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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査用の視標を含む映像を被検眼に呈示すると共に該被検眼による該視標の視認状況に
基づいて該被検眼の検査を行う眼科検査装置において、
　上記映像のうち上記視標を形成するための無偏光の視標光を生成する視標光生成手段と
、
　上記映像のうち上記視標以外の領域である背景を形成するための無偏光の背景光を生成
する背景光生成手段と、
　上記視標光および上記背景光を合成して上記被検眼に投射する合成手段と、
を具備し、
　上記合成手段は、上記視標光および上記背景光の入射を受け付けると共に入射された該
視標光および該背景光のそれぞれをその偏光状態を含めて透過光と反射光とに等分する境
界面を有し、該境界面に対して該視標光および該背景光が互いに共役な角度で入射され、
該境界面を透過した該視標光と該境界面によって反射された該背景光との合成である第１
合成光、および、該境界面によって反射された該視標光と該境界面を透過した該背景光と
の合成である第２合成光、のいずれか一方を、上記被検眼に投射し、
　上記第１合成光および上記第２合成光の他方を監視する監視手段をさらに備えること、
を特徴とする、眼科検査装置。
【請求項２】
　上記合成手段はハーフプリズムである、請求項１に記載の眼科検査装置。
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【請求項３】
　上記被検眼の視野を測定するための視野計である、請求項１または２に記載の眼科検査
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科検査装置に関し、特に、検査用の視標を被検眼に呈示すると共にこの被
検眼による視標の視認状況に基づいて当該被検眼の検査を行う、眼科検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の眼科検査装置として、従来、例えば特許文献１に開示されたものがある。この
従来技術のうち、とりわけ第３実施形態としての図９に示される構成は、極めてシンプル
であり、視標を呈示するための光源と、当該視標の背景を呈示するための光源と、を有し
ている。このうち、視標呈示用の光源は、点滅しており、この光源から発せられた光は、
コリメータレンズによって平行光に補正された後、偏光板によってＳ（Senkrecht）偏光
成分のみを抽出され、さらに液晶シャッタの入射面に入射される。液晶シャッタは、その
入射面の有効エリアよりも十分に小さい例えば円形の領域を透過領域とすると共に、それ
以外の領域を遮蔽領域とするシャッタパターンを形成しており、このシャッタパターンが
形成された入射面のうち、透過領域に入射された光（Ｓ偏光）のみが、当該液晶シャッタ
を通過して、出射面から出射される。そして、この出射光は、合成手段としての偏光プリ
ズムに入射される。
【０００３】
　一方、背景呈示用の光源は、視標呈示用の光源と同仕様のものであり、当該視標呈示用
の光源が発光しているときと同じ一定の明るさで点灯する。そして、この背景呈示用の光
源から発せられた光は、上述とは別のコリメータレンズによって平行光に補正された後、
上述とは別の偏光板によってＰ（Parallel）偏光成分のみを抽出され、さらに上述とは別
の液晶シャッタの入射面に入射される。この液晶シャッタは、上述とは全く正反対のシャ
ッタパターンを形成しており、このようなシャッタパターンが形成された入射面のうち上
述の遮蔽領域に対応する透過領域に入射された光（Ｐ偏光）のみが、当該液晶シャッタを
通過して、出射面から出射される。そして、この出射光もまた、上述の偏光プリズムに入
射される。
【０００４】
　偏光プリズムは、各液晶シャッタからの各出射光の入射を受け付ける境界面を有してお
り、この境界面に対して当該各出射光が互いに共役な角度で入射される。そして、これら
の入射光のうち、視標を表すＳ偏光は、境界面によって反射され、背景を表すＰ偏光は、
当該境界面を透過する。これにより、これら境界面によって反射されたＳ偏光と、当該境
界面を通過したＰ偏光とは、互いに合成される。そして、この合成光は、拡大光学系を通
して、被検眼に投射される。
【０００５】
　この結果、被検眼には、点滅する視標と、この視標が発光しているときと同じ明るさの
背景と、が呈示される。言い換えれば、視標は、少なくとも背景以下の明るさで呈示され
る。従って、視標の点滅が開始されたときに、被検眼への入射光量が増大することはなく
、当該被検眼への刺激が抑制される。ゆえに、この被検眼への刺激による被検者の誤認識
（つまり視標の点滅が開始された瞬間を既に当該視標が点滅しているものと誤認識するこ
と）を低減することができ、検査の信頼性を向上させることができる。
【０００６】
　このことは、例えば視野検査のような自覚的検査において、極めて有効である。即ち、
視野検査を含む自覚的検査においては、被検者は、視標の点滅を視認できたときに、例え
ば応答ボタンを操作することによって、その旨を検者側に伝える。検者側は、この被検者
からの応答に基づいて検査を行う。このように、自覚的検査においては、被検者による言
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わば主観的な意思表示に基づいて検査が進められるので、当該被検者の誤認識を低減する
ことができるという従来技術は、検査の信頼性（検査精度）を高める上で、極めて有効で
ある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３４０７５５号公報　（第１０頁および図９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上述の従来技術では、被検眼に呈示される視標および背景が、Ｓ偏光およびＰ
偏光という互いに偏光方向の異なる直線偏光によって形成されるため、これらＳ偏光およ
びＰ偏光の被検眼に対する入射角度によっては、被検眼による視標および背景の見え方が
変わり、ひいては検査の信頼性に悪影響を及ぼす恐れがある。また、これらのＳ偏光およ
びＰ偏光を生成するべく、上述した２つの偏光板が必要になるので、その分、装置全体の
構成が複雑になる。
【０００９】
　そこで、本発明は、従来よりもさらに信頼性の高い検査を行うことができる眼科検査装
置を提供することを、目的とする。また、従来よりも装置全体の構成をさらにシンプル化
することも、本発明の目的とするところである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的を達成するために、本発明は、検査用の視標を被検眼に呈示すると共にこの被
検眼による視標の視認状況に基づいて当該被検眼の検査を行う眼科検査装置において、視
標を形成するための視標光を生成する視標光生成手段と、視標の背景を形成するための背
景光を生成する背景光生成手段と、これら視標光生成手段によって生成された視標光およ
び背景光生成手段によって生成された背景光を合成して被検眼に投射する合成手段と、を
具備する。ここで、視標光および背景光のそれぞれは、自然光と同じ無偏光の光である。
そして、合成手段は、この無偏光の状態を維持したまま、これら視標光および背景光を合
成することを、特徴とする。
【００１１】
　即ち、本発明では、視標光生成手段によって生成された無偏光の視標光と、背景光生成
手段によって生成された無偏光の背景光とが、当該無偏光の状態を維持したまま、合成手
段によって合成され、被検眼に投射される。従って、被検眼には、無偏光の視標光と無偏
光の背景光との合成である無偏光の合成光が、投射される。つまり、偏光の影響を受ける
上述した従来技術とは異なり、当該偏光の影響を受けることはない。また、従来技術にお
けるような偏光板を必要としない。
【００１２】
　なお、本発明における合成手段は、視標光および背景光の入射を受け付けると共に入射
されたこれらの視標光および背景光のそれぞれをその偏光状態を含めて透過光と反射光と
に等分する境界面を有するものとしてもよい。この場合、境界面に対して、視標光および
背景光が、互いに共役な角度で入射されるものとする。そして、この境界面を透過した視
標光と当該境界面によって反射された背景光との合成である第１合成光、および、境界面
によって反射された視標光と当該境界面を透過した背景光との合成である第２合成光、の
いずれか一方が、被検眼に投射されるものとする。
【００１３】
　また、このように第１合成光および第２合成光の一方が被検眼に投射される場合には、
これら第１合成光および第２合成光の他方を監視する監視手段を、さらに備えてもよい。
このようにすれば、被検眼に呈示されるのと同じ視標および背景が、監視手段によって、
同時に、言わばリアルタイムで、監視される。従って、本発明の眼科検査装置を操作する
オペレータは、この監視手段による監視結果から、被検眼への視標および背景の呈示状況
を把握することができる。また、この監視手段による監視結果は、例えば視標光生成手段



(4) JP 5156014 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

，背景光生成手段および合成手段の位置調整を行うとき等にも、極めて有益である。
【００１４】
　ここで言う合成手段としては、例えばハーフプリズムやハーフミラー等の無偏光ビーム
スプリッタがある。
【００１５】
　そして、このような本発明は、被検眼の視野を測定するための視野計に、好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る視野計の概略構成を示す図である。
【図２】同実施形態における視標呈示用の液晶シャッタによって形成されるシャッタパタ
ーンの一例を示す図解図である。
【図３】同実施形態における背景呈示用の液晶シャッタによって形成されるシャッタパタ
ーンの一例を示す図解図である。
【図４】同実施形態において被検眼に呈示される映像の一例を示す図解図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の一実施形態について、静的視野計を例に挙げて説明する。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態に係る視野計１０は、２つの光源１２および１４を備え
ている。これらの光源１２および１４は、互いに同仕様のものであり、具体的には、多数
の赤色発光ダイオード（ＬＥＤ）と、多数の緑色発光ダイオードと、多数の青色発光ダイ
オードと、が２次元に配列された、いわゆるＲＧＢ－ＬＥＤ光源である。これらの光源１
２および１４の明るさは、それぞれに共通の光源コントローラ１６によって任意に制御可
能とされている。また、各光源１２および１４の発光色も、当該光源コントローラ１６に
よって任意に制御可能とされており、通常は、自然光と同様の白色とされる。
【００１９】
　さらに、一方の光源１２と光源コントローラ１６との間には、当該一方の光源１２を点
滅させるための点滅コントローラ１８が設けられている。具体的には、点滅コントローラ
１８は、一方の光源１２を他方の光源１４と同じ明るさで発光させる第１の状態と、当該
一方の光源１２を非発光とする第２の状態と、にｓｉｎカーブ的に交互に遷移させるよう
に、当該一方の光源１２を制御する。これによって、一方の光源１２は、ｓｉｎカーブ的
に緩やかに点滅する。なお、この点滅コントローラ１８による一方の光源１２の点滅周期
は任意に制御可能とされており、例えば周波数換算で１［Ｈｚ］～１２０［Ｈｚ］の範囲
で任意に制御可能とされている。
【００２０】
　このように点滅する一方の光源１２は、後述する視標１００（図４参照）を呈示するた
めのものであり、当該視標呈示用の光源１２から発せられた無偏光の光は、コリメータレ
ンズ２０によって平行光に補正された後、視標呈示用の液晶（ＬＣＤ）シャッタ２２の入
射面（図１において下側の面）に入射される。液晶シャッタ２２は、液晶コントローラ２
３から与えられる視標呈示用のシャッタ制御信号に従って、その入射面に、例えば図２に
示すようなシャッタパターンを形成する。具体的には、方形の入射面の有効エリアのうち
、当該有効エリアに比べて十分に小さい円形の領域２２ａのみを透過領域とし、これ以外
の領域２２ｂを遮断領域とする。従って、このようなシャッタパターンが形成された入射
面のうち、透過領域２２ａに入射された光のみが、液晶シャッタ２２を透過して、出射面
（図１において上側の面）から出射される。一方、遮断領域２２ｂに入射された光につい
ては、遮断されるため、出射されない。なお、透過領域２２ａの位置は、任意に変更可能
とされている。
【００２１】
　液晶シャッタ２２を透過した（液晶シャッタ２２の出射面から出射された）光、言わば
視標光は、合成手段としてのキューブ型のハーフプリズム２４に入射される。具体的には
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、ハーフプリズム２４は、内部に境界面２４ａを有しており、この境界面２４ａに対して
４５度の入射角で、当該視標光が入射される。そして、この境界面２４ａに入射された視
標光は、その偏光状態を含めて透過光と反射光とに等分される。このうち、反射光は、境
界面２４ａに対する視標光の入射方向に対して直角な方向に向かって進行し、拡大光学系
２６を通って、図示しない被検者の被検眼に投射される。なお、図には詳しく示さないが
、拡大光学系２６は、フォーカス調整用のレンズを含んでおり、このレンズが光軸方向に
沿って移動することで、被検眼（網膜）と液晶シャッタ２２の出射面とが互いに共役にな
るように、つまり当該被検眼の焦点が液晶シャッタ２２の出射面に合うように、フォーカ
ス調整が成される。
【００２２】
　一方、透過光は、境界面２４ａに対する視標光の入射方向と同じ方向に向かって真っ直
ぐに進行し、監視手段としてのＣＣＤ（Charge Coupled Device）カメラ２８に入射され
る。このＣＣＤカメラ２８もまた、フォーカス調整用のレンズを含んでおり、その焦点が
液晶シャッタ２２の出射面に合うように、フォーカス調整が成される。
【００２３】
　これに対して、他方の光源１４は、後述する背景１０２（図４参照）を呈示するための
ものであり、この背景呈示用の光源１４から発せられた無偏光の光は、上述とは別のコリ
メータレンズ３０によって平行光に補正された後、背景呈示用の液晶シャッタ３２の入射
面（図１において左側の面）に入射される。この液晶シャッタ３２は、視標呈示用の液晶
シャッタ２２と同仕様のものであり、液晶コントローラ２３から与えられる背景呈示用の
シャッタ制御信号に従って、その入射面に、当該視標呈示用の液晶シャッタ２２とは全く
正反対のシャッタパターンを形成する。具体的には、図３に示すように、方形の入射面の
有効エリアのうち、視標呈示用の液晶シャッタ２２における透過領域２２ａに対応する領
域のみを遮断領域３２ａとし、これ以外の領域３２ｂを透過領域とする。従って、このよ
うなシャッタパターンが形成された入射面のうちの透過領域３２ｂに入射された光のみが
、液晶シャッタ３２を透過して、出射面（図１において右側の面）から出射される。一方
、遮断領域３２ａに入射された光については、出射されない。なお、遮断領域３２ａの位
置は、視標呈示用の液晶シャッタ２２における透過領域２２ａと連動して、任意に変更可
能とされている。
【００２４】
　この背景呈示用の液晶シャッタ３２を透過した（液晶シャッタ３２の出射面から出射さ
れた）光、言わば背景光もまた、ハーフプリズム２４に入射される。具体的には、この背
景光は、ハーフプリズム２４の境界面２４ａに対して、上述の視標光が入射される側とは
反対側から、かつ当該視標光の入射方向と直角を成すように、つまり当該視標光の入射角
度と共役な角度で、入射される。そして、この境界面２４ａに入射された背景光もまた、
その偏光状態を含めて透過光と反射光とに等分される。このうち、透過光は、境界面２４
ａに対する背景光の入射方向と同じ方向に向かって真っ直ぐに進行し、当該境界面２４ａ
によって反射された視標光と合成された状態で、拡大光学系２６を通って、被検眼に投射
される。なお、被検眼から背景呈示用の液晶シャッタ３２の出射面までの距離は、当該被
検眼から視標呈示用の液晶シャッタ２２の出射面までの距離と同等とされている。従って
、上述の如く拡大光学系２６のフォーカス調整用レンズによって被検眼の焦点が視標呈示
用の液晶シャッタ２２の出射面に合うようにフォーカス調整が成されたときは、当然に、
当該被検眼の焦点は背景呈示用の液晶シャッタ３２の出射面にも合うようになる。
【００２５】
　一方、境界面２４ａによる背景光の反射光は、当該境界面２４ａに対する背景光の入射
方向に対して直角な方向に向かって進行する。そして、この反射光は、境界面２４ａを透
過した視標光と合成された状態で、ＣＣＤカメラ２８に入射される。なお、上述の如く、
このＣＣＤカメラ２８の焦点が視標呈示用の液晶シャッタ２２の出射面に合うようにフォ
ーカス調整が成されたときも、当然に、当該ＣＣＤカメラ２８の焦点は背景呈示用の液晶
シャッタ３２の出射面に合うようになる。
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【００２６】
　このようにしてハーフプリズム２４の境界面２４ａによって反射された視標光と当該境
界面２４ａを透過した背景光とが合成された状態で被検眼に投射されることによって、当
該被検眼には、図４に示すような映像が呈示される。即ち、視標呈示用の光源１２が背景
呈示用の光源１４と同じ明るさ（つまり最高輝度）で発光しているときは、図４（ａ）に
示すように、被検眼の視野の全体にわたって一様な明るさの映像が呈示される。この映像
は、上述した視標呈示用の液晶シャッタ２２の透過領域２２ａおよび背景呈示用の液晶シ
ャッタ３２の遮断領域３２ａに対応する同図に点線で示される円形の視標１００が、それ
以外の領域である背景１０２と同じ明るさで呈示されることによって形成される。
【００２７】
　一方、視標呈示用の光源１２が非発光のときには、図４（ｂ）に示すように、背景１０
０よりも暗い視標１００が（最低輝度で）現れる。言い換えれば、視標１００に対応する
部分のみが抜け落ちたような映像が呈示される。
【００２８】
　そして、これら図４（ａ）および図４（ｂ）に示す映像は、視標呈示用の光源１２の点
滅周期に応じて交互に呈示され、この結果、視標１００が点滅する。ここで、視標呈示用
の光源１２は、上述したようにｓｉｎカーブ的に緩やかに点滅するため、これに応じて、
視標１００もまた、当該ｓｉｎカーブ的に緩やかに点滅する。つまり、指標１００は、図
４（ａ）および図４（ｂ）の一方に示す状態から他方に示す状態に遷移する際に、その明
るさを図４（ｃ）に示す如く緩やかに変化させる。
【００２９】
　これと同時に、ハーフプリズム２４の境界面２４ａを透過した視標光と当該境界面２４
ａによって反射された背景光とが互いに合成された状態でＣＣＤカメラ２８に入射される
ので、当該ＣＣＤカメラ２８には、図４と同じ映像が取り込まれる。そして、このこのＣ
ＣＤカメラ２８による撮影映像は、例えば図示しないモニタ画面に映し出される。
【００３０】
　このように構成された視野計１０によれば、次のような手順で視野検査が行われる。即
ち、拡大光学系２６の出射面側に被検者の被検眼が置かれた状態で、視標１００の点滅が
開始される。被検者は、この視標１００の点滅を視認できたときに、例えば図示しない操
作ボタンを操作する。検者であるオペレータは、この応答ボタンの操作状況から、被検者
が視標１００の点滅を視認できているか否かを認識する。この作業は、視標１００の位置
が適宜に変更されながら繰り返される。これによって、被検眼の視野が測定される。
【００３１】
　ここで、視標１００は、少なくとも背景１０２以下の明るさで呈示される。従って、視
標１００の点滅が開始されたときに、被検眼への入射光量が増大することはなく、当該被
検眼への刺激が抑制される。これにより、当該被検眼への刺激に起因する被検者の誤認識
が低減され、検査精度が向上する。このことは、視野検査のような自覚的検査において、
極めて有効である。
【００３２】
　併せて、被検眼に呈示される視標１００および背景１０２は、いわゆる無偏光の視標光
と無偏光の背景光との合成である無偏光の合成光によって形成される。従って、この合成
光の被検眼に対する入射角度が変わったとしても、当該被検眼による視標１００および背
景１０２の見え方が変わることはない。これに対して、上述の従来技術では、Ｓ偏光およ
びＰ偏光という互いに偏光方向の異なる直線偏光によって視標および背景が形成されるた
め、これらＳ偏光およびＰ偏光の被検眼に対する入射角度によっては、当該被検眼による
視標および背景の見え方が変わる恐れがある。ゆえに、このような従来技術に比べて、本
実施形態の視野計１０によれば、さらに信頼性の高い視野検査を行うことができる。
【００３３】
　このように本実施形態において光の偏光の影響を受けないのは、合成手段としてハーフ
プリズム２４が採用されているからである。しかも、ハーフプリズム２４は、従来技術に
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おける合成手段としての偏光プリズムとは異なり、リップルと呼ばれる一般には好ましく
ないとされる特性を有していないので、このリップルによる影響を受けることもない。
【００３４】
　さらに、上述したモニタ画面には、被検眼に呈示されるのと同じ映像が映し出されるの
で、オペレータは、このモニタ画面を参照することで、今現在、被検眼へ呈示されている
映像をリアルタイムで把握することができる。この言わばリアルタイムモニタ機能は、本
実施形態の視野計１０を構成する各要素、特に液晶シャッタ２２および３２、の位置調整
を行うとき等にも、極めて有益である。なお、このリアルタイムモニタ機能も、合成手段
としてハーフプリズム２４が採用されることで実現されることは、容易に理解できよう。
【００３５】
　以上のように、本実施形態によれば、従来技術とは異なり、被検眼に入射される光の偏
光の影響を受けることがないので、当該従来技術に比べて、さらに信頼性の高い視野検査
を行うことができる。また、上述のリアルタイムモニタ機能によって、検査時の作業性が
向上する。さらに、従来技術とは異なり、Ｓ偏光およびＰ偏光のそれぞれを抽出するため
の偏光板を必要としないので、その分、視野計１０全体の構成をシンプル化することもで
きる。
【００３６】
　なお、視野検査時に、視標１００の点滅周期が適宜に変更され、或いは当該視標１００
および光源１２の明るさ（換言すれば視標呈示用の光源１２が非発光のときの視標１００
の明るさと背景１０２の明るさとの相対差）や色が適宜に変更されることで、より詳細な
検査が実現される。また、図には示さないが、視野検査時には、視標１００とは別に、被
検眼を固定させておくための固視用の視標（注視点）も呈示される。
【００３７】
　本実施形態において、被検眼に呈示される映像の画角は、当該被検眼の視野よりも十分
に広く、例えば水平方向において左右のそれぞれに約６０度ずつ（合計１２０度）、垂直
方向においても上下のそれぞれに約６０度ずつ（合計１２０度）とされている。勿論、こ
れに限定されることはない。
【００３８】
　また、本実施形態においては、合成手段としてハーフプリズム２４を採用したが、これ
に代えて、平板状のハーフミラーを採用してもよい。ただし、ハーフミラーを採用した場
合には、その厚みに応じた光の屈折によって光軸ズレが生じるので、このことを鑑みると
、ハーフプリズム２４の方が好都合である。
【００３９】
　さらに、本実施形態では、視標１００をｓｉｎカーブ的に点滅させることとしたが、鋸
歯状等の他の波状的に、或いはパルス的に、点滅させてもよい。また、この視標１００を
点滅させるための手段として、視標呈示用の光源１２を点滅させることとしたが、これに
限らない。例えば、視標呈示用の光源１２とコリメータレンズ２０との間、または当該コ
リメータレンズ２０と視標呈示用の液晶シャッタ２２との間、或いは当該液晶シャッタ２
２とハーフプリズム２４との間に、視標光を間欠的に遮断するチョッパ等の遮断手段を設
けてもよい。また、視標呈示用の液晶シャッタ２２の透過領域２２ａを間欠的に遮断領域
とすることによって、視標１００を点滅させてもよい。
【００４０】
　そして、上述の如くチョッパ等の遮断手段を設けるか、或いは視標呈示用の液晶シャッ
タ２２の透過領域２２ａを間欠的に遮断領域とする場合には、視標呈示用の光源１２と背
景呈示用の光源１４との一方を他方として兼用してもよい。即ち、光源を１つのみとし、
この１つの光源から発せられる光をハーフプリズム等の分割手段によって２つに分割し、
これら分割された光の一方を視標呈示用とし、他方を背景呈示用としてもよい。
【００４１】
　また、各光源１２および１４として、ＲＧＢ－ＬＥＤ光源を採用したが、これ以外の光
源、例えば白色ＬＥＤや白熱球，ハロゲンランプ等を採用してもよい。そして、これらの
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いわゆる単色光源を採用した場合には、光学色フィルタを用いることで、視標１００およ
び背景１０２の色を変更可能としてもよい。さらに、当該光学色フィルタに代えて、各液
晶シャッタ２２および３２としてカラータイプのものを採用することによって、視標１０
０および背景１０２の色を変更してもよい。
【００４２】
　そしてさらに、液晶シャッタ２２および３２に代えて、これと同様の作用を奏する手段
、言うなればパターン形成手段、を採用してもよい。例えば、個々に角度を制御すること
ができる多数の微小ミラーが２次元的に配置されたマイクロミラーデバイスと呼ばれるも
のがあるが、これを当該パターン形成手段として採用してもよい。
【００４３】
　また、視標１００（視標呈示用の液晶シャッタ２２の透過領域２２ａおよび背景呈示用
の液晶シャッタ３２の遮断領域３２ａ）の形状を円形としたが、これに限らず、例えば楕
円形や四角形，三角形，星形，さらには線状等のように、当該円形以外の形状としてもよ
い。そして、複数個の視標１００を同時に呈示してもよいし、当該視標１００の数や大き
さやを任意に設定可能としてもよい。
【００４４】
　さらに、監視手段としてＣＣＤカメラ２８を採用したが、これに限らない。例えば、Ｃ
ＣＤカメラ２８に代えて、拡大光学系２６と同様のものを設け、これを介して、被検眼に
投射されるのと同様の映像を直接監視できるようにしてもよい。また、スクリーン等の被
投射手段を設けることによって、当該被投影手段に直接映像を映し出してもよい。
【００４５】
　そして、輝度コントローラ１６，点滅コントローラ１８および液晶コントローラ２３に
ついては、それぞれを個別に構成してもよいし、例えばパーソナルコンピュータによって
構成してもよい。

【図１】

【図２】

【図３】
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