眼科学会総会
　　　　　総会長：杉山能子
　　　　　920-8641　金沢市宝町 13-1　金沢大学付属病院眼科
　　　　　TEL：0766-265-2000
問合先：第 66 回日本弱視斜視学会総会・第 35 回日本小児眼科学会総会　合同学会運営事務局
　　　　160-0017　東京都新宿区佐門町 16-1
　　　　株式会社日本旅行東京法人・コンベンション営業部
　　　　E-mail：japosba_2010@nta.co.jp

眼光学チュートリアルセミナー
― 眼科医・視能訓練士のための ―

会　期：2010 年 7 月 24 日（土）9：30 ～ 18：00
　　　　　　　　　　25 日（日）9：00 ～ 15：55　 2日間
本チュートリアルの趣旨と特長
　日本の QOV（quality of vision）は，眼光学に関心の深い眼科医，視能訓練士，理工系の研究者，それと関連
する企業の尽力により，世界的にみても高品位に保たれていますが，実際の臨床現場ではより深い眼光学の知識
を必要とする機会が多くなっています。そこで，知っておくべき，あるいは臨床で困ったときに役立つ光学知識
を，眼光学の観点からわかりやすく解説するセミナーを開催します。
　一昨年に引き続き，昨年も 130 名を超える参加をいただき，たいへん好評を博しました。本年度も，アンケー
ト結果を踏まえて更に眼科医，視能訓練士向けの内容としましたので，是非より多くの方のご参加をお待ちして
おります。

会　　　報
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昨年度のアンケートより（一部抜粋）
　・とても勉強になりました．同僚 ･後輩にも勧めたいと思います。来年も参加を希望します。
　・非常に内容の濃い，待ち望んでいたセミナーです。わからなかったことが解決できました。
　・テキスト以外に CDの配布は有難い。また内容も充実しておりもうー度読み直したい。
　・原理を知らずに使っている機器が多いので，オートレフなどの原理は参考になりました。
主　催：日本眼光学学会 ＆ ㈳日本オプトメカトロニクス協会（JOEM）
後　援：㈳日本視能訓練士協会
会　場：日本薬学会 長井記念館 地下 2階 長井記念ホール
　　　　（東京都渋谷区渋谷 2 - 12 - 15　渋谷駅下車 徒歩 8分）
参加費：日本眼光学学会会員：25,000 円　　　JOEM 会員：　25,000 円
　　　　視能訓練士：　　　　15,000 円　　　研修医／学生：15,000 円
　　　　一　　　般：　　　　30,000 円 　　　（テキスト代，消費税込）
申込期限：2010 年 7 月 16 日（金） （定員（150 名）になり次第締め切ります。）
申込方法：お申込みフォーム http://www.joem.or.jp/moushikomi.html をご利用下さい。
　　　　　お申込み受付後，JOEMから申込責任者様宛に受講票と請求書をご送付いたします。
申込先および問合せ先：㈳日本オプトメカトロニクス協会 

　　　　　　　　　　　105-0011　東京都港区芝公園 3-5-22
　　　　　　　　　　　TEL：03-3435-9321　FAX：03-3435-9567　E-mail：info@joem.or.jp

スケジュール：（下記のとおりですが多少の変更はご了承下さい）

日　時 科　　　目 講　義　内　容 講　師

7

月

24

日

9:30～9:45 オリエンテーション 不二門　尚

9:45～10:45 視力とコントラスト感度 視力 ,コントラスト感度 同上

10:50～11:35 他覚的屈折検査 オートレフ :測定原理，測定結果の意味するところ 小林克彦

11:45～13:05 屈折矯正
眼鏡処方における乱視性不等像の問題，動的検影法の
勧め，近視予防法の EBM（evidence-based medicine）

長谷部　聡

14:05～15:15 光学基礎（2）眼球光学 波面収差，PSF，コントラスト 大沼一彦

15:25～16:25 眼球前部形状の評価装置 ビデオケラト，波面センサー，シミュレーション 三橋俊文

16:40～18:00 眼球後部構造の評価装置 SLO，OCT，測定原理と使い方 石子智士

7

月

25

日

9:00～10:00 光学基礎（1）幾何光学 屈折 ･反射 ･収差，眼鏡レンズの種類 関谷尊臣

10:10～11:10 眼内レンズの光学 多焦点，トーリック，着色眼内レンズの原理／検査 根岸―乃

11:20～12:30
眼球構造の観察 ･治療装置
（眼底カメラ，眼科手術顕微鏡）

基本構造と最新テクノロジー，蛍光眼底撮影，
3D立体観察

野田　徹

13:30～14:30 眼科用レーザー光治療装置 レーザー光源，レーザー光の制御方法，生体との関係 山田　毅

14:45～15:55 ロービジョンエイドの光学 視覚補助具，屈折異常と拡大率 川瀬芳克

※ 詳細は JOEMホームページ U R L : http://www.joem.or.jp / をご覧下さい。

第 46回　日本眼光学学会総会
（眼科専門医制度認定番号 59070）

会　期：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
会　場：パシフィコ横浜　会議センター
　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL：045-221-2155
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プログラム：
特別講演：「天文学における補償光学：天文学から眼科学へ」（仮題） 家　正則（国立天文台）
招待講演：「屈折矯正と弱視」  Joseph M. Miller（The Univ of Arizona）
シンポジウム：
　1．眼光学の入門講座（視力・屈折検査編）
　2．セーフティドライビングに最適な視機能
　3．老視を考える
　4．視能矯正学と眼光学の融合
　5．誰でもわかる眼鏡講座（基礎と実践）
　6．誰でもわかるコンタクトレンズ講座（基礎と実践）
画像診断シンポジウム：「画像診断の基礎から臨床まで」（仮題）
学術奨励賞受賞講演：
一般講演，ランチョンセミナー，イブニングセミナー，器械展示，書籍展示

14th The IRSJ 2010

メインテーマ：屈折矯正のフロンティア「乱視と屈折・老視矯正」
特集講演：「屈折・老視矯正における乱視」
1．乱視の基礎知識と矯正（眼鏡・CL）
2．IOLによる乱視矯正と老視治療
3．角膜手術による乱視矯正（正乱視＆不正乱視）

招待講演：「乱視と高次収差の評価と矯正」 Joseph M. Miller（The Univ of Arizona）
1．眼光学の入門講座（視力・屈折検査編）

第 11回　眼科臨床機器研究会
（眼科専門医制度認定番号 12745）

炭酸ガスレーザーの眼科応用
一般講演（日本眼科医療機器協会会員企業を対象に募集）
OCTの新しい試み
演題募集：2010 年 6 月 3日（木）に〆切りました。

登録料： （円）

第 46 回日本眼光学学会総会事務局
＋ 14th The IRSJ 2010 第 11 回眼科臨床機器研究会

事前登録 当日登録 事前登録 当日登録

医師／教員／企業 10,000 13,000   4,000  5,000

コメディカル  6,000   8,000   3,000  4,000

※眼科臨床機器研究会に参加の方は第 46 回日本眼光学学会総会とは別に参加登録費が必要となります。
※郵便払込取扱票は「視覚の科学」および「日本の眼科」6月号（6/20 発行）に綴じ込みます。
※事前登録された方には，2010 年 8 月中旬頃に講演抄録集およびネームカードをご郵送致します。
※郵便払込取扱票の郵送を希望される方は，事務局までお問合せ下さい。
※事前登録用紙は１人 1枚の郵便払込取扱票をご利用下さい。
※事前登録料は，理由の如何にかかわらずご返金致しませんので，ご注意下さい。
事前登録〆切日：2010 年 7 月 15 日（木）消印有効
会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）
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主　催：北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻
　　　　228-8555　相模原市北里 1-15-1
　　　　TEL：042-778-8958　FAX：042-778-8958
ホームページ：http://46jsoo.jtbcom.co.jp

事務局：第 46 回日本眼光学学会総会事務局
　　　　㈱ジェイコム　コンベンション事業本部内
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105　Email：46jsoo@jtbcom.co.jp

学 会 会 合 案 内

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

7/8（木）～
7/9（金）

第35回　光学シンポジウム 東京大学
生産技術研究 An棟
コンベンションホール
（東京都 目黒区）

岡野　英明
株式会社　東芝　研究開発センター
TEL: 044-549-2329
FAX: 044-520-2057
E-mail: optsympo35@beetle.ocn.ne.jp 

URL: http://annex.jsap.or.jp/OSJ/meet/

symposium/

〆切りました。
2010.3.5

7/23（金）～
7/26（月）

Asia Pacific Conference 

on Vision（APCV）2010
Taipei, Taiwan APCV2010 Organization Committee

Ms. Karina Liao

TEL: +886-2-3366-3954 / +886-2-3366-4462
FAX: +886-2-2362-9909
E-mail: apcv2010@ntu.edu.tw

7/26（月）～
7/29（木）

13th International Myopia

Conference 2010
Neue Aula Tübingen,

Germany

Prof. Dr. rer. nat. Frank Schaeffel

E-mail: imc2010@klinikum.uni-

tuebingen.de

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

8/2（月）～
8/3（火）

日本視覚学会 2010
夏季大会

東京工業大学
すずかけ台キャンパス
すずかけホール
（横浜市 緑区）

日本視覚学会 2010 年夏季大会
ヘルプデスク
〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場
4-4-19
㈱国際文献印刷社内
FAX: 03-3368-2869
E-mail: vision-webpost@bunken.co.jp

〆切りました。
2010.5.31

8/22（日）～
8/26（木）

European Conference on 

Visual Perception（ECVP）
Lausanne, Switzerland Prof. Michael Herzog

E-mail: michael.herzog@epfl .ch

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

9/14（火）～
9/17（金）

2010 年応用物理学会
秋季講演会

長崎大学（長崎県 長崎市） ㈳応用物理学会
TEL: 03-3238-1041 ㈹
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp

URL: http://www.jsap.or.jp

〆切りました。
2010.6.13

10/16（土）～
10/19（火）

AAO Joint Meeting with

the Middle East Africa

Council of Ophthalmology

（MEACO）

McCormick Place

2301 S. Lake Shore Drive,   

Chicago, IL, USA

General questions: meetings@aao.org

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

annual_meeting/ chicago.cfm

〆切りました。
2010.4.13
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

10/22（金）～
10/24（日）

OSA Fall Vision Meeting 

2010
University of Rochester, 

NY, USA

URL: http://www.cvs.rochester.edu/

fvm_2010/
2010.8.7

10/24（日）～
10/28（木）

Frontiers in Optics 2010
（OSA）

Rochester, NY,  USA General Attendee Information

c/o OSA Customer Service - FiO/LS

Management

E-mail: custserv@osa.org

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

〆切りました。
2010.5.25

11/8（月）～
11/10（水）

Optics & Photonics Japan

2010
中央大学駿河台記念館
（東京都 千代田区）

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

2010.7.30

11/11（木）～
11/14（日）

第64回日本臨床眼科学会
総会

神戸国際会議場 /

神戸国際展示場 /

神戸ポートピアホテル
（神戸市）

株式会社 JTBコミュニケーションズ
（旧社名：株式会社ジェイコム）
コンベンション事業局内
TEL: 06-6348-1391
FAX: 06-6456-4105
E-mail: 64ringan@jtbcom.co.jp

URL: http://64ringan.jtbcom.co.jp

〆切りました。
2010.6.16

2011/
1/22（土）～

1/27（木）

BiOS SPIE Photonics 

West

Moscone Center

San Francisco, CA, USA

Customer Service

E-mail: CustomerService@SPIE.org

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

2010.7.12

2011/
1/28（金）～

1/30（日）

第 34 回日本眼科手術学会
総会

国立京都国際会館
（京都市 左京区）

株式会社コングレ
TEL: 03-6229-2555
FAX: 03-6229-2556
E-mail: jsos2011@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jsos2011/

2011/
3/24（木）～

3/27（日）

2011 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

2011/
5/6（金）～

5/11（水）

Vision Sciences Society 

11th Annual Meeting

Naples Grande Hotel

475 Seagate Drive Naples 

FL, USA

Vision Sciences Society

E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org

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

meeting.html

2011/
5/12（木）～

5/15（日）

第114回日本眼科学会総会 東京国際フォーラム
（東京都 千代田区）

株式会社コングレ
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: 2011jos@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jos2011/

2011/
5/16（日）～

5/21（金）

CLEO/IQEC 2011 Baltimore Convention

Center

Baltimore, Maryland,

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。
事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

〒




