




序　　文
　　

　本書は，筆者が平成 25 年に執筆した学内向けの自習用テキスト『視能訓練士のための生理

光学　自分で作るワークブック』を改定したものである。筆者が講義を担当している「生理光

学」の講義録を整理しまとめ，さらに記入式のワークブックとしたものである。

　学生の教育にあたり，詳細な資料を用意することが必ずしも学生の理解をすすめることには

ならないことを経験している。現在においては“古い”と批判を受けそうであるが，自分で書

くこと，ノートを作ること，そして演習により確認することが知識の定着には大切である。そ

の経験からこのような記入式のワークブックを作成した。他書で詳しく説明されている個所は

解説を省き，学生が自分で調べて記入することを意図した。一方，学生の理解が困難なとこ

ろ，他書の説明では不十分と判断したところは詳細に解説を加え，計算過程も例示した。さら

に各章末に練習問題を置いた。

　筆者が勤務する愛知淑徳大学 視覚科学専攻は視能訓練士の養成校であり，国家資格である

視能訓練士の免許を持ち，眼科医療の一員として働くコ・メディカルを養成しているコースで

ある。そこでの教育は自然科学の方法論に基づく理科系のものとなる。一方，在籍する学生の

多くは文科系の出身であり，ほとんどが生理光学の基礎のひとつである物理学を履修していな

い状況である。そうした学生が光に馴染み，レンズに興味を抱くには体験が大切であると考

え，偏光板やブラックライト，分光器などを使って光を視覚化することや，円柱レンズによる

焦線の確認などを生理光学の導入部で行っている。本書のところどころにある実習はそれを反

映したものである。こうしたところも大切にすることで，初めて光学に触れる学生の教科書と

して十分活用できると考えている。

　本書は₁年間（90 分授業× 30 時間）の指導を考えて作成した。対象としては生理光学を学

ぶ初年次学生を想定している。筆者は₁年次の後期から₂年次の前期の₁年間のテキストとし

て使用している。半年間の授業で全章を終えることも可能であるが，体験や実習を行い，演習

により理解度を確認して進めていくためには₁年間の授業が適当と考える。

　本書は眼科臨床の場で活用できる知識を習得することも念頭に置いている。そのため，すで

に眼科に勤務している視能訓練士の方が自分の知識を見直し，基本を確認するために利用する

ことも期待している。パワークロスの数的処理，網膜への結像状態については特に詳細に述べ

た。自覚的な屈折検査にあたり結像状態を意識して検査を進めることができると考えている。

　視能訓練士にとって生理光学の理解は眼屈折の理解のみならず，斜視や弱視あるいはロービ

ジョンの方への視覚補助具の指導などにも不可欠なものである。ともすれば苦手な分野とされ

てきた生理光学が，本書により，少しでも身近なものになれば幸いである。

　このような意図のもとに作成した本書であるが，不十分なところ，教科書として使いにくい

ところもあると考えている。そうした個所は機会を捉えて改善していくつもりである。忌憚の

ないご意見をお寄せいただきたい。
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　最後に，上梓にあたりご指導いただきました関係の方々に厚くお礼申し上げます。とくに本

書を作成するきっかけをつくってくださった本専攻の高橋啓介教授，川嶋英嗣教授，出版の手

配をしてくださった栄進堂の青木克行会長，これまでとは異分野のものにも関わらず出版を快

諾くださった共立出版株式会社の南條光章社長，藤本公一氏，そして本書の編集で丁寧にご指

導くださいました中川暢子氏に心より感謝申し上げます。

　　

2016年10月

川瀬 芳克
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視器の構造と視路第1章

　　

　　

1.1　視器の構造

　右眼眼球を上から見たときの水平断面図を簡潔かつ正確に描き，主要部の名称を記入せよ。

1.2　眼球の大きさを記述せよ。

1.3　各部の名称と機能

（₁）角膜：

（₂）虹彩：

（₃）瞳孔：

視器の構造，各部の名称，機能を理解することは生理光学を学習
するために不可欠である。屈折系の機能を理解するとともに，眼
球断面図を正確かつバランス良く描けることが大切である。
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瞳孔に関する事象および語句を説明せよ。

　ａ．瞳孔はなぜ黒いか

　ｂ．白色瞳孔

　ｃ．赤目現象

（₄）毛様体：

（₅）水晶体：

　調節作用

　水晶体の弾性と毛様体筋の作用に基づき調節作用を説明し，その過程を図示せよ。

（₆）チン小体：



■1.3　各部の名称と機能　●　�

（₇）硝子体：

（₈）網膜：

（₉）黄斑部（中心窩）：

　網膜および黄斑部に関し，次の語句を説明せよ。

　視細胞

　中心視力と周辺視力

（10）脈絡膜：

（11）強膜：

（12）視神経と視神経乳頭：

　視神経乳頭と黄斑部を含む右眼の正常眼底図（直像）を描け。
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1.4　視路

（１） 視路：網膜から視交叉を経て後頭葉視中枢にいたる経路を図示し，部位の名称を記入せ

よ。図においては各眼の左右網膜を区別し，視交叉部における半交叉による情報の統合

過程を明示すること。

1.5　眼球に関わる軸と角

　次の用語を説明せよ。

　　入射瞳（瞳孔との違いについても述べよ）

　　光軸

　　視軸（視線）



■1.5　眼球に関わる軸と角　●　�

　　注視線

　　照準線

　　瞳孔中心線

　　図における₁から₄の点の名称を番号の横に記入せよ。

　　また，ａからｄの軸の名称を記号の横に記入せよ。

ｂ ｃ
ｄ

ａ
３

２

１

４

次の角の名称を（　　　　　　）に記入せよ。

　　視線（視軸）と光軸がなす角  （　　　　　　　　　　　　）

　　注視線と光軸がなす角  （　　　　　　　　　　　　）

　　瞳孔中心線と視線（視軸）がなす角 （　　　　　　　　　　　　）

　　瞳孔中心線と照準線がなす角  （　　　　　　　　　　　　）
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練 習 問 題

　　

　　

1.1　成人眼球の基準値で正しいのはどれか。

　　 ₁．前房深度：10mm

　　 ₂．角膜中央部の厚さ：0.5mm

　　 ₃．網膜の厚さ：₂mm

　　 ₄．視神経の直径：₈mm

　　 ₅．水晶体の直径：₅mm

1.2　再生能力を持たない細胞はどれか。

　　 ₁．結膜上皮

　　 ₂．角膜上皮

　　 ₃．角膜内皮

　　 ₄．水晶体上皮

　　 ₅．網膜色素上皮

1.3　健常成人で血管が存在する組織はどれか。₂つ選べ。

　　 ₁．角膜

　　 ₂．水晶体

　　 ₃．硝子体

　　 ₄．脈絡膜

　　 ₅．視神経

1.4　杆体について正しいのはどれか。

　　 ₁．錐体より数が多い

　　 ₂．網膜中心部ほど密度が高い

　　 ₃．明るい環境下で働く

　　 ₄．色覚をつかさどる

　　 ₅．錐体より光に対する感度が低い
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1.5　水晶体について正しいのはどれか。

　　 ₁．大きさは生涯変わらない

　　 ₂．軸性近視の原因となる

　　 ₃．厚みは毛様体筋により変化する

　　 ₄．前面と後面の曲率半径は等しい

　　 ５．細胞構造を失った蛋白質の集塊である

1.6　房水で正しいのはどれか。₂つ選べ。

　　 ₁．眼圧に関与する

　　 ₂．毛様体で産生される

　　 ₃．血漿より蛋白に富む

　　 ₄．線維柱帯から結膜下に流出する

　　 ₅．Schlemm 管から流入する

1.7　網膜からの神経線維が終了する部位はどれか。

　　 ₁．視神経

　　 ₂．視交叉

　　 ₃．視索

　　 ₄．外側膝状体

　　 ₅．第₁次視中枢



幾何光学の基礎第2章

　　

　　

2.1　光学

　光に関する現象について記述 ･ 研究する学問が光学であり，幾何光学，波動光学（物理光

学）および量子光学に大別される。波動光学と量子光学を併せて物理光学と呼ぶこともある。

このうち，視能訓練士が日常の業務で必要とするのは幾何光学と一部の波動光学である。ここ

では幾何光学，波動光学，量子光学と分類する。

以下の光学について，その特徴を他との違いがわかるように説明せよ。

（₁）幾何光学

（₂）波動光学

（₃）量子光学

2.2　光の性質

（₁）光の性質の二重性について簡単に述べよ。

幾何光学は視能訓練士の業務に密接な関係があり，眼屈折，レン
ズ光学の分野に留まらず，視能矯正からロ－ビジョンにおける光
学的視覚補助具の選択 ･指導にいたるまでその知識と理解が不可
欠である。近年，波動光学の臨床応用が広まってきているが幾何
光学の重要性はいささかも減じていない。
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（₂） 300nm から 800nm の範囲において，可視光の範囲を示すとともに代表的な色名を記載

し，可視光以外の範囲では赤外線，紫外線の領域を示せ。

300nm 700nm600nm500nm400nm 800nm

実　習

　分光器を作成し，自然光（太陽光）と蛍光灯からの白色光，その他の光のスペクトルを比較

せよ。

（₃）波の成分

　波（横波）を図示し，波長および振幅にあたる個所を示せ。

次の語句を説明せよ。

　ａ．波の速度

　ｂ．振動数

　ｃ．周期
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例題 2.1
　₂秒後に20m に達し，その間に₄組の振動が観察された横波がある。次の値を求めよ。

　　　速　度 ＝

　　　振動数 ＝

　　　周　期 ＝

　　　波長　λ ＝

　波長と振動数から波の速度を求める式を作れ。

　　　波の速度 ＝

（₄）横波と縦波

　光学でいう「縦」，「横」は，一般に使われている「縦」，「横」と一致しない。横波と縦波を

図示するとともに波の進行方向と振動の方向との関係から説明し，それぞれの例を挙げよ。

　ａ．横波：

　横波の例：

　ｂ．縦波：

　縦波の例：

実　習

　バネを用いて横波，縦波をシミュレーションせよ。




