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(57)【要約】
【課題】眼位に関する状態の他覚的な検査を適切に行う
ことが可能な眼科装置を提供する。
【解決手段】眼科装置は、前眼部撮影部５０、固視標呈
示部、および制御部７１を備える前眼部撮影部５０は、
被検者の左眼および右眼の前眼部画像を撮影する。固視
標呈示部は、被検者の左眼および右眼の少なくとも一方
に固視標を呈示する。制御部７１は、前眼部撮影部５０
によって撮影された前眼部画像を処理することで、被検
者眼の左眼および右眼の眼位を測定する。制御部７１は
、左眼および右眼の少なくとも一方に対する固視標の呈
示と非呈示が切り替えられた呈示切替時よりも後のタイ
ミング、および、呈示切替時以前のタイミングを含む少
なくとも２つのタイミングにおける、左眼および右眼の
眼位の測定結果に基づいて、被検者の眼位の状態を示す
眼位状態情報を生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の視機能の検査を行う眼科装置であって、
　前記被検者の左眼および右眼の前眼部画像を撮影する前眼部撮影部と、
　前記被検者の左眼および右眼の少なくとも一方に固視標を呈示する固視標呈示部と、
　前記眼科装置の制御を司る制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記前眼部撮影部によって撮影された前記前眼部画像を処理することで、前記被検者の
左眼および右眼の眼位を測定すると共に、
　前記被検者の左眼および右眼の少なくとも一方に対する前記固視標の呈示と非呈示が切
り替えられた呈示切替時よりも後のタイミング、および、前記呈示切替時以前のタイミン
グを含む少なくとも２つのタイミングにおける前記左眼および前記右眼の眼位の測定結果
に基づいて、前記被検者の眼位の状態を示す眼位状態情報を生成することを特徴とする眼
科装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の眼科装置であって、
　前記制御部は、
　前記左眼および前記右眼の両方に前記固視標を呈示している状態から、前記左眼および
右眼の一方に対する前記固視標の呈示を非呈示に切り替えた場合に、前記固視標の呈示を
非呈示に切り替えた切替眼と、前記切替眼とは反対側の非切替眼の各々の、前記呈示切替
時以前と前記呈示切替時よりも後の眼位の測定結果のずれ量を、前記眼位状態情報として
生成することを特徴とする眼科装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の眼科装置であって、
　前記制御部は、
　前記切替眼の眼位のずれ量と前記非切替眼の眼位のずれ量に基づいて、前記被検者の斜
視の有無、および、斜視が共同性であるか否かの少なくともいずれかを示す前記眼位状態
情報を生成することを特徴とする眼科装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の眼科装置であって、
　前記制御部は、
　前記切替眼の眼位のずれ量と前記非切替眼の眼位のずれ量に基づいて、前記切替眼の斜
位の有無を示す前記眼位状態情報を生成することを特徴とする眼科装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の眼科装置であって、
　前記制御部は、
　前記左眼および前記右眼の一方に前記固視標を呈示している状態から、他方の眼に対す
る前記固視標の非呈示を呈示に切り替えた場合に、前記固視標の非呈示を呈示に切り替え
た切替眼と、前記切替眼とは反対側の非切替眼の各々の、前記呈示切替時以前と前記呈示
切替時よりも後の眼位の測定結果のずれ量を、前記眼位状態情報として生成することを特
徴とする眼科装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の眼科装置であって、
　前記制御部は、
　少なくとも前記呈示切替時以後における前記左眼および前記右眼の各々の眼位と時間の
関係を示す眼位変化グラフのデータを、前記眼位状態情報として生成することを特徴とす
る眼科装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の眼科装置であって、
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　前記固視標呈示部は、呈示する前記固視標の位置を変更可能であり、
　前記制御部は、
　前記被検者に斜視がある場合に、呈示している前記固視標の位置を変更した際の、視線
が前記固視標の呈示光束から偏位している眼の眼位の計測結果の変化量を示す情報を、前
記眼位状態情報として生成することを特徴とする眼科装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検者の視機能の検査を行う眼科装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検者の視機能の検査を行うための種々の眼科装置が知られている。例えば、特
許文献１に記載の自覚式検眼装置は、屈折度の矯正が可能な矯正光学系を被検者の眼前に
個別に配置し、矯正光学系を介して検査視標を被検者の眼底へ投光する。検者は、被検者
の応答を受けて、被検者が適正に視標を見ることができるまで矯正光学系の調整を行うこ
とで、被検者眼の屈折力を測定する。また、特許文献２に記載の自覚式検眼装置は、矯正
光学系を介した検査視標画像を被検者の眼前に形成することで、矯正光学系を被検者の眼
前に配置することなく屈折力を測定する。被検者の視機能には、屈折力以外にも、眼が向
く方向である眼位に関する機能もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１７６８９３号公報
【特許文献２】米国特許第３８７４７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術では、眼位に関する状態を他覚的に（客観的に）検査することは困難であっ
た。例えば、眼位に関する状態の一つに斜位がある。斜位の有無を検査する方法として、
例えば、カバーアンカバーテストが知られている。カバーアンカバーテストでは、片方の
眼の視界を覆っていたカバーを取り外し、その際の眼の動きを検者が目視で確認すること
で、斜位の有無が検査される。この方法では、検査に熟練を要するうえに、検査結果を定
量的に示すことも困難である。また、検眼装置によってプリズムを付加することで斜位検
査を行う方法も存在するが、自覚的な検査であるため、被検者の応答によっては、検査結
果が安定しない場合や、検査に時間を要する場合もあり得る。
【０００５】
　本開示の典型的な目的は、眼位に関する状態の他覚的な検査を適切に行うことが可能な
眼科装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における典型的な実施形態が提供する眼科装置は、被検者の視機能の検査を行う
眼科装置であって、前記被検者の左眼および右眼の前眼部画像を撮影する前眼部撮影部と
、前記被検者の左眼および右眼の少なくとも一方に固視標を呈示する固視標呈示部と、前
記眼科装置の制御を司る制御部と、を備え、前記制御部は、前記前眼部撮影部によって撮
影された前記前眼部画像を処理することで、前記被検者の左眼および右眼の眼位を測定す
ると共に、前記被検者の左眼および右眼の少なくとも一方に対する前記固視標の呈示と非
呈示が切り替えられた呈示切替時よりも後のタイミング、および、前記呈示切替時以前の
タイミングを含む少なくとも２つのタイミングにおける前記左眼および前記右眼の眼位の
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測定結果に基づいて、前記被検者の眼位の状態を示す眼位状態情報を生成する。
【０００７】
　本開示に係る眼科装置によると、眼位に関する状態の他覚的な検査が適切に行われる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】眼科装置１の外観斜視図である。
【図２】左眼用測定部７Ｌの構成を示す図である。
【図３】本実施形態の眼科装置１の内部を正面方向（図１のＡ方向）から見た概略構成図
である。
【図４】本実施形態の眼科装置１の内部を右側面方向（図１のＢ方向）から見た概略構成
図である。
【図５】本実施形態の眼科装置１の内部を上方（図１のＣ方向）から見た概略構成図であ
る。
【図６】被検者の右眼の前眼部画像１１０の一例を示す図である。
【図７】斜位検査において、検査対象眼への固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられ
る前の眼位を示す模式図である。
【図８】斜位検査において、検査対象眼への固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられ
てから十分な時間が経過した後の眼位を示す模式図である。
【図９】片眼の眼位変化グラフの一例を示す図である。
【図１０】同一の時間帯における片眼の眼位変化グラフと光学特性変化グラフを比較した
図である。
【図１１】眼位測定結果の値毎の測定頻度を示すヒストグラムである。
【図１２】斜視によって左眼ＥＬが偏位している被検者の両眼に固視標３１Ｋが呈示され
ている状態の、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの眼位を示す模式図である。
【図１３】図１２に示す状態から右眼ＥＲへの固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えら
れた際の、共同性斜視の被検者の眼位の変化を示す模式図である。
【図１４】図１２に示す状態から右眼ＥＲへの固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えら
れた際の、非共同性斜視の被検者の眼位の変化を示す模式図である。
【図１５】図１３に示す状態から右眼ＥＲへの固視標３１Ｋの非呈示が呈示に切り替えら
れた際の、片眼性斜視の被検者眼の眼位の変化を示す模式図である。
【図１６】両眼の眼位変化グラフの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
＜概要＞
　本開示で例示する眼科装置は、前眼部撮影部、固視標呈示部、および制御部を備える。
前眼部撮影部は、被検者の左眼および右眼の前眼部画像を撮影する。固視標呈示部は、被
検者の左眼および右眼の少なくとも一方に固視標を呈示することで、固視標を注視させる
。制御部は、前眼部撮影部によって撮影された前眼部画像を処理することで、被検者の左
眼および右眼の眼位を測定する。眼位とは、眼が向く方向である。制御部は、左眼および
右眼の少なくとも一方に対する固視標の呈示と非呈示が切り替えられた呈示切替時よりも
後のタイミング、および、呈示切替時以前のタイミングを含む少なくとも２つのタイミン
グにおける左眼および右眼の眼位の測定結果に基づいて、被検者の眼位の状態を示す眼位
状態情報を生成する。
【００１０】
　本開示で例示する眼科装置によると、固視標の呈示切替前における左眼および右眼の前
眼部画像と、呈示切替後における左眼および右眼の前眼部画像に基づいて、被検者の眼位
の状態を示す眼位状態情報が生成される。従って、左眼および右眼のうちの一方の前眼部
画像に基づいて眼位状態情報が生成される場合に比べて、眼位に関する状態の他覚的な検
査がより適切に実行される。例えば、制御部は、左眼および右眼の一方の前眼部画像のみ
では得られない眼位状態情報を生成できる場合もある。また、制御部は、左眼および右眼
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の一方の前眼部画像のみを用いる場合に比べて精度が高い眼位状態情報を生成できる場合
もある。
【００１１】
　制御部は、左眼および右眼の両方に固視標を呈示している状態から、一方の眼に対する
固視標の呈示を非呈示に切り替えた場合に、固視標の呈示を非呈示に切り替えた眼（切替
眼）と、切替眼とは反対側の眼（非切替眼）の各々について、呈示切替時の前後における
眼位の測定結果のずれ量を生成（算出）してもよい。この場合、被検者の眼位に関する種
々の判断が適切に行われる。
【００１２】
　例えば、呈示切替時の前後において、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であり、且つ切
替眼の眼位ずれ量が閾値以上である場合には、被検者に斜視があり、且つ斜視が共同性と
判断されてもよい。また、呈示切替時の前後において、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上
であり、且つ切替眼の眼位ずれ量が閾値未満である場合には、被検者に斜視があり、且つ
斜視が非共同性と判断されてもよい。
【００１３】
　なお、被検者に斜視がある場合、制御部は、呈示切替時の前後における眼位の測定結果
から、眼位の移動方向を検出し、検出した移動方向に基づいて、偏位眼の偏位方向（例え
ば、外斜視、内斜視、上斜視、下斜視等のいずれか）を示す眼位状態情報を生成してもよ
い。この場合、偏位眼の偏位方向が容易に把握される。なお、制御部は、斜視が検出され
た際の検査における非切替眼の眼位の移動方向に基づいて、眼位の偏位方向を検出しても
よい。また、斜視が共同性である場合、制御部は、斜視が検出された際の検査における切
替眼の眼位の移動方向に基づいて、眼位の偏位方向を検出してもよい。
【００１４】
　また、呈示切替時の前後において、非切替眼の眼位ずれ量が閾値未満であり、且つ切替
眼の眼位ずれ量が閾値以上である場合には、切替眼に斜位があると判断されてもよい。
【００１５】
　制御部は、切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量に基づいて、被検者の斜視の有
無、および、斜視が共同性であるか否かの少なくともいずれかを示す眼位状態情報を生成
してもよい。この場合、眼科装置によって自動的に生成された眼位状態情報によって、被
検者の斜視に関する判断が容易に行われる。
【００１６】
　なお、前述したように、制御部は、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であり、且つ切替
眼の眼位ずれ量が閾値以上である場合には、被検者に斜視があり、且つ斜視が共同性と判
断してもよい。また、制御部は、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であり、且つ切替眼の
眼位ずれ量が閾値未満である場合には、被検者に斜視があり、且つ斜視が非共同性と判断
してもよい。また、制御部は、斜視の有無のみを判断してもよいし、斜視が共同性である
か否かのみを判断してもよい。
【００１７】
　制御部は、切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量に基づいて、切替眼の斜位の有
無を示す眼位状態情報を生成してもよい。この場合、眼科装置によって自動的に生成され
た眼位状態情報によって、切替眼の斜位の有無が容易に把握される。なお、前述したよう
に、制御部は、非切替眼の眼位ずれ量が閾値未満であり、且つ切替眼の眼位ずれ量が閾値
以上である場合に、切替眼に斜位があると判断してもよい。
【００１８】
　なお、制御部は、被検者の斜視の有無等を示す情報、および、切替眼の斜位の有無を示
す情報の少なくともいずれかを生成しなくてもよい。例えば、制御部は、呈示切替時の前
後における切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量を、表示部に表示させてもよい。
この場合、ユーザ（例えば医師等）は、表示された２つの眼位ずれ量を見ることで、斜視
の有無、斜視が共同性であるか否か、および切替眼の斜位の有無を適切に判断することが
できる。また、切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量が、音声等によってユーザに
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通知されてもよい。
【００１９】
　また、制御部は、左眼および右眼の両方に固視標を呈示している状態から、一方の眼に
対する固視標の呈示を非呈示に切り替えた場合に、呈示切替時の前後における非切替眼の
眼位の測定結果のずれ量を生成（算出）してもよい。つまり、制御部は、切替眼の眼位ず
れ量を生成せずに、非切替眼の眼位ずれ量のみを生成してもよい。この場合でも、生成さ
れた眼位ずれ量に基づいて、被検者の斜視の有無が適切に判断される。なお、制御部は、
非切替眼の眼位ずれ量を表示部に表示させてもよいし、音声等によってユーザに通知して
もよい。また、制御部は、非切替眼の眼位ずれ量に基づいて、被検者に斜視があるか否か
を示す眼位状態情報を生成してもよい。
【００２０】
　また、制御部は、左眼および右眼の両方に固視標を呈示している状態から、一方の眼に
対する固視標の呈示を非呈示に切り替えた場合に、呈示切替時の前後における切替眼の眼
位の測定結果のずれ量を生成（算出）してもよい。つまり、制御部は、非切替眼の眼位ず
れ量を生成せずに、切替眼の眼位ずれ量のみを生成してもよい。例えば、被検者に恒常性
斜視が無いことが予め分かっている場合等には、切替眼の眼位ずれ量のみを参照して、切
替眼に斜位があるか否かを判断することも可能である。また、被検者に斜視があることが
予め分かっている場合等には、切替眼の眼位ずれ量のみを参照して、斜視が共同性および
非共同性のいずれであるかを判断することも可能である。なお、制御部は、切替眼の眼位
ずれ量を表示部に表示させてもよいし、音声等によってユーザに通知してもよい。また、
制御部は、切替眼の眼位ずれ量に基づいて、斜視が共同性および非共同性のいずれである
かを示す眼位状態情報、または、切替眼に斜位があるか否かを示す眼位状態情報を生成し
てもよい。この場合、制御部は、被検者の斜視の有無を示す情報も参照したうえで眼位状
態情報を生成してもよい。
【００２１】
　制御部は、左眼および右眼の一方に固視標を呈示している状態から、他方の眼に対する
固視標の非呈示を呈示に切り替えた場合に、固視標の非呈示を呈示に切り替えた眼（切替
眼）と、切替眼とは反対側の眼（非切替眼）の各々について、呈示切替時の前後における
眼位の測定結果のずれ量を生成（算出）してもよい。この場合、被検者の眼位に関する種
々の判断が適切に行われる。
【００２２】
　例えば、被検者に斜視がある場合、少なくとも非切替眼の眼位ずれ量が閾値未満であれ
ば、斜視が交代性斜視であると判断されてもよい。また、斜視が共同性斜視である場合、
呈示切替時の前後における切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量が共に閾値未満で
れば、斜視が交代性斜視であると判断されてもよい。逆に、被検者に斜視がある場合、少
なくとも非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であれば、斜視が片眼性斜視であると判断され
てもよい。また、斜視が共同性斜視である場合、呈示切替時の前後における切替眼の眼位
ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量が共に閾値以上であれば、斜視が片眼性斜視であると判断
されてもよい。制御部は、呈示切替時の前後における切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼
位ずれ量に基づいて、斜視が交代性斜視および片眼性斜視のいずれであるかを示す眼位状
態情報を生成してもよい。
【００２３】
　なお、切替眼の眼位ずれ量と非切替眼の眼位ずれ量が共に用いられることで、交代性斜
視および片眼性斜視の判断がより適切に行われる。しかし、切替眼および非切替眼のうち
の一方の眼位ずれ量に基づいて、交代性斜視および片眼性斜視の判断が行われてもよい。
【００２４】
　制御部は、左眼の眼位の測定結果と右眼の眼位の測定結果を比較した相対情報を、眼位
状態情報として生成してもよい。この場合、ユーザは、左右の眼位の相対関係を適切に把
握することができる。一例として、制御部は、呈示切替時以前と呈示切替時よりも後の、
左眼の眼位の測定結果のずれ量と、右眼の眼位の測定結果のずれ量との差を、眼位状態情
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報として生成してもよい。この場合、ユーザは、左右の眼位の状態を、左右の眼位ずれ量
の差に基づいて適切に把握することができる。また、制御部は、他の測定結果を左眼と右
眼で比較してもよい。例えば、制御部は、あるタイミング（一例として、呈示切替時から
待機時間が経過した以後のタイミング等）における左右の眼位測定結果を比較することで
、眼位ずれ量を算出してもよい。
【００２５】
　制御部は、少なくとも呈示切替時以後における左眼および右眼の各々の眼位と時間の関
係を示す眼位変化グラフのデータを、眼位状態情報として生成してもよい。この場合、固
視標の呈示と非呈示を切り替えたことに起因する、左眼および右眼の各々の眼位の時間変
化が、眼位変化グラフによって適切に把握される。ユーザは、眼位変化グラフを見ること
で、眼位に関する種々の状態（例えば、斜位の有無、斜視の有無、斜視の種類等）を把握
することも可能である。
【００２６】
　なお、制御部は、眼位変化グラフを表示部に表示させてもよい。この場合、制御部は、
検査対象眼の眼位の検査中に連続して眼位を測定し、検査中にリアルタイムで眼位変化グ
ラフを表示部に表示させてもよい。また、制御部は、検査中に連続して撮影された前眼部
画像に基づいて、検査後に眼位変化グラフのデータを生成してもよい。
【００２７】
　また、眼位変化グラフは、例えば、複数の眼位の測定結果を測定タイミング毎にプロッ
トしたグラフであってもよいし、複数の眼位の測定結果に基づいて生成された近似曲線の
グラフであってもよい。また、制御部は、眼位変化グラフを表示部に表示させる場合、左
眼および右眼の各々の眼位変化グラフを並べて表示させてもよいし、左眼および右眼の各
々の眼位の時間変化を示す曲線等を、１つのグラフ中に示してもよい。
【００２８】
　固視標呈示部は、呈示する固視標の位置を変更可能であってもよい。被検者に斜視があ
る場合、制御部は、固視標の位置を変更した際の、固視標に対して偏位している眼の眼位
の計測結果の変化量を示す情報を、眼位状態情報として生成してもよい。この場合、生成
された変化量に基づいて、斜視が共同性および非共同性のいずれであるかが適切に判断さ
れる。
【００２９】
　なお、斜視があるか否かの検査が、固視標の位置を変更しつつ複数回行われてもよい。
この場合、ユーザは、例えば、斜視が間歇性および恒常性のいずれであるかを判断できる
。また、ユーザは、斜視が交代性斜視である場合に、偏位眼が交代する際の眼位を把握で
きる。
【００３０】
　制御部は、固視標の呈示切替時から待機時間が経過した基準タイミング以後の、少なく
とも１つの切替後タイミングにおける眼位の測定結果に基づいて、眼位のずれ量を生成し
てもよい。斜位等がある場合の眼位は、固視標の呈示と非呈示が切り替えられてから徐々
に変化した後、時間の経過と共に安定していく傾向がある。従って、固視標の呈示と非呈
示が切り替えられた直後の眼位の測定結果が用いられると、生成される眼位のずれ量が不
適切な値となり易い。これに対し、待機時間が経過した以後の眼位の測定結果が用いられ
ることで、生成される眼位のずれ量の精度が向上する。なお、待機時間の長さは、固視標
の呈示と非呈示が切り替えられてから、眼位の変化が安定するまでに要する時間以上の長
さに設定されてもよい。この場合、安定した状態の眼位に基づいて、眼位ずれ量が算出さ
れる。眼科装置では、１つまたは複数の待機時間が予め設定されていてもよい。
【００３１】
　制御部は、基準タイミングを指定する指示の入力を受け付けると共に、入力された指示
に応じて基準タイミングを設定してもよい。この場合、検者は、種々の事情（例えば、自
らの経験、被検者眼の状態等）に応じて、基準タイミングを望ましいタイミングに設定で
きる。
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【００３２】
　制御部は、複数の切替後タイミングにおける眼位の測定結果に基づいて、呈示切替時よ
りも後における眼位が安定したタイミングを検出し、検出したタイミングを基準タイミン
グとして設定してもよい。この場合、適切な基準タイミングが自動的に眼科装置によって
設定される。なお、眼位が安定したタイミングを検出するための具体的な方法は、適宜選
択できる。例えば、制御部は、複数の切替後タイミングにおける眼位の測定結果から、測
定結果の揺らぎを検出してもよい。制御部は、検出した揺らぎが閾値以下となったタイミ
ングを、眼位が安定したタイミングとして検出してもよい。測定結果の揺らぎには、例え
ば、単位時間内における複数の測定結果の標準偏差、単位時間内における複数の測定結果
の最大値と最小値の差、変動する測定結果の周波数等の少なくともいずれかを用いてもよ
い。また、制御部は、複数の切替後タイミングにおける眼位の測定結果から、眼位と時間
の関係を示す近似曲線のデータを生成してもよい。制御部は、近似曲線の傾きが閾値以下
となったタイミングを、眼位が安定したタイミングとして検出してもよい。
【００３３】
　眼科装置は、他覚式測定部を備えていてもよい。他覚式測定部は、被検者眼に測定光を
出射し、その反射光を受光することで、被検者眼の光学特性を他覚的に測定する。制御部
は、複数の切替後タイミングにおいて測定された被検者眼の光学特性の測定結果に基づい
て、呈示切替後における被検者眼の眼位が安定したタイミングを検出し、検出したタイミ
ングを基準タイミングとして設定してもよい。眼位が安定すると、被検者眼の光学特性も
安定し易い。従って、被検者眼の光学特性が安定したタイミングを基準タイミングとして
設定することで、適切な基準タイミングが自動的に設定される。
【００３４】
　なお、眼位が安定したタイミングを光学特性の測定結果に基づいて検出するための具体
的な方法も、適宜選択できる。例えば、制御部は、複数の切替後タイミングにおける光学
特性の測定結果から、測定結果の揺らぎ（例えば、単位時間内における複数の測定結果の
標準偏差、単位時間内における複数の測定結果の最大値と最小値の差、変動する測定結果
の周波数等の少なくともいずれか）を検出してもよい。制御部は、検出した揺らぎが閾値
以下となったタイミングを、眼位が安定したタイミングとして検出してもよい。また、制
御部は、複数の切替後タイミングにおける光学特性の測定結果から、光学特性と時間の関
係を示す近似曲線のデータを生成してもよい。制御部は、近似曲線の傾きが閾値以下とな
ったタイミングを、眼位が安定したタイミングとして検出してもよい。
【００３５】
　制御部は、基準タイミング以後における複数の切替後タイミングにおいて測定された複
数の眼位測定結果から、平均値、最大値と最小値の中間値、または、測定頻度が最も多い
最頻値を特定してもよい。制御部は、特定した値と、呈示切替時以前の切替前タイミング
における眼位測定結果のずれ量を、左眼および右眼の各々の眼位のずれ量として算出して
もよい。この場合、眼位の変動の影響がさらに抑制されたうえで、眼位のずれ量が算出さ
れる。なお、固視標の呈示切替時以前の切替前タイミングの測定結果についても、複数の
眼位測定結果の平均値、中間値、または最頻値が用いられてもよいことは言うまでもない
。
【００３６】
　制御部は、複数の切替前タイミングにおける複数の眼位測定結果と、複数の切替後タイ
ミングにおける複数の眼位測定結果から、呈示切替時以前において測定された頻度が最も
高い第１最頻値と、呈示切替時よりも後において測定された頻度が最も高い第２最頻値を
特定してもよい。制御部は、第１最頻値と第２最頻値のずれ量を、眼位のずれ量として算
出してもよい。この場合、固視標の呈示切替時以前において安定した状態の眼位と、固視
標の呈示切替時よりも後において安定した状態の眼位のずれ量が、適切に算出される。よ
って、生成（算出）される眼位のずれ量の精度が向上する。
【００３７】
＜実施形態＞
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　以下、本開示における典型的な実施形態の１つについて、図面を参照して説明する。一
例として、本実施形態では、被検者眼の眼位に関する状態の他覚的検査に加えて、被検者
眼の光学特性（例えば屈折力等）の自覚的測定と他覚的測定も実施することが可能な眼科
装置１を例示する。しかし、本開示で例示する技術の少なくとも一部は、例えば、眼位に
関する状態の他覚的検査のみを実施する眼科装置にも適用できるし、光学特性の自覚的測
定および他覚的測定の一方を実施するための構成を備えない眼科装置にも適用できる。ま
た、眼科装置は、被検者の視機能のうち、眼位に関する機能および光学特性以外の視機能
の検査も実施できてもよい。
【００３８】
（概略構成）
　図１を参照して、本実施形態の眼科装置１の概略構成について説明する。本実施形態の
眼科装置１は、筐体２、呈示窓３、タッチパネル（操作部および表示部）４、顎台５、基
台６、および撮影光学系１００等を備える。筐体２は、内部に各種部材を収納する。例え
ば、筐体２の内部には、後述する測定部７（左眼用測定部７Ｌおよび右眼用測定部７Ｒ）
が設けられている。呈示窓３は、被検者に視標を呈示するために用いられる。例えば、左
眼用測定部７Ｌおよび右眼用測定部７Ｒから出射される視標光束が、呈示窓３を介して被
検者眼に投影される。
【００３９】
　タッチパネル４は、画像を表示すると共に、ユーザによって操作される。すなわち、本
実施形態では、ユーザ（例えば検者等）が各種指示を入力するために操作する操作部と、
画像を表示する表示部（ディスプレイ）が、タッチパネル４によって兼用される。ただし
、操作部と表示部が別で設けられてもよいことは言うまでもない。操作部は、入力された
操作指示に応じた信号を、後述する制御ユニット７０（図２参照）に出力する。操作部に
は、例えば、マウス、ジョイスティック、キーボード等の少なくともいずれかが用いられ
てもよい。表示部は、眼科装置１の本体に搭載されていてもよいし、眼科装置１とは別で
設けられていてもよい。例えば、眼科装置１に接続されたパーソナルコンピュータ（以下
、「ＰＣ」という）のディスプレイに、各種データ（例えば、後述する眼位変化グラフ、
眼位ずれ量、斜視の有無、斜位の有無、斜視の種類等）が表示されてもよい。複数の表示
部が併用されてもよい。
【００４０】
　顎台５には被検者の顎を支持する。顎台５に被検者の顎が乗せられることで、被検者眼
と眼科装置１の距離が一定に保たれると共に、被検者の顔の動きが抑制される。顎台５の
代わりに、額当てまたは顔当て等が用いられてもよい。基台６には、顎台５と筐体２が固
定されている。撮影光学系１００は、撮影素子およびレンズ（図示せず）を備えている。
撮影光学系１００は、被検者の顔を撮影することができる。
【００４１】
（測定部）
　図２を参照して、測定部７の構成について説明する。本実施形態では、左眼用測定部７
Ｌの構成と右眼用測定部７Ｒの構成は略同一である。従って、以下では左眼用測定部７Ｌ
について説明を行い、右眼用測定部７Ｒの説明は省略する。左眼用測定部７Ｌは、自覚式
測定部２５、他覚式測定部１０、第１指標投影光学系４５、第２指標投影光学系４６、お
よび前眼部撮影部５０を備える。
【００４２】
（自覚式測定部）
　自覚式測定部２５は、被検者の応答に応じて被検者眼の光学特性を測定するために用い
られる。つまり、自覚式測定部２５によって、被検者眼の光学特性が自覚的に測定される
。本実施形態では、一例として、被検者眼の光学特性（眼屈折力、コントラスト感度、両
眼視機能等）のうち、眼屈折力が自覚式測定部２５によって測定される。本実施形態の自
覚式測定部２５は、投光光学系（視標投光系）３０、矯正光学系６０、および補正光学系
９０を備える。
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【００４３】
　投光光学系３０は、視標光束を被検者眼に向けて投影する。本実施形態の投光光学系３
０は、ディスプレイ３１、投光レンズ３３、投光レンズ３４、反射ミラー３６、ダイクロ
イックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、および対物レンズ１４を備える。視標光
束は、ディスプレイ３１から出射された後、投光レンズ３３、投光レンズ３４、反射ミラ
ー３６、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、および対物レンズ１４
の順にそれぞれの光学部材を経由して、被検者眼に投影される。
【００４４】
　ディスプレイ３１には、例えば、ランドルト環視標等の検査視標、および、被検者眼を
固視させるための固視標（後述する眼位測定時および他覚測定時に用いられる）等が表示
される。ディスプレイ３１から出射された視標光束は、被検者眼に向けて投影される。つ
まり、本実施形態のディスプレイ３１および投光光学系３０は、被検者眼に固視標を呈示
する固視標呈示部の一例である。本実施形態の固視標呈示部３０，３１は、被検者眼に呈
示する固視標の位置を変更することができる。詳細には、ディスプレイ３１に表示させる
固視標の位置が変更されることで、被検者眼に呈示する固視標の位置が変更される。しか
し、固視標の位置を変更する方法を変更することも可能である。例えば、固視標の呈示光
路中の光学部材（例えば、プリズムまたはスキャナ等）を駆動することで、固視標の位置
が変更されてもよい。ディスプレイ３１には、例えばＬＣＤ等の各種表示機器を使用でき
る。なお、被検者眼に固視標を呈示するための構成および方法を変更することも可能であ
る。例えば、本実施形態では、被検者の左眼および右眼に別々に固視標の光束が投影され
る。しかし、眼科装置１は、１つの固視標を左眼および右眼の両方に呈示してもよい。ま
た、眼科装置１は、視標板に設けられた固視標を光路上に位置させることで、被検者眼に
固視標を呈示してもよい。固視標の位置を変更する方法も、固視標呈示部の構成に応じて
適宜選択することが可能である。
【００４５】
　矯正光学系６０は、乱視矯正光学系６３および駆動機構３９を備える。乱視矯正光学系
６３は、投光レンズ３３と投光レンズ３４の間に配置されている。本実施形態では、乱視
矯正光学系６３は、被検者眼の円柱度数および円柱軸等を矯正するために用いられる。例
えば、乱視矯正光学系６３は、焦点距離が等しい２つの正の円柱レンズ６１ａ，６１ｂを
備える。円柱レンズ６１ａ，６１ｂは、回転機構６２ａ，６２ｂの各々によって駆動され
ることで、光軸Ｌ２を中心として独立して回転される。なお、乱視矯正光学系６３の構成
を変更することも可能である。例えば、矯正レンズが投光光学系３０の光路に挿脱される
ことで、円柱度数等が矯正されてもよい。
【００４６】
　駆動機構３９は、モータおよびスライド機構を備え、ディスプレイ３１を光軸Ｌ２の方
向に移動させる。例えば、自覚測定時にディスプレイ３１が移動されることで、被検者眼
に対する視標の呈示位置（呈示距離）が光学的に変えられる。その結果、球面度数が矯正
される。また、他覚測定時にディスプレイ３１が移動されることで、被検者眼に雲霧が掛
けられる。なお、球面度数を矯正するための構成を変更することも可能である。例えば、
光路中に光学素子が挿脱されることで球面度数が矯正されてもよい。また、光路中に配置
されたレンズが光軸方向に移動されることで、球面度数が矯正されてもよい。
【００４７】
　なお、本実施形態では、球面度数、円柱度数、および円柱軸を矯正する矯正光学系６０
が例示されている。しかし、矯正光学系は、他の光学特性（例えばプリズム値等）を矯正
してもよい。プリズム値が矯正されることで、被検者眼が斜位眼であっても視標光束が被
検者眼に適切に投影される。
【００４８】
　また、本実施形態では、円柱度数および円柱軸を矯正する乱視矯正光学系６３と、球面
度数を矯正する駆動機構３９が別で設けられている。しかし、球面度数、円柱度数、およ
び円柱軸が、同一の構成によって矯正されてもよい。例えば、波面を変調させる光学系に
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よって、球面度数、円柱度数、および円柱軸が矯正されてもよい。また、複数の光学素子
（例えば、球面レンズ、円柱レンズ、および分散プリズム等の少なくともいずれか）が同
一円周上に配置されたレンズディスクと、レンズディスクを回転させるアクチュエータが
、矯正光学系として用いられてもよい。この場合、レンズディスクが回転されて、光軸Ｌ
２上に位置する光学素子が切り替えられることで、種々の光学特性が矯正される。また、
光軸Ｌ２上に配置された光学素子（例えば、円柱レンズ、クロスシリンダレンズ、および
ロータリープリズム等の少なくともいずれか）が、アクチュエータによって回転されても
よい。
【００４９】
　補正光学系９０は、対物レンズ１４と、後述する偏向ミラー８１（図３等参照）の間に
配置されている。補正光学系９０は、例えば、自覚式測定部２５において生じる光学収差
を補正するために用いられてもよい。また、補正光学系９０は、光学収差における非点収
差を補正するために用いられてもよい。本実施形態の補正光学系９０は、焦点距離が等し
い２つの正の円柱レンズ９１ａ，９１ｂを備える。円柱レンズ９１ａ，９１ｂは、回転機
構９２ａ，９２ｂの各々によって駆動されることで、光軸Ｌ３を中心として独立して回転
される。補正光学系９０は、円柱度数と円柱軸を調整することで、非点収差を補正するこ
とができる。なお、補正光学系９０の構成を変更することも可能である。例えば、補正レ
ンズが光路ＬＥに挿脱されることで、光学収差が補正されてもよい。また、矯正光学系６
０が補正光学系９０を兼用してもよい。この場合、円柱度数と円柱軸に加えて非点収差量
が考慮されることで、矯正光学系６０が駆動される。
【００５０】
（他覚式測定部）
　他覚式測定部１０は、被検者眼の光学特性を他覚式に測定するために用いられる。他覚
式測定部１０は、被検者眼の光学特性として、例えば眼屈折力、眼軸長、および角膜形状
等の少なくともいずれかを測定してもよい。一例として、本実施形態では、被検者眼の眼
屈折力を測定するための他覚式測定部１０を例示して説明を行う。
【００５１】
　他覚式測定部１０は、投影光学系（投光光学系）１０ａ、受光光学系１０ｂ、および補
正光学系９０を備える。一例として、本実施形態の投影光学系１０ａは、被検者眼の瞳孔
中心部を介して、被検者眼の眼底にスポット状の測定光を投影する。また、本実施形態の
受光光学系１０ｂは、眼底から反射された測定光の反射光を、瞳孔周辺部を介してリング
状に取り出し、二次元撮影素子２２によってリング状の眼底反射像を撮影する。
【００５２】
　本実施形態の投影光学系１０ａは、測定光源１１、リレーレンズ１２、ホールミラー１
３、プリズム１５、駆動部（モータ）２３、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイック
ミラー２９、および対物レンズ１４を備える。プリズム１５は、光束偏向部材である。駆
動部２３は、プリズム１５を光軸Ｌ１を中心として回転駆動させる。光源１１は、被検者
眼の眼底と共役な関係となる。ホールミラー１３のホール部は、被検者眼の瞳孔と共役な
関係となる。プリズム１５は、被検者眼の瞳孔と共役となる位置から外れた位置に配置さ
れており、通過する光束を光軸Ｌ１に対して偏心させる。なお、光束偏向部材の構成を変
更することも可能である。例えば、プリズム１５に代えて、光軸Ｌ１に対して斜めに配置
される平行平面板が、光束偏向部材として用いられてもよい。
【００５３】
　ダイクロイックミラー３５は、自覚式測定部２５の光軸Ｌ２と、他覚式測定部１０の光
軸Ｌ１を同軸にする。ビームスプリッタ２９は、自覚式測定部２５における光束と、他覚
式測定部１０における光束を反射し、被検者眼に導く。
【００５４】
　受光光学系１０ｂは、対物レンズ１４、ダイクロイックミラー２９、ダイクロイックミ
ラー３５、プリズム１５、およびホールミラー１３を、投影光学系１０ａとの間で共用す
る。また、受光光学系１０ｂは、ホールミラー１３の反射方向の光路上に、リレーレンズ
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１６、ミラー１７、受光絞り１８、コリメータレンズ１９、レンズレンズ２０、および二
次元撮影素子２２を備える。受光絞り１８および二次元撮影素子２２は、被検者眼の眼底
と共役な関係となる。リングレンズ２０は、リング状に形成されたレンズ部と、レンズ部
以外の領域に設けられた遮光部を備える。リングレンズ２０は、被検者眼の瞳孔と共役な
関係となる。二次元撮影素子２２からの出力は、制御ユニット７０に入力される。
【００５５】
　投影光学系１０ａから出射されて被検者眼の眼底で反射された測定光の反射光は、ダイ
クロイックミラー２９によって反射され、さらにダイクロイックミラー３５によって反射
されて、受光光学系１０ｂへ導かれる。また、ダイクロイックミラー２９は、後述する前
眼部撮影光およびアライメント光を透過し、前眼部撮影部５０へ導く。
【００５６】
　本実施形態では、投影光学系１０ａの測定光源１１と、受光光学系１０ｂの受光絞り１
８、コリメータレンズ１９、リングレンズ２０、および二次元撮影素子２２は、光軸方向
に一体的に移動することができる。一例として、本実施形態では、ディスプレイ３１と、
投影光学系１０ａの測定光源１１と、受光光学系１０ｂの受光絞り１８、コリメータレン
ズ１９、リングレンズ２０、および二次元撮影素子２２を含む駆動ユニット９５が、駆動
機構３９によって、光軸Ｌ１の方向に一体的に移動される。ただし、上記の複数の構成の
少なくとも一部が、駆動機構３９とは別の構成によって移動されてもよい。駆動ユニット
９５は、外側のリング光束が各経線方向において二次元撮影素子２２上に入射するように
、光軸方向に移動される。すなわち、被検者眼の球面屈折誤差（球面屈折力）に応じて、
他覚式測定部１０の一部が光軸Ｌ１方向に移動されることで、球面屈折誤差が補正されて
、測定光源１１、受光絞り１８、および二次元撮影素子２２が被検者眼の眼底と共役な関
係とされる。駆動ユニット９５の移動位置は、ポテンショメータ（図示せず）によって検
出される。ホールミラー１３およびリングレンズ２０は、駆動ユニット９５の移動量に関
わらず、被検者眼の瞳と一定の倍率で共役となるように配置されている。
【００５７】
　本実施形態では、測定光源１１から出射された測定光は、リレーレンズ１２、ホールミ
ラー１３、プリズム１５、ダイクロイックミラー３５、ダイクロイックミラー２９、およ
び対物レンズ１４を経て、被検者眼の眼底上にスポット状の点光源像を形成する。この間
、ホールミラー１３のホール部の瞳投影像（瞳上での投影光束）は、光軸Ｌ１を中心とし
て回転するプリズム１５によって、高速で偏心回転される。眼底に投影された点光源像は
、反射・散乱されて被検者眼から出射される。被検者眼からの出射光は、対物レンズ１４
によって集光され、ダイクロイックミラー２９、ダイクロイックミラー３５、プリズム１
５、ホールミラー１３、リレーレンズ１６、およびミラー１７を介して、受光絞り１８の
位置に再び集光される。次いで、コリメータレンズ１９とリングレンズ２０によって、二
次元撮影素子２２にリング状の像が結像される。
【００５８】
　プリズム１５は、投影光学系１０ａと受光光学系１０ｂの共通光路に配置されている。
従って、投影光学系１０ａから出射される投影光（測定光）と、眼底からの反射光は、共
にプリズム１５を通過する。その結果、眼底からの反射光は、あたかも瞳孔上における投
影光と反射光の偏心が無かったかのように逆走査される。また、本実施形態では、他覚式
測定部１０と自覚式測定部２５の間で補正光学系９０が共用される。なお、他覚式測定部
１０で用いられる補正光学系と、自覚式測定部２５で用いられる補正光学系が別で設けら
れてもよいことは言うまでもない。
【００５９】
　なお、本実施形態における他覚式測定部１０の構成を変更することも可能である。例え
ば、他覚式測定部は、瞳孔周辺部から眼底にリング状の測定指標を投影し、瞳孔中心部か
ら眼底反射光を取り出し、二次元撮影素子２２にリング状の眼底反射像を受光させる構成
を備えていてもよい。また、他覚式測定部はシャックハルトマンセンサを備えていてもよ
いし、スリットを投影する位相差方式の構成を備えていてもよい。
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【００６０】
（第１指標投影光学系・第２指標投影光学系）
　第１指標投影光学系４５および第２指標投影光学系４６は、一例として、補正光学系９
０と偏向ミラー８１（図３等参照）の間に配置される。ただし、第１指標投影光学系４５
および第２指標投影光学系４６を変更することも可能である。第１指標投影光学系４５は
、光軸Ｌ３を中心としてリング状に配置された赤外光源を備える。第１指標投影光学系４
５は、被検者眼の角膜にアライメント指標を投影するための近赤外光を出射する。第２指
標投影光学系４６は、第１指標投影光学系４５の赤外光源とは異なる位置に配置されたリ
ング状の赤外光源を備える。（図２では、便宜上、第１指標投影光学系４５と第２指標投
影光学系４６におけるリング状の赤外光源の一部（断面部分）のみが図示されている）本
実施形態では、第１指標投影光学系４５は、被検者眼の角膜に無限遠のアライメント指標
を投影する。また、第２指標投影光学系４６は、被検者眼の角膜に有限遠のアライメント
指標を投影する。なお、第２指標投影光学系４６から出射されるアライメント光は、前眼
部撮影部５０によって被検者眼の前眼部を撮影するための前眼部撮影光としても用いられ
る。また、第１指標投影光学系４５および第２指標投影光学系４６の光源は、リング状の
光源に限定されず、複数の点状の光源、またはライン状の光源等であってもよい。
【００６１】
（前眼部撮影部）
　前眼部撮影部５０は、対物レンズ１４およびダイクロイックミラー２９を、自覚式測定
部２５および他覚式測定部１０との間で共用する。また、前眼部撮影部５０は、撮影レン
ズ５１および二次元撮影素子５２を備える。二次元撮影素子５２は、被検者眼の前眼部と
略共役な関係となる位置に配置された撮影面を有する。二次元撮影素子５２からの出力は
、制御ユニット７０に入力される。二次元撮影素子５２は、不可視光（本実施形態では近
赤外光）を受光することで、被検者眼の前眼部画像を撮影する。また、前眼部撮影部５０
は、第１指標投影光学系４５および第２指標投影光学系４６によって被検者眼の角膜に形
成されるアライメント指標像も撮影する。アライメント指標像の位置は、制御ユニット７
０によって検出される。
【００６２】
　なお、前眼部撮影部５０の構成を変更することも可能である。例えば、本実施形態では
、左眼用測定部７Ｌの前眼部撮影部５０で左眼の前眼部が撮影され、右眼用測定部７Ｒの
前眼部撮影部５０で右眼の前眼部が撮影される。つまり、被検者の左眼と右眼は別々の前
眼部撮影部５０で撮影される。しかし、被検者の左眼と右眼が１つの前眼部撮影部によっ
て撮影されてもよい。例えば、前述した撮影光学系１００（図１参照）によって、被検者
の左眼と右眼が共に撮影されてもよい。
【００６３】
（制御ユニット）
　制御ユニット７０は、ＣＰＵ（プロセッサ）７１、不揮発性メモリ７２、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ等を備える。ＣＰＵ７１は、眼科装置１の制御を司る。不揮発性メモリ７２は、電源の
供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。不揮発性メモリ７
２には、例えば、ハードディスクドライブ、フラッシュＲＯＭ、着脱可能なＵＳＢメモリ
等の少なくともいずれかが用いられてもよい。不揮発性メモリ７２には、ＣＰＵ７１によ
って生成された各種データ（例えば、後述する眼位変化グラフのデータ、眼位ずれ量のデ
ータ、斜位の有無を示すデータ、斜視の有無を示すデータ、斜視の種類を示すデータ等）
が記憶される。また、不揮発性メモリ７２には、眼科装置１の制御を司るための制御プロ
グラムが記憶されている。ＲＡＭは、各種情報を一時的に記憶する。ＲＯＭには、各種プ
ログラム、初期値等が記憶されている。なお、本実施形態では、眼科装置１の内部に設け
られた１つのＣＰＵ７１によって、眼科装置１の動作が制御される。しかし、眼科装置１
の制御を司る制御部は、眼科装置１とは異なるデバイス（例えばＰＣ等）に設けられてい
てもよい。また、複数の制御部によって眼科装置１の動作が制御されてもよい。
【００６４】
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（眼科装置の内部構成）
　図３から図５を参照して、本実施形態の眼科装置１の内部構成について説明する。図３
は、本実施形態の眼科装置１の内部を正面方向（図１のＡ方向）から見た概略構成図であ
る。図４は、本実施形態の眼科装置１の内部を右側面方向（図１のＢ方向）から見た概略
構成図である。図５は、本実施形態の眼科装置１の内部を上方（図１のＣ方向）から見た
概略構成図である。なお、図３では、便宜上、ハーフミラー８４（図４および図５参照）
の反射を示す光軸の図示が省略されている。図４および図５では、便宜上、左眼用測定手
段７Ｌの光軸のみが図示されている。
【００６５】
　本実施形態の眼科装置１は、測定部７（左眼用測定部７Ｌ，右眼用測定部７Ｒ）、移動
部９（左移動部９Ｌ，右移動部９Ｒ）、偏向ミラー８１（左偏向ミラー８１Ｌ，右偏向ミ
ラー８１Ｒ）、駆動部８２（左駆動部８２Ｌ，右駆動部８２Ｒ）、駆動部８３（左駆動部
８３Ｌ，右駆動部８３Ｒ）、ハーフミラー８４、および凹面ミラー８５を備える。ただし
、眼科装置１の構成を変更することも可能である。例えば、上記の構成の一部が省略され
ていてもよい。
【００６６】
　左移動部９Ｌは、左眼用測定部７Ｌを左右方向（Ｘ方向）に移動させることができる。
右移動部９Ｒは、右眼用測定部７ＲをＸ方向に移動させることができる。左眼用測定部７
Ｌおよび右眼用測定部７Ｒが移動されることで、偏向ミラー８１Ｌ，８１Ｒとの間の距離
が変更され、前後方向（Ｚ方向）における視標光束の呈示位置が変化する。従って、左眼
用測定部７Ｌおよび右眼用測定部７Ｒを移動させることで、矯正光学系６０（図２参照）
によって矯正された視標光束の像が被検者眼の眼底に形成されるように調整することがで
きる。
【００６７】
　左偏向ミラー８１Ｌは、右眼用測定部７Ｌの矯正光学系６０と、被検者の左眼の間の光
路上に配置される。右偏向ミラー８１Ｒは、右眼用測定部７Ｒの矯正光学系と、被検者の
右眼の間の光路上に配置される。左偏向ミラー８１Ｌおよび左偏向ミラー８１Ｒは、被検
者眼の瞳共役位置に配置されることが好ましい。左偏向ミラー８１Ｌは、左眼用測定部７
Ｌから出射される光束を反射して左眼ＥＬに導光すると共に、左眼ＥＬで反射された反射
光を反射して左眼用測定部７Ｌに導光する。同様に、右偏向ミラー８１Ｒは、右眼用測定
部７Ｒから出射される光束を反射して右眼ＥＲに導光すると共に、右眼ＥＲで反射された
反射光を反射して右眼用測定部７Ｒに導光する。なお、偏向ミラー８１の代わりに、他の
偏向部材（例えば、プリズムおよびレンズ等の少なくともいずれか）が用いられてもよい
。
【００６８】
　左駆動部８２Ｌは左偏向ミラー８１Ｌを駆動し、右駆動部８２Ｒは右偏向ミラー８１Ｒ
を駆動する。駆動部８２は、偏向ミラー８１を回転させる。詳細には、本実施形態の駆動
部８２は、水平方向（Ｘ方向）に延びる回転軸を中心として偏向ミラー８１を回転させる
ことができ、且つ、鉛直方向（Ｙ方向）に延びる回転軸を中心として偏向ミラー８１を回
転させることができる。なお、偏向ミラー８１の回転軸は１つであってもよい。また、左
偏向ミラー８１Ｌおよび右偏向ミラー８１Ｒの各々は、回転軸の方向が異なる複数のミラ
ーを備えていてもよい。偏向ミラー８１が回転されることで、像を被検者眼の眼前に形成
させるためのみかけの光束を偏向させることができる。その結果、像の形成位置が光学的
に補正される。
【００６９】
　左駆動部８３Ｌは左偏向ミラー８１Ｌを駆動し、右駆動部８３Ｒは右偏向ミラー８１Ｒ
を駆動する。駆動部８３は、偏向ミラー８１をＸ方向に移動させることができる。左偏向
ミラー８１Ｌおよび右偏向ミラー８１Ｒを移動させることで、左偏向ミラー８１Ｌと右偏
向ミラー８１Ｒの間の距離が変化する。例えば、ＣＰＵ７１は、被検者の瞳孔間距離に応
じて左偏向ミラー８１Ｌと右偏向ミラー８１Ｒの間の距離を変化させることで、左眼用の
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光路と右眼用の光路の間のＸ方向における距離を調整することができる。
【００７０】
　凹面ミラー８５は、矯正光学系６０を通過した視標光束を被検者眼に導光し、視標光束
の像を被検者眼の眼前に形成する。また、他覚式測定部１０から出射されて被検者眼で反
射された反射光は、凹面ミラー８５によって反射されて、他覚式測定部１０の受光光学系
１０ｂに導光される。本実施形態では、凹面ミラー８５は左眼用測定部７Ｌと右眼用測定
部７Ｒによって共用される。しかし、左眼用の光路に配置される凹面ミラーと、右眼用の
光路に配置される凹面ミラーが別で設けられていてもよい。なお、凹面ミラー８５の代わ
りに、レンズ、平面ミラー等の少なくともいずれかの光学部材が用いられてもよい。また
、他覚式測定部１０による測定光の反射光が、凹面ミラー８５を介さずに受光光学系１０
Ｂに導光される構成が用いられてもよい。
【００７１】
　以下、自覚式測定部２５による自覚測定の光路について説明する。測定部７から出射さ
れた視標光束は、偏向ミラー８１で反射されてハーフミラー８４へ向かい、ハーフミラー
８４で反射されて凹面ミラー８５へ向かう。凹面ミラー８５で反射された視標光束は、ハ
ーフミラー８４を透過して被検者眼に到達する。凹面ミラー８５は、自覚測定に用いられ
る視標光束を略平行光束として反射させる。従って、被検者眼では、被検者眼からディス
プレイ３１までの実際の距離よりも遠方に視標像が存在するように見える。視標像は、被
検者眼の眼鏡装用位置（例えば、角膜頂点から前方に約１２ｍｍの位置）を基準として、
被検者眼の眼底上に形成される。被検者は、自然視の状態で視標を見ながら検者に対する
応答を行う。被検者が視標を適正に見ることができるまで、矯正光学系６０による矯正が
行われることで、被検者眼の光学特性が自覚的に測定される。
【００７２】
　次いで、他覚式測定部１０による他覚測定の光路について説明する。測定部７から出射
された測定光は、偏向ミラー８１で反射されてハーフミラー８４へ向かい、ハーフミラー
８４で反射されて凹面ミラー８５へ向かう。凹面ミラー８５で反射された測定光は、ハー
フミラー８４を透過して被検者眼に到達し、被検者眼の眼底上に像を形成する。このとき
、ホールミラー１３のホール部の瞳投影像（瞳上での投影光束）は、プリズム１５によっ
て偏心回転される。被検者眼の眼底上に形成された像の光は、反射・散乱されて被検者眼
から出射され、測定光が通過してきた光路をホールミラー１３まで遡る。反射光は、ホー
ルミラー１３で反射されて、受光絞り１８の開口で再び集光され、コリメータレンズ１９
によって略平行光束（正視眼の場合）とされる。その後、反射光は、リングレンズ２０に
よってリング状光束として取り出されて、二次元撮影素子２２に受光される。二次元撮影
素子２２によって撮影されたリング像が解析されることで、被検眼の光学特性が他覚的に
測定される。
【００７３】
（眼位の測定）
　図６を参照して、眼位（被検者眼が向く方向）の測定方法の一例について説明する。本
実施形態の眼科装置１は、被検者眼の眼位を測定すると共に、眼位の状態を示す眼位状態
情報を生成することができる。なお、本実施形態の眼科装置１は、被検者眼の眼位の測定
と、被検者眼の光学特性の他覚的測定を並行して実行することも可能である。また、眼科
装置１は、被検者の左眼および右眼の各々の眼位を並行して（例えば同時に）測定するこ
ともでき、左眼および右眼のうちの一方の眼位のみを測定することもできる。
【００７４】
　眼科装置１は、前眼部撮影部５０（図２参照）によって撮影された前眼部画像１１０（
図６参照）に基づいて、被検者眼の眼位を測定する。図６に示す右眼の前眼部画像１１０
には、リング指標像Ｒ１、リング指標像Ｒ２、および瞳孔Ｐが表れている。リング指標像
Ｒ１は、第１指標投影光学系４５の赤外光源によって表れる。リング指標像Ｒ２は、第２
指標投影光学系４６の赤外光源によって表れる。図６に示す例では、リング指標像Ｒ２は
、リング指標像Ｒ１よりも内側に位置している。
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【００７５】
　一例として、本実施形態の眼科装置１のＣＰＵ７１は、撮影された前眼部画像１１０に
対して画像処理を行うことで、瞳孔Ｐおよび視標像（例えば、リング指標像Ｒ２）の位置
を検出する。瞳孔Ｐの位置の検出は、例えば、輝度値の立ち上がり、立ち下がりを検出し
、瞳孔Ｐのエッジ位置を検出することで実行されてもよい。視標像の位置の検出について
も同様である。ＣＰＵ７１は、瞳孔Ｐの位置に基づいて、瞳孔中心位置ＰＣを検出する。
瞳孔中心位置ＰＣは、例えば、略円形の瞳孔Ｐの中心の位置を求めることで検出されても
よい。また、ＣＰＵ７１は、視標像の位置に基づいて、角膜頂点位置Ｃを検出する。角膜
頂点位置Ｃは、例えば、リング指標像Ｒ２の中心の位置を求めることで検出されてもよい
。もちろん、角膜頂点位置Ｃは、リング指標像Ｒ１の位置に基づいて検出されてもよいし
、リング指標像Ｒ１とリング指標像Ｒ２の両方の位置に基づいて検出されてもよい。また
、リング状の光源の代わりに複数の点状の光源が用いられている場合等であっても、複数
の指標像の中心の位置が求められることで、角膜頂点位置Ｃが検出される。
【００７６】
　本実施形態では、ＣＰＵ７１は、瞳孔中心位置ＰＣと角膜頂点位置Ｃのずれ量ΔＸおよ
びずれている方向を、被検者眼の眼位として測定する。前眼部撮影部５０の撮影光軸に対
する被検者眼の視線方向のずれが大きくなる程、ずれ量ΔＸは大きくなり易い。従って、
ずれ量ΔＸを算出することで、眼位が適切に測定される。なお、測定された眼位は絶対的
な値ではない場合もあり得る。しかし、この場合でも、眼位が連続して測定されることで
、眼位の変化は適切に把握される。
【００７７】
　なお、眼位の測定方法を変更することも可能である。例えば、ずれ量ΔＸおよびずれて
いる方向の一方のみが、眼位として測定されてもよい。また、瞳孔Ｐの位置と角膜頂点位
置Ｃの一方のみに基づいて眼位が測定されてもよい。瞳孔中心位置ＰＣの代わりに、瞳孔
Ｐのエッジ位置に基づいて眼位が測定されてもよい。他の情報（例えば、左眼と右眼の瞳
孔間距離の情報等）に基づいて眼位が測定されてもよい。また、ずれている方向を考慮し
た眼位を測定する場合、考慮する方向は、二次元の方向（上下左右方向）であってもよい
し、一次元の方向（例えば、上下方向、左右方向、または斜め方向）であってもよい。
【００７８】
（検査対象眼の眼位測定結果に基づく斜位検査）
　図７および図８を参照して、左眼および右眼のうちの一方の検査対象眼に対する眼位の
測定結果を用いた斜位の検査方法の一例について説明する。本実施形態の眼科装置１は、
被検者の斜位検査を行うことができる。以下で例示する斜位検査は、検査対象眼の前眼部
画像のみを用いて行われる。しかし、左眼および右眼の両方の前眼部画像を用いて斜位検
査を行うことも可能であるが、この内容については後述する。なお、図７および図８は、
斜位検査時の固視標３１Ｋの光束の光軸等を模式的に示す図であり、凹面鏡８５による固
視標３１Ｋの光束の反射等は図に表していない。また、図７および図８は、被検者の左眼
ＥＬおよび右眼ＥＲのうち、左眼ＥＬを検査対象眼とした場合の模式図である。
【００７９】
　まず、図７に示すように、眼科装置１は、被検者の左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの両方に固
視標３１Ｋを呈示する。図７に示す状態では、左眼ＥＬの視線および右眼ＥＲの視線は共
に固視標３１Ｋの光束の光軸に一致しており、眼位のずれは無い。つまり、図７で例示し
た被検者には、斜視（少なくとも恒常性斜視）は無い。
【００８０】
　次いで、図８に示すように、検査対象眼である左眼ＥＬへの固視標３１Ｋの呈示が停止
される（つまり、左眼ＥＬへの固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられる）。左眼Ｅ
Ｌに外斜位がある場合、固視標３１Ｋの呈示切替時から十分な時間が経過すると、左眼Ｅ
Ｌの視線は外側を向く。眼科装置１は、検査対象眼である左目ＥＳの眼位の測定結果が変
化したことに基づいて、左眼ＥＬに斜位があることを検出することができる。つまり、眼
科装置１によると、固視標３１Ｋの呈示切替時以前（図７の状態）に測定された検査対象



(17) JP 2019-69049 A 2019.5.9

10

20

30

40

50

眼（左眼ＥＬ）の眼位と、呈示切替時よりも後（図８の状態）に測定された検査対象眼の
眼位に基づいて、検査対象眼の斜位検査が他覚的に実行される。
【００８１】
　なお、眼科装置１は、固視標３１Ｋが近方に見えるように固視標３１Ｋを左眼および右
眼に呈示した後、検査対象眼への固視標３１Ｋの呈示を停止させることで、近方の斜位検
査を行うことも可能である。
【００８２】
　また、図７および図８では、検査対象眼に外斜位がある場合について例示した。しかし
、内斜位、上斜位、下斜位等の検査も眼科装置１によって他覚的に実行できることは言う
までもない。
【００８３】
　また、眼科装置１は、図７および図８に示した眼位検査以外の眼位検査も実行すること
ができる。例えば、眼科装置１は、検査対象眼（左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの一方）に対す
る固視標３１Ｋの呈示状態を、非呈示から呈示に切り替えてもよい。眼科装置１は、固視
標３１Ｋの呈示切替時以前（つまり、固視標３１Ｋが呈示されていない間）に測定された
検査対象眼の眼位と、呈示切替時よりも後（つまり、固視標３１Ｋの呈示が開始された後
）に測定された検査対象眼の眼位に基づいて、眼位状態情報を生成してもよい。また、眼
科装置１は、左眼および右眼のうち、固視標３１Ｋの呈示と非呈示を切り替える眼とは反
対側の眼を検査対象眼として眼位状態情報を生成してもよい。
【００８４】
（固視標の呈示切替方法）
　被検者眼に対する固視標３１Ｋの呈示と非呈示を切り替える方法の一例について説明す
る。例えば、図８に示す例では、可視光遮断部材（例えばＩＲフィルタ等）１１１が被検
者眼の眼前（本実施形態では、筐体２の呈示窓３（図１参照）と被検者眼の間）に挿脱さ
れることで、被検者眼への固視標３１Ｋの呈示と非呈示が切り替えられる。可視光遮断部
材１１１は、前眼部撮影部５０が前眼部を撮影するための前眼部撮影光（本実施形態では
、不可視光である近赤外光）を透過し、且つ、固視標３１Ｋを呈示する可視光を遮断する
。この場合、前眼部撮影部５０は、固視標３１Ｋの呈示切替時の前後を通じて適切に被検
者眼の前眼部を撮影することができる。また、固視標３１Ｋの呈示を停止させる場合には
、可視光遮断部材１１１が被検者眼の眼前に挿入される。従って、呈示停止後に被検者眼
が眼科装置１の一部を注視してしまう可能性が低い。よって、固視標３１Ｋの呈示停止後
は、被検者眼の固視が適切に解除される。
【００８５】
　可視光遮断部材１１１は、検者等によって手動で被検者眼の眼前に挿脱されてもよい。
また、眼科装置１は、可視光遮断部材１１１を被検者眼と筐体２の間の固視標３１Ｋの呈
示光路上で挿脱させる挿脱駆動部を備えていてもよい。挿脱駆動部は、例えば、筐体２ま
たは顎台５等に設けられてもよい。ＣＰＵ７１は、挿脱駆動部のアクチュエータ（例えば
、モータまたはソレノイド等）の駆動を制御することで、被検者眼に対する固視標３１Ｋ
の呈示と非呈示を切り替えてもよい。また、可視光遮断部材１１１の代わりに、可視光の
一部のみを透過する半透明部材が用いられてもよい。
【００８６】
　なお、固視標３１Ｋの呈示と非呈示を切り替える方法を変更することも可能である。例
えば、ＣＰＵ７１は、ディスプレイ３１における固視標３１Ｋの表示と消去を切り替える
ことで、固視標３１Ｋの呈示と非呈示を切り替えてもよい。また、ＣＰＵ７１は、固視標
３１Ｋが設けられた視標板をアクチュエータによって駆動することで、固視標の呈示と非
呈示を切り替えてもよい。また、ＣＰＵ７１は、固視標３１Ｋの呈示光束を眼科装置の内
部で遮断することで、固視標３１Ｋの呈示を停止させてもよい。固視標３１Ｋの呈示光路
に設けられた偏光部材によって、呈示と非呈示が切り替えられてもよい。
【００８７】
（固視標の呈示切替時の取得）
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　本実施形態では、ＣＰＵ７１は、被検者眼に対する固視標の呈示と非呈示が切り替えら
れた呈示切替時を取得することができる。例えば、ＣＰＵ７１は、呈示切替時を指定する
ためのユーザからの指示の入力を受け付けることで、呈示切替時を取得してもよい。呈示
切替時の指定指示は、操作部（例えばタッチパネル４）が操作されることで入力されても
よいし、音声によって入力されてもよい。例えば、ユーザは、可視光遮断部材１１１を眼
前に手動で挿脱して固視標の呈示と非呈示を切り替える場合、可視光遮断部材１１１を眼
前に挿脱した時点で指定指示を入力してもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、指示が入力さ
れた時点を呈示切替時として取得してもよい。また、ユーザは、呈示切替時よりも後に指
定指示を入力してもよい。
【００８８】
　また、ＣＰＵ７１は、前眼部撮影部５０によって受光される前眼部撮影光の強度が、可
視光遮断部材１１１または半透明部材等の挿脱によって変化した時点を、前眼部画像１１
０に対する画像処理等によって検出することで、呈示切替時を取得してもよい。ＣＰＵ７
１は、撮影光学系１００によって撮影された画像に基づいて、可視光遮断部材１１１が眼
前に挿脱された時点（つまり、呈示切替時）を検出してもよい。また、眼科装置１は、可
視光遮断部材１１１または半透明部材等が固視標の呈示光路上に挿脱されたことを検出す
るセンサを備えていてもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、センサによる検出結果に基づい
て呈示切替時を取得してもよい。
【００８９】
　また、ＣＰＵ７１は、アクチュエータ（例えば、挿脱駆動部のアクチュエータ、または
、視標板を駆動するアクチュエータ等）の駆動を制御して固視標の呈示と非呈示を切り替
える場合、呈示と非呈示を切り替えるためにアクチュエータを駆動させた時点を、呈示切
替時として取得してもよい。また、ＣＰＵ７１は、ディスプレイ３１における固視標の表
示と消去を制御することで固視標の呈示と非呈示を切り替える場合、固視標の表示と消去
を切り替えた時点を、呈示切替時として取得してもよい。
【００９０】
（眼位変化グラフのデータ生成）
　図９を参照して、ＣＰＵ７１が生成することが可能な眼位変化グラフのデータについて
説明する。本実施形態では、ＣＰＵ７１は、前眼部画像１１０に基づいて測定された複数
のタイミングの眼位測定結果に基づいて、眼位変化グラフのデータを生成することができ
る。眼位変化グラフのデータは、検査対象眼の眼位の状態を示す眼位状態情報の１つであ
る。ＣＰＵ７１は、一定時間毎（例えば、前眼部画像１１０の動画の１フレーム毎）のタ
イミングで断続的に測定された複数の眼位測定結果に基づいて、図９に例示する眼位変化
グラフのデータを生成する。なお、眼位を測定する制御部と、測定結果に基づいて眼位変
化グラフのデータを生成する制御部は、異なっていてもよい。
【００９１】
　ＣＰＵ７１は、眼位変化グラフを表示部（例えばタッチパネル４等）に表示させてもよ
い。また、ＣＰＵ７１は、生成した眼位変化グラフのデータを外部機器に出力してもよい
し、データを記憶手段（例えば不揮発性メモリ等）に出力して保存してもよい。ＣＰＵ７
１は、眼位の検査中にリアルタイムで眼位変化グラフを表示部に表示させてもよい。また
、ＣＰＵ７１は、検査中に連続して撮影された複数の前眼部画像１１０に基づいて、検査
後に眼位変化グラフのデータを生成してもよい。
【００９２】
　図９に例示する眼位変化グラフのデータには、片眼に対する複数の眼位測定結果が測定
タイミング毎にプロットされた複数の点１２０のデータが含まれる。また、図９に例示す
る眼位変化グラフのデータには、プロットされた複数の点１２０に基づいて生成された近
似曲線１２１のデータも含まれる。しかし、ＣＰＵ７１は、複数の点１２０のデータ、お
よび近似曲線１２１のデータの一方のみを生成してもよい。また、他の形式のグラフ（例
えば棒グラフ等）のデータが生成されてもよい。
【００９３】
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　本実施形態では、ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時以前のタイミングにおける眼位測
定結果と、呈示切替時よりも後のタイミングにおける眼位測定結果に基づいて、眼位変化
グラフのデータを生成する。換言すると、本実施形態のＣＰＵ７１は、少なくとも固視標
の呈示切替時以後における眼位変化グラフのデータを生成する。従って、固視標の呈示と
非呈示の切替に起因する眼位の時間変化が、眼位変化グラフによって適切に把握される。
また、斜位検査等の各種検査において検査対象眼の眼位変化グラフのデータが生成される
場合には、検者は、検査対象眼の各種診断を、眼位変化グラフによってより適切に行うこ
とができる。
【００９４】
　なお、ＣＰＵ７１は、前眼部撮影部５０によって撮影された前眼部画像１１０を処理す
ることで、被検者眼がまばたきを行ったタイミングを検出してもよい。ＣＰＵ７１は、被
検者眼がまばたきを行ったタイミングの情報を、眼位変化グラフのデータに含めてもよい
。ＣＰＵ７１は、被検者眼がまばたきを行ったタイミングを、眼位変化グラフと共に表示
部に表示させてもよい。まばたきが行われた直後の眼位は不安定となり易い。従って、検
者は、まばたきが行われたタイミングを把握したうえで眼位変化グラフを見ることで、眼
位に関する状態をより適切に把握することができる。
【００９５】
（眼位測定タイミングの前眼部画像の表示）
　ＣＰＵ７１は、眼位の測定に用いられた前眼部画像１１０のデータを記憶手段に記憶さ
せることができる。ＣＰＵ７１は、過去に撮影された前眼部画像１１０の撮影タイミング
を指定する指示の入力を受け付ける。ＣＰＵ７１は、指定された撮影タイミングで撮影さ
れた前眼部画像１１０を、表示部に表示させることができる。よって、ユーザは、所望の
タイミングにおける眼位測定結果と、その測定に用いられた前眼部画像１１０を容易に比
較することができる。撮影タイミングの指定指示の入力は、操作部の操作によって行われ
てもよいし、音声等によって行われてもよい。眼位変化グラフが表示部に表示されている
場合、ユーザは、眼位変化グラフ上の所望のタイミングを指定することで、撮影タイミン
グの指定指示を入力してもよい。この場合、眼位測定結果と前眼部画像１１０をさらに容
易に比較することができる。
【００９６】
（眼位ずれ量の算出）
　ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時以前のタイミング（以下、「切替前タイミング」と
いう）における眼位測定結果と、呈示切替時よりも後のタイミング（以下、「切替後タイ
ミング」という）における眼位測定結果のずれ量を、眼位状態情報として生成（算出）す
ることができる。従って、固視標の呈示および非呈示の切替に起因する眼位ずれ量が、適
切に把握される。図９に、算出される眼位ずれ量の一例を示す。なお、眼位ずれ量は、眼
位検査中に算出されてもよいし、眼位検査後に算出されてもよい。
【００９７】
（基準タイミング）
　図９に示すように、固視標の呈示切替時から待機時間が経過したタイミングを、基準タ
イミングとする。本実施形態のＣＰＵ７１は、切替後タイミングのうち、基準タイミング
以後の切替後タイミングにおける眼位測定結果に基づいて、眼位ずれ量を算出する。例え
ば、図９で例示する眼位変化グラフに示すように、斜位等がある場合の眼位は、固視標の
呈示切替時から徐々に変化した後、時間の経過と共に安定していく傾向がある。よって、
基準タイミング以後の眼位測定結果が用いられることで、算出される眼位ずれ量の精度が
向上する。
【００９８】
　固視標の呈示切替時から基準タイミングまでの待機時間の長さは、予め設定されていて
もよい。この場合、待機時間の長さは、呈示切替時から検査対象眼の眼位が安定するまで
に要する時間以上の長さ（例えば「５秒」等）に設定される。その結果、安定した状態の
眼位に基づいて眼位ずれ量が算出される。
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【００９９】
（ユーザによる基準タイミングの指定）
　ＣＰＵ７１は、ユーザによって入力された指示に応じて基準タイミングを設定すること
ができる。従って、ユーザは、種々の事情（例えば、経験、被検者眼の状態等）に応じて
、基準タイミングを望ましいタイミングに設定できる。なお、ＣＰＵ７１は、固視標の呈
示切替時から基準タイミングまでの待機時間の長さをユーザに指定させることで、基準タ
イミングをユーザに指定させてもよい。また、眼位検査中には、ＣＰＵ７１は、指示が入
力されたタイミングを基準タイミングに設定してもよい。
【０１００】
　また、ＣＰＵ７１は、眼位変化グラフ（図９参照）を表示部に表示させた状態で、基準
タイミングをユーザに指定させてもよい。この場合、ユーザは、眼位の変化の状態を眼位
変化グラフによって把握したうえで、基準タイミングを適切なタイミングに指定すること
ができる。ＣＰＵ７１は、眼位変化グラフ上の所望のタイミングをユーザに指定させるこ
とで、基準タイミングを指定させてもよい。
【０１０１】
　なお、ユーザによって指定されたタイミングを基準タイミングに設定する場合、基準タ
イミングの設定を禁止する期間が設けられていてもよい。例えば、固視標の呈示切替時か
ら、検査対象眼の眼位が安定するまでに必要な最低の待機時間が経過までの間（例えば、
呈示切替時から１秒間）が、基準タイミングの設定を禁止する期間とされてもよい。この
場合、不安定な状態の眼位に基づいて眼位ずれ量が算出される可能性が低下する。
【０１０２】
（基準タイミングの自動設定）
　ＣＰＵ７１は、基準タイミングを自動的に設定することも可能である。以下、基準タイ
ミングを自動的に設定するための方法を例示する。
【０１０３】
　まず、複数の眼位測定結果に基づいて基準タイミングを設定する方法について説明する
。ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時よりも後の複数のタイミングにおける眼位測定結果
に基づいて、呈示切替時よりも後の眼位が安定したタイミング（以下、「眼位安定タイミ
ング」という）を検出することができる。ＣＰＵ７１は、眼位安定タイミングを基準タイ
ミングとして設定することができる。
【０１０４】
　複数の眼位測定結果から眼位安定タイミングを検出するための具体的な方法も、適宜選
択できる。例えば、ＣＰＵ７１は、複数の切替後タイミングにおける眼位測定結果から、
測定結果の揺らぎを検出することができる。ＣＰＵ７１は、検出した揺らぎが閾値以下と
なったタイミングを、眼位安定タイミングとして検出することができる。測定結果の揺ら
ぎには、例えば、単位時間内における複数の測定結果の標準偏差、単位時間内における複
数の測定結果の最大値と最小値の差、変動する測定結果の周波数等の少なくともいずれか
を採用することができる。なお、ＣＰＵ７１は、眼位測定結果の揺らぎの情報を、眼位状
態情報として出力してもよい。また、ＣＰＵ７１は、複数の切替後タイミングにおける眼
位測定結果から、眼位と時間の関係を示す近似曲線１２１（図９参照）のデータを生成す
ることができる。ＣＰＵ７１は、近似曲線１２１の傾きが閾値以下となったタイミングを
、眼位安定タイミングとして検出することができる。
【０１０５】
　次に、図１０を参照して、検査対象眼の光学特性の他覚的測定結果に基づいて基準タイ
ミングを設定する方法について説明する。図１０では、同一の時間帯における検査対象眼
の眼位変化グラフと光学特性変化グラフが比較されている。光学特性変化グラフとは、他
覚式測定部１０によって複数のタイミングで他覚的に測定された検査対象眼の光学特性と
時間の関係を示すグラフである。一例として、図１０では、他覚的に測定された光学特性
として、検査対象眼の眼屈折力が用いられている。図１０に例示する光学特性変化グラフ
のデータには、複数の光学特性の測定結果が測定タイミング毎にプロットされた複数の点
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２２０のデータが含まれる。また、図１０に例示する光学特性変化グラフのデータには、
プロットされた複数の点２２０に基づいて生成された近似曲線２２１のデータも含まれる
。しかし、複数の点２２０のデータ、および近似曲線２２１のデータの一方のみが生成さ
れてもよいし、他の形式のグラフのデータが生成されてもよい。ＣＰＵ７１は、光学特性
変化グラフのデータを出力してもよいし、光学特性変化グラフを表示部に表示させてもよ
い。
【０１０６】
　図１０に示すように、検査対象眼の眼位が安定すると、検査対象眼の光学特性も安定し
易い傾向がある。従って、検査対象眼の光学特性が安定したタイミングを、眼位安定タイ
ミングとして検出することが可能である。ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時よりも後の
複数のタイミングにおける光学特性の他覚的な測定結果に基づいて、眼位安定タイミング
を検出することができる。ＣＰＵ７１は、検出した眼位安定タイミングを基準タイミング
として設定することができる。
【０１０７】
　複数の光学特性の測定結果から眼位安定タイミングを検出するための具体的な方法も、
適宜選択できる。例えば、ＣＰＵ７１は、複数の切替後タイミングにおける光学特性の測
定結果から、測定結果の揺らぎを検出することができる。ＣＰＵ７１は、検出した揺らぎ
が閾値以下となったタイミングを、眼位安定タイミングとして検出することができる。光
学特性の測定結果の揺らぎには、眼位測定結果の揺らぎと同様に、標準偏差、最大値と最
小値の差、および周波数等の少なくともいずれかを採用することができる。なお、ＣＰＵ
７１は、光学特性の測定結果の揺らぎの情報を出力してもよい。また、ＣＰＵ７１は、近
似曲線２２１の傾きが閾値以下となったタイミングを、眼位安定タイミングとして検出し
てもよい。
【０１０８】
　なお、ＣＰＵ７１は、眼位安定タイミングを検出した場合、固視標の呈示切替時から眼
位安定タイミングまでの時間の情報を出力してもよい。この場合、ユーザは、出力された
時間を参照することで、検査対象眼の眼位の状態をより適切に把握することができる。
【０１０９】
（複数の眼位測定結果に基づく眼位ずれ量の算出）
　ＣＰＵ７１は、基準タイミング以後の複数のタイミングにおける眼位測定結果から、測
定結果の平均値、最大値と最小値の中間値、または、測定された頻度が最も多い最頻値を
特定することができる。ＣＰＵ７１は、特定した値と、固視標の呈示切替時以前の眼位測
定結果のずれ量を算出することができる。この場合、眼位の変動の影響がさらに抑制され
たうえで、眼位ずれ量が算出される。
【０１１０】
　なお、ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時以前の眼位測定結果についても、複数の眼位
測定結果の平均値、中間値、または最頻値を特定してもよい。この場合、固視標の呈示切
替時以前における眼位の変動の影響も抑制される。
【０１１１】
（測定頻度に基づく眼位ずれ量の算出）
　ＣＰＵ７１は、固視標の呈示切替時の前後に亘る期間中の複数の眼位測定結果から、呈
示切替時以前において測定された頻度が最も高い眼位測定結果である第１最頻値と、呈示
切替時よりも後において測定された頻度が最も高い眼位測定結果である第２最頻値を特定
してもよい。ＣＰＵ７１は、第１最頻値と第２最頻値のずれ量を、眼位ずれ量として算出
してもよい。
【０１１２】
　図１１は、眼位測定結果の値毎の測定頻度を示すヒストグラムの一例である。例えば、
検査対象眼に斜位がある場合等には、図１１に示すように、固視標の呈示切替時以前の眼
位測定結果の最頻値と、呈示切替時よりも後の眼位測定結果の最頻値が別々に表れる。ま
た、図７および図８で例示した斜位検査では、固視標呈示中の検査対象眼（斜位がある眼
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）の眼位は、呈示停止時よりも後の眼位よりも小さい値となる傾向がある。従って、図７
および図８に示す眼位検査を行う場合には、２つの最頻値のうち、眼位が小さい方の最頻
値を呈示切替時以前の第１最頻値と判断でき、眼位が大きい方の最頻値を呈示切替時より
も後の第２最頻値と判断できる。ＣＰＵ７１は、第１最頻値と第２最頻値のずれ量を眼位
ずれ量として算出することで、眼位の変動の影響が抑制された眼位ずれ量を算出すること
ができる。なお、この場合、ＣＰＵ７１は、前述した基準タイミングを取得しなくても、
適切な眼位ずれ量を算出することができる。
【０１１３】
　ＣＰＵ７１は、複数のタイミングにおける眼位測定結果から、眼位測定結果の値毎の測
定頻度を示すヒストグラムのデータを作成してもよい。ＣＰＵ７１は、作成したヒストグ
ラムのデータを出力してもよい。また、ＣＰＵ７１は、ヒストグラムを表示部に表示させ
てもよい。ヒストグラムを表示部に表示させる場合、ＣＰＵ７１は、眼位ずれ量を算出す
るために用いられる２つの値（固視標の呈示切替時以前の眼位の値と、呈示切替時よりも
後の眼位の値）を、入力された指定指示に基づいて決定してもよい。この場合、ユーザは
、ヒストグラムを見ることで、眼位ずれ量を算出するための２つの値を適切に指定するこ
とができる。
【０１１４】
　以上説明したように、本実施形態の眼科装置１は、固視標の呈示切替時よりも後のタイ
ミング、および、呈示切替時以前のタイミングを含む少なくとも２つのタイミングにおけ
る眼位の測定結果に基づいて、眼位状態情報を生成する。従って、固視標の呈示と非呈示
の切替に伴う眼位の状態の変化が、他覚的且つ適切に検査される。
【０１１５】
（両眼の眼位測定）
　本実施形態の眼科装置１は、被検者の左眼の眼位と右眼の眼位を共に測定し、測定結果
に基づいて眼位状態情報を生成することも可能である。詳細には、眼科装置１は、左眼お
よび右眼の少なくとも一方に対する固視標の呈示を非呈示を、検査中に切り替える。眼科
装置１は、呈示切替時以前のタイミング（切替前タイミング）と、呈示切替時よりも後の
タイミング（切替後タイミング）を含む少なくとも２つのタイミングにおいて、左眼の眼
位と右眼の眼位を共に測定し、測定結果に基づいて眼位状態情報を生成することができる
。この場合、片眼の眼位測定結果のみが用いられる場合に比べて、眼位に関する状態の他
覚的な検査がより適切に実行される。以下、具体例を挙げて詳細に説明する。
【０１１６】
（片眼への固視標を呈示から非呈示に切り替えた際の両眼の眼位測定）
　一例として、本実施形態の眼科装置１は、左眼および右眼の両方（つまり両眼）に固視
標３１Ｋを呈示している状態から、左眼および右眼の一方に対する固視標３１Ｋの呈示を
非呈示に切り替える。眼科装置１は、固視標３１Ｋの呈示を非呈示に切り替えた方の眼（
以下、「切替眼」という）と、切替眼とは反対側の眼（以下、「非切替眼」という）の各
々の、切替前タイミングと切替後タイミングの眼位の測定結果のずれ量（眼位ずれ量）を
、眼位状態情報として生成（算出）する。この場合、生成された眼位状態情報に基づいて
、種々の診断が適切に行われる。以下では、一例として、斜視検査が行われる場合と、斜
位検査が行われる場合について説明する。
【０１１７】
（両眼の眼位測定による斜視検査）
　図１２～図１４を参照して、本実施形態の眼科装置１において実行可能な斜視検査の一
例について説明する。図１２は、斜視によって左眼ＥＬが偏位している被検者の両眼に固
視標３１Ｋが呈示されている状態の、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの眼位を示す模式図である
。まず、ＣＰＵ７１は、被検者の左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの両方に固視標３１Ｋを呈示す
る。しかし、図１２に示す状態では、右眼ＥＲの視線ｆｒは固視標３１Ｋの呈示光束の光
軸に一致するが、斜視によって偏位している左眼ＥＬの視線ｆｌは、固視標３１Ｋの呈示
光束の光軸に対して外側にずれている。つまり、図１２に示す例では、左眼ＥＬが外斜視
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となっている。
【０１１８】
　ＣＰＵ７１は、図１２に示す状態（つまり、片眼への固視標３１Ｋの呈示を非呈示に切
り替える以前の状態）の少なくとも１つタイミングで、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの前眼部
画像１１０を撮影する。一例として、本実施形態では、左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの前眼部
画像１１０が、固視標３１Ｋの呈示切替時の前後に亘って断続的に複数回撮影され続ける
。
【０１１９】
　次いで、ＣＰＵ７１は、片眼（図１３および図１４では右眼ＥＲ）に対する固視標３１
Ｋの呈示を、非呈示に切り替える。図１３および図１４は、図１２に示す状態から右眼Ｅ
Ｒへの固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられた際の、斜視の被検者の眼位の変化を
示す。なお、図１３は、被検者が共同性斜視である場合の例であり、図１４は、被検者が
非共同性斜視である場合の例である。図１３および図１４に示すように、右眼ＥＲに対す
る固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられると、偏位していた左眼ＥＬが回旋し、左
眼ＥＬの視線ｆｌが固視標３１Ｋの呈示光束の光軸に一致する。
【０１２０】
　ＣＰＵ７１は、切替眼である右眼ＥＲと、非切替眼である左眼ＥＬの各々の、切替前タ
イミングと切替後タイミングの眼位の測定結果のずれ量を算出する。図１２～図１４に示
すように、斜視によって非切替眼が偏位していた状態で、切替眼への固視標３１Ｋの呈示
が非呈示に切り替えられると、非切替眼の眼位は変化する。従って、ＣＰＵ７１は、算出
された非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であるか否かを判断する。閾値は、種々の条件に
応じて適宜設定できる（以下の説明における閾値も同様である）。非切替眼の眼位ずれ量
が閾値以上である場合、ＣＰＵ７１は、被検者に斜視があることを示す眼位状態情報を生
成する。ユーザは、被検者に斜視があるか否かを、眼位状態情報によって容易に把握する
ことができる。
【０１２１】
　また、図１３に示すように、被検者が共同性斜視である場合には、切替眼への固視標３
１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられると、切替眼の眼位も、非切替眼の眼位と同様に変化
する。従って、ＣＰＵ７１は、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であり、且つ、切替眼の
眼位ずれ量が閾値以上である場合には、被検者が共同性斜視であることを示す眼位状態情
報を生成する。
【０１２２】
　また、図１４に示すように、被検者が非共同性斜視である場合には、切替眼への固視標
３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられると、非切替眼の眼位は変化するが、切替眼の眼位
は変化し難い。従って、ＣＰＵ７１は、非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であり、且つ、
切替眼の眼位ずれ量が閾値未満である場合には、被検者が非共同性斜視であることを示す
眼位状態情報を生成する。
【０１２３】
　さらに、ＣＰＵ７１は、切替前タイミングと切替後タイミングの非切替眼の前眼部画像
１１０から、非切替眼の眼位の移動方向を検出する。ＣＰＵ７１は、検出した移動方向に
基づいて、偏位眼の偏位方向（例えば、外斜視、内斜視、上斜視、下斜視等のいずれか）
を示す眼位状態情報を生成する。図１２～図１４に示す例では、固視標３１Ｋの呈示が切
り替えられることに伴い、偏位眼である左眼ＥＬの眼位は内側へ移動している。従って、
被検者が外斜視であることを示す眼位状態情報が生成される。
【０１２４】
　なお、共同性斜視であるか否かの検査を行わずに、被検者に斜視があるか否かの検査の
みを行う場合には、ＣＰＵ７１は、切替眼の眼位ずれ量を生成せずに、非切替眼の眼位ず
れ量のみを生成することも可能である。また、被検者に斜視があることが予め分かってい
る場合等には、ＣＰＵ７１は、非切替眼の眼位ずれ量を生成せずに、切替眼の眼位ずれ量
のみを生成してもよい。この場合、切替眼の眼位ずれ量に基づいて、斜視が共同性である



(24) JP 2019-69049 A 2019.5.9

10

20

30

40

50

か否かが判断されてもよい。
【０１２５】
　また、ＣＰＵ７１は、被検者に斜視があるか否かを示す情報、および、共同性斜視であ
るか否かを示す情報を生成しなくてもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、算出した眼位ずれ量
を、表示部（例えばタッチパネル４等）に表示させてもよい。また、ＣＰＵ７１は、算出
した眼位ずれ量を、音声等によってユーザに通知してもよい。この場合でも、ユーザは、
算出された眼位ずれ量に基づいて、斜視の有無、および斜視の種類（例えば、共同性斜視
であるか否か）を適切に把握することができる。
【０１２６】
　また、左眼および右眼の各々の眼位ずれ量の算出方法には、前述した方法と同様の方法
を採用できる。例えば、ＣＰＵ７１は、固視標３１Ｋの呈示切替時から待機時間が経過し
たタイミングを基準タイミングとし、基準タイミング以後における眼位測定結果に基づい
て眼位ずれ量を算出してもよい。この場合、基準タイミングは、予め設定されていてもよ
いし、ユーザによって設定されてもよい。また、ＣＰＵ７１は、複数のタイミングにおけ
る眼位測定結果から、眼位安定タイミングを検出し、検出した眼位安定タイミングを基準
タイミングとして設定してもよい。また、ＣＰＵ７１は、被検者眼の光学特性の他覚的測
定結果に基づいて基準タイミングを設定してもよい。また、ＣＰＵ７１は、複数のタイミ
ングにおける眼位測定結果から、測定結果の平均値、中間値、または最頻値を特定し、特
定した値に基づいて眼位ずれ量を算出してもよい。また、ＣＰＵ７１は、複数の眼位測定
結果から第１最頻値と第２最頻値を特定し、第１最頻値と第２最頻値のずれ量を眼位ずれ
量として算出してもよい。これらの処理は、前述した処理と同様であるため、詳細な説明
は省略する。また、以下で説明する眼位ずれ量についても、同様の方法で算出できる。
【０１２７】
（両眼の眼位測定による斜位検査）
　図７および図８を参照して、両眼の眼位ずれ量を用いた斜位検査の方法の一例について
説明する。まず、図７に示すように、ＣＰＵ７１は、被検者の左眼ＥＬおよび右眼ＥＲの
両方に固視標３１Ｋを呈示する。図７に示す状態では、左眼ＥＬの視線および右眼ＥＲの
視線は共に固視標３１Ｋの光束の光軸に一致しており、眼位のずれは無い。
【０１２８】
　次いで、図８に示すように、ＣＰＵ７１は、片眼（図８では左眼ＥＬ）に対する固視標
３１Ｋの呈示を、非呈示に切り替える。また、ＣＰＵ７１は、切替眼である左眼ＥＬと、
非切替眼である右眼ＥＲの各々の、切替前タイミングと切替後タイミングの眼位の測定結
果のずれ量を算出する。
【０１２９】
　図８に示すように、切替眼である左眼ＥＬに斜位がある場合、固視標３１Ｋの呈示切替
時から十分な時間が経過すると、切替眼の視線は、固視標３１Ｋの呈示光束の光軸からず
れた状態となる。一方で、非切替眼である右眼ＥＲの視線は、固視標３１Ｋの呈示切替後
も固視標３１Ｋの光軸と一致したままとなる。従って、ＣＰＵ７１は、切替眼の眼位ずれ
量が閾値以上であり、且つ、非切替眼の眼位ずれ量が閾値未満である場合には、切替眼に
斜位があることを示す眼位状態情報を生成する。
【０１３０】
　なお、ＣＰＵ７１は、切替眼の眼位に移動方向から、斜位の偏位方向を示す眼位状態情
報を生成してもよい。また、ＣＰＵ７１は、算出した眼位ずれ量を表示部に表示させても
よいし、音声等によってユーザに通知してもよい。また、被検者に斜視（例えば恒常性斜
視）が無いことが予め分かっている場合等には、前述したように、切替眼の眼位ずれ量の
みに基づいて、切替眼に斜位があるか否かを判断してもよい。
【０１３１】
（片眼への固視標を非呈示から呈示に切り替えた際の両眼の眼位測定）
　次に、片眼への固視標を非呈示から呈示に切り替えた際の眼位測定の一例について説明
する。本実施形態の眼科装置１は、左眼および右眼の一方に固視標３１Ｋを呈示している
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状態から、他方の眼に対する固視標３１Ｋの非呈示を呈示に切り替える。眼科装置１は、
固視標３１Ｋの非呈示を呈示に切り替えた方の眼（切替眼）と、切替眼とは反対側の眼（
非切替眼）の各々の、切替前タイミングと切替後タイミングの眼位の測定結果のずれ量（
眼位ずれ量）を、眼位状態情報として生成（算出）することができる。この場合、種々の
診断が適切に行われる。以下では、一例として、斜視が片眼性および交代性のいずれであ
るかの検査が行われる場合について説明する。
【０１３２】
（両眼の眼位測定による片眼性斜位・交代性斜位の検査）
　図１３および図１５を参照して、片眼性斜位・交代性斜位の検査の一例について説明す
る。図１５は、図１３に示す状態から右眼ＥＲへの固視標３１Ｋの非呈示が呈示に切り替
えられた場合の、片眼性斜視の被検者の眼位の変化を示す模式図である。つまり、本実施
形態では、図１２、図１３、図１５の順で斜視検査が行われる。ただし、斜視検査の順番
等を変更することも可能である。図１３に示す状態とした時点で、被検者に斜視があるこ
とが既に判明している。また、図１２および図１３に示す例では、元々は被検者の左眼Ｅ
Ｌが偏位しており、右眼ＥＲへの固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられたことに伴
って、偏位している眼が左眼ＥＬから右眼ＥＲへ切り替わっている。
【０１３３】
　図１５に示すように、ＣＰＵ７１は、右眼ＥＲに対する固視標３１Ｋの非呈示を呈示に
切り替える。その結果、固視標３１Ｋが両眼に呈示された状態となる。ここで、図１５に
示す例は、被検者が片眼性斜視である場合の例である。片眼性斜視の場合、元々偏位して
いた左眼ＥＬの視線ｆｌは回旋して、再び外側に偏位する。また、右眼ＥＲの視線ｆｒは
、固視標３１Ｋの呈示光束の光軸に一致する。一方で、図示しないが、交代性斜視の場合
には、右眼ＥＲに対する固視標３１Ｋの非呈示を呈示に切り替えても、左眼ＥＬの視線ｆ
ｌは、固視標３１Ｋの呈示光束の光軸に一致したままとなる。
【０１３４】
　従って、ＣＰＵ７１は、少なくとも非切替眼（図１５では左眼ＥＬ）の眼位ずれ量が閾
値未満であれば、斜視が交代性斜視であることを示す眼位状態情報を生成する。なお、斜
視が共同性斜視（図１５参照）であれば、ＣＰＵ７１は、非切替眼の眼位ずれ量と切替眼
の眼位ずれ量が共に閾値未満である場合に、斜視が交代性斜視であることを示す眼位状態
情報を生成する。また、ＣＰＵ７１は、少なくとも非切替眼の眼位ずれ量が閾値以上であ
れば、斜視が片眼性斜視であることを示す眼位状態情報を生成する。なお、斜視が共同性
斜視であれば、ＣＰＵ７１は、非切替眼の眼位ずれ量と切替眼の眼位ずれ量が共に閾値以
上である場合に、斜視が片眼性斜視であることを示す眼位状態情報を生成する。また、Ｃ
ＰＵ７１は、非切替眼の眼位の移動方向を考慮することで、片眼性斜位・交代性斜位の検
出精度をさらに向上させることも可能である。つまり、非切替眼の眼位の移動方向が、切
替眼への固視標３１Ｋの呈示を開始させた場合の移動方向と逆であれば、交代性斜視であ
る可能性がさらに高くなる。
【０１３５】
　なお、ＣＰＵ７１は、算出した眼位ずれ量を表示部に表示させてもよいし、音声等によ
ってユーザに通知してもよい。この場合でも、ユーザは、片眼性斜位・交代性斜位の判断
を、眼位ずれ量に基づいて適切に行うことができる。また、本実施形態では、非切替眼の
眼位ずれ量と切替眼の眼位ずれ量が共に用いられることで、片眼性斜位・交代性斜位の判
断がより適切に行われる。しかし、非切替眼の眼位ずれ量のみに基づいて、片眼性斜位・
交代性斜位の判断が行われてもよい。
【０１３６】
（固視標の位置変更）
　前述したように、本実施形態の眼科装置１は、被検眼に呈示する固視標３１Ｋの位置を
変更することができる。従って、眼科装置１によると、眼位の状態に関する種々の検査を
行うことが可能である。
【０１３７】
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　一例として、斜視が共同性および非共同性のいずれであるかの検査を、固視標３１Ｋの
位置を変更させることで実行する方法について説明する。図１２に示す例では、被検者に
は斜視があり、左眼ＥＬが固視標３１Ｋの呈示光束に対して外側に偏位している。また、
図１３に示す例では、右眼ＥＲが外側に偏位している。ＣＰＵ７１は、被検眼に呈示する
固視標３１Ｋの位置を変更すると共に、位置を変更する以前、および位置を変更した後の
少なくとも２つのタイミングで被検眼の前眼部画像１１０を撮影する。位置を変更する固
視標３１Ｋは、固視されている眼（図１２では右眼ＥＲ、図１３では左眼ＥＬ）に呈示す
る固視標３１Ｋのみでもよいし、両眼に呈示する固視標３１Ｋであってもよい。
【０１３８】
　ＣＰＵ７１は、固視標３１Ｋに対して偏位している眼（図１２では左眼ＥＬ、図１３で
は右眼ＥＲ）の、固視標３１Ｋの位置を変更する前後における眼位の計測結果の変化量を
生成（算出）する。斜視が共同性である場合、固視標３１Ｋの位置を変更すると、固視標
３１Ｋに対して偏位している眼の眼位も変化する。従って、ＣＰＵ７１は、算出した変化
量が閾値以上である場合に、斜視が共同性であることを示す眼位状態情報を生成する。一
方で、ＣＰＵ７１は、算出した変化量が閾値未満である場合に、斜視が非共同性であるこ
とを示す眼位状態情報を生成する。その結果、共同性・非共同性の判断が適切に行われる
。なお、ＣＰＵ７１は、斜視が共同性であるか否かを示す情報を生成せずに、偏位眼の眼
位の変化量のみを出力してもよい。
【０１３９】
　なお、他の検査において固視標３１Ｋの位置を変更してもよい。例えば、斜視検査では
、同一の被検者に対して斜視検査を複数回行うことで、被検者の斜視が間歇性および恒常
性のいずれであるかを判断することも可能である。ここで、本実施形態の眼科装置１は、
固視標３１Ｋの呈示位置を変更しつつ、前述した斜視検査を複数回実行する。その結果、
斜視が間歇性および恒常性のいずれであるかの判断が、より適切に行われる。また、斜視
が交代性斜視である場合に、偏位する眼が交代する際の固視標３１Ｋの位置（眼位）が、
適切に把握される。
【０１４０】
（両眼の眼位変化グラフを表示）
　図１６に示すように、本実施形態のＣＰＵ７１は、左眼および右眼の各々の眼位と時間
の関係を示す眼位変化グラフのデータを、眼位状態情報として生成することができる。図
１６に例示する眼位変化グラフは、図１２および図１４に示す斜視検査（つまり、左眼が
偏位していた非共同性斜視の被検者に対する斜視検査）が行われた場合のグラフである。
両眼の眼位変化グラフでは、図１６に示すように、左眼のグラフと右眼のグラフが別々に
並べられていてもよいし、１つのグラフ中に両眼の眼位の時間変化が示されてもよい。ユ
ーザは、両眼の眼位変化グラフを見ることで、眼位に関する種々の状態を把握することが
できる。例えば、ユーザは、図１６に示す眼位変化グラフを見ることで、被検者に非共同
性斜視があることを適切に把握することができる。なお、眼位変化グラフのデータの具体
的な生成方法等には、前述した方法と同様の方法を採用できる。
【０１４１】
　また、ＣＰＵ７１は、左眼の眼位の測定結果と右眼の眼位の測定結果を比較した相対情
報を、眼位状態情報として生成してもよい。この場合、ユーザは、左右の眼位の相対関係
を適切に把握することができる。例えば、ＣＰＵ７１は、左眼の眼位ずれ量と右眼の眼位
ずれ量の差を、眼位状態情報として生成することもできる。この場合、ユーザは、左右の
眼位の状態を、左右の眼位ずれ量の差に基づいて適切に把握することができる。例えば、
図１６に示す例では、左眼の眼位ずれ量と右眼の眼位ずれ量の差は大きくなる。この場合
、ユーザは、斜視が共同性でなく非共同性であることを、左右の眼位ずれ量の差によって
適切に把握することができる。また、ＣＰＵ７１は、あるタイミングにおける左右の眼位
測定結果を比較することで、眼位ずれ量を算出してもよい。
【０１４２】
　なお、本実施形態では、右眼ＥＬに対する固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替えられ
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で、十分な時間が経過した後に、左眼ＥＬに対する固視標３１Ｋの呈示が非呈示に切り替
えられる。その後、左眼ＥＬに対する固視標３１Ｋの呈示が再開されて、検査が終了する
。しかし、検査の順番等を変更してもよい。例えば、左右の順番が逆であってもよい。
【０１４３】
　上記実施形態で開示された技術は一例に過ぎない。従って、上記実施形態で例示された
技術の少なくとも一部を変更することも可能である。例えば、上記実施形態で生成される
眼位変化グラフのデータは、固視標の呈示切替時以前から、呈示切替時よりも後までのデ
ータである。しかし、ＣＰＵ７１は、固視標の呈示の切替に関わらず、眼位変化グラフの
データを作成してもよい。この場合でも、ユーザは、検査対象眼の眼位に関する状態を、
眼位変化グラフによって適切に把握することができる。
【０１４４】
　上記実施形態の眼科装置１では、被検者眼の眼前が開放された状態で種々の測定が行わ
れる。つまり、上記実施形態の眼科装置１では、被検者眼から離間した位置に配置された
筐体２内に、矯正光学系６０等の構成が内蔵されている。しかし、上記実施形態の構成と
は異なる構成の眼科装置にも、上記実施形態で例示された技術の少なくとも一部を適用で
きる。例えば、眼科装置は、被検者眼の眼前に配置される筐体内に、矯正光学系６０等の
構成を内蔵していてもよい。また、眼科装置は、被検者眼の前眼部を撮影する構成を備え
た眼屈折力測定装置等であってもよい。
【符号の説明】
【０１４５】
１　　眼科装置
７Ｌ　　左眼用測定部
７Ｒ　　右眼用測定部
１０　　他覚式測定部
３１　　ディスプレイ
３１Ｋ　　固視標
５０　　前眼部撮影部
７１　　ＣＰＵ
７２　　不揮発性メモリ
１１０　　前眼部画像
１１１　　可視光遮断部材
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