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要旨 
高速・高精度光センシング技術を用いた眼部の無意識な動き 

の定量化技術の開発とその事業化に関する研究 
 
高次脳機能障害検査のプレスクリーニング技術が求められている。プレスクリーニング

技術として筆者は眼の無意識な動きの固視微動と瞬目に注目し、その計測装置の開発を行

い、固視微動と瞬目の特徴を定量化する手法を検討した。大学病院と共同して高次脳機能

疾患患者と健常者の特徴量を比較し、脳機能との関連について検討した。また、脳機能検

査のプレスクリーニング技術の事業化に必要な知財の確保や、ニーズ調査を事業化に向け

て行った。ビジネスモデルの策定と評価と事業計画の立案を行った。 
固視微動を計測するには、市販されている眼球運動計測装置よりも 1 桁微小な動きを捉

える空間分解能が必要であり、0.006 度の眼球回旋を 300Hz 以上のサンプリングレートで

計測する必要がある。そこで筆者所属企業で開発したインテリジェントビジョンセンサ

（IVS）を用いて固視微動計測装置を構築した。IVS は画像検出、認識、制御信号出力を

1kHz で行い、高速高精度計測を実現する小型高速画像処理システムである。IVS を用いた

眼球運動計測装置が 0.003 度以上の眼球回旋運動を空間分解能 0.0003 度、時間分解能 1ms
で計測し、固視微動を計測できることを実験的に確認した。また、計測結果は侵襲的な計

測法と同等であり、開発装置で固視微動を非侵襲計測できることを確認した。 
高次脳機能罹患者の症状には手足の震えに左右差があることがわかっている。そこで固

視微動装置を両眼同時計測に対応させ、左右差の特徴量を定義した。微小跳躍運動の固視

微動であるマイクロサッカードの左右差を評価した。マイクロサッカードの発生回数に左

右差はなかった。一方、跳躍方向の差や最大速度の差などには個人差があり、左右差特徴

量は被検者の傾向や特徴を表す可能性を示した。 
瞬目は視覚情報処理、認知過程、心理状態と深い関わりがあることが分かっている。し

かし市販されている瞬目計測装置では瞬目の頻度などの評価できるが、動作期間中の動き

の変化の評価ができない。脳機能検査のプレスクリーニングには、閉瞼中の上眼瞼が数 ms
閉瞼を停止し、再度閉瞼を再開することなどの定量化が必要であるため、1ms の時間分解

能を有する IVS を用いて非侵襲に瞬目を計測する装置の開発を行った。開発装置にて侵襲

的な計測法と同等の瞬目特徴量を非侵襲に得られることを確認した。また、クレペリン検

査による VDT 疲労負荷タスクの影響が瞬目に表れることを確認し、VDT 疲労の生体マー

カーとなりうる示唆を得た。 
固視微動計測技術、瞬目計測技術を高次脳機能検査のプレスクリーニング技術として実

用化するための活動として、眼の動きの特徴量と脳機能状態との相関を確認することと、

知財の確保と、マーケティング活動（ニーズ調査）を行った。また、眼の動きの特徴量と

脳機能状態との相関を確認するためには、医師と連携し、医師の知見からの健常者の定義、



 
 

健常者と疾患罹患者を統計解析できる規模のデータを取得し解析を行うことと、研究開発

資金の確保を行う必要がある。本研究では京都府立医科大学眼科、神経内科と連携して外

部資金を２件獲得し、研究開発を進めた結果、健常者とパーキンソン病罹患者の瞬目特徴

量に、ROC 曲線の AUC 値で 0.81 という 2 群の分離度があることが分かった。また、その

過程で特許申請 11 件、特許査定７件を得るとともに、展示会出展を３件行い眼科関係者と

の打合せに繋げたほか、市場ニーズの収集などを行った。 
今後 5 年間に高まる高次脳機能障害、特に認知症を早期発見するためのニーズをとらえ、

成長するためのビジネスモデルを立案し、ビジネスモデルキャンパスと SWOT 分析で検証

した。その結果に基づき自社単独ではなく眼科検査装置製造販売メーカーとのアライアン

スを組むビジネスモデルを策定し、事業計画を立案した。ビジネスモデルの分析結果を反

映し、事業のスムーズな立ち上げの為に脳ドック事業者を最初の顧客に設定し事業を進め、

診断装置としての販売を念頭に医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に

関する法律に対応し、保険適用申請を進め、収入源の多角化を図る。 
本研究は、光による高速高精度計測技術を用いた光健康寿命延伸分野の創成に繋がると

考える。 
  



 
 

Abstract 
Development of techniques for quantifying involuntary movements of eyes 

using a high-speed and high-precision optical sensing technology and 
creation of their business plans 

 
Demands for pre-screening technologies of dementia are rapidly increasing. The 

author has developed tried measurement systems of involuntary eye movements and 
blinks to pre-screen brain functions of patients, and defined specific characteristics of 
the eye movements of various categories of patients. By comparing the eye movements 
among higher brain dis-functioned patients and healthy persons, relationship between 
the brain dis-function and eye movements has been investigated. Important patents for 
commercializing of the pre-screening technologies of the brain function tests have been 
acquired. Based on the investigated results, a new business model and its plan has been 
discussed in detail. 
The measurement systems for the involuntary eye movements are required to realize 

higher spatial and time resolutions compared with commercially available systems. The 
measurement systems have to measure the eye movements with an accuracy of 0.006 
degree at 300Hz or higher sampling rate. To embody such measurement systems of the 
involuntary eye movements,  Intelligent Vision Sensors (IVSs) made by Hamamatsu 
Photonics K.K. has been adopted. The IVSs are small high-speed image processing 
systems realizing image detection, image processing, and processed signal output in a 
time scale of 1 millisecond. It was confirmed that the developed eye movement 
measurement systems could measure eye rotation of 0.003 degree with better than 
0.0003 degree spatial resolution and 1ms time resolution. Measurement results using 
the developed systems were founded to be comparable with those using other invasive 
measurement methods. I have experimentally confirmed that it is possible to evaluate 
the involuntary eye movements with the newly developed systems. 
There is a report that highly brain dis-functioned patients shows difference in 

trembling of left and right hands and limbs. To evaluate the eye movements for both 
eyes at a same time, a binocular type of eye movement measurement system has been 
developed and clarified a difference in the involuntary movements between right and 
left eyes for a patient. It was found that there was no difference in number of occurrence 
of microsaccade between left and right eyes. Microsaccades for both eyes showed 
different movements. There was a difference in directions, peak velocity and amplitude 
of the microsaccade between right and lefteyes. These results suggest that the 



 
 

differences in the movement of the microsaccade can be regarded as quantitative 
individual characteristics. 
Characteristics of eye blink is said to influence on visual information processing, 

cognitive process and psychological state of human. It is necessary to evaluate very 
small eyelid movements to analyze the brain function through blinking measurement. 
Whereas commercial devices may be able to measure number of blink events, it is 
impossible to evaluate such small movements during a period in which upper eyelid is 
moving. Therefore, it was a critical issue to build a blink measurement system with a 
time resolution of 1ms and a high spatial resolution simultaneously. An IVS has been 
adopted and we have confirmed that the result obtained by this system has same 
tendencis as the other invasive measurement results. It is also confirmed that Visual 
Display Terminals(VDT) fatigue load task by Kraepelin test affected frequency of brinks 
and that the system can be applied to find out the influence of the VDT stress. 
Following three activities to commercialize measurement technologies of the 

involuntary eye movements and blinks have been investigated as screening 
technologies for the higher brain dis-functioned patients; 
1. I have confirmed the correlation between the feature quantity of the eye movements 
and the brain functional state.  
2. I have applied those systems for patents.  
3. I have carried out a research for market activities for the technologies. 
To investigate the correlation between the sys movement and the brain dis-function, it 
is important to have a well defined collaboration with medical doctors. From the 
medical doctor's view points, patients and healthy persons have to be distinguished and 
then their eye movements have to be evaluated with statistically accurate enough 
number of data. It is also necessary to obtain a suitable budget for such collaborating 
research.  A joint research with Kyoto Prefectural University of Medicine has been 
carried out to acquire large numbers of measured data and to analyze differences in the 
blinks among the healthy persons and patients with Parkinson's disease. Two research 
grants were obtained for the joint research. As the results of the research, we have 
found that there exists clear difference between healthy persons and patients in the 
characteristic blinks with an AUC value of 0.81 on a ROC curve. Furthermore, 11 
patents and 7 patents assessment were obtained and the systems were displayed at 
three exhibitions to obtain market information through discussion with attended 
medical doctors. 
 There exists a governmental plan to investigate higher brain dis-function and 
dementia in next five years. To match to such activities, a business plan based on a 



 
 

business model campus and SWOT analysis reference is proposed. In the business plan, 
it is necessary to make alliance with ophthalmologic equipment manufacturers to 
capture the needs for early diagnosis of dementia. The realize the plan, we approach a 
brain dock center as a first target in order to launch the business smoothly. We will 
apply our systems as medical equipments to the "Pharmaceutical and Medical Device 
Act" and will apply for insurance coverage with continuing business growth.  
 Commercialization of the pre-screening systems for the brain dis-function inspection 
based on this study may create new photonics industries in near future. 
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第１章 
緒言 
 
 
 
1.1 本研究の背景と目的 
 筆者が所属する企業では、『遠州地方からがんと認知症をなくす』を合い言葉に、多角的

な研究開発を行っている。非営利目的の浜松光医学財団を設立し、浜松ＰＥＴ診断センタ

にて 2003 年から『ＰＥＴ総合コース』、『ＰＥＴ総合コース＋脳オプション』、『脳ＰＥＴ検

査』の検診事業を運用する傍ら、社員ボランティアに対する検診の機会を活用した研究・

開発も行っている。脳専用ＰＥＴの開発や健常者の標準的な脳の活性度合いのデータベー

スの作成なども行っている。その取組みの中で、『遠州地方からがんと認知症をなくす』為

には、PET 検査などによる本検診を実施する前に『検診を行う必要性』を確認するプレス

クリーニング技術の必要性が高まってきている。PET 検査などには約４時間要する。施設

にもよるが、１日約 10 人の検査しかできない。多くの人を検査するには、PET 検査の受診

が必要な人を見極めて実施する、効率的な施設運用が求められている。 
そこで筆者は脳機能検査のプレスクリーニング技術の確立を目指す。脳機能検査のプレ

スクリーニング技術として備えるべきは、非侵襲計測、簡単計測、短時間計測、詐病困難、

定量評価、偽陰性率 10％以下であるべきと考える。その上で、高次脳機能障害の早期発見

や、高次脳機能の疾患鑑別や、進行度鑑別ができるとさらに用途が拡がる。高次脳機能障

害に関するプレスクリーニング技術は様々に研究開発が進められている。高次脳機能障害

の１つであるアルツハイマー病においては、OCT（光干渉断層計）を利用し、網膜の断層

を撮影し、RNFL という組織の厚さを計測した結果、罹患者は健常者に比べて有意に薄い

という結果が示されている[1]。また、高次脳機能障害の１つであるパーキンソン病におい

ては、脳脊髄液中の DJ-1 やαシヌクレインといった物質の減少が罹患の指標になると示唆

されている[2]。より非侵襲、より手軽にプレスクリーニングを実現する手段として、眼部

の動きに着目した。昔から、眼は心の窓と呼ばれている。これは、眼が胎児になる過程で

脳から分化してつくられる器官であり、脳と直結した臓器の中で、唯一、外から非侵襲に

計測できるためである。そこで眼部の動きを計測し、脳機能の異常と関係する眼部の動き

の特徴を定量化し、脳機能検査のためのプレスクリーニング技術としての確立を目指す。 
 眼の動きと脳機能の関係を示す先行研究は数多く存在する。認知症患者と健常者に対し、

80cm 先の正面に、30 度離れて提示された２点を呈示する。顔を動かさずにその２点を交

互に合図にあわせて視線を移すというタスクを課した場合、認知症患者は健常者に比べて、

眼が動き出すまでの時間が長く、眼の動きがスムーズではなく、段階的に動くといった報
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告がある[3]。また、認知症患者と健常者に対し図形の模写を課したところ、健常者は頭部

運動と眼球運動が協調して動いたのに対し、認知症患者は頭部運動がほとんど生じず、眼

球運動のみで対象をとらえようとした報告がある[4]。また、化学物質過敏症患者 79 名に対

して、ゆっくりと動く注視点・視標を眼で追うタスクである運動滑動性動追従運動を評価

した結果、71 名に垂直方向への追従運動と水平方向運動に歯車型および階段状の追従異常

が見られ、7 名に垂直方向への追従運動のみに追従異常がみられた。この異常は核上性で、

小脳、中脳、辺縁系の異常を反映していると推測した報告がある[5]。しかし、これら多く

の先行研究は意識的な眼の動きを対象としており、プレスクリーニング検査の計測手法と

しては詐病の可能性を排除できない。 
 そこで、眼が無意識に行う、固視微動、瞬目（まばたき）に注目する。固視微動とは眼

が無意識に行う３種類の微小眼球運動の総称であり、マイクロトレモア、マイクロサッカ

ード、ドリフトからなる[6]。マイクロトレモアは眼球の回旋角が約 0.002 度～0.006 度、振

動の運動周波数は 100Hz 前後の微小で、不規則な振動のような運動である。マイクロサッ

カードは１秒間に２，３回、約 10msec の期間に約 0.08 度～0.17 度の回旋量で行われる微

小跳躍運動である。ドリフトはゆっくりとずれていく動きで、回旋速度は約 0.017 度/sec、
動き幅は約 0.006 度、マイクロサッカードとマイクロサッカードの合間に行われる。人間

の眼は１点を注視している間であっても、常に固視微動によって眼球位置の変動が起こっ

ている。固視微動によって視細胞に常に異なる光量の刺激が与えられるようになっている

ことによって視界が得られていることが実験的に確認されている[7]。瞬目は自発性瞬目、

随意性瞬目、反射性瞬目の３種類に発生機序によって分類分けされており、閉瞼期間（眼

を閉じる際の動作期間）は約 100ms、開瞼期間（眼を開く動作期間）は約 200ms である。

[8][9] 
 固視微動と脳の関係を示唆する先行研究としては次のようなものがある。マイクロトレ

モアでは、70 歳代を境に遅くなる傾向があるという報告[10]や、パーキンソン病患者のト

レモア周波数は健常者に比べて有意に低いという報告[11]がある。マイクロサッカードにつ

いては、固視微動に伴う網膜像の動揺は、相対運動に対する運動検出感度に影響を及ぼさ

ない一方、一様運動に対する運動検出感度を低下させることを示唆する報告[12]や、マイク

ロサッカードの発生頻度や振幅、跳躍方向から視覚的注意の位置や集中度合いの判断が可

能であるとする報告[13] [14] [15] [16]、最大速度や頻度（発生間隔）によって、車の運転中

における覚醒度低下を早期に検知した報告[17]や、VDT 作業による視覚負担によって、発

生頻度、振幅、速度に有意な低下を確認した報告[18]がある。ドリフトでは、健常者のドリ

フトに比べてアルツハイマー病や脳血管性認知症患者のドリフトのフラクタル次元は１程

度低くなるとする報告[19][20]や、VDT 作業による視覚負担によって、0.5Hz と 1.0Hz パ

ワー値が減少する報告[21]がある。 
 また、瞬目と脳の関係を示唆する先行研究では、120Hz の計測精度を持った計測装置に

より、自然瞬目、随意瞬目、反射性瞬目について、パーキンソン病患者 16 名の計測を行っ
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た結果、瞬目間隔、瞬目の深さなど、いくつかの瞬目特徴量において健常者との違いがあ

ったことを示した報告[22][23][24][25]がある。44 名の健常者(20～77 歳)に対して、自然瞬

目を眼瞼にマーカをつけた侵襲的な手法にて計測した報告では、男女の比較では、瞬目の

頻度は女性が多く、高年齢の女性と低年齢の女性との比較では、高年齢の女性の頻度が大

きく、瞬目速度は女性のほうが男性よりも速く、一般的に高年齢になるほど遅くなる傾向

が得られた [26]。また、何かに注意を向けて集中している時には自発性瞬目は抑制され

[27][28]、読書や VDT 作業中（Visual Display Terminals）の瞬目回数は半分以下減少する

と報告されている[29]。不安や退屈した気分、眠気は瞬目の頻度を増加させる傾向がありと

も報告されており[27][28]、瞬目回数が眠気の指標として有用であるとの報告もある[30]。
瞬目による閉瞼時間の変化と眠気に相関があるとの報告も見られ[31]、閉瞼時間の測定はド

ライバ－の意識低下検知の有効な方法として注目されている[32]。瞬目速度に関しても、そ

の遅延が疲労の指標になると示唆され、e-ラーニング時の疲労検出に応用する試みがなされ

ている[33]。 
以上のように固視微動と脳機能の関係を示唆する論文や、瞬目動作と脳機能の関係を示

唆する論文がある一方、固視微動計測による脳機能状態推定装置や瞬目計測による脳機能

状態推定装置といった実用化に至った検査装置は存在しない。固視微動を計測するには、

約 0.006 度の眼球回旋を捉える空間分解能と、200Hz 以上のサンプリングレートが必要で

ある。市販されている眼球運動計測装置には時間分解能を満たす装置はあるが、空間分解

能が 0.05 度以上の動きを対象とするものしか存在せず、１桁空間分解能が足りない1。固視

微動の研究では主にピエゾアクチュエータのプローブを直接眼球に接触させて計測してお

り[10]、このような侵襲的な計測手段は臨床応用、実用化はできない。また瞬目は顔面神経

に繋がる眼輪筋と動眼神経に繋がる上眼瞼挙筋にて行われ[34]、両筋のバランス・拮抗など

によって、瞬目動作中に不規則な動きが行われる場合がある。瞬目時の閉瞼は約 100ms の

動作、開瞼は約 200ms の動作であるが、瞬目動作の特徴と脳機能の関係を評価するには瞬

目動作期間中に行われる、短時間、不規則、微小な動きを定量化する必要がある。市販さ

れている瞬目計測装置は眼鏡に具備された電極によって眼部の電位を計測するものと、カ

メラ撮影方式のものが存在する2。眼部の電位を計測する手法は出力電圧にドリフト現象が

                                                   
1 Tobii pro     http://www.tobiipro.com/ 
  E[YE]BRAIN    http://www.eyebrain.com/ 
  Interactive Minds   http://www.interactive-minds.com/ 
  Primelec, D. Florin   http://www.primelec.ch/ 
  SensoMotoric Instruments  http://www.smivision.com/en.html 
  SR Research    http://www.sr-research.com/ 
  Thomas RECORDING   http://www.thomasrecording.com/ 
  株式会社ナックイメージテクノロジー http://eyemark.jp/ 
 
2 株式会社 ジェイアイエヌ  https://jins-meme.com/ja/ 
  竹井機器工業株式会社   http://www.takei-si.co.jp/ 
  (株)アットマークテクノ   http://armadillo.atmark-techno.com/ 



4 
 

存在することが知られているほか、眼球運動との分離・区別を明確にできず、瞬目動作過

程の不規則な上眼瞼の挙動の定量化には向かない。また、市販されている瞬目検知機能を

有したカメラユニットは、一般的なビデオカメラのフレームレートで計測を行う為、閉瞼

100ms 中に得られる瞼の位置は約３タイミングのもの、開瞼時も約６タイミングのものに

限られ、瞬目動作特徴の評価には向かず、瞬目動作中の不規則な動きは捉えることはでき

ない。瞬目回数の出力だけでは高次脳機能検査のプレスクリーニングは実現できない。 
そこで本論文では、眼の無意識な動きを非侵襲に計測し、定量化するために、高速・高

精度計測が可能な IVS を用いて、固視微動計測装置と瞬目計測装置の開発を行う。開発し

た装置を用いて、被験者の固視微動の動き、瞬目の動き表す特徴量を定量化する方法を検

討する。次に、大学病院と共同し、高次脳機能疾患患者の特徴量と健常者の特徴量を比較

し、脳機能との関連について探る。また、脳機能検査のプレスクリーニング技術の事業化

を念頭に、事業展開の際に必要となる装置の工夫に関する知財の確保などの事業実践を進

める。さらに、市場ニーズの調査を行いながら、事業計画の立案し、事業評価を行う。 
 本研究によって開発する技術を用いれば、これまでの自覚性判断や、家族などの周囲の

人の他覚性判断に頼る高次脳機能障害の兆しの発見を、簡易な機械による定量化手法で算

出された客観的な数値を参考にできるようになる。脳機能検査の本検査が必要な人をあら

かじめ選別することが可能となれば、PET や CT や MRI といった検査時間を要する脳機能

検査装置の効率的な運用につながる。この脳機能検査のプレスクリーニング技術の事業化

を実現出来れば、より多くの人の脳機能維持に貢献でき、光産業の新分野となる光健康寿

命延伸分野の創成に繋がると考える 
 
 
1.2 本論文の構成 
 本論文の構成を以下に示す。 
 第１章においては、本研究の背景として、高次脳機能障害を早期発見することの社会的

意義について述べた。本研究の背景と目的について述べた。 
 第２章では、固視微動計測装置と瞬目計測装置のキーデバイスであるインテリジェント

ビジョンセンサについて、基本構成と機能と市場について示す。 
 第３章では、固視微動計測装置を構築する。構築する計測装置に、微小で不規則な振動

のような固視微動であるマイクロトレモアを計測できる空間分解能と時間分解能があるこ

とを確認する。 
 第４章では、高次脳機能疾患患者に見られる、左右の挙動の違いを固視微動でも確認す

べく、両眼同時固視微動計測装置を構築する。構築した計測装置に、微小跳躍運動の固視

微動であるマイクロサッカードを定量化する精度を確認し、両眼差を評価する。 
 第５章では、瞬目計測装置を構築する。構築した瞬目装置の計測精度を評価する。臨床

利用されている侵襲的な計測手法での計測結果と対比し、本計測装置での計測結果の妥当



5 
 

性を検証する。健常者の VDT 疲労前後の瞬目の評価を行い、生体情報が定量化できること

を確認する。 
 第６章では、固視微動計測装置と瞬目計測装置を用いた、脳機能検査のプレスクリーニ

ング事業を展開する準備として行ってきた実践活動について述べる。医師と連携し、健常

者とパーキンソン病罹患者の瞬目の比較を行う。獲得した研究委託金とその取り組みの中

で特許査定を得た知財についてまとめる。また、展示会出展実績についてもまとめる。 
 第７章では、固視微動計測装置と瞬目計測装置を用いた、高次脳機能疾患者のスクリー

ニング技術のビジネスモデルを定め、ビジネスモデルキャンパスと SWOT 分析によりビジ

ネスモデルを評価する。評価結果を反映した事業計画を立案する。 
 各章の関係を図 1.1 に示す。第３章と第４章と第５章は、眼部の無意識な動きを定量化す

るための装置を構築し、精度評価を行い、計測データと高次脳機能障害の関係を確認する

章であり、本研究の中核となる章である。第３章で構築した装置を第４章で改良し、両眼

対応固視微動計測装置とする。第５章は瞬目計測装置に関する章である。第１章、第２章、

第５章、第６章、第７章は固視微動計測装置と瞬目計測装置に共通する章である。 
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図 1.1 本論文の構成 
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第２章  
インテリジェントビジョンセンサ 
 
 
 
2.1 はじめに 
 本研究は、人間が無意識に行う眼部の動きである、固視微動、瞬目（まばたき）を計測

し、定量化する計測装置を構築する。計測対象の固視微動は３種類の無意識に行われる微

小眼球運動の総称である。固視微動には、小振幅で微細で不規則な振動のような運動であ

るマイクロトレモアと、不定期に出現する振幅わずか数分の小さな衝動性眼球運動である

マイクロサッカードと、非常にゆっくりとした動きであるドリフトと、の３つの動きから

構成される[1]。マイクロトレモアによる眼球の回旋角は約 0.006 度～0.012 度、100Hz 前

後の運動周波数である。マイクロサッカードは約 10msec の期間中に約 0.08 度～0.17 度の

回旋量の跳躍運動であり、１秒間に２，３回行われる。ドリフトは回旋速度は約0.017度/sec、
動き幅は約 0.33 度、マイクロサッカードとマイクロサッカードの合間に行われる動きであ

る。 
固視微動を非侵襲計測する手段として角膜反射光計測を用いる。本手法では、固視微動

を計測するには約 10μm の空間分解能と、最低 200fps のフレームレートを有した画像計

測装置が必要となる。その上で、高速な画像処理が行えることが望ましい。 
一方、瞬目は、上眼瞼下降期間（眼が閉じる動作期間）が約 100 ミリ秒、上眼瞼上昇時

（眼が開く動作期間）が約 200 ミリ秒の動作である。眼瞼動作期間中、瞼の動きが不規則

な挙動を示す場合があることが確認されており、この不規則な動きもとらえる為には、よ

り高速な計測を行う必要がある。 
 この計測条件を満たす画像計測装置として、筆者が所属する企業の研究室が開発をすす

める、高速・高精度計測が可能なインテリジェントビジョンセンサ（IVS）を用いる。 
本章では IVS の基本構成と機能について概説する。また、本研究は、主にマシンビジョ

ン市場で利用されている IVS の、新しい市場への展開の試みでもある。そこで、現在のマ

シンビジョン市場についても述べる。 
 
 
2.2 インテリジェントビジョンセンサ（IVS） 
2.2.1 IVS の基本構成 
 IVS は、高速に画像を撮像しつつ、装置内でその画像処理を行うことができる機能セン

サである。通常のビデオカメラは１秒間に約 30 枚の画像を撮影し、保存するのに対して、
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IVS は１秒間に 1000 枚の画像を撮影する。この高速撮影は高速カメラと呼ばれるビデオカ

メラでも行うことができるが、IVS は、高速撮影だけでなく、撮影した画像に対してセン

サ内で画像処理を行うことが可能である。そのため、画像処理結果に応じた撮影条件の変

更や外部装置への制御信号出力などをリアルタイムに行うことが可能である。こうした情

報処理能力をもったカメラを IVS と呼ぶが、IVS は、画像の撮影 ⇒ 画像検出 ⇒ 認識 ⇒ 
制御信号出力 までを、を 1/1000 秒のフレームレートで実現する。IVS の基本構成を図 2.1
に示す。光検出部と並列演算処理機構から構成する。光検出部では、フォトダイオードア

レイの出力１ラインごとにアンプと A/D コンバータを用意し、画像の高速出力が可能な構

造となっている。並列演算処理機構は、光検出部の１画素に１演算素子を対応させ、高速

画像処理を可能としている。あらかじめ開発した画像処理プログラムによる高速画像処理

が実行される。本構成は、東京大学石川奥研究室にて提唱された並列処理方式：S3PE アー

キテクチャを採用している。 
 

 
図 2.1 IVS の基本構成 

 
 
 
2.2.2 IVS の機能 
 IVS で実現する高速画像演算は、多点重心演算、１次元重心演算、２次元重心演算、マ

スク演算、差分演算などである。固視微動計測器では重心演算を行っており、瞬目計測器

では０次モーメントを用いた瞼位置の算出を行っている。また、撮影画像に対して画像処

理をおこなわずに、画像のままパソコンに取り込むこともできる。その時の画像のダイナ

ミックレンジ（暗部から明部までの階調度）は、8bit 画像または 10bit 画像である。計測時

に設定可能な最大フレームレートは、取得したい画像の解像度とダイナミックレンジによ

って変わり、128 画素×128 画素の 8bit 画像であれば 1kHz、256 画素×256 画素の 8bit
画像であれば 250Hz で取得できる。本取得速度の制限は IVS とパソコンとをつなぐデータ

転送帯域によって律速を受けている為、128 画素四方よりも小領域の取り込みであればより

高速に出来る。また、取得画像そのものではなく演算結果、例えば輝点の位置情報のみを

パソコンに取り込む場合にも同様、より高速に計測を行うことが可能である。 

光検出部 並列演算処理部光検出部 並列演算処理部
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2.3 IVS の応用 
 IVS の高速性と演算機能について、３つの分野での応用例を示す。 

2.3.1 補償光学市場 
 補償光学とは、光の波面（位相の空間分布）を自由に操る技術を指す。光が伝搬する過

程で乱れた波面を整えるなど、所望の光が得られるように光の波面を自由に操る技術であ

る。IVS は波面の乱れをリアルタイムに算出し、空間光変調デバイスにフィードバックを

行う、波面補償のキーデバイスである。 
空間光変調デバイス（SLM）とは、光の位相を自由に変調し、波面を自由に制御する装

置であり、任意のレーザービーム形状を形成や、伝搬中の媒質による収差揺らぎを補正す

ることができる。 SLM は、レーザー加工・マーキング、パルス成形、ビーム成形、光マ

ニピュレーションによる光ピンセットなど様々な分野への展開が進んでいる。レーザー加

工市場は、2014 年では約 32 億ドルと推定されており、将来はより大きな市場になると見

込まれている。また、眼科用レーザー手術装置や眼底カメラ、顕微鏡などでも実用化が進

み、市場の形成・成長が起きている。SLM の概略図を図 2.1 に示す。収差要因によって位

相が乱れた入力波面と同じ経路を伝わってきた参照光を IVS に入射し、波面補正データを

生成する。波面補正データを波面制御デバイスにフィードバックし、波面制御デバイスに

て収差を含む入力波面に収差補正を行い、出力する。眼底カメラに応用した例として図 2.2
に波面補正前後の眼底画像を示す。通常、眼底を体外から観察すると水晶体などの影響に

より、位相が乱れ、得られる眼底像はぼやけた状態となる。そこで参照光を照射し、撮影

し、これを理想状態に戻すように空間光変調器を用いて取得眼底像の位相補償を行うこと

で、体外からでも眼底の視細胞が鮮明に確認できる映像が得られる。 
位相の乱れ量、理想状態からのずれ量はシャックハルトマン方式と呼ばれる方法を採用

し計測する。マルチレンズアレイによって、各ブロックに集光された光の位置と本来ある

べき位置との差を撮像素子で撮影し、算出して求める。高速タイプの空間光変調器を用い

ると１kHz での変調が可能であるが、撮像素子に CCD カメラを用いると、フレームレート

による律速を受け、位相補償を１秒間に約 30 回しか行うことができない。しかし、位相の

ずれ量を計測し出力する技術の高速化が実現できれば、ダイナミックな位相の変化が発生

するような場合であっても、リアルタイムに位相補償を行うことができる。それを実現す

るデバイスが IVS である。筆者のグループが開発した IVS は、センシングから画像処理、

アクチュエータ処理までを一体化したものであり、本システムは S3PE アーキテクチャとし

て提案されているものである[3]。 
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図 2.2 空間光変調デバイス内で波面補正データを生成する IVS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3 位相補償前後の眼底画像 
（浜松ホトニクス株式会社ホームページより転載） 

（ http://www.hamamatsu.com/jp/ja/technology/lifephotonics/BasicResearch/AdvancedWavef
rontControlTechnology/index.html） 
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2.3.2 ロボットビジョン市場 
 IVS の属する市場は、狭義ではインテリジェントカメラ市場、あるいはスマートイメー

ジセンサ市場であり、一般的にはマシンビジョン市場に属すると言われる。インテリジェ

ントカメラとは、撮像系と処理系を一体化し、撮像から画像処理までを装置単体で行うカ

メラシステム[4]である。スマートイメージセンサは、信号処理回路などイメージセンサ面

に併設し、撮像と画像処理をワンチップで行うセンサ[4]である。マシンビジョンは、機械

の『視覚』のことであり、人間の視覚に対比した呼び名である。主にＦＡ分野で用いられ

ており、他の分野ではロボットビジョンやコンピュータビジョンとも呼ばれている[4]。コ

ンピュータビジョンという場合、ソフトウェアによる画像処理の比率が高めであるものが

多い。 
IVS は高速計測技術、高精度計測技術を追求し、リアルタイム制御の実現に寄与してき

た。例えば、図 2.4 のような落下するボールをキャッチするシステムの構築や、図 2.5 のよ

うなバラ積みされた装置部品を認識し、掴み方を判断し、自動動作する工作機械の実現に

寄与してきており、今後も高速性と高精度性を追求する。 
 

 
図 2.4 ロボットシステムが落下ボールを認識し、つかむ 
（「ネイチャー」2008 年 1/3 号・1/24 号・2/7 号・2/21 号掲載） 

 
 

 
図 2.5 ロボットアームに IVS を搭載した例 

（安川電機殿との共同開発） 
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 マシンビジョンを扱う企業の中で大手に分類される国内企業は、マシンビジョン関連製

品だけで年商が 100 億円～200 億円ある、松下電工、オムロン、キーエンス、ファースト

である。これらの企業が取り扱うマシンビジョンの利用分野は、画像処理装置分野市場が

約 700 億円、検査アプリケーション分野市場が約 850 億円、監視カメラなどを含むカメラ

分野の市場が 550 億円規模と試算されている。そしてこれらの約６割が、産業規模が約 20
兆円の、半導体とエレクトロニクス分野で利用され、半導体の製造工程や電気製品組立て

行程で活躍しているが、市場規模からするとニッチなビジネスであり、レッドオーシャン

化しつつある[5]。 
 
2.3.3 医療機器市場 
 マシンビジョンの医療応用も進みつつある。外科手術中の患部を超高解像度８Ｋ映像技

術で撮影し、それを大画面に表示することによって、医師の手術中の負担を軽減するもの

が実用化されている。また、超高感度カメラを用いて、患部に集積する蛍光物質の可視化

によって、外科手術中に切除する患部をナビゲーションするシステムが実用化されている。 
本研究は、高速・高精度な画像計測と高速画像処理が可能な IVS を医療機器市場に展開

する試みでもある。 
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第３章 
固視微動計測装置の開発と 
マイクロトレモア計測精度の検証 
 
 
 
3.1 はじめに 
 人間の眼は１点を注視している間であっても、眼球は固視微動によって微動している。

固視微動とは眼が無意識に行う３種類の微小眼球運動の総称であり、マイクロトレモア、

マイクロサッカード、ドリフトからなる[1]。マイクロトレモアは微小で不規則な振動のよ

うな運動である。マイクロサッカードは微小跳躍運動である。ドリフトはゆっくりとずれ

ていく動きである。マイクロトレモアの微動の回旋角は 0.01 度～0.06 度、運動周波数は 30
～100Hz の動きである。マイクロサッカードの跳躍距離の回旋角は、0.08 度～0.16 度、発

生頻度は 0.2～1.0Hz（１秒間に１回～５回）の不規則な両眼共同性の動きである。ドリフ

トは回旋角 0.08 度～0.3 度、速度約 60 度/秒、持続時間 1～16 秒の動きである。[1]。 
固視微動の生理学的意味を解明する様々な研究報告がある。被験者に固視微動を打ち消

す動きを加えた視覚刺激を見せた際、視覚刺激の一部が順不同に部分単位で消失と出現が

繰り返し起き、視覚刺激の色情報が徐々になくなり、視覚刺激がモノカラーで知覚される

ようになる。固視微動とは視界を得続ける為に常に視細胞への刺激に変化を持たせる運動

である [2]。また、固視微動に伴う網膜像の動揺は、相対運動に対する運動検出感度に影響

を及ぼさない一方、一様運動に対する運動検出感度を低下させることが示されてもいる[3]。
固視微動から脳機能の活動状態を定量評価する試みも様々報告されている。マイクロサッ

カードの発生頻度や振幅から視覚的注意が注視点近傍に集中されているか否かの判断が可

能であるとする報告[4]や、不随意のサッカードの最大速度や頻度（発生間隔）によって、

車の運転中における覚醒度低下を早期に検知した報告[5]や、健常者のドリフトに比べてア

ルツハイマー病や脳血管性認知症患者のドリフトのフラクタル次元は１程度低くなるとす

る報告[6]、パーキンソン病患者のマイクロトレモア周波数は健常者に比べて有意に低くな

るとする報告[7]などがある。これらの先行研究から、固視微動と脳の高次機能には密接な

関係があり、固視微動による脳の高次機能障害を早期に発見する技術の実現可能性が示唆

される。 
本章では、マイクロトレモアを計測可能な高速・高精度固視微動計測装置を構築する。

模型眼を用いて装置の精度・空間分解能と時間分解能を確認し、マイクロトレモアが計測

可能であることを示す。更に実際に被験者を計測し、得られた運動周波数が先行研究に一



17 
 

致するかを確認する。最後に装置の精度検証として、被験者に異なる輝点視標を提示し、

視線を交互に移動させるタスク（サッカードタスク）を課した際の眼球運動を計測し、評

価する。 
 
 
3.2 眼球運動の計測手法 
 「眼球運動を計測する」とは、眼球の回旋を計測することである。眼球の回旋角を計

測する手法として、角膜反射光計測方式、強膜反射光計測方式、EOG 計測方式（Electro 
Oculo Graphy）、サーチコイル方式、プローブ方式などがある。 
角膜反射光計測方法について、図 3.1 に示す。角膜反射光計測方式は、角膜に向かって近

赤外光を照射し、角膜で反射された反射光をビデオカメラなどで撮影する方法である。こ

の時、角膜は凸面鏡として機能し、視線移動が起こるとこの凸面鏡が移動する。これは眼

球の回旋中心が角膜の曲率中心と一致していないためである。凸面鏡が移動するとビデオ

カメラに映る光源の位置が移動する。この光源の位置の変化から回旋量を求める方法であ

る。この時の光源の位置の変化量は角膜の曲率に依存し、その値は被検者ごとに異なる為、

計測のたびにキャリブレーションを行う必要がある。光源の位置の変化を捉えるというこ

とは、微小な変化を拡大して捉えることとなる為、計測分解能は高いが、計測中のノイズ

対策や計測中の姿勢の変化に伴う位置の変化対策が重要となる。 
 

 
図 3.1 角膜反射光計測方法 
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強膜反射計測方式について、図 3.2 に示す。強膜反射計測方式は、眼部を照明し、黒目の

両端の白目との境界領域からの反射光を２つのフォトダイオードにて計測する手法である。

黒目が左右に動くと一方のフォトダイオードに入射される輝度値が増加し、もう一方では

減少する。その差を求めることで水平方向の眼球運動を計測する。また、２つのフォトダ

イオードの和から垂直方向の眼球運動も計測できる。構成が簡単で、計測精度も高いが、

計測方式の仕様上、垂直方向の計測精度が悪いという欠点を抱える。 
 

 
図 3.2 強膜反射計測方法 

 
 
 
サーチコイル方式について、図 3.3 に示す。サーチコイル方式は、コイル状の電線を付着

させたコンタクトレンズを被検者に装着させ、被検者眼部周辺に磁場を形成し、コイルを

流れる電流量を眼球運動量として計測する方式である。コンタクトレンズの位置に変化が

あると磁場をコイルが横切り、電流が発生する。それを計測する方式である。 
 

 
図 3.3 サーチコイル方式 
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EOG 方式について、図 3.4 に示す。EOG 方式とは、眼の上下左右に電極を貼付け、眼球

が動いた際に計測される筋電を記録する方式である。睡眠中の計測が可能である一方、位

置精度が低く、計測中に皮膚の状態・発汗等の影響によって基準電位が変化してしまうな

どの問題がある。 

 
図 3.4 EOG（Electro Oculo Graphy）方式 

 
 
 
プローブ方式について、図 3.5 に示す。プローブ方式は上下に稼働する尖端がゴムででき

たプローブを眼球に接触させる計測法である。角膜の移動に伴い、プローブの角膜接触箇

所が変化する。すると角膜表面の曲率、高さに伴ったプローブの上下の変化が発生する。

上下の変化はプローブ内での起電に繋がり、その起電量を眼球運動量として捉える方式で

ある。 

 
図 3.5 プローブ方式 
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以上の眼球運動計測方法の中から、被験者に対して非侵襲、非接触、かつ高精度で固視

微動を計測する手法として角膜反射光計測手法を採用する。 
 
 
3.3 固視微動計測装置 
 3.3.1 固視微動計測装置構成 
固視微動計測装置の基本構成を図 3.6 に示す。固視微動計測装置は、照明部と、撮像部、

視標部、位置調整機構から構成される。照明部は近赤外 LED と光量制御回路である。撮像

部は IVS と結像光学系である。視標部は計測中の被検者の視線を固定するための標識であ

る。以上を X-Y-Z の３軸ステージからなる位置調整機構上に配置する。これにより、全ユ

ニットと被検者の相対位置が調整でき、安定した計測が実現される。 

 

図 3.6 固視微動計測装置構成図 
 
 

3.3.2 照明部 
 照明部は、角膜反射光を照明するための近赤外 LED と、近赤外 LED に過電流が流れる

などして所定の光量以上の光量で発光することを防止する、LED 光量制御回路から構成さ

れる。 
照明部では、ピーク波長880nmの近赤外LED(浜松ホトニクス社製L2791-02)を用いる。

本 LED は発光部の前に集光・結像用レンズが具備されており、LED 光量をレーザーのア

イセーフ強度にて運用しても十分な光量が得られる。 
LED の発光径は、カタログより 0.4ｍｍφである。通常、LD の場合での 0.15mm に対し

て、径で 2.67 倍、面積で 7 倍である。LED の前面にはレンズが付いており、直接眼で見る

と、ほぼ直径 5ｍｍの光源に見える。これにより光源を直接見た場合にも網膜上に集光され

ず安全である。LED の出力パワーは、LED 直後で２mW/cm2（φ7mm で換算すると 0.8
ｍW）、LED から 100mm の場所では１mW/cm2（φ7mm で換算すると 0.4ｍW）、LED か

ら 200mm（実際の照射距離）では 0.5mW/cm2（φ7mm で換算すると 0.2ｍW）となる。

本条件でのクラス 1 の許容値 AEL（被ばく放出限界）の計算値は、2.4ｍW であるのに対

して LED 直後の光量の実測値は 0.8ｍW であるので、クラス１であると判断できる。 

照明部

視標部

撮像部

位置調整機構
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3.3.3 撮像部 
撮像部は、結像レンズと IVS で構成される。角膜反射光は結像レンズにて約 1.5 倍に拡

大結像され、IVS にて撮像される。IVS の光検出部のセンササイズは 5mm×5mm、画素サ

イズは 20μm×20μm、画素数は 256×256 画素である。IVS の輝点重心演算のばらつき

は 0.01 画素程度であることが実験的に確認されており[8]、この大きさは、本固視微動計測

器に換算すると、眼球の約 0.001 度の動きに相当する。固視微動のマイクロトレモアの振

幅は先行研究により約 0.02 度未満と報告されており、IVS による重心演算のばらつきは固

視微動計測に対して十分小さいと判断できる。また、先行研究によってばらつきはあるが、

固視微動のマイクロトレモアは高速に見積もっても約 200Hz である[9]。サンプリング定理

により、マイクロトレモアの計測には 400Hz での計測が必要とされるが、IVS を１kHz の

フレームレートにて動作させて計測した。より高いサンプリングレートでの計測の理由は、

本装置の計測対象とするものが『脳の機能不全に起因する未知の信号』であり、固視微動

はそれをとらえるために最低限捉えておきたい信号であること、信号解析時のノイズ対策

処理の際に、必要な運動周波数の動きへの影響を最低限に抑えた上で処理出来ることなど

のほか、動きの過渡情報をより細かく捉えることができるためである。 
 
3.3.4 視標部 
計測中の被検者の正面が暗く目標がない状態にあると、被検者の視線は『視線が泳ぐ』

状態となる。この一点を見つめていない状態の眼球運動は、体の姿勢の揺らぎの低周波数

の運動成分、眼が泳ぐ低周波成分、固視微動成分が混在することとなる。運動周波数が異

なるとはいえ、出来る限りノイズとなる信号は計測しないことが好ましい。また、アルツ

ハイマー病罹患者には、一点を長時間注視できないという Balint 症候群に類似した特長を

有することも知られており、注目する信号をより高い S/N にて捉える為に、計測中の被検

者が注視する輝点・視標を用意する。視標部の構成を図 3.7 に示す。視標として緑色チップ

LED（スタンレー電気製 BG1102W）を用いる。また、被検者から視標までの距離は約 20cm
となるが、被検者によっては老視などの影響によって、視標を注視できない場合も発生す

る。そこで、被験者の視力によらずに、無限遠の位置に、視標サイズが 0.2 度の丸状にて知

覚されるように、視標 LED と眼との間にテレセントリック光学系を設置する。本テレセン

トリック光学系は、凸レンズ２枚が互いの凸面が向き合い、その後段に両凹レンズ１枚が

配された光学ユニットである。この光学ユニットを X 軸ステージ上に設置し、光学ユニッ

トと視標との間隔を調整できるようになっている。計測の際、被験者に視標の見え具合が

最もクリアになるようにチップLEDとテレセントリック光学系の距離を調節してもらうこ

とにより、眼鏡やコンタクトレンズを日常装着している被検者であっても、裸眼状態でク

リアに視標を視認できる。視標は正中無限遠に上下左右中の５点の輝点で構成し、点灯位

置は USB 接続されたパソコンから制御できる。視標の上下、左右の間隔はともに 4.5 度と

なっており、上下左右の視標間のサッカードを計測することで個人ごとの角膜の曲率差の
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影響を補正するための補正係数を求める。尚、高次脳機能障害罹患者は、健常者に比べ、

意識的に行う眼球運動が段階的な移動となり、跳躍運動開始までに時間を要するなどの報

告事例もあり、本装置を用いてそのような計測を行うことも可能となっている。 
 

 
図 3.7 視標部の構成図 

 
 

 
3.3.5 位置調整機構 

 位置調節機構は、照明部と撮像部と視標部を搭載し、被検者の眼部との距離を上下左右

近接の XYZ 方向で調整するための機構である。被検者の座高や眼窩（眼球の奥行き位置、

飛び出具合）、眼球と顎の先との奥行きの位置関係など、眼の位置の個人差が存在する。計

測時に IVS のレンズに合焦点した角膜反射光像を撮像するためには、照明部と撮像部と視

標部のすべての位置を調整する必要がある。 
この調整を容易に、安定して実現するために、眼底カメラ用の稼働台を用いた。眼底カ

メラとは、角膜が眼球表面とすると眼球裏面・眼球の内面を観察する為の装置である。Ｋ

ＯＷＡ株式会社製眼底カメラに用いられている稼働台を本固視微動計測装置に流用する。

眼底カメラ用稼働台上に照明部と撮像部と視標部を配置し、被検者と装置との相対位置の

微調整を可能とした。 
また、眼底カメラ用稼働台を電動昇降台の上に設置することで、眼底カメラ用稼働台に

付属する顎台の高さ調整機構と併せて、電動昇降台による高さ方向の調整幅を確保し、被

検者の座高が眼底カメラの調整範囲外の場合にも対応出来るようにする。 
 

3.3.6 眼球位置算出アルゴリズム 
 眼球位置・角膜反射光の位置の算出方法として、画像の輝度的重心位置を算出する手法

を採用する。角膜反射光の x 座標は、x 方向の１次モーメントを０次モーメントで割った値

であり、y 座標は y 方向の１次モーメントを０次モーメントで割った値である。１次モーメ

ントとは、各画素の輝度値にその座標を掛けた値の全画素総和である。０次モーメントと

は、全画素の輝度値の総和である。式で表すと下式となる。本計算により、サブピクセル

精度の空間分解能による角膜反射光の位置を求めることができる。 
 
 

テレセントリック光学系

視標

距離を調整する
テレセントリック光学系

視標
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ここで Brightness(x, y) は、座標(x, y) での輝度値である。 
 
 
3.4 固視微動計測器によるマイクロトレモアの計測精度検証 
本項では、構築した固視微動計測器の計測精度の検証を行った上で実際に人眼を計測し、

固視微動の１つであるマイクロトレモアについて評価する。装置の検証には人眼の角膜の

曲率に近い曲率を有するレンズを角膜の代用とし、角膜想定レンズを用いた模型眼を利用

した。この模型眼に近赤外光を照射し、疑似角膜反射光を生成し、IVS で撮影する。重心

演算によって輝点位置の時間推移を算出し、以下の３種の精度評価を行う。第１精度評価

は、模型眼の位置が焦点位置から外れた場合の重心演算結果を評価する。第２精度評価は、

模型眼を横方向へマイクロメータを用いて移動させた時の、疑似角膜反射光位置の移動量

に対する取得位置の相関と、リニアリティの評価を行う。第３精度評価は、模型眼をピエ

ゾ素子によるマイクロアクチュエータを用いて３種の運動周波数と３種の振幅で動かした

際の疑似角膜反射光の位置の時間変化情報を周波数解析する。 
評価用の角膜想定レンズとして、眼の平均的な曲率と同じ平凸レンズを選定する。選定

には焦点距離（f）を求める必要があり、 f = r / (ｎ－1） から求める。r に眼の平均的な曲

率である 8mm を代入し、n に石英の屈折率 1.46 を代入すると、角膜想定レンズに適した

レンズの焦点距離は、約 17mm であることが分かる。本数値を元に、メレスグリオ社製の

『01LPX017（f 値が 18mm、外形が 15mm、中心厚が 5.7mm）』を選定し用いる。また、

本レンズを球状のガラス玉に接着し、模型眼を作成する。模型眼はレンズ平面からの不要

な反射はないが、重量があるため、高速に動かす必要がない検証には模型眼を用い、高速

に動かす必要がある場合には平面の反射防止処理を行った角膜想定レンズを用いる。 
 

3.4.1 第１評価：模型眼の位置が、焦点距離から離れる影響の評価 
 模型眼をＸ軸ステージ上に設置し、模型眼と IVS との距離を 1mm ずつ変更させ、場所

ごとに２秒間、1kHz で疑似角膜反射光を計測する。検証概略図を図 3.8 に示す。各疑似角

膜反射光位置の２秒間の標準偏差を求め、その大きさを固視微動・マイクロトレモアの振

幅と比較した。その結果を図 3.9 に示す。焦点距離から約±5mm 前後のズレによって模型

眼の重心座標の標準偏差は増加するものの、マイクロトレモアの中でも小さな振幅の約

0.006 度の 1/4未満に納まっていることがわかる。遠方 9mm で 0.006 度を超えているが、
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この地点では取得画像そのものがすでに輝点になっておらず、実際の計測でこの位置での

画像が計測されることはない。固視微動計測器では 1mm 程度の位置調整は眼底カメラ用稼

働台の流用により容易である。従って固視微動計測器の計測時、計測ソフト上で角膜反射

光の形状が確認できる状態で計測を行えば、固視微動を計測するのには十分な S/N にて計

測が可能であることが確認された。 
 

 
図 3.8 模型眼の位置が、焦点距離から離れる影響の評価 

 

 
図 3.9 角膜想定レンズの位置と重心座標の標準偏差 

 
 
 
 

 
図 3.10 模型眼の横方向移動量と、計測した位置情報の移動量の相関評価 
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3.4.2 第２評価：模型眼の横方向移動量と、計測した位置情報の移動量の相関評価 
 3.2 節で述べたように、眼球は回旋運動によって視線方向を変えるが、角膜反射光計測

方式においては角膜を凸面鏡と見なし、回旋運動を凸面鏡の位置の平行移動として捉える

ことができる。そこで本項では、マイクロメータを備える移動ステージ上に模型眼を設置

し、IVS に対して模型眼を水平方向に移動させ、マイクロメータの移動量と角膜反射光の

移動量とを比較する。評価方法概略図を図 3.10 に示す。 
マイクロメータを用いて模型眼を IVS に対して横方向に 50μm ずつ移動し、1kHz で２秒

間の疑似角膜反射光を計測する。疑似角膜反射光情報から位置の時間変化を求め、２秒間

のＸ座標の平均値と標準偏差、Ｙ座標の平均値と標準偏差をそれぞれ求める。１つ前の計

測のＸ座標、Ｙ座標からの変位量を三角定理により求め、実測値の移動量とマイクロメー

タの移動量との相関を確認する。また、模型眼の横位置の変化と計測された疑似角膜反射

光の位置の標準偏差の関係を確認する。その結果を図 3.11 に示す。模型眼実測値とマイク

ロメータ移動量とは相関関係にあり、２秒間中の各位置での反射光の重心座標の標準偏差

は約 0.0003 度であり、計測した角膜反射光の位置は実際に眼球がその場にあることを示す

値として信頼できることが分かる。以上より、固視微動計測器での計測の際、画像の角膜

反射光確認領域に反射光が映っている状態であれば、固視微動のマイクロトレモアに対し

て十分な S/N の計測精度にて計測ができることが確認できた。 
 

 
図 3.11 角膜模擬レンズを用いた計測位置精度の評価 

 
 
 
 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 100 200 300 400 500

マイクロメータによる角膜模擬レンズの移動量（μm）

反
射

光
の

重
心

座
標

の
変

動
量

（度
）

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006
重

心
座

標
の

標
準

偏
差

 (
度

）



26 
 

3.4.3 第３評価：ピエゾ式アクチュエータによる疑似固視微動の計測結果評価 
 本評価では模型眼ではなく、模型眼の材料である角膜想定レンズを用いて検証実験を行

う。ピエゾ式マイクロアクチュエータ（Piezosystem jena 製 ENV400/PSH4z）に角膜想定

レンズを両面テープにて貼付け、これを所定の振幅と周波数にて振動させ、疑似角膜反射

光を計測、評価した。評価方法として、角膜想定レンズの重心座標の時間推移波形の確認

と、フーリエ変換によるスペクトル解析を行う。評価概略図を図 3.12 に示す。ピエゾ式マ

イクロアクチュエータには 0.25V、0.5V、1.0V を印加する。これはそれぞれ約 0.003 度、

約 0.006 度、約 0.012 度を想定しており、約 0.006 度～0.012 度（20 秒角～40 秒角）は固

視微動のマイクロトレモアの運動振幅である。ピエゾアクチュエータの駆動形式は正弦波

上に 10Hz、80Hz、140Hz を指定した。80Hz から 140Hz は先行研究において、固視微動

のマイクロトレモアの運動周波数として報告が多い周波数である。図 3.13 に、最も高速な

設定である 140Hz での疑似角膜反射光の位置の時間変化を示す。設定した振幅にて捉える

ことが出来ていることが分かる。また、得られた疑似角膜反射光の位置の時間変化情報を

フーリエ変換によるスペクトル解析を行った結果を図 3.14 に示す。左図は縦軸をリニア表

示し、右図は対数軸で表示する。設定した周波数にピークが高い S/N で確認できた。本節

検証実験では所定の運動周波数にて動かした角膜想定レンズを、角膜反射光計測方式にて

計測した。疑似角膜反射光の運動周波数が所定の運動周波数と同じであることが確認され

たため、本装置での計測が可能であることを確認できた。 
 
 

 
図 3.12 ピエゾ式アクチュエータによる疑似固視微動の計測結果評価 
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図 3.13 140Hz、約 0.006 度（20 秒角）の正弦波状の移動を行う 

角膜反射光の重心座標の時間推移 
 
 

 
図 3.14 マイクロアクチュエータによる微動計測の周波数解析結果 
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おける倫理委員会で承認を得て実施した。 
フーリエ変換を用いたスペクトル解析を行った結果を図 3.15 に示す。30 秒間の計測デー

タをそのままフーリエ変換することは適切な解析ではない。計測データにはマイクロサッ

カードのような急峻な動きが含まれており、急峻な動きにフーリエ変換を行うと白色ノイ
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分割し、各区間のフーリエ解析を行う。跳躍運動を含まない期間のフーリエ変換結果のス

ペクトルには、先行研究にて報告されている 50Hz～100Hz の帯域に信号のピークが確認さ

れ、当該区間の眼球運動には固視微動のマイクロトレモアの信号成分が含まれていること

が分かる。 

 
図 3.15 フーリエ変換による、マイクロトレモアのスペクトル解析結果 

 
 
 

3.4.5 ピークカウント法によるマイクロトレモア解析結果 
 Noirin らはマイクロトレモアの運動周波数を一意に求める解析方法としてピークカウン

ト法を用いた結果、９人の健常被検者のマイクロトレモア周波数が 67Hz～87Hz であった

ことを報告した[10]。本項でも同様の評価を行う。 
 取得した固視中の眼球運動計測データに対し、注目する 50～150Hz のバンドパスフィル

タを通した結果の一部を図 3.16 に示す。横軸は時間、縦軸は位置から換算した角度を示す。

また、この振動波形に対してピークカウント法を用いて、計測開始時から最初の２秒間の

計測結果の内、窓関数によるアーチファクトが軽微となる中心部の 1.7 秒から周波数の算出

を試みた結果を図 3.17 に示す。２名の被験者とも計測区間によらず、80Hz 近傍の振動数

が計測された。 
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図 3.16 バンドパスフィルタ適用後の眼球重心座標の時間推移 

 
 
 
 

 
図 3.17 ピークカウント法による眼球運動周波数の時間遷移 

 
 
 
 

-0.009

-0.006

-0.003

0

0.003

0.006

0.009

500 600 700 800

眼
球

回
旋

角
度

（
度

）

計測経過時間 （msec）



30 
 

3.4.6 サッカード潜時の計測実験 
 サッカードとは意識的に視線を瞬間的に移す眼球運動である。角膜反射光計測方式によ

る固視微動計測結果には、被験者ごとに異なる角膜曲率の影響を考慮する必要がある。そ

こで回旋角度が既定となる視標間のサッカードを計測することにより補正係数を求め、適

用する際にサッカード計測が必要となる。また、3.1 節で示したように、サッカード計測結

果と高次脳機能疾患の関係を示唆する先行研究は多くあり、早期発見、早期治療に繋がる

可能性がある。本項では、ミリ秒単位で視標と連動したサッカードを計測し、評価する。 
 健常な男性２名の被験者に対し、中央および左右の LED を切り替えて呈示し、光る視標

を眼で追うように指示する。呈示の仕方は図 3.18 に示す２種類のタスクを実施する。視標

点灯位置の切り替わり時刻から眼球運動が開始されるまでの潜時を求める。図 3.18(a)は、

点灯順序一定、点灯タイミング一定のタスクを表す。図 3.18(b)は、点灯順序不定、点灯タ

イミング不定のタスクを表す。 
 図 3.19 にサッカードの計測結果と潜時の定義を示す。サッカード開始時刻は図 3.19 に示

す時刻 t4とし、以下の方法で求める。 
① 計測結果に対しローパスフィルタを適用し、カメラ等に起因する高周波ノイズを除去す

る。 
② 平滑化後の眼球座標の時間差分を求め、眼球の位置変動量、速度の変化を得る。 
③ 眼球が 0.04 度/msec を越えて動いたサッカード区間を求める。 
④ 抽出したサッカード区間内の最大速度とその時刻を抽出し、その最大速度の半値となる

時刻を算出する。 
⑤ 最大速度時刻から半値時刻迄の期間の 2 倍の時間を逆戻り、サッカード開始時刻 t4とし

た。 
手順④にて半値を用いる理由は、図 3.19 に示すようにサッカード開始時の速度と経過時刻

との間に線形性が見られることと、サッカード最大速度とその半値は安定して一意に定ま

ることと、サッカード前の注視状態の眼球位置は固視微動等の理由により一定ではないこ

とである。 
 図 3.20 に結果を示す。被験者 A の①タスクにおける平均潜時は 186.6±33.2 msec、②タ

スクにおける平均潜時は 175.7±51.4 msec であった。被験者 B の①タスクにおける平均潜

時は 186.6±7.2 msec、②タスクにおける平均潜時は 228.5±37.3 msec であった。t 検定を

有意水準５%にて行なったところ、被験者 A では２計測間に有意差は見られず、被験者 B
では有意差が見られた。点灯間隔の４秒が被験者 A にとっては点灯タイミング予測を打ち

消す作用をもたらしたのに対し、被験者Ｂには作用しなかったと思われる。 
以上から、サッカードの潜時タイミングをミリ秒オーダで計測できることを実験的に確認

した。こうしたサッカードにおける眼球運動については、潜時タイミングの他にも、最大

速度やオーバーシュート量、２次元的な軌跡の情報などもミリ秒単位で計測が行なえてお

り、より詳細な運動情報の解析により、個人の特徴を示す数値が得られる可能性がある。 
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図 3.18 (a) 点灯順序一定、点灯タイミング一定のタスク 

(b) 点灯順序不定、点灯タイミング不定のタスク 
 
 

 
図 3.19 サッカードタスクの計測結果 
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図 3.20 サッカードタスクの実験結果 

 
 
 
3.5 まとめ 
 本章では固視微動計測装置を構築し、マイクロトレモアに対する計測精度を３種類の検

証方法により確認した。第１評価では、模型眼を用いて、模型眼と撮像系の距離と重心位

置の精度の関係を評価した。その結果、模型眼の角膜反射光の焦点位置からの離れ距離が

約±5mm 前後における重心座標の標準偏差は、計測対象であるマイクロトレモアの最小振

幅の約 0.006 度未満であることが確認できた。固視微動計測器にて計測時、計測ソフト上

で角膜反射光の形状が確認できる状態で計測を行えば、固視微動を計測するのには十分な

S/N にて計測が可能であることが確認された。第２評価では、模型眼の位置を横方向に 50
μm ずつ移動し、移動させたときに観測される模型眼の移動量と、実際の模型眼の移動量

の関係を評価した。その結果、模型眼実測値とマイクロメータ移動量との間には相関関係

が確認できた。また、各位置での模型眼の角膜反射光の座標の標準偏差は約 0.0003 度であ

り、計測対象であるマイクロトレモアよりも十分小さく、計測結果の信頼性が高いことも

確認できた。第３の評価では、ピエゾ式アクチュエータによって模型眼に対して擬似的な

固視微動を発生させ、その角膜反射光を計測、評価した。マイクロトレモアの移動振幅は

約 0.006度～0.012度と言われている。また運動周波数は 80Hz 近傍とする報告事例が多く、

最大は140Hzと報告されている。そこでマイクロアクチュエータの移動振幅を約0.003度、

0.006 度、0.012 度に設定し、運動周波数をそれぞれ正弦波で 10Hz、80Hz、140Hz に設定
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し、模型眼の角膜反射光を計測した。フーリエ解析した結果、設定した周波数にピークが

確認できた。 
以上から本固視微動計測装置の空間分解能は約 0.0003 度であり、0.003 度以上の眼球回

旋運動が計測でき、時間分解能は 1ms であることが確認できた。マイクロトレモアは約

0.006 度～0.012 度の振幅、約 100Hz の運動周波数であるため、これを十分捉えることがで

きる。そこで、実際に本装置を用いて健常な男性２名の固視微動を計測した結果、侵襲的

な先行研究で報告された固視微動周波数と同等の計測結果を、構築した固視微動計測装置

では非侵襲に取得できることが確認できた。 
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第４章 
両眼同時固視微動計測装置の開発と

マイクロサッカードの両眼差の評価 
 
 
 
4.1 はじめに 

3 章で述べたように、固視微動から脳機能の活動状態を定量評価する試みも様々報告され

ている。マイクロトレモアの微動運動周波数には健常者と高次脳機能障害罹患者（パーキ

ンソン病患者）に違いがあるという報告がある。また、マイクロサッカードの発生頻度や

振幅から注意状態が、発生頻度や最大速度によって覚醒度下が分かるという報告がある。

ドリフトのフラクタル次元に健常者と高次脳機能障害患者に違いがあるという報告もある。

このように『眼の無意識な動き』は脳の高次機能の状態をはかる上で重要な情報である。 
一方、脳の高次機能が障害されることによる病気の１つに進行性核上性麻痺がある。こ

の病気はパーキンソン症候群の１つに分類され、パーキンソニズムと呼ばれる症状を呈す

る。パーキンソニズムの１つに安静時の手や指がふるえるという症状があり、本症状には

左右差がある[1]。このように、『左右差』も脳の高次機能の状態をはかる上で重要な情報と

なりうる。しかしながら固視微動を高速高精度に計測し、その左右差について報告した例

は少ない。例えば Moller らは 10 人の健常者に対して 40 秒間計測し、その間に 1280 回行

われたマイクロサッカードから、左右の振幅差は 0.004 度～0.074 度、平均速度差は 0.222
～2.870 度/秒、最大速度差は 0.066～5.810 度/秒、平均加速度差は 12.071～508.975 度/
秒 2、計測されたマイクロサッカードの 84.8％の左右の方向差は 22.5 度未満であったこと

を報告[2]した。しかしマイクロサッカードの期間が 0.01～0.03 秒[3]であるにも関わらず、

250Hz のサンプリング周波数の計測装置を用いた為、マイクロサッカード時の眼球位置計

測のサンプリング点数が 3～7 点程度となり、十分な計測精度が得られない。 
そこで本章では第３章で構築したマイクロトレモア計測装置を改良し、両眼同時固視微

動計測装置を構築する。両眼同時固視微動計測装置を用い、固視微動の中でも特徴的な動

きであるマイクロサッカードを定量化する方法を検討し、両眼差について論じる。 
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4.2 両眼同時計測装置の構成とマイクロサッカードの抽出定義 
 4.2.1 装置構成 
本両眼同時固視微動計測装置は、３章で構築した固視微動計測装置を、眼底カメラ用架

台上に２台併設し、それぞれで左右の各眼を計測することで実現する。そのため、照明部、

撮像部、視標部は単眼固視微動計測装置と同じものを２つずつ利用しているため詳細につ

いては省略する。本両眼同時固視微動計測装置では、IVS を 800Hz のフレームレートにて

利用する。装置内部は完全に遮光し、装置前面には被験者の顔を上下左右 180 度以上覆う

黒色の遮光壁を設け、周辺視野を含めて視標以外が視知覚されないようにする。２台の IVS
はそれぞれの内部クロックにて独立して動き、非同期にそれぞれ直接メモリーアクセス方

式にてパソコンの専用メモリ領域に画像を送る。クロックのばらつきは 10ppm 以下である

ことを確認しており、この値は、今回の計測時間幅（３秒）に対して、0.03 ミリ秒以下に

相当するため、十分な時間精度を持つ。計測ソフトウェアは取得画像をユーザーメモリに

再転送する。IVS カメラからパソコンに送られる画像にはフレーム番号が組み込まれてお

り、その番号を監視することでフレーム落ちのない固視微動録画データが得られる。２台

の IVS カメラを非同期で利用したため、左右眼の録画データは最大 0.5 フレーム（0.625ms）
ずれる可能性がある。本計測器を用いた固視微動の同期性評価は 1.25ms 以下の精度である。 
 

4.2.2 計測条件と被験者 
被験者５名はいずれも屈折異常以外の眼疾患を有さないオフィスワーカである。20 代男

性４名、40 代男性１名に対してインフォームドコンセントを得た上で、室内照度が 100lux
の部屋にて、出社から２時間以内の午前中、通常業務の合間に計測を行う。被験者には始

めに計測装置の顎台に顎をのせるよう指示を行う。次に被検者正面に丸状の視標（最初は

ぼやけた状態で観察される）を提示し、それが丸状に観察できるように、装置右側面のレ

バーの調整を指示する。視標の見え具合の調整完了を被検者に確認後、自然に視標を見つ

めるように指示する。計測者は被験者の固視状態を確認した後、IVS カメラにて角膜反射

光を撮影できるように眼底カメラ用架台の位置と高さを調整する。その後、被験者にまば

たきを我慢するように指示を行い、３秒間の計測を 10 回行う。計測所要時間は、データの

保存時間も含め、５分以内である。計測中、被験者に対するベルトやバイトなどを用いた

拘束は一切行わない。 
本研究は、浜松ホトニクス株式会社社内倫理委員会での承認を得て実施した。 

 
4.2.3 計測結果 
図 4.1 に両眼同時固視微動計測装置による３秒間の計測結果の一例を示す。図 4.1（a）

は角膜反射光の移動量から求めた眼球旋回量を XY 平面上に描画したものであり、X 座標正

方向が左耳側に対応し、負方向が右耳側に対応する。Y 座標の正負は上下に対応する。グラ

フ中に①、②と示した太線部はマイクロサッカード期間の眼球運動の軌跡を表している。
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この計測中には２回のマイクロサッカードが行われ、左右眼ともに、１回目はＸ－側から

Ｘ＋側へ跳躍運動が行われ、２回目はＸ＋側からＸ－側へ跳躍運動が行われたことが分か

る。いずれもほぼ横方向への微小跳躍運動であったが、必ずしも完全に一致した跳躍方向

と跳躍振幅ではないことが分かる。図 4.1（b）は横方向及び縦方向の両眼の旋回量（以降、

眼球運動の移動距離）の時間変化を表す。横軸は計測開始からの経過時間(msec)を表し、縦

軸は X/Y 方向の眼球旋回量である。濃色線が左眼、薄色線が右眼を示す。横方向の眼球運

動は左右差が小さいが、縦方向は計測期間全域を通して左右の違いがあることがわかる。

図 4.1（c）は両眼の旋回速度（以降、眼球運動の速度）の時間変化を示す。横軸は計測開

始からの経過時間(msec)を表し、縦軸は縦横各方向の旋回速度を表す。色の濃淡は図 4.1（b）
同様である。2000ms（①）と 2600ms（②）付近の縦線が示されている期間で X 速度が大

きくなっている。ここがマイクロサッカード期間である。マイクロサッカード期間は横方

向の速度に顕著に表れていること、図 4.1（b）同様、縦方向の速度の左右差よりも横方向

の速度の左右差は小さいことがわかる。また、①の X 速度の符号は正で、②の符号は負で

あることから、図 4.1（a）の①のマイクロサッカードは観察者側から見てＸ＋方向へのマ

イクロサッカードで、②はＸ－方向へのマイクロサッカードであったことがわかる。 
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図 4.1 （ａ）３秒間中の眼球位置の変化、（ｂ）水平・垂直眼球位置の時間変化、 
（ｃ）水平・垂直速度の時間変化 
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4.2.4 マイクロサッカード抽出手順 
マイクロサッカードを抽出する方法として、眼球運動の速度を用いる方法が広く用いら

れている。Engbert らは、250Hz にて眼球運動を計測し、眼球運動の速度に閾値を設定し、

閾値を超えた急峻な動きをマイクロサッカードとして抽出している[4]。そこでその手法を

基に、構築した固視微動計測器での計測データに適した抽出条件を付加した手法を採用し

た。本装置におけるマイクロサッカード抽出手順を以下に示す。 
 
1) 時刻 t での眼球運動の速度の X 成分 Vxt と Y 成分 Vyt を下式にて計算する。 

     t
xxxxVx tttt

t Δ6
2112

 , t
yyyyVy tttt

t Δ6
2112

 

2) 速度の大きさを下式にて計算する 

22 VyVxVxy ttt  

3) Vxyt をその標準偏差で正規化する 

4) Vxy の標準偏差の 5 倍をマイクロサッカード抽出閾値 Vth とし、Vxyt が Vth を超えた区間を

求める 

5) 手順（４）の区間が 6ms 連続している 

6) 手順（５）の区間の最大速度の半値全幅が 20ms 以内の区間をマイクロサッカードとする 

7) 手順（６）の半値全幅の２倍の区間が重なる場合、該当マイクロサッカードは解析対象外と

する。 

手順（１）から（５）は Engbert らの手法[4][5]である。しかし、本固視微動計測装置

では、頭部拘束用ベルトや頭部固定用バイトなどを用いずに、顎台に顎を載せる以外の

拘束は一切行わなかったため、(1)から(5)までの抽出手順だけでは解析上ノイズとなる、

体動や心拍などの動きも抽出された。そこで先行研究によるマイクロサッカード期間の

報告[3]を参考に手順（６）を付加した。また、手順（７）にて除外対象とした眼球運動

は、例えば横方向にマイクロサッカードをした後、一端、眼球運動速度が閾値 Vth未満に

低下した後、そのまま再度加速が行われ、連続した動作の中、数 ms 内に上方向にやや遅

いマイクロサッカードを行った場合などが該当する。マイクロサッカード頻度の報告[3]
からこの横方向と縦方向への眼球運動は一連の動作とも考えられるが、他の単一動作と

は異なる為、本稿では解析対象から除外した。 
 

4.2.5 抽出した固視微動・マイクロサッカードの正当性の評価 
図 4.2（a）に３秒間計測×10 回の計測データから抽出した被験者 A のマイクロサッカー

ドを示す。横軸は時間経過(msec)を表し、縦軸は眼球運動の速度の標準偏差によって正規化

した眼球運動の速度を表す。標準偏差の５倍（５SD）の値で横軸に平行に引かれた線は Vth

を示し、薄色線は左眼、濃色線は右眼の眼球運動の速度の時間変化を表す。マイクロサッ



40 
 

カード抽出閾値を超えた速度で移動している際の左右眼の速度差は、閾値以下の状態より

もよく一致している事が分かる。 
図 4.2（b）に閾値 Vth を超えてから下回るまでの期間における眼球位置の変化を示す。

閾値を超えた時の座標が原点になるようにオフセット処理を行っている。図 4.2(b)の計測索

引番号は、図 4.2(a）の各マイクロサッカードの索引番号と対応する。左眼のマイクロサッ

カードはほぼ同じ方向に跳躍するのに対し、右眼の左右方向は同じであるが上下方向の統

一性が左眼よりも低いことが分かる。 
 

 
図 4.2 （ａ）被験者Ａが行ったマイクロサッカードの眼球運動速度, 

（ｂ）被験者Ａが行ったマイクロサッカードの眼球位置 
 
 

図 4.3 に前項定義によって抽出した全 123 個のマイクロサッカードについて、横軸にマ

イクロサッカード期間での眼球運動の移動距離を設定し、縦軸にマイクロサッカード最大
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速度を設定したグラフを示す。このグラフは Zuber らがマイクロサッカードの特徴として

示したのち[6]、Engbert ら[4]を含む様々なマイクロサッカードに関する論文において、抽

出したマイクロサッカードが正当であることを確認するのに用いられている。一方、その

判断基準はグラフの相関性、直線性としながらも定量的な判断基準は示されていない。そ

こで本稿では、相関の有無の判定基準に上田の判定基準[7]である相関係数 R2が『4 / (デー

タ数 + 2 )』を上回るか否かを基準として用い、確認した。R2が 0.67 なのに対し、上式の

『データ数』に抽出された全マイクロサッカード数である 123 を代入した結果は 0.03 であ

り、R2を下回ることから、3.4.2 項での手順にて抽出したマイクロサッカードの移動距離と

最大速度には相関が認められる。また、抽出されたマイクロサッカードの移動距離は 0.34
±0.13 度（平均値±標準偏差）、最大速度は 39.3±10.0 度/秒であり、先行論文[3]にて示さ

れるマイクロサッカードの範囲内であることからも、本稿にて抽出したマイクロサッカー

ドは正当であると判断出来る。 
 

 
図 4.3 マイクロサッカードによる眼球移動距離と最大速度の関係 
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4.2.6 マイクロサッカード特徴量の定義 
マイクロサッカードの左右差を議論するために用いる特徴量を表 4.1 に示す。これらの特

徴量の意味を表すための測定結果の一例を図 4.4 は示している。図 4.4（a）の横軸はマイ

クロサッカード区間前後の時間経過を表し、縦軸は眼球運動速度を示している。閾値 Vth（本

稿では速度の標準偏差の５倍。4.2 節・手順４）を上回った時刻をマイクロサッカード開始

時刻 tsとし、Vthを下回った時刻の直前の時刻をマイクロサッカード終了時刻 teとし、te-ts

をマイクロサッカード期間とし、各特徴量を算出する。ts から te までの期間における最大

速度が当該マイクロサッカードの最大速度 Vpとなり、同時刻を tpとする。図 4.4（b）では

tsから teまでの期間における眼球運動の軌跡をその前後の期間を含め示す。ts時刻における

眼球位置を(x, y)=(xs, ys)とし、te時刻における眼球位置を(x, y)=(xe, ye)とする。マイクロサ

ッカードによる移動距離はこの２点間距離となる。マイクロサッカード時の移動方向とし

て、マイクロサッカード最大速度前後の位置が成す角度θpを定義する。 
 

表 4.1 マイクロサッカード特徴量 

 
 

 
図 4.4 マイクロサッカードの抽出方法と特徴量の定義 
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4.3 マイクロサッカードの特徴量の左右差特徴量の定義 
 4.3.1 マイクロサッカードの特徴量の左右差特徴量の定義 
マイクロサッカード特徴量の左右差特徴量の内、『マイクロサッカード回数の左右差 Nm』、

『マイクロサッカードが最大速度に達した時刻の左右差ΔtVmax（tpの左右差）』、『マイクロ

サッカードが最大速度に達した時刻の移動方向（角度）の左右差Δθ（θpの左右差）』の 3
特徴量は減算結果を評価する。『マイクロサッカード最大速度の左右差ΔVmax（Vp の左右

差）』、『マイクロサッカード期間の左右差ΔD（te-tsの左右差）』、『マイクロサッカード距離

の左右差ΔA』の 3 特徴量については、次式にて評価した。 
 

 

 
本左右差特徴量値は、各マイクロサッカード特徴量の左右差を、その特徴量の平均値で

正規化し、100 を掛け、更に 1/2 を掛けた値を左右差特徴量として定義したものであり、単

位は『％』となる。最後の 1/2 は、左右差の値を 0％から±100％迄の範囲とするために設

けた係数である。本算出値が大きい程その特徴量が左右眼の違いを鋭敏に捉えることを示

し、正符号は左眼の動きの特徴量が右眼よりも大きいことを表し、負符号は右眼の動きの

特徴量が左眼よりも大きいことを表す。Nm以外の左右差特徴量は、左右眼ともにマイクロ

サッカードが検出されたものを対象に算出された結果であり、Nmとあわせて表 4.2 に示す。

表 4.2 中の p 値は左右差について Paired-t 検定により求めた結果である。 
 
 

表 4.2 マイクロサッカードの左右差の平均値と標準偏差 

 

2

1

2

右眼の特徴値左眼の特徴値

100特徴値左眼の特徴値－右眼の
)＝％( 左右差

左眼 右眼 差 （回） 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値

被験者Ａ 7 7 0 0.18 0.47 0.36 4.7 4.0 0.25

被験者Ｂ 10 11 1 0.13 0.71 0.59 2.6 2.7 0.75

被験者Ｃ 11 14 3 1.36 1.42 0.01 4.9 3.7 0.16

被験者Ｄ 23 26 3 1.79 1.12 0.00 5.4 2.6 0.00

被験者Ｅ 7 7 0 0.89 0.94 0.05 3.4 3.2 0.24

マイクロサッカード回数（回） 最大速度の時刻差（ms） 角度差（度）

平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値

被験者Ａ 3.7 1.9 0.00 2.7 4.1 0.20 6.1 4.4 0.01

被験者Ｂ -10.1 8.6 0.01 -6.4 9.5 0.07 -13.6 14.0 0.02

被験者Ｃ 1.0 3.9 0.42 2.0 5.8 0.31 3.0 7.3 0.24

被験者Ｄ -3.6 4.2 0.00 -0.5 8.1 0.57 -3.8 11.1 0.05

被験者Ｅ 7.8 5.1 0.00 -9.2 10.5 0.08 9.9 10.4 0.03

最大速度の左右差（％） 期間の左右差（％） 移動距離の左右差（％）
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4.3.2 マイクロサッカードの回数の左右差 
表 4.2 の最左欄に Nmの集計結果を示す。単位は『回』である。Nmが左右で同回数であ

った被検者が 2 名、残り 3 名は左右で異なる Nmであったが、すべての片眼のみにマイクロ

サッカードが検出された場合でも検出されなかった側の眼球運動には微小跳躍眼球運動は

確認された。いずれも眼球運動速度が Vth に満たなかった（4.2 節の抽出手順４）か、Vth

を超えている期間が 6ms 未満であった（同手順５）ために解析対象から除外された眼球運

動であった。 
4.3.3 マイクロサッカードが最大速度に達した時刻の左右差 
表 4.2 の左から 2 種目の欄にΔtVmaxの集計結果を示す。単位は『msec』である。被検者

ＣのΔtVmaxには有意差（p<0.05）が見られ、被検者Ｄには高度な有意差（p<0.01）が確認

された。Ｃ，ＤのΔtVmax の平均値は、本計測器の計測時間分解能 1.25ms よりも大きな時

刻差であるが 2 フレーム以上の差ではない。一方、被検者Ａ，Ｂ，ＥのΔtVmaxには有意差

は確認されなかった。 
 

4.3.4 マイクロサッカードが最大速度に達した時刻の移動方向（角度）の左右差 
表 4.2 の左から 3 種目の欄にΔθの集計結果を示す。単位は『度』である。左右差に関す

る Paired-t 検定を行うにあたり、0 度と 360 度の差を 0 とする補正を行った。左右の角度

差が 180 度以上の場合、180 度以上の角度側を 360 度とするようにオフセットを加えた後

これを０とし、対側にも同値のオフセットを加える処理を行った。角度差の平均値が 5 度

以下の被検者Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅの 4 名のΔθには有意差が見られなかったが、被検者ＤのΔ

θには高度な有意差が見られた。ここで数値の意味をより深く理解するために、図 4.5 に示

すポーラーダイアグラムを確認する。本ポーラーダイアグラムは、360 度を 10 度ごとの領

域に分け、±5 度方向領域へのマイクロサッカードの頻度を表すものであり、θp の頻度を

方向毎に表したものである。円中心から外周に向かって頻度を表す。薄色領域は左眼がど

の方向にどの程度の頻度でマイクロサッカードを行ったのかを示し、濃色領域は同様に、

右眼を表す。グラフの右側が被検者の左耳側に対応し、グラフ左側が被検者の右耳側に対

応する。表 4.2 においてΔθに有意差の見られなかった被検者Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅの 4 名のマイ

クロサッカードは左右のいずれかの方向へのマイクロサッカード頻度が多く、偏っている

のに対し、被検者Ｄのマイクロサッカードは左右両方向に行われている。また左右眼の分

布の重ならない領域が他の 4 名よりも広いことが分かる。このマイクロサッカードの方向

が一定しない状態が表 4.2 の平均値に表れ、結果、Δθの有意差に繋がったことが分かる。 
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図 4.5 マイクロサッカードの跳躍方向 

 
 
 

4.3.5 マイクロサッカードの最大速度の左右差 
表 4.2 の左から 4 種目の欄にΔVmaxの集計結果を示す。単位は『％』である。被検者Ａ，

Ｄ，ＥのΔVmax に高度な有意差が確認でき、被検者ＢのΔVmax に有意差が確認できる。有

意差が見られた 4 名の平均値は有意差が見られなかった被検者Ｃに比べて大きく、平均値

と検定結果の対応がみてとれる。中でも最もΔVmaxが大きい被検者Ｂは標準偏差も大きく、

マイクロサッカード動作が他者に比べて一定していないことがわかる。平均値の符号をみ

ると被検者Ａ，Ｃ，Ｅは正符号、被検者Ｂ，Ｄは負符号となっており、被検者によって左

眼のマイクロサッカードの方が右眼よりも速い傾向をもつ被検者と、右眼のマイクロサッ

カードの方が左眼よりも速い傾向をもつ被検者がいることが分かる。 
 
4.3.6 マイクロサッカード期間の左右差 
表 4.2 の右から 2 種目の欄にΔD の集計結果を示す。単位は『％』である。ΔD はすべ

ての被検者において有意差が確認されなかった。一方、平均値は被検者Ｄが－0.5％と、Δ

D 自体が小さいのに対し、被検者Ｅは－9.2％と大きい。そこで被検者Ｄと被検者ＥのΔD
を Mann-Whitney U 検定を行った結果、p=0.045 となり、有意差が確認された。また、F
検定の結果は p=0.08 と有意差は見られず、被検者Ｄと被検者ＥのΔD は分布に有意差はみ

られないが、群としては有意差が見られることが分かった。以上のように、ΔD は左右差

を通して被検者間の違いを示す特徴量であることが示唆される。 
 

4.3.7 マイクロサッカード移動距離の左右差 
表 4.2 の最右欄にΔA の集計結果を示す。単位は『％』である。被検者ＡのΔA に高度な

有意差がみられ、被検者 B、E のΔA に有意差がみられた。平均値に関しては移動距離の性

質上、最大速度や期間と同様の左右の大小関係を示しつつも、より左右差の割合値は大き

くなっている。平均値、符号、標準偏差の理解を深める為に、ΔVmax、ΔD、ΔA を代表し

て、要約統計量を求める前のΔA を図 4.6 に示す。図 4.6 の横軸は被験者を示し、縦軸はΔ

A を表す。正符号は左眼のマイクロサッカード距離が右眼よりも長いことを示し、負符号は

その逆である。被験者 A のΔA の標準偏差は 4.4 であり、他の被検者よりも小さな値とな
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っているが、このことは図 4.6 上の分布の広がりからも確認できる。平均値が 6.1、標準偏

差はそれよりも小さな 4.4 という値は、図 4.6 上のほぼ全てのΔA が正方向に分布している

ことを表すと理解できる。その観点で被検者Ｂの要約統計量を確認すると、平均値は-13.6、
標準偏差は平均値の絶対値よりも大きな 14.0 となっており、図 4.6 上の大多数のマイクロ

サッカードのΔA が負符号で、少数（この場合は１つ）のマイクロサッカードのΔA が正符

号という状況を、表 4.2 の数値が示していることがわかる。また、本解釈が被検者Ｃ，Ｄ，

Ｅに関しても適用できることがわかる。ΔVmax、ΔD よりも平均値の絶対値は大きいこと

から、ΔA は各被験者の左右差と個人差をより鋭敏に定量化する特徴量であることが確認で

きた。 
 

 
図 4.6 マイクロサッカードによる眼球移動距離の左右差 

 
 
 
4.4 まとめ 
高次脳機能障害者に見られる左右の眼球運動の違いを高精度に定量化するために、高

速・高精度に両眼の固視微動を計測する装置を構築した。両眼同期の時間差は 1.25ms 以下

の精度で計測できる。本装置を用いて左右眼のマイクロサッカードを同時計測した。マイ

クロサッカード回数の左右差、マイクロサッカードが最大速度に達した時刻の左右差、マ

イクロサッカードが最大速度に達した時刻の移動方向の左右差については減算結果を左右

差として評価した。マイクロサッカード最大速度の左右差、マイクロサッカード期間の左

右差、マイクロサッカード距離の左右差の 3 特徴量については、左右差を左右の特徴量の
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平均値に対する割合として評価した。回数の左右差に差はなかった。最大速度に達した時

刻の左右差には左右の有意差を示す被検者もいたが、本計測器の時間分解能（1.25ms）に

おいて、2 フレーム以上の差を示す被検者はいなかった。移動方向の左右差では 2.6 度～5.4
度の差が見られ、一人に左右の有意差が見られた。ポーラーダイアグラムの確認から、移

動方向の左右差の値は左右眼のマイクロサッカード方向の傾向の違いを表す特徴量である

ことが確認できた。最大速度の左右差において、5 人の被検者中 4 人に左右の有意差が確認

され、左右差が１％の被検者には有意差は確認されなかった。一方、この１名の最大速度

の左右差の標準偏差は有意差の見られた被検者の標準偏差よりも大きく、最大速度の左右

差の平均値が左右差を鋭敏に定量化する指標であることがわかった。期間の左右差では全

被検者に左右の有意差はみられなかったものの、被検者間の有意差は確認できたことから、

期間の左右差は個人差を定量化できる指標であることがわかった。距離の左右差は距離の

性質上、速度と期間の性質をあわせもつ傾向を示し、かつ、より鋭敏に左右差と個人差を

定量化する指標であることが分かった。 
このように、今回定義したマイクロサッカードの左右差特徴量はその傾向から個人差を

定量化できる可能性が示唆された。 
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第５章 
瞬目計測装置の開発と 
VDT 作業負荷が瞬目動作に及ぼす影響

の評価 
 
 
 
5.1 はじめに 
瞬目動作（まばたき動作）には反射性瞬目、随意性瞬目、自発性瞬目の３つがある。自

発性瞬目は角膜表面を湿潤化させ、明るい視野と良好な実用視力をうる事が目的の１つで

あるが、それだけではなく、近年、自発性瞬目が視覚情報処理や認知過程さらには被検者

の心理状態と深い関わりを持つことが明らかになってきた。何かに注意を向けて集中して

いる時には自発性瞬目は抑制され[1][2]、読書やＶＤＴ作業中の瞬目回数は半分以下減少す

ると報告されている[3]。また、不安や退屈した気分、眠気は瞬目の頻度を増加させる傾向

がありとも報告されており[1][2]、瞬目回数が眠気の指標として有用であるとの報告もある

[4]。また、瞬目による閉瞼時間の変化と眠気に相関があるとの報告も見られ[5]、閉瞼時間

の測定はドライバ－の意識低下検知の有効な方法として注目されている[6]。瞬目速度に関

しても、その遅延が疲労の指標になると示唆され、e-ラーニング時の疲労検出に応用する試

みがなされている[7]。 
瞬目現象を詳細に観察記述するには筋電図やサ－チコイル法、眼電位図などを用いるこ

とが多い一方、カメラを用いた測定はこれらに比較して情報量が少ないとされてきた[8]。
それは、筋電図やサーチコイル法はアナログ信号計測であるのに対して、カメラを用いた

瞬目計測法では、30Hz のビデオカメラが用いられてきたため、瞬目時の詳細な解析ができ

なかったためである。つまり、カメラのフレームレートを高めることができれば、筋電図

やサーチコイル法と同等の情報を、非侵襲かつ簡便な方法にて得られることになる。 
本章では、脳機能との関連が示唆されている瞬目を、高速・高精度に計測する瞬目計測

装置の開発を行う。得られた上眼瞼位置（うわまぶたの位置）の時間変化情報から瞬目を

抽出する条件と、瞬目特徴量を定義し、本装置の計測精度評価を行う。次にクレペリンテ

ストを用いた、VDT（Visual Display Terminals）作業ストレス負荷前後の瞬目の評価を行

う。本研究は浜松ホトニクス株式会社社内倫理委員会にて承認を得て実施した。 
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5.2 瞬目計測装置 
図 5.1 に瞬目計測装置を、図 5.2 に瞬目計測ソフトウェアを、図 5.3 に瞬目解析ソフトウ

ェアを示す。瞬目計測装置は瞬目動作を撮影するインテリジェントビジョンセンサ（IVS）
とレンズで構成される光学系、眼部を広く、羞明なく（被験者が照明をまぶしいと感じる

こと無く）照明する 16 個の近赤外 LED で構成される照明部、被験者が計測中に注視する

視標部で構成される計測ユニットと、計測ユニットと被験者との位置関係を調整するため

の操作台から構成される。基本的な構成は固視微動計測装置と同じであり、違いは、IVS
に取り付けるレンズの倍率と、照明部の近赤外 LED の個数である。レンズの倍率は、固視

微動計測装置は約 1.5 倍の拡大結像レンズであったのに対し、瞬目計測装置では、眼部の約

23mm 四方を約 20%に縮小結像するレンズを用いる。また、照明部に関し、固視微動計測

器は、角膜反射光を生成するために、近赤外 LED１個を用いるが、瞬目計測器では、眼部

全体を照明するために、16 個の近赤外 LED を用いる。使用する近赤外 LED には違いは無

く、発光部前に集光用レンズが具備され、光束が集光されるタイプのものを利用する。そ

れ以外は固視微動計測装置と共通のため、説明を省略する。 
 
 
 

 
図 5.1 瞬目計測装置 
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図 5.2 瞬目計測ソフトウェア 

 
 
 

 
図 5.3 瞬目解析ソフトウェア 

 
 
 
5.3 瞬目特徴量の定義 

瞬目特徴量の抽出は、撮影した眼部画像から眼瞼位置を算出する段階と、眼瞼位置の時

系列情報から瞬目を抽出し、瞬目特徴量を求める段階の２段階で構成される。 
初めに眼部画像から眼瞼位置を求める方法について説明する。図 5.4 に上眼瞼位置の算出

手順の概念図を示す。 IVS によって横 (x) 128 画素、縦 (y) 232 画素の眼部画像

Brightness(x,y) を得る。本画像の各画素の輝度値を横方向に加算し、全 232 個の輝度総和  

 
を得る。 

128

1

),()(_
x

yxBrightnessyBrightnessSum
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次に眼瞼位置を求める。輝度総和の最大値と最小値の平均を眼瞼位置の輝度値とする。

眼瞼位置の輝度値の y 座標を探索し、眼瞼位置とする。 

 
以上の眼瞼位置を求める演算を、計測データの全てのフレームに対して行い、上眼瞼位

置の時系列情報を得る。 
 

 

図 5.4 上眼瞼位置算出手順概念図 
 
 
 
次に瞬目動作期間の抽出方法と瞬目特徴量の算出について説明する。瞬目特徴量の定義

を図 5.5 に示す。瞬目動作の抽出法は、上眼瞼速度に閾値を設け、閾値を超えた区間を瞬目

期間として抽出する。はじめに、眼瞼位置の時系列情報に対して±25msec 区間での移動平

均を適用し、カメラの画素の輝度値の揺らぎに起因する高周波ノイズの除去を行う。次に

眼瞼位置の経時変化に対して１次微分を行い、眼瞼速度の経時変化情報を得る。ここで得

た眼瞼速度の経時変化情報を用いて瞬目期間を算出する。眼瞼位置の経時変化情報に対し

て瞬目抽出用速度閾値である、±5mm/sec を超える期間を探索し、当該区間を瞬目期間と

定義した。上眼瞼移動速度を用いた背景には、瞬目開始時と終了時の上眼瞼位置が一致し

ない場合があるため、位置情報を用いることができない。瞬目特徴量は、ここで求めた瞬

目期間中の眼瞼位置の変化量、眼瞼速度の変化量となる。各瞬目動作期間中における、上

眼瞼が最も下部位置より以前を閉瞼動作期間、以降を開瞼動作期間として、閉瞼時上眼瞼

瞬目期間、閉瞼時上眼瞼最大速度、閉瞼時上眼瞼移動距離、開瞼時上眼瞼瞬目期間、開瞼

for y=0 to 232
{

if ( Sum_Brightness( y ) == 眼瞼輝度値 ) Then  眼瞼位置＝ y 
}
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時上眼瞼最大速度、開瞼時上眼瞼移動距離と、閉瞼瞬目終了時刻から開瞼瞬目開始時刻ま

でを閉眼期間として定義し、求めた。 
 

 
図 5.5 瞬目特徴量の定義 

 
 
 
5.4 瞬目計測精度の検証結果 
屈折異常以外に眼疾患を持たない 20歳代～50歳代の男性オフィスワ－カ－11名 11眼を

対象とする。20 歳代６名、30 歳代１名、40 歳代２名、50 歳代２名である。インフォーム

ドコンセントを得て、通常業務の合間に測定を行う。測定環境照度は 100 lux とし、被検者

には計測器の顎台に顎をのせて前を向き、正面に光る視標が円形に視認できるように視標

の光学ユニットを調整した後、自然に見つめるよう指示する。瞬目を計測するという情報

の提供や瞬目に関する指示は出さない。以上の条件にて、hole in card 法で決定した優位眼

の前眼部を、瞳孔を中心として 30 秒間撮影する。計測後、測定デ－タを保存した後すぐに

次の測定を行う。所要時間は測定に 90 秒（30 秒×3 回）、デ－タ保存に約 90 秒の計 3 分程

度である。 
本研究は浜松ホトニクス株式会社社内倫理委員会にて承認を得て実施した。 
本研究で構築した瞬目計測装置にて定量化した、閉瞼時上眼瞼移動期間と閉瞼時上眼瞼

最大速度を先行研究と比較し、得られた数値の妥当性を検証する。尚、本瞬目計測装置を

用いて、定義に則り抽出した瞬目には、閉瞼完全型と閉瞼不完全型と閉瞼変則型が確認さ

れた。先行研究では閉瞼完全型が解析対象となっているため、閉瞼完全型に限定し、先行

研究結果と比較を行う。 
表 5.1 に本装置による瞬目特徴量集計結果を示す。はじめに閉瞼時上眼瞼移動期間につい

上
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て検証する。Evinger らは、閉瞼時上眼瞼移動期間（眼を閉じる時までの期間）は約 60～
90msec、開瞼時上眼瞼移動期間（眼が開かれるまでの期間）は約 140～220msec となり、

開瞼時上眼瞼移動期間は閉瞼時上眼瞼移動期間の約 3 倍となることと、瞬目時間（閉瞼開

始時刻から開瞼終了時刻までの期間）と、閉瞼時上眼瞼移動距離との間には相関が見られ

ないことを報告している[1]。Stava らも同様に、上眼瞼移動距離と瞬目時間との間には相

関が見られないと報告している[9]。一方、本研究で開発した瞬目装置による定量値は、閉

瞼時上眼瞼移動期間は 98±18ms、開瞼時上眼瞼移動期間は 308±70ms となっており、先

行研究よりも長期間化の傾向は見られるものの、開瞼時上眼瞼移動期間と閉瞼時上眼瞼移

動期間の比は先行研究と同等の 3.3±1.1 倍であった。また、図 5.6 に示す、上眼瞼移動距

離と移動期間の関係をみると、先行研究同様、2 変数間に相関はみられなかった。先行研究

はサーチコイル式のため、ビデオカメラ方式に比べて瞬目動作の動き始めと動き終わりに

ついての検出精度が低いことが要因であり、瞬目動作は眼輪筋及び上眼瞼挙筋の緊張によ

って行われるため、はじめとおわりを同程度検出できなくとも相対比は変わらないことか

ら、本研究で開発した、非侵襲方式による瞬目計測装置にて定量化した閉瞼時上眼瞼移動

期間と開瞼時上眼瞼移動期間の値は、侵襲計測方式であるサ－チコイル法と同等の精度が

得られていると判断した[10]。 
 
 
 

表 5.1 瞬目特徴量解析結果 

 
 
 
 
 
 
 

出現回数 39

瞬目時間 （msec） 398±75

下降時間 （msec） 98±18

上昇時間 （msec） 308±70

所要時間比（上昇/下降） 3.3±1.1

最大下降速度（mm/sec） 186±53

最大上昇速度（mm/sec）     59±18

最大速度比（下降/上昇） 3.2±0.9
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図 5.6 上眼瞼移動距離と上眼瞼移動期間の関係 

 
 
 
 
 
 
次に閉瞼時上眼瞼最大速度について検証する。本瞬目計測装置にて観測された閉瞼時上

眼瞼最大速度は、186±53 mm/sec であり、開瞼時上眼瞼最大速度は、59±18mm/sec であ

った。この得られた値について、Stava らは 5 症例の閉瞼時上眼瞼最大速度の平均値が 481
～1107 度/秒（0.25 度＝0.05mm 換算で 96～221mm）と報告しており、本瞬目計測装置

で得られた値とほぼ一致していることが分かる。また、Stava らは、閉瞼時上眼瞼最大速度

と閉瞼時上眼瞼移動距離には強い正の相関が見られ、相関係数は 0.88 と報告しており 12）、

Evinger らも閉瞼時上眼瞼移動距離と閉瞼時上眼瞼最大速度に強い正の相関が見られるこ

とを報告している 9）。一方、図 5.7 に示す本瞬目計測装置での閉瞼時上眼瞼最大速度と閉瞼

時上眼瞼移動距離の相関係数は 0.85 であり、本研究で開発した、非侵襲方式による瞬目計

測装置を用いての速度測定は、侵襲計測方式であるサ－チコイル法と同等の精度が得られ

ていると判断した[10]。 
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図 5.7 上眼瞼移動距離と上眼瞼最大速度の関係 
 
 
 
5.5 健常者の VDT 疲労前後の瞬目計測結果 
 本節では、屈折異常以外に眼疾患を持たない（眼鏡をかけている以外に眼病を罹患して

いない）ことを健常であることの条件とし、健常者に VDT 疲労の負荷を与えた前後の瞬目

に違いが表れるかについての検証を行う。 
 計測条件を図 5.8 に示す。屈折異常以外に眼疾患を持たないオフィスワーカ－２名、30
代男性と 40 代男性に対して VDT 疲労の負荷となるクレペリン検査を行うように指示し、

VDT 疲労の負荷タスク前後に行う随意瞬目を評価する。クレペリン検査は、室内照度が約

100 lux に調整された会議室にて、計測対象者の 60 cm 目先に置かれた、19 インチ CRT デ

ィスプレイを用いて実施する。被検者には１時間、視角 0.5 度に提示される１桁の２つの数

字を暗算にて和算し、キー入力する作業を課す。VDT 疲労の負荷タスクの前後で行う随意

瞬目計測は２種類の瞬目タスクで構成する。１つ目のタスクは、10 秒間、１秒毎に瞬目を

行うもの（タスク１）で、２つ目のタスクは、10 秒間、計測対象者にとって可能な限り速

く連続して瞬目を行うもの（タスク２）である。以上の２タスクをインフォームドコンセ

ントを得た上で実施した。計測は hole in card 法にて確認した優位眼に対して行った。 
本研究は浜松ホトニクス株式会社社内倫理委員会の承認を得て実施した。 
図 5.9 にタスク１を行った計測対象者Ａの瞬目速度の VDT 前後の結果を示し、図 5.10

に計測対象者Ｂの同結果を示す。タスク１を行った計測対象者Ａの閉瞼時の瞬目最大速度
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の平均値は、VDT 負荷前が 215.5 mm/sec±26.5 だったのに対し、VDT 負荷後は 84.3 
mm/sec±35.1 となった。計測対象者Ｂでは、VDT 負荷前が 213.5 mm/sec±25.1 だったの

に対し、VDT 負荷後は 186.4 mm/sec±27.1 となった。開瞼動作時の瞬目最大速度では、

計測対象者Ａの瞬目速度の最大値の平均が 58.5 mm/sec±6.2 から 36.6 mm/sec±11.3 に変

化したのに対し、計測対象者Ｂでは、74.4 mm/sec±7.4から78.9 mm/sec±6.4に変化した。

有意水準を５％とし t 検定を行ったところ、計測対象者Ａの閉瞼時の瞬目速度の変化と開瞼

時の瞬目速度の変化に有意差が見られ、計測対象者Ｂの閉瞼時の瞬目速度の変化に有意差

が見られた。図 5.11 にタスク２を行った計測対象者Ａの瞬目速度の VDT 前後の結果を示

し、図 5.12 に計測対象者Ｂの同結果を示す。計測対象者Ａの閉瞼動作時の最大速度の平均

値は 211.3 mm/sec±40.7 から 107.7 mm/sec±38.2 に変化し、計測対象者Ｂでは 202.1 
mm/sec±46.1 から 156.6 mm/sec±40.7 に変化した。開瞼動作時の計測対象者Ａの最大速

度の平均値は 59.6 mm/sec±9.9 から 41.5 mm/sec±12.1 に変化し、計測対象者Ｂでは 90.7 
mm/sec±18.8 から 77.9 mm/sec±17.1 に変化した。いずれの変化も有意差が確認でき、タ

スク２による計測方法ではタスク１での計測方法に比べてVDT負荷による変化を捉え易い

可能性が示唆された。 
 

 
図 5.8  VDT 疲労の負荷タスクの影響計測条件 
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図 5.9 被験者Ａのタスク１における瞬目速度変化 

 
 
 
 
 
 

 
図 5.10 被験者Ｂのタスク１における瞬目速度変化 
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図 5.11 被験者Ａのタスク２における瞬目速度変化 

 
 
 
 
 
 

 
図 5.12 被験者Ｂのタスク２における瞬目速度変化 
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5.6 まとめ 
本章では瞬目計測装置を構築し、計測結果について検証を行った。 
瞬目期間について、閉瞼期間は先行研究が約 60～90msec であったのに対して 98±18ms

であった。開瞼期間は先行研究が約 140～220msec であったのに対して 308±70ms であっ

た。閉瞼期間、開瞼期間ともに先行研究よりも長期化しているが、先行研究同様に閉期間

と開期間の比は約３倍であり、上眼瞼移動距離と移動期間の間に先行研究同様、相関はみ

られなかった[8]。長期化の理由は、先行研究がサーチコイル式のためビデオカメラ方式に

比べて瞬目動作の動き始めと動き終わりについての検出精度が低いことにある。以上から、

本研究で開発した非侵襲方式による瞬目計測装置による瞬目期間特徴量は、侵襲計測方式

であるサ－チコイル法と同様の数値であると判断した。 
閉瞼時の瞬目最大速度について、先行研究では 96～221mm/sec であったのに対し、186

±53 mm/sec であり、開瞼時の最大速度は、59±18mm/sec であった。先行研究では閉瞼

時の最大速度と閉瞼時の瞼移動距離の相関係数は 0.88 と報告しているのに対し、0.85 であ

った。本研究で開発した非侵襲方式による瞬目計測装置を用いた上眼瞼速度測定は、侵襲

計測方式であるサ－チコイル法と同等の精度が得られていると判断した。 
開発した瞬目計測装置は特別な環境を必要とせず、非侵襲的であり、測定時間が短く、

前方注視が出来る被検者であれば年齢を問わず測定可能などが特徴を持つ。また、上眼瞼

位置の把握は正確であり、これを元に演算した上眼瞼移動速度と上眼瞼移動期間の特徴量

は信頼できるものであることを確認した 
クレペリン検査を用いた VDT 疲労の負荷タスク前後の瞬目を評価した結果、VDT 疲労

は瞬目に影響を及ぼすことを確認した。特に VDT 疲労によって閉瞼時上眼瞼最大速度には

２名の被検者ともに低速化の傾向がみられた。自然瞬目における閉瞼時上眼瞼最大速度で

は、被検者 A は VDT 疲労の負荷タスク前比 40％に低下し、被検者 B は同比 87％に低下し

た。また随意瞬目における閉瞼時上眼瞼最大速度では、被検者 A は VDT 疲労の負荷タスク

前比 51％に低下し、被検者 B は同比 77％に低下した。同様の変化は瞬目期間の延長傾向に

も見られた。以上より、瞬目特徴量は VDT 疲労の生体マーカーとなりうることが示唆され

た。 
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第 6 章 
プレスクリーニング装置の実用化に

向けた活動 
 
 
 
6.1 はじめに 
 本章では、第 3 章、第 4 章で構築した固視微動計測装置と第 5 章で構築した瞬目計測装

置を、プレスクリーニング装置として実用化するために行ってきた活動について述べる。 
第 3 章で構築した固視微動計測装置は、約 100Hz の運動周波数で、約 0.006～0.012 度

の運動振幅の微小な不規則振動のようなマイクロトレモアを定量評価する装置である。約

0.003 度以上の振幅の動きを 1kHz のサンプリング周波数にて計測する装置である。マイク

ロトレモアが約 80Hz の運動周波数であることを計測し、確認した。 
第 4 章で構築した固視微動計測装置は、両眼同時にマイクロサッカードを計測し、左右

眼差を定量評価する装置である。左右差の時間分解能は 1.25ms 以内である。マイクロサッ

カード回数の左右差、マイクロサッカードが最大速度に達した時刻の左右差、マイクロサ

ッカードが最大速度に達した時刻の移動方向の左右差、マイクロサッカードの最大速度の

左右差、マイクロサッカードの期間の左右差、マイクロサッカードの距離の左右差を定義

し、左右差特徴量の傾向から個人差を定量化できる可能性が示唆された。 
第 5 章では瞬目計測装置を構築した。時間分解能は 1ms である。瞬目は閉瞼動作に約

100ms 要し、開瞼動作に約 200ms 要する眼瞼運動である。閉瞼には眼輪筋が用いられ、開

瞼には上眼瞼挙筋が用いられる。異なる筋肉の運動の結果が瞬目動作である。そのため、

動作期間中に変則的で、短時間、微小な動きが発生する。その動きを定量化できることを

確認した。また、VDT 負荷による疲労前後の瞬目を評価し、瞬目特徴量が生体状態を反映

することを確認した。 
 固視微動計測技術、瞬目計測技術を高次脳機能検査のプレスクリーニング技術として実

用化するためには、眼の動きの特徴量と脳機能状態との相関を確認する必要がある。医師

と連携し、医師の知見からの健常者の定義、健常者と疾患罹患者を統計解析できる規模の

データを取得し、解析を行うとともに、活動に必要な研究開発資金の確保を行う。それら

の活動を通して現場に即した計測装置のリファインを進め、事業展開に有効な知財を確保

する。また、マーケティング活動（ニーズ調査）を行う。 
本章ではこれらの活動についてまとめる。 
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6.2 眼の動きの特徴量と脳機能状態との相関の確認 
6.2.1 医師との連携 
 開発した固視微動計測技術、瞬目計測技術を用いて眼の動きの特徴量と脳機能状態との

相関を確認するためには、医師の知見を取り入れること、健常者データと患者データを比

較検討することが必要である。固視微動に関しては、浜松 PET 診断センターの協力のもと、

約 1000 人の固視微動を５年間計測し終えた。瞬目に関して京都府立医大眼科、神経内科と

共同し、『健常者の瞬目とはどのようなものであるか』について 2007 年から 2008 年にかけ

て解析した。また、健常者の解析と同時に、瞬目と脳機能の関係の有無を探り、違いの着

目点となる特徴量を見定める為に、先行研究事例もある高次脳機能障害の１つであるパー

キンソン病に注目し、瞬目特徴量を比較検討した。その結果、健常者とパーキンソン病罹

患者の瞬目特徴量に違いの傾向が得られた。 
そこで脳神経疾患患者の臨床実験に基づくデータ収集とその解析による指標化・診断法

の検討を進め、疲労やストレスの数値化、各種神経疾患の早期発見のための検査装置など

への足がかりを確立するために、2009 年、研究成果最適展開支援事業（A-STEP）の FS
ステージ（シーズ顕在化）の研究委託金を獲得し、研究開発をすすめた。疾患患者データ

13 例、健常者データ 25 例を収集、解析結果から両群の違いを示す特徴量抽出に成功した。

それらの成果は、学会発表３件（国内２件、海外１件）、特許発案１件として発表を行った。 
 次に非侵襲かつ高精度な脳神経疾患スクリーニング装置の実現を目指して、微小かつ高

速な瞬目特徴量に注目した脳神経疾患患者および健常者の定量的な診断方法の確立を行う

ために、2012 年、研究成果展開事業 研究成果最適展開支援 プログラム・本格研究開発ス

テージ ハイリスク挑戦タイプの研究委託金を獲得し、研究開発を進めた。パーキンソン病

罹患者 724 計測、患者比較用健常者 592 計測、健常者データベース作成用 841 計測を行っ

た。ROC 曲線による統計解析の結果、パーキンソン病罹患者と健常者との AUC 値は 0.81
という結果が得られた。また、パーキンソン病罹患者と類似症例との鑑別、パーキンソン

病罹患者の薬剤効果、パーキンソン病罹患者の病期進行との関係なども行った。 
この間、大規模データを効率よく計測・解析することを可能とする計測装置・解析ソフ

トウェアの改良を現場の声を参考に実施した。 
次項にて上記 2007 年から 2008 年にかけて行った健常者とパーキンソン病罹患者の瞬目

を比較した結果を示す。 
 
6.2.2 健常者とパーキンソン病罹患者の瞬目の違い 
パーキンソン病は高次脳機能障害と呼ばれる疾患の中の１つで、10 万人に 100 人が発症

する病である[1]。60 歳代から急激に発症率が高まる[2]ため、迎えつつある高齢化社会では

大きな社会問題となる。意思に関係なく発現する主な症候は、震せん、筋固縮、無動、姿

勢反射障害で[3]、生活の質を著しく低下させてしまう。現在は医師による自覚症状、神経

所見、臨床検査所見、鑑別診断、参考事項による診断が行われているが[4]、自覚前に早期
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発見できれば、治療計画にも、発現機序の解明にも有益である。パーキンソン病罹患者の

瞬目回数は健常者に比べて減る群[5] [6]と増える群がいること[6]や、浅く遅くなる傾向があ

ること[7]が報告されている。そこで、IVS を用いて高速・高精度に瞬目を計測し、定量化

した瞬目特徴量を評価し、パーキンソン病と健常者を見分けることが可能であるかを検討

する。 
 健常高齢者 12 名と年齢整合のとれたパーキンソン病罹患者（以下、PD 罹患者）を 10
名計測した。被験者は顎台に顔を載せた後、正面に無限遠に見える緑色 LED を注視し続け

る。この間に装置位置を被験者の眼部位置にあわせ、初めに左目を 40 秒間計測し、次に右

目を 40 秒間に計測した。計測の間、被験者には自然な状態で視標を注視するように促す。

本研究は、浜松ホトニクス株式会社社内倫理委員会の承認と、京都府立医科大学倫理委員

会の承認を得て実施した。 
閉瞼動作時の最大速度を健常高齢者と PD 罹患者で比較した結果を図 6.1 に示し、本特徴

量を ROC 曲線(Receiver Operating Characteristic curve)で評価した結果を図 6.2 に示す。

同様に閉瞼動作時の眼瞼移動量を評価した結果を図 6.3、図 6.4 に示し、開瞼動作時の眼瞼

最大速度を評価した結果を図 6.5、図 6.6 に示す。開瞼動作時の眼瞼移動量については閉瞼

時と同様の結果であったため省略する。 
図 6.1 に示すように、健常高齢者の閉瞼時上眼瞼速度と PD 罹患者のそれを比較すると、

健常高齢者の瞬目の分布の方が PD 罹患者に比べて全体的に速くなっていることが分かる。

健常高齢者の閉瞼時上眼瞼最大速度の平均値は 153.1mm/sec、標準偏差 58.4 であるのに対

し、パーキンソン病罹患者の平均値は 88.0mm/sec、標準偏差は 55.2 となっており、分布

の広がりに違いは少ないが、パーキンソン病罹患者の瞬目最大速度は 60%弱低下している

ことが分かる。そこで ROC 曲線を描き、曲線下面積で疾患判別能力を評価した結果が図

6.2 となる。検定が２群の違いの有無を判定するのに対して ROC 曲線評価は違いの度合い

を曲線下面積値にて定量評価できる。曲線下面積が 0.5～0.7 の時、分別能力は低いと判断

でき、0.7～0.9 の時はやや分別能力があり、0.9～1.0 の時には分別能力があると判断でき

る。グラフ形状は、２群に差がない時は右上がり直線となり、差が大きく程左上に向かっ

て弧を描く。図 6.2 を見るとグラフは弧を描いており、曲線下面積は 0.79 あるため、分別

能力があると分かる。同様の傾向が閉眼時の上眼瞼移動距離（図 6.3、図 6.4）、開眼時の上

眼瞼最大速度（図 6.5、図 6.6）にも言え、本結果は PD 罹患者の瞬目時速度と振幅が健常

高齢者に比べて低下するとした既報告[7][8]に合致する。 
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図 6.1 閉眼時の上眼瞼最大速度分布 

 
 
 

 
図 6.2 閉眼時の上眼瞼最大速度の ROC 評価結果 
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図 6.3 閉眼時の上眼瞼移動距離分布 

 
 
 
 
 
 

 
図 6.4 閉眼時の上眼瞼移動距離の ROC 評価結果 
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図 6.5 開眼時の上眼瞼最大速度分布 

 
 
 
 
 
 

 
図 6.6 開眼時の上眼瞼最大速度の ROC 評価結果 
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瞬目発生頻度について図 6.7 に示す。発生回数は 40 秒間に無意識に行われた瞬目回数を

表す。健常高齢者の瞬目発生回数の分布とパーキンソン病罹患者の発生回数の分布が重な

っており、６回以下の発生者割合が健常高齢者に比べてパーキンソン病罹患者の方が多く、

20 回以上発生者がパーキンソン病罹患者に少なくなっていることが分かる。しかし、２群

を Mann-Whitney U 検定したところ棄却された。つまり発生頻度で健常者とパーキンソン

病罹患者を弁別することは難しいことになる。そこで今回の瞬目抽出定義変更により注目

した微小眼瞼運動を評価した。10mm/sec 未満の微小眼瞼運動の 40 秒間中での発生数を、

それを含めた全瞬目数で割った結果、健常者が平均 6.1%だったのに対してパーキンソン病

罹患者は 20.3%というように３倍強に微小眼瞼運動の発生割合が増加していることが分か

った（表 6.1）。瞬目として 10mm/sec 以上の眼瞼運動を抽出した結果が過去の報告と比較

して差がないことを中村らが示している[9]。つまり、これまで PD 罹患によって減少した

と報告された瞬目は、神経疾患によって振幅が減少し、瞬目の定義から外れ、カウントさ

れなくなった結果であると推察される。 
 
 
 

 
図 6.7 瞬目発生頻度 

 
 
 

 
表 6.1 微小眼瞼運動の発生割合 

 

40秒間に行われた瞬目回数

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

瞬目回数 (回)

頻
度

 (
%
) 健常高齢者

PD罹患者

平均値 標準偏差

健常高齢者 6.1 13.8
ＰＤ罹患者 20.3 31.5

微小眼瞼運動発生割合



69 
 

6.2.3 まとめ 
 京都府立医科大学眼科、神経内科と共同し、非侵襲かつ高精度な脳神経疾患スクリーニ

ング装置の実現を目指して研究開発を進めてきた。年齢整合のとれた健常高齢者 12 名と高

次脳機能障害の１つであるパーキンソン病罹患者10名の瞬目を比較した結果、AUC値0.79
という結果が得られた。そこで研究委託金を２件獲得し、これまでに報告事例のない 2000
計測を超える大規模な計測・解析の結果、健常者とパーキンソン病患者の瞬目には AUC 値

0.81 の違いがあることが分かった。また、現場の声を反映した計測装置・解析ソフトウェ

アへの改良を実施した。 
 
 
6.3 知財の確保 
 本節では固視微動計測装置に関する知財と瞬目計測装置に関する知財の獲得状況につい

て述べる。これまで固視微動計測装置に関しては３件の特許申請を行い、３件の登録査定

を得た。瞬目計測装置に関する特許は７件申請し、４件の登録査定を得た。登録査定され

た知財について概要を示す。 
 
6.3.1 固視微動計測装置に関する知財の確保 
 固視微動計測装置に関する特許申請は３件行っており、３件の登録が確定している。本

項では事業実践としてのこの３件の特許について、事業の中での位置づけについて述べる。 
『特許第４３２２６９３号・眼球運動測定装置』は、眼球の緩やかな動きと高速運動と

をともに移動速度に応じた高い精度で測定できる眼球運動測定装置に関する特許である。

角膜反射光像の移動速度が比較的大きいときには解像度を下げるとともに撮像領域を広く

設定し、角膜反射光像の移動速度が比較的小さいときには解像度を上げるとともに撮像領

域を狭く設定することで、眼球の緩やかな動きと高速運動とを、ともに移動速度に応じた

高い精度で測定することができる。固視微動のような微小眼球運動と同時に、注視状態の

眼の動きを解析できる工夫に関するものである。注視状態の眼の動きとは、高次脳機能障

害者に見られる、健常者との視線移動傾向の違いを意味し、固視微動計測装置の視標部を

液晶素子などに換装することで計測は実現できる。２つの異なる動きが同時に計測可能と

なるため、測定者による計測装置の位置合わせ時間を最小とすることができ、被検者への

負担も低減できる効果がある、実用化した脳機能検査のスクリーニング装置にとっては有

効な知財である。 
 『特許第５０７２５５３号・眼球運動計測装置』は、マイクロトレモア成分を精度良く

計測するために固視微動計測装置に付与する工夫に関する特許である。取得画像からマイ

クロトレモア信号を、撮像素子内で抽出する機能とともに、その機能を用いて、リアルタ

イムにマイクロトレモア信号の S/N 比を高めるように、視標の位置や焦点などに制御をか

け、マイクロトレモアを計測するのに最適な状態になるような調整を行う機能に関する特
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許である。固視微動計測装置を検診などで実用する際、「計測できない」「所望信号が入手

できない」では計測装置としての信頼性が損なわれる。こうしたことが起こらず、得たい

信号が確実に得られ、解析できる装置とするための知財である。 
 『特許第５３６３０４３号・眼球運動計測装置』は、固視微動計測に最適な角膜反射光

を用いた計測を行う為の工夫に関する特許である。角膜反射光は、照明からの距離や照射

角度、角膜上での反射位置の違いなどにより、形状にわずかながら違いが存在する。角膜

上に複数の角膜反射光像を生成し、その中から固視微動計測に最適な角膜反射光を選択し、

計測に用いることで、高精度に計測することを実現する特許である。照明の位置などの諸

条件を最適にするための装置の位置調整を計測オペレータが行おうとすると、微調整のた

め、時間を要するだけでなく、計測オペレータと被検者双方にとって負担となってしまう。

本工夫はその負担をなくす工夫であり、実用には重要となる知財である。 
 
6.3.2 瞬目計測装置に関する知財の確保 
瞬目計測装置に関する特許は、７件申請し、現在までに４件の登録査定が得られている。

本項では事業実践としてのこの４件の特許について、事業の中での位置づけについて述べ

る。 
 『特許第５３０１８１５号・瞬目計測装置』は、疲労度と瞬目とのより確かな相関に基

づいた疲労度を算出することができる瞬目計測装置に関する特許である。これは本論文の

3.7 節で示した VDT 負荷前後の瞬目特徴量の変化に注目し、本研究結果を実用に結びつけ

るために申請した、疲労計測装置の特許である。 
 『特許第５３９９７７７号・瞬目計測装置及び瞬目計測方法』は、実用性が高く、かつ、

信頼性の高い瞬目特徴量を得るための計測装置及び瞬目計測方法に関する特許である。自

発性瞬目（無意識に行う自然瞬目）を評価対象とする場合、詐病への耐性の高い瞬目特徴

量が得られる利点がある一方、発生頻度が低い。より短時間に信頼性の高い瞬目特徴量を

得るために、随意性瞬目を計測対象とし、被検者の状態を定量化することを目的とした特

許である。単発の随意瞬目を計測、定量化、特徴量の取得を行う機能と、連続した随意瞬

目を計測、定量化、特徴量の取得を行う機能によって、信頼性の高い随意瞬目特徴量が得

られる工夫に関する特許である。本手法により、得られる瞬目特徴量が増え、被検者状態

の算出値への信頼性を高めることができるとともに、自然瞬目が極めて少ない被検者に対

しても、被検者に不快感を与えず、計測オペレータを不安にさせることなく、瞬目特徴量

が得られるようになる知財である。 
 『特許第５６４２９４５号・瞬目計測装置及び瞬目計測方法』は、生体状態の判定を行

う際に、計測された瞬目が完全瞬目か不完全瞬目か、自然瞬目か随意瞬目かを判定するこ

とによって信頼性の高い被検者状態の算出を可能とする特許である。脳機能検査のプレス

クリーニング技術は、疾患罹患者の生体状態算出値を誤って健常者の値で算出してしまう

ことがあっては検査の信頼性が損なわれる。瞬目を性質別に分類し、評価を行うことは、
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より算出を高精度に行うことに対して有効であり、精度が信頼性に直結する本件において、

この処理過程を権利化することは、事業を展開していく中での競合対応という面からも重

要である。 
 『特許第５８２５５８８号・瞬目計測装置及び瞬目計測方法』は、上眼瞼が変則的な挙

動を示す瞬目を抽出し、瞬目特徴量を定量化し、生体状態を表す数値とする特許である。

変則的な上眼瞼の挙動は健常者にも見られる動きではあるが、その頻度は高次脳機能疾患

患者の方が多いことが研究・開発によって判明した。また、自然瞬目においても、随意瞬

目においても見られ、通常の瞬目と分別した上で集計することで生体状態を表す数値とし

ての精度が高まることも判明した。脳機能検査のプレスクリーニング技術において、数値

の精度は本技術の価値そのものであり、知財化は事業展開を考える上で必須の事業実践活

動である。 
 
 
6.4 マーケティング活動（ニーズ調査） 
 これまでマーケティング活動（ニーズ調査）として、固視微動計測装置の展示会出展を

１回、瞬目計測装置の展示会出展を１回、瞬目計測装置のパネル展示を１回行ってきた。 
固視微動計測装置の展示は、2004 年に著者所属企業による東京国際フォーラムでのプラ

イベート展・フォトンフェア 2004 にて固視微動計測器のデモ展示を行った。図 6.8 は脳機

能検査のプレスクリーニング技術の研究開発活動を紹介するブース前に立つ著者と固視微

動装置であり、動くものを説明するためには動いている状態を見せるのが最適であると考

え、装置背後の大型テレビに計測ソフトウェアを表示して、デモなどを行った。これはそ

の後の眼科関係者との打合せなどに繋がった。 
 瞬目計測装置の展示は、2007 年の国際瞳孔学会でのデモ展示をおこなった。瞬目計測装

置は、元々、瞳孔の縮瞳・散瞳を定量化するために構築した装置であった。国際瞳孔学会

の企業展示場にて、本研究の口頭発表[10]をきき、興味を持った方々から、実際にデモを行

う瞳孔計測装置を見て、本装置にて瞬目を定量化したいとの要望が挙がったほか、ある企

業の研究者からは実際に使いたいとの要望を得た。 
 瞬目計測装置のパネル展示は、2013 年の筆者所属企業のプライベート展示会である、フ

ォトンフェア 2013 にて行った。2013 年 11 月 8 日の中日新聞で紹介された。 
こうした取組みにより、本研究で開発した装置を知った先生方から利用の打診を受け、

これまでに脳機能検査のプレスクリーニング技術とは違うが、本装置を、眼科応用 [11] や、

猿の学習効果の確認[12]などにも用いて頂いている。 
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図 6.8 フォトンフェア 2004 での固視微動計測器のデモ展示 
 
 

6.5 まとめ 
プレスクリーニング装置の実用化に向けた活動として、眼の動きの特徴量と脳機能状態

との相関の確認と、知財の確保とマーケティング活動（ニーズ調査）を行った。 
眼の動きの特徴量と脳機能状態との相関の確認を行う為に、京都府立医科大学眼科・神経

内科の医師と共同研究を進めるとともに２件の活動資金を獲得した。2000 眼強の計測デー

タから大規模データベースを構築し、パーキンソン病罹患者と健常者の瞬目特徴量を ROC
曲線によって解析を行った結果、AUC 値 0.81 の結果を得た。その他、実用化にむけ、鑑別

精度の検証、類似症例との鑑別精度の検証、薬剤効果の評価、病期進行との相関の評価を

行った。大規模データを効率よく計測・解析することを可能とする計測装置・解析ソフト

ウェアの改良を行った。 
 固視微動計測装置に関する特許申請を３件行い、３件の登録査定を得た。また、瞬目計

測装置に関する特許を７件申請し、４件の登録査定を得た。取得した知財は、実用化に向

け、被検者と操作者の負担を低減する工夫に関するものと、計測精度を高めるための工夫

に関するものである。 
 固視微動計測装置の展示会出展を行い、眼科関係者との打合せなどに繋げた。また、瞬

目計測装置の展示会出展の際には本装置にて瞬目を定量化したいとの要望を得たほか、パ

ネル展示を行った際には 2013 年 11 月 8 日の中日新聞で紹介された。 
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第 7 章 
眼部の無意識な動きの定量化技術による

脳機能検査のプレスクリーニング技術の

事業計画 
 
 
 
7.1 はじめに 
 本章では、眼部の無意識な動きを定量化する技術による脳機能検査のプレスクリーニン

グ技術を事業化するための計画を立案する。はじめにビジネスモデルの検討として、脳機

能検査のプレスクリーニング技術への市場ニーズを示す。次に顧客を設定する。次にビジ

ネスモデルを定め、そのビジネスモデルの評価を行う。評価にはビジネスモデルキャンパ

スと SWOT 分析を組み合わせた方法を採用する。次に評価結果を反映したビジネスモデル

を再度定め、再評価を行う。最後に評価結果を反映させた事業計画を立案する。 
ビジネスモデルキャンパスとは、ビジネスモデルを記述、分析、デザインするための整

理方法であり、ツールである。45 ヶ国 470 人の実践者によって 9 年の歳月をかけて『ビジ

ネスモデル・ジェネレーション』としてまとめられた、戦略的思考を視覚化したフレーム

ワークである[1]。学術的には様々な分野での有効性の検証が行われている段階にあり

[2][3][4]、実践に即したスタンダードな考え方である[5]。『ビジネスモデル・ジェネレーシ

ョン』の中に、事業計画をたてるにあたって有用となる、現状の把握と未来のビジネスモ

デルの明確化を行うための手法として、ビジネスモデルキャンパスと SWOT 分析を組み合

わせる方法が紹介されており、示されているチェック項目を評価することによりシステマ

チックにビジネスモデルの評価を行うことができる。 
 
 
7.2 ビジネスモデルの検討 
 7.2.1 脳機能検査のプレスクリーニング技術への市場ニーズ 
社会保障費が増大し続けており、社会問題化している。社会保障費の推移を図 7.1 に示す。

政府によると[6]、社会保障費の多くを占める年金と医療費と介護費の内、医療費と介護費

が特に今後増大すると推測されている。医療費は 2012 年では 35.1 兆円だったものが、2025
年には 1.5 倍増加し、54.0 兆円に達し、年金の 60.4 兆円に大きく近づく。また、介護費に

おいては 2012 年に 8.4 兆円だったものが、2025 年には 19.8 兆円へと 2.4 倍増加する。少
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子化により税収の大幅な増加が見込めない以上、医療費と介護費の圧縮は解決しなくては

ならない重大な社会問題である。 
 また、厚生労働省による、65 歳以上の高齢者が要介護者となってしまった要因の疾病の

割合[7]について図 7.2 に示す。高次脳機能障害と呼ばれる脳血管疾患、認知症、パーキン

ソン病で、全体の 40％が占められており、全体の 15.3％が認知症を原因としている。 
 同じく厚生労働省による、今後の要介護（要支援）認定者（第１号被保険者）の内、認

知症に罹患する人数の推計を図 7.3 に示す。2040 年までにかけて年々増加し、2045 年にか

けて若干減少するものの、2002 年に比べて 2.6 倍増加した 586 万人に達すると予測されて

いる。 
 認知症の社会的費用の推計報告によると、認知症罹患により１人当たりの入院医療費は

34 万 4300 円/月、外来医療費は 3 万 9600 円/月、在宅介護費は 219 万円/年、施設介護費は

353 万円/年がかかるとされており[8]、認知症に罹患させない、罹患初期で発見し、そこか

ら進ませない取組みが求められているといえるであろう。 
 

 

図 7.1 社会保障費用の推移 
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図 7.2 65 歳以上の高齢者が要介護者となってしまった原因疾病 

（厚生労働省, 平成 22 年国民生活基礎調査の概況 より） 

 
 
 
 

 

図 7.3 認知症高齢者の将来推計 
（厚生労働省, 『2015 年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて～』の補論３の『痴呆

性高齢者ケア』 より） 
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 厚生労働省は平成 27 年 1 月 27 日、『認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）』を発表した。この中では認知症罹患者の意

思が尊重され、住み慣れた環境で暮らし続けられる社会の実現のために、医療・介護等の

連携による認知症罹患者への支援、認知症の予防・治療のための研究開発、認知症高齢者

等にやさしい地域づくりが行われることが示された。具体的には、2017 年度末までにかか

りつけ医を対象とした認知症対応力向上研修を６万人に実施するとともに認知症サポータ

ーが 800 万人養成される。2018 年度までにすべての市町村に認知症初期集中支援チームを

配置することと、認知症地域支援推進員を配置することが行われる。2020 年頃までに認知

症のリスクを高める因子（糖尿病等）やリスクを軽減させる因子（運動等）を明らかにし、

効果的な予防法の確立と日本発の認知症根本治療薬の治験が開始される。 
 このように、今後 5 年の間に高次脳機能障害、特に認知症を早期発見する技術、仕組み

へのニーズが高まる。そのためこの 5 年間で脳の高次機能を検査する方法としての認知度

を高め、普及させ、検査方法のスタンダードとなることは、事業展開の成否を左右する重

要事項である。その実現の為には、医療機器承認を得ること、学会発表や展示会出展によ

る認知度の向上を図ること、論文発表によるエビデンスの確保を行うこと、計測装置をよ

り精錬したものにすること、のすべてを進める必要がある。 
 

7.2.2 脳機能検査のプレスクリーニング装置の顧客 
 脳機能検査のプレスクリーニング技術は、高次脳機能疾患に罹患しつつあることに自覚

がない、未病状態にある方を検出することを目的としており、すでに確定診断を得ている

方を対象とする技術ではない。また本装置は検査結果を受益する被検者に売るものではな

く、そうした方々が集まる施設に売るものである。事業開始時から保険適用を受けること

は難しい。そのため、本装置の最終的なアプローチ先としては、検診センターや認知症医

療センターなどを想定するが、最初のアプローチ先としては、脳機能検査や、脳機能検査

のプレスクリーニングに興味をもち、自費で検査を受診することを行える方々が集まる施

設である脳ドックセンターが挙げられる。脳ドックセンターでは、MRI（磁気共鳴断層撮

影）や MRA（脳血管計測）や CT（コンピュータ断層撮影法）以外にも超音波センサ、脳

波測定、心電図測定、血圧測定、尿検査、眼底検査などが併せて行われる。様々な検査が

行われる背景としては、単独で確定診断が可能な診断精度を有する検査方法が存在してお

らず、検査の信頼性を高めるために、検出できる対象や感度や特性の異なる検査を複数組

み合わせることによって、疾患の検出漏れをなくす取組みが求められている状況がある。

そこで、脳ドックセンターに対しては、脳機能を定量化する手法の 1 つとして本研究の無

意識な眼部運動を定量化することによる脳機能検査のプレスクリーニング技術を組み合わ

せることによる脳ドックの信頼性の増強という価値を提案する。『脳ドック』を受診可能な

施設は全国で 283 施設（2015 年 11 月 9 日現在）ある[9]。この 283 箇所の脳ドックセンタ

ーを本研究の脳機能検査のプレスクリーニング技術の直接の顧客であると定義する。 
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7.2.3 自社のリソースを最大限利用したビジネスモデルの検討 
 全国 283 箇所の脳ドックセンターが本事業の顧客である。脳ドックセンターは、脳機能

検査に興味を持ち、自由診療費を支払うことをいとわない人に、脳検査サービスを売る。

脳ドックセンターでは先述の通り複数の検査により判定が行われる。そのため本研究で開

発した技術が参入する余地がある。 
本研究の目標は MRI 検査などの必要性のプレスクリーニングにあるが、そこに向けた最

初の一歩として、ニーズが見込まれるところから普及を進め、実績と信頼の蓄積を図る。

脳機能検査のプレスクリーニング装置を製造するには、『医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）』への対応と、製造業許可・製造販売業許可・

販売業許可・修理業許可の『業許可』を取得しておく必要がある。筆者所属企業はこれら

の条件を満たしており、自社単独で事業展開を行うことが可能である。 
本事業体系図を図 7.4 に示す。本ビジネスモデルは、筆者は脳ドックセンターに対して『脳

機能検査のプレスクリーニング技術』を売り、装置代金を得る。脳ドックセンターは、本

装置を用いた検査項目を追加することにより、検診精度を強化した脳ドック検診サービス

を売り、その対価を得る。検診受診者は疾患をより早期発見できるサービスを受益すると

いうビジネスモデルである。 
 脳機能検査のプレスクリーニング装置の価格目安を検討する。チャネルである脳ドック

センターにおいて固視微動・瞬目計測による『1000 円オプション』を実施するとする。脳

ドックセンターに 1 日 10 人が受診し、脳ドックセンターは、週 5 日、1 年の 70％の日で検

診業を行うとすると、1年に 255日間営業されることになる。脳ドック受診者の 80％が 1000
円オプションの実施を選択すると、医療機器の減価償却期間６年の半分の３年間で脳ドッ

クセンターが得る収入は、 
1000 円×10 人×255 日×0.8×３年 ＝ 6,120,000 円 

となる。本計測装置での計測は短時間かつ容易であるため、他業務を行う技師などが計測

者を兼務することが可能なため、諸経費は電動昇降台や IVS 等の計測ユニットで用いる電

気代程度である。そこで 500 万円で装置を販売できるようにし、全国 283 施設の脳ドック

センターに 1 台ずつ納入すれば、14 億円（500 万円×283 箇所）の売り上げが期待できる。

脳機能検査のプレスクリーニング検査の適正価格が 1000 円とは限らない。装置販売までに

適正価格を調査するテストマーケティングを行う必要があり、浜松 PET 診断センターと協

力して行う予定である。 

 
図 7.4 眼部の無意識な動きの定量化装置を販売するビジネスモデル 
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7.2.4 ビジネスモデルキャンパスを用いたビジネスモデルの検証 
 前項で立案したビジネスモデルが、「価値を創造し、価値を顧客に届けることができるも

のになっているか[1]」について評価する。評価方法には、ビジネスモデルキャンパスと

SWOT 分析を組み合わせた方法を採用する。ビジネスモデルジェネレーション[1]内で紹介

されている、ビジネスモデルの長所と短所の評価に役立つ一連の質問をチェックする。質

問は 12 種類に大別された上で複数個の質問から構成されており、『価値提案の評価』は 4
個、『コスト、収益の評価』は 12 個、『インフラの評価』は 9 個、『顧客インターフェイス

の評価』は 13 個、『価値提案に関する脅威』は 2 個、『コスト、収益に関する脅威』は 5 個、

『インフラに関する脅威』は 7 個、『顧客インターフェイスに関する脅威』は 7 個、『価値

提案に関する機会』は 5 個、『コスト、収益に関する機会』は 6 個、『インフラに関する機

会』は 12 個、『顧客インターフェイスに関する機会』は 13 個の質問から構成される。全

95 個の質問に対して 5 ないし 10 段階評価を行うことにより、立案したビジネスモデルに

関する強みと弱みの情報が得られ、将来の方向性を判断するための機会の情報と脅威の情

報を得ることができる。 
 図 7.5 に図 7.4 のビジネスモデルをビジネスモデルキャンパス上に整理した結果を示す。

『顧客セグメント』は、全国に 283 箇所存在する脳ドックセンターである。そして脳ドッ

クセンターの顧客は自由診療にもかかわらず、自費で検診代金を支払うことに抵抗が少な

い人たちである。本研究により開発した装置は、脳ドックセンターが彼らの顧客に対して、

非侵襲、短時間、他覚的、低負担、他の検査との相補関係による疾患検出精度の向上とい

う『価値提案』を可能とするものである。『チャネル』は脳ドックセンターへの直接販売と

なる。著者所属企業には医療機器販売の実績があり、ここで培ったチャネルを利用する。『顧

客との関係』はセルフサービスの提供関係となる。『収益の流れ』は、顧客は彼らの顧客か

ら脳機能検査代金及びオプション代金として収入を得る。筆者所属企業は顧客である脳ド

ックセンターから脳機能検査のプレスクリーニング装置代金を得る。この流れを実現する

ための自社の『リソース』は、浜松ＰＥＴ診断センターでの検診業務や研究開発活動で得

た知見、光半導体素子の開発・製造・販売などの事業、医療器の開発・製造・販売などの

実績、経験、業許可や、Ｒ＆Ｄと併行して事業実践を行うことで蓄積してきた特許と論文、

自社のもつ高価・高品質な装置メーカーというイメージである。これらの強みを活かした

自社の『主要活動』は、脳機能検査のプレスクリーニング装置の販売やアフターサービス

などのサポート業と、研究開発活動である。この事業の『コスト構造』は、脳機能検査の

プレスクリーニング装置の製造と営業にかかる費用と研究開発費である。 
 表 7.1～7.6 にビジネスモデルキャンパスにて整理したビジネスモデルの評価結果を示す。

分析の結果、運営は効率的で高い収益率を誇るものの、事業起ち上げ時の顧客対象を脳ド

ックセンターに限定したことによって、収益の持続可能性や単一収益源への依存が問題で

あることが分かる。また、自社内リソースを活用することによって、高い収益性やパート

ナーが競合と組むなどのリスクの低減が図れている一方、パートナーの技術との組合わせ
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による展開・より広い顧客へのアプローチの可能性が低いことが分かる。脳機能検査のプ

レスクリーニング装置を脳ドックセンターに販売するためには安全性評価は必須である。

また、今後 5 年で高まる高次脳機能障害、特に認知症を早期発見する技術、仕組みへのニ

ーズに対応し、検査方法としての認知度を高め、普及させ、検査方法のスタンダードとす

るためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機

法）対応や保険点数の申請なども可能な限り早期に完了する必要がある。そのためには本

検証結果が示すように、パートナーとの協業が必須である。本装置の装置構成に類似する

装置の開発・販売を行う企業と組むことにより安全性評価項目の設定と検証の時間を短縮

でき、市場への展開までの時間を短縮することが可能となる。 
 

 

 
 

図 7.5 ビジネスモデルキャンパスを用いた、ビジネスモデルの整理結果 
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表 7.1 価値提案の評価 

 
 
 
 
 
 
 
 

表 7.2 コスト・収益の評価 

 
 
 
 

＋ －

価値提案は顧客のニーズに合致して
いる

⑤④③●① ①②③④⑤
価値提案は顧客のニーズに合ってい
ない

価値提案には強いネットワーク効果
がある

⑤④③②● ①②③④⑤ 価値提案にはネットワーク効果がない

製品とサービスの間で強いシナジー
がある

⑤④③●① ①②③④⑤
製品とサービスの間にシナジーはな
い

顧客は非常に満足している ⑤④③●① ①②③④⑤ 顧客はよく不満を漏らす

＜価値提案の評価＞

＋ －

高い利益率を誇っている ⑤●③②① ①②③④⑤ 利益率が低い

収益は予測可能である ⑤④●②① ①②③④⑤ 収益は予測できない

頻繁なリピート購入がなされる ⑤④③●① ①②③④⑤ リピート購入がほとんどない

収益の流れは多角化している ⑤④③②① ①②●④⑤ ひとつの収益の流れに依存している

持続可能な収益である ⑤④③●① ①②③④⑤ 収益の持続可能性に疑問がある

費用を支払う前に収益を受け取る ⑤④③②① ①②●④⑤ 収益を得る前に多額の費用を支払う

顧客が喜んでお金を支払うことに対し
て請求する

⑤④●②① ①②③④⑤
お金を支払ってくれることに請求でき
ていない

価格メカニズムが支払ってくれる総額
を捉えている

⑤④③●① ①②③④⑤
テーブルの上にまだお金が残ってい
る

コストは予測可能である ⑤④●②① ①②③④⑤ コストは予測できない

コスト構造はビジネスモデルに合致し
ている

⑤④●②① ①②③④⑤
コスト構造とビジネスモデルが合って
いない

運営は効率的である ⑤④③●① ①②③④⑤ 運営は非効率的である

規模の経済の恩恵を受けている ⑤④③●① ①②③④⑤ 規模の経済の恩恵はない

＜コスト、収益の評価＞
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表 7.3 インフラの評価 

 
 
 
 

表 7.4 顧客インターフェースの評価 

 

＋ －

同等のリソースを競合他社が調達す
るのは困難

⑤④●②① ①②③④⑤ 同等のリソース調達が容易である

リソースのニーズは予測可能である ⑤④●②① ①②③④⑤ リソースのニーズは予測できない

適量のリソースを適切なタイミングで
使える

⑤④③②● ①②③④⑤
適量のリソースを適切なタイミングで
使えない

主要活動を効率的に実行する ⑤④③●① ①②③④⑤ 主要活動の実行が非効率的

主要活動は真似しづらい ⑤●③②① ①②③④⑤ 主要活動は簡単に真似できる

活動の質は高い ⑤④●②① ①②③④⑤ 活動の質が低い

内製とアウトソースのバランスが理想
的

⑤④●②① ①②③④⑤
自社で行う活動が多すぎる、もしくは
少なすぎる

必要なときにはパートナーとの協業に
注力する

⑤④●②① ①②③④⑤ パートナーとの十分な協業ができない

パートナーとの関係は良好 ⑤④●②① ①②③④⑤ パートナーとの間でトラブルがある

＜インフラの評価＞

＋ －

解約率は低い ⑤④●②① ①②③④⑤ 解約率が高い

顧客はうまくセグメントに分けられてい
る

⑤④●②① ①②③④⑤ 顧客はセグメント化されていない

継続的に新規顧客を獲得している ⑤④③●① ①②③④⑤ 新規顧客の獲得に失敗している

チャネルは効率的である ⑤④●②① ①②③④⑤ チャネルは効率的ではない

チャネルは効果的である ⑤④●②① ①②③④⑤ チャネルは効果的ではない

チャネルは顧客全体に強くリーチでき
ている

⑤④③②● ①②③④⑤
チャネルの見込み客へのリーチが弱
い

チャネルはしっかり統合されている ⑤④③②① ●②③④⑤ チャネルは統合されていない

チャネルに規模の経済が働いている ⑤④③②● ①②③④⑤
チャネルに規模の経済が働いていな
い

チャネルは顧客セグメントに合ってい
る

⑤④③●① ①②③④⑤
チャネルは顧客セグメントに合ってい
ない

顧客との深い関係が築かれている ⑤④●②① ①②③④⑤ 顧客との関係が弱い

関係の質は顧客セグメントと合ってい
る

⑤④●②① ①②③④⑤
関係の質が顧客セグメントに合ってい
ない

高いスイッチングコストで顧客をつな
ぎとめている

⑤④●②① ①②③④⑤ スイッチングコストが低い

強いブランド力がある ⑤④③●① ①②③④⑤ ブランド力が弱い

＜顧客インターフェースの評価＞
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表 7.5 脅威の評価 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　－　　　＋ 　－　　　＋ 

代替製品やサービスが入手可能だろ
うか

①②●④⑤
競合や技術によって利益が脅かされ
るだろうか

①②③●⑤

競合はよりよい価格や価値を提供す
るだろうか

①②③●⑤
少数の収益の流れだけに依存してい
ないだろうか

①●③④⑤

将来、失われるかもしれない収益の
流れはどれだろうか

①●③④⑤

どのコストが予測不可能になるだろう
か

①②③●⑤

収益が増えるよりも早く、どのコスト負
担が増えていくだろうか

①②③●⑤

＜価値提案に関する脅威の評価
＞

＜コスト、収益に関する脅威評価
＞

　－　　　＋ 　－　　　＋ 

あるリソースの供給が途切れることが
あるだろうか

①●③④⑤
市場はすぐに飽和してしまわないだろ
うか

①②③●⑤

何らかの理由でリソースの質が低下
しないだろうか

①②③●⑤
競合他社が市場シェアを脅かさない
だろうか

①②●④⑤

主要活動が中断しないだろうか ①②●④⑤
顧客はどのぐらい離れていってしまう
だろうか

①②●④⑤

何らかの理由で主要活動の質が低下
しないだろうか

①②●④⑤
どのくらいすぐに競争が激しくなるだろ
うか

①②●④⑤

パートナーを失う危険性はないだろう
か

①②●④⑤
競合他社はチャネルを脅かすだろう
か

①②●④⑤

パートナーが競合他社と協業すること
はないだろうか

①②●④⑤
チャネルが顧客にとって不適切なもの
になってしまう危険はないだろうか

①●③④⑤

特定のパートナーに依存しすぎていな
いだろうか

①②③●⑤
顧客との関係が悪化する危険はない
だろうか

①●③④⑤

＜インフラに関する脅威の評価＞
＜顧客インターフェースに関する

脅威の評価＞
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表 7.6 機会の評価 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

　－　　　＋ 　－　　　＋ 

製品をサービスへと転換することで利
益を繰り返し生み出せるだろうか

①②●④⑤
一度きりの取引の収益を、繰り返しの
収益に置き換えられないだろうか

①②③●⑤

製品やサービスをさらに統合できるだ
ろうか

①②●④⑤
他のどんな要素に顧客はお金を払っ
てくれるだろうか

①②③●⑤

顧客のどの追加ニーズを満たせるだ
ろうか

①②●④⑤
社内もしくはパートナーとの組合わせ
販売の機会はないだろうか

①●③④⑤

価値提案を補完したり拡張することは
可能だろうか

①②●④⑤
他の収益の流れを加えたり、作ること
はできないだろうか

①②③●⑤

顧客に代わってほかの仕事を行えな
いだろうか

①●③④⑤ 価格を上げることはできないだろうか ①②●④⑤

どこでコストを下げることができるだろ
うか

①②●④⑤

＜価値提案に関する機会の評価
＞

＜コスト、収益に関する
機会の評価＞

　－　　　＋ 　－　　　＋ 

同じ結果をより少ないリソースで実現
できないだろうか

①②●④⑤
成長市場からのどのような恩恵を得ら
れるだろうか

①②③④●

よりよいリソースをパートナーから調
達できないだろうか

①②●④⑤
新しい顧客セグメントに対応できるだ
ろうか

①②●④⑤

活用されていないリソースは何だろう
か

①②●④⑤
優れたセグメンテーションを通じてど
のように顧客サービスを向上できるだ
ろうか

①②●④⑤

利用していない知的財産の中で他社
には価値のないものがないだろうか

①●③④⑤
どのようにチャネルの効率、効果を向
上できるだろうか

①②●④⑤

主要活動のいくつかを標準化できな
いだろうか

①②③●⑤ チャネルをよりよく統合できるだろうか ①②●④⑤

全般的にどうすれば効率化できるだ
ろうか

①②●④⑤
新しい補完的なパートナーチャネルを
見つけられるだろうか

①②●④⑤

ITによって効率化できないだろうか ①②●④⑤
顧客に直接提供することで利益率を
高められるだろうか

①②●④⑤

アウトソースする機会はないだろうか ①②③●⑤
顧客のフォローアップを向上させる余
地はあるだろうか

①②●④⑤

コアビジネスに集中するためにパート
ナーと深く協業できないだろうか

①●③④⑤
顧客との関係をどのように強くできる
だろうか

①②●④⑤

パートナーとの組合わせ販売の機会
はないだろうか

①●③④⑤
パーソナライズ化を向上できないだろ
うか

①②●④⑤

パートナーのチャネルによってより広
く顧客にリーチできないだろうか

①●③④⑤
スイッチングコストを高めることはでき
ないだろうか

①②●④⑤

パートナーによって価値提案を補完で
きないだろうか

①●③④⑤
収益にならない顧客を特定し、「解雇」
できるだろうか。もしできないのならな
ぜか

①②●④⑤

いくつかの関係を自動化する必要が
あるだろうか

①②●④⑤

＜インフラに関する機会の評価＞
＜顧客インターフェースに関する

機会の評価＞
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7.2.5 パートナーとの共同事業形態のビジネスモデルの検討 
今後 5 年で高まる高次脳機能障害、特に認知症を早期発見する技術、仕組みへのニーズ

に対応し、検査方法としての認知度を高め、普及させ、検査方法のスタンダードとなるた

めには、安全性の検証を適切且つ早期に完了することが必要である。また、前項にてビジ

ネスモデルキャンパスをベースとした SWOT 分析の結果、パートナーとの連携を行うこと

により複数の収益源が確保でき、事業の継続に有効であることが示唆された。筆者の開発

グループはコア技術である IVS の開発と、それを用いた高速高精度計測・解析技術の開発

力が強みである。筆者はその中でも基礎実験を通じた装置と計測ソフトの仕様策定と製作、

解析技術と解析ソフトの開発を担当している。そのためパートナーには事業に必要となる

それ以外の要素を求めることで、自分の担当に注力することが可能となる。具体的には、『医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）』への対応が

できる企業、製造業許可・製造販売業許可・販売業許可・修理業許可の『業許可』を取得

している企業。その上で、本研究で開発した眼部計測装置と同様の装置構成を有する装置

の開発・製造・販売の実績を有する企業がパートナーとして望ましい。事業のスムーズな

起ち上げにはこうした企業とのアライアンスを組むことが重要である。 
 アライアンスは互いに能力や視点を相補し、新知識の創出に繋がる正の影響をもつが、

それと同時に、異なる企業文化や業務ルーチンによる衝突によって運営が非効率となると

いう負の影響をもつこともある。負の影響を低減するには関係的ガバナンスを締結し、相

互の信頼関係や一体感の規範をつくり、問題の解決に向けて共同して模索する仕組みを構

築しておくことが有効である[10]。また、筆者は 2013 年の経営情報学会春期大会において、

医療分野に挑戦する際のアライアンスに関し、自社 to 病院 to 患者という B to B to C の

形態ではなく、B to C with B（自社 to 患者 with 病院・医師） 、あるいは Team to C と

いうべき枠組みの構築することの重要性を述べた[11]。またロン・アドナーは、アライアン

スに際し、アライアンス先の成功確率を高めることに積極的に関与し、各参画者の成功確

率の掛け合わせを高めることが重要であると述べている [12]。これは、『高次脳機能障害を

なくす』という目的のために、自社の領分を超えた協力や知恵の出し合いを、自社にとっ

ての直接的な売り上げに繋がらなくとも行うという共通意識を持ちつつも、自分の商売領

分においては確実に儲けが得られる仕組みをつくりあげることが重要であるということで

あり、全てのパートナーが『高次脳機能障害をなくす』ことに取り組むことが自社の利益

となるようにビジネスモデルを設計することが重要であるということを述べている。つま

り、今後 5 年で高まる高次脳機能障害、特に認知症を早期発見する技術、仕組みへのニー

ズに対応し、検査方法としての認知度を高め、普及させ、検査方法のスタンダードとなる

ためには、脳機能検査のプレスクリーニング装置と同形態を有する眼科装置を開発・製造・

販売する眼科装置メーカーとのアライアンスを結び、共同して『高次脳機能障害をなくす』

ことに取り組んでいくことを可能とする、利益の得られる体制づくりが必須である。アラ

イアンス先にとっての提携メリットもここにあり、IVS を既存の視力計や視野計や眼底装
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置などの筐体に組入れることにより、極めて少ない開発費で、R&D のリスクなく、既存の

計測器をこれまでとは異なる市場、顧客に販売できるようになる。 
 以上をもとに、ビジネスモデルを更新したものが図 7.6 である。図 7.6 では、自社単独に

よる脳ドックセンターへの脳機能検査のプレスクリーニング装置の販売を眼科装置メーカ

ーが担当する。筆者所属企業は眼科装置メーカーに対して IVS と、脳機能検査のプレスク

リーニング装置に関する知財の利用権と、解析方法などの IP を眼科装置メーカーに販売し、

その対価を得る。眼科装置メーカーの売り上げ見込みは先述の通り、約 14 億円であり、著

者所属企業は IVS と IP を１台 200 万円で販売するという仮定によると、約 5.7 億円（200
万円×283 箇所の脳ドックセンター）の売り上げが見込まれる。アライアンスの締結を模索

する眼科装置メーカーとして眼科計測機器を開発・製造・販売しているメーカーである必

要があることから、日本眼科学会 2009 の学会誌に広告を出している眼科装置を製造販売し

ているメーカーと、ランチョンセミナーを開催した眼科装置を製造販売しているメーカー

という条件の下で選出すると４社存在することが分かった。この４社に対し、市場規模や、

既存の眼科装置の光学系を交換するだけで、脳機能検査のプレスクリーニング装置がつく

れるというメリット、既存の装置に組入れれば、例えば、視力検査中に脳機能検査のプレ

スクリーニングもできるといったメリットを説明し、共同して『高次脳機能障害をなくす』

ために取り組んでもらえるように説得する。全国 283 箇所の脳ドックセンターに導入し、

各施設にて、6 年間に 15300 人の検診が行われるとすると約 430 万人（15,300 人×283 箇

所）の検査を行うことができる。正常と認知症の中間の人として分類される MCI の方の有

病率推定値は 13％である[13]。56 万人 MCI の方を早期発見し、早期対応を促すことで、

MCI から認知症に進行する方をなくすことに貢献でき、この事業を継続することで、新た

に MCI に進行する方を減らし、中長期的に認知症をなくすことに寄与できる。 
 

 

図 7.6 眼科装置メーカーとアライアンスを組み、センサと IP を販売するビジネスモデル 
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 7.2.6 ビジネスモデルキャンパスを用いたビジネスモデルの再検証 
 図 7.6 のビジネスモデル・B to B to B to C（Team to B to C）モデルが、「価値を創造し、

価値を顧客に届けることができるものになっているか[1]」について、確認を行う。確認手

法は 7.2.4 項と同様、はじめに図 7.6 のビジネスモデルをビジネスモデルキャンパスに整理

し、次にそれをベースに SWOT 分析を行う。 
ビジネスモデルキャンパスに整理した結果を図 7.7 に示す。パートナーとアライアンスを

組み、共同して顧客に価値提案を行う点が図 7.4 のビジネスモデルと異なる。顧客と顧客に

提案する価値には変更はない。『パートナー』には、共創関係にて高次脳機能障害をなくす

ことに挑む眼科装置製造メーカーを選考する。そのパートナーに対してＲ＆Ｄを省略して

新市場を開拓できる『価値提案』を行う。結果、筆者所属企業の『主要活動』は IVS の製

造・販売と、研究開発活動に専念できる。『収益の流れ』は、顧客である脳ドックセンター

は検査装置の代金をパートナーに支払い、彼らの顧客から検査代金を得る。パートナーは

著者所属企業から IVS と IP の代金を支払い、検査装置代金を顧客から得る。筆者所属企業

はパートナーから IVS の代金と IP の利用料を得る。この経済活動における『コスト構造』

について、アライアンス締結先が支払う主要コストは脳機能検査のプレスクリーニング装

置の製造と営業にかかる費用であり、著者所属企業が支払う主要コストは研究開発費と IVS
の開発と製造費である。 
本ビジネスモデルキャンパスをベースに SWOT 分析を行った結果の内、アライアンスに

よって変化した項目を表 7.7～表 7.11 に示す。コスト、収益に関し、筆者所属企業はコア

技術の供給を担当し、アライアンス先が装置の販売を担当することになるため、利益率は

低下するが運営は効率的になる。顧客インターフェースに関し、自社の持つ高性能検査機

器のブランドイメージと、アライアンス先のもつ装置の知名度や信頼性の相乗効果によっ

て、アライアンスを結んでいない状態よりもブランド力は向上する。インフラに関し、自

社単独事業ではなくなるためパートナーへの依存度は高まり、パートナーの方針の影響を

受けるようになるが、契約によってこのリスクは低減することが可能である。コスト、収

益の機会に関しては、例えば視力検査中に脳機能検査のプレスクリーニング検査を実施す

るといったことが、アライアンス先の眼科装置メーカーの多くの眼科用装置に組込むこと

により可能となるため、評価値はアライアンスによって向上する。インフラに関する機会

については全ての項目においてアライアンスの効果が表れ、評価結果は向上する。以上の

ように一部、アライアンスによるデメリットが 3 項目に存在するが、メリットとなる項目

は 7 項目とそれを上回り、かつ、アライアンスによって市場への製品の投入までに要する

期間を大幅に短縮できることから、図 7.6 のビジネスモデルは本事業にとってより実践的で

あると言える。 
次に、その他の検証結果について考察する。『事業の強み』を評価した結果を考察する。

本事業の根幹は研究開発であり、事業の成長には必須である。本ビジネスモデルの成功の

可否は、眼部の動きの定量値が脳機能検査の結果と相関をもつことを示すだけでなく、い
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かにそれを高めることが出来るかにかかっている。しかし筆者所属企業には研究開発をや

り遂げるのに必要な検証機関があり、それが競合に対する大きなアドバンテージとなって

いる。脳機能検査のプレスクリーニング技術の確立のためには、健康な人に潜む不健康な

人を見つける精度の検証が必要である。筆者の所属企業は、非営利目的に設立された浜松

ＰＥＴ診断センターを有する。そのため、まだ結果が出る前の、研究段階からの利害調整

の必要が無く、研究開発を実施できるが、他社が同じ検証を行うには、ＰＥＴ施設との共

同研究契約が必要となる。通常、ＰＥＴ装置の導入には多額の費用が払われていることを

考えると、共同研究で得られた成果の配分に対する発言力も強くなり、この利害関係の調

整だけでも非常に高い参入障壁と考えられる。こうした折衝はアライアンス成果に良い影

響を及ぼさない[10]。異なる部署であるが、同じ方向を向いて、チーム一丸となって取り組

むことができる筆者所属企業は、この強みを最大限に活かし、開発速度を常に意識しなが

ら研究開発を行うことで競合に対する圧倒的なアドバンテージの構築が可能である。 
『事業の弱み』を考察する。本ビジネスプランは、提供価値に合致した顧客のみにセグ

メントを限定しても社会情勢の変化にそった事業であることと、規模経済の恩恵により、

事業の継続・発展のために十分な利益が得られるビジネスモデルとなっているが、収益の

流れの単調化という負の面に対応する必要がある。アライアンスによって低減されたもの

の、診断に用いることができるように、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（薬機法）対応と保険点数申請を進める必要がある。 
『事業の機会』について考察する。現在のビジネスモデルは、『ビジネスモデル・ジェネ

レーション』の中で挙げられたチェック項目に関し、評価が低く、事業の弱みと共通する

ところがある。そこで上記対応に加え、現在も引き合いがある固視微動計測装置としての

販売などの引き合い対応、瞬目計測装置としての販売などの引き合い対応を事業計画に組

入れる必要がある。 
『事業の脅威』に考察する。脳機能検査のプレスクリーニング技術（ソリューション）

としての競合は、自身の技術が不要とされなければ、相補的関係を築ける。一方、ハード

ウェアとしての競合の発生の可能性は否定できないため、医師との連携を深め、R&D を継

続することで対応する。 
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図 7.7 ビジネスモデルキャンパスを用いた、ビジネスモデルの再整理結果 

 
 
 
 

表 7.7 アライアンスにより変化した、コスト、収益の評価 

 

 
 
 

表 7.8 アライアンスにより変化した、顧客インターフェースの評価 
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パートナー 主要活動 価値提案 顧客との関係 顧客セグメント

リソース チャネル

コスト構造 収益の流れ

眼科装置製造
メーカー

日本眼科学会2009の

学会誌に広告を出し

ている装置製造メー

カーと、ランチョンセミ

ナーを開催した装置製

造メーカー

（４社存在）

IVSの製造・販売

研究・開発

浜松ＰＥＴ診断センターでの

検診業務、Ｒ＆Ｄ活動

光半導体素子の開発・製造・

販売などの事業を展開

医療器の開発・製造・販売

などの実績、経験、業許可

研究・開発を通じ、特許と論文

高価・高品質な

計測装置メーカーイメージ

（パートナーに対して）

既存の眼科装置に組込

むことで眼科装置が脳
機能検査のプレスク

リーニング装置になる

解析方法や、健常者・

患者のデータベースの

利用権、特許利用権な
どのＩＰをIVSと併せて

提供することで、パート

ナー企業は研究・開発

を省略して新市場を開

拓できること

（顧客に対して）

非侵襲、短時間、診断

精度を他の計測と相補

する計測技術の提供

（パートナーとの

関係）

共創関係

（顧客との関係）

セルフサービス提

供関係

パートナーのもつ

販売網

（著者所属企業）

Ｒ＆Ｄと、インテリジェントビジョンセンサの開発・製造が主要コ

スト

（パートナー）

脳機能検査のプレスクリーニング装置の製造と営業が主要なコ

スト

顧客は、自身の顧客より、脳機能検査のプレスクリーニ

ング代金を得る

パートナーは、顧客より脳機能検査のプレスクリーニン

グ装置代金を得る

著者所属企業は、IVS代金とIP利用料をパートナーから

得る

脳ドックセンター
（全国283箇所）

＋ －

高い利益率を誇っている ⑤④③●① ①②③④⑤ 利益率が低い

運営は効率的である ⑤●③②① ①②③④⑤ 運営は非効率的である

＜コスト、収益の評価＞

＋ －

強いブランド力がある ⑤●③②① ①②③④⑤ ブランド力が弱い

＜顧客インターフェースの評価＞
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表 7.9 アライアンスにより変化した、インフラに関する脅威の評価 

 

 
 
 

表 7.10 アライアンスにより変化した、コスト、収益に関する機会の評価 

 
 
 
 

表 7.11 アライアンスにより変化した、インフラに関する機会の評価 

 
 

 
 
 

7.3 事業計画 
 事業計画を、社会情勢（認知症に対する政策）と、事業展開のための活動と、事業展開

を後押しする活動に分けて整理し、図 7.8 に示す。 
 はじめに事業展開のための活動計画について述べる。2016 年、浜松 PET 診断センター

と協力して、健常者と MCI の人（正常と認知症の中間の人と定義される）における固視微

動・瞬目の違いを ROC 曲線による AUC 値を評価することで確認する。２群の十分な分離

度が確認できればアライアンス協議を開始し、不十分な分離度であれば医師と連携して精

ー　　　＋ 

パートナーが競合他社と協業すること
はないだろうか

①●③④⑤

特定のパートナーに依存しすぎていな
いだろうか

①●③④⑤

＜インフラに関する脅威の評価＞

ー　　　＋ 

社内もしくはパートナーとの組合わせ
販売の機会はないだろうか

①②③●⑤

＜コスト、収益に関する
機会の評価＞

ー　　　＋ 

コアビジネスに集中するためにパート
ナーと深く協業できないだろうか

①②③●⑤

パートナーとの組合わせ販売の機会
はないだろうか

①②③●⑤

パートナーのチャネルによってより広
く顧客にリーチできないだろうか

①②③●⑤

パートナーによって価値提案を補完で
きないだろうか

①②③●⑤

＜インフラに関する機会の評価＞
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度向上を目指す。2017 年、アライアンスを締結し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（薬機法）を意識した安全性評価を実施する。2018 年から

脳ドックセンターへの働きかけを開始する。 
 次に事業展開を後押しする活動について述べる。特許出願、論文発表などは継続する。

これまでの計測結果の発表に加え、脳の部位や機能状態と眼球運動の関係の解明を進める。

2018 年頃よりアライアンス先と協力して薬機法対応を進め、保険適用を目指す。保険適用

が受けられるようになれば診断装置として病院等にも販売することが可能となるためであ

る。これはビジネスモデル評価結果に指摘された収入源の多角化に対応するためであり、

これにより安定した事業を目指す。また計測装置の病院への販売を念頭に費用対効果に関

する情報収集を行う。 
また、固視微動計測装置、瞬目計測装置としての販売の対応も進める。その場合、薬機法

対応が完了するまでは研究用装置としての販売となる。本対応の背景には、学会発表など

の際に引き合いがあるためである。例えば兵庫医科大学病院眼科の三村治教授からは、 
「神経眼科疾患を扱っている私たちにとっても興味津々の器械である。願わくば、

廉価版の装置が市販され、多くの施設で VDT 症候群、眼精疲労、眼瞼けいれんな

どに簡単に利用できることを望みたい。[14]」 
とコメントを頂いている。そうしたニーズにこたえる。 
 
 

 
図 7.8 事業計画 

 
 
 

年 認知症に対する政策 事業展開を行う事業実践 事業展開を後押しする事業実践

2015 新オレンジプラン発表

2016

2017

かかりつけ医向けの
　　認知症対応力向上研修実施

認知症サポーターを800万人養成

2018

認知症初期集中支援チームを
　　全市町村に設置

認知症地域支援推進員を
　　全市町村に配置

2019

2020

認知症の効果的な
　　予防法の確立を目指す

認知症の根本治療薬の
　　治験を開始する

精度の検証

健常者とMCIになりつつある方の差を確認

脳ドックセンターへの販売/共同研究

アライアンス交渉

販売先の拡大

保険適用化の実現

　論文発表によるエビデンス強化
　口頭発表、ポスター発表による周知の強化

薬機法対応 費用対効果算出

医療機器承認の取得

保険適用申請

引き合い対応

アライアンスの締結

テストマーケティングを実施
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7.4 まとめ 
 本章では、脳機能検査のプレスクリーニング技術を事業化するためのビジネスモデルを

立案し、検証を行った後、事業計画を策定した。 
 今後 5 年間に、高次脳機能障害、特に認知症を早期発見するための技術と仕組みへのニ

ーズは高まる。この流れを逃さず、検査方法としての認知度を高め、普及させ、検査方法

のスタンダードとなることを目指す。そのためには、自社単独での実施ではなく、本研究

で開発した装置と同形態の装置である、眼科装置を開発・製造・販売する眼科装置メーカ

ーとアライアンスを締結する必要がある。アライアンスによる成果が成功するためには、

チーム一丸となって『高次脳機能障害をなくす』ことに挑戦すること、チームの構成員が

皆、利益が得られるビジネスモデルを推進することが必要である。また、ビジネスモデル

を検討した結果、全国の脳ドックセンターに納入できれば、減価償却期間である 6 年以内

に、脳ドックセンター、アライアンス先、筆者所属企業に本事業を進める上での十分な売

り上げが得られることが確認できた。また、約 430 万人の方々を検診でき、MCI の有病率

が 13％と推定されていることから、56 万人の MCI の方々を早期発見できることが期待で

きる。中長期的ではあるが、認知症をなくすことに貢献できると考える。 
本ビジネスモデルについてビジネスモデル・ジェネレーションで紹介されている『ビジ

ネスモデルキャンパスによるビジネスモデルの整理と SWOT 分析』を行い、ビジネスモデ

ルの長所と短所を評価した結果、スピーディーな研究開発こそ本事業のキーポイントであ

ること、事業立ち上げ時には問題はないが、継続した事業運営には 8 項目についての対策

を練り、事業計画を修正していく必要があることが判明した。本問題点を解決し、継続し

た事業展開を行う為に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（薬機法）対応による医療機器承認の取得と保険適用承認を行う。 
以上の分析結果を反映させた事業計画を策定した。2016 年は浜松 PET 診断センターと

協力して、健常者と『正常と認知症の中間の人』と定義される MCI の人における固視微動・

瞬目の違いを ROC 曲線による AUC 値を評価することで確認する。２群の十分な分離度が

確認できればアライアンス協議を開始し、不十分な分離度であれば医師と連携して精度向

上を目指す。2017 年、アライアンスを締結し、薬機法を意識した安全性評価を実施する。

2018 年から脳ドックセンターへの働きかけを開始する。併行して特許出願、論文発表など

は継続する。薬機法対応し、保険適用が受けられるようにし、病院等にも診断装置として

販売することを目指す。また、固視微動計測装置、瞬目計測装置の研究用装置としての販

売対応も進める。 
 本事業計画に基づき、脳機能検査のプレスクリーニング技術の事業化を実現出来れば、

光産業の新分野となる、光健康寿命延伸分野の創成に繋がると考える。 
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第８章 
結言 
 
 
 
 高次脳機能障害に属する認知症を罹患する高齢者は 2040 年までにかけて年々増加し、

2045 年には、586 万人に達すると予測されている。認知症患者を増やさない、認知症患者

を出さないことが求められている。厚生労働省は、『認知症施策推進総合戦略～認知症高齢

者等にやさしい地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）』を発表し、取り組んでいる。

新オレンジプランでは、医療・介護等の連携による認知症の方への支援、認知症の予防・

治療のための研究開発、認知症高齢者等にやさしい地域づくりが進められる。一方、筆者

が所属する企業では、『遠州地方からがんと認知症をなくす』を合い言葉に、多角的に研究

開発を行っている。その取り組みの１つとして、非営利目的の浜松光医学財団を設立し、

浜松ＰＥＴ診断センターにて 2003 年から『ＰＥＴ総合コース』、『ＰＥＴ総合コース＋脳オ

プション』、『脳ＰＥＴ検査』の検診事業を運営する傍ら、社員ボランティアに対する検診

の機会を活用した研究・開発も行っている。その中で、『遠州地方からがんと認知症をなく

す』為には、ＰＥＴなどによる検診を実施する前に、検診を行う必要があるかどうかを確

認するための技術・プレスクリーニング技術の必要性が高まってきている。検査が必要な

人が検査を受診できる仕組みが必要となってきている。 
 脳機能検査のプレスクリーニング技術の実現手段として、眼の無意識な動きの固視微動

と瞬目に注目した。固視微動と脳の関係を示唆する先行研究や、瞬目と脳の関係を示唆す

る先行研究は存在するが、実用化された計測装置は存在しない。その背景としては固視微

動や瞬目を計測できる空間分解能、時間分解能を有する非侵襲計測装置が存在しなかった

ためである。そこで高速・高精度計測を可能とする IVS を用いて固視微動計測装置と瞬目

計測装置を構築した。 
 構築した固視微動計測装置のマイクロトレモア計測精度を３種類の検証方法により確認

した。検証の結果、本固視微動計測装置は、マイクロトレモアを計測するために必要な空

間分解能と時間分解能を有しており、マイクロトレモアを計測できると判断した。そこで、

実際に本装置を用いて健常な男性２名の固視微動を計測した結果、侵襲的に計測された先

行研究と同等の計測結果を、非侵襲に取得することができることを確認した。次に固視微

動計測装置を、高次脳機能障害で発症する症状にあわせ、両眼同時固視微動計測装置に改

良した。固視微動のマイクロサッカード計測精度を検証し、マイクロサッカードの左右差

を定量評価した。その結果、マイクロサッカードの左右差特徴量は被検者のマイクロサッ

カードの傾向を示すことを確認した。 



95 
 

 構築した瞬目計測装置の計測精度を検証した。その結果、侵襲的な計測手段による計測

結果と同等の数値を非侵襲に得られることを確認した。クレペリン検査を用いた VDT 疲労

の負荷タスク前後の瞬目を評価した。その結果、VDT 疲労は瞬目に影響を及ぼすことが確

認できた。健常者とパーキンソン病罹患者の瞬目特徴量の違いを評価した。健常者とパー

キンソン病罹患者の瞬目特徴量に違いがあることを確認した。脳機能検査のプレスクリー

ニング技術として有望ある技術であることを確認した。 
 固視微動計測装置と瞬目計測装置を用いた、脳機能検査のプレスクリーニング事業の事

業計画を立案した。今後 5 年で高まる高次脳機能障害、特に認知症を早期発見する技術、

仕組みへのニーズに対応し、事業を展開するためには眼科装置製造メーカーとのアライア

ンスを組むことがよいと判断した。最初のアプローチ先として、脳ドックセンターを想定

した。検討したビジネスモデルの検証にビジネスモデルキャンパスと SWOT 分析と競合分

析を利用し、検証結果を受けて事業計画を立案した。 
 脳機能検査のプレスクリーニング事業の展開に必要となる研究・開発を、京都府立医科

大学眼科と神経内科と進めた。JST の A-STEP によるシーズ顕在化研究委託金と、ハイリ

スク挑戦タイプの研究委託金の、２つの研究委託金を獲得た。固視微動計測装置に関する

特許申請を３件行い、３件の登録査定を得た。瞬目計測装置に関する特許を７件申請し、

2015 年 12 月 1 日までに４件の登録査定を得た。固視微動計測装置の展示会出展、瞬目計

測装置の展示会出展を行い、ニーズの収集などを行った。 
 本研究により、脳機能検査のプレスクリーニング技術の事業化を実現出来れば、光産業

の新分野となる光健康寿命延伸分野の創成に繋がると考える。これまでの自覚性判断や、

家族などの周囲の人の他覚性判断に頼る高次脳機能障害の兆しの発見を、機械による定量

化手法で算出された客観的な数値によって置き換える。これにより健康寿命の延伸への寄

与ができ、延いては、社会補償費の削減にも寄与できると考える。 
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