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(57)【要約】
【課題】検査中に被検者が観察する場所を切り替えるよ
うな煩雑な作業を行うことなく、検査精度の誤差を軽減
することを課題とする。
【解決手段】混色光Ｙ （Ｒ＋Ｇ）と参照光Ｙとを対比
して色覚異常を判定する色覚検査装置１において、前記
混色光Ｙ と前記参照光Ｙとを互いに異なる時期に同一
の観察視野Ｓに呈示する。これにより、被検者は、白色
光の観察を挟まなくても、色順応状態の違いによる検査
精度の誤差を実質的に無くすことができ、従来は検査中
に白色光を観察するために観察場所を切り替えるように
した煩雑な作業が不要となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
混色光と参照光とを対比して色覚異常を判定する色覚検査装置において、
前記混色光と前記参照光とを互いに異なる時期に同一の観察視野に呈示することを特徴
とする色覚検査装置。
【請求項２】
請求項１に記載の色覚異常検査装置において、
前記混色光の呈示時期と前記参照光の呈示時期とが部分的に重複する重複時期が存在す
るように、前記混色光と前記参照光とを呈示することを特徴とする色覚異常検査装置。
【請求項３】
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請求項２に記載の色覚検査装置において、
前記重複時期では、前記混色光と前記参照光のうち呈示を終了する方の輝度を徐々に下
げるとともに、呈示を開始する方の輝度を徐々に上げることを特徴とする色覚検査装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の色覚検査装置において、
前記混色光及び前記参照光とは異なる色の第３色光を、前記混色光及び前記参照光とは
異なる時期に、前記同一の観察視野に呈示することを特徴とする色覚検査装置。
【請求項５】
請求項４に記載の色覚検査装置において、
前記第３色光の色は、前記混色光及び前記参照光の呈示によって生じる網膜の錐体間に
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おける色順応の差を小さくする色であることを特徴とする色覚検査装置。
【請求項６】
請求項４又は５に記載の色覚検査装置において、
前記第３色光の色は、白色であることを特徴とする色覚検査装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の色覚検査装置において、
前記混色光を構成する各単色光の輝度を調整する手段を有し、
前記各単色光と所定輝度の前記参照光とを前記同一の観察視野に交互に呈示して、輝度
変化が知覚されない又は最小になるように前記手段によって輝度が調整された前記各単色
光を用いて、前記参照光と対比される前記混色光を前記同一の観察視野に交互に呈示する
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ことを特徴とする色覚検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、混色光と参照光とを対比して色覚異常を判定する色覚検査装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
従来、色覚検査装置としてはアノマロスコープが知られている（特許文献１等）。アノ
マロスコープを用いた色覚検査では、一般に、検査対象者（被検者）が接眼部に目を当て
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て装置内部に用意された円形の観察視野を観察し、その円形観察視野の上半分に呈示され
る赤色光と緑色光とを混合した混色光と、下半分に呈示される黄色の単色光からなる参照
光とを対比する。被検者は、円形観察視野における上下の色が同じように見えるようにな
るまで、混色ノブを回して、混色光中の赤色光と緑色光の混合比率を調整し、単色ノブを
回して、黄色光の輝度を調整する。アノマロスコープによれば、混色ノブを回して調整し
た混色光中の混合比率及び単色ノブを回して調整した黄色光の設置値から、色覚異常か否
か、更には、色覚異常の程度、色覚異常の種類（１型２色覚、２型２色覚等）を判定する
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０００−４１９４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の色覚検査装置では、検査中に被検者が円形観察視野を観察していく中で、円形観
察視野の上半分に呈示された混色光を受光する網膜部分と下半分に呈示された参照光を受
光する網膜部分との間で、色順応状態に違いが生じてくる。このように両網膜部分間で色
順応状態が違う状況下で調整された混色比率は、両網膜部分間で色順応状態に違いの無い
通常の状況下で調整された混色比率とは異なる結果となってしまうため、検査精度に誤差
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が生じる。このような検査精度の誤差を軽減するため、従来は、接眼部から円形観察視野
を一定時間（３秒程度）観察したら、接眼部から眼を離して白色板（白色光）を一定時間
（５秒程度）観察するという作業を繰り返しながら、混色ノブを回して混色比率の調整を
行っている。しかしながら、被検者には、検査中に観察する場所を何度も切り替えるとい
う煩雑な作業を強いることになる。
【０００５】
本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、検査中に
被検者が観察する場所を切り替えるような煩雑な作業を行うことなく、検査精度の誤差を
軽減できる色覚検査装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
前記目的を達成するために、請求項１の発明は、混色光と参照光とを対比して色覚異常
を判定する色覚検査装置において、前記混色光と前記参照光とを互いに異なる時期に同一
の観察視野に呈示することを特徴とするものである。
本発明において、被検者は、混色光と参照光とが互いに異なる時期に呈示される同一の
観察視野を観察したまま検査を行うことができるので、検査中に観察する場所を切り替え
るような煩雑な作業を行う必要がない。
しかも、同一の観察視野に呈示される混色光と参照光は、被検者の網膜上の同じ部分で
受光されることになる。そのため、混色光を観察してから参照光を観察して対比する際、
あるいは、参照光を観察してから混色光を観察して対比する際には、先の観察によって色
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順応した状態の網膜部分と同じ部分で、後の観察を行うことになる。したがって、相前後
して呈示される混色光と参照光とを実質的に同じ色順応状態で観察して対比することがで
きる。よって、従来のように混色光を受光する網膜部分と参照光を受光する網膜部分との
間の色順応状態を合わせるための白色光の観察を検査中に適宜挟むようなことは行わなく
ても、混色光の観察時と参照光の観察時との間で色順応状態が違うことによる検査精度の
誤差を実質的に無くすことができる。
【０００７】
また、請求項２の発明は、請求項１に記載の色覚異常検査装置において、前記混色光の
呈示時期と前記参照光の呈示時期とが部分的に重複する重複時期が存在するように、前記
混色光と前記参照光とを呈示することを特徴とするものである。
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同一の観察視野に呈示される混色光の呈示時期と参照光の呈示時期とを瞬時に切り替え
る場合（すなわち、混色光の呈示時期と参照光の呈示時期との間の始期と終期とが実質的
に一致するように切り替える場合）、輝度変化などの過渡的変化が生じる。このような過
渡的な変化が生じると、生体の過渡応答による影響で、検査精度に誤差が生じ得る。
本発明によれば、混色光の呈示時期と参照光の呈示時期との切り替わりの際、これらの
呈示時期が重複する重複時期を設けることにより過渡的変化を軽減することが可能となる
。また、このような重複時期の代わりに、同一の観察視野が消光する消光時期を設けたり
、混色光及び参照光とは異なる第３色光を同一の観察視野に呈示する第３色光呈示時期を
設けたりすることによっても、過渡的変化を軽減することができ、検査精度の誤差を抑制
することができる。
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【０００８】
また、請求項３の発明は、請求項２に記載の色覚検査装置において、前記重複時期では
、前記混色光と前記参照光のうち呈示を終了する方の輝度を徐々に下げるとともに、呈示
を開始する方の輝度を徐々に上げることを特徴とするものである。
本発明によれば、重複時期の間、同一の観察視野に呈示される光が、切り替わり前の混
色光又は参照光から切り替わり後の参照光又は混色光へ徐々に変化するので、重複時期の
間における輝度変化による影響を更に抑制できる。
【０００９】
また、請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の色覚検査装置におい
て、前記混色光及び前記参照光とは異なる色の第３色光を、前記混色光及び前記参照光と
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は異なる時期に、前記同一の観察視野に呈示することを特徴とするものである。
本発明によれば、混色光及び参照光とは異なる色の第３色光を混色光及び参照光と同じ
観察視野に呈示する時期を設けることにより、新たな機能を付加することができる。
例えば、混色光及び参照光での吸収が少ない錐体が吸収する波長（色）を含む第３色光
を用いることで、当該錐体の機能を判定することが可能となり、判定できる色覚異常の種
類を増やすことが可能となる。
また、例えば、混色光及び参照光での吸収が多い錐体が吸収する波長（色）を含む第３
色光を用いることで、当該錐体の感度を色順応により低下させることができ、色覚異常の
型の判別が容易になる。
また、例えば、第３色光を用いることで、錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）の順応状態
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をコントロールすることができ、検査の精度を上げることができる。
また、例えば、色順応状態を所定の基準状態に保つための第３色光を用い、混色光の呈
示時期と参照光の呈示時期との切り替わりの際に第３色光の呈示時期を介在させることで
、同じ基準状態での検査結果を得ることが可能となる。具体的には、第３色光として、切
り替わり前に呈示された混色光又は参照光によって生じた網膜の錐体間（Ｓ錐体、Ｍ錐体
、Ｌ錐体の３種類間）における色順応の差を小さくする白色を用いることで、この色順応
の差が切り替わり後の観察に影響して検出誤差を引き起こすのを抑制できる。
【００１０】
また、請求項５の発明は、請求項４に記載の色覚異常検査装置において、前記第３色光
の色は、前記混色光及び前記参照光の呈示によって生じる網膜の錐状体間における色順応
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の差を小さくする色であることを特徴とするものである。
本発明によれば、このような第３色光の呈示時期を、混色光の呈示時期と参照光の呈示
時期との切り替わりの際に介在させることにより、切り替わり前に呈示された混色光又は
参照光によって生じた網膜の錐状体間（Ｓ錐状体、Ｍ錐状体、Ｌ錐状体の３種類間）にお
ける色順応の差を小さくして、この色順応の差が切り替わり後の観察に影響して検出誤差
を引き起こすのを抑制できる。
【００１１】
また、請求項６の発明は、請求項４又は５に記載の色覚検査装置において、前記第３色
光の色は、白色であることを特徴とするものである。
本発明によれば、第３色光を呈示することで、すべての錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体
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）間における色順応状態を均一化して、錐体間における色順応の差に起因した検出誤差を
抑制することが可能となる。
特に、第３色光が白色であることで、従来の色覚検査に近似した検査条件で色覚検査を
行うことができる。すなわち、従来の色覚検査では、上半分に混色光が呈示され下半分に
参照光が呈示された円形の観察視野を一定時間（３秒程度）観察したら、白色光を一定時
間（５秒程度）観察するという作業を繰り返しながら検査を行うため、検査結果が出ると
きの全種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間における色順応状態は均一化された状況
下のものと言える。一方、本発明においても、白色である第３色光を呈示することで、全
種類の錐体間における色順応状態が従来同様に均一化されるので、全種類の錐体間におけ
る色順応状態が均一化された状況下での検査結果を得ることができる。その結果、例えば
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、本発明に係る色覚検査装置を用いた色覚検査の検査結果と、従来の色覚検査の検査結果
との間で、適切な対比検討を行うことが可能となる。
【００１２】
また、請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の色覚検査装置におい
て、前記混色光を構成する各単色光の輝度を調整する手段を有し、前記各単色光と所定輝
度の前記参照光とを前記同一の観察視野に交互に呈示して、輝度変化が知覚されない又は
最小になるように前記手段によって輝度が調整された前記各単色光を用いて、前記参照光
と対比される前記混色光を前記同一の観察視野に呈示することを特徴とする。
本発明によれば、混色光を構成する各単色光（例えば、赤色光と緑色光）と参照光（例
えば黄色単色光）とを同一の観察視野に交互に呈示して、輝度変化が知覚されない又は最
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小になるように当該各単色光の輝度を調整し（輝度マッチングさせ）、その後、輝度が調
整された前記各単色光で生成した混色光と前記参照光とを交互に呈示して、混色光中の赤
色光と緑色光の混合比率を調整するという色覚検査を実施することができる。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、検査中に被検者が観察する場所を切り替えるような煩雑な作業を行う
ことなく、検査精度の誤差を軽減できる色覚検査装置を提供することができるという優れ
た効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】

20

【図１】実施形態１に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】同色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【図３】（ａ）〜（ｄ）は、実施形態１における混色光用制御信号及び単色光用制御信号
と各色ＬＥＤ用の駆動信号の一例を示す説明図である。
【図４】実施形態２に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
【図５】同色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【図６】（ａ）〜（ｅ）は、実施形態２における混色光用制御信号及び単色光用制御信号
と各色ＬＥＤ用の駆動信号の一例を示す説明図である。
【図７】変形例における色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
【図８】同色覚検査装置を用いた色覚検査の流れを示すフローチャートである。
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【図９】変形例において、混色光の混色比率を決めるパラメータと混色比率との関係を示
すデータテーブルの例である。
【図１０】実施形態３に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１１】同色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
〔実施形態１〕
以下、本発明に係る色覚検査装置の一実施形態（以下、本実施形態を「実施形態１」と
いう。）について、図面に用いて説明する。
図１は、本実施形態１に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
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図２は、本実施形態１に係る色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【００１６】
本実施形態１の色覚検査装置１は、主に、接眼部２、混色光発光部３、単色光発光部４
、導光部５、混色比率調整部６、輝度調整部７、制御部８、音出力部１１から構成されて
いる。
【００１７】
接眼部２は、検査対象者（被検者）の眼Ｅを当てて色覚検査装置１内の観察視野Ｓをの
ぞき込む部分である。接眼部２は、被検者が眼Ｅを接眼部２に当てたときに外光が色覚検
査装置１内へ進入しないように、図２に示すような遮光性の筒状部材である外光遮蔽筒２
１によって構成される。
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【００１８】
混色光発光部３は、赤色光Ｒと緑色光Ｇとを混合した混色光Ｙ

を発光する。混色光発

光部３は、図２に示すように、赤色光Ｒを発光する赤色ＬＥＤ３１と、緑色光Ｇを発光す
る緑色ＬＥＤ３２と、赤色ＬＥＤ３１を駆動する赤色ＬＥＤ駆動回路３３と、緑色ＬＥＤ
３２を駆動する緑色ＬＥＤ駆動回路３４とから構成される。
【００１９】
赤色ＬＥＤ駆動回路３３及び緑色ＬＥＤ駆動回路３４は、それぞれ、入力される駆動信
号に応じて、赤色ＬＥＤ３１及び緑色ＬＥＤ３２へ入力する駆動電流量を制御する。本実
施形態１では、単位時間当たりの駆動電流量を、駆動電流の値を一定値に固定してパルス
幅変調（ＰＷＭ）により制御することで赤色ＬＥＤ３１及び緑色ＬＥＤ３２の発光量を制

10

御するが、駆動電流の値そのものを変調するなどの他の制御方法によって赤色ＬＥＤ３１
及び緑色ＬＥＤ３２の発光量を制御してもよい。ただし、ＬＥＤは、入力される駆動電流
の値に応じて発光するピーク波長が変化するので、中心波長に高い精度が求められる色覚
検査を行う本実施形態１では、駆動電流の値を固定してパルス幅変調（ＰＷＭ）による発
光量制御が好ましい。
【００２０】
単色光発光部４は、参照光として用いられる黄色の単色光Ｙを発光する。単色光発光部
４は、図２に示すように、黄色単色光Ｙを発光する黄色ＬＥＤ４１と、黄色ＬＥＤ４１を
駆動する黄色ＬＥＤ駆動回路４２とから構成される。
20

【００２１】
黄色ＬＥＤ駆動回路４２は、入力される駆動信号に応じて、黄色ＬＥＤ４１へ入力する
駆動電流を制御する。黄色ＬＥＤ駆動回路４２についても、単位時間当たりの駆動電流量
をパルス幅変調（ＰＷＭ）により制御することで黄色ＬＥＤ４１の発光量を制御するが、
駆動電流の値を変調するなどの他の制御方法によって黄色ＬＥＤ４１の発光量を制御して
もよい。なお、中心波長に高い精度が求められる色覚検査を行う本実施形態１では、上述
したようにパルス幅変調（ＰＷＭ）による制御が好ましい。
【００２２】
本実施形態１では、混色光Ｙ

や黄色単色光Ｙの光源としてＬＥＤを用いているが、光

源の種類には特に制限はない。ただし、色覚検査装置１の光源としては、半値幅の狭い発
光特性（例えば、ピーク波長を中心±１０［ｎｍ］程度）を有するものが好ましい。

30

【００２３】
また、赤色ＬＥＤ３１、緑色ＬＥＤ３２及び黄色ＬＥＤ４１は、必要な輝度との関係で
、１又は２以上のＬＥＤ素子から構成されていてもよい。
【００２４】
導光部５は、混色光発光部３による赤色光Ｒと緑色光Ｇの混色光Ｙ

を観察視野Ｓへ導

くとともに、単色光発光部４による黄色単色光Ｙを同じ観察視野Ｓへ導く。本実施形態１
の導光部５は、光学積分器５１により構成されている。光学積分器５１は、所定の反射曲
面を有し、混色光発光部３の赤色ＬＥＤ３１及び緑色ＬＥＤ３２から発せられる赤色光Ｒ
と緑色光Ｇを反射曲面で拡散反射して、均一な強度分布の赤色光Ｒ及び緑色光Ｇを観察視
野Ｓに取り出すことができる。これにより、観察視野Ｓに赤色光Ｒと緑色光Ｇとを混合し
た混色光Ｙ
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が導光される。また、同様に、光学積分器５１は、単色光発光部４の黄色Ｌ

ＥＤ４１から発せられる黄色単色光Ｙを反射曲面で拡散反射して、均一な強度分布の黄色
単色光Ｙを観察視野Ｓに取り出すことができる。
【００２５】
本実施形態１の光学積分器５１としては、例えば、積分球を用いることができるが、こ
れに限らず、任意形状の積分器を用いることができる。
【００２６】
光学積分器５１には、例えば直径１０［ｍｍ］の円形窓５２が形成され、その円形窓５
２が観察視野Ｓとなる。円形窓５２には、長さが約６０［ｍｍ］で直径１０［ｍｍ］の円
形断面をもつ筒状部材５３が接続され、この筒状部材５３に接眼部２の外光遮蔽筒２１が
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接続されている。外光遮蔽筒２１の長さが約２２［ｃｍ］であるため、本実施形態１では
、被検者に対し、視角にして約２度の円形状の観察視野Ｓが呈示される。
【００２７】
混色比率調整部６は、混色光発光部３が発する混色光Ｙ

の赤色光Ｒと緑色光Ｇとの混

色比率を調整する。混色比率調整部６は、図２に示すように、被検者が手で操作する混色
ノブ６１から構成される。被検者が手で混色ノブ６１を操作する（回す）と、その混色ノ
ブ６１の操作に応じて、赤色ＬＥＤ３１からの赤色光Ｒの発光量と緑色ＬＥＤ３２からの
緑色光Ｇの発光量とが変化し、混色光Ｙ

の赤色光Ｒと緑色光Ｇとの混色比率を調整する

ことができる。
10

【００２８】
輝度調整部７は、単色光発光部４が発する黄色単色光Ｙの発光量（輝度）を調整する。
輝度調整部７は、図２に示すように、被検者が手で操作する単色ノブ７１から構成される
。被検者が手で単色ノブ７１を操作する（回す）と、その単色ノブ７１の操作に応じて、
黄色ＬＥＤ４１からの黄色単色光Ｙの発光量が変化し、黄色単色光Ｙの輝度を調整するこ
とができる。
【００２９】
制御部８は、外部のパソコンなどからの制御指令に従って、混色光発光部３及び単色光
発光部４の発光動作タイミング（出力タイミング等）を制御し、混色光Ｙ

と黄色単色光

Ｙとが互いに異なる時期（例えば１秒交代）に同一の観察視野Ｓに呈示されるように制御
を行う。制御部８は、所定の制御プログラムを実行可能なＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどの

20

演算処理部や各種データやプログラムを記憶する記憶部が備わっている。また、制御部８
は、このような演算処理部や記憶部のほか、入力される制御指令に応じ、混色光用制御信
号と単色光用制御信号を生成する制御回路８１、制御回路８１からの混色光用制御信号に
応じて、赤色ＬＥＤ駆動回路３３と緑色ＬＥＤ駆動回路３４へそれぞれ出力する各駆動信
号の出力タイミング等を制御する混色光用ＬＥＤ制御回路８２、制御回路８１からの単色
光用制御信号に応じて、黄色ＬＥＤ駆動回路４２へ出力する駆動信号の出力タイミング等
を制御する単色光用ＬＥＤ制御回路８３も備えている。
【００３０】
また、混色光用ＬＥＤ制御回路８２は、混色ノブ６１の操作に応じて、赤色ＬＥＤ駆動
回路３３と緑色ＬＥＤ駆動回路３４に対する各駆動信号のパルス幅変調を行い、各駆動信

30

号を赤色ＬＥＤ駆動回路３３と緑色ＬＥＤ駆動回路３４へ出力する。また、単色光用ＬＥ
Ｄ制御回路８３は、単色ノブ７１の操作に応じて、黄色ＬＥＤ駆動回路４２に対する駆動
信号のパルス幅変調を行い、その駆動信号を黄色ＬＥＤ駆動回路４２へ出力する。
【００３１】
音出力部１１は、被検者に対し、聴覚を通じて所定の情報を報知するための音を出力す
る。音出力部１１は、図２に示すように、ビープ音発生回路１１Ａと、スピーカ１１Ｂと
から構成される。本実施形態１における音出力部１１は、例えば、観察視野Ｓに呈示され
ている光が黄色単色光Ｙなのか混色光Ｙ

なのかを被検者へ認知させるためのビープ音を

出力する。具体的には、例えば観察視野Ｓに混色光Ｙ

が呈示されている呈示時期にはビ

ープ音（報知音）を出力し、観察視野Ｓに黄色単色光Ｙが呈示されている呈示時期にはビ

40

ープ音を出力しないようにする。このビープ音の出力タイミングの制御には、上述した混
色光用制御信号を用いることができる。すなわち、制御回路８１からの混色光用制御信号
に応じて、ビープ音発生回路１１Ａがビープ音を発生させ、スピーカ１１Ｂからビープ音
を出力する。
【００３２】
なお、音出力部１１は、ビープ音のほかにも、音声やメロディなどの音を出力してもよ
い。
また、本実施形態１では、観察視野Ｓに呈示されている光が黄色単色光Ｙなのか混色光
Ｙ

なのかを被検者へ認知させるための報知方法として、ビープ音を出力する方法を採用

しているが、他の音（音声やメロディ等）を出力する報知方法や、視覚や触覚などを通じ
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て報知する報知方法などであってもよい。
【００３３】
図３（ａ）〜（ｄ）は、本実施形態１における混色光用制御信号及び単色光用制御信号
と各色ＬＥＤ用の駆動信号の一例を示す説明図である。
制御部８の制御回路８１は、図３（ａ）に示すように、パルス幅変調用台形波の繰り返
し信号である単色光用制御信号及び混色光用制御信号を生成し、それぞれを混色光用ＬＥ
Ｄ制御回路８２及び単色光用ＬＥＤ制御回路８３へ出力する。混色光用ＬＥＤ制御回路８
２及び単色光用ＬＥＤ制御回路８３は、入力される単色光用制御信号及び混色光用制御信
号の信号レベルに応じて、各ＬＥＤ３１，３２，４１へ出力する駆動信号のパルス幅を変
更する。したがって、各ＬＥＤ３１，３２，４１へ出力される駆動信号は、図３（ｂ）〜

10

（ｄ）に示すように、それぞれに対応する制御信号の台形波形状に沿って、パルス幅が変
化している。
【００３４】
赤色ＬＥＤ３１は、混色光用制御信号によって出力タイミング（例えば１秒間隔）及び
パルス幅が制御された図３（ｂ）に示す駆動信号が入力されることで、周期的に赤色光Ｒ
が発光する。また、緑色ＬＥＤ３２も、同じく、混色光用制御信号によって出力タイミン
グ及びパルス幅が制御された図３（ｃ）に示す駆動信号が入力されることで、周期的に緑
色光Ｇを発光する。赤色ＬＥＤ３１と緑色ＬＥＤ３２の発光タイミングは一致するので、
赤色ＬＥＤ３１から発せられる赤色光Ｒと緑色ＬＥＤ３２から発せられる緑色光Ｇは、光
学積分器５１によって均一化されて同時に観察視野Ｓへ導かれ、観察視野Ｓに混色光Ｙ

20

を呈示する。なお、赤色ＬＥＤ及び緑色ＬＥＤを駆動するパルス周波数が例えば５００ｋ
Ｈｚ以上の高周波の場合は必ずしも両パルスの同期を取る必要はない。
【００３５】
このとき、赤色ＬＥＤ３１に入力される図３（ｂ）の駆動信号、及び、緑色ＬＥＤ３２
に入力される図３（ｃ）の駆動信号は、混色ノブ６１の操作量に応じて混色光用ＬＥＤ制
御回路８２によりパルス幅変調されている。したがって、赤色ＬＥＤ３１から発せられる
赤色光Ｒの光量（輝度）と緑色ＬＥＤ３２から発せられる緑色光Ｇの光量（輝度）の光量
比率は、混色ノブ６１の操作量に応じて変化する。すなわち、混色ノブ６１の操作量に応
じて、観察視野Ｓに呈示される混色光Ｙ

の赤色光Ｒと緑色光Ｇの混色比率が変化する。
30

【００３６】
一方で、黄色ＬＥＤ４１は、単色光用制御信号によって出力タイミング及びパルス幅が
制御された図３（ｄ）に示す駆動信号が入力されることで、周期的に黄色単色光Ｙが発光
する。このとき、単色のノブ７１の操作量に応じて単色光用ＬＥＤ制御回路８３によりパ
ルス幅変調されて、黄色単色光の光量（輝度）が変化する。そして、黄色ＬＥＤ４１から
発せられる黄色単色光Ｙは、光学積分器５１によって均一化されて観察視野Ｓへ導かれ、
観察視野Ｓに黄色単色光Ｙを呈示する。
【００３７】
また、黄色ＬＥＤ４１の発光時期（黄色単色光Ｙの呈示時期、呈示時間は例えば１秒）
と赤色ＬＥＤ３１及び緑色ＬＥＤ３２の発光時期（混色光Ｙ

の呈示時期、呈示時間は例

えば１秒）は互いに異なっており、観察視野Ｓには、黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
に呈示される。被検者は、このように黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
察視野Ｓを観察しながら、混色ノブ６１を操作して混色光Ｙ
色単色光Ｙと混色光Ｙ

とが交互

40

とが交互に呈示される観
の混色比率を変化させ、黄

とが同じ色相になるように調整する。また、単色ノブ７１を操作

して黄色単色光Ｙと混色光Ｙ'との輝度が同じになるよう調整する。
【００３８】
ここで、本実施形態１では、図３（ａ）に示すように、混色光Ｙ

の呈示時期を制御す

る混色光用制御信号の立ち上がり又は立ち下がりと、黄色単色光Ｙの呈示時期を制御する
単色光用制御信号の立ち下がり又は立ち上がりとが、重複している。したがって、黄色単
色光Ｙと混色光Ｙ

との切り替わりの際に、混色光Ｙ

の呈示時期と黄色単色光Ｙの呈示

時期とが部分的に重複する重複時期が存在する。このような重複時期（例えば０．５秒間
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（又は黄色単色光Ｙ）から切り替え後の

）へ切り替わるときの生体の過渡応答の影響が軽減された

状況にすることができる。その結果、検査精度の誤差を抑制することができる。
【００３９】
特に、本実施形態１においては、重複時期の間、観察視野Ｓに呈示される光が、切り替
わり前の混色光Ｙ

又は黄色単色光Ｙから、切り替わり後の黄色単色光Ｙ又は混色光Ｙ

へ、徐々に変化するようにしている。これによれば、過渡応答の影響を更に抑制すること
ができ、より高い検査精度を実現できる。
【００４０】
もちろん、黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
などして、黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

との切り替わりの際、矩形波の制御信号を用いる
とを瞬時に切り替える、すなわち、混色光Ｙ
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の呈

示時期と黄色単色光Ｙの呈示時期の始期と終期とが実質的に一致するように切り替えるよ
うにしてもよい。ただし、この場合には、生体の過渡応答の影響による検査精度の誤差が
生じ得ることを考慮する必要がある。
【００４１】
被検者は、上述したように混色ノブ６１を操作して黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
色相になるように混色光Ｙ
光Ｙと混色光Ｙ

とが同じ

の混色比率を調整したら、単色ノブ７１を操作して黄色単色

とが同じ輝度になるように黄色単色光Ｙの光量（輝度）を調整する。そ

して、混色ノブ６１の操作量（混色光Ｙ

の混色比率）と単色ノブ７１の操作量（黄色単

色光Ｙの輝度）とから、色覚異常か否か、更には、色覚異常の程度、色覚異常の種類（１
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型２色覚、２型２色覚等）を判定する。
【００４２】
以上、本実施形態１においては、被検者は、接眼部２に眼Ｅを当てて、混色光Ｙ

と参

照光である黄色単色光Ｙとが互いに異なる時期に呈示される同一の観察視野Ｓを観察した
状態のままで、色覚検査を行うことができる。よって、従来のアノマロスコープのように
検査中に被検者が観察する場所を切り替えるような煩雑な作業を被検者に強いることが必
要無い。
しかも、同一の観察視野Ｓに呈示される混色光Ｙ

と参照光である黄色単色光Ｙは、い

ずれも、被検者の眼Ｅの網膜上の同じ部分で受光されることになる。そのため、混色光Ｙ
を観察した後に黄色単色光Ｙを観察して対比する時、あるいは、黄色単色光Ｙを観察し
た後に混色光Ｙ

30

を観察して対比する時、先の観察によって色順応した状態の網膜部分と

同じ部分で、後の観察を行うことになる。したがって、相前後して行われる混色光Ｙ

の

観察と黄色単色光Ｙの観察とを実質的に同じ色順応状態で行うことができる。よって、従
来のアノマロスコープのように混色光Ｙ

を受光する網膜部分と黄色単色光Ｙを受光する

網膜部分とが異なり、これらの網膜部分間における色順応状態を合わせるための白色光の
観察を行わなくても、色順応状態の違いによる検査精度の誤差を実質的に無くすことがで
きる。
したがって、本実施形態１によれば、検査中に被検者が観察する場所を切り替えるよう
な煩雑な作業を行うことなく、従来のアノマロスコープで色順応状態を合わせるための白
色光の観察を行った場合と同程度の検査精度を実現することができる。

40

【００４３】
なお、本実施形態１では、赤色に対する色覚異常と緑色に対する色覚異常を検査する例
で説明したが、観察視野Ｓに呈示する光の色として別の色を用い、赤色や緑色以外の色に
対する色覚異常を検査する例であっても同様である。
【００４４】
例えば、混色光として、青色光（４７０［ｎｍ］）と黄色光（５８５［ｎｍ］）の混色
光を用い、参照光として、黄白色光を用いてもよい。この場合、当該色覚検査装置を用い
て、３型２色覚等の色覚異常を判定可能なPickford‑Lakowski均等検査を実施することが
できる。
また、例えば、混色光として、深青色光（４３６［ｎｍ］）と青色光（４９０［ｎｍ］
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）の混色光を用い、参照光として、青色光（４８０［ｎｍ］）に黄色光（５８９［ｎｍ］
）を混ぜて彩度を下げた混色光を用いてもよい。この場合、当該色覚検査装置を用いて、
３型色覚異常を判定可能なMoreland均等検査を実施することができる。
【００４５】
また、本実施形態１では、参照光として黄色の単色光を用いる例で説明したが、黄色の
混色光を参照光として用いてもよい。
【００４６】
〔実施形態２〕
次に、本発明に係る色覚検査装置の他の実施形態（以下、本実施形態を「実施形態２」
という。）について、図面に用いて説明する。

10

本実施形態２に係る色覚検査装置は、任意の色順応状態における色覚検査を可能にする
ために、新たに混色光Ｙ
色光Ｙ

及び参照光である黄色単色光Ｙとは異なる色の第３色光を、混

及び黄色単色光Ｙとは異なる時期に、同一の観察視野Ｓに呈示するものである。

なお、本実施形態２に係る色覚検査装置の基本的な構成や動作は、上述した実施形態１と
同様であるため、以下の説明では上述した実施形態１とは異なる点を中心に説明する。
【００４７】
図４は、本実施形態２に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
図５は、本実施形態２に係る色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【００４８】
本実施形態２の色覚検査装置は、図４に示すように、上述した実施形態１の構成に加え

20

て、任意の色光に順応したときの色覚検査が可能なように第３色光発光部９を備えている
。本実施形態２は、第３色光として白色光を用いる例である。第３色光発光部９は、図５
に示すように、白色光Ｗを発光する白色ＬＥＤ９１と、白色ＬＥＤ９１を駆動する白色Ｌ
ＥＤ駆動回路９２とから構成される。
【００４９】
白色ＬＥＤ駆動回路９２は、入力される駆動信号に応じて、白色ＬＥＤ９１へ入力する
駆動電流を制御する。白色ＬＥＤ駆動回路９２についても、他のＬＥＤ駆動回路３３，３
４，４２と同様、駆動電流をパルス幅変調（ＰＷＭ）により制御することで白色ＬＥＤ９
１の発光量を制御するが、駆動電流の電流値を変更するなどの他の制御方法によって白色
ＬＥＤ９１の発光量を制御してもよい。なお、本実施形態２で用いる白色光は、後述する

30

ように被検者の眼Ｅの網膜における３種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間の色順応
状態を任意の比率に設定する用途で使用される。発光量の制御方法としては、特に制限は
ないが、白色光の呈示時期と、混色光Ｙ

の呈示時期や黄色単色光Ｙの呈示時期とが部分

的に重複する重複時期を設ける場合には、パルス幅変調による発光量の制御が望ましい。
【００５０】
また、本実施形態２の制御部８には、上述した実施形態１の構成に加えて、制御回路８
１からの白色光用制御信号に応じて、白色ＬＥＤ駆動回路９２へ出力する駆動信号の出力
タイミング等を制御する白色光用ＬＥＤ制御回路８４が備わっている。
【００５１】
図６（ａ）〜（ｅ）は、本実施形態２における混色光用制御信号及び単色光用制御信号

40

と各色ＬＥＤ用の駆動信号の一例を示す説明図である。
制御部８の制御回路８１は、図６（ａ）に示すように、単色光用制御信号及び混色光用
制御信号に加えて、白色光用制御信号を生成し、それぞれを混色光用ＬＥＤ制御回路８２
、単色光用ＬＥＤ制御回路８３及び白色光用ＬＥＤ制御回路８４へ出力する。本実施形態
２では、上述した実施形態１と同様、いずれの制御信号にも台形波の繰り返し信号を用い
るが、他の波形をもつ制御信号を用いてもよい。
【００５２】
白色光用ＬＥＤ制御回路８４は、他のＬＥＤ制御回路８２，８３と同様、入力される白
色光用制御信号の信号レベルに応じて、白色ＬＥＤ９１へ出力する駆動信号のパルス幅を
変更する。したがって、白色ＬＥＤ９１へ出力される駆動信号は、図６（ｅ）に示すよう
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に、白色光用制御信号の台形波形状に沿って、パルス幅が変化している。
【００５３】
白色ＬＥＤ９１は、白色光用制御信号によって出力タイミング及びパルス幅が制御され
た図６（ｅ）に示す駆動信号が入力されることで、周期的に白色光Ｗを発光する。そして
、白色ＬＥＤ９１から発せられる白色光Ｗは、光学積分器５１によって均一化されて観察
視野Ｓへ導かれ、観察視野Ｓに白色光Ｗを呈示する。
【００５４】
また、白色ＬＥＤ９１の発光時期（第３色光である白色光Ｗの呈示時期、呈示時間は例
えば３秒）は、黄色ＬＥＤ４１の発光時期（黄色単色光Ｙの呈示時期）とも、赤色ＬＥＤ
３１及び緑色ＬＥＤ３２の発光時期（混色光Ｙ

の呈示時期）とも異なるように制御され

10

る。例えば、予め決められた切り替わり回数に達したタイミング、予め決められた時間が
経過したタイミングなどの所定のタイミングで、図６（ａ）に示すように、交互に繰り返
される単色光用制御信号と混色光用制御信号を一時停止し、その一時停止期間中に白色光
用制御信号を挿入する。
【００５５】
本実施形態２によれば、被検者は、観察視野Ｓを観察した状態のまま、所定のタイミン
グで呈示される白色光Ｗを観察することができる。これにより、検査中に、被検者の眼Ｅ
の網膜における３種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間の色順応状態が均一化される
。これは、例えば次のような効果をもたらす。
20

【００５６】
本実施形態２では、上述した実施形態１と同様、相前後して行われる混色光Ｙ

の観察

と参照光である黄色単色光Ｙの観察とを実質的に同じ色順応状態で行うことができる。た
だし、上述した実施形態１では、調整を終了した段階での色順応状態（どの種類の錐体が
どの程度色順応しているか）が被検者ごとに異なるものとなる。各被検者の検査結果を被
検者間で比較して考察する場合、同じ被検者についての複数の検査結果と比較して考察す
る場合などにおいては、それぞれの検査結果間で色順応状態が異なっていると、適切な比
較考察が困難となる。
【００５７】
これに対し、本実施形態２によれば、検査中の所定のタイミングで観察視野Ｓに白色光
Ｗが呈示され、検査中に、被検者の眼Ｅの網膜における３種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、

30

Ｌ錐体）間の色順応状態が均一化（白色順応）される。これにより、錐体間の色順応状態
が均一化された状況での検査結果が得られる。その結果、検査結果が得られた状況での被
検者の色順応状態は、どの被検者でもほぼ同様のものとなり、そのまま検査結果を比較考
察しても、適切な比較考察が可能である。
【００５８】
なお、適切な比較考察を考慮して、各検査結果における被検者の色順応状態をほぼ一様
なものにするだけであれば、３種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間の色順応状態を
均一化しなくてもよいので、白色以外の色をもつ第３色光を用いてよい。ただし、従来の
アノマロスコープを用いた色覚検査での検査結果は、白色光を観察した色順応状態での検
査結果であるため、その検査結果との比較考察を考慮すれば、第３色光として白色光Ｗを

40

用いるのが好ましい。
【００５９】
また、本実施形態２においては、予め決められた所定のタイミングで自動的に白色光Ｗ
を観察視野Ｓに呈示する制御を行っているが、これに限られない。例えば、本色覚検査装
置１に操作部としての順応スイッチを設け、その順応スイッチが操作されたタイミングで
、白色光Ｗを観察視野Ｓに呈示するようにしてもよい。この場合、例えば、同一の観察視
野Ｓに交互に呈示される黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色相及び輝度が同じになるように調

整したら、被検者は、眼Ｅを接眼部２に当てたまま、順応スイッチを押す。これにより、
被検者によって観察視野Ｓに呈示された白色光Ｗが観察され、被検者の眼Ｅの網膜におけ
る３種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間の色順応状態が均一化される。その後、白
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色光Ｗが呈示されて所定時間が経過したら、再び、同一の観察視野Ｓに対して交互に黄色
単色光Ｙと混色光Ｙ

を呈示するように制御し、これらの色相及び輝度が同じになるよう

に再調整してもらう。これを繰り返して、白色光Ｗが呈示された後も、交互に呈示される
黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色相及び輝度が同じになったら、検査を終了する。この場合

には、より確実に、白色光の観察によって錐体間の色順応状態が均一化された状況での検
査結果を得ることができる。また、従来のアノマロスコープでの色覚検査の検査結果によ
り近い条件での検査結果を得ることができる。
【００６０】
なお、本実施形態２では、白色ＬＥＤ９１を用いて白色光を観察視野Ｓへ呈示する例に
ついて説明したが、混色光Ｙ

や黄色単色光Ｙの発光に用いる赤色ＬＥＤ３１、緑色ＬＥ

10

Ｄ３２、黄色ＬＥＤ４１の発光色と混色することで白色が得られる色の光（例えば青色光
）を発する光源を設け、その混色した光によって白色光を得る構成であってもよい。
【００６１】
また、本実施形態２では、第３色光を、各検査結果における被検者の色順応状態をほぼ
一様なものにする目的、３種類の錐状体（Ｓ錐状体、Ｍ錐状体、Ｌ錐状体）間の色順応状
態を均一化する目的など、色順応状態を制御する目的で利用される例であったが、そのほ
かの目的で第３色光を利用することも考えられる。例えば、第３色光として青色光を用い
、この青色光を含む混色光を観察視野Ｓに呈示することで、上述した赤色光Ｒと緑色光Ｇ
の混色光Ｙ

を用いるだけでは検査できない色覚異常の種類についても検査することがで
20

きるようになる。
【００６２】
〔変形例〕
次に、上述した実施形態１及び２の一変形例について説明する。
上述した実施形態１及び２では、被検者が混色ノブ６１及び単色ノブ７１を操作して、
交互に呈示される黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色相及び輝度が同じになるように調整する

。本変形例では、このような被検者による調整操作を不要とし、より被検者の作業負担が
少なくするものである。
【００６３】
図７は、本変形例における色覚検査装置１の概略構成を示すブロック図である。
本変形例における色覚検査装置１の基本構成は、上述した実施形態２と同様に、第３色
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光発光部９を備えたものであるが、混色ノブ６１を含む混色比率調整部６及び単色ノブ７
１を含む輝度調整部７を備えておらず、その代わりに操作部１０が設けられている。操作
部１０は、制御部８に対して被検者の操作を伝えるためのものである。操作部１０は、例
えば被検者が手で押す１つ又は２つ以上の操作スイッチから構成される。
【００６４】
なお、各部の具体的構成などについては、上述した実施形態２と同様である。なお、こ
こでは、第３色光発光部９を備える実施形態２の変形例として説明するが、第３色光発光
部９を備えていない実施形態１の変形例であっても同様である。
【００６５】
図８は、本変形例における色覚検査装置１を用いた色覚検査の流れを示すフローチャー

40

トである。
図９は、混色光Ｙ

の混色比率を決めるパラメータＮと混色比率との関係を示すデータ

テーブルの例である。
【００６６】
本変形例において、被検者は、まず、接眼部２に眼Ｅを当てて観察視野Ｓを観察できる
状態になったら、操作部１０の操作スイッチを押し、検査を開始する。この操作内容は、
操作部１０から制御部８へ送られる。制御部８の演算処理部は、所定の検査制御プログラ
ムを実行して、まず、混色光Ｙ

の混色比率を決めるパラメータＮを１にセットする（Ｓ

１）。
【００６７】
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そして、制御部８の演算処理部は、ＲＯＭ等に記憶されている図９に示すようなデータ
テーブルを参照して、パラメータＮ＝１の赤色光Ｒと緑色光Ｇの混色比率を読み出し（Ｎ
＝１の場合、赤色光Ｒ＝１００％、緑色光Ｇ＝０％）、その内容を含む混色光用制御信号
を制御回路８１から混色光用ＬＥＤ制御回路８２へ出力する。すなわち、本変形例におい
ては、混色光用ＬＥＤ制御回路８２へ出力される混色光用制御信号には、赤色ＬＥＤ３１
及び緑色ＬＥＤ３２の発光量をそれぞれ制御するための制御情報（パルス幅変調（ＰＷＭ
）の制御情報）が含まれている。
【００６８】
なお、最初に設定されるパラメータＮは必ずしも「１」すなわち赤色光Ｒ又は緑色光Ｇ
＝１００％、緑色光Ｇ又は赤色光Ｒ＝０％とする必要はなく、例えば、色覚異常でない被

10

検者、軽度の色覚異常である被検者であることが予め判明している場合には、例えばＮ＝
１０を最初に設定してもよい。
【００６９】
また、制御部８の演算処理部は、黄色ＬＥＤ４１の発光量を制御するための制御情報（
パルス幅変調（ＰＷＭ）の制御情報）を含む単色光用制御信号を、制御回路８１から単色
光用ＬＥＤ制御回路８３へ出力する。最初に設定される黄色ＬＥＤ４１の発光量（輝度）
は、適宜設定される。
【００７０】
このようにして、混色光用制御信号及び単色光用制御信号がそれぞれ混色光用ＬＥＤ制
御回路８２及び単色光用ＬＥＤ制御回路８３へ出力されることで、観察視野Ｓには、パラ
メータＮに対応する混色比率の混色光Ｙ

20

と、所定輝度の黄色単色光Ｙとが、交互に呈示

される（Ｓ２）。被検者は、このように黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
観察視野Ｓを観察して黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

とが交互に呈示される

の色（色相及び輝度）が一致しているか

否かを判断する（Ｓ３）。
【００７１】
被検者は、黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色が一致していると判断したときには、操作部

１０の操作スイッチを押し、色が一致していないと判断したときには、操作部１０の操作
スイッチを押さない。制御部８は、このような操作スイッチに対する操作内容に応じて、
被検者が黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色が一致していると判断したか否かを判定する。
30

【００７２】
黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色が一致していないと判断された場合（Ｓ３のＮｏ）、制

御部８の演算処理部は、黄色ＬＥＤ４１の発光量を制御するための制御情報（パルス幅変
調（ＰＷＭ）の制御情報）を変更しながら、単色光用制御信号を単色光用ＬＥＤ制御回路
８３へ出力する。これにより、観察視野Ｓに呈示される黄色単色光Ｙの発光量（輝度）は
、その呈示時期が切り替わるたびに所定ステップで変化し（Ｓ４）、被検者は、一定の混
色比率かつ一定の輝度で呈示される混色光Ｙ

と、呈示の切り替わりのたびに輝度が変化

する黄色単色光Ｙとを順次対比して観察する。
【００７３】
このように黄色単色光Ｙの輝度が変化する中でも、被検者が黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
の色が一致しないと判断された場合（Ｓ５のＮｏ）、制御部８の演算処理部は、パラメー
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タＮをＮ＋１にセットする（Ｓ７）。また、このように黄色単色光Ｙの輝度が変化する中
で、被検者が黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

の色が一致したと判断した場合でも（Ｓ５のＹｅ

ｓ）、一致したときの黄色単色光Ｙの輝度が規定範囲内ではない場合には（Ｓ６のＮｏ）
、制御部８の演算処理部は、パラメータＮをＮ＋１にセットする（Ｓ７）。
【００７４】
これにより、制御部８の演算処理部は、図９に示すようなデータテーブルを参照して、
パラメータＮ＝２の赤色光Ｒと緑色光Ｇの混色比率を読み出し（Ｎ＝２の場合、赤色光Ｒ
＝０％、緑色光Ｇ＝１００％）、その内容を含む混色光用制御信号を混色光用ＬＥＤ制御
回路８２へ出力する。これにより、前回の混色比率とは異なる混色比率の混色光Ｙ

と、

所定輝度の黄色単色光Ｙとが、観察視野Ｓに呈示されることになる（Ｓ２）。そして、被
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の色（色相及び輝度）が一致している

か否かを判断する（Ｓ３，Ｓ５）。
【００７５】
以上の工程を繰り返し行い、操作スイッチに対する操作内容により、黄色単色光Ｙと混
色光Ｙ

の色が一致する混色比率及び単色光輝度が決定されると（Ｓ３のＹｅｓ，Ｓ６の

Ｙｅｓ）、制御部８の演算処理部は、今回がはじめて色一致と判断されたものか否かを判
断する（Ｓ８）。この判断では、色一致と判断されたのが１回目である場合は「はじめて
」であると判断するが、色一致と判断されたのが２回目以降である場合でも、前回に色一
致と判断されたときの混色比率及び単色光輝度から変更があった場合には、「はじめて」
10

であると判断する。
【００７６】
この処理ステップＳ８において「はじめて」であると判断されると、制御部８の演算処
理部は、混色光用制御信号及び単色光用制御信号を一時停止する一方、白色ＬＥＤ９１の
発光量を制御するための制御情報（パルス幅変調（ＰＷＭ）の制御情報）を含む白色光用
制御信号を、制御回路８１から白色光用ＬＥＤ制御回路８４へ出力する。これにより、観
察視野Ｓには、混色光Ｙ

及び黄色単色光Ｙの交互呈示に代わって、白色光Ｗが呈示され

る（Ｓ９）。
【００７７】
これにより、白色光Ｗを被検者が観察することで、３種類の錐体間の色順応状態が均一
化される。その後、再び、色が一致すると判断した混色比率の混色光Ｙ

と色が一致する
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と判断した輝度の黄色単色光Ｙが観察視野Ｓに交互呈示され、これを観察した被検者が同
じ混色比率及び輝度のまま再び色が一致すると判断したら（Ｓ８のＮｏ）、制御部８の演
算処理部は、このときの赤色光Ｒの輝度（赤色ＬＥＤ３１の発光量）、緑色光Ｇの輝度（
緑色ＬＥＤ３２の発光量）、黄色単色光Ｙの輝度（黄色ＬＥＤ４１の発光量）を、検査結
果として記憶部に記録する（Ｓ１０）。
【００７８】
この検査結果における赤色光Ｒの輝度と緑色光Ｇの輝度は、上述した実施形態２におけ
る混色ノブ６１の操作量（混色光Ｙ

の混色比率）に相当し、黄色単色光Ｙの輝度は、上

述した実施形態２における単色ノブ７１の操作量に相当する。よって、本変形例において
も、上述した実施形態２と同様に、検査結果から、色覚異常か否か、更には、色覚異常の

30

程度、色覚異常の種類を判定することができる。
【００７９】
〔実施形態３〕
次に、本発明に係る色覚検査装置の更に他の実施形態（以下、本実施形態を「実施形態
３」という。）について、図面に用いて説明する。
本実施形態３に係る色覚検査装置は、混色光Ｙ'の混色比率の調整の前に、混色光Ｙ'の
混色比率を変えて赤色光Ｒのみ及び緑色光Ｇのみに設定し、各々の輝度を黄色単色光Ｙの
輝度に一致させる調整を行い、被検者の作業を容易にするものである。なお、本実施形態
３では、上述した実施形態２の構成及び動作をベースとし、上述した実施形態２と同様の
点については説明を省略して、上述した実施形態２とは異なる点を中心に説明する。
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【００８０】
図１０は、本実施形態３に係る色覚検査装置の概略構成を示すブロック図である。
図１１は、本実施形態３に係る色覚検査装置の一構造例を概略的に示す説明図である。
【００８１】
本実施形態３の色覚検査装置は、図１０に示すように、上述した実施形態２の構成に加
えて、混色光Ｙ

を構成する赤色光Ｒと緑色光Ｇのそれぞれの輝度を調整する輝度調整部

１２を備えている。輝度調整部１２は、混色光発光部３が発する赤色光Ｒの発光量（輝度
）と、緑色光Ｇの発光量（輝度）とを独立して調整する。輝度調整部１２は、図１１に示
すように、被検者が手で操作する赤色ノブ６２及び緑色ノブ６３から構成される。被検者
が手で赤色ノブ６２を操作する（回す）と、その赤色ノブ６２の操作に応じて、赤色ＬＥ
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Ｄ３１からの赤色光Ｒの発光量が変化し、赤色光Ｒの輝度を調整することができる。また
、被検者が手で緑色ノブ６３を操作する（回す）と、その緑色ノブ６３の操作に応じて、
緑色ＬＥＤ３２からの緑色光Ｇの発光量が変化し、緑色光Ｇの輝度を調整することができ
る。
【００８２】
本実施形態３の検査方法は、まず、参照光である黄色単色光Ｙの輝度を予め決められた
輝度（例えば１０［ｃｄ／ｍ2］）に調整する。そして、次に混合ノブ６１を回し、混色
光Ｙ

中の混合比率を調整して、赤色光Ｒのみが発光されるようにする。その後、黄色単

色光Ｙの呈示時期と混色光Ｙ

の呈示時期とが例えば２０［Ｈｚ］で交互に繰り返される

ように制御する。これにより、観察視野Ｓには、予め決められた輝度に固定された黄色単

10

色光Ｙと、赤色光Ｒとが交互に呈示される。被検者は、このように黄色単色光Ｙと赤色光
Ｒとが交互に呈示される観察視野Ｓを観察しながら、赤色ノブ６２を操作して、交互に提
示される赤色光Ｒと黄色単色光Ｙとの輝度変化（ちらつき）が知覚されない又は最小にな
るように、調整する。
【００８３】
次に、混合ノブ６１を回して、混色光Ｙ

中の混合比率を調整し、今度は、緑色光Ｇの

みが発光されるようにする。その後、赤色光Ｒの場合と同様、黄色単色光Ｙの呈示時期と
混色光Ｙ

の呈示時期とが例えば２０［Ｈｚ］で交互に繰り返されるように制御する。こ

れにより、観察視野Ｓには、予め決められた輝度に固定された黄色単色光Ｙと、緑色光Ｇ
とが交互に呈示される。被検者は、このように黄色単色光Ｙと緑色光Ｇとが交互に呈示さ

20

れる観察視野Ｓを観察しながら、緑色ノブ６３を操作して、交互に提示される緑色光Ｇと
黄色単色光Ｙとの輝度変化（ちらつき）が知覚されない又は最小になるように、調整する
。
【００８４】
次に、このようにして調整した赤色光Ｒの輝度と緑色光Ｇの輝度とで混色された混色光
Ｙ

と、上述の予め決められた輝度に固定された黄色単色光Ｙとが、例えば０．５［Ｈｚ

］で観察視野Ｓに交互に提示されるように制御する。被検者は、実施形態２の場合と同様
に、このように黄色単色光Ｙと混色光Ｙ
ら、混色ノブ６１を操作して混色光Ｙ

とが交互に呈示される観察視野Ｓを観察しなが
の混色比率を変化させ、黄色単色光Ｙと混色光Ｙ

とが同じ色相になるように調整する。
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【００８５】
本実施形態３においても、色覚異常か否か、更には、色覚異常の程度、色覚異常の種類
（１型２色覚、２型２色覚等）を判定する。特に、１型２色覚や２型２色覚の被検者につ
いては、すべての混色比率でのマッチングが可能であり、１型３色覚の被検者については
、赤色光Ｒの比率が高い範囲でマッチングが可能であり、２型３色覚の被検者については
、緑色光Ｇの比率が高い範囲でマッチングが可能である。正常３色覚の被検者については
、黄色単色光Ｙと同じか又は近い極狭い範囲でマッチングが可能である。
【符号の説明】
【００８６】
１

色覚検査装置

２

接眼部

３

混色光発光部

４

単色光発光部

５

導光部

６

混色比率調整部

７

輝度調整部

８

制御部

９

色光発光部

１０

操作部

１１

音出力部

40
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１１Ａ

ビープ音発生回路

１１Ｂ

スピーカ

１２

輝度調整部

２１

外光遮蔽筒

３１

赤色ＬＥＤ

３２

緑色ＬＥＤ

３３

赤色ＬＥＤ駆動回路

３４

緑色ＬＥＤ駆動回路

４１

黄色ＬＥＤ
10

４２ 黄色ＬＥＤ駆動回路
５１

光学積分器

５２

円形窓

５３

筒状部材

６１

混色ノブ

６２

赤色ノブ

６３

緑色ノブ

７１

単色ノブ

８１

制御回路

８２

混色光用ＬＥＤ制御回路

８３

単色光用ＬＥＤ制御回路

８４

白色光用ＬＥＤ制御回路

９１

白色ＬＥＤ

９２

白色ＬＥＤ駆動回路

【図１】
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【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月10日(2018.4.10)
【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】
混色光と参照光とを対比して色覚異常を判定する色覚検査装置において、
前記混色光と前記参照光とを互いに異なる時期に同一の観察視野に呈示するとともに、
前記混色光及び前記参照光とは異なる色の第３色光を、前記混色光及び前記参照光とは
異なる時期に、前記同一の観察視野に呈示することを特徴とする色覚検査装置。
【請求項２】
請求項１に記載の色覚検査装置において、
前記混色光の呈示時期と前記参照光の呈示時期とが部分的に重複する重複時期が存在す
るように、前記混色光と前記参照光とを呈示することを特徴とする色覚検査装置。
【請求項３】
請求項２に記載の色覚検査装置において、
前記重複時期では、前記混色光と前記参照光のうち呈示を終了する方の輝度を徐々に下
げるとともに、呈示を開始する方の輝度を徐々に上げることを特徴とする色覚検査装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の色覚検査装置において、
前記第３色光の色は、前記混色光及び前記参照光の呈示によって生じる網膜の錐体間に
おける色順応の差を小さくする色であることを特徴とする色覚検査装置。
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【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の色覚検査装置において、
前記第３色光の色は、白色であることを特徴とする色覚検査装置。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の色覚検査装置において、
前記混色光を構成する各単色光の輝度を調整する手段を有し、
前記各単色光と所定輝度の前記参照光とを前記同一の観察視野に交互に呈示して、輝度
変化が知覚されない又は最小になるように前記手段によって輝度が調整された前記各単色
光を用いて、前記参照光と対比される前記混色光を前記同一の観察視野に交互に呈示する
ことを特徴とする色覚検査装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
前記目的を達成するために、請求項１の発明は、混色光と参照光とを対比して色覚異常
を判定する色覚検査装置において、前記混色光と前記参照光とを互いに異なる時期に同一
の観察視野に呈示するとともに、前記混色光及び前記参照光とは異なる色の第３色光を、
前記混色光及び前記参照光とは異なる時期に、前記同一の観察視野に呈示することを特徴
とするものである。
本発明において、被検者は、混色光と参照光とが互いに異なる時期に呈示される同一の
観察視野を観察したまま検査を行うことができるので、検査中に観察する場所を切り替え
るような煩雑な作業を行う必要がない。
しかも、同一の観察視野に呈示される混色光と参照光は、被検者の網膜上の同じ部分で
受光されることになる。そのため、混色光を観察してから参照光を観察して対比する際、
あるいは、参照光を観察してから混色光を観察して対比する際には、先の観察によって色
順応した状態の網膜部分と同じ部分で、後の観察を行うことになる。したがって、相前後
して呈示される混色光と参照光とを実質的に同じ色順応状態で観察して対比することがで
きる。よって、従来のように混色光を受光する網膜部分と参照光を受光する網膜部分との
間の色順応状態を合わせるための白色光の観察を検査中に適宜挟むようなことは行わなく
ても、混色光の観察時と参照光の観察時との間で色順応状態が違うことによる検査精度の
誤差を実質的に無くすことができる。
また、本発明によれば、混色光及び参照光とは異なる色の第３色光を混色光及び参照光
と同じ観察視野に呈示する時期を設けることにより、新たな機能を付加することができる
。
例えば、混色光及び参照光での吸収が少ない錐体が吸収する波長（色）を含む第３色光
を用いることで、当該錐体の機能を判定することが可能となり、判定できる色覚異常の種
類を増やすことが可能となる。
また、例えば、混色光及び参照光での吸収が多い錐体が吸収する波長（色）を含む第３
色光を用いることで、当該錐体の感度を色順応により低下させることができ、色覚異常の
型の判別が容易になる。
また、例えば、第３色光を用いることで、錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）の順応状態
をコントロールすることができ、検査の精度を上げることができる。
また、例えば、色順応状態を所定の基準状態に保つための第３色光を用い、混色光の呈
示時期と参照光の呈示時期との切り替わりの際に第３色光の呈示時期を介在させることで
、同じ基準状態での検査結果を得ることが可能となる。具体的には、第３色光として、切
り替わり前に呈示された混色光又は参照光によって生じた網膜の錐体間（Ｓ錐体、Ｍ錐体
、Ｌ錐体の３種類間）における色順応の差を小さくする白色を用いることで、この色順応
の差が切り替わり後の観察に影響して検出誤差を引き起こすのを抑制できる。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
また、請求項２の発明は、請求項１に記載の色覚検査装置において、前記混色光の呈示
時期と前記参照光の呈示時期とが部分的に重複する重複時期が存在するように、前記混色
光と前記参照光とを呈示することを特徴とするものである。
同一の観察視野に呈示される混色光の呈示時期と参照光の呈示時期とを瞬時に切り替え
る場合（すなわち、混色光の呈示時期と参照光の呈示時期との間の始期と終期とが実質的
に一致するように切り替える場合）、輝度変化などの過渡的変化が生じる。このような過
渡的な変化が生じると、生体の過渡応答による影響で、検査精度に誤差が生じ得る。
本発明によれば、混色光の呈示時期と参照光の呈示時期との切り替わりの際、これらの
呈示時期が重複する重複時期を設けることにより過渡的変化を軽減することが可能となる
。また、このような重複時期の代わりに、同一の観察視野が消光する消光時期を設けたり
、混色光及び参照光とは異なる第３色光を同一の観察視野に呈示する第３色光呈示時期を
設けたりすることによっても、過渡的変化を軽減することができ、検査精度の誤差を抑制
することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
また、請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の色覚異常検査装置に
おいて、前記第３色光の色は、前記混色光及び前記参照光の呈示によって生じる網膜の錐
状体間における色順応の差を小さくする色であることを特徴とするものである。
本発明によれば、このような第３色光の呈示時期を、混色光の呈示時期と参照光の呈示
時期との切り替わりの際に介在させることにより、切り替わり前に呈示された混色光又は
参照光によって生じた網膜の錐状体間（Ｓ錐状体、Ｍ錐状体、Ｌ錐状体の３種類間）にお
ける色順応の差を小さくして、この色順応の差が切り替わり後の観察に影響して検出誤差
を引き起こすのを抑制できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
また、請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の色覚検査装置におい
て、前記第３色光の色は、白色であることを特徴とするものである。
本発明によれば、第３色光を呈示することで、すべての錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体
）間における色順応状態を均一化して、錐体間における色順応の差に起因した検出誤差を
抑制することが可能となる。
特に、第３色光が白色であることで、従来の色覚検査に近似した検査条件で色覚検査を
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行うことができる。すなわち、従来の色覚検査では、上半分に混色光が呈示され下半分に
参照光が呈示された円形の観察視野を一定時間（３秒程度）観察したら、白色光を一定時
間（５秒程度）観察するという作業を繰り返しながら検査を行うため、検査結果が出ると
きの全種類の錐体（Ｓ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体）間における色順応状態は均一化された状況
下のものと言える。一方、本発明においても、白色である第３色光を呈示することで、全
種類の錐体間における色順応状態が従来同様に均一化されるので、全種類の錐体間におけ
る色順応状態が均一化された状況下での検査結果を得ることができる。その結果、例えば
、本発明に係る色覚検査装置を用いた色覚検査の検査結果と、従来の色覚検査の検査結果
との間で、適切な対比検討を行うことが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
また、請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の色覚検査装置におい
て、前記混色光を構成する各単色光の輝度を調整する手段を有し、前記各単色光と所定輝
度の前記参照光とを前記同一の観察視野に交互に呈示して、輝度変化が知覚されない又は
最小になるように前記手段によって輝度が調整された前記各単色光を用いて、前記参照光
と対比される前記混色光を前記同一の観察視野に呈示することを特徴とする。
本発明によれば、混色光を構成する各単色光（例えば、赤色光と緑色光）と参照光（例
えば黄色単色光）とを同一の観察視野に交互に呈示して、輝度変化が知覚されない又は最
小になるように当該各単色光の輝度を調整し（輝度マッチングさせ）、その後、輝度が調
整された前記各単色光で生成した混色光と前記参照光とを交互に呈示して、混色光中の赤
色光と緑色光の混合比率を調整するという色覚検査を実施することができる。
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