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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視覚ないし視覚の一部を人工的に生成する眼内埋め込み型の視覚刺激装置において、入
射光を光電変換して網膜部位に刺激信号を与える画素回路と、該画素回路に電力を供給す
る電力供給回路とを具備し、前記画素回路は、入射光を電気信号に変換する受光素子と、
該受光素子からの出力電気信号を電圧又は電流のパルス信号に変換すると共に，前記出力
電気信号の大きさに応じた周波数を持つパルス信号に変換して出力するパルス変換回路と
、該パルス変換回路からの出力パルス信号を更に両極性のパルス信号に変換する波形整形
回路とを備え、網膜部位に電極を介してパルス信号を与えることを特徴とする眼内埋め込
み型視覚刺激装置。
【請求項２】
　請求項１の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変換回路は、前記受光素
子へのバイアス電圧を制御する電圧制御回路と、前記受光素子からの出力電気信号を電圧
又は電流のパルス信号に変換するパルス回路であって，前記受光素子の電圧を入力電圧と
したインバータ又はシュミットトリガを有するパルス回路と、該パルス回路からの出力パ
ルス信号を前記電圧制御回路に結合する結合回路であって，前記パルス回路の最終段出力
を前記電圧制御回路へフィードバックする結合回路と、を備えることを特徴とする眼内埋
め込み型視覚刺激装置。
【請求項３】
　請求項２の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記電圧制御回路は、抵抗とコンデ
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ンサよりなり、前記抵抗はパルス信号の最終段出力と前記受光素子の間に直列に挿入され
、前記コンデンサは前記受光素子と並列に挿入されていることを特徴とする眼内埋め込み
型視覚刺激装置。
【請求項４】
　請求項３の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記抵抗をトランジスタとし、その
抵抗値を可変としたことを特徴とする眼内埋め込み型視覚刺激装置。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかの眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記波形整形回路は
、前記パルス変換回路からの出力パルス信号を微分波形として出力させる微分回路を持つ
ことを特徴とする眼内埋め込み型視覚刺激装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変換回路は
、前記受光素子からの出力電気信号の大きさが第１基準値以下の領域とその第１基準値よ
り大きな第２基準値以上の領域ではそれぞれ一定の周波数に制限すると共に、両者の間の
領域ではその出力電気信号の大きさに応じた周波数のパルス信号に変換する周波数制限回
路を持つことを特徴とする眼内埋め込み型視覚刺激装置。
【請求項７】
　請求項６の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変換回路は、さらに、前
記受光素子からの出力電気信号の大きさが第１基準値以下の領域と第２基準値以上の領域
ではその出力電気信号の大きさに対応してパルス振幅を変化させ、両者の間の領域では出
力パルス信号の振幅をほぼ一定に保つ振幅変調回路を持つことを特徴とする眼内埋め込み
型視覚刺激装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、視覚を人工的に生成する眼内埋め込み型の視覚刺激装置に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
従来の眼内埋め込み型視覚刺激装置は、光電変換のみを行う受光素子を２次元アレイ状に
配置して網膜下部に埋め込み、眼外からの入射光を光電変換後電気信号で網膜部位を刺激
し、人工的に視覚を得ようとするものでる。
【０００３】
図５は、特表平１１－５０６６６２号公報記載のマイクロフォトダイオードを等価回路で
示したものである。図５において、pinフォトダイオード１０１，１０４は、Ｐ側は可視
光に、Ｎ側は近赤外光に応答するようフィルターがそれぞれ入っている。また、入射光１
０７に対してＮ側が受光面となるpinフォトダイオード１０１と、Ｐ側が受光面になるpin
フォトダイオード１０４がペアになっている。
【０００４】
上記のように構成された従来の眼内埋め込み型視覚刺激装置においては、まず、入射光１
０７はpinフォトダイオード１０１，１０４で光電変換され、電子・正孔対が発生するこ
とで光電流となる。光電流の方向はＰ側より流れ出る方向のためpinフォトダイオード１
０１のＮ側電極１０３からは負電流、pinフォトダイオード１０４のＰ側電極１０６から
は正電流という正負両極（以下では、両極を双極ともいう）の電流刺激がこのペアダイオ
ードで得られる。従って、電極１０３と１０６をペアで網膜部位に配置することで双極性
の刺激を与えることが可能となる。実際には、この従来例では外部で発生させた近赤外光
を適当なタイミングで網膜面に入射させ、画像情報からの可視光入力１０７と組み合わせ
ることで、正負両極性電流を発生させ、生体組織の劣化を防止するようにしている。その
ため、pinフォトダイオード１０１に近赤外線用フィルターが装着してある。そしてこの
ような構造のフォトダイオードペアを2次元上に配置することで外界の画像情報を網膜面
への刺激パターンとするものである。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
図５に示した従来例において、入射光強度をPとし、pinフォトダイオード１０１のＰ側電
極１０２とＮ側電極１０３との間に流れる光電流Iphとし、この眼内埋め込みのフォトダ
イオードの通常の室内光下（照度Ｅo=1,000ルクス程度）での特性を考える。眼球をレン
ズと考えた場合、焦点距離F=6mm、有効口径D=8mmとすると、F値は、F=f/D=2.0となる。こ
の時網膜面での照度Eは、物体の反射率R=1.0、眼球の透過率T=1.0とすると、
【０００６】
【数１】

【０００７】
よりE=60ルクス程度となる。従って、フォトダイオードの受光面積を先の公報の場合の20
 x 20μm2としたとき、フォトダイオードに入射する光量Pは、1ルクスが波長550nmの光に
対しては0.14μW/cm2であることから、P=30pW程度となる。フォトダイオードの受光感度S
=0.1A/Wとすると、光電流はIph=PS=3pA程度となり極めて微小な電流しか発生しないこと
が分かる。刺激に必要な電荷量は100 nC/cm2以上といわれているので、必要な刺激時間は
0.1秒となり現実的ではない。また、正負両極の電流出力を得るために2つのフォトダイオ
ードを必要とし、できるだけ小型化が要求される埋め込み型装置にとっては不利である。
【０００８】
また、この従来例では眼内に埋め込んだ回路だけではパルス信号を発生することができず
、パルス信号の発生とその変調のためには、外部で発生させた赤外光を眼内に入射させる
装置が必要であるという欠点があった。
【０００９】
本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、高感度かつ小型で
低消費電力の眼内埋め込み型視覚刺激装置を提供することを技術課題としている。
また、簡単な構成で両極性のパルスを発生できる眼内埋め込み型視覚刺激装置を提供する
ことを技術課題としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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。
【００１１】
（１）　視覚ないし視覚の一部を人工的に生成する眼内埋め込み型の視覚刺激装置におい
て、入射光を光電変換して網膜部位に刺激信号を与える画素回路と、該画素回路に電力を
供給する電力供給回路とを具備し、前記画素回路は、入射光を電気信号に変換する受光素
子と、該受光素子からの出力電気信号を電圧又は電流のパルス信号に変換すると共に，前
記出力電気信号の大きさに応じた周波数を持つパルス信号に変換して出力するパルス変換
回路と、該パルス変換回路からの出力パルス信号を更に両極性のパルス信号に変換する波
形整形回路とを備え、網膜部位に電極を介してパルス信号を与えることを特徴とする。
（２）　（１）の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変換回路は、前記受
光素子へのバイアス電圧を制御する電圧制御回路と、前記受光素子からの出力電気信号を
電圧又は電流のパルス信号に変換するパルス回路であって，前記受光素子の電圧を入力電
圧としたインバータ又はシュミットトリガを有するパルス回路と、該パルス回路からの出
力パルス信号を前記電圧制御回路に結合する結合回路であって，前記パルス回路の最終段
出力を前記電圧制御回路へフィードバックする結合回路と、を備えることを特徴とする。
（３）　（２）の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記電圧制御回路は、抵抗とコ
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ンデンサよりなり、前記抵抗はパルス信号の最終段出力と前記受光素子の間に直列に挿入
され、前記コンデンサは前記受光素子と並列に挿入されていることを特徴とする。
（４）　（３）の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記抵抗をトランジスタとし、
その抵抗値を可変としたことを特徴とする。
（５）　（２）～（４）のいずれかの眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記波形整
形回路は、前記パルス変換回路からの出力パルス信号を微分波形として出力させる微分回
路を持つことを特徴とする。
（６）　（１）～（５）のいずれか眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変
換回路は、前記受光素子からの出力電気信号の大きさが第１基準値以下の領域とその第１
基準値より大きな第２基準値以上の領域ではそれぞれ一定の周波数に制限すると共に、両
者の間の領域ではその出力電気信号の大きさに応じた周波数のパルス信号に変換する周波
数制限回路を持つことを特徴とする。
（７）　（６）の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、前記パルス変換回路は、さらに
、前記受光素子からの出力電気信号の大きさが第１基準値以下の領域と第２基準値以上の
領域ではその出力電気信号の大きさに対応してパルス振幅を変化させ、両者の間の領域で
は出力パルス信号の振幅をほぼ一定に保つ振幅変調回路を持つことを特徴とする。
【００１２】
（１２）　（１）の電力供給回路は、外部と物理的に接続された配線から電力を供給する
構成、あるいは外部からの電磁波ないしは人体の熱からの発電により電力を供給する構成
としたことを特徴とする。
（１３）　（１）のパルス変換回路は、前記受光素子からの出力電気信号の大きさが第１
基準値以下の領域とその第１基準値より大きな第２基準値以上の領域ではそれぞれ一定の
周波数に制限すると共に、両者の間の領域ではその出力電気信号の大きさに応じた周波数
のパルス信号に変換する周波数制限回路を持つことを特徴とする。
（１４）　（１３）のパルス変換回路は、さらに、前記受光素子からの出力電気信号の大
きさが第１基準値以下の領域と第２基準値以上の領域ではその出力電気信号の大きさに対
応してパルス振幅を変化させ、両者の間の領域では出力パルス信号の振幅をほぼ一定に保
つ振幅変調回路を持つことを特徴とする。
（１５）　（１３）の周波数制限回路は、前記受光素子へのバイアス電圧を制御する電圧
制御回路と、前記受光素子の電圧を入力電圧とした奇数個のインバータ又はシュミットト
リガと、該インバータ又はシュミットトリガからの出力パルス信号を前記電圧制御回路に
結合する結合回路とを備え、前記受光素子に対する充電用リーク源と放電用リーク源の調
整により下限の周波数を設定し、前記インバータ又はシュミットトリガの前後に周波数フ
ィルタを設けることにより上限の周波数を設定する構成としたことを特徴とする。
（１６）　（１）の眼内埋め込み型視覚刺激装置において、さらに予め定められた電気刺
激波形を記憶する波形メモリと、前記パルス変換回路からのパルス信号の出力を得て前記
波形メモリから電気刺激波形を読み出すタイミング制御回路と、を備えることを特徴とす
る。
（１７）　（１６）の波形メモリは、任意の電気刺激波形を記憶可能に構成されているこ
とを特徴とする。
（１８）　視覚ないし視覚の一部を人工的に生成する眼内埋め込み型の視覚刺激装置にお
いて、入射光を光電変換して網膜部位に刺激信号を与える画素回路と、該画素回路に電力
を供給する電力供給回路とを具備し、前記画素回路は、入射光を電気信号に変換する受光
素子と、該受光素子からの出力電気信号をその大きさに応じた電圧又は電流のパルス信号
に整形するパルス整形回路とを備え、網膜部位に電極を介してパルス信号を与えることを
特徴とする。
（１９）　（１８）のパルス整形回路は、予め与えられた周波数のパルス信号の振幅を前
記受光素子からの出力電気信号の大きさに応じた振幅に変える回路と、出力するパルス信
号を振幅の絶対値が同じで極性が逆の両極性のパルス信号に変調する回路を含むことを特
徴とする。
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（２０）　（１８）のパルス整形回路は、予め与えられた周波数のパルス信号を出力する
と共に、前記受光素子からの出力電気信号の大きさに応じて所定時間内に含まれるパルス
信号数を変える回路を含むことを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例を図に基づいて説明する。
（実施例１）
図１は実施例１の視覚刺激装置を説明するための回路構成を示したものである。１は受光
した光を電気信号に変換するフォトダイオード、２はフォトダイオードの寄生容量、４は
フォトダイオードＮ側、５はフォトダイオード１へのバイアス電圧を制御するためのリセ
ットトランジスタ、６はリセットトランジスタ用のバイアス電源、７はフォトダイオード
Ｐ側電源を示す。８はフォトダイオード１の電圧を入力としたインバータ列であり、本実
施例では３個のインバータ８ａ，８ｂ，８ｃを奇数個直列接続している。１１は出力段の
インバータ８ｃとリセットトランジスタ５とを結ぶフィードバック経路、１２はインバー
タ列用正電源、１３はインバータ列用負電源である。１４は微分回路用コンデンサ、１５
は微分回路用抵抗、１６は微分回路用負電源である。画素回路５０は、電源６，７，１２
，１３，１６を除いた要素で構成され、好ましくは集積回路構成とする。１７は網膜部位
に接触するパルス出力端子（電極）である。
【００１４】
次に、実施例１の回路構成における刺激信号の出力について説明する。初期状態はフォト
ダイオード１のＮ側電位４が接地電位にあるものとする。従って、初段目インバータ８ａ
の入力はLOレベルであるため、その出力はHIレベルとなる。インバータは８ａ，８ｂ及び
８ｃの３段であるので、インバータ８ｃの出力（電圧又は電流）はHIとなる。従って、こ
のインバータ列８の遅延時間後にリセットトランジスタ５はONとなる。この時、フォトダ
イオード１の寄生容量２は電源６によりリセットトランジスタ５を通じて充電が始まる。
フォトダイオード１の電位がインバータ８ａのしきい値Vinvに達すると、インバータ８ａ
はHIからLOに反転し、結局インバータ列８の遅延時間後インバータ８ｃの出力もHIからLO
に反転し、リセットトランジスタ５はOFFとなり充電が止まる。この充電電圧は入射光３
によりフォトダイオード１内に発生する光電流により放電していき、インバータ８ａのし
きい値に達した電圧Vinvでインバータ８ａの出力はLOからHIに反転することで、フィード
バック経路１１からの信号がHIになり、リセットトランジスタ５はONとなり、再び寄生容
量２に充電が始まる。
【００１５】
以上の動作を繰り返すことでインバータ列８の出力１１はHIとLOを繰り返す。すなわちパ
ルス列を出力する。この時のパルス列の頻度（周波数）fは近似的に次式で表される。
【００１６】
【数２】

【００１７】
ここでCPDはフォトダイオード１の寄生容量２の容量値、Vdd1は電源６の電圧、Vthはリセ
ットトランジスタ５のしきい値電圧、Vinvはインバータ８ａのしきい値電圧、Iphはフォ
トダイオード１の光電流を表す。このパルス列はコンデンサー１４と抵抗１５とからなる
微分回路により微分され、両極性のパルスとなって出力端子１７から出力される。ここで
コンデンサー１４の容量値をCd、抵抗１５の抵抗値をRdとすると、インバータ列８からの
出力パルスのパルス幅tdがtd> Rd Cdであれば微分波形を得ることができる。なお、パル
ス幅tdは基本的にはインバータの遅延時間程度である。
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【００１８】
図２は、上記のようにして得られるパルス信号出力を摸式的に示した図であり、図２（ａ
）はフォトダイオードＮ側４の電位変化、図２（ｂ）はインバータ列８の最終段出力信号
、図２（ｃ）は微分回路で変換される正負の両極パルス信号を示している。図２（ａ）に
おけるΔｔはインバータ列８による遅延時間を示し、インバータ８ａのしきい値電圧Vinv
を基準として、その遅延時間Δｔ後にインバータ列８の最終出力信号が反転する。この遅
延時間Δｔは奇数個直列接続するインバータの数に依存する。また、図２（ａ）における
Ｎ側電位の低下の傾きは、フォトダイオード１からの出力電気信号の大きさに依存する。
すなわち、入射光３が強く、フォトダイオード１の受光量が多ければ、Ｎ側電位の低下の
傾きは急になり、パルス周期は短くなる。
【００１９】
上記実施例ではリセットトランジスタ５としてNMOSFETを用いているが、スイッチング機
能がある素子乃至は回路であれば良く、例えばPMOSFETでも良い。また、これらの組み合
わせ、例えばトランスミッションゲートでも良い。また、バイポーラトランジスタやその
他のトランジスタでも良い。
また、各インバータ８ａ，８ｂ，８ｃに代えてシュミットトリガを使用しても良い。
【００２０】
図３は、上記のような画素回路５０を含む視覚刺激装置の眼内への埋め込み配置図である
。画素回路５０は、患者眼Ｅの網膜下（色素上皮層と視細胞層の間、あるいは視神経節細
胞層と視細胞層との間等）に2次元アレイ状に多数個埋め込まれる。５１は各画素回路５
０に電力を供給する電力供給回路で、電源６，７，１２，１３，１６を含む。電力供給回
路５１は、外部と物理的に接続された配線から各画素回路５０に電力を供給する方式の他
、外部からの電磁波を利用した方式でも良い。例えば、眼球外で装着するメガネのコイル
から、各画素回路５０に取付けたコイルに電磁波を送信して電圧を発生させる。
【００２１】
また、電力供給回路５１として人体の熱からの発電による方式を用いることもできる。熱
発電は、温度差を与えると電圧が生じる「ベーゼック効果」を利用したもの、例えば、ｐ
型ビスマス・テルルとｎ型ビスマス・テルルとをＰＮ接合したユニットで構成することが
できる。このＰＮ接合の組み合わせを直列に幾つか繋げることにより、出力電圧の調整が
可能となる。こうした熱発電ユニットを体内に埋め込む場合は、血流で熱を逃す部分に配
置する。人体の熱による発電は、人体変への電磁波の影響（発熱など）を回避できる。
【００２２】
このように電力を供給する回路を、外部と物理的に接続された配線から電力を供給する方
式あるいは外部からの電磁波ないしは人体の熱からの発電を用いる構成とすることにより
、一次電池を人体内に埋め込む必要がなくなり、一次電池の取り替えによる人体への影響
を回避することが可能となる。また、回路駆動の安定性を図るために、二次電池を埋植し
電力供給回路５１に接続することも可能となる。
【００２３】
以上のような構成の回路においては、入射光３の光量に応じた頻度でパルス列を出力する
というデジタル的な出力形態で、光電変換が可能となると共に、１Ｖ以下の低電圧かつ微
弱な光量下でも、正負の両極の電気刺激パルスを出力可能となる。従って、網膜下の狭い
領域内での微小フォトダイオードでも、網膜内細胞を刺激可能となる。また、画素回路５
０の埋め込み位置を網膜下とすれば、パルス出力を効率良く網膜内細胞への刺激とするこ
とが可能となり、外界画像情報と視覚情報との齟齬が生じにくい。
【００２４】
また、画素回路５０が持つ各回路の電源電圧を電力供給回路５１において制御することに
より、電気刺激パルスのパルス周期、パルス幅、双極パルス形状、双極パルス間隔等のパ
ルス特性パラメータを可変にすることが可能となる。
また、上記の回路構成においては、構成が標準的な回路で構成でき、回路構成も単純であ
る。また、受動部品のみで構成することが可能である。
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また、出力パルス信号を正負の両極のパルス信号に変換する微分回路を、インバータ列８
の最終出力段に挿入したので、１個のフォトダイオードと小規模な回路で双極性パルスを
発生することが可能となる。
【００２５】
なお、信号の増幅方法として電荷蓄積型のＣＣＤがあるが、この方式は蓄積した後に出力
させるためのタイミングシグナル（クロック）が必要であり、このためにそれぞれの素子
に一つ一つタイミング回路からの配線が必要となる。これに対して、上記の画素回路では
タイミングを取る必要がないため、回路配線、回路構成が非常に簡単になる。
（実施例２）
図４は実施例２の画素回路を説明するための構成を示したものである。ここでは実施例１
とは異なり、フォトダイオード１と並列にコンデンサー１８を挿入している。また、フィ
ードバック経路１１に抵抗１９を挿入している。フォトダイオード１へのバイアス電源は
インバータ８ｃの出力が兼用している。コンデンサー１８と抵抗１９により積分回路が形
成される。更にフォトダイオード１がコンデンサー１８に並列にあることでフォトダイオ
ード１からの光電流がこの積分回路の時定数に影響を与える。すなわち、入射光３が強け
ればコンデンサはより早く放電し、その分時定数は短くなるためパルス周期は短くなる。
この実施例の場合、実施例１におけるリセットトランジスタがないため、リセットトラン
ジスタの駆動能力に依存せずパルスが発生する。駆動能力が低いとフォトダイオード１の
充電と放電が拮抗する状況となりパルス幅が広くなり、パルス周波数の上限が低くなって
しまい、ダイナミックレンジが減少する（逆に、ダイナミックレンジを変更可能な利点が
ある）。実施例２の回路にはその制約はない。また、実施例２の回路においても、受動部
品のみで構成することが可能となる。
【００２６】
なお、抵抗１９をトランジスタとしても良い。トランジスタを用いる場合、特別な抵抗作
成プログラムを要せず、通常のロジックプロセスを適用可能なため、最新微細化プロセス
を使うことで集積密度を上げ、小型化・低消費電力化が可能となる。あるいは、汎用的な
プロセスを用いれば、低コスト化が可能となる。
【００２７】
また、実施例２の画素回路を持つ視覚刺激装置においては、抵抗１９とするトランジスタ
のゲート電位を、電力供給回路５１より制御し抵抗値を可変とすることで、パルス周期や
幅を可変にすることが可能となるため、網膜の状態に柔軟に対応した刺激を行うことがで
きる。
【００２８】
なお、上記実施例１と２では、フォトダイオード１について特に記載しないが、pn接合型
フォトダイオードなどの光電変換を効率よく行える構造であれば良い。また、フォトダイ
オードに限らず効率よく光電変換をする構造であれば良く、シリコンやシリコンゲルマニ
ュウムなどのIV族単体やIV族混晶、III-V族単体やIII-V族混晶、II-V単体やII-V族混晶、
及びこれらの組み合わせでも同様の効果を発揮することは言うまでもない。フォトダイオ
ードでない場合は寄生容量を意図的に並列に挿入すれば良い。
【００２９】
また、コンデンサー１４と抵抗１５からな微分回路はパルス波形を立ち上がり立ち下がり
のみを出力できるものであれば良く、例えば抵抗１５をトランジスタにしても良い。また
、他の微分回路、例えばオペアンプとの組合せであっても良い。抵抗１５をトランジスタ
としその抵抗を可変とすることで、双極パルスのパルス間隔やパルス振幅などのパルス特
性パラメータを制御することが可能となり、網膜状態に応じたパルス刺激を与えることが
可能となる。これにより、より効果的な視覚刺激が可能となる。また、トランジスタで形
成するため、汎用的なロジックプロセスが適用可能となる。
（実施例３）
実施例３の画素回路は、実施例１，２に対して、出力するパルス列の周波数の上限、下限
を制限するパルス周波数変調方式回路を追加したものである。人の視覚において、一般に
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、３０Ｈｚ以下の刺激では光源の点滅を知覚する。また、１～１０ｋＨｚを超える周波数
の電気刺激に対しては、神経細胞が適切に刺激されない可能性がある（イオン電流が高周
波信号を伝達できない可能性や、網膜の神経細胞が興奮状態にならない、もしくは興奮状
態から元に戻らないなどの現象）。
【００３０】
そこで、実施例３では出力周波数の上限（ｆmax）、下限（ｆmin）を設定できるようにす
る（図７（ａ）参照）。また、下限以上、上限以下の領域では出力パルス振幅をほぼ一定
に保ち、下限以下、上限以上の領域では入射光量に対応してパルス振幅を増加させる（図
７（ｂ）参照）。これらの機構により、広い光量範囲に対して適合する刺激パルスを生成
することができる。
【００３１】
図６は、実施例３の回路ブロック図を示す。なお、実施例１と同一要素には、同じ符号を
付している。リセット時にフォトダイオード１に充電された電荷を、放電用リーグ源２０
により強制的に放電させることにより、フォトダイオード１のカソード電位を下げ、パル
スを出力させる。この原理により入射光が弱い場合（基準値Ｉmin以下の場合）にも、下
限周波数でパルスを出力させることができる。フォトダイオード１には暗電流が流れる。
そのため、光が入射していない場合にもフォトダイオード１のカソード電位が下がり、パ
ルスが出力される。なお、暗電流が大きい場合、入力光が無い場合でも、下限または上限
周波数を上回る可能性がある。この現象を防ぐため、暗電流を補償する目的で充電用リー
ク源２１を設けている。
【００３２】
周波数の上限を制限するために、インバータ列８中に周波数フィルタ２３を設ける。周波
数フィルタ２３の位置は何れかのインバータの前後にあれば良い。図６では、インバータ
８ａと８ｂとの間に設けている。入射光量が強く（基準値Ｉmax以上の場合）、フォトダ
イオード１のカソード電位が急速に落ちても、遮断周波数以上の変化は遮られるため、出
力パルス周波数の上限は周波数フィルタ２３の遮断周波数となる。
【００３３】
出力パルスの振幅を一定とした場合、周波数の下限以下、上限以上では刺激強度は一定と
なり、入射光量が刺激強度に反映されなくなる。周波数の下限以下、上限以上で、出力パ
ルスに入射光量を反映させるために、これらの領域では出力パルスの光電流検出回路２５
により光電流を検出し、その量に応じて出力パルスの振幅を変調する振幅変調回路２６を
インバータ列８の後に設ける。
【００３４】
振幅変調回路２６は、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、下限周波数（ｆmin）と上限周
波数（ｆmax）の間では、出力パルスの電圧又は電流は一定量とする。下限周波数（ｆmin
）以下、上限周波数（ｆmax）以上では、入射光量に応じて出力パルス振幅を単調に増加
させる。これを実現するために、フォトダイオード１の片側に電流検出回路２５を設け、
その電流量に応じて振幅変調回路２６により出力パルス振幅を変調する。
【００３５】
図８は、出力周波数帯を制限する周波数変調回路の構成例を示す。なお、この図では、入
射光量に対する出力パルス振幅の変調回路は含んでいない。この例では、充電用リーク源
としてＰＭＯＳトランジスタ３１を、放電用リーグ源としてＮＭＯＳトランジスタ３０を
用いている。また、周波数フィルタ２３として、２つのトランスミッションゲート３３，
３４と２つのコンデンサ３５，３６からなるスイッチトキャパシタフィルタ３７を用いて
いる。トランスミッションゲート３３，３４を、図９に示すタイミングで開閉することに
より、ローパスフィルタを構成する。トランスミッションゲート３３，３４のクロックφ
１，φ２は、画素回路内に設けた発振器により生成しても良いし、画素回路外に設けた複
数画素回路共通の発振器により生成しても良い。
【００３６】
ここで、コンデンサ３５に蓄積される電荷をＣ1、コンデンサ３６に蓄積される電荷をＣ2



(9) JP 4781576 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

、トランスミッションゲート３３，３４に与えられるクロックφ１，φ２の周期をＴとし
たとき、遮断周波数は、（Ｃ2／Ｃ1）／Ｔで表され、出力パルスの上限周波数（ｆmax）
となる。リーク用のトランジスタ３０，３１にそれぞれ印加する電位Ｖpleak、Ｖnleakを
調整することにより、リーク電流を調整し、下限周波数（ｆmin）を設定する。出力パル
スの振幅は、下限周波数において網膜細胞が刺激される閾値より少し低めに設定する。
（実施例４）
実施例４はプログラム可能な刺激波形整形方式回路を追加したものである。実施例１等の
パルス周波数変調回路の後段に、任意形状の電気刺激波形を生成する回路を付加し、細胞
刺激に最適な波形を出力する。図１０は任意波形生成回路のブロック図を示す。
【００３７】
神経細胞刺激波形の形状には、単極、双極、のこぎり波、双極ののこぎり波などの様々な
形態があるが、双極性のものが好ましい。波形データは波形メモリ６１に格納される。波
形メモリ６１はアナログメモリでもデジタルメモリでも良いが、図１０ではデジタルメモ
リの場合を示している。この回路は、パルス周波数変調回路６２からパルスが出力される
と、波形メモリ読出しのタイミング制御回路６０の制御により、波形メモリ６１に格納さ
れている波形を１回出力する。出力波形は、Ｄ／Ａコンバータ６４、アンプ６５を経て刺
激電極へと出力される。
【００３８】
図１１は、波形メモリ６１からの出力波形を示す図である。ここでは双極のこぎり波を出
力している様子を示している。パルス周波数変調回路６２からのパルス出力が１回あると
、タイミング制御回路６０からの波形読出し期間だけ、発振器からのクロックのタイミン
グにより、双極のこぎり波が出力される。
【００３９】
図１２に、このプログラム可能な刺激波形整形方式回路における波形メモリ６１、波形メ
モリ読出しのタイミング制御回路６０の回路構成例を示す。
【００４０】
メモリ２００は３行×８列のＤフリップフロップ２０２からなり、Ｄフリップフロップ２
０２に波形を格納している。メモリ２００はシフトレジスタを構成しており、シフトレジ
スタの出力は入力側のセレクタ回路２０４にフィードバックされる。メモリ２００は８ワ
ード（１ワード３ビット）の容量を持っており、刺激パルスの振幅は７段階で設定可能で
ある。メモリ２００への波形入力は、書き込み可能端子２０５をHighにしたあと、３つの
入力端子（d0，d1，d2）２０６よりデジタル信号を入力することより、クロック端子２１
０に入力されたクロック信号と同期した入力が可能である。書き込み可能端子２０５をLo
wにした後、パルス周波数変調回路６２からの出力パルスが入力されると、クロック信号
と同期した任意の波形のパルスが出力端子２０８から出力されることになる。この出力さ
れたデジタル値がＤ／Ａコンバータ６４によりアナログ値に変換され、刺激電圧として出
力される。タイミング制御回路６０は２つのＤフリップフロップとＡＮＤ回路等からなり
、クロック信号とパルス周波数変調回路６２から端子２１２に入力される出力パルスとを
同期させるためにある。
【００４１】
全ての０データはシフトレジスタの停止ＩＤとなっており、データの末尾に付加する。シ
フトレジスタの全ての出力ワードが全て０になった時点で、シフトを停止し、パルス周波
数変調回路６２の次のパルスを待つ状態となる。停止ＩＤを必ず１つ含む必要があるため
、図１２の回路は実質７ワードのメモリとなっている。
（実施例５）
実施例５は、パルス振幅変調方式で網膜細胞を刺激する眼内埋め込み型刺激装置の例であ
る。この装置では、一定周波数のパルス列の振幅を入力光量に応じて変調する。パルスは
、単極叉は双極であっても良いが、好ましくは双極（両極）である。単極の場合、入力光
量に応じた振幅の電気パルスで網膜細胞を刺激する。双極の場合、入力に応じた振幅のパ
ルスに続き、振幅の絶対値は同じで振幅の極性が逆のパルスで網膜を刺激する。パルス周
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波数は、網膜細胞が刺激を受ける程度の適当な周波数とする。この装置の入力は、ＣＭＯ
Ｓイメージセンサに利用されているアクティブピクセルセンサ、またはフォトトランジス
タなどを用いた光電変換回路の出力電圧または電流である。
【００４２】
図１３は実施例５のパルス変調方式を説明する図である。光電変換回路により、電圧また
は電流に変換された光電変換波形が図１３（ａ）のように入力されると、図１３（ｂ）の
サンプリングパルスでサンプリングし、図１３（ｃ）又は図１３（ｄ）のような振幅変調
したパルス列を出力する。図１３（ｃ）は単極の場合、図１３（ｄ）は双極の場合の出力
例を示す。
【００４３】
図１４にこのパルス振幅変調方式のパルス生成回路の例を示す。コンデンサ２２２と７つ
のＭＯＳスイッチ２２４ａ～２２４ｇにより双極パルスを生成する。スイッチ（φ１）２
２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃを閉じるタイミングで光電変換回路２２０の出力をコンデン
サ２２２に蓄積する。光電変換回路２２０の出力は電圧信号とする。コンデンサ２２２に
蓄積される電位差は、光電変換回路２２０の出力電位Ｖと端子２２５からの電位Ｖbの差
（Ｖ－Ｖb）となる。端子２２５からのＶbは、光電変換回路２２０からの出力電圧の増加
と入射光量の増加が同符号の場合は０とし、逆符号の場合は電源レベルにする。Ｖbを０
にすると、光電変換回路２２０の出力をそのまま記憶し、Ｖbを電源レベルにすると、光
電変換回路２２０の出力を反転した値を記憶する。初めにスイッチ（φ１）２２４ａ，２
２４ｂ，２２４ｃ、スイッチ（φ２）２２４ｄ，２２４ｅ、スイッチ（φ３）２２４ｆ，
２２４ｇが開いた状態で、スイッチ（φ１）２２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃを閉じると、
ソースフォロア２２６の入力電位Ｖ' はＶbaseとなる。
【００４４】
次に、スイッチ（φ１）２２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃを開いた後に、スイッチ（φ２）
２２４ｄ，２２４ｅを閉じると、
Ｖ' ＝Ｖbase＋Ｖ－Ｖb
となる。スイッチ（φ２）２２４ｄ，２２４ｅを開いた後に、続いてスイッチ（φ３）２
２４ｆ，２２４ｇを閉じると、
Ｖ' ＝Ｖbase－（Ｖ－Ｖb）
となる。このような手順により、光電変換回路２２０の出力に応じた振幅を持つ双極パル
スが出力用端子２３０から出力される。図１５にスイッチ（φ１），（φ２），（φ３）
の開閉によるサンプリングパルスと、光電変換回路２２０の出力、パルス振幅変調出力の
関係を示す。この回路では、双極パルスのベースレベルは、画素回路を構成する電子回路
のグランドレベルより高くなる。このため、電位Ｖbaseをソースフォロア２２７を介して
出力し、これを生体側のグラウンドとし、生体に正極と負極に振れる双極パルスを生成す
る。なお、端子２２８へのＶbiasはトランジスタ２２９に抵抗と同じ動作をさせるために
、任意の電圧を入力するものとする。
【００４５】
このパルス振幅変調方式では、刺激パルスは一定周波数で出力されるため、特定の細胞を
安定して刺激できる。また、アナログ的緩和を示す視細胞に近い網膜細胞をアナログ信号
で刺激できる。
（実施例６）
実施例６はパルス数変調方式を用いる。ここで、パルス数変調とは、パルス周波数は固定
で、ある一定時間に含まれるパルス数で刺激強度を変える方式のことをいう。例えば、信
号のＯＮを「１」、ＯＦＦを「０」とすると、
弱い光　　：１０１０００００００００
中間的な光：１０１０１０１０００００
強い光　　：１０１０１０１０１０１０
というふうに変調する。網膜刺激にこの方式を用いる場合、「１」の個所で刺激波形（単
極・双極等）を出力する。
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【００４６】
この方式を用いる利点として、▲１▼網膜刺激の電気刺激周波数による発火閾値の変化の
影響を低減できる、▲２▼電子回路構成がシンプル、▲３▼刺激波形（波高値の異なる双
極等）を制御する回路を設計しやすい、などがある。
【００４７】
図１６にパルス数変調方式の回路例を、図１７にその動作タイミングを示す。図１６にお
いて、フォトダイオード２５１はリセット時に電源電圧に充電される。このとき、インバ
ータ２５３の出力電位はLowとなる。入力光により光電荷が発生し、フォトダイオード２
５１のカソード電位が低下する。カソード電位がインバータ２５３の閾値電位を下回った
ところで、インバータ２５３の出力電位はHighに転じる。光強度とリセット時から出力電
位が転じるまでの時間は比例する。出力波形を整数単位で出力するために（１周期の波形
が途中で切れて出力されないような状況を防ぐために）、インバータ出力はclk端子２５
４からのクロック信号に同期して一旦フリップフロップ２５５に格納される。フリップフ
ロップ２５５の出力がHighの場合、刺激波形を出力する。図ではインバータ２５６のアナ
ログスイッチ（トランスミッションゲート等）２５７を用いた波形整形回路を利用してい
る。インバータ２５６の電源電位は、他の素子に与える電源電位とは分離した任意に変更
できる電源２５８からの電位Ｖdd'を用いる。
【００４８】
この回路は、単極、双極パルスを生成でき、パルス幅・パルス高さ（双極の場合は正・負
それぞれの幅、高さ）を制御できる。端子２５９からの基準電位としてＶbを与え、それ
から相対的な変化として双極パルスを実現する。Ｖbは生体グランドと一致させる。単極
の場合Ｖbは基板電位と一致させ、双極の場合は電源電位と基板電位の中間に設定する。c
lk端子２５４、φ１端子２６０、φ２端子２６１、stimulus端子２６２にクロックパルス
を入力する。クロック信号φ１、φ２は相補的に動作させる。
また、双極パルスを出力する場合、負側の振幅はＶb、正側の振幅はＶdd'－Ｖbとなる。
単極の場合には、振幅はＶdd'となる。
【００４９】
このパルス数変調方式では、パルスは一定周波数で出力されるため、特定の細胞を安定し
て刺激できる。また、振幅を一定にして、パルス数で入射光量を表現するため、刺激強度
を調整することにより、アナログ的緩和を示す細胞からデジタル的緩和を示す細胞まで、
幅広く対応できる。光電変換部分の出力はデジタル値であるため（インバータ出力が光電
変換部出力）、デジタルまたはデジタル・アナログ混載方式のパルス整形が容易となる。
【００５０】
また、実施例６の回路ではインバータを用いて双極パルスを生成するため、電荷の注入・
吸出しの両方を効果的に実行できる。なお、本回路はパルス周波数変調方式にも利用でき
る。
【００５１】
以上の実施例では１つの画素回路のみ示したが、これらを複数個同一の基板に搭載した形
式でも個別でも同様の効果を発揮することは言うまでもない。また、基板として半導体以
外に高分子などの有機材料でも良いし、金属でも良い。またSOI（Silicon ON Insulator
）やSOS（Silicon On Sapphire）などの絶縁物を介したものでも良い。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、入力光量に対応するパルス列を出力するというデ
ジタル的な出力形態で光電変換が可能となるとともに、低電圧かつ微弱な光量下でも双極
性の電気刺激パルスを出力可能となる。このため、網膜下の狭い領域内での微小フォトダ
イオードでも網膜内細胞を刺激できる高性能な装置を提供できる。
また、各回路の電源電圧を制御することにより、パルス周期、パルス幅、双極性パルス形
状、双極性パルス間隔などのパルス特性パラメータを可変にすることができるため、網膜
の状態に応じて柔軟に刺激パターンを変化させることができ、より効果的な刺激をより長
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い時間持続して与えることが可能な装置を提供できる。
また、生体埋め込み位置を網膜下とすることにより、パルス出力を効率よく網膜内細胞へ
の刺激とすることが可能となり、外界画像情報と視覚情報との齟齬が生じにくい性能の高
い装置を提供することができる。
また、構成が標準的な回路構成となるため、汎用の集積回路作製プロセスが適用でき集積
密度をあげ、小型で低消費電力な装置を提供することができる。
また、受光素子へのバイアス電圧制御する回路に、スイッチング機能を持つトランジスタ
を使用し、そのゲートをインバータ列の最終出力段に接続したので、構成が単純な装置を
提供することができる。
また、受動部品のみで構成することができるため、消費電力を抑えた装置を提供すること
ができる。
また、特別な抵抗作製プロセスを要せず、通常のロジックプロセスを適用可能なため最新
微細化プロセスを使うことで集積密度を上げ、小型化・低消費電力化が可能となる。ある
いは、汎用的なプロセスを用いれば低コスト化が可能となる。また、パルス周期や幅を可
変にすることが可能となるため、網膜の状態に柔軟に対応した刺激を行うことが可能とな
る、高性能な装置を提供することができる。
また、１個のフォトダイオードと小規模な回路で双極性パルスを発生することが可能とな
るため、装置を小型化することができる。
また、タイミング発生クロックが不要であるので、グローバルな配線が不要となり、構成
が簡単な装置を提供することができる。
また、微分回路の抵抗をトランジスタとしてその抵抗値を可変としたため、双極性パルス
のパルス間隔やパルス振幅などのパルス特性パラメータを制御することが可能となり、網
膜状態に応じたパルス刺激を与えることが可能となるためより効果的な視覚刺激が可能と
なる。また、トランジスタで形成するため汎用的なロジックプロセスが適用できるために
、集積密度を上げることができるため小型化で低コスト化な装置を提供することができる
。
また、出力するパルス列の周波数の上限、下限を制限するパルス周波数変調方式において
は、広い光量範囲に対して適合する刺激パルスを生成することができる。
また、プログラム可能な刺激波形整形方式においては、細胞刺激に最適な波形を出力する
ことができる。
また、パルス振幅変調方式では、刺激パルスは一定周波数で出力されるため、特定の細胞
を安定して刺激できる。さらに、アナログ的緩和を示す視細胞に近い網膜細胞をアナログ
信号で刺激できる。
また、パルス数変調方式では、パルスは一定周波数で出力されるため、特定の細胞を安定
して刺激できる。また、振幅を一定にして、パルス数で入射光量を表現するため、刺激強
度を調整することにより、アナログ的緩和を示す細胞からデジタル的緩和を示す細胞まで
、幅広く対応できる。光電変換部分の出力はデジタル値であるため、デジタルまたはデジ
タル・アナログ混載方式のパルス整形が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１の視覚刺激装置の回路構成図である。
【図２】パルス信号出力を摸式的に示した図である。
【図３】視覚刺激装置の眼内への埋め込み配置を示す図である。
【図４】実施例２の視覚刺激装置の回路構成図である。
【図５】従来の眼内埋め込み型視覚刺激装置の回路構成図である。
【図６】実施例３の回路ブロック図を示す。
【図７】周波数の上限、下限を制限するパルス周波数変調方式を説明する図である。
【図８】実施例３の出力周波数帯を制限する周波数変調回路の構成例の図である。
【図９】図８の２つのトランスミッションゲートを開閉するタイミングを示す図である。
【図１０】実施例４の任意波形生成回路のブロック図である。
【図１１】実施例４の出力波形を示す図である。
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【図１２】実施例４の波形メモリ、タイミング制御回路の回路構成例の図である。
【図１３】実施例５のパルス変調方式を説明する図である。
【図１４】実施例５のパルス振幅変調方式のパルス生成回路例を示す。
【図１５】図１４におけるスイッチ（φ１），（φ２），（φ３）の開閉によるサンプリ
ングパルスと、光電変換回路の出力、パルス振幅変調出力の関係を示す図である。
【図１６】実施例６のパルス数変調方式の回路例を示す図である。
【図１７】実施例６における動作タイミングを示す図である。
【符号の説明】
１　フォトダイオード
２　フォトダイオード寄生容量
３　入射光
４　フォトダイオードＮ側
５　リセットトランジスタ
６　バイアス電源
７　フォトダイオードP側電源
８　インバータ列
１１　フィードバック経路
１２　インバータ列用正電源
１３　インバータ列用負電源
１４　微分回路用コンデンサ
１５　微分回路用抵抗
１６　微分回路用負電源
１７　パルス出力端子
１８　積分回路用コンデンサー
１９　積分回路用抵抗
２０　放電用リーク源
２１　充電用リーク源
２３　周波数フィルタ
５０　画素回路
５１　電源供給回路
６０　タイミング制御回路
６１　波形メモリ
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