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青色光カットの防眩効果を脳反応から客観的に計測する手法を開発
～ニューロテイラーメイドでの応用可能性～
東海光学株式会社
東海光学株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長
（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長 古澤 宏和）の鈴木雅也
宏和）の鈴木雅也（脳科学推進室
（脳科学推進室
室長）と
と自然科学研究機構
自然科学研究機構 生理学研究所の柿木隆介教授らの共同研究グループ
生理学研究所の柿木隆介教授らの共同研究グループは、
の柿木隆介教授らの共同研究グループは、青色光をカット
青色光をカット
するカラーレンズの防眩効果を脳反応から客観的に計測する手法を開発しました。本手法を用いるこ
するカラーレンズの防眩効果を脳反応から客観的に計測する手法を開発しました。本手法を用いるこ
とで、
『より
『より快適に使えるサングラスや
快適に使えるサングラスや遮光眼鏡
快適に使えるサングラスや
眼鏡注 1）』
、
「まぶしさ」の個人特性を反映したレンズを提
供する『
『ニューロテイラーメイド』
ニューロテイラーメイド』などの開発
ニューロテイラーメイド』
の開発に繋がることが期待
に繋がることが期待され
されます。
本取り組みの一部は、内閣府革新的研究開発推進プログラム（山川義徳 PM）の支援を受け行われま
）の支援を受け行われま
した（研究開発課題「ニューロテイラーメイド」
、研究期間 2015.5～
～2019.3）
。
本研究成果は、米国オンライン科学誌「PLoS
本研究成果は、米国オンライン科学誌「PLoS ONE
ONE」に掲載されました（
掲載されました（2018
掲載されました（
年 8 月 2 日）
。

研究背景
網膜や視神経へ強い光を受けた際に痛みや不快感、
網膜や視神経へ強い光を受けた際 痛みや不快感、視機能の低下などの伴うこともある
視機能の低下など 伴うこともある
「まぶしさ」
は羞明（
羞明（しゅうめい：
しゅうめい：photophobia
photophobia）と呼ばれ、
と呼ばれ、眼瞼痙攣
眼瞼痙攣（がんけんけいれん）
（がんけんけいれん）
、ドライアイ、網膜色
素変性などの眼疾患
素変性などの眼疾患だけでなく
だけでなく、パニック障害
、パニック障害
、パニック障害、うつ病などの精神疾患
うつ病などの精神疾患や片頭痛など
うつ病などの精神疾患 片頭痛など、多くの疾患
多くの疾患に
おける症状
おける症状として知られて
して知られています。
います。このように羞明は、さまざまな
このように羞明は、さまざまな疾患
このように羞明は、さまざまな疾患で共通して訴えられる症状
して訴えられる症状で
して訴えられる症状
あるにも
あるにも関わらず、詳細な
詳細な神経メカニズムは
神経メカニズムは
神経メカニズムはこれまでにほとんど
ほとんど解明されていませんでした
解明されていませんでした
解明されていませんでした。
。特に、
羞明はよく
よく「まぶしい」という言葉で表現されますが、実際にどれぐらい「まぶしい」のか
「まぶしい」という言葉で表現されますが、実際にどれぐらい「まぶしい」のか
「まぶしい」という言葉で表現されますが、実際にどれぐらい「まぶしい」のかを、
を、定量
的かつ客観的
かつ客観的に評価すること
に評価することは非常に
は非常に難しく、
難しく、
「まぶしさ」を緩和するためのカラーレンズの色や濃度
の選択は、
は、患者様の主観に
の主観によって決め
よって決められているのが現状です
いるのが現状です。
いるのが現状です また特に疾患がない場合であっても、
特に疾患がない場合であっても、
人は多種多様な
人は多種多様な感覚特性を個性として持って
感覚特性を個性として持って
感覚特性を個性として持っているため、まぶしさに対する感受性（個人特性）
、まぶしさに対する感受性（個人特性）
、まぶしさに対する感受性（個人特性）もまた
人によってさまざま
人によってさまざまです。このような
です。このような背景から、羞明
です。このような
から、羞明の神経メカニズムの解明や定量的な評価手法が
神経メカニズムの解明や定量的な評価手法が
求められていました。

研究内容と成果

図１．カラーレンズを装用してまぶしい光を見た時の活動（平均波形）
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本研究では、健常ボランティア 10 名を対象に、
を対象に、視感透過率を
透過率を 70%に揃えた青、黄色、緑、灰色
に揃えた青、黄色、緑、灰色
に揃えた青、黄色、緑、灰色のレ
ンズと、無色
と、無色レンズの５種のレンズ（図
の５種のレンズ（図 2）を
を装用してまぶしい光を見た時
まぶしい光を見た時の視覚誘発磁界
まぶしい光を見た時 視覚誘発磁界（VEFs
VEFs）注
2)
を、脳磁
脳磁場計測器（
（脳磁図: MEG）
MEG 注3)を用いて計測し
を用いて計測し、神経活動を評価し
、神経活動を評価しました。図
、神経活動を評価しました。図 1 は、計測結果
注 4)
注 5)
を多信号源解析 で分離して解析し
で分離して解析した、網膜、一次視覚野（
た、網膜、一次視覚野（V1）
た、網膜、一次視覚野（
、紡錘状回(FG)
、紡錘状回(FG)注 6)の活動です。
黄色レンズ
黄色レンズを装用したところ、
したところ、網膜電図(ERGs)
網膜電図(ERGs) 注7)の b 波に相当する活動の振幅が小さく、潜時が遅く
なり、この潜時はレンズ各色の
この潜時はレンズ各色の 450nm の透過率と高い相関を示しました。一方、黄色レンズ装用によ
って一次視覚野と紡錘状回の活動が
一次視覚野と紡錘状回の活動が、他のカラーや無色レンズと比べて大きくなりました。これらの
一次視覚野と紡錘状回の活動が 他のカラーや無色レンズと比べて大きくなりました。これらの
知見は、黄色レンズ
知見は、黄色レンズを
を装用することで、
することで、まぶしい光を見た時に網膜でまぶしさが緩和され、脳の視覚
まぶしい光を見た時に網膜でまぶしさが緩和され、脳の視覚
野では良く見えていることを示唆しています。
「まぶしさ」を低減するためには、単に光の透過率を下げれば（レンズの色を濃くすれば）良い
「まぶしさ」を低減するためには、単に光の透過率を下げれば（レンズの色を濃くすれば）良いの
ではないか、
ではないか、という考えもありますが、レンズの色を濃くし
という考えもありますが、レンズの色を濃くし
という考えもありますが、レンズの色を濃くし過ぎると
過ぎると見え方が悪くな
悪くなります。本研究
ます。本研究
で観察された
で観察された「網膜活動の遅延」と「大脳視覚野の皮質活動増加」
「網膜活動の遅延」と「大脳視覚野の皮質活動増加」
「網膜活動の遅延」と「大脳視覚野の皮質活動増加」といった二つの現象
といった二つの現象
といった二つの現象は、今後
今後「ま
ぶしさ」と「見え方」を客観的に評価する指標として
ぶしさ」と「見え方」を客観的に評価する指標として活用できると考えられ
活用できると考えられます。
活用できると考えられます。

図２．カラーレンズの分光透過率曲線と外観
今後の展望
本研究手法を応用することで、将来的に「まぶしさ緩和」と「見え方向上」を両立する眼鏡レンズ
本研究手法を応用することで、
「まぶしさ緩和」と「見え方向上」を両立する眼鏡レンズ
やコンタクトレンズ、ディスプレイ、照明のフィルターなどの開発
やコンタクトレンズ、ディスプレイ 照明のフィルターなどの開発の一助となると期待でき
照明のフィルターなどの開発の一助となると期待でき
の一助となると期待できます。特
ます。特
に眼鏡レンズにおいては、より効果的に「まぶしさ」を緩和しつつ「見え方」を改善した
に眼鏡レンズにおいては、より効果的に「まぶしさ」を緩和しつつ「見え方」を改善したサングラス
サングラス
注1)
や遮光眼鏡
眼鏡 などのレンズカラー開発への応用が
などのレンズカラー開発への応用が想定されます。
れます。
また本手法を用いることで、
また本手法を用いることで、人によって異なる
人によって異なる
人によって異なる「まぶしさ」
「まぶしさ」の感じ方
の感じ方について、
ついて、個人ごとの
ごとの特性を
取得することができるようになると考えられます。
することができるようになると考えられます。
することができるようになると考えられます。現在、
、本研究グループ
本研究グループでは、本研究と
では、本研究と並行して簡
並行して簡
注8）
）
易脳波計システム （図３）の研究開発を進めています。本装置
本装置と組み合わせることで、
と組み合わせることで、
「まぶしさ」
の個人特性から眼鏡レンズ等の製品仕様を決定し、ニューロテイラーメイド（図４）で個人に合わせ
た製品を提供していくこと
た製品を提供していくことが可能になると考えられます。そしてこのシステムは、
が可能になると考えられます。そしてこのシステムは、
が可能になると考えられます。そしてこのシステムは、本当に快適・
快適・安心
安全な眼鏡レンズをお客様へ
眼鏡レンズをお客様へ提供することに
眼鏡レンズをお客様へ提供
することに繋がるのでは
るのではないか、と考えています。
と考えています。
と考えています。さらに、簡易脳
に、簡易脳
波計を用いた「まぶしさ」に関する個人特性は、少ない被験者
波計を用いた「まぶしさ」に関する個人特性は、少ない被験者への負担
の負担で取得できるように
で取得できるように研究開発
研究開発
が進められているため、
が進められているため、子供や発達障害など
子供や発達障害など
子供や発達障害などの場合の見え方（感覚特性）の理解に
の場合の見え方（感覚特性）の理解に
の場合の見え方（感覚特性）の理解にも今後貢献して参
貢献して参
りたいと思います。
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図３．研究開発中の脳波計システムの外観図

図４．研究開発課題「ニューロテイラーメイド」の取り組み
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論文情報
掲載誌：PLoS ONE
DOI：10.1371/journal.pone.0201804
掲載 URL：https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201804
掲載論文名：Effects of color lenses on visual evoked magnetic fields following bright light
著者名： 鈴木 雅也 2), 熊谷 直也 2), 乾 幸二 1),3)*, 柿木 隆介 1)
機関名： 1) 自然科学研究機構 生理学研究所、2) 東海光学株式会社、3) 愛知県心身障害者コロニ
ー発達障害研究所

お問い合わせ先
＜研究について＞
東海光学株式会社
脳科学推進室 鈴木雅也
Tel: 0564-27-3025
自然科学研究機構 生理学研究所
統合生理研究部門 乾幸二
Tel: 0564-55-7754
＜広報に関すること＞
東海光学株式会社
広報室 鈴木泰博
TEL: 0564-27-3035、FAX: 0564-27-3038
自然科学研究機構 生理学研究所
研究力強化戦略室
TEL: 0564-55-7722、FAX: 0564-55-7721
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補足資料
■本研究について
本研究は、東海光学株式会社 脳科学推進室・室長 鈴木雅也、同副主務 熊谷直也と、自然科学研究
機構 生理学研究所 柿木隆介 教授、乾幸二 准教授（兼任）の共同研究グループにより行われまし
た。本研究の一部は、内閣府革新的研究開発推進プログラム（山川義徳プロジェクトマネージャー）
のプロジェクトの一環として行われました。プロジェクトの詳細は以下です。
内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ※） http://www.jst.go.jp/impact/
プログラム・マネージャー ： 山川 義徳
研究開発プログラム ：
脳情報の可視化と制御による活力溢れる生活の実現
研究開発課題 ：
ニューロテイラーメイド
研究開発責任者 ：
乾 幸二 （自然科学研究機構 生理学研究所）
鈴木 雅也 （東海光学株式会社）
研究期間 ：
平成２７年５月～平成３１年３月
本研究開発課題では、ニューロテイラーメイドによる新市場の創造を目指して、脳計測手法及び量
産可能な簡易脳計測装置の開発を行っています。
※ 「ＩｍＰＡＣＴ；Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program」とは、実現すれば産業や社会の
あり方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベーションの創出を目指し、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開
発を推進することを目的として創設されたプログラムです。

用語補足
注 1) 遮光眼鏡
遮光眼鏡は羞明の軽減を目的として、可視光のうちの一部の波長の透過を抑制する眼鏡です。レン
ズ の 分 光 透 過 率 曲 線 が 公 開 さ れ て い る こ と が 要 件 に な っ て い ま す 。（ 関 連 HP ：
http://www.eyelifemegane.jp/）
注 2) 視覚誘発脳磁界（ＶＥＦｓ）
視覚誘発磁界（ＶＥＦｓ：Ｖｉｓｕａｌ ｅｖｏｋｅｄ ｍａｇｎｅｔｉｃ ｆｉｅｌｄｓ）は、
視覚刺激に伴う神経活動由来の電流変化を磁界変化として記録するものです。通常、背景脳波（自発
脳活動）に比べて視覚誘発磁界は得られる信号が非常に小さいため、加算平均などを用いて刺激と無
関係な背景脳波の影響を小さくすることで計測します。
注 3) 脳磁図（ＭＥＧ）
脳磁図（ＭＥＧ：Ｍａｇｎｅｔｏｅｎｃｅｐｈａｌｏｇｒａｐｈｙ）は、神経細胞の興奮に伴って
流れる電流による磁界変化を計測するものです。ミリ秒単位・ミリメートル単位の時間・空間分解能
で、脳の活動を知ることができます。
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注 4) 多信号源解析
多信号源解析は、脳磁図で計測したデータが複数の電流双極子（ダイポール）を用いて説明できる
ことを仮定して、複数の信号源（活動）の様子を分析する方法です。
注 5) 一次視覚野（Ｖ１）
一次視覚野（Ｖ１）は後頭葉の鳥距溝の周りに位置する初期視覚野であり、外側膝状体を経由した
網膜からの視神経の情報を受け取る領域です。
注 6) 紡錘状回（ＦＧ）
紡錘状回（ＦＧ：Ｆｕｓｉｆｏｒｍ ｇｙｒｕｓ）は、一次視覚野側方の腹側経路下部にある高次
視覚野で、顔認知の領域として知られる他、色や形、質感の認知などにも関連すると考えられている
領域です。
注 7) 網膜電図（ＥＲＧｓ）
網膜電図（ＥＲＧｓ：Ｅｌｅｃｔｒｏｒｅｔｉｎｏｇｒａｍｓ）は、光刺激によって網膜付近から
発生する電気的活動です。網膜から一次視覚野に向かってどのように情報が伝わったかを解析するこ
とができます。
注 8) 簡易脳波計
脳波（ＥＥＧ）注9)は、ドライ電極やアクティブ電極の技術が確立されつつあることから実社会で脳
情報を取得する手段として有望です。しかしながら、脳波は空間分解能が低いこと、産業応用目的で
は高密度の電極配置は現実的でないこと、頭（脳）の大きさや脳溝の向きは個人により様々であるこ
と、などから簡易脳波計を実用化するためにはまだ課題があります。そこで本研究開発課題では、簡
易脳波計の装置開発も進めています。
（参考：２０１６年９月２９日 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20160929/index.html）
注 9) 脳波（ＥＥＧ）
脳内には数億の神経細胞があり、脳の情報処理はその神経細胞が興奮することにより行われていま
す。脳波（ＥＥＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｅｎｃｅｐｈａｌｏｇｒａｐｈｙ）は、神経細胞の興奮に伴って
流れる電流活動を頭表に配置した電極で電位差として記録するものです。ミリ秒単位の時間分解能で
脳の活動を知ることができます。
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