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(57)【要約】
【課題】　両眼視機能検査で使用される赤フィルタ／緑
フィルタの波長特性が異なっている場合でも、赤／緑の
両眼視機能検査視標を左右で分離して見ることができ、
検査をより正確に行う。
【解決手段】　視力値視標及び赤／緑の両眼視機能検査
視標を含む検査視標を選択する視標選択手段を備え、選
択された検査視標をカラーのディスプレイに表示する視
標呈示装置において、検査視標の色調整データを記憶す
る記憶手段であって、赤／緑の両眼視機能検査視標に関
する色調整データを複数個記憶する記憶手段と、赤／緑
の両眼視機能検査視標に関する複数個の色調整データか
ら一つを選択する色調整選択手段と、視標選択手段によ
り赤／緑の両眼視機能検査視標が選択されたときは、色
調整選択手段により選択された色調整データに基づいて
赤／緑の両眼視機能検査視標をディスプレイに表示させ
る表示制御手段と、を備える。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
視力値視標及び赤／緑の両眼視機能検査視標を含む検査視標を選択する視標選択手段を備
え、選択された検査視標をカラーのディスプレイに表示する視標呈示装置において、
検査視標の色調整データを記憶する記憶手段であって、前記赤／緑の両眼視機能検査視標
に関する色調整データを複数個記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された前記赤／緑
の両眼視機能検査視標に関する複数個の色調整データから一つを選択する色調整選択手段
と、前記視標選択手段により前記赤／緑の両眼視機能検査視標が選択されたときは、前記
色調整選択手段により選択された色調整データに基づいて前記赤／緑の両眼視機能検査視
標を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする視標呈示
装置。
【請求項２】
請求項１の視標呈示装置において、前記赤／緑の両眼視機能検査視標は、赤色視標部及び
色視標部が黒地背景に配置された黒地背景検査視標と、赤色視標部及び緑色視標部が白地
背景に配置された白地背景検査視標と、を含み、
前記記憶手段に記憶された前記赤／緑の両眼視機能検査視標に関する色調整データは、前
記黒地背景検査視標用に設定された色調整データと白地背景検査視標用に設定された色調
整データを持つことを特徴とする視標呈示装置。
【請求項３】
請求項１又は２の視標呈示装置において、前記赤／緑の両眼視機能検査視標は、赤色視標
部及び緑色視標部に加えて白地視標部を持つ検査視標を含み、前記記憶手段に記憶された
前記赤／緑の両眼視機能検査視標に関する複数個の色調整データには前記赤色視標部及び
緑色視標部の輝度を変化させたデータに加え、前記白地視標部の輝度を変化させたデータ
が含まれることを特徴とする視標呈示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の屈折力及び両眼視機能検査を検査するための検査視標を呈示する視
標呈示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視標呈示装置としては、ディスクに描かれた検査視標を背後からハロゲンランプ等の光
源により照明し、５ｍ等の遠方の検査距離に置かれたスクリーンに検査視標を投影するタ
イプの他、カラー液晶等のディスプレイを持つタイプの視標呈示装置が知られている（例
えば、特許文献１、２参照）。
　視標呈示装置による呈示される検査視標には、屈折力検査に使用される視力値視標（図
１参照）及び過矯正を検査するためのレッド・グリーン視標の他、斜位検査、融像検査、
立体視検査等のように、左右の眼でそれぞれ異なる視標を見させることにより、両眼視機
能を検査するための検査視標が用意されている。両眼視機能検査視標には、被検者の片方
の眼前に赤フィルタを配置し、もう片方の眼前に緑フィルタを配置した状態で、左右の眼
で異なる視標が呈示されるようにした赤／緑の両眼視機能検査視標がある。
【０００３】
　図３は、融像及び眼の抑制を検査するために使用されるウォース４点視標の例である。
図３（ａ）において、ウォース４点視標１００は、黒字の背景１０１の中に、上側に配置
された赤色の丸視標部１０２と、左側及び右側に配置された緑色の丸視標部１０３，１０
４と、下側に配置された白色の丸視標部１０３と、により構成されている。この検査視１
００を右眼の眼前に配置された赤フィルタを介して見ると、図３（ｂ）のように、赤色の
丸視標部１０２及び白色の丸視標部１０５は赤色で視認される。一方、緑色の丸視標部１
０３，１０４は、そこから緑色光が赤フィルタでカットされるため、黒色で視認され、黒
色の背景１０１の中に埋もれた状態となる。また、左眼の眼前に緑色フィルタを介して見
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ると、図３（ｃ）のように、赤色の丸視標部１０２は、そこから発した赤色光が緑フィル
タでカットされるため、黒色で視認され、黒色の背景１０１の中に埋もれた状態となる。
一方、緑色の丸視標部１０３，１０４及び丸視標部１０５は、緑色で視認される。このウ
ォース４点視標１００を両眼で見たとき、図３（ｂ）の状態で視認されるときは、左眼が
抑制されていると判定され、図３（ｃ）の状態で視認されるときは、右眼が抑制されてい
ると判定される。また、融像が正常の場合は、赤色の視標部１０２及び緑色の視標部１０
３，１０４が同時に視認されると共に、視標部１０５が交互に赤色／緑色に視認される。
　また、赤フィルタ及び緑フィルタを眼前に配置するために、左右の検査窓に赤フィルタ
及び緑フィルタを切換え配置可能な自覚式屈折力測定装置が使用されたり、赤フィルタ及
び緑フィルタを持つ赤緑眼鏡が使用されたりする。
【特許文献１】特表平５－１３０９７５号公報
【特許文献２】特開２００６－４２９７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、自覚式屈折力測定装置及び赤緑眼鏡等で使用される赤フィルタは、同じ赤色で
あってもその波長透過特性に違いがあることが分かった。緑フィルタについても波長透過
特性が異なることもある。これは、装置メーカによって異なる他、同一の装置メーカであ
っても赤フィルタ／緑フィルタにそれぞれにバラツキがある。このため、ある自覚式屈折
力測定装置又は赤緑眼鏡を使用したときに、緑色の視標部と赤色の視標部が左右眼で別々
に視認されず、一部が消えずに見えてしまう問題が分かった。例えば、図３の検査視標１
００の例では、赤フィルタを介して見たときに、図３（ｄ）のように、緑色の視標部１０
４，１０５が黒の背景１０１の中に同化せず、薄い緑色で見えてしまう場合があった。こ
のような場合、両眼視機能検査が正確に行えない。
【０００５】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、両眼視機能検査で使用される赤フィルタ／緑
フィルタの波長特性が異なっている場合でも、赤／緑の両眼視機能検査視標を左右で分離
して見ることができ、検査をより正確に行うことが可能な視標呈示装置を提供することを
技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　（１）　視力値視標及び赤／緑の両眼視機能検査視標を含む検査視標を選択する視標選
択手段を備え、選択された検査視標をカラーのディスプレイに表示する視標呈示装置にお
いて、検査視標の色調整データを記憶する記憶手段であって、前記赤／緑の両眼視機能検
査視標に関する色調整データを複数個記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された前記
赤／緑の両眼視機能検査視標に関する複数個の色調整データから一つを選択する色調整選
択手段と、前記視標選択手段により前記赤／緑の両眼視機能検査視標が選択されたときは
、前記色調整選択手段により選択された色調整データに基づいて前記赤／緑の両眼視機能
検査視標を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする。
（２）　（１）の視標呈示装置において、前記赤／緑の両眼視機能検査視標は、赤色視標
部及び色視標部が黒地背景に配置された黒地背景検査視標と、赤色視標部及び緑色視標部
が白地背景に配置された白地背景検査視標と、を含み、前記記憶手段に記憶された前記赤
／緑の両眼視機能検査視標に関する色調整データは、前記黒地背景検査視標用に設定され
た色調整データと白地背景検査視標用に設定された色調整データを持つことを特徴とする
。
（３）　（１）又は（２）の視標呈示装置において、前記赤／緑の両眼視機能検査視標は
、赤色視標部及び緑色視標部に加えて白地視標部を持つ検査視標を含み、前記記憶手段に
記憶された前記赤／緑の両眼視機能検査視標に関する複数個の色調整データには前記赤色
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視標部及び緑色視標部の輝度を変化させたデータに加え、前記白地視標部の輝度を変化さ
せたデータが含まれることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、両眼視機能検査で使用される赤フィルタ／緑フィルタの波長特性が異
なっている場合でも、赤／緑の両眼視機能検査視標を左右で分離して見ることができ、検
査をより正確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は視標呈示装置の概略構成図、図
２は視標呈示装置の制御ブロック図である。図１において、視標呈示装置７０の筐体前面
にはカラー液晶のディスプレイ（ＬＣＤ）７２と、リモコン４からの光信号を受信する受
信部７４が設けられている。また、視標呈示装置７０の筐体の下方にはスイッチ７３ａ～
７３ｄの４つのスイッチからなるファンクションスイッチ７３が設けられている。これら
ファンクションスイッチ７３はＬＣＤ７２上に条件設定画面を表示し、パラメータを設定
する際の操作部として使用される。
【００１０】
　ＬＣＤ７２の表示は制御部７５により制御される。ＬＣＤ７２の内部には多数の画素が
幾何学的に配列されており、さらに各画素は赤色、緑色、青色の特定の波長を透過させる
フィルタ（以下、ＲＧＢフィルタ）から構成されている。ＬＣＤ７２に表示する検査視標
の色調は、画素毎にＲＧＢフィルタをそれぞれ通過させる光量を制御部７５が制御するこ
とにより変えられる。制御部７５には、ファンクションスイッチ７３、メモリ７６が接続
されている。メモリ７６には、検査視標の構成データ及び検査視標の色調整（輝度、色合
い）の設定データが記憶されている。
【００１１】
　リモコン４は、検査視標を選択するための多数の検査視標選択スイッチ４ａと、選択さ
れた検査視標の情報を表示する表示器４ｂと、検査視標の選択信号を光信号で送信する送
信部４ｃとを備える。また、検査時に自覚式屈折力測定装置６０を使用するときは、その
操作ユニット５が制御部７５に接続される。自覚式屈折力測定装置６０は、左右の検査窓
６１Ｒ及び６１Ｌに矯正レンズ及び各種の光学素子を切換え配置する構成とされている。
【００１２】
　視標呈示装置７０のディスプレイ７２に表示される検査視標としては、屈折力検査のた
めの視力値視標、過矯正を確認するためのレッド・グリーン視標等の他、両眼視機能検査
にために赤色視標部及び緑視標部を含む赤／緑の両眼視機能検査視標（図３等を参照）が
用意されている。赤／緑の両眼視機能検査視標がディスプレイ７２に表示されたときは、
右眼側に赤フィルタ３０Ｒを、左眼側に緑フィルタ３０Ｇを配置した赤緑眼鏡３０が使用
される。また、自覚式屈折力検査装置６０を使用するときは、右眼の検査窓６１Ｒに赤フ
ィルタ３０Ｒが配置され、左眼の検査窓６１Ｌに緑フィルタ３０Ｇが配置される。各検査
窓への赤フィルタ３０Ｒ及緑フィルタ３０Ｇの切換え配置は、操作ユニット５の所定の操
作信号により行われる。
【００１３】
　図３及び図４は、赤／緑の両眼視機能検査視標の例を示す図である。図３においては、
融像及び眼の抑制を検査するためのウォース４点視標の例が示されている。図３（ａ）は
、ＬＣＤ７２の表示状態であり、ウォース４点視標１００は、黒字の背景１０１の中に、
上側に配置された赤色の丸視標部１０２と、左側及び右側に配置された緑色の丸視標部１
０３，１０４と、下側に配置された白色の丸視標部１０５と、により構成されている。こ
の検査視１００を右眼の眼前に配置された赤フィルタ３０Ｒを介して見ると、図３（ｂ）
のように、赤色の丸視標部１０２及び白色の丸視標部１０５は赤色で視認される。一方、
緑色の丸視標部１０３，１０４は、そこから緑色光が赤フィルタでカットされるため、黒
色で視認され、黒色の背景１０１の中に埋もれた状態となる。また、左眼の眼前に緑色フ
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ィルタを介して見ると、図３（ｃ）のように、赤色の丸視標部１０２は、そこから発した
赤色光が緑フィルタでカットされるため、黒色で視認され、黒色の背景１０１の中に埋も
れた状態となる。一方、緑色の丸視標部１０３，１０４及び丸視標部１０５は、緑色で視
認される。このウォース４点視標１００を両眼で見たとき、図３（ｂ）の状態で視認され
るときは、左眼が抑制されていると判定され、図３（ｃ）の状態で視認されるときは、右
眼が抑制されていると判定される。また、融像が正常の場合は、赤色の視標部１０２及び
緑色の視標部１０３，１０４が同時に視認されると共に、視標部１０５が交互に赤色／緑
色に視認される。また、これらの視標部の輝点が３つに見えたときは（図示を略す）、複
視であると判定される。
【００１４】
　また、図４は、斜位検査のための固視点付十字斜位視標の例である。図４（ａ）の固視
点付十字斜位視標１３０は、白地背景１３１の中央に配置された黒色の視標部である固視
点１３２と、赤色の視標部である左横線１３３Ｒと、同じく、赤色の視標部である下縦線
１３４Ｒと、緑色の視標部である上縦線１３５Ｇと、緑色の視標部である右横線１３６Ｇ
と、により構成されている。図４（ｂ）は、緑色フィルタ３０Ｇを介して斜位視標１３０
を見た場合を示す。この場合、白色背景１３１からの緑色光が緑フィルタ３０Ｇを通過す
るため緑色で見える。緑色の上縦線１３５Ｇ及び右横線１３６Ｇも、緑色光が緑フィルタ
３０Ｇを通過するため緑で見える。このため、上縦線１３５Ｇ及び右横線１３６Ｇについ
ては、背景１３１に同化して見えることになり、その形状を認識できなくなる。一方、赤
色の左横線１３３Ｒ及び下縦線１３４Ｒからの赤色光は、緑フィル３０Ｇを通過すること
ができず、被検者には黒色として認識される。
【００１５】
　図４（ｃ）は赤フィルタ３０Ｒを介して見た場合である。この場合、背景１３１は赤色
に見え、赤色の左横線１３３Ｒ及び下縦線１３４Ｒは背景１３１に同化して見えるため、
その形状を認識できなくなる。一方、緑色の上縦線１３５Ｇ及び右横線１３６Ｇは赤色光
を持たないため、その緑色光は赤フィルタ３０Ｒを通過することができず、被検者には黒
色で視認される。なお、黒色の固視点１３２は赤色成分及び緑色成分の両方を持たないの
で、図４（ｂ）及び図４（ｃ）の夫々において黒色として認識される。
【００１６】
　このように赤フィルタ３０Ｒと緑フィルタ３０Ｇを介して見える視標が異なるため、被
検者は融像視標となる固視点１３２を利用して斜位検査を行うことができる。正視眼の場
合は、図４（ｄ）に示すように、図４（ｂ）及び図４（ｃ）を合成した状態で見える。し
かし、例えば、被検眼に水平斜位がある場合は、上縦線１３５Ｇ及び右横線１３６Ｇと、
左横線１３３Ｒ及び下縦線１３４Ｒとが、横方向にずれて見える。
【００１７】
　このような赤／緑の両眼視機能検査視標を、ある自覚式屈折力測定装置６０に使用され
ている赤フィルタ３０Ｒ及び緑フィルタ３０Ｇを介して見たところ、図３の視標１００に
ついては、図３（ｄ）のように、緑色の視標部１０４，１０５が黒の背景１０１の中に同
化せず、薄い緑色で見えてしまう結果となった。また、図４の視標１３０については、赤
フィルタ３０Ｒと介して見た時、赤色の左横線１３３Ｒ及び下縦線１３４Ｒは背景１３１
の赤色に比べて明るい赤色で見え、背景１３１と差が感じられた。一方、緑色の上縦線１
３５Ｇ及び右横線１３６Ｇは、固視点１３２と同じ黒色でなく、やや緑色成分が含まれた
黒に見える結果であった。このように、背景に視標部が同化しない場合（視標部消えない
場合、両眼視機能検査の正確性が乏しくなる。
【００１８】
　図５（ａ）は、上記のような問題のあった装置６０で使用されていた赤フィルタ３０Ｒ
の波長透過特性を調べた結果である。図５（ｂ）は、上記の問題が生じていなかった装置
６０で使用されていた赤フィルタ３０Ｒの波長透過特性を調べた結果である。また、図６
は、ＬＣＤ２７の表示制御において、緑色のみを発光させたときの視感特性及び赤色のみ
を発光させたときの視感特性を調べた結果である。なお、ＬＣＤ２７に表示される視標の
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ＲＧＢは、それぞれの輝度レベルを０～レベル３１まで変更できるものとし、緑色の表示
のときは、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，３１，０）で表示させ、赤色の表示のときは、（Ｒ，
Ｇ，Ｂ）＝（３１，０，０）で表示させた。
【００１９】
　図５（ｂ）を見ると、波長６００ｎｍ以下の波長域では透過率がほぼ０％となっている
。これに対して、問題のあった赤フィルタ３０Ｒの波長透過特性の図５（ａ）を見てみる
と、波長５５０～６００ｎｍの波長域でも僅かであるが、光を透過する結果となっている
。一方、図６におけるＬＣＤ７２の緑色表示による視感特性を見てみると、５５０ｎｍ付
近をピークとして、波長６００ｎｍ付近まで視感特性を持つ結果となっている。このため
、問題のあった赤フィルタ３０Ｒでは、僅かであるが、緑色光を通過させてしまうため、
上記のような結果になったと推測される。特に、人眼の眼においては、緑色は赤色に比べ
て視感特性が高い（眼に感じられやすい）ことも影響している。
【００２０】
　なお、緑フィルタ３０Ｇの波長透過特性について、異なる装置６０又は赤緑眼鏡におい
ても今回は特に顕著な差がなかったが、緑フィルタ３０Ｇにも色々な特性があるため、装
置メーカが異なれば、赤色フィルタ３０Ｒと同様な問題が生じる可能性がある。
【００２１】
　上記のような問題に対応するために、本装置では、ＬＣＤ７２に表示する赤／緑の両眼
視機能検査視標について、その視標を構成する各視標部のＲＧＢの各輝度レベル（輝度又
は色合いの表示色）の設定値を複数段階に変化させた複数個の色調整データから１つを選
択する構成としている。ここでは、赤／緑の両眼視機能検査視標の表示色の選択として、
ＨｉｇｈモードとＬｏｗモードの２段階に切換えるものとして説明する。Ｈｉｇｈモード
は、図５（ｂ）の波長透過特性を持つ赤フィルタ３０Ｒ（問題の無かった赤フィルタ）用
に用意されたものである。Ｌｏｗモードは、図５（ａ）の波長透過特性を持つ赤フィルタ
３０Ｒ（上記の問題が生じた赤フィルタ）用に用意されたものである。このＨｉｇｈモー
ドとＬｏｗモードとの選択信号は、ファンクションスイッチ７３が持つスイッチ操作によ
り入力される。
【００２２】
　Ｈｉｇｈモードにおける各視標部のＲＧＢの各輝度レベル（色調整データ）は、次のよ
うに設定されている。なお、ＬＣＤ７２に表示させる各視標部のＲＧＢは、前述と同様に
、それぞれの輝度レベルを０～レベル３１まで変更できるものとしている。レベル３１が
最高輝度である。白地の背景及び白地の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（３１，３１，３１）
で設定され、緑色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，３１，０）は設定され、赤色の視標
部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（３１，０，０）で設定されている。なお、黒地の背景及び黒色の
視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，０）で設定されている。
【００２３】
　Ｌｏｗモードにおける各視標部のＲＧＢの輝度レベル（色調整データ）は、図３のウォ
ース４点視標のように、黒地背景に赤／緑の視標部を構成するタイプと、図４の十字斜位
視標のように、白地背景に赤／緑の視標部を構成するタイプと、により分かれている。
【００２４】
　まず、黒地背景のタイプは次のように設定されている。白地の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）
＝（１６，１６，１６）で設定され、緑色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，１３，０）
は設定され、赤色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（２５，０，０）で設定されている。黒地
の背景及び黒色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，０）のままである。
【００２５】
　このように、黒地背景のタイプでは、緑色の視標部（図３の視標部１０４，１０５）の
輝度を落とすことにより、図５（ａ）の赤フィルタ３０Ｒを通過する緑色光を減らすこと
ができ、黒の背景に同化しやすくなる。なお、緑色の視標部の輝度を落としたことに伴っ
て、緑フィルタ３０Ｇを介して見たときに緑色で見える白地の視標部の輝度バランスを取
るために、白地の視標部についての各ＲＧＢも全体的に輝度を落としている。また、赤色
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の視標部についても、緑色視標部の輝度とのバランスを取るために、その輝度を落として
いる。
【００２６】
　白地背景のタイプは次のように設定されている。白地の背景及び視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ
）＝（２８，２８，２８）で設定され、緑色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，２９，０
）で設定され、赤色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（３１，１５，１５）で設定されている
。黒地の背景及び黒色の視標部は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，０）のままである。
【００２７】
　このように、白地背景のタイプでは、赤色の視標部の表示に際して、Ｒ（赤）のみなら
ず、Ｇ（緑）及びＢ（青）の輝度も加えてその色合い（色調：ＲＧＢの配合）を変えてい
る。さらに、白地の背景及び視標部の輝度を全体的にやや落としている。これにより、図
４（ａ）の波長透過特性を持つ赤色フィルタ３０Ｒを介して赤色の視標部を見たときに、
赤色で見える背景の中に赤色の視標部が同化しやすくなる。また、赤色の視標部の見え方
が薄くなったことに伴い、緑色の視標部の輝度をやや落とすことにより、両者のバランス
を取るようにしている。
【００２８】
　以上のようなＨｉｇｈモード／Ｌｏｗモードにおける各視標部のＲＧＢ輝度レベルの設
定値（色調整データ）は、予めメモリ７６に記憶されている。
【００２９】
　図７は、Ｈｉｇｈモード／Ｌｏｗモードの切換え対象の検査視標一覧を示した図である
。Ｈｉｇｈモード／Ｌｏｗモードの切換え対象となる赤／緑の両眼視機能検査視標として
は、前述の検査視標の他、固視点を持たないタイプの十字斜位視標、不等像視視標、斜位
検査用のクロスリング視標、回旋斜位視標、立体視視標等が用意されている。図７におい
て、Ｈｉｇｈ／Ｌｏｗモードの切換え対象の視標には「１」、除外される視標には「０」
が設定され、この設定はメモリ７６に記憶されている。なお、十字斜位視標、不等像視視
標、回旋斜位視標については、ファンクションスイッチ７３を操作することによりＬＣＤ
７２に表示されるパラメータ設定画面で、白地背景タイプと黒地背景タイプを選択可能で
ある。立体視視標は白地背景タイプとして用意されている。
【００３０】
　ここで、赤色及び緑色の表示を含む視標として、図８に示されるような、屈折力検査時
に過矯正を検査するためのレッド・グリーン視標１４０がある。このレッド・グリーン視
標１４０は、左側の赤色背景１４１Ｒの中に形成された文字や記号からなる黒色視標部１
４２ａと、右側の緑色背景１４１Ｇの中に形成された文字や記号からなる黒色視標部１４
２ｂと、により構成されている。この視標１４０を使用した検査では、赤色背景１４１Ｒ
の中の黒色視標部１４２ｂと緑色背景１４１Ｇの中の黒色視標部１４２ｂとの鮮明度を比
較し、両者が同じように見えるかにより、過矯正になっていないかを検査する。この検査
視標は赤色と緑色を含むが、この視標は赤フィルタ３０Ｒ及び緑フィルタ３０Ｇを使用し
た検査でないので、Ｈｉｇｈモード／Ｌｏｗモードによる視標の輝度（色合い）の切換え
対象から除外されている。すなわち、レッド・グリーン視標１４０を表示する際は、その
表示色であるＲＧＢの各輝度が予め設定された所定の設定値としてメモリ７６に予め記憶
されたものが、制御部７５により呼び出され、ＬＣＤ７２に表示される。同種の検査視標
として、偏光レッド・グリーン視標がある。また、視力値視標についても同様に、その表
示色であるＲＧＢの各輝度が予め設定され、メモリ７６に記憶されている。
【００３１】
　なお、レッド・グリーン視標１４０のＲＧＢの各輝度レベル（色調整データ）は、次の
ように設定されている。赤色背景１４１Ｒは（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（３１，０，０）で設定さ
れ、緑色背景１４１Ｇは（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，３１，０）は設定され、黒色視標部１４
２ｂは（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，０）で設定されている。また、視力値視標（図１参照
）は、白地背景にランドルト環の黒視標で構成され、白地背景は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（３１
，３１，３１）で設定され、黒視標は（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，０）で設定されている
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。
【００３２】
　次に、ＬＣＤ７２に表示させる赤／緑の両眼視機能検査視標をＬｏｗモードに変更する
手順について説明する。ファンクションスイッチ７３のいずれか押されると、図９に示す
ように、ＬＣＤ７２の画面上にパラメータ設定画面８０が表示される。パラメータ設定画
面８０には、装置のいろいろなパラメータを設定する項目８２がある。画面８０の下方に
は操作条件８４が表示されており、各操作条件８４ａ～８４ｄはそれぞれファンクション
キー７３のスイッチ７３ａ～７３ｄに対応しており、ここではＵＰキー８４ａはスイッチ
７３ａ、ＤＯＷＮキー８４ｂはスイッチ７３ｂ、画面変更キー８４ｃはスイッチ７３ｃ、
ＣＨＡＮＧＥキー８４ｄはスイッチ７３ｄに夫々対応している。
【００３３】
　ここで、ＵＰキー８４ａとＤＯＷＮキー８４ｂの操作により、カーソル８１ａを「Ｂｒ
ｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｒ／Ｇ」に合わせ、ＣＨＡＮＧＥキー８４ｄを押して表示を「Ｌｏｗ
」に変更する。その後、ＤＯＷＮキー８４ｂで、カーソル８１ａを「ＥＸＩＴ」８３に合
わせ、ＣＨＡＮＧＥキー８４ｄを押して設定画面を終了すると、Ｌｏｗモードへの設定変
更が完了する。これにより、複数の赤／緑の両眼視機能検査視標が一括してＬｏｗモード
に切り換えられる。
【００３４】
　Ｌｏｗモードに切り換えなくても良い赤フィルタ／緑フィルタの場合は、Ｈｉｇｈモー
ドにして使用する。Ｈｉｇｈモードで使用できれば、例えば、図３の視標１００において
は、赤フィルタを介した時の視標部１０２及び１０５は明るい赤色で見え、緑フィルタ３
０Ｇを介したときの視標部１０３，１０４及び視標部１０５が明るい緑色で見えるため、
両者の違いが明確になる。これにより、検査の正確性が向上する。
【００３５】
　実際の検査において、リモコン４のスイッチ４ａにより検査視標を選択すると、その選
択信号は送信部４ｃ、受信部７４を経て制御部７５に入力される。制御部７５は、検査視
標の選択信号に基づいてメモリ７６から選択された検査視標の構成データを呼び出すと共
に、選択された検査視標の色調整データを呼び出す。ここで、検査視標として赤／緑の両
眼視機能検査視標が選択された場合は、さらにＨｉｇｈモード／Ｌｏｗモードの選択信号
に基づいて、その選択されたモードに対応する色調整データを呼び出す。そして、制御部
７５は、呼び出した検査視標の構成データ及び色調整データに基づいて検査視標をＬＣＤ
７２に表示させる。赤／緑の両眼視機能検査視標以外の視力値検査視標、レッド・グリー
ン視標１４０等がスイッチ４ａにより選択された場合は、Ｈｉｇｈモード／Ｌｏｗモード
の選択は関係ないので、制御部７５はそれぞれに対応した所定の色調整データをメモリ７
６から読み出し、その検査視標をＬＣＤ７２に表示させる。
【００３６】
　上記の実施形態は種々の変容が可能である。例えば、上記のＬｏｗモードにおける各視
標部のＲＧＢの輝度レベルは、予め装置メーカにより設定されているものであるが、別の
メーカの赤フィルタ／緑フィルタがある場合は、これに合わせて検者が変更出来る。この
場合、まず前述のようにパラメータ設定画面８０を表示させ、その中の「Ｂｒｉｇｈｔｎ
ｅｓｓ　Ｒ／Ｇ」を選択し、ＣＨＡＮＧＥキー８４ｄでＬｏｗモードを選択する。ここで
はＬｏｗモードにはメーカが予め設定した条件が登録されているため、検者は条件の修正
変更を行う。
【００３７】
　Ｌｏｗモードを選択した状態でスイッチ７３ｃを長押しすると、図１０（ａ）に示す白
色背景の場合の確認画面９０ａ（以下、確認画面（白）９０ａ）又は、図１０（ｂ）に示
す黒色背景の場合の確認画面９０ｂ（以下、確認画面（黒）９０ｂ）が表示され、確認画
面（白）９０ａ及び確認画面（黒）９０ｂ上には夫々Ｌｏｗモード設定画面８５が表示さ
れている。なお、確認画面（白）９０ａと確認画面（黒）９０ｂのどちらが表示されるか
は、設定画面８５上でのカーソル８１ｂの位置により決定する。
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【００３８】
　Ｌｏｗモード設定画面８５は、背景が白色の場合の条件設定画面８５ａ（以下、設定画
面（白）８５ａ）と、背景が黒色の場合の条件設定画面８５ｂ（以下、背景設定画面（黒
）８５ｂ）から構成されており、各画面の上方には背景の色の文字表示８６が明記されて
いる。設定画面（白）８５ａ及び設定画面（黒）８５ｂには夫々条件設定項目８７ａ及び
８７ｂが設けられており、ＬＣＤ７２のＲＧＢの各輝度レベルを設定できる。輝度レベル
はカーソル８１ｂを次の位置に移動させるＵＰキー８９ａに対応するスイッチ７３ａ、１
つ前の位置に移動させるＤＯＷＮキー８９ｂに対応するスイッチ７３ｂを操作して、カー
ソル８１ｂを移動させ、ＲＧＢフィルタの輝度入力欄８８のＲ、Ｇ、Ｂのいずれかを選択
する。その後、プラスキー８９ｃに対応するスイッチ７３ｃとマイナスキー８９ｄに対応
するスイッチ７３ｄを操作し、輝度レベルを所望の値になるように調整する。
【００３９】
　ここで、図１０（ａ）の確認画面（白）が表示されている場合は、検者は赤フィルタ３
０Ｒ／緑フィルタ３０Ｇを介して、９１ａの赤色画面、９２ａの緑色画面、９３ａの白色
画面、９４ａの黒色画面の見え方を確認する。図１０（ｂ）が表示されている場合も同様
に９１ｂの赤色画面、９２ｂの緑色画面、９３ｂの黒色画面、９４ｂの白色画面を、赤フ
ィルタ３０Ｒ／緑フィルタ３０Ｇを介して確認する。赤色の視標部／緑色の視標部の消え
が悪い時は、前述の方法により輝度を再入力し、赤フィルタ３０Ｒ／緑フィルタ３０Ｇを
介して見え具合を再確認する。輝度の入力が完了したら、スイッチ７３ｃを長押しして設
定を記憶する。その後、ＥＸＩＴ９５にカーソル８１ａを移動し、スイッチ７３ｄを押し
て設定画面を終了する。
【００４０】
　このように検者は赤フィルタ３０Ｒ／緑フィルタ３０Ｇを介して赤色の視標部／緑色の
視標部の見え具合を確認しながら、輝度等の色調整を行うことができるので、赤フィルタ
３０Ｒ／緑フィルタ３０Ｇの特性に違いに応じて、赤／緑の両眼視機能検査視標を適切な
見え方に変更できる。
【００４１】
　また、赤／緑の両眼視機能検査視標の輝度、色合い等の色調整の変更は、Ｈｉｇｈ／Ｌ
ｏｗモードの２パターンだけではなく、Ｈｉｇｈ／Ｍｉｄｄｌｅ／Ｌｏｗモードのように
３段階、輝度の強さに応じて５～１の５段階というように、１つの項目に複数の輝度条件
を登録できるようにしても良い。
【００４２】
　また、赤／緑の両眼視機能検査視標の輝度、色合い等の色調整の設定変更は、複数のも
のについて一括して適用されるものとしたが、検者が視標毎に変更したものをメモリ２４
に登録できるようにしてもよい。
【００４３】
　また、上記では赤フィルタ／緑フィルタの特性が異なることに伴って、赤／緑の両眼視
機能検査視標の輝度等を変えるものとしたが、視標呈示装置が置かれる環境に応じて視標
の輝度を含む色調整を切換えても良い。例えば、視標呈示装置が置かれる部屋が明るい場
合と暗い場合（暗室）では、赤色と緑色の明るさの感じ方が異なってくるので、それに応
じて赤／緑の両眼視機能検査視標の色合い／輝度などの色調整を切換え可能とすると良い
。さらに、明るさの検知センサを設け、検知された明るさに基づいて制御部７５がＬＣＤ
７２の表示色を変化させるよう構成すると都合が良い。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】視標呈示装置の概略構成図である。
【図２】視標呈示装置の制御ブロック図である。
【図３】赤／緑の両眼視機能検査視標の例を示す図である。
【図４】赤／緑の両眼視機能検査視標の例を示す図である。
【図５】赤フィルタの波長透過特性を示す図である。
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【図６】ＬＣＤの表示において、緑色のみを発光させたときの視感特性及び赤色のみを発
光させたときの視感特性を示す図である。
【図７】Ｈｉｇｈモード／Ｌｏｗモードの切換え対象の検査視標一覧である。
【図８】屈折力検査時に過矯正を検査するためのレッド・グリーン視標の例である。
【図９】ＬＣＤに表示されるパラメータ設定画面の図である。
【図１０】Ｌｏｗモードにおける各視標部の色調整の設定値を変更する場合に使用する画
面例である。
【符号の説明】
【００４５】
　４　リモコン
　４ａ　検査視標選択スイッチ
　３０Ｒ　赤フィルタ
　３０Ｇ　緑フィルタ
　６０　自覚式屈折力測定装置
　７０　視標呈示装置
　７２　ディスプレイ（ＬＣＤ）
　７３　ファンクションスイッチ
　７５　制御部
　７６　メモリ
　１００　ウォース４点視標
　１３０　固視点付十字斜位視標

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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