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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の眼底像を観察するための観察用光源と、撮影するための撮影用光源とを有し、
　これらの光源から発せられた照明光の前記被検眼の眼底による反射光を、絞り値を変更
可能に設けられた絞り手段を介して観察及び／又は撮影する眼底カメラにおいて、
　前記絞り手段の前記絞り値が変更されたことを検知する検知手段と、
　前記絞り値が変更されたことに連動して、前記検知手段によって検知された前記絞り値
を基に撮影時の光量を求め、該求めた光量に前記照明光の光量を変更する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする眼底カメラ。
【請求項２】
　前記眼底像の撮影に用いられる撮影媒体の種類を設定するための撮影媒体設定手段を更
に有し、
　前記制御手段は、前記撮影媒体設定手段によって設定された前記撮影媒体の種類に応じ
て、前記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴とする請求項１記
載の眼底カメラ。
【請求項３】
　カラー撮影モード、可視蛍光撮影モードまたは赤外蛍光撮影モードのいずれかを含む、
前記眼底像を撮影するときの撮影モードを設定するための撮影モード設定手段を更に有し
、
　前記制御手段は、前記撮影モード設定手段によって設定された前記撮影モードに応じて
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、前記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴とする請求項１記載
の眼底カメラ。
【請求項４】
　前記眼底像を撮影するときの撮影倍率を設定するための撮影倍率設定手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記撮影倍率設定手段によって設定された前記撮影倍率に応じて、前
記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴とする請求項１記載の眼
底カメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、眼科分野において被検眼の眼底像を撮影するために使用される眼底カメラに関
し、より詳しくは、眼底像を撮影するための各種の設定を連動して行うことによって装置
の操作性・使用効率が向上され、撮影の精度も良好に構成された眼底カメラに関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
眼科分野では、従来から、患者の眼底の疾患部位を発見しそれを撮影する等の目的のため
に眼底カメラが広く利用されている。眼底カメラには、通常、被検眼の眼底を照明するた
めの光学系と、この光学系により照明された眼底を観察するための光学系と、眼底像を撮
影するための光学系とが備えられている。下記の特許文献１および２には、従来の眼底カ
メラの構成が開示されている。
【０００３】
特許文献１には、固定ステージ上に前後左右に摺動可能な可動ステージが設けられ、この
可動ステージに装置本体が上下動可能に搭載され、可動ステージに設けたジョイスティッ
クを用いて可動ステージおよび装置本体の操作を行う眼底カメラにおいて、ジョイスティ
ックには多段スイッチが設けられ、この多段スイッチの任意の段位置で入力のオン・オフ
を一定期間内に複数回行うことによって、各種の動作を行う手段を有し、様々な動作をこ
のようなジョイスティックの操作のみで行えるよう構成された眼底カメラが開示されてい
る。
【０００４】
また、この多段スイッチを操作することで行われる動作としては、撮影光源の照射および
画像記録（撮影）、撮影画角（撮影倍率）の変更、撮影光路の変更、眼底に対しほぼ共役
な位置に配置された照明や撮影絞りの径の変更、観察用の照明光量と撮影用の照明光量の
変更、撮影モードの切り換え、タイマーのオン・オフ特殊撮影用や減光用のフィルタの光
路内への挿脱、固定ステージに対する可動ステージの左右動、可動ステージに対する装置
本体の上下動、バンニング・チルティングの各部の制動機構の作動が明示されている。更
に、当該文献には、このような各種の動作を任意に設定可能な可変手段が付加された構成
の眼底カメラも開示されている。
【０００５】
一方、特許文献２には、被検眼の眼底を照明する観察光源と撮影光源とを備えた照明光学
系と、この照明光学系によって照明された眼底像を撮影する撮影光学系と、照明光学系の
被検眼の前眼部と略共役な位置に設けられたリングスリットと遮光点とを有する眼底カメ
ラにおいて、被検眼の瞳孔径を入力または検出する手段と、被検眼の瞳孔径に応じて上記
遮光点の大きさと、前記照明光源の光量または撮影光源の光量を制御する制御手段とを有
し、被検眼の瞳孔の大きさに拘わらず、一定の明るさで眼底を照明できるよう構成された
眼底カメラが開示されている。また、上記の瞳孔径を入力または検出する手段被検眼の前
眼部を観察する前眼部観察手段と、この前眼部観察手段により得られた像を撮像する撮像
手段と、この撮像手段からの画像出力に基づいて被検眼の瞳孔径を計測する画像計測手段
とを備えている。
【０００６】
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特許文献３には、観察撮影光学系の合焦レンズおよび結像レンズ以降の光路において分岐
された、光電式撮影光学系を含む少なくとも２つの撮影光学系を有し、当該光電式撮影光
学系には焦点深度バランスを深めるための絞りが設けられた眼科用撮影装置が開示されて
いる。当該眼科用撮影装置によれば、焦点深度が浅い光電式撮影光学系の合焦を確実に行
うことができるので、好適な撮影画像を得ることが可能となる。
【０００７】
【特許文献１】
特開平７－６７８３４号公報（請求項）
【特許文献２】
特開平８－１０２２８号公報（請求項）
【特許文献３】
特許第２９９１２９８号明細書
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
近年、コンピュータを用いての作業やゲームの普及、更には老齢人口の増加等の理由から
、眼科分野における治療や検査に対する需要が大きくなってきている。このような現状を
反映して、各種の眼科装置を開発するに当たりその操作性の向上等に基づく治療や検査の
効率化が重視されるようになってきた。
【０００９】
眼底カメラについてもそのような傾向が進んでおり、コンピュータプログラムの制御に基
づく各種動作の連動や各種設定の自動化が図られるなど、ハードウェア的な改良だけでな
く、ソフトウェア面における改良もその一翼を担うようになっている（例えば上記特許文
献１を参照）。
【００１０】
このようなソフト面での改良を進めて眼底カメラの使用効率性を追求する場合や、その機
能の拡充を図る場合、そのカウンターバランスとして撮影精度の担保／向上が念頭に置か
れるべきことはいうまでもない。
【００１１】
例えば、適当な大きさの撮影絞りを選択することは、撮影精度を向上させるための重要な
ファクターであるが、このような制御を自動的かつ系統的に行うことは従来にはできなか
った。特に、上記特許文献１では、ジョイスティックに設けられた多段スイッチを手動操
作することによって撮影絞りの径の変更を行えるように構成されているが、どの大きさを
選択するかは検者の判断による外に術はない。したがって、使用効率の観点から、そして
人為的判断ミスのリスク等に基づく撮影精度の観点からも好適とは言い難いと考えられる
。
【００１２】
また、選択された撮影絞りに対応した適正な観察用照明や撮影用照明の光量を決定するこ
とも撮影精度に大きく影響を与えるが、このような光量制御も行われていなかった。
【００１３】
また、現在普及している眼底カメラでは、ＣＣＤや３５ｍｍカメラフィルム、インスタン
トフィルム等の各種の撮影媒体によって眼底像を撮影することができるよう構成されたも
のが多いが、これら撮影媒体の解像度や感度等の違いに応じて制御を好適に行うこと、即
ち、使用上の効率性および撮影精度の両者のバランスを考慮しての制御手法について、上
記の特許文献１および２に開示された発明やその記載から想到することは困難と思われる
。
【００１４】
特許文献３に記載の発明は、観察により確認される合焦状態と光電式撮影光学系での合焦
状態との差違による撮影画像の精度の劣化を解消するためのもので、選択的に使用される
各種の撮影媒体間の解像度や感度の差違に対応するための構成を有するものではない。
【００１５】
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ところで、実際の使用上、眼底観察時における観察用照明の光量は小さく設定され、一方
、眼底像の撮影時における撮影用照明の光量は大きく設定されていることが好ましい。即
ち、眼底を観察するためには比較的長時間に亘って被検眼を照明する必要があり、被検眼
へのダメージや被検者に与える不快感等を考慮すると、小さめの光量を用いることが好ま
しい。一方、撮影時においては、詳細な像を撮影するためには眼底を十分に明るく照明し
なければならず、また照明時間も短いため、大きめの光量が使用されている。また、眼底
観察時には、感度の高い検者の眼によって眼底像を捉えているため、小さめの光量でも眼
底を観察することが十分に可能である一方、眼底カメラに使用されるＣＣＤや３５ｍｍカ
メラフィルム、インスタントフィルム等の撮像媒体は感度が比較的低いため、大きめの光
量が必要とされる。
【００１６】
本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたもので、被検眼の眼底像を撮影するための
各種の設定を連動的に行うことにより操作性・使用効率の向上が図られているとともに、
撮影の精度も良好な眼底カメラを提供することを目的とするものである。また、本発明は
、被検眼へのダメージや被検者に与える不快感を軽減することが可能な眼底カメラを提供
することを目的とするものでもある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被検眼の眼底像を観察するため
の観察用光源と、撮影するための撮影用光源とを有し、これらの光源から発せられた照明
光の前記被検眼の眼底による反射光を、絞り値を変更可能に設けられた絞り手段を介して
観察及び／又は撮影する眼底カメラにおいて、前記絞り手段の前記絞り値が変更されたこ
とを検知する検知手段と、前記絞り値が変更されたことに連動して、前記検知手段によっ
て検知された前記絞り値を基に撮影時の光量を求め、該求めた光量に前記照明光の光量を
変更する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１８】
また、上記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、請求項１記載の眼底カメラ
であって、前記眼底像の撮影に用いられる撮影媒体の種類を設定するための撮影媒体設定
手段を更に有し、前記制御手段は、前記撮影媒体設定手段によって設定された前記撮影媒
体の種類に応じて、前記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴と
する。
【００１９】
また、上記目的を達成するために、請求項３に記載の発明は、請求項１記載の眼底カメラ
であって、カラー撮影モード、可視蛍光撮影モードまたは赤外蛍光撮影モードのいずれか
を含む、前記眼底像を撮影するときの撮影モードを設定するための撮影モード設定手段を
更に有し、前記制御手段は、前記撮影モード設定手段によって設定された前記撮影モード
に応じて、前記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴とする。
【００２０】
また、上記目的を達成するために、請求項４に記載の発明は、請求項１記載の眼底カメラ
であって、前記眼底像を撮影するときの撮影倍率を設定するための撮影倍率設定手段を更
に有し、前記制御手段は、前記撮影倍率設定手段によって設定された前記撮影倍率に応じ
て、前記絞り手段の前記絞り値を変更し得る範囲を設定することを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例について、図面を参照しながら詳細に
説明する。本発明に係る眼底カメラは、撮影絞りに絞り値の調整に関わる各種の連動動作
を可能に構成されており、装置の使用効率の向上およびそれに伴う撮影精度の担保／向上
を図ることを目的としたものである。
【００２２】
［外観構成］
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図１は本発明の一実施形態である眼底カメラの外観を表す側面図である。同図に示す眼底
カメラ１は、ベース２と、このベース２上に前後左右方向（水平方向）にスライド可能に
搭載された架台３とを備えている。架台３には、ジョイスティック４が設置されており、
検者はこのジョイスティック４を操作することによって、架台３をベース２上において自
由に移動させることができる。また、ジョイスティック４の頭部には、コントロールレバ
ー４ａが配置され、各種の操作を行えるようになっている。
【００２３】
ベース１上には支柱５が立設され、被検者の顎部を載置させるための顎受け６と、被検眼
Ｅを固視させるための光源である外部固視灯７とが設けられている。
【００２４】
架台３には、眼底カメラ１の各種光学系や制御系を格納する本体部８が搭載されている。
なお、上記制御系は、ベース２や架台３の内部等に設けられていてもよい。本体部８には
、被検眼Ｅに対向配置される対物レンズ部８ａと、検者が被検眼Ｅの観察等を行うための
接眼レンズ部８ｂとが設けられている。
【００２５】
また、本体部８には、被検眼Ｅの眼底の静止画像を撮影するための第１の撮像装置９と、
被検眼Ｅの眼底像を撮像するためのテレビカメラ等の第２の撮像装置１０とが接続されて
いる。第１の撮像装置９および第２の撮像装置１０は、本体部８に対して取り外し可能に
接続されている。特に、第１の撮像装置９としては、検査の目的等に応じて、ＣＣＤカメ
ラ、（例えば３５ｍｍ）フィルムカメラ、インスタントカメラ等を適宜接続することがで
きる。また、第１の撮像装置９および／または第２の撮像装置１０がデジタル撮像方式の
ものである場合には、眼底カメラの外部に設けられたコンピュータ等からなる画像記録装
置（詳細については後述する）にその画像を送信して記録しておくことができるようにな
っている。
【００２６】
更に、本体部８の検者側には、タッチパネルモニタ１１が設けられている。このタッチパ
ネルモニタ１１は、第２の撮像装置１０により取得された映像信号を基に被検眼Ｅの眼底
像を表示するようになっている。また、タッチパネルモニタ１１には、その画面中央を原
点とするＸＹ座標系が眼底像に重ねて表示されるようになっており、画面に触れると、そ
の触れた位置に対応する座標値が表示されるよう構成されている。
【００２７】
また、架台３の上面部３ａには、図２に示すようなコントロールパネル３０が設けられて
いる。このコントロールパネル３０は、各種の設定や撮影状況の確認等を行うためのボタ
ンや表示部を含んで構成されており、特に、詳細は後述するが、撮影モードの設定、撮影
倍率（撮影画角）の設定、第１の撮像装置９を構成する撮影媒体の種類の設定、撮影絞り
の絞り値の設定、撮影絞りの絞り値の確認、優先モードの設定等を行うことができる。
【００２８】
コントロールパネル３０には、撮影モードの設定を行うためのボタンとして、通常のカラ
ー撮影モードを選択するためのＮＯＲＭボタン３１ａと、可視蛍光撮影モード（ＦＡＧ撮
影モード）を選択するためのＦＡＧボタン３１ｂと、赤外蛍光撮影モード（ＩＣＧ撮影モ
ード）を選択するためのＩＣＧボタン３１ｃとが設けられている（本発明にいう撮影モー
ド設定手段）。また、撮影倍率を上げるためのＵＰボタン３２ａと、下げるためのＤＯＷ
Ｎボタン３２ｂとが設けられている（本発明にいう撮影倍率設定手段）。更に、設定され
た撮影倍率を表示するための表示部３２Ａが配置されている。また、上記撮影媒体の種類
の設定を行うためのボタンとしては、ＣＣＤカメラを接続するときに選択されるＣＣＤボ
タン３３ａと、フィルムカメラを接続するときに選択されるＦＩＬＭボタン３３ｂと、イ
ンスタントカメラを接続する場合に選択されるＰＯＬＡボタン３３ｃとが設けられている
（本発明にいう撮影媒体設定手段）。また、撮影絞りの絞り値を大きくするためのＵＰボ
タン３４ａと、小さくするためのＤＯＷＮボタン３４ｂとが設けられている。更には、撮
影絞りの絞り値を表す情報を表示するための表示部３４Ａが配置されている。また、優先
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モードを設定するためのボタンとしては、画像の解像度を撮影上優先する場合に選択され
る解像度ボタン３５ａと、画像の深度を優先する場合に選択される深度ボタン３５ｂとが
設けられている。
【００２９】
ここで、上記の優先モードについてその詳細を補足しておく。優先モードは、被検眼Ｅの
どのような眼底像を撮影するかに応じて選択される各種のモードからなる。解像度ボタン
３５ａを押下して選択される解像度優先モードは、被検眼Ｅの眼底の微細な状態を撮影し
たい場合に用いられるモードで、疾患部位が小さなときなどに使用される。また、深度ボ
タン３５ｂを押下して選択される深度優先モードは、被検眼Ｅの眼底全体の状態を撮影し
たい場合に用いられるモードである。なお、優先モードとして設定可能なモードの種類は
、この２つに限定されるものではなく、撮影における各種の条件や撮影の目的などに応じ
て、適宜設けることが可能である。
【００３０】
なお、コントロールパネル３０には、これら以外にも各種のボタンやスイッチ、表示部等
を設けることができる。例えば、タイマーを設定・操作するためのボタン、タイマーを表
示するための表示部、観察光量や撮影光量を手動で調整するためのボタン、各種照明光の
オン／オフを切り換えるためのスイッチ、被検眼Ｅが右眼であるか左眼であるかを表示す
る表示部等を配置することができる。
【００３１】
［光学系の構成］
図３は、本体部８に格納された光学系の構成の一例を示す概略図である。本実施形態に眼
底カメラ１には、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを照明するための照明光学系１００と、照明された
眼底Ｅｆの観察およびその像の撮影を行うための撮影光学系１２０とが設けられている。
【００３２】
照明光学系１００は、ハロゲンランプ１０１と、コンデンサレンズ１０２と、キセノンラ
ンプ１０３と、コンデンサレンズ１０４と、エキサイタフィルタ１０５および１０６と、
リング開口板１０７と、ミラー１０８と、液晶表示器１０９と、照明絞り１１０と、リレ
ーレンズ１１１と、孔開きミラー１１２と、対物レンズ１１３とが、この順に配列され構
成されている。
【００３３】
ハロゲンランプ１０１は、検者が被検眼Ｅを観察するときや、眼底のカラー撮影を行うと
きに点灯される、継続的に発光可能な光源であり、本発明にいう撮影用光源および観察用
光源を構成している。コンデンサレンズ１０２は、ハロゲンランプ１０１からの観察光を
集光し、被検眼Ｅ（特にその眼底Ｅｆ）を均等に照射するための光学素子である。また、
キセノンランプ１０３は、眼底Ｅｆの蛍光撮影時に点灯される光源である。コンデンサレ
ンズ１０４は、キセノンランプ１０３からの観察光を集光し、眼底Ｅｆを均等に照射する
ための光学素子である。
【００３４】
エキサイタフィルタ１０５、１０６は、眼底Ｅｆの眼底像の蛍光撮影を行うときに使用さ
れるものである。エキサイタフィルタ１０５、１０６は、後述のソレノイドにより光路上
に挿脱可能に設けられており、ＦＡＧ撮影モードのときはエキサイタフィルタ１０５のみ
が光路上に挿入され、ＩＣＧ撮影モードのときはエキサイタフィルタ１０６のみが光路上
に挿入され、カラー撮影モードのときは双方ともに光路上から離脱されるようになってい
る。
【００３５】
リング開口版１０７は、被検眼Ｅの瞳孔と共役な位置に配置されており、光軸を中心とし
たリング開口１０７ａを備えている。また、ミラー１０８は、ハロゲンランプ１０１やキ
セノンランプ１０３から光を反射し、撮影光学系１０３の光軸方向に偏向させるための光
学素子である。
【００３６】
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液晶表示器１０９は、図４に示すようなドットからなる固視標１０９ａを形成して被検眼
Ｅの固視を促すもので、表示するドットの位置を変更して被検眼Ｅの視線方向を誘導させ
るためのものである。なお、この液晶表示部１０９は眼底Ｅｆと共役な位置に配置されて
おり、固視標１０９ａが眼底Ｅｆ上に結像されるようになっている。
【００３７】
照明絞り１１０は、フレアを解消する等の目的のために照明領域外の光を遮光する絞りで
、照明領域を可変とするとともに、後述のソレノイドにより光軸方向に移動可能に構成さ
れている。孔開きミラー１１２は、照明光学系１００の光軸と撮影光学系１２０の光軸と
を合成する合成部材であり、両光軸をほぼ中心として孔部１１２ａが形成されている。ま
た、対物レンズ１１３は、本体部８の対物レンズ部８ａ内に配置されている。
【００３８】
以上の構成を備えた照明光学系１００により、被検眼Ｅの眼底Ｅｆは次のような態様で照
明される。まず、眼底Ｅｆの観察時やその眼底像のカラー撮影時には、ハロゲンランプ１
０１が点灯される。ハロゲンランプ１０１からの光は、コンデンサレンズ１０２、１０４
を介してリング開口板１０７を照射する。リング開口板１０７のリング開口１０７ａを通
過した光は、ミラー１０８により偏向され、液晶表示器１０９、照明絞り１１０およびリ
レーレンズ１１１を経由し、孔開きミラー１１２によって撮影光学系１２０の光軸方向に
偏向され、対物レンズ１１３を介して被検眼Ｅを照明する。ここで、リング開口板１０７
は被検眼Ｅの瞳孔に共役配置されているので、瞳孔上にリング開口像が形成され、このリ
ング開口像によって眼底Ｅｆが照明されることとなる。
【００３９】
また、蛍光撮影時には、キセノンランプ１０３が発光され、上記と同様にして眼底Ｅｆが
照明される。このとき、可視蛍光撮影か赤外蛍光撮影かに応じて、エキサイタフィルタ１
０５または１０６が選択的に光路上に挿入される。
【００４０】
一方、被検眼Ｅの眼底Ｅｆの観察およびその眼底像の撮影を行うための撮影光学系１２０
は、対物レンズ１１３と、孔開きミラー１１２の孔部１１２ａと、撮影絞り１２１と、バ
リアフィルタ１２２および１２３と、合焦レンズ１２４と、固定レンズ１３５と、撮影レ
ンズ１２６と、クイックリターンミラー１２７とをこの順で含んで構成されている。また
、符号９ａは、第１の撮像装置９の撮影媒体であり、ＣＣＤ、３５ｍｍカメラフィルム（
以下、単にフィルムと称することがある）、インスタントフィルム等を示している。
【００４１】
図５は、本発明にいう絞り手段を構成している撮影絞り１２１の概略構成の一例を示した
図である。撮影絞り１２１は円盤状に形成されており、その中心には回動軸１２１Ａが接
続され、後述のソレノイドによって回動されるよう構成されている。また、撮影絞り１２
１には、複数（例えば６つ）の大きさの絞りが形成されており、透孔部のサイズが大きな
ものから、絞り１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄ、１２１ｅおよび１２１ｆと符
号が付されている。なお、透孔部のサイズが大きくなれば絞り値は小さくなり、透孔部の
サイズが小さくなれば絞り値は大きくなる。
【００４２】
バリアフィルタ１２２および１２３は、後述のソレノイドにより光路上から離脱可能に配
置されており、ＦＡＧ撮影モードのときはバリアフィルタ１２２のみが光路上に挿入され
、ＩＣＧ撮影モードのときにはバリアフィルタ１２３のみが光路上に挿入され、カラー撮
影モードのときには両バリアフィルタ１３２、１３３が光路上から離脱されるようになっ
ている。
【００４３】
合焦レンズ１２４は、眼底Ｅｆの像のフォーカスを行うために、光軸方向に移動可能に配
置されたレンズである。また、撮影レンズ１２６は、被検眼Ｅからの光束を撮影媒体９ａ
上に結像させるための光学素子である。
【００４４】
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クイックリターンミラー１２７は、回動軸１２７ａを中心として回動可能に設けられてお
り、第１の撮像装置９によって眼底Ｅｆの像を撮影するときに跳ね上げられて、被検眼Ｅ
からの光束を撮影媒体９ａに導くようになっている。被検眼Ｅを観察する場合や、第２の
撮像装置１０により撮影を行うときには、光路上に斜設配置とされ、光束を反射し偏向す
るようになっている。
【００４５】
更に、撮影光学系１２０には、クイックリターンミラー１２７により偏向された光束が案
内される、フィールドレンズ（視野レンズ）１２８と、切換ミラー１２９と、接眼レンズ
１３０と、リレーレンズ１３１と、ミラー１３２と、リレーレンズ１３３とが設けられて
いる。
【００４６】
切換ミラー１２９は、回動軸１２９ａを中心に回動可能とされている。検者が被検眼Ｅを
観察するときは、切換ミラー１２９が光路上に斜設され、光束を偏向して接眼レンズ１３
０に導くようになっている。また、第２の撮像装置１０により撮影を行うときには、切換
ミラー１２９は光路上から退避されるようになっている。このとき光束は、リレーレンズ
１３１、ミラー１３２およびリレーレンズ１３３を介して撮像素子１０ａに投影される。
第２の撮像装置１０により撮影された眼底Ｅｆの眼底像Ｅｆ’は、タッチパネルモニタ１
１に表示されるようになっている。
【００４７】
［制御系の構成］
続いて、本実施形態の眼底カメラ１の各部を制御するための制御系の構成の一例について
、図５に示すブロック図を更に参照しながら説明する。この眼底カメラ１の制御系は、制
御手段１４０と記憶手段１５０とを中心に構成されている。制御手段１４０は、各種の演
算・制御を行うことが可能なＣＰＵ等の演算制御装置と、処理に係るプログラムやデータ
が展開されるＲＡＭ等の記憶装置等とを含んで構成されている。また、記憶手段１５０は
、眼底カメラ１の制御プログラム等のコンピュータプログラムや、各種のデータを記憶し
ている。制御手段１４０は、記憶装置１５０に記憶されたプログラムやデータを基に、眼
底カメラ１の制御を行うようになっている。
【００４８】
また、眼底カメラ１には、撮影された画像を記録するための画像記録装置２００が接続さ
れており、制御手段１４０は、画像記録装置２００とのデータ送受のインターフェイスと
してのインターフェイス部（Ｉ／Ｆ部）１６０を介して、画像データの送信等を行う。な
お、眼底カメラ１の外部に画像記録装置２００を設ける代わりに、画像を記録可能なバッ
ファ等の画像記録手段を眼底カメラ１内に設けるよう構成することもできる。また、画像
記録装置２００としてコンピュータ等の情報処理装置を採用する場合、画像記録装置２０
０のモニタにコントロールパネル３０と同様の設定・操作画面を表示可能に構成し、この
設定画面を用いて各種の設定や操作を行うようにすることもできる。
【００４９】
制御手段１４０には、ハロゲンランプ１０１と、キセノンランプ１０３と、コントロール
パネル３０と、照明絞り１１０と、ソレノイド１４１から１４７とが接続されている。ソ
レノイド１４１は、エキサイタフィルタ１０５、１０６を光路に対して挿脱させるための
駆動を行う。また、ソレノイド１４２は、照明絞り１１０を光軸方向に移動させるための
駆動を行う。また、ソレノイド１４３は、撮影絞り１２１を回動軸１２１ａを中心に回転
させるための駆動を行う。また、ソレノイド１４４は、バリアフィルタ１２２、１２３を
光路に対して挿脱させるための駆動を行う。また、ソレノイド１４５は、合焦レンズ１２
４を光軸方向に移動させてフォーカシングするための駆動を行う。また、ソレノイド１４
６は、クイックリターンミラー１２７を回動軸１２７ａを中心に回転させるための駆動を
行う。また、ソレノイド１４７は、切換ミラー１２９を回動軸１２９Ａを中心に回転させ
るための駆動を行う。
【００５０】
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制御手段１４０は、ハロゲンランプ１０１およびキセノンランプ１０３の点灯／消灯の切
り換えや、光量の調整を行う。また、制御手段１４０は、照明絞り１１０の絞りの大きさ
を変更させるようになっている。
【００５１】
更に、制御手段１４０は、コントロールパネル３０からの各種の入力や設定を受けて、対
応する各部を動作制御するようになっている。なお、図６では、図が煩雑になるのを回避
するために、コントロールパネル３０に配置された各ボタンの符号の表記が省略されてい
る。
【００５２】
また、制御手段１４０は、コントロールパネル３０の表示部３４Ａに、撮影絞り１２１の
絞り値を表す情報を表示させるようになっている。ここで、絞り値を表す情報は次のよう
な態様で表示される。図５に示すように、撮影絞り１２１には、各種の絞り値を実現する
ための絞り１２１ａから１２１ｆが形成されている。撮影光学系１２０の光軸上に絞り１
２１ａが配置されているとき、表示部３４Ａには「１」と表示される。また、光軸上に絞
り１２１ｂが配置されているとき、表示部３４Ａには「２」と表示される。また、光軸上
に絞り１２１ｃが配置されているとき、表示部３４Ａには「３」と表示される。また、光
軸上に絞り１２１ｄが配置されているとき、表示部３４Ａには「４」と表示される。また
、光軸上に絞り１２１ｅが配置されているとき、表示部３４Ａには「５」と表示される。
また、光軸上に絞り１２１ｆが配置されているとき、表示部３４Ａには「６」と表示され
る。即ち、表示部３４Ａには、撮影絞り１２１の絞り値が小さな順に「１」～「６」と表
示されるようになっている。
【００５３】
なお、このように光軸上に配置される絞り１２１ａ～１２１ｆに対応する数字を表示する
代わりに、光軸上に配置される絞りの絞り値を表示するよう構成したり、絞りのサイズを
表示するよう構成することもできる。即ち、使用に供されている撮影絞り１２１の絞り値
を表す情報であれば、表示部３４Ａによる表示形態の形態は問わない。
【００５４】
［眼底カメラの動作および作用効果］
以下、上記のような構成を備えた本実施形態の眼底カメラ１の動作および作用効果につい
て説明する。
【００５５】
図７は、眼底カメラ１の動作の一例を示すフローチャートである。眼底像の撮影を行う際
には、被検者を図示しない椅子に座らせ、顎受け６に顎を載置させる。そして、被検眼Ｅ
に対する光学系のアライメントを行う。
【００５６】
以上の準備が整ったら、まず、コントロールパネル３０に配置されたボタン３１ａ、３１
ｂまたは３１ｃを選択的に押下して撮影モードの設定を行う（Ｓ１）。押下されたボタン
は点灯され、どのモードを選択したかを認識できるようになっている。選択された撮影モ
ードは、制御手段１４０内のＲＡＭまたは記憶手段１５０に設定条件情報として記憶され
る。制御手段１４０は、選択された撮影モードに応じて各部の設定を制御する。例えば、
ボタン３１ａに対応するカラー撮影モードが選択された場合、撮影時にハロゲンランプ１
０１を点灯させるよう制御し、一方、ボタン３１ｂまたは３１ｃに対応するＦＡＧモード
またはＩＣＧモードが選択された場合には、キセノンランプ１０３を点灯させるよう制御
する。
【００５７】
次に、ボタン３３ａ、３３ｂまたは３３ｃを選択的に押下して第１の撮像装置９に使用さ
れる撮影媒体の種類の設定を行う（Ｓ２）。押下されたボタンは点灯され、どの撮影媒体
を選択したか認識できるようになっている。選択された撮影媒体の種類は、制御手段１４
０内のＲＡＭまたは記憶手段１５０に設定条件情報として記憶される。
【００５８】
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続いて、ボタン３２ａおよび／または３２ｂを押下して、撮影倍率の設定を行う（Ｓ３）
。このとき、表示部３２Ａに表示される倍率を確認しながら所望の撮影倍率に合わせる。
設定された撮影倍率は、制御手段１４０内のＲＡＭまたは記憶手段１５０に設定条件情報
として記憶される。なお、以上のＳ１～Ｓ３の設定動作は、任意の順序で行うことが可能
である。
【００５９】
以上の設定動作が終了すると、制御手段１４０は、ソレノイド１４３を制御して撮影絞り
１２１を回動させ、絞り値を上記の設定条件情報に対応した所定の初期値に設定する（Ｓ
４）。
【００６０】
なお、このステップにおいては、撮影絞り１２１の上記初期値の決定を行うとともに、撮
影絞り１２１の絞り値を小さな値（例えば最小の絞り値）に設定するようにし、実際に撮
影を行うときに制御手段１４０によってソレノイド１４３を制御して、撮影絞り１２１を
上記初期値に設定するようにしてもよい。このような構成とすれば、撮影前に眼底Ｅｆを
観察する場合の撮影絞り１２１の絞り値を十分小さく保持することができるため、観察用
のハロゲンランプ１０１の光量を低く押さえることができ、また観察像の解像度を向上さ
せることが可能となる。
【００６１】
このとき、撮影絞り１２１の絞り値を更に変更し得る範囲も設定される。逆に言えば、撮
影絞り１２１の絞り値の変更が禁止となる範囲が設定される。例えば、撮影媒体としてＣ
ＣＤが選択された場合、撮影絞り１２１の絞り１２１ｄが光路上に配置され、コントロー
ルパネル３０の表示部３４Ａには「４」が表示されるとともに、絞り１２１ａ～１２１ｆ
の全ての絞りを使用可能とするよう制御される。また、撮影媒体としてフィルムが選択さ
れた場合、撮影絞り１２１の絞り１２１ｂが光路上に配置され、コントロールパネル３０
の表示部３４Ａには「２」が表示されるとともに、絞り１２１ａ、１２１ｂおよび１２１
ｃのみを使用可能とするよう制御される。撮影媒体９ａの種類に応じて行われるこのよう
な制御は、ＣＣＤの解像度とフィルムの解像度との違いを基とするものである（例えば、
ＩＳＯ１００の３５ｍｍフィルムは１０００万画素のＣＣＤと同程度の解像度を有する）
。つまり、ＣＣＤは比較的解像度が低いため、撮影絞り１２１を大きな絞り値に設定して
も画像の精度にそれほど影響がないのに対し、解像度の高いフィルムを使用する場合には
、絞り値を大きくすると画像の精度が目に見えて劣化してしまうことを反映したものであ
る。なお、撮影絞り１２１の絞り値の上記初期値および使用可能とされる絞り値の範囲は
、上記の値に限定されるものではなく、撮影精度を劣化させない範囲において任意に設定
することができる。なお、ここで設定される撮影絞り１２１の絞り値を更に変更し得る範
囲は、上記のように撮影媒体の種類に応じたものに限定されることはなく、撮影モードや
撮影倍率の違いに応じて適宜設定されるような構成とすることももちろん可能である。ま
た、これら単独の設定条件に応じて上記変更しうる範囲が設定されるだけではなく、２つ
ないしは３つの設定条件に応じたものであってもよい。更には、上記以外の設定条件を加
味してもよい。
【００６２】
次に、優先モードを使用するか否か決定する（Ｓ５）。優先モードを使用しない場合は（
Ｓ５；Ｎ）、Ｓ４で設定された初期値の絞り値で被検眼Ｅの眼底Ｅｆの眼底像Ｅｆ’の撮
影を行う（Ｓ１０）。このときに点灯されるハロゲンランプ１０１またはキセノンランプ
１０３の光量は、制御手段１４０によって制御される。
【００６３】
一方、優先モードを使用する場合（Ｓ５；Ｙ）、コントロールパネル３０のボタン３５ａ
は他は３５ｂを選択的に押下することにより、解像度優先モードか深度優先モードかの選
択を行う（Ｓ６）。
【００６４】
解像度優先モードが選択された場合（Ｓ６；Ｙ）、撮影される眼底像の解像度を高めるた
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めに、制御手段１４０は撮影絞り１２１の絞り値を所定の段階だけ小さく変更させる（Ｓ
７）。例えば、上述した撮影媒体としてＣＣＤが選択された場合においては、撮影絞り１
２１を回動させて、絞り１２１ｄから絞り１２１ｂに２段階変更させる。このとき、コン
トロールパネル３０の表示部３４Ａには「２」が表示される。また、撮影媒体としてフィ
ルムが選択された場合においては、撮影絞り１２１の絞り１２１ｂが絞り１２１ａに変換
され、表示部３４Ａに「１」が表示される。なお、撮影絞り１２１の絞り値が変更される
段階は、その目的に応じて適宜設定することができる。
【００６５】
一方、深度優先モードが選択された場合（Ｓ６；Ｎ）、撮影される眼底像の撮影深度を深
くするために、制御手段１４０は撮影絞り１２１の絞り値を所定の段階だけ大きく変更さ
せる（Ｓ９）。例えば、撮影媒体としてＣＣＤが選択された場合においては、撮影絞り１
２１を回動させて、絞り１２１ｄから絞り１２１ｆに２段階変更させる。このとき、コン
トロールパネル３０の表示部３４Ａには「６」が表示される。また、撮影媒体としてフィ
ルムが選択された場合においては、撮影絞り１２１の絞り１２１ｂが絞り１２１ｃに変換
され、表示部３４Ａに「３」が表示される。この場合も、撮影絞り１２１の絞り値が変更
される段階は、その目的に応じて適宜設定することができる。
【００６６】
なお、このステップにおいて、撮影絞り１２１の上述の初期値への設定と同様に、撮影絞
り１２１の絞り値を変更する段階の決定を行うとともに、撮影絞り１２１の絞り値を小さ
な値（例えば最小の絞り値）に保持するようにし、実際に撮影を行うときに制御手段１４
０によってソレノイド１４３を制御して、撮影絞り１２１を上記決定された段階だけ変更
するようにしてもよい。
【００６７】
優先モードの選択に応じて撮影絞り１２１の絞り値が変更されると、制御手段１４０は、
絞り値の変更を検知し、検知されたこの絞り値に応じて、撮影用の光源であるハロゲンラ
ンプ１０１またはキセノンランプ１０３（図中では、まとめて「ランプ」と記載）の撮影
時の光量を変更する（Ｓ８）。この撮影時の光量は、絞り値や設定条件情報を基に演算し
て求める構成とすることができ、また、絞り値や設定条件情報と光量とを関連付けたテー
ブルをあらかじめ記憶手段１５０等に保存しておき、これを参照して求める構成とするこ
ともできる。なお、このように、制御手段１４０は本発明に言う検知手段として作用する
ものでもある。
【００６８】
撮影時のランプの光量が変更されたら、当該光量をもって被検眼Ｅの眼底Ｅｆの眼底像Ｅ
ｆ’の撮影を行う（Ｓ１０）。制御手段１４０は、撮影された眼底像Ｅｆ’をＩ／Ｆ部１
６０を介して画像記録装置２００に送信し記録させる。
【００６９】
以上のような制御を行うことにより、設定条件情報、特に撮影媒体の種類に応じて撮像絞
り１２１の絞り値が連動して調整され、更にこの絞り値に応じて撮影時の照明光量が連動
して調整されるので、使用効率の向上が図られるとともに、撮影される画像の精度を向上
させることが可能となる。
【００７０】
また、撮影された眼底像を画像記録装置２００に送信するときに、当該眼底像を撮影した
ときの撮影絞り１２１の絞り値（または絞りのサイズや上記した絞り値を表す情報等、撮
影時の絞り値を表す情報）も送信して、眼底像とともに、または眼底像と関連付けて保存
しておくよう構成することができる。このようにすれば、撮影時における撮影絞り１２１
の絞り値等の条件を必要なときに把握することができるようになるため、撮影の再現性を
向上させることが可能となり、ひいては撮影の精度を良好なものとすることができる。
【００７１】
また、眼底像の撮影を行ったときの撮影絞り１２１の絞り値を撮影媒体９ａ上に記録する
よう構成することもできる。
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【００７２】
なお、検者は、制御手段１４０によって自動的に変更された撮影絞り１２１の絞り値を、
コントロールパネル３０のボタン３４ａ、３４ｂを用いて手動で変更できるようにしても
よい。例えば、より解像度を高くしたいときや、深度を深くしたいときなどにこのような
手動の調整を行うことができる。また、検者自身の視力がさほど良くない場合等の検者の
視力状態や癖などを補完する必要があるときや、撮影された眼底像をより詳細に視認した
い場合等の検者の要望に添ったマニュアルでの設定が必要なときなどに上記の手動での調
整を行ってもよい。なお、このような手動での調整が常時必要となる場合には、Ｓ７やＳ
９で絞り値を変更する段階におけるその変更の程度を、手動での調整分を含めてあらかじ
め設定しておき、自動的に調整を行うようにすることもできる。
【００７３】
また、制御手段１４０により、眼底観察時などにコントロールパネル３０が操作されて撮
影モードや撮影倍率が変更されたことに対応して、撮影絞り１２１の絞り値を所定の初期
値に復帰させるようソレノイド１４３を駆動制御するように構成してもよい。
【００７４】
次に、図８を参照して、眼底カメラ１の動作の他の一例について説明する。同図に示す眼
底カメラ１の動作には、被検眼Ｅ（の眼底Ｅｆ）を観察するときの照明光の光量制御が含
まれている点が特徴となっている。なお、図７に示すプロセスと共通のものについては、
その詳細は上記図７の説明に譲ることとする。
【００７５】
まず、コントロールパネル３０に配置されたボタン３１ａ、３１ｂまたは３１ｃを選択的
に押下して撮影モードの設定を行う（Ｓ１１）。次に、ボタン３３ａ、３３ｂまたは３３
ｃを選択的に押下して第１の撮像装置９に使用される撮影媒体の種類の設定を行う（Ｓ１
２）。続いて、ボタン３２ａおよび／または３２ｂを押下して、撮影倍率の設定を行う（
Ｓ１３）。
【００７６】
以上の設定動作が終了すると、制御手段１４０は、ソレノイド１４３を制御して撮影絞り
１２１を回動させて、絞り値を設定条件情報に対応する所定の初期値に設定する（Ｓ１４
）。このとき、撮影絞り１２１の絞り値が取り得る範囲も設定される。
【００７７】
次に、優先モードを使用するか否か決定する（Ｓ１５）。優先モードを使用しない場合は
（Ｓ１５；Ｎ）、そのまま被検眼Ｅの眼底Ｅｆの観察およびその眼底像の撮影を行う（Ｓ
２１、２２）。このときに点灯されるハロゲンランプ１０１またはキセノンランプ１０３
の光量は、制御手段１４０によって制御される。
【００７８】
一方、優先モードを使用する場合（Ｓ１５；Ｙ）、コントロールパネル３０のボタン３５
ａまたは３５ｂを選択的に押下することにより、解像度優先モードか深度優先モードかの
選択を行う（Ｓ１６）。
【００７９】
解像度優先モードが選択された場合（Ｓ１６；Ｙ）、撮影される眼底像の解像度を高める
ために、制御手段１４０は撮影絞り１２１の絞り値を所定の段階だけ小さく変更させる（
Ｓ１７）。一方、深度優先モードが選択された場合（Ｓ１６；Ｎ）、撮影される眼底像の
撮影深度を深くするために、制御手段１４０は撮影絞り１２１の絞り値を所定の段階だけ
大きく変更させる（Ｓ１９）。
【００８０】
優先モードの選択に応じて撮影絞り１２１の絞り値が変更されると、制御手段１４０は、
絞り値の変更を検知し、検知されたこの絞り値に応じて、観察用の光源であるハロゲンラ
ンプ１０１の照明光量を変更する（Ｓ１８）。このとき、撮影絞り１２１の絞り値が大き
い値である場合は、検者が視認する眼底像は暗くなるので、ハロゲンランプ１０１の光量
を強くするよう制御する。絞り値が小さな場合は逆に光量を小さくするよう制御する。な
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お、絞り値とハロゲンランプ１０１の光量とは、あらかじめ関連付けられて記憶手段１５
０に記憶されており、これを参照することにより光量の調整を行う。もちろん、光量を変
更させないよう設定したり、絞り値に閾値を設けて、その閾値を超えた場合に光量を変更
させるように設定することも可能である。
【００８１】
次に、上記の検知された絞り値に応じて、撮影用の光源であるハロゲンランプ１０１また
はキセノンランプ１０３（図８中では、まとめて「撮影用のランプ」と記載）の撮影時の
光量の設定を変更する（Ｓ２０）。
【００８２】
撮影用のランプの光量が変更されたら、Ｓ１８で設定されたハロゲンランプ１０１の光量
の下で被検眼Ｅの眼底Ｅｆを観察し（Ｓ２１）、Ｓ２０で設定された撮影用のランプの光
量をもって眼底Ｅｆの眼底像の撮影を行う（Ｓ２２）。
【００８３】
図８に示すような動作を行う眼底カメラ１によれば、撮影絞り１２１の絞り値に応じて観
察用の照明の光量が連動制御されるので、装置の使用効率が向上される。また、観察用の
照明光量が適正なものに設定され、眼底観察時における視認性が向上されることから、撮
影される眼底像の精度を向上させることが可能となる。更に、検者が観察を行える範囲に
おいて照明光量が比較的小さめに設定されるよう制御することにより、被検眼Ｅへのダメ
ージや被検者に与える不快感（眩しさ）を軽減することが可能となる。
【００８４】
以上の各実施形態においては、図５に示すように、その絞り値を段階的に変更できるよう
構成された撮影絞り１２１が設けられているが、絞り値を連続的に変更可能な構成の撮影
絞りを適用することももちろん可能である。この場合、観察用の照明光量や撮影用の照明
光量は、撮影絞りの絞り値に対して連続的にその値を変更するような構成としてもよく、
また、絞り値に一つまたは複数のしきい値を設け、そのしきい値を挟んで光量の設定が変
更されるような構成としてもよい。
【００８５】
なお、上記の特許文献３に開示された構成では、絞りの変化に伴う照明光量の変化に対応
するために、光量調節または波長補正のためのフィルタを配置しているが、本発明では絞
り値と光量との関係に基づいて照明光量が制御されるため、そのようなフィルタを設ける
必要はない。また、本発明によれば、撮影媒体（撮影モード）や撮影倍率に応じて自動的
に決定される絞り値に応じて照明光量が制御されるので、当該文献に記載された構成のよ
うに複数の撮影光学系の配置関係を考慮することなく確実に画像精度を向上させることが
できる。
【００８６】
実施の形態として説明した以上の構成は、本発明を具現化した一例に過ぎないものであっ
て、本発明の主旨の範囲内における各種構成の変形や変更、追加を任意に行うことはもち
ろん可能である。
【００８７】
【発明の効果】
請求項１に記載の眼底カメラによれば、被検眼の眼底像を撮影するための照明光の光量や
眼底を観察するための照明光の光量を、絞り手段（撮影絞り）の絞り値の変更に連動させ
て調整することが可能であるので、検者は光量調整を手作業で行う必要がなくなり、装置
の使用効率の向上を図ることができる。更に、撮影絞りの絞り値に合わせた適正な光量に
調整されるので、撮影精度を十分に担保することも可能である。
【００８８】
特に、眼底を観察するときの照明光の光量を、検者が観察を行える範囲において十分小さ
なものとなるよう制御することにより、比較的長時間かかる観察時における被検眼へのダ
メージや被検者に与える不快感を軽減させることが可能となる。
【００８９】
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請求項２、請求項３または請求項４に記載の眼底カメラによれば、設定された撮影媒体の
種類、撮影モードまたは撮影倍率に応じて変更される撮影絞りの絞り値を、更に変更する
ときの変更可能な範囲が設定されるので、このような設定条件に対して不適当な絞り値に
変更されてしまう事態を回避することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例の外観構成を示す概略側面図である
。
【図２】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例に設けられたコントロールパネルを
示す概略図である。
【図３】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例に設けられた光学系の構成を示す概
略図である。
【図４】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例の光学系に設けられた液晶表示器の
構成を示す概略図である。
【図５】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例の光学系に設けられた撮影絞りの構
成を示す概略図である。
【図６】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例に設けられた制御系の構成を示す概
略図である。
【図７】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例による動作を示すフローチャートで
ある。
【図８】本発明に係る眼底カメラの実施の形態の一例による動作を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１　眼底カメラ
８　本体部
８ａ　対物レンズ部
８ｂ　接眼レンズ部
９　第１の撮像装置
９ａ　撮影媒体
１０　第２の撮像装置
３０　コントロールパネル
１００　照明光学系
１０１　ハロゲンランプ
１０３　キセノンランプ
１２０　撮影光学系
１２１　撮影絞り
１２４　合焦レンズ
１４０　制御手段
１４１～１４７　ソレノイド
２００　画像記録装置



(15) JP 4244160 B2 2009.3.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(16) JP 4244160 B2 2009.3.25

【図６】 【図７】

【図８】



(17) JP 4244160 B2 2009.3.25

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－０７１５２６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－１２８７４９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１１７１９２（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５９－０４９７３６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０５６２４０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B 3/00 ～ 3/14


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

