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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  固視標と刺激視標を含む視標を表示する視標表示装置と、
  前記視標表示装置に表示される像を被検者の眼の網膜へ伝達するための光学系と、
  前記光学系の光軸上に配置され、前記被検者の眼球中心と光学的に共役な位置にその回
転中心を位置させた反射光学部材であって、前記回転中心を中心に回転可能に構成された
反射光学部材と、
  前記被検者の視線のずれによる網膜像の変化及び／又は被検者の瞳孔の変化を検知する
ことで、前記被検者の視線のずれによる眼の動きを検知する眼球観察装置と、
  前記眼球観察装置によって検知された前記視線のずれによる眼球運動に同期させて前記
反射光学部材を回転制御することにより、前記光学系の光軸を補正し、前記眼球の運動如
何にかかわらず被検者が所定の視標を注視する際に網膜上において視標が呈示される部分
が定まるような制御を行う反射光学部材制御装置と、
を備えることを特徴とする視覚機能計測装置。
【請求項２】
　前記眼球観察装置は、瞳孔観察カメラであることを特徴とする請求項１に記載の視覚機
能計測装置。
【請求項３】
　前記眼球観察装置は、眼底観察カメラであることを特徴とする請求項１に記載の視覚機
能計測装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼の視野等の視覚機能の検査に用いられる視覚機能計測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼の視野等の視覚機能の検査に用いられる視覚機能計測装置は、表示装置に表示する刺
激視標などの輝度と大きさに対する被験眼の応答を測定して視覚機能の感度特性などを測
定するものである。ここで、一般的な視野計による視覚機能検査においては、被験者は測
定中常に視界の中央に呈示される固視標を固視し続ける必要がある。
【０００３】
　このような一般的な視野系の場合、視野計は被験者の眼の動きをモニタリングしていて
、被験者が視線をずらしたと感知した場合、視線をずらしていた期間のデータを採用せず
、固視が改善してからその期間に行った測定を後からやり直すというものであり、検査に
時間を要するという問題があった。
【０００４】
　そのような問題を解決する装置として、単に固視状態によってデータの採用／不採用を
判断するのみならず、視線のずれに合わせて視標を新たな位置に呈示する視野計が提案さ
れている。そのような視覚機能計測装置としては、例えば、特許文献１（特開平８－１４
０９３３号公報）、特許文献２（特許第４１１３００５号公報）等に記載の視野計が知ら
れている。
【０００５】
　このうち、特許文献１に記載のものは、視標の呈示に平面ディスプレイを用い、眼球運
動に合わせて表示装置上の刺激視標を新しい位置に適応させるようにしたもので、眼球運
動を捉えるのに前眼部画像の変位を用いているものである。また、特許文献２に記載のも
のは、視標の呈示に平面ディスプレイを用い、眼球運動に合わせて表示装置上の刺激視標
を新しい位置に適応させる別の例であり、眼球運動を捉えるのに眼底画像の変位を用いて
いるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１４０９３３号公報
【特許文献２】特許第４１１３００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、本発明者らの研究によれば、上述の従来の装置においても、以下の問題のあ
ることが判明した。すなわち、従来の装置では、眼球運動に合わせて表示装置上の刺激視
標を移動させて新しい位置に適応させるようにしているので、表示装置上の比較的広い範
囲にわたって刺激視標を表示することになる。このため、その広い範囲の鮮明な光学像を
形成するための光学系が必要となり、光学系のコストアップにつながるという問題がある
。
【０００８】
　また、例えば、表示装置として液晶表示装置を採用したような場合には、表示デバイス
の応答速度の限界により視線の素早い動きに追従しきれないおそれがあったり、残像が発
生して測定誤差を引き起こす虞があるなどの問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、光学系のコストアップの虞がなく、かつ、表示装置に液晶表示装置な
ど応答速度が遅い装置を採用した場合でもそれによる測定誤差を生じさせる虞のない視覚
機能検査装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するための手段は以下の通りである。
（１）
　視標表示装置と、
　前記視標表示装置に表示される像を被検者の眼の網膜へ伝達するための光学系と、
　前記光学系の光軸上に配置され、前記被検者の眼球中心と光学的に共役な位置にその回
転中心を位置させた反射光学部材であって、前記回転中心を中心に回転可能に構成された
反射光学部材と、
　前記被検者の網膜像の変化及び／又は被検者の瞳孔の変化を検知することで、前記被検
者の眼の動きを検知する眼球観察装置と、
　前記眼球観察装置によって検知された眼球運動に同期させて前記反射光学部材を回転制
御することにより、前記光学系の光軸を補正し、前記眼球の運動如何にかかわらず前記被
検者が所定の視標を注視する際に網膜上において視標が呈示される部分が定まるような制
御を行う反射光学部材制御装置と、
を備えることを特徴とする視覚機能計測装置。
（２）
　前記眼球観察装置は、瞳孔観察カメラであることを特徴とする（１）に記載の視覚機能
計測装置。
（３）
　前記眼球観察装置は、眼底観察カメラであることを特徴とする（１）に記載の視覚機能
計測装置。
【発明の効果】
【００１１】
　上述の手段によれば、被検者の眼球中心と光学的に共役な位置にその回転中心を位置さ
せた反射光学部材を、被検眼の眼球運動に同期させて回転させて光軸を補正し、眼球の運
動にかかわらず網膜上において視標が呈示される部分表示装置上の視標との位置関係が定
まり、両者の位置関係を常に一定にできる。すなわち、視覚検査における眼球の回転運動
に伴う視線のズレを、表示デバイス上の視標表示位置を変えないまま、光軸をハードウェ
ア的に補正できる。これにより、測定をやり直す必要がないため一般の視野計による検査
に比べ検査の効率が高まる。また、表示デバイスの応答速度に左右されることがないので
検査の質を下げることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の全体構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の説明図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の説明図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の説明図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置の全体構成を示す図である。以下
、図１を参照にしながら本発明の実施の形態にかかる視覚機能計測装置を説明する。
【００１４】
　図１に示されるように、本実施の形態にかかる視覚機能計測装置は、視標表示装置１０
と、視標表示装置１０に表示される像を被検者の眼球２０の網膜２１に伝達するための光
学系３０と、前記被検者の眼の回旋中心２０ａとその回転中心４０ａとが光学的に共役な
位置になるように設けられた反射光学部材４０とを有する。
【００１５】
　視標表示装置１０は、所望の視標、例えば、十字形などの固視標や視野検査のための刺



(4) JP 6062225 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

激視標を含む任意の図形や記号などを表示するもので、液晶表示装置などで構成される。
視標表示装置１０は、制御部１１に接続され、制御部１１はインターフェース７１を介し
てコンピュータ７２及びモニター７３に接続されている。したがって、視標表示装置１０
は、コンピュータ７２の指令に従って、必要な視標や任意の種類の記号などを表示し、ま
た、それら表示像の位置や色、輝度、動きなどを自在に制御できるようになっている。
【００１６】
　光学系３０は、視標表示装置１０の像を、被検者の眼球２０の網膜２１に結像させる光
学系であり、レンズ３１、ビームスプリッタ３２、反射光学部材４０、レンズ群３３、孔
あきミラー３５及びレンズ３４を備える。各レンズの一例を挙げると、レンズ３１は、視
標表示装置１０からの発散光を反射光学部材４０に導くコンデンサーレンズ、レンズ群３
３は、反射光学部材４０と眼球の回転中心を共役にするためのリレーレンズ群であり、レ
ンズ３３ｂは共役位置調整用レンズ、レンズ３４は、光源５０からの光を瞳２２に向け集
光する作用とリレーレンズ出射後の視標表示光を視度調節して披検眼に向け射出する作用
を併せ持つレンズである。
【００１７】
　ビームスプリッタ３２は、レンズ３１からの光を通過させるとともに、反対側からくる
光を反射してほぼ９０°方向に進行させてビームスプリッタ６０ａに入射させる。ビーム
スプリッタ６０ａに入射した光の一部は、透過してレンズ６０ｂを通過し、網膜観察用の
ビデオカメラ６１に入射する。ビームスプリッタ６０ａに入射した光の他の一部は、反射
されてほぼ９０°方向に進行し、瞳孔観察用のビデオカメラ６２に入射する。
【００１８】
　網膜観察用のビデオカメラ６１は、網膜２１の像を撮影し、また、瞳孔観察用のビデオ
カメラ６２は、瞳孔２３の像を撮影して、それぞれの画像信号をインターフェース７１を
介してコンピュータ７２に送信する。コンピュータ７２は、網膜観察用のビデオカメラ６
１の画像信号を取り込み、網膜像から被検者の眼底の動き、すなわち、画像平面内での平
行移動や回転などをオンラインで検出して演算処理し、眼球２０の回転角度を計測してそ
の角度に応じて反射光学部材４０を制御する。
【００１９】
　また、コンピュータ７２は、瞳孔観察用のビデオカメラ６２の画像信号を取り込み、虹
彩像、瞳孔像、瞳孔径、縮瞳／散瞳その他の瞳孔の動きなどを解析して演算処理し、眼球
２０の回転角度を計測してその角度に応じて反射光学部材４０を制御することもできるよ
うになっている。なお、これらの制御は、各種自動検眼処理プラグラムなどとともに、コ
ンピュータ７２にあらかじめインプットされている制御プログラムによって実行され、通
常は、網膜観察用のビデオカメラ６１によって眼球２０の動きが検知されて反射光学部材
４０が制御されるようになっている。
【００２０】
　眼球運動の測定の方法としては、例えば、眼底画像に対してパターンマッチング法を適
用する方法などがある。これは、網膜観察用のビデオカメラ６１によって撮影される眼底
画像に対し、演算処理手段によって例えば次の評価量Ｒ（ｘ，ｙ，ｘ＊，ｙ＊）または／
およびＣ（ｘ，ｙ，ｘ＊，ｙ＊）を算出する。
【数１】

【００２１】
　ここでＦ（ｘ，ｙ）は眼球運動前の網膜画像の座標（ｘ，ｙ）における輝度値、Ｇ（ｘ
＊，ｙ＊）は眼球運動後の網膜画像の座標（ｘ＊，ｙ＊）における輝度値、Ｆバーおよび
Ｇバーは運動前および運動後画像のマッチング領域内の輝度平均値である。運動前の網膜
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画像の一部をテンプレートとして運動後画像内をラスタスキャンさせ、Ｒを最小にする、
または／およびＣを最大にする位置を探し出し、移動量に換算する。
【００２２】
　また、他の眼球運動の測定の方法としては、例えば、瞳孔画像の瞳孔中心座標を用いる
方法がある。これは、眼球運動測定手段として、眼球２０の瞳孔２３の像を撮影する瞳孔
観察用のビデオカメラ６２を用いるものである。キャリブレーション実施後、瞳孔観察画
像における基準位置に対する瞳孔重心位置から眼球回旋角度を演算部によって算出するこ
とで眼球運動の測定を行う。瞳孔重心位置の測定は、撮影部によって取得した瞳孔画像を
画像処理手段によって瞳孔の輪郭を検出した後、演算部によって検出した輪郭の重心位置
を算出することで行う。
【００２３】
　キャリブレーションでは、被検者に特定位置を見てもらい、そのときの瞳孔重心位置を
測定して個人パラメータの補正及び基準位置の測定・保存を行う。例えば被検者に見せる
位置は被測定眼の正面とそれ以外の任意の単数または複数位置であり、基準位置は被験者
が正面を凝視したときの観察画像上の瞳孔重心位置とし、その他の位置を凝視したときの
瞳孔重心位置と基準位置とによって個人パラメータを補正する。
【００２４】
　反射光学部材４０は、視標表示装置１０から来る光及び網膜２１から来る光の双方を反
射して所定の方向に進行させるものであり、制御部４１に制御されて回転中心４０ａを中
心にして任意の方向に自在に回転制御ができるようになっている。この回転制御により、
被検者が所定の視標を注視する際に網膜上において視標が呈示される部分が定まる。
【００２５】
　図２は反射光学部材４０の構成を示す図である。図２に示されるように、反射光学部材
４０は、いずれも回転中心４０ａを通るとともに互いに直交する２つの軸Ｏ１，Ｏ２を中
心に回転可能に構成されもので、反射ミラー４０ｂが回転軸４０ｃに固定支持され、この
回転軸４０ｃが円弧状枠体４０ｄに回転自在に支持され、この円弧状枠体４０ｄが回転軸
４０ｅに固定されたものである。
【００２６】
　回転軸４０ｃは軸Ｏ２を中心に回転可能に円弧状枠体４０ｄに支持されているものであ
って円弧状枠体４０ｄに固定されたステッピングモーター４０ｆによって回転駆動される
ものであり、反射ミラー４０ｂを軸Ｏ２を中心にして回転させるものである。また、回転
軸４０ｅはステッピングモーター４０ｇの回転軸に固定されて回転駆動されるものであり
、円弧状枠体４０ｄを軸Ｏ１を中心にして回転させるものである。
【００２７】
　ステッピングモーター４０ｇ、４０ｆは、制御部４１によって制御され、制御部４１は
、インターフェース７１を介してコンピュータ７２及びモニター７３に接続されている。
したがって、反射ミラー４０ｂは回転中心４０ａを中心に任意の向きに任意の角度だけ自
在に回転制御できるようになっている。
【００２８】
　ミラー３５は、赤外光などを出射する光源５０から出射してレンズ５１を通過した光を
反射し、レンズ３４によって収束させて被検者の眼球２０の網膜２１を照明するものであ
る。光源５０は、その制御ラインがインターフェース７１に接続され、コンピュータ７２
の指令に基づいてオン・オフや輝度などが制御されるようになっている。
【００２９】
　レンズ群３３は、複数のレンズ３３ａ、３３ｂ、３３ｃなどで構成され、一部のレンズ
、例えば、レンズ３３ｂを光軸方向に移動できるように構成することなどによって、被検
者の眼球２０の回旋中心２０ａと反射光学部材４０の回転中心４０ａとを光学的に共役な
位置関係になるように設定できるようになっている。なお、レンズ３４の近傍には、瞳孔
照明用の光源装置５２が設けられている。この光源装置５２は、その制御部がインターフ
ェース７１を通じてコンピュータ７２に連絡され、コンピュータ７２の指令によってオン
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・オフ制御や光量制御などがなされるようになっている。
【００３０】
　また、被検者の近傍には、応答スイッチ８０が設けられている。この応答スイッチ８０
も、インターフェース７１を通じてコンピュータ７２に信号を送ることができるようにな
っている。すなわち、被検者が、例えば、刺激視標を視認できたときに応答スイッチ８０
のボタン８１を操作すると、コンピュータ７２が視認信号を受けて所定の処理、例えば、
網膜の感度マップの一部の作成処理などを行うものである。
【００３１】
　上述の視覚機能計測装置によれば、動的量的視野検査、静的量的視野検査、眼底視野検
査（マイクロペリメトリー）、網膜電図検査（ＥＲＧ）その他の検査を行うことが可能で
あるが、以下では、静的量的視野検査を行う場合について説明する。静的量的視野検査に
ついては、自覚式検査と他覚式検査があり、いずれの方式の検査も行うことができる。
【００３２】
　静的量的視野検査は、次のような検査である。すなわち、視野内の一点に視標をおいて
、その明るさを徐々に増していくと、ある明るさになると見えるようになるので、見える
ようになったときの明るさに対応する値をその点における網膜感度とし、視野内の各点に
ついて同じ測定を行って、視野内の網膜感度の相違を量的に調べ、マップを作成すること
などを行う検査である。
【００３３】
　まず、自覚式検査は、次のようにして行われる。すなわち、コンピュータ７２の指令に
より、視標表示装置１０に視野検査用の視標が表示される。被検者は、眼球２０をこの視
標に向けてその視標を見る。視標表示装置１０は、視野の測定すべき点に対応する視標の
点の明るさを徐々に増していく。そうすると、ある明るさになると被検者に見えるように
なるので、見えるようになったときに被検者が応答スイッチ８０のボタン８１を操作する
ようにする。これによって、コンピュータ７２は、所定の処理をして、その時の視標の点
の明るさに対応する値をその点の網膜の感度とする。そして、視野内の各点について同じ
測定を行って、視野内の網膜感度の相違を量的に調べ、網膜の感度マップを作成していく
ものである。
【００３４】
　他覚式検査は、次のようにして行われる。すなわち、コンピュータ７２の指令により、
視標表示装置１０に視野検査用の視標が表示される。被検者は、眼球２０をこの視標に向
けてその視標を見る。視標表示装置１０は、視野の測定すべき点に対応する視標の点の明
るさを徐々に増していく。そうすると、ある明るさになると視標が被検者に見えるように
なる。明るさに応じて変化する瞳孔径の変化を、ビデオカメラ６２を通じてコンピュータ
７２が画像解析によって検知し、所定の処理をして、その時の視標の点の明るさに対応す
る値をその点の網膜上の感度とする。そして、視野内の各点について同じ測定を自動的に
次々と行って、視野内の網膜上の感度の相違を量的に調べ、網膜上の感度マップを自動的
に作成していくものである。
【００３５】
　上述の検査において、検査中に、眼球２０がその回旋中心２０ａを中心にして回転する
ことで、視界の中央に提示される固視標を固視している視線が変化した場合、本実施の形
態にかかる視覚機能計測装置は、その視線の変化の際の網膜像の変化をビデオカメラ６１
が検知して、その動きを補償するように、反射光学部材４０を回転制御することによって
、視線の変化を補償し、視線の変化による測定誤差の虞を防止できるようになっている。
【００３６】
　図３～図５は本実施の形態にかかる視覚機能計測装置の説明図である。図３に示される
ように、本実施の形態にかかる視覚機能計測装置は、視標表示装置１０に表示された視標
の像を、レンズ３１、３３，３３などからなる光学系３０によって、眼球２０の網膜に結
像させ、その一方で、眼球観察用のビデオカメラ（６１，６２）によって、網膜像や瞳孔
像を観察するものである。
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【００３７】
　図４に示されるように、眼球２０が図の矢印で示したように回転（回旋）すると、網膜
２１に結像している視標の結像位置が移動することになる。そうすると、図５に示される
ように、網膜観察用ビデオカメラ６１がその結像位置が移動したことを検知し、その動き
を補償して結像位置が変化しないように、反射光学部材４０を回転制御する。これにより
、視標表示装置上の視標の位置を移動させるなどのことをすることなく、視線の動きを自
動的に補償することを可能にしているものである。
【００３８】
　これによって、光学系のコストアップの虞を防止し、表示装置に液晶表示装置など応答
速度が遅い装置を採用した場合にも、それによる測定誤差を生じさせる虞も除去可能とし
ているものである。
【００３９】
　以上の説明は、本発明を静的量的視野検査に適用する場合の例について述べたが、本発
明はこれに限られるものではなく、眼球の回旋によって測定誤差が生じうる他の視機能計
測装置にも適用できる。例えば、動的量的視野検査、眼底視野検査（マイクロペリメトリ
ー）、網膜電図検査（ＥＲＧ）その他の検査にも適用できることは勿論である。
【符号の説明】
【００４０】
１０　視標表示装置
２０　眼球
２１　網膜
２２　虹彩
２３　瞳孔
３０　光学系
３１、３４　レンズ
３３　レンズ群
４０　反射光学部材
６１　網膜観察用ビデオカメラ
６２　瞳孔観察用ビデオカメラ
７２　コンピュータ
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