立体視についてはまだよく判っていない。パンダの推測も入っているので間違っていたらすみません！

立体視検査の説明

参考）眼科検査法ハンドブック第４版Ｐ114 図 12
実際は優位眼で見ているというよりはなく素早い交代視である
とのこと。優位眼との視力差がありすぎると融像は出来にく
い。それでなくとも片眼は P に投影されることとなるので。

主にＴＳＴの原理

① 優位眼(この場合右眼)で検査視標の A のみ
が見えるように交差性に両眼分離しているの
でＡを FR で見ると左眼も FL でみているつもり
だが見えない。（両眼分離していても離れて
いる物体を左右眼別々に同時にＦで見ること
は難しい。）
② 左眼では A´が見えるが、FL は A を見ている
つもりで像が投影されるのは耳側にある PL
となり、右眼の PR はもちろん見えない。
③ 非対応点であるが、パナム領(近辺)の範囲な
ので A と A´は同じ図形であり融像し、交差性
となり飛び出る。（A と A´をそれぞれの眼の F で

A と A´は融像
A
A´
検査表面

パナム領
（近辺）

ｂ
C

ホロプター
左眼は非対応点に結像するの
でホロプターからはずれる

ａ＋ｂ＋C＝180°
ａ＋ｂ＝180- C
＝（飛び出た位置
での）輻輳角

融像して飛び出て
見えるのはココ！

見ていたとすると両眼単一視となり飛び出ない
又、眼科検査法ハンドブック第４版ではパナム領
内の固視ずれは融像され、図の場合 A と A´が融
像され浮き出て見えると記述されている。というこ
とはパナム領内であっても固視ずれの微妙な範
囲により感覚性融像で両眼単一視される場合と
立体視となる場合があるということになる。）簡単

a
眼科検査法ハンドブック
第 2 版では回旋点となっ
ているが、結点のはず。
所先生によれば近似値で
あるので OK とのこと。輻
湊した後なのでやはり結
点だと思う。

ａ＝（単眼）視差

ｐL

見えない

FL 見えない

ｐR FR

には交差性・同側性複視がパナム領(近辺)
なので融像したものと考えたら判り易い。
④ すなわち図としては、見えている A と A´で融
像しているので PL と FR の視線の延長線の
交点が融像する位置となり、飛び出ることと
なる。

パンダの考えとしてパナム領（付近）としたのは、視差があっても
完全にパナム領内だと同じ図形であるなら単一視となってしま
い、立体感は出ないので、便宜上パナム領（近辺）としました。

TST など・・・偏光眼鏡
Ｒ眼

赤緑眼鏡
Ｒ眼

Ｌ眼

Ｌ眼

見ているもの
見ているもの

見ているものは
交差性ではある
が融像するので、
頭の中で近くにあ
ると認識する

優位眼が緑線と
する

優位眼が赤線と
する

PL

FR

PL

Ｌ眼

見ているものは
同側性ではある
が融像するので、
頭の中で遠くにあ
ると認識する

Ｒ眼

見ているもの

FR

Ｌ眼
見ているもの

優位眼が赤線と
する

優位眼が赤線と
する

PL

FR

Ｒ眼

PL

FR

TST は実際は F と F との対応ではないので、最も日常に近い検査はフリスビーだね。

下図は眼科検査法ハンドブック第４版 P115 図 13 を参考に加筆しています。しかし、脳の中
での見え方を図示することが困難なのと、立体視のことがまだよく判っていないこともあり、
間違えていたらすみません。

フリスビーの原理・・・プレートの厚さ
ここを見ている
単一視
前面のプレートの図Ｒ眼
Ｌ眼で見ているもの

背面の図

背面のプレートの図Ｌ 眼

Ｒ眼で見ているもの

前面の図
背景に白を持ってきた方
が見易いということが説
明書には 書いて あった
が、それは背面より 遠く
にある風景を見てしまう
ことがあるためか？
しかし日常視に近くする
た め には 背 景が あ る方
が良いので透明にして検
査した方が良いと思う。

これも
単眼での視差

ＦＲ PR

ＰL ＦL

ここを見ている
単一視

PR ＦＲ

ＦL ＰL

背面の図を見るとすると

裏返して前面の図を見るとすると

① 実際の図なので左右眼のＦでプレートの背面を見ると

① 実際の図なので左右眼のＦでプレートの前面を見ると

（黒線）単一視され、前面の図は両眼の耳側の非対応

（黒線）単一視され、背面の図は両眼の鼻側の非対応

点（青破線）に投影され交差性となる。

点（青破線）に投影され同側性となる。

② パナム領(近辺)にある場合と考えると、前面の図は交

② パナム領(近辺)にある場合と考えると、背面の図は同

差性となり、図では判別しやすいように縦･横模様だが

側性となり、図では判別しやすいように縦･横模様だが

実際は同じ図形であり融像してＰＲとＰＬの延長線の交

実際は同じ図形であり融像してＰＲとＰＬの延長線の交

点の位置である前面の図として飛び出て見える。

点の位置である背面としてへこんで見える。

ただし日常では実際は前面、背面と交互
に見て凹凸を感じているのでしょうね。

補足）上図に至った経緯

学校時代の講義プリントより

生理的複視の図文献１

A

生理的複視の図文献２

B

生理的複視の上図文献１では固視点が近方の場合、同側性複視は固視点と同距離にあり、固視点が遠方の場
合、交差性複視は固視点と同距離にある図となっている。
上図文献２では固視点が近方の場合、同側性複視は遠方の視標と同距離にあり、固視点が遠方の場合、交差
性複視は近方の視標と同距離にある図となっている。（この図で記載されている本が殆ど。）
パンダが思うに同距離にあるずれた視標、例えば TST などの通常の検査だと、同側性複視なら遠方に感じ交差
性なら近方に感じることから実際空間では文献１で、視空間では文献２の実際の距離（複像間距離から遠近の
位置を察知）として感じるのでは？
そしてパナム領（付近）だと融像して立体感、パナム領圏外だと遠近感となるのでは?
実際の見え方の例として生理的複視カードを見ると上図文献２のように見えるのは視空間だからなのでは？

かいせつ こ う し

以前に説明した図は間違って
いました。
すみません！
しかしどの説明書でも F がどこ
になるのかが明瞭でなく、か
なり悩みました。この図もあく
までも推測で間違っていたら
申し訳ありません。

推測）Lang の原理・・・円柱回折格子

FＬ ＰＬ
ＰＲ

ＦＲ

両眼の中心窩で 1 点を見ようとすると、
レンチキュラレンズ(プラスチックの細い
半円柱レンズ)が光を屈折させ、左右
の図形がそれぞれレンズ面で交差性
に分かれ（破線）、左眼からは青色の
図の位置、右眼からは赤色の図の位
置が見え交差性となる。
その交差性となった図の延長（黒線）
は左右眼それぞれの網膜の耳側に投
影されるので飛び出ることとなる。

ここに飛び出る。

Ｒ眼で見える図形
レンチキュラレンズ
(プラスチックの細い
半円柱レンズ)

Ｌ眼で見える図形
Ｌ眼

Ｒ眼

ここを見ているつもりだが
実際はレンズ面で交差性
に分かれている。

視差は省略
例）TST のサークルでは
交差性複視を作ると

全体的に簡単に考えると
パナム領
検査面

付近

優位眼を右眼とすると
飛び出て見える

p

ｆ

p

同側性複視を作ると

ｆ

全体的に簡単に考えると
優位眼を右眼とすると
へこんで見える

パナム領

検査面

p

ｆ

付近

p

ｆ

単眼（経験的）立体視・・・両眼視がないと視差が出ないので立体視ができないが、他の
色々なものを手がかりに判る立体視
１． 遠近による大きさの差
遠い所のもの→小さい
近い所のもの→大きい
２． 影の効果

３． 視差移動
例）電車に乗っていて風景を見ると
遠い所のもの→遅く動く
近い所のもの→速く動く
４． 注意をひくもの→近く
黒いもの→遠く感じる
５． 上下に並べると→上の方が遠くに感じる

６． 輪郭の完全なもの（重なって見えるもの）→近くに感じる

７． 調節量→調節（ピント合わすのに）量が多いと近くに感じる
８． 既知の物は→知っているものだから形は判る
９． 濃い色・鮮明さ→近くに感じる
１０． 色相→寒色は遠く、暖色は近くに感じる

TST 他の場合
①ＰＤによる違い

検査面

優位眼を右眼として

この位置まで飛び出る

視差を省略

p
p

ｆ

P ｆ

ｆ

ｆ

視差を黒線で記入すると
検査面

視差

p
ｆ

ｆ

まとめ 一定の検査距離・一定の図形のずれでは（ただしＰＤが大きいと僅かに距離が長くなる）
TST などでは PD が大きいと視差が小さく飛び出方は小さくなる
TST などでは PD が小さいと視差が大きく飛び出方は大きくなる
ただし同一人物ではないので飛び出方の比較は難しいし、図形のずれ幅による経験的な凸感も介入するとは思う。

②検査距離による違い
検査面
優位眼を右眼として

この位置まで飛び出る

視差

p ｆ

ｆ

p ｆ

ｆ

まとめ 一定のＰＤ・一定の図形のずれでは（ただしＰＤは検査距離が近いと輻輳するのでわずかに小さくなる）
ＴＳＴなどでは検査距離が遠いと視差は小さく飛び出方は大きくなる
ＴＳＴなどでは検査距離が近いと視差は大きく飛び出方は小さくなる
日常では距離が遠くなるほど視差が小さくなり図形のずれも小さくなるので、やはり日常に近いとは言えないね。

③図形のずれ（単眼視差）による違い
検査面
優位眼を右眼として
この位置まで飛び出る

立体視となる最低の視度差（図形
のずれ）が立体視の閾値。この逆
数 が立体視 感度 。だから 視度差
（図形のずれ）が小さいほど立体視
感度が良い。
パナム領（近辺）なので融像は可
能で単一視してしまうこともあり、僅
かなずれを立体視と認識するのは
難しいね。

p

まとめ 一定の PD・一定の検査距離では

ｆ

ＴＳＴなどでは図形のずれ（視差）が小さいと飛び出方は小さくなる
ＴＳＴなどでは図形のずれ（視差）が大きいと飛び出方は大きくなる

総まとめ 一定のＰＤでは（ただしＰＤは検査距離が近いと輻輳するのでわずかに小さくなる）
TST などでは検査距離と飛び出かたは比例し、 視差は反比例する。
TST などでは一定の検査距離では視差と飛び出かたは比例する
よって、ＴＳＴなどでは検査距離を一定にしないと立体視感度に誤差が出る
検査表は決められた検査距離と PD（フリスビーのみ６５㎜と検査法ハンドブックに記載
あり）を基準にして、図形のずれを（単眼）視差、すなわち優位眼の中心窩で見ている
位置とずれている方の図形の位置との角度で表示している。これにより２つの図形の
ずれが大きいほど視差が大きい関係は成立し、これを立体視の定量としている。
すなわち視差が大きいほど飛び出かたは大きく、小さいほど飛び出かたは小さくなり、
判別できる最低の視度差（図形のずれ）が立体視の閾値 で、この逆数が被検者の
立体視感度である。
ただ、PD を変えることは不可能だが、検査中に距離を近づけたり遠ざけたりすると基
準とした視差ではなくなり、遠ざけると視差は小さくなるが飛び出かたは大きく、近づけ
ると視差が大きくなるが飛び出方は小さくなるということになり、検査結果に誤りが出て
しまう。
例として、視差(図形のずれ)が大きいものから順に検査していく場合、徐々に検査距
離を遠ざけると飛び出かたが大きくなり視差の小さいものも判別できる場合がある。
したがって検査距離を守ることが重要となる。
また、視差による感度もあくまでも決められた条件での数値である。

フリスビーの場合
フリスビーの原理・・・プレートの厚さ
① ＰＤによる違い
Ｒ

Ｌ

ここを見ている
単一視

（単眼）視差

ＰL
ＦL

ＰＤの広い人の場合、基準と
なる人と同じ前面にある図を
感じるには図形のずれ幅が大
きくなる。よって理論上はＰＤ
の大きい人は基準となる人よ
り 飛び 出て 見え るはずで あ
る。しかし実際はプレートの厚
さは同じなので、パンダが考え
るに、人は実際の図形のずれ
幅と経験による立体感を合わ
せて、立体感を体得している
のだと推測する。
すなわち図形のずれによる飛
び出方は、人によって違うの
だと思う。

ＰＲ
ＦＲ

一定の距離では
フリスビーでは PD が小さいほど視差が小さくなり融像させる図形のずれは小さい
フリスビーでは PD が大きいほど視差が大きくなり融像させる図形のずれは大きい
双眼レンズの左右レンズを近づけると凸感が増すのは輻輳によるものでＰＤの変化ではない。

②視差による違い
Ｒ

ここにできる交差性の図
形を融像して凸として感
じる

L

ここを見ている
単一視

（単眼）視差

ＰL

一定のＰＤでは

ＦL

ＦＲ
視差が小さいと飛び出方は小さい。

PR

フリスビーでは視差が大きくなるほど図形のずれが大きく飛び出かたは大きく感じる
フリスビーでは視差が小さくなるほど図形のずれが小さく飛び出かたは小さく感じる
同一人物の場合、視差と図形のずれと凸感は比例する。

③検査距離よる違い
同じ人が検査距離を遠ざけると視差が小さくなり、
かつ図形のずれ幅が小さくなるので、実際のプレ
ートの厚さより飛び出方は小さいと感じるはず。
Ｒ

L

ここを見ている
単一視

（単眼）視差

ＰL

ＦL

ＦＲ

PR

（単眼）視差

ＰL
ＦL

PR
ＦＲ

一定のＰＤでは
フリスビーでは検査距離が近くなるほど視差が大きく図形のずれは大きい
フリスビーでは検査距離が遠くなるほど視差が小さく図形のずれは小さい

②の視差と図形のずれと凸感は比例するという結果から
フリスビーでは検査距離が近くなるほど飛び出かたは大きい
フリスビーでは検査距離が遠くなるほど飛び出かたは小さい
検査距離が近いと輻輳量が大きくなるので、視差が大きくなるね。

④プレートの厚さによる違い
Ｒ

Ｌ

Ｒ

Ｌ

ここを見ている
単一視

（単眼）視差

（単眼）視差

PR
ＦＲ

ＰL
ＦL

ＰL

ＦL

ＦＲ

PR

フリスビーではプレートが薄くなるほど視差と図形のずれが小さくなり飛び出かたは小さい
フリスビーではプレートが厚くなるほど視差と図形のずれが大きくなり飛び出かたは大きい
これは日常ではあたりまえのことだよね！

フリスビーの場合、日常での見え方なので飛び出かたの大小はＰＤの
違う他人と比較することは難しい。多分、自分の図のずれ幅と生活する
上での経験的な距離感（奥行き感）により、実際の立体感を体得する
のだと思う。
ただ言えることは、視差と凸感は比例し、輻輳量が大きくなると視差が
大きくなる。輻輳量を大きくするには検査距離を近づける、図形のずれ
を大きくする。ＰＤを大きくすることも入るが、これは不可能。

遠 近 感 と 立 体感 を
まとめると

遠近感は？→生理的複視によって感じる
例）正常な両眼視が出来る場合
○前後に２つの丸点を印したカードの近方を見る場合

○前後に２つの丸点を印したカードの遠方の丸点を見る場合
パナム領外

パナム領外

PL

PR
固視点

パナム領
PR

固視点

パナム領

PL

パナム領外
パナム領外

FL PL

近方の

を見ると

PR ＦＲ

PL

は左右眼の網膜の鼻側

PR
ＦＲ

FL

遠方の

を見ると

は左右眼の網膜の耳側

非対応点に投影され、かつパナム領外である

非対応点に投影され、 かつパナム領外である

ので同側性複視となり、 を遠くに感じる

ので交差性複視となり、 を近くに感じる

立体感は？→視差の融像によって感じる
例）正常な両眼視が出来る場合
この場合、視差のある同じ図形は

○ＴＳＴの場合

網膜の周辺と中心窩（付近）に投
影されるが、パナム領内であれば
パナム領
（近辺）

融像して交差性にずれていれば飛
び出て、同側性にずれていればへ
こむ。

PL

FR

○日常の場合

PL

PR

パナム領
（近辺）

パナム領
（近辺）

FL PL

球体の前方の

PR ＦＲ

を見ているとすると後方は

PR

PL

PL FL

球体の後方の

ＦＲ PR

を見ているとすると前方は

左右網膜の鼻側に投影され同側性となる

左右網膜の耳側に投影され交差性となる

が、パナム領（近辺）であるので融像して後

が、パナム領（近辺）であるので融像して前

方に見え球体と感じ、立体感となる。

方に見え球体と感じ、立体感となる。

遠近感と立体感の違いは左右の網膜非対応点に投影された像がパナム領（近辺）か圏外かの違いによる
パナム領（近辺）としたのは、完全にパナム領内だと単一視となっ
てしまうので便宜上パナム領（近辺）としました。（ただし眼科検査法
ハンドブック第４版ではパナム領内の固視ずれは融像され、図の場合 A と A´
が融像され浮き出て見えると記述されている。ということはパナム領内であっ
ても固視ずれの微妙な範囲により感覚性融像で両眼単一視される場合と立
体視となる場合があるということになるが・・・）

ただパンダが思うに、人が物を見るとき１点を凝視することはなく
全体的に見ていることが多く、無意識に前後、遠近を交互に見て
いるので、既知のものとして立体感や遠近感をつかんでいること
の方が多いでしょうね。

