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(57)【要約】
【課題】リフレッシュレート固定の表示装置を用いて、
広範囲の条件でちらつきの閾値を測定でき、疲労評価に
利用可能な測定装置及びプログラムを提供すること。
【解決手段】
測定装置は、演算処理部１、リフレッシュレート固定
の表示部８、および操作部９を備え、演算処理部１が、
表示部８に画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、演算処理部１が
、１秒間におけるＯＦＦ期間の数を単調に増加または減
少させて表示タイミングを変更し、演算処理部１が、タ
イミングが変更されない期間において、画像中のＯＦＦ
画素の数、画像の大きさ、ＯＦＦ画素のコントラストの
少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させ、Ｏ
ＦＦ期間がリフレッシュレートの逆数であり、被験者１
０がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを
認知しなくなったときに、操作部９が操作された場合、
演算処理部１が、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつき
の閾値として決定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期
間の数を単調に増加または減少させることによって、前記タイミングが変更され、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつき
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の閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつきの閾値の測定装置。
【請求項２】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大き
さ、および前記ＯＦＦ画素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調
に増加または減少させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
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の閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつきの閾値の測定装置。
【請求項３】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつきの閾値の測定装置。
【請求項４】
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前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、
前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦＦ画素のコントラスト
から成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させることを特徴とする
請求項１に記載のちらつきの閾値の測定装置。
【請求項５】
前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、
前記画像の色を変化させることを特徴とする請求項１、２および４の何れか１項に記載の
ちらつきの閾値の測定装置。
【請求項６】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
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前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期間の数を単調に増加
または減少させることによって、前記タイミングを変更する第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であることを特徴とするちらつきの
閾値の測定プログラム。
【請求項７】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
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前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦ
Ｆ画素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少さ
せる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能を実現させることを特徴とするちらつきの閾値の測定プログ
ラム。
【請求項８】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
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前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能を実現させることを特徴とするちらつきの閾値の測定プログ
ラム。
【請求項９】
前記装置に、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、前記画
像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦＦ画素のコントラストから成
る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させる第４の機能をさらに実現
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させることを特徴とする請求項６に記載のちらつきの閾値の測定プログラム。
【請求項１０】
前記装置に、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、前記画
像の色を変化させる第５の機能をさらに実現させることを特徴とする請求項６、７および
９の何れか１項に記載のちらつきの閾値の測定プログラム。
【請求項１１】
演算処理部、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位で指
定し、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
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数との間に設定可能な第３周波数の数をｎとして、前記演算処理部が、連続するｎ＋１個
のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増
加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点でＯＮ期間に変更されている
ＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつ
きの閾値の測定装置。
【請求項１２】
操作部と、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部とを備える装置に、
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前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位で指定する第１の機能と
、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に設定可能な第３周波数の数をｎとして、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち
、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増加または減少させて
、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点でＯＮ期間に変更されているＯＦＦ期間の数をち
らつきの閾値に対応する情報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であることを特
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徴とするちらつきの閾値の測定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人がちらつきを認識し始める値である閾値の測定に関し、特に、画面のリフ
レッシュレートが限定されている一般的な表示装置であるＣＲＴや液晶表示装置を用いて
、ちらつきの閾値を測定でき、人の精神的疲労（以下、単に「疲労」とも記す）の評価に
利用可能な測定装置及び測定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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テレビなどを見る場合、健常なときには見えていた「ちらつき」が、疲労状態になると
見えなくなるという現象が知られている。光のＯＮとＯＦＦとを交互に繰り返し、これを
高速に行なった場合、ヒトは光りのＯＮ、ＯＦＦ状況を認知することができず、光がつき
っぱなしである（常に表示されている）と認知する。光をＯＮ、ＯＦＦする転換の周波数
を次第に減少させて行くと、ある周波数で、光のちらつきが認知され始める点がある。こ
の周波数は、フリッカー値（Critical flicker fusion rate: CFF)と呼ばれている。フリ
ッカー値は、健常時には、比較的高い周波数を示すが、疲労、特に精神的疲労の進行とと
もに減少してゆくことが知られている。この現象、すなわち、フリッカー値の減少をもと
に精神的疲労の程度を評価するというフリッカー値検査法は、Simon & Enzer （１９４１
）らにより、約５０年前に提唱され、以降、人間工学および労働衛生の分野で精神的疲労
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または覚醒水準を表す指標として用いられてきた。
【０００３】
フリッカー値検査法は、第１に疲労負荷の継続によって計測値の（継続的な）変化が認
められる、第２に計測値の変化と活動状態（作業効率など）の変化に一定の関連性が認め
られる、第３に測定毎の測定値の動揺がすくない、第４に大脳皮質の活動レベルとの密接
な関連性があることが認められている等、すぐれた性質を持ち合わせているにも拘らず、
その計測装置が巨大であるため、一般に広く普及されることはなかった。
【０００４】
フリッカー値を測定する方法は、例えば下記特許文献１及び２に開示されている。下記
特許文献１には、視標を点滅表示させるディスプレイを備えたフリッカー感度分布測定装
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置が開示されている。点滅周波数として、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚの例が
開示されている。
【０００５】
下記特許文献２には、点滅発光表示装置及びコンピュータ端末装置からなるシステムが
開示されている。点滅発光表示装置が、通信ケーブルを介してコンピュータ端末装置によ
って制御されてフリッカー刺激の提示を行い、コンピュータ端末装置が、フリッカー認知
反応に伴うボタン押しの記録を行い、事前に計測されたデータと比較して疲労の程度を測
定する。
【０００６】
また、フリッカー値は、光刺激のモジュレイト（変化）量に比例するということが報告
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されている。例えば、短い持続時間のフリッカー刺激よりも長い時間のフリッカー刺激の
方が、フリッカー値は高くなること、また、輝度が低いフリッカー刺激より輝度が高いフ
リッカー刺激の方が、フリッカー値が高くなることが報告されている。さらには、刺激対
象の大きさ、または、色によっても変化することが報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１−１１３８８８号公報
【特許文献２】特開２００３−７０７７３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記したように、フリッカー値検査法は、その計測装置が巨大であるため、一般に広く
普及されることはなかった。また、現在でも、フリッカー検査では、光の点滅周期を少な
くとも１Ｈｚ単位で制御することが必要であり、ＯＮ／ＯＦＦを厳密に制御できるＬＥＤ
などを用いた専用装置が使われており、費用が高く、操作が難しいなどの問題がある。こ
のことが、疲労度を安定して計測できることが示されてきたフリッカー検査の幅広い普及
を妨げてきた大きな要因の一つである。
【０００９】
近年、電子技術およびコンピュータ技術の発展とともに、コンピュータ、携帯電話など
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の画像表示機能を有する装置が普及している。コンピュータ、携帯電話においては、視覚
情報を表示する方式として、通常は、ある固定された比率（リフレッシュレート）で画面
の更新を繰り返す方式が採用されている。リフレッシュレートとは、１秒間に画面を更新
する回数（Ｈｚ）である。従って、これらの装置を用いて、光の点滅を提示することが考
えられる。しかし、例えば、コンピュータの液晶画面の場合、リフレッシュレートは一般
に６０Ｈｚ前後の値であり、その制約で、従来のフリッカー値の測定と同様に、ＯＮ期間
とＯＦＦ期間とを同じにして画面を点滅させる場合、ＯＮ／ＯＦＦ周波数は３０Ｈｚ、１
５Ｈｚ、７．５Ｈｚ、３．２５Ｈｚ等、限られた値である。従って、その制約の中で、フ
リッカー値検査を行なうのは不可能である。
【００１０】
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上記特許文献１には、ディスプレイを用いて視標を点滅表示させること、および点滅周
波数として５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚが開示されているが、ディスプレイの
リフレッシュレートとの関係は何ら記載されておらず、固定されたリフレッシュレートで
は、例示された周波数の全てを実現することはできない。従って、特許文献１では、ディ
スプレイのリフレッシュレートを変更すると考えられる。
【００１１】
また、上記特許文献２では、コンピュータは、専用の点滅発光表示装置に点滅条件を指
示するのに使用されるだけであり、コンピュータの表示部を点滅表示に利用するのではな
い。
【００１２】
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本発明は、上記の課題を解決すべく、特定のリフレッシュレートで画面が更新される一
般的な表示装置を用いて、広範囲の条件でちらつきの閾値を測定することができ、人の精
神的疲労の評価にも利用することができる測定装置及び測定プログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本願発明者は、ちらつきが見え始める閾値を、単に周波数として測定するのではなく、
刺激対象のモジュレイト（変化）量として測定すれば、リフレッシュレートが固定されて
いるために提示可能な点滅周波数が限られる表示装置を用いても、刺激対象のモジュレイ
ト量の変化により、人の精神疲労を評価することができると考えて、本発明をするに至っ
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た。
【００１４】
即ち、本発明に係る第１のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期
間の数を単調に増加または減少させることによって、前記タイミングが変更され、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつき
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の閾値に対応する情報として決定する。
【００１５】
また、本発明に係る第２のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大き
さ、および前記ＯＦＦ画素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調
に増加または減少させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
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の閾値に対応する情報として決定する。
【００１６】
また、本発明に係る第３のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定する。
【００１７】
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また、本発明に係る第４のちらつきの閾値の測定装置は、上記第１のちらつきの閾値の
測定装置において、前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期間において、時
間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦＦ画
素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させる
。
【００１８】
また、本発明に係る第５のちらつきの閾値の測定装置は、上記第１、第２及び第４のち
らつきの閾値の測定装置の何れかにおいて、前記演算処理部が、前記タイミングが変更さ
れない期間において、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる。
【００１９】
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本発明に係る第１のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期間の数を単調に増加
または減少させることによって、前記タイミングを変更する第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数である。
【００２０】
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また、本発明に係る第２のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦ
Ｆ画素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少さ
せる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能を実現させる。
【００２１】
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また、本発明に係る第３のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能を実現させる。
【００２２】
また、本発明に係る第４のちらつきの閾値の測定プログラムは、上記第１のちらつきの
閾値の測定プログラムにおいて、前記装置に、前記タイミングが変更されない期間におい
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て、時間経過に伴って、前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記Ｏ
ＦＦ画素のコントラストから成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少
させる第４の機能をさらに実現させる。
【００２３】
また、本発明に係る第５のちらつきの閾値の測定プログラムは、上記第１、第２及び第
４のちらつきの閾値の測定プログラムの何れかにおいて、前記装置に、前記タイミングが
変更されない期間において、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる第５の機能を
さらに実現させる。
【００２４】
また、本発明に係る第６のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、変更可能な点滅
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周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位で指
定し、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に設定可能な第３周波数の数をｎとして、前記演算処理部が、連続するｎ＋１個
のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増
加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点でＯＮ期間に変更されている
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ＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情報として決定することを特徴としている。
【００２５】
また、本発明に係る第６のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部と、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部とを備える装置に、
前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位で指定する第１の機能と
、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に設定可能な第３周波数の数をｎとして、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち
、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増加または減少させて
、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせる第２の機能と、
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被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点でＯＮ期間に変更されているＯＦＦ期間の数をち
らつきの閾値に対応する情報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であることを特
徴としている。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、広く普及しているコンピュータや携帯端末装置などのリフレッシュレ
ートが限定された表示装置を用いて、より広いダイナミックレンジの刺激を作成して被験
者に提示できるので、従来の標準フリッカー値計測法に相当するちらつきの閾値の測定が
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可能である。
【００２７】
従って、本発明を用いて、被験者が疲労していない状態でちらつきの閾値を取得し、そ
の後、同じ被験者について同様にちらつきの閾値を取得し、それらを比較することによっ
て、その被験者が疲労しているか否かを判断することができる。
【００２８】
さらに、ちらつきの閾値の測定および疲労の評価を、被験者自身が、例えば自分の所有
するコンピュータや携帯電話を使用して行うことができるので、自己管理に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
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【図１】本発明の実施の形態に係るちらつきの閾値の測定装置を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るちらつきの閾値の測定装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図３】時間コーディング条件の一例を示す図である。
【図４】空間コーディング条件の一例を示す図である。
【図５】実験結果の一例を示すグラフである。
【図６】コントラストの変化を説明する図である。
【図７】本発明と従来の方法との違いを概念的に示すグラフである。
【図８】別の実験結果の一例を示すグラフである。
【図９】被験者Ａに関するちらつきの閾値の測定結果を示すグラフである。

20

【図１０】被験者Ｂに関するちらつきの閾値の測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
コンピュータや携帯電話などの表示装置であるＣＲＴや液晶画面などは、その画面のリ
フレッシュレート（１秒間に画面を更新する回数）がほとんど固定されている。コンピュ
ータではリフレッシュレートを限定的な範囲で変更することも可能ではあるが、一度リフ
レッシュレートが設定されると、変更されるまでその値が使用される。通常、例えば、リ
フレッシュレートが６０Ｈｚの画面の場合、単純な光のＯＮ／ＯＦＦで表されるフリッカ
ー周波数は、その１／２の値である３０Ｈｚとなる。通常、輝度の高いＬＥＤ光などで計
測を行なった場合、３０Ｈｚのフリッカー刺激は、健常状態のヒトであれば、十分そのち
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らつきを認知できる。一方、表示装置にＯＮ／ＯＦＦ表示される画像（以下、刺激対象と
も記す）の画素のコントラスト、頻度および大きさなどを変化させるとちらつきを認知で
きない場合があることが分かった。また、フリッカー値の性質で、刺激対象のモジュレイ
トの量にフリッカー値が比例するという性質が知られている。
【００３１】
従って、ちらつきの閾値を測定する方法として、刺激対象の時間的なモジュレイト量を
時間コーディングとしてとらえ、単位時間内の光の変化の頻度（ＯＮ／ＯＦＦの頻度）を
変化させる方法（時間コーディング法）と、刺激対象の空間的なモジュレイト量を空間コ
ーディングとしてとらえ、刺激対象内の光の変化を行なわせる画素数の頻度、その画素の
コントラスト、刺激対象の大きさ、または刺激対象の色を変化させる方法（空間コーディ
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ング法）と、これらを組み合わせた方法（時空間コーディング法）とを提案する。
【００３２】
以下、本発明に係る実施の形態を、添付した図面に基づいて説明する。図１は、本発明
の実施の形態に係るちらつきの閾値の測定装置を示すブロック図である。
【００３３】
本測定装置は、全体を制御する演算処理部（以下、ＣＰＵと記す）１と、プログラムな
どを記録した不揮発性の読出専用メモリ（以下、ＲＯＭと記す）２と、データを一時的に
保持可能な揮発性の書換可能メモリ（以下、ＲＡＭと記す）３と、データを持続的に保持
可能な不揮発性の書換可能な記録部４と、計時部５と、外部とのインタフェースを行うイ
ンタフェース部（以下、ＩＦ部と記す）６と、これら各部の間でデータ（制御情報を含む
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）を交換する内部バス７と、表示部８と、操作部９とを備えている。本測定装置として、
例えば公知のコンピュータや携帯端末装置（携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡなど）を使用する
ことができる。
【００３４】
操作部９は、キーやパッドなどの操作手段を備えている。表示部８は、表示画面（液晶
パネルなど）及びそれを駆動させる駆動部を備えている。計時部５は、タイマなどの、内
部クロックを用いて現在時刻の情報を出力する手段である。
【００３５】
本測定装置の動作を簡単に説明すると、ＣＰＵ１が、予め指定された条件に従って、所
定のタイミングで表示部８に表示させる画像データを生成し、ＩＦ部６を介して表示部８
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に伝送する。表示部８に入力される信号は、ディジタルデータ又はＩＦ部で変換されたア
ナログビデオ信号である。表示部８は、所定のリフレッシュレートで、受信した画像デー
タを被験者１０に提示する。ＣＰＵ１は、指定された条件に従って変化する画像を生成し
、これによって表示部８に表示される画像の状態が変化する。被験者１０は、表示部８に
提示される画像を観察し、ちらつき始めた又はちらつきが無くなったと認知したときに、
操作部９を操作する。この操作情報は、ＩＦ部６を介してＣＰＵ１に伝送され、ＲＡＭ３
や記録部４に記録される。
【００３６】
このように、被験者に画像を提示する状態を変化させて、被験者がちらつきを認知する
か否かを測定する。本発明では、従来技術のように周波数を細かく段階的に増加又は減少
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させて、被験者がちらつきを認知した時の周波数を記録するのではなく、限られた周波数
において、提示する画像の大きさ、コントラストなどを変化させて、被験者がちらつきを
認知し始めた時、又は認知しなくなった時の条件を、ちらつきの閾値として記録する。
【００３７】
次に、本測定装置について具体的に説明する。図２は、本実施の形態の測定装置の動作
を示すフローチャートである。以下では、特に断らない限りＣＰＵ１が行う処理として説
明する。また、ＣＰＵ１は、適宜ＲＯＭ２および記録部４から必要なデータ（プログラム
を含む）をＲＡＭ３に読み出し、ＲＡＭ３の所定領域をワーク領域として使用して処理を
行い、一時的結果や最終の処理結果を適宜記録部４に記録することとする。
【００３８】
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まず、表示部８に測定を行なうか否かのメニューを表示し、被験者１０が操作部９を操
作して測定を選択した場合、以下に説明する処理が開始される。
【００３９】
ステップＳ１において、初期設定を行う。即ち、画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する周波数及
びその変化に関する情報（以下、時間コーディング条件と記す）、画像の大きさ（形状）
及びその変化に関する情報（以下、空間コーディング条件と記す）、並びに、１種類の時
間コーディング条件及び空間コーディング条件で画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する時間Δを、
記録部４から読み出す。また、時間コーディング数Ｎ、及び、表示する画像の最大画素数
Ｐも、記録部４から読み出す。
【００４０】
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時間コーディング条件、空間コーディング条件の一例を図３及び図４に示す。
時間コーディング条件は、図３に示すように、画像全体をＯＮ／ＯＦＦするタイミングに
関する情報である。図３では、表示部のリフレッシュレートを６０Ｈｚ（従って、画像が
ＯＮまたはＯＦＦされる時間は約１６．６ｍｓ）とし、横軸及び縦軸をそれぞれ時間及び
輝度として画像のＯＮ／ＯＦＦ状況を示している。（ａ）では、１秒間に３０回ＯＦＦさ
れている。即ち、ＯＮ／ＯＦＦ周波数が、リフレッシュレートが６０Ｈｚの場合に可能な
最大値である３０Ｈｚになっている。（ｂ）は、（ａ）の次の状態を表しており、１秒間
に２９回ＯＦＦされている。（ｂ）では左端のＯＦＦ期間がＯＮ期間に変更されているが
、別のＯＦＦ期間がＯＮ期間に変更されてもよい。順次ＯＦＦの回数が減少し、最終的に
（ｄ）に示された状態まで変化する。（ｄ）では、１秒間に１回だけＯＦＦされている。
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【００４１】
空間コーディング条件は、図４に示すように、画像を構成する画素に関する情報である
。図４は、画像が１３個の画素で構成される場合を示しており（外接円を破線で示す）、
各画素を模式的に正方形で表し、ＯＮ状態の画素（以下、ＯＮ画素とも記す）に斜線を付
し、ＯＦＦ状態の画像（以下、ＯＦＦ画素とも記す）を白で表している。ここで、ＯＮ画
素の輝度は全て同じ値であり、ＯＦＦ画素の輝度も全て同じ値（データは０）である。時
間経過に従って、表示される画像は（ａ）から（ｄ）へと変化する。（ａ）では１２画素
がＯＦＦ（１画素がＯＮ）である。（ｂ）は（ａ）の次に表示される画像を表しており、
１１画素がＯＦＦ（２画素がＯＮ）である。（ｃ）では１０画素がＯＦＦ（３画素がＯＮ
）である。同様に、ＯＦＦ画素が１画素ずつ減少（ＯＮ画素が１画素ずつ増加し）、最終
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的に（ｄ）のように１３画素全てがＯＮ状態になる。
【００４２】
このように、時間コーディング条件、空間コーディング条件とは、ＣＰＵ１が表示部８
に画像を、例えば図３及び図４に示すように変化させて表示するために必要な情報を意味
する。
【００４３】
ステップＳ２において、以下の繰り返し処理で使用されるカウンタＩ、Ｊに初期値とし
て１をセットする。
【００４４】
ステップＳ３において、Ｉ＝１に対応する時間コーディング条件を決定し、ステップＳ
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４において、Ｊ＝１に対応する空間コーディング条件を決定する。具体的には、予め記録
部４に記録された時間および空間コーディング条件の中から、Ｉ、Ｊに対応するコーディ
ング条件を読み出す。
【００４５】
ステップＳ５において、ステップＳ３、Ｓ４で決定された条件に従って、画像を生成し
、表示部８に表示する。例えば、Ｉ＝１の時間コーディグ条件が、図３の（ａ）に対応し
、Ｊ＝１の空間コーディング条件が図４の（ａ）に対応すると仮定すると、Ｉ＝１、Ｊ＝
１の場合には、図４の（ａ）の画像が生成され、表示部８に表示される。そして、画像が
表示された状態が、図３の（ａ）のＯＮ期間維持される。ＯＦＦ期間になると、画像全体
が表示されない。このとき、画像のＯＮ／ＯＦＦ表示を開始する直前に、計時部５から時
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刻を取得し、開始時刻Ｔとする。
【００４６】
ステップＳ６において、被験者１０によって操作部９が操作されたか否か（例えば、何
れかのキーが押されたか否か）を判断する。例えば、ステップＳ５において、「ちらつき
始めたらキーを押してください」と表示部８に表示し、その後画像のＯＮ／ＯＦＦ表示を
開始する。被験者１０が、表示部８に表示された画像がちらつき始めたと認知してキーを
押下した場合、ステップＳ１０に移行する。ステップＳ１０では、キーが押されたときの
ＩおよびＪの値を記録部４に記録する。被験者１０が依然としてキーを押下していなけれ
ば、ステップＳ７に移行する。
【００４７】

40

ステップＳ７において、計時部５から現在時刻ｔを取得して開始時刻Ｔと比較し、その
差（ｔ−Ｔ）が、時間Δよりも小さければ（ｔ−Ｔ＜Δ）ステップＳ６に戻り、時間Δ以
上であれば（ｔ−Ｔ≧Δ）ステップＳ８に移行する。これによって、被験者１０がキーを
押さなければ、時間Δの間、ＯＮ／ＯＦＦ表示が行われる。
【００４８】
ステップＳ８において、画像を構成する全画素がＯＮ状態、即ちＯＦＦ画素が無い状態
になったか否かを判断する。ＯＦＦ画素があれば、ステップＳ９に移行し、Ｊに１を加算
した後、ステップＳ４に移行する。判断方法としては、例えば、ステップＳ１で読み出し
た最大画素数Ｐから現在のＪを減算し、その値（Ｐ−Ｊ）が０か否かを判断すればよい。
【００４９】

50

(11)

JP 2010‑88862 A 2010.4.22

Ｊ＝２の条件でステップＳ４〜Ｓ６が実行されるときには、ステップＳ４において、Ｊ
＝２に対応する空間コーディング条件（例えば、図４の（ｂ））が決定され、ステップＳ
５において、Ｉ＝１に対応する時間コーディング条件（図３の（ａ）に対応）、及びＪ＝
２に対応する空間コーディング条件（図４の（ｂ）に対応）で、Ｉ＝１、Ｊ＝１の場合と
同様に画像のＯＮ／ＯＦＦ表示を行う。そして、画像のＯＮ／ＯＦＦ表示は、上記したよ
うに、被験者１０が操作部９を操作するか、または時間Δが経過するまで、継続される。
【００５０】
Ｊ≧３の条件でステップＳ４〜Ｓ６が実行されるときにも同様に、ステップＳ４におい
て、Ｊに対応する空間コーディング条件（Ｊ＝３の場合、例えば図４の（ｃ））が決定さ
れ、ステップＳ５において、Ｉ＝１に対応する時間コーディング条件（図３の（ａ）に対

10

応）、及びＪに対応する空間コーディング条件（Ｊ＝３の場合、図４の（ｂ）に対応）で
、画像のＯＮ／ＯＦＦ表示を行う。
【００５１】
以上のように、被験者１０が操作部９を操作するまで、ステップＳ４〜Ｓ９が繰り返さ
れて、ＯＦＦ画素の頻度（画像中のＯＦＦ画素の数）を減少させながら、１つのＩ（Ｉ＝
１）に対応する時間コーディング条件で、画像をＯＮ／ＯＦＦ表示することができる。
【００５２】
ステップＳ１０では、上記したようにキーが押されたときのＩおよびＪの値を対応させ
て記録部４に記録する。
【００５３】
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次に、ステップＳ１１において、終了するか否か、即ち未使用の時間コーディング条件
が残っているか否かを判断する。判断方法としては、例えば、ステップＳ１で読み出した
時間コーディング数Ｎから現在のＩを減算し、その値（Ｎ−Ｉ）が０か否かを判断すれば
よい。終了しない場合には、ステップＳ１１に移行し、Ｉに１を加算した後、ステップＳ
３に移行する。
【００５４】
Ｉ＝２の条件でステップＳ３〜Ｓ１０が実行されるときには、ステップＳ３において、
Ｉ＝２に対応する時間コーディング条件（例えば、図３の（ｂ））が決定され、ステップ
Ｓ４〜Ｓ１０において、Ｊに対応する空間コーディング条件（図４の（ａ）〜（ｄ）に対
応）で、Ｉ＝１の場合と同様に画像のＯＮ／ＯＦＦ表示を行う。即ち、図４の（ａ）〜（
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ｄ）の画像が順次生成され、Ｉ＝２に対応する空間コーディング条件（例えば、図３の（
ｂ））で、表示部に表示される。
【００５５】
Ｉ≧３の条件でステップＳ３〜Ｓ１０が実行されるときにも同様である。Ｉ＝３の場合
には、例えば図３の（ｃ）に対応する時間コーディング条件で、図４の（ａ）〜（ｄ）の
画像が順次生成され、画像のＯＮ／ＯＦＦ表示が行われる。
【００５６】
以上説明したように、ステップＳ１〜Ｓ１１によって、空間コーディング条件を変更し
ながら、即ち提示する画像を変更しながら、所定の時間コーディング条件でその画像をＯ
Ｎ／ＯＦＦさせて、被験者に提示することができる。従って、被験者が、ちらつきを認知

40

し始めたときに操作部を操作すれば、ちらつきの閾値を表す情報として、そのときの時間
コーディング条件及び空間コーディング条件に対応するＩ及びＪを決定して記録すること
ができる。
【００５７】
従って、予め、被験者が疲労していない状態で、上記したようにちらつきの閾値を測定
して記録し、その後、同じ被験者について同様に測定して得られたちらつきの閾値を、疲
労していない状態のちらつきの閾値と比較することにより、被験者が疲労しているか否か
を判断することができる。即ち、人が疲労すればちらつきの閾値が変化するので、疲労し
ていない状態でのちらつきの閾値を基準として、ちらつきの閾値の変化程度を評価すれば
、疲労状態にあるか否かを判断できる。例えば、ちらつきの閾値が所定値以上変化してい

50

(12)

JP 2010‑88862 A 2010.4.22

れば、疲労していると判断することができる。このとき、ちらつきの閾値は、時間コーデ
ィング条件及び空間コーディング条件で特定されるので、一般に多次元データである。従
って、対応する時間コーディング条件毎に、空間コーディング条件の差を求め、それらの
平均値、最大値、中央値などを用いてもよい。また、多次元のちらつきの閾値をグラフ化
し、その変化程度を判断してもよい。ちらつきの閾値の変化の程度の評価には、その他の
公知の方法を用いることができる。
【００５８】
なお、時間コーディング条件、空間コーディング条件をそれぞれ単独で用いても、ちら
つきの閾値の計測は可能である。しかし、時間コーディングおよび空間コーディング条件
の一方のみを変更する場合、限られたダイナミックレンジおよびステップ数しか表現でき

10

ない制約が存在する。一方、上記したように同時に双方を変更することにより、こうした
制限をなくし、従来の標準フリッカー値計測法（広い周波数帯での刺激の提示が可能）に
相当する、より広いダイナミックレンジの刺激を作成して提示することが可能となる。即
ち、標準フリッカー値計測法との対応を考慮した場合、時間コーディング条件および空間
コーディング条件を同時に変更して、ちらつきの閾値を求めることが望ましい。
【００５９】
本発明は上記の実施形態に限定されず、例えば、以下に説明するように装置の構成およ
び処理を種々変更して実施することができる。
【００６０】
上記では、リフレッシュレートが６０Ｈｚ、表示する最大画素数が１３画素の場合を説
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明したが、これに限定されない。ＯＮ期間およびＯＦＦ期間は、リフレッシュレートｆ（
Ｈｚ）によって決まる等しい値（１／ｆ（秒））であり、１秒間のＯＦＦ期間の最大数は
ｆ／２（回）である。従って、ＯＦＦ期間の数はｆ／２（回）から減少させればよい。
【００６１】
また、ＯＦＦ期間の数を、いくつから減少させ始めるか、いくつずつ減少させるかは任
意である。つまり、ｆ／２（上記では３０Ｈｚ）から開始せず、それよりも若干小さい値
（自然数）から開始してもよい。また、減少値は１に限らず、２でも３でもそれより大き
い値（自然数）であってもよい。さらには、予め定めた値（例えば、３０、１５、４、１
回など）に直接変化させてもよい。
【００６２】
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また、提示する画像の形状、大きさ（画素数）は任意である。例えば、ＯＦＦ画素数が
同じ画像であっても、ＯＦＦ画素の位置は任意である。
【００６３】
また、上記では、ＯＮ画素、ＯＦＦ画素の輝度値はそれぞれにおいて全て等しい場合を
説明したが、時間経過に伴ってＯＦＦ画素の輝度値（コントラスト）を変化させ、上記と
同様にちらつきの閾値を測定してもよい。また、提示する画像の色を変化させてもよい。
これらも空間コーディング条件に含まれる。具体的には、実施例として後述する（実施例
では、ＯＦＦ画素の輝度値の変化を、コントラストの変化で表している）。処理順序とし
ては、例えば、図２に示したフローチャートにおいて更にコントラストを変化させる場合
、新たに繰り返しカウントＫを準備し、カウンタＪのループ（ステップＳ４〜Ｓ９）の中
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にカウンタＫのループ（コントラストを変更する処理）を組み込めばよい。また、画像の
大きさを変化させずに、ステップＳ４においてコントラストを変更する処理を行ってもよ
い。色を変化させる場合も同様である。
【００６４】
また、上記では、時間経過に伴って画像のＯＦＦ期間の数が単調に減少するように、時
間コーディング条件を変更する場合を説明したが、これに限定されない。例えば、時間経
過に伴って、画像のＯＦＦ期間の数が単調に増大するように、時間コーディング条件を変
更してもよい。また、時間経過に伴って、ＯＦＦ画素数が減少するように、空間コーディ
ング条件を変更する場合を説明したが、これに限定されない。ＯＦＦ画素数が１から増加
するように、空間コーディング条件を変更してもよい。これらの場合、被験者がちらつき
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を認知した状態から測定を開始することになるときには、ちらつきを認知しなくなったと
きの時間および空間コーディング条件を得ることができる。
【００６５】
また、時間コーディング条件毎に、空間コーディング条件を変更する場合を説明したが
、これに限定されない。空間コーディング条件毎に時間コーディング条件を変更して、画
像を表示してもよい。
【００６６】
また、ちらつきの閾値に対応する情報として、繰り返し処理のカウンタＩ、Ｊを記録す
る場合を説明したが、被験者がちらつきを認知したときの時間コーディング条件及び空間
コーディング条件そのもの、又はそれらを特定できる情報であればよい。

10

【００６７】
また、ＣＰＵ１がリアルタイムに画像を生成する代わりに、予め生成されて記録部に記
録された画像データを適宜読み出してもよい。
【００６８】
また、携帯電話などの液晶ディスプレイ用のバックライトを用いて刺激を変化させて提
示して、ちらつきの閾値を測定することも可能である。通常、バックライトの点滅周期は
、ミリ秒（ｍｓ）単位で指定することができる。従って、最大約１ｋＨｚの周波数で点滅
させることができる。バックライトをちらつきの閾値の測定に使用する場合、数Ｈｚ〜数
十Ｈｚの周波数帯域で使用することが必要になるが、この周波数帯域では、バックライト
の点滅を１Ｈｚ間隔で変化させることができず、周波数に飛びが生じる。従って、バック
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ライトを用いてちらつきの閾値を測定するには、本発明の時間コーディング法を適用する
ことが望ましい。即ち、携帯電話の演算処理部に、メモリなどを使用して、後述する時間
コーディング条件でバックライトを点滅させることが望ましい。このとき、液晶ディスプ
レイの表示パターンは、時間的に変化させずに固定しておけばよい。表示パターンは任意
形状でもよく、例えば、液晶ディスプレイ全体を白色（最大の輝度値でなくてもよい）に
してもよく、ディスプレイの中央付近の所定領域を白色にしてもよい。
【００６９】
表１に、点滅周波数の飛びと、それを補うための時間コーディング条件が示されている
。
【００７０】
【表１】

30

40

【００７１】
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「指定周期」は、指定され得るバックライトの点滅周期であり、ここでは２ｍｓ間隔で
指定される場合を示す。「ＯＮ期間」は、指定周期によって自動的に決まるバックライト
をＯＮ（点灯）する時間であり、指定周期の１／２の値である。従って、バックライトを
ＯＦＦ（非点灯）するＯＦＦ期間は、ＯＮ期間と同じ値である。「実際の周波数」は、指
定周期によって決まるバックライトの点滅周波数である。「目標周波数」は、実際の周波
数に近似する整数値であり、従来の方法における１Ｈｚ間隔で設定される値に対応する。
【００７２】
このように、通常、指定周期は整数値で指定されるので、利用可能なバックライトの点
滅周波数（実際の周波数）を１Ｈｚ間隔で変化させることはできない。例えば、表１の１
行目は、指定周期として１６ｍｓが指定された場合、実際の周波数が６２．５０Ｈｚにな
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り、６２Ｈｚの目標周波数として利用できることを表しており、２行目は、指定周期とし
て１８ｍｓが指定された場合、実際の周波数が５５．５５Ｈｚになり、５５Ｈｚの目標周
波数として利用できることを表している。従って、実際の周波数６２．５０Ｈｚと５５．
５５Ｈｚとの間（目標周波数６２Ｈｚと５５Ｈｚとの間）には、約７Ｈｚの差があり、そ
れらの間の目標周波数６１、６０、５９、５８、５７、５６Ｈｚの６つの周波数を実現す
ることはできない。
【００７３】
そこで、本発明の時間コーディング法を適用すれば、これらの周波数を実質的に補うこ
とができる。即ち、表１の「中間の表示方法」の列には、これらの実現できない周波数に
対応する時間コーディング条件を示している。例えば、１行目の右端のセルには、１行目
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の目標周波数（６２Ｈｚ）と２行目の目標周波数（５５Ｈｚ）との間に必要な６つの周波
数（６１、６０、５９、５８、５７、５６Ｈｚ）に対応する時間コーディング条件を示し
ている。即ち、１６ｍｓの指定周期（ＯＮ期間は８ｍｓ）を用いて、１／７、２／７、３
／７、４／７、５／７、６／７の時間コーディング条件で測定することを示している。２
行目以降の右端のセルも同様である。なお、最下行の右端のセルには、目標周波数２７Ｈ
ｚと、次の目標周波数である２５Ｈｚ（省略）との間の周波数（具体的には２６Ｈｚ）に
対応する時間コーディング条件を示している。
【００７４】
表１に示した時間コーディング条件の意味は、図３を用いて上記で説明した内容と同様
である。即ち、分母は、連続するＯＦＦ期間のうち、１つの組として扱われるＯＦＦ期間
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の数を表し、分子は、１つの組として扱われるＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更される
数を表す。例えば、時間コーディング条件１／７は、連続する７つのＯＦＦ期間のうち、
１つをＯＮ期間に変更して、バックライトを点滅させることを表す。このことは、１秒間
に含まれる複数のＯＦＦ期間のうち、１／７をＯＮ期間に変更することと同じである。同
様に、時間コーディング条件４／５は、連続する５つのＯＦＦ期間のうち、４つをＯＮ期
間に変更して点滅させることを表す。
【００７５】
このように、バックライトが点滅可能な周波数のうち、隣接する周波数の間隔が１．５
Ｈｚ以上である場合、本発明の時間コーディング法を適用することによって、実現できな
い点滅周波数に実質的に相当するちらつきの閾値を測定することができる。なお、２ｍｓ
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以外の間隔で「指定周期」を設定する場合にも、例えば１ｍｓ間隔で設定する場合にも、
本発明の時間コーディング法を適用可能であることは明らかである。
【００７６】
また、バックライトに限らず、ＬＥＤなどの点滅刺激の提示手段においても、点滅周期
をｍｓオーダーよりも短い時間で指定できない場合には、同様に実現できない点滅周波数
が生じるので、本発明の時間コーディング法を適用することが有効である。
【００７７】
また、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数は、単調に増加または減少させればよい。例
えば、１／７、２／７、３／７、４／７、５／７、６／７の時間コーディング条件の場合
、時間経過に伴って、１／７、２／７、３／７、４／７、５／７、６／７の順で、又は、
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６／７、５／７、４／７、３／７、２／７、１／７の順で実行する。
【００７８】
また、上記では、間を補うべき２つの周波数のうち、小さい方の指定周期（例えば１６
ｍｓ）によって決まる周波数を用いて、時間コーディングを行う場合を説明したが、大き
い方の指定周期（例えば１８ｍｓ）によって決まる周波数を用いてもよい。例えば、表１
の１行目に示した中間の表示方法において、１８ｍｓの指定周期（ＯＮ期間は９ｍｓ）を
用いて、点滅させてもよい。
【００７９】
なお、被験者によって、携帯電話の操作部が操作されたときに、ちらつきの閾値に対応
する情報を記録することは、上記と同様である。
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【００８０】
以下に、実施例を示し、本発明の特徴をさらに明らかにする。
【実施例１】
【００８１】
６０Ｈｚで画面のリフレッシュが行なわれる液晶画面を用いて、刺激対象（画像）の刺
激頻度（上記した時間コーディング条件に対応）、コントラスト、および大きさを変化さ
せ、どの時点でちらつきが認知されるかについて実験した。刺激頻度を１／６０、４／６
０、１５／６０、３０／６０の４段階で変化させ、刺激対象（図４で示すパターン参照）
の円形の大きさを±７ピクセル（視野角０．４度）、±２０ピクセル（視野角１．１度）
、±５０ピクセル（視野角２．９度）、の３段階で変化させ、４×３＝１２条件において
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、刺激対象のＯＮとＯＦＦとのコントラストを、１００対１００から、ＯＦＦ条件（ＯＦ
Ｆ状態の輝度）を１秒ごとに０．５％減少させ、ちらつきが見え始めるときのコントラス
トを求めた。２人の被験者で、各条件あたり３回の計測を行なった結果を図５に示す。
【００８２】
ここで、刺激頻度ｎ／６０（ｎ＝１、４、１５、３０）は、１秒間にｎ回ＯＦＦするこ
とを意味する。また、刺激対象の大きさは、画像の中心画素を１画素と数え、最外周の画
素までの直線上の画素数で表している。
【００８３】
また、コントラストとは、図６に示したように、ＯＮ画素の輝度値ＬＯＮに対する、Ｏ
ＦＦ画素の輝度値ＬＯＦＦの比率（％）、即ち、１００ＬＯＦＦ／ＬＯＮである。従って
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、コントラストを減少させるとは、図６に示したように、ＯＮ画素の輝度値を一定値ＬＯ
Ｎとし、ＯＦＦ画素の輝度値ＬＯＦＦを最初ＬＯＮと同じ値にし、１秒経過する毎に、Ｏ

ＦＦ画素の輝度値ＬＯＦＦを、０になるまで、ｎ１、ｎ２、ｎ３のように、ＬＯＮの０．
５％だけ減少させる（毎回減少させる値は一定）ことを意味する。ＯＮ画素の輝度値を一
定値ＬＯＮとしているので、ＯＦＦ画素の輝度値を減少させることはコントラストを減少
させることに等しい。
【００８４】
図５の（ａ）〜（ｃ）、（ｄ）〜（ｆ）は、それぞれの被験者Ａ、Ｂに関するデータを
表す。図５から次のことが分かる。
１：刺激頻度（１秒間のＯＮ／ＯＦＦ回数）が増加するに従って、３つの刺激対象の大き

40

さの条件において、ちらつきが見え始めるＯＦＦ反応のコントラスト（１００ＬＯＦＦ／
ＬＯＮ（％））の減少、即ち、ちらつきが見え始める点のコントラスト比（ＬＯＮ／ＬＯ
ＦＦ）の増大が確認された。具体的には、被験者Ａ、Ｂの何れについても、図５の（ｂ）

、（ｅ）に示すように、刺激頻度３０／６０のときのコントラストが、刺激頻度１５／６
０、４／６０、１／６０のときのコントラストよりも明らかに減少している。即ち、刺激
頻度が増大するに従って、ちらつきが見えにくくなる。
２：刺激対象の大きさが増大するに従って、ちらつきが見え始めるＯＦＦ反応のコントラ
ストの増加、即ち、ちちらつきが見え始める点のコントラスト比の減少が確認された。具
体的には、被験者Ａ、Ｂの何れについても、図５の（ｃ）、（ｆ）に示すように、刺激対
象の大きさが±５０ピクセルから、±２０ピクセル、±７ピクセルと減少するに伴って、
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コントラストが減少している。即ち、刺激対象の大きさが増大するに従って、ちらつきが
見えやすくなる。
【００８５】
従って、ちらつきが見え始めるコントラストを測定することによって、疲労度を評価す
ることができる。本発明（コントラストを変化させる方法）と、従来の測定方法との違い
を説明すれば、次の通りである。
【００８６】
図７は、被験者に提示される輝度とフリッカー値との関係が、被験者の疲労によってど
のように変化するかを示すグラフである。横軸は提示される輝度（cd/m2）、縦軸はフリ
ッカー値ＣＦＦ（Hz）である。例えば、実線の曲線は、疲労していない状態における測定
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結果を表し、破線の曲線は、疲労している状態における測定結果を表す。このように、フ
リッカー値ＣＦＦの測定結果は、疲労によって実線の曲線から破線の曲線のように変化す
ることが知られている（例えば、橋本邦衛,他：視標および背景の明るさと見え方,鉄道労
働科学 4;65‑72,1953参照）。従来方法では、特定の輝度においてフリッカー値ＣＦＦを
測定し、疲労していない状態におけるフリッカー値ＣＦＦからの変化を求めて、疲労度を
評価する。即ち、従来方法では、実線の曲線が破線の曲線まで、縦軸方向に変化する程度
によって疲労度を評価する。これに対して、本願発明者は、従来の発想を転換して、実線
の曲線が破線の曲線まで、横軸方向に変化する程度を求めて、疲労度を評価することが可
能であることを見出した。
【実施例２】
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【００８７】
６０Ｈｚで画面のリフレッシュが行なわれる液晶画面を用いて、刺激頻度を１０／６０
、刺激対象の大きさを±１５ピクセル（視野角０．９度）とし、刺激のＯＮとＯＦＦにお
けるＯＦＦのコントラストを２秒間に１％減少させる条件において、刺激対象の色を、白
、緑、赤と変化させて、ちらつきが見え始めるときのコントラストを求めた。２人の被験
者Ａ、Ｂにおいて、各条件５回の計測を行なった結果を図８に示す。
【００８８】
上記の刺激条件で、刺激対象の色を白、緑、赤と変化させた時、刺激対象のちらつきが
見え始めるＯＦＦのコントラストの減少値は、被験者Ａで、白：７６．６％、緑：８２．
４％、赤：８２．８％、被験者Ｂで、白：６８．８％、７７．８％、８１．８％であった
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。従って、色が白、緑、赤と変化するにしたがって、見えやすくなることが明らかになっ
た。
【実施例３】
【００８９】
本発明の信頼性を評価するために、従来のフリッカー測定装置による測定結果との比較
を行った。本発明の時空間コーディング法によって刺激のコントラストを変化させ、ちら
つきの閾値（フリッカー値に対応する）が、疲労負荷に伴いどのように変化するかに関し
て検討した。即ち、日中から翌日の朝まで徹夜で労働を行うという疲労負荷状態で、パー
ソナルコンピューター（以下ＰＣと記す）および携帯電話を用いて、ディスプレイに提示
する刺激（画像）のコントラストを変化させて、ちらつきの閾値を測定した。同様に、Wi
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ndows（登録商標）モバイル端末（以下、モバイル端末と記す）のＬＥＤおよびフリッカ
ー標準機（市販のフリッカー値測定装置）を用いて、提示する刺激の周波数を変化させて
、ちらつきの閾値（この場合はフリッカー値を意味する）を測定した。
【００９０】
以下に、具体的に説明する。被験者として、健常成人２名（被験者Ａ、Ｂ）を選んだ。
被験者には、前日十分な睡眠と休息をとってもらい、疲労のない状態で実験に参加しても
らった。最初の計測を午後２時３０分に行い、以降、２時間ごとに、上記の４方式でちら
つきの閾値の計測を行った。被験者は、計測と計測の間には、それぞれに与えられた労働
を行い、必要に応じて食事を取ることも許可された。最終の計測を、翌日の午前８時３０
分に行った。その後、各々、仮眠を取り、再度、４方式でちらつきの閾値の計測を行った
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。ちらつきの閾値の計測は、フリッカー標準機、ＰＣ、携帯電話、モバイル端末の順序で
行い、それぞれ、合計５回の計測を行った。
【００９１】
提示した刺激は、次の通りである。ＰＣには、Apple社のMac Book Proを用いた。ディ
スプレイ上に、黒色の背景に直径約４ｍｍの白色の丸型イメージ（刺激）を提示し、刺激
のコントラストを、２５６階調をパーセントで評価し、１秒当たり０．５％の比率で変化
させた。即ち、刺激（輝度）の最大値を１００％で表し、０〜１００％の間を線形に２５
６階調で変化させると仮定した場合、階調間が約０．３９％（＝１００／２５５）になる
ので、ある値の刺激を０．５％の比率で変化させるには、０．５％変化させた後の目標と
する刺激（％）に最も近い階調を決定すれば良い。刺激を提示する速さは、３０回／秒で

10

あった。
【００９２】
携帯電話には、Docomo社のSH906i（SHARP社製）を用い、ＰＣの場合と同様に刺激を提
示した。但し、刺激のコントラストを２５６階調で表し、１秒当たり１階調の速度で変化
させた。また、刺激を提示する速さは、１５回／秒であった。
【００９３】
モバイル端末には、WILLCOM社のWSO11SH（SHARP社製）を用い、ディスプレイの左上部
に位置する約１ｍｍ四方の３つのＬＥＤのうち、電源に関する右端の緑色のＬＥＤを点滅
させた。ＬＥＤの点滅状態を１秒間維持し、その後０．５秒間ＬＥＤをＯＦＦ（消灯状態
）する処理を、繰り返した。点滅状態およびこれに続く消灯状態を１周期（１．５秒）と
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して、ＬＥＤの周波数を、６０Ｈｚから、１周期ごとに０．５Ｈｚ減少させた。
【００９４】
フリッカー標準機には、SHIBATA社のROKEN DIGITAL FLICKER, MODEL RDF‑1を用いた。
刺激は、赤色で、５５Ｈｚから毎秒１Ｈｚの速さで、周波数を減少させた。
【００９５】
図９及び図１０は、それぞれ被験者Ａ及びＢに関する測定結果を示すグラフである。こ
れらの図において、縦軸は、午後２時３０分における測定値で規格化されたちらつきの閾
値である。即ち、午後２時３０分における測定値を１として、これに対する比率でその後
の測定値を表現している。
【００９６】
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これらの図から、被験者Ａ及びＢの何れに関しても、時間の経過に伴って、４方式で計
測したちらつきの閾値が、漸進的に減少してゆくことが確認できる。そして、翌日の午前
６時３０分または午前８時３０分の計測において、ちらつきの閾値は最低値を示している
。そして、各々が仮眠をとった後は、４方式で計測したちらつきの閾値すべてが、ほぼ前
日の午後４時３０分および午後６時３０分のレベルに回復していることが確認できる。ま
た、４方式で計測した値を変化幅で規格化すれば、即ち最大値と最小値の幅を同じにすれ
ば、略同じ変化傾向を示す。即ち、ＰＣ、携帯電話、モバイル端末の何れで測定した値の
変化も、フリッカー標準機で測定した値の変化をほぼ再現できていると言える。
【００９７】
以上のように、４方式で計測したちらつきの閾値が、徹夜労働という疲労負荷に伴い減
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少すること、また、仮眠により回復することが確認された。さらに、本発明の方法で測定
されたちらつきの閾値は、従来法で測定されたフリッカー値と同様に、疲労の状況を反映
しうるものであることが明らかになった。
【符号の説明】
【００９８】
１

演算処理部（ＣＰＵ）

２

読出専用メモリ（ＲＯＭ）

３

書換可能メモリ（ＲＡＭ）

４

記録部

５

計時部
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６

インタフェース部（ＩＦ部）

７

内部バス

８

表示部

９

操作部

１０

被験者

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月25日(2009.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期
間の数を単調に増加または減少させることによって、新たな前記タイミングが決定され、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定し、
複数の新たな前記タイミングの少なくとも一つが、１秒間においてＯＮ／ＯＦＦ表示の
周期が一定でないタイミングであることを特徴とするちらつきの閾値の測定装置。
【請求項２】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、
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所定数のＯＮ画素からなる画像からＯＦＦ画素の数を単調に増加させ、または、
所定数のＯＮ画素からなる画像になるまでＯＮ画素の数を単調に増加させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつきの閾値の測定装置。
【請求項３】
演算処理部、特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え
、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、一定の値であるＯＮ画素の輝度値を基準として
、ＯＦＦ画素のコントラストを単調に増加または減少させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素のコントラスト
をちらつきの閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつきの閾値の測定
装置。
【請求項４】
前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、
前記画像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦＦ画素のコントラスト
から成る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させることを特徴とする
請求項１に記載のちらつきの閾値の測定装置。
【請求項５】
前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、
前記画像の色を変化させることを特徴とする請求項１〜４の何れか１項に記載のちらつき
の閾値の測定装置。
【請求項６】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期間の数を単調に増加
または減少させることによって、新たな前記タイミングを決定する第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
複数の新たな前記タイミングの少なくとも一つが、１秒間においてＯＮ／ＯＦＦ表示の
周期が一定でないタイミングであることを特徴とするちらつきの閾値の測定プログラム。
【請求項７】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、所定数のＯＮ画素からなる画像からＯＦＦ画素の数を単調に増加さ
せる、または、所定数のＯＮ画素からなる画像になるまでＯＮ画素の数を単調に増加させ
る第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させることを特徴とするちらつきの閾値の測定プロ
グラム。
【請求項８】
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、一定の値であるＯＮ画素の輝度値を基準として、ＯＦＦ画素のコン
トラストを単調に増加または減少させる第２の機能と、
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被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素のコントラストをちらつきの閾値に
対応する情報として決定する第３の機能とを実現させることを特徴とするちらつきの閾値
の測定プログラム。
【請求項９】
前記装置に、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、前記画
像中のＯＦＦ画素の数、前記画像の大きさ、および前記ＯＦＦ画素のコントラストから成
る群の中の少なくとも何れか１つを単調に増加または減少させる第４の機能をさらに実現
させることを特徴とする請求項６に記載のちらつきの閾値の測定プログラム。
【請求項１０】
前記装置に、前記タイミングが変更されない期間において、時間経過に伴って、前記画
像の色を変化させる第５の機能をさらに実現させることを特徴とする請求項６〜９の何れ
か１項に記載のちらつきの閾値の測定プログラム。
【請求項１１】
演算処理部、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位の自
然数で指定し、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に、１つの自然数又は連続する自然数として設定可能な第３周波数の最大数をｎ
として、前記演算処理部が、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更する
ＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／
ＯＦＦさせ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点でＯＮ期間に変更されている
ＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情報として決定することを特徴とするちらつ
きの閾値の測定装置。
【請求項１２】
操作部と、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部とを備える装置に、
前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位の自然数で指定する第１
の機能と、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に、１つの自然数又は連続する自然数として設定可能な第３周波数の最大数をｎ
として、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、
時間経過に伴って単調に増加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせる第２の
機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点でＯＮ期間に変更されているＯＦＦ期間の数をち
らつきの閾値に対応する情報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であることを特
徴とするちらつきの閾値の測定プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
即ち、本発明に係る第１のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
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前記演算処理部が、時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期
間の数を単調に増加または減少させることによって、新たな前記タイミングが決定され、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定し、
複数の新たな前記タイミングの少なくとも一つが、１秒間においてＯＮ／ＯＦＦ表示の
周期が一定でないタイミングである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
また、本発明に係る第２のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、
所定数のＯＮ画素からなる画像からＯＦＦ画素の数を単調に増加させ、または、
所定数のＯＮ画素からなる画像になるまでＯＮ画素の数を単調に増加させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつき
の閾値に対応する情報として決定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
また、本発明に係る第３のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、特定のリフレッ
シュレートで画面を更新する表示部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示し、
前記演算処理部が、時間経過に伴って、一定の値であるＯＮ画素の輝度値を基準として
、ＯＦＦ画素のコントラストを単調に増加または減少させ、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点のＯＦＦ画素のコントラスト
をちらつきの閾値に対応する情報として決定する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
また、本発明に係る第５のちらつきの閾値の測定装置は、上記第１〜第４のちらつきの
閾値の測定装置の何れかにおいて、前記演算処理部が、前記タイミングが変更されない期
間において、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１９】
本発明に係る第１のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、１秒間における前記画像を表示しないＯＦＦ期間の数を単調に増加
または減少させることによって、新たな前記タイミングを決定する第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記リフレッシュレートの逆数であり、
複数の新たな前記タイミングの少なくとも一つが、１秒間においてＯＮ／ＯＦＦ表示の
周期が一定でないタイミングである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
また、本発明に係る第２のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、所定数のＯＮ画素からなる画像からＯＦＦ画素の数を単調に増加さ
せる、または、所定数のＯＮ画素からなる画像になるまでＯＮ画素の数を単調に増加させ
る第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素の数をちらつきの閾値に対応する情
報として決定する第３の機能とを実現させる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
また、本発明に係る第３のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部および特定のリフレッシュレートで画面を更新する表示部を備える装置に、
前記表示部に、所定のタイミングで画像をＯＮ／ＯＦＦ表示する第１の機能と、
時間経過に伴って、一定の値であるＯＮ画素の輝度値を基準として、ＯＦＦ画素のコン
トラストを単調に増加または減少させる第２の機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点のＯＦＦ画素のコントラストをちらつきの閾値に
対応する情報として決定する第３の機能とを実現させる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
また、本発明に係る第５のちらつきの閾値の測定プログラムは、上記第１〜第４のちら
つきの閾値の測定プログラムの何れかにおいて、前記装置に、前記タイミングが変更され
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ない期間において、時間経過に伴って、前記画像の色を変化させる第５の機能をさらに実
現させる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
また、本発明に係る第６のちらつきの閾値の測定装置は、演算処理部、変更可能な点滅
周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部、および操作部を備え、
前記演算処理部が、前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位の自
然数で指定し、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に、１つの自然数又は連続する自然数として設定可能な第３周波数の最大数をｎ
として、前記演算処理部が、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更する
ＯＦＦ期間の数を、時間経過に伴って単調に増加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／
ＯＦＦさせ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であり、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、前記演算処理部が、その時点でＯＮ期間に変更されている
ＯＦＦ期間の数をちらつきの閾値に対応する情報として決定することを特徴としている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
また、本発明に係る第６のちらつきの閾値の測定プログラムは、
操作部と、変更可能な点滅周期でＯＮ／ＯＦＦ可能な点滅部とを備える装置に、
前記点滅部の第１の点滅周期及び第２の点滅周期をミリ秒単位の自然数で指定する第１
の機能と、
前記第１の点滅周期に対応する第１周波数と、前記第２の点滅周期に対応する第２周波
数との間に、１つの自然数又は連続する自然数として設定可能な第３周波数の最大数をｎ
として、連続するｎ＋１個のＯＦＦ期間のうち、ＯＮ期間に変更するＯＦＦ期間の数を、
時間経過に伴って単調に増加または減少させて、前記点滅部をＯＮ／ＯＦＦさせる第２の
機能と、
被験者がちらつきを認知し始めたとき、または、ちらつきを認知しなくなったときに、
前記操作部が操作された場合、その時点でＯＮ期間に変更されているＯＦＦ期間の数をち
らつきの閾値に対応する情報として決定する第３の機能とを実現させ、
前記ＯＦＦ期間が、前記第１の点滅周期または第２の点滅周期の１／２であることを特
徴としている。

