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人間の周辺視野における周波数応答特性とそのモデ、ル

山 城 毅本

Frequency Response Characterisics of Peripheral 

Region of Human retina and it's Model 

Tsuyoshi Y AMASHIRO 

Summary 

Temporal frequuecy response characteristics of peripheral region of 

human retinas are measured with using flicker fusion phenomenon. The 

result of psychological measurement shows that the peripheral region of 

retina has band-pass characteristics and is available to detect moving stimuli. 

A mathematical model of the retina is also proposed. The frequency 

characteristics of the model fits to the experimental results. 

I はじめに

人間の視覚系は現在の凶i像情報処理装置にはみられ

ない優れた認識能力をも っているが、乙の能力には視

線を動かレて画像の特徴をとらえるという能動的な機

能の寄うが大きいと考えられる。したがって、視覚系

の能動的機能を研究する乙とは、人間に近い画像処理

能力を機械に与えるためにも重要である。しかし、視

覚系の能動的機能は網膜の構造と密接な関係をもって

いるから、研究の推進にはまず網膜の機構を解明する

ζ とが必要になる。本研究は、網膜周辺部の機構を、

心理学的実験とシ ミュレーションによって解析したも

のである。

人間の祝ブJは中心問 (Fovea)で最も高く、中心脅

から離れるにしたがって筏需品に低下 (20
周辺で約50

(2) 

%、10
0周辺で約80%減少)する。したがって視覚対象

を詳しく判別できるのは中心街付近に限られている。

しかし、周辺視野をjjfli級して、周辺視野ではものを見

る乙とができない状態を作ると、対象の判別ができな
(3)(7) (4) 

くなったり、 文章の読取り速度が低下することが報告

されている。また、視覚対象に視線を向けるときに

は、周辺視野での知覚が動機になっていると考えられ

る。このように、網膜周辺部は中心寓とは奥.なった重

受付:1977年10月20日
*短期大学部i1t気工学科

要な役割を果たしているに違いないと恩われるが、網

膜周辺部でどのような商像処理が行なわれているかは

明らかで、ない。乙の機能を明らかにするには、まず基

本的特性を測定する必要がある。心理学的に見た視覚

系の碁本的特性は、空間的特性としての視力と、時間

的特性としてのフリッカ融合であるといえる、しかし、

絹膜周辺部で静止視擦を見ると、容易に stabilized

image現象が起って、数秒で視標の知覚が著しく低下

する。 したがって、 周辺視野の特性は時間特性を考慮

しなければ定義する乙とができないと考え、本研究で

は、まずフリッカ融合現象を利用して周波数特性を測

定した。

周辺視野におけるフリッカ融合現象については、乙
(5)(6) 

れまでにも多くの報告があるが、円形あるいは円環状

の刺激光を用いて、広い領域の特性を測定しているの

で周辺視野各部の特性については分らない。また、低

周波数領域での測定結果も少ないので、次主主K述べる

方法で網膜水平方向の各小部分についての周波数特性

を測定し、その網膜モデルを提案する。

E 実験装置と測定方法

フリッカ融合現象の測定はFig.ll乙示す実験装置を
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用いて次の方法で行なった。 (5)チラツキ周波数fがO.8Hz以上の場合には、

( 1 )実験は暗室で行い、被験者は発光ダイオード 被験者自身でチラツキの有無を判断する。しかし、f

LED-Aから約60cm離れた位置でLED-Aを注視し がO.8Hz以下では stabilizedimage現象が生じる可

ながら周辺視野でもう一つの発光ダイオードLED-B 能性があり 、被験者の点滅知覚はフリッカによるもの

を見る。乙の周辺視野でのLED-Bのチラツキに対す か、stabilizedimage現象によるものか主観的には

る被験者の知覚閥mをチラツキ周波数fについて測定 判断できない。そ乙で、刺激光Bの変化にできるだけ

する乙とが実験の目的である。 追従するように被験者自身がポテンショメ ータPaを

動かして、中心簡で見ているLED-Aの凋IJ.交を変化さ

* ;L.E.D せる。笑験者は、 ぺンレ コー ダ上のï~í光源の波形が同

Fig.l Schematic diagram of measuring 
sy百tem

(2 )被験者は手動でポテンショメ ータPaを操作

することによってLED-Aの明るさを変化する乙 とが

できる。乙の変化は暗室外のぺンレコ ーダl乙記録され

る。

(3) LED←Bは発振器' (OSC ~ ) と D. C. 電源から

の出力により、 Fig.2K示すように平均v.ベルLを中

心に振幅mLの点滅をする。乙の変化はぺン レコーダ

|モ - 2，，/ω ータ|

t.. 

;[T V マ
Time l 

Fig.2 Stimulus waveform ，of LED~B 

期していれば、被験者がフリッ カを知覚していると判

定する。

乙れらの測定を網膜上水平位置鼻側 (Nasal)と耳

側 (Temporal)について向を変えて行なう。

E 測定結果と検討

(1)簡単のために、刺激と感覚との問の変換過程

をFig.3に示すように線形近似し、伝述関数をG(f)

mL sin211'ft 

Fig.3 G(f); Transfer function of retina， 

。;Threshold of sensation 

とおくと、正弦波状刺激mLsin(2πft)に対する感

覚変動S(t)は

S (t) =mL I G(f) I sin (2πft+ψ) (1) 

となる。乙こで閥値0を一定と仮定し感覚変動S(t)が

!羽値よりも大きくなったと きにチラツキが知覚できる

とすると、 。1
I G(f) I :2:函-c=~ x (const.) (2) 

となる。

したがって、チラツキが判別できる|似体での正1五波

振幅を各周波数fについて測定し 11mを求めると、乙

れが伝達関数G(f)のゲイン特別:1ζ比例すると考えら

れる。

(2) Fig.4 ----Fig.81L測定結巣を不す。なお、

縦rIi自は変調EFの逆数 11mで、 級制lは J~ð波数fで、ある。

(3) Fig. 4 ----Fig. 5は赤色発光ダイ オード(TL 

に記録される。被験者はポテンシ ョメ{タ Pbを操作 G-I03、波長=ι700nm)、Fig.6----Fig. 8は緑色発光

することによ り振幅 mLを変化でき、乙の値を暗室外 ダイオード (TLG-I03、波長 子560nm) での測定結

にいる実験者が読み取れるようにし，である。 よ!<!:である。また、Fig.4、Fig.6は網膜 Lで中心禽よ

(4) LED-BはLED-Aと水平位置に置かれ、水 り鼻側(視野では外側}、Fig.5、Fig.7は耳側につ

平方向IL移動する乙 とにより視角 8eを変え、点滅光 いての測定結果である。Fig.8は測定以を定めて刺激

の網膜上での位置を変える ことができ る. の平均輝度Lを変化させた場合である.
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Fig.4 Frequency response curves on the horizontal axis of the retina 
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Fig.5 Frequency response curves on the horizontal axis of the retina 
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Fig.7 Frequency resporse curves on the horizontal axis of the retina 

(4) Fig .4~Fig .7 の測定結果よ り、 中心禽 (00) 、 い周波数領域まで広がっている。

周辺視野 (50~400) ともに帯域特性4告示しているが、 (6) Fig.8は輝度の平均値Lを変化したときの中

中心簡の感度は全周波数範囲にわたって周辺各部より 心鶴と鼻側 10
0 の測定結果であるが、 暗く なるにつれ

も高い。特に、中心窟から5。の簡での減少が著しい。 て感度が落ち、とくに高・い周波数領域のテラツキが判

また高周波数領域での周辺部の感度の低下が低周波数 別できなくなっている。

側によちべて大きく、 20Hz以上のチラツキを知覚する (7) Fig. 4 ~Fig. 7のMo点の値は、 rl~心情で非

乙とはできない。 常にゆっくりした点滅光を見ているときの感度で、ほ
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Fig.8 Frequency resporse curves on the horizontaJ axis of the retina 
Effects when stimulus level L is changed 

日.0

(5)緑色を使用した測定結果によると、中心街で ぼ定常光を兇ているときのrp心街の強度と みなすこ と

中間周波数領域 (2~ 8Hz)付近にへコミができて、 ができる。乙の Mo点と周辺部で 1~2 Hz 付近の点

赤色を使用したときより も感度が惑い所が出ている。 滅光をみているときの感度とを比較すると、周辺部の

このために、中間周波数領域での中心街と周辺部の感 感度の力万f高い。このことは、視野 II~心の静止物体よ

皮の差は赤色の場合に比べて少ないようである。ま りも周辺視野での運動物体に人間の限が感じやすい乙

た、 一般的1[.、緑色の特性は赤色に比べて全体的l口.5 とと関連がある ものと も考え られる。
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横l乙連絡している水平細胞 (HorizontaIcelI)とア

マクリン細胞 (AmacrinecelI)に伝わり、復雑な情

報処理が行なわれていると考えられている。また、測

定したような網膜の周波数特性も乙のような処理の結

果として現われるものと考えられる。そ乙で逆l己、測

定結果から網膜の構造を推定するためのモデルとして

Fig.l0 ，乙示す構成を想定した。すなわち視細胞

(R; Receptor)が・・・、 (i-1)、 i、 (i+ 1)、

( j -1)、j、 (j + 1)、・・・、 (k -

1 )、 k、 (k+ 1)、・・・、 ( J-1)、l、 (1+ 

1 )、・・・のように直線上に密に配列していると考

え、それぞれのRからの出力は水平細胞Hを通して、

他のRから抑制を受けている。その抑制の大きさは

Fig.1HC示すように細胞聞の距離が離れるにしたがっ

て弱くなると考える。例えば、 j喜子日のRは(j土 1) 

(j士 2)、 ( j士 3)、 ・・・者日と抑制細胞の距離が

離れるにしたがって、 Wj士l，j、Wj上 2，j、Wj士 3，j

.・・ (Wk，jはk番目の視細胞がJ番目の祝細胞に与え

る抑制の重みを表わす。)のように指数関数的に減少

するようにしている。これは j蒋目以外のRについて

も同様に考えている。また、これと同じような側抑制

がアマクリン細胞Aを通して双極細胞Bの出力にかか

っている。 R、H、B、Aのそれぞれの細胞の伝達特

性はFig.lOに示すように一次系で近似しており、また

神経節細胞Gは、この細胞をはさんで応答がアナログ

泣からパルス状に変わる といわれているので、 Gは

琉球大学理工学部紀要(工学篇)ifi15号， 1978'4こ

lV 周辺視野の周波数特性モデル

Fig.4~Fig7 の測定結果を基にして、周辺視野で

の網膜の周波数特性モテ、ルを考えてみた。参考まで
(7) 

l己、 Fig.9'乙網膜での細胞配置の路岡を示す。

C : cone. sff休 R: rod粁休

H : horizontaI ceII.水平細胞

B : bipoJar ceII.双阪細胞

A : amacrin巴 ceJI.アマクリン細胞

G : ganglion cell.神経節細胞

Fig. 9 Schematic diagram of retina ceIls of 

the primate eye and their connections 
(Dow Iing， Boycott) 

G ~ 1 日~ A~~ ~lτ訂百 1i =Tτヨ宝
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-
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A model of the peripheraI region of retina 

単l乙アナログ量をパノレスに変えるだけの変換器である

と考えて伝達関数の値は 1とした(乙のモデルでGか

らの出力がパルスに変換されるわけではない。)。

Fig.l0 

まず光刺激によって祝細胞(錐体;cone、粁体;rod)

が反応し、この応答が縦の経路にある双極細胞

(BipolIar celI)と神経節細胞 (GangIioncelI) 
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__Ri~ ・B (s) ・G(s)Wg (μ) P(s、μ)
S(s、μ) 一 一

F 一 (I+W(μ) H (8)) (1+ WT"PfA石))一一
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Ixl 

m )=ELe-x 

( 5) 

(4)式

P(s、μ);入力

( 5)式に(3)、と表わすζ とができる。

を代入すれば、

も，Yj，l，j

Wi.j 

S (s、 μ) 一 一←旦(註空位~G (s) (l +~2ρ)2 
戸一 (1+ H(s) +X2f12) (1 + A(s)千x2fl2)

(6 ) ×
P(s、μ)

(1 +k2x2
f12) 

仁X/X)

Fig.ll Am example of the weighting func-
tion of the lateral inhibition 

j'l 

l/k2=z3 1十A(S)=Z2、

となるが、乙乙で、

l+H(s)=Zl、

とおくと

S(s、μ)

儀後i乙Fig.12の例に示すように、Gからの出力を光

'源の中心から離れるにしたがって指数関数的に減少す

る重みWg(x)を掛けて加え合せたときの出力を感覚

Sとしている。

x { 竺 + 旦 +~':" }y2;，2 }ω ー - . 

Zl十X2f，2'Z2+x2f，2T Z3 +X2μ2 f 

xP (s、/，) (7) 

と表わされる。ここで

柑
(zl-1)2

一一一一 ← 一一 (Zl-Z2) (Zl -Z3) 

p (Z2-1)2 
一 一 一一 一一一 (Z2-za) (Z2ー Zl)

ν 一 生旦ご 1)2 

，ー (Za-Zl) (Z3ー Z2)

である。 ところで、 半経 r の締!交が一線な光源は~I削

的短形波 (Ixl<rでP(x)= 1、 |先I>rでP(x)= 

O、Fig.13参照)で表明できるが、これに対する空間

xP(s、μ)=R(s)・B(s)・G(s)・Za
.， 

1 _-E 
Wg(思).2kx:e 

、Vgk

CW~ ( ;芯 )ユ

W'I!，i 

〈ヌ;Xユ

Fig.12 Weighting function between ganglion 
cells G and sensation S 

ーコ
。

以上簡単にモデルの構成を示したが、以下p:.モテツレ

の出力Sの計算方法を述べる。計算では、細胞群がF詩

集している連続的な媒体と考えている。

まず重み関数W(x)をフーリェ積分して、水平細胞

層およびアマクリン細胞届における神経同路網の空間

周波数特性を求める。すなわち、
ラ惨

W(μ) = 
(∞W(x)e-UtXdx=ーιf

∞
J 

-00 
~x J 

-00 An example of input p(x) Fig.13 

Ixl ;.. ~ < 一一一一 ーJμ x ，， ~ _ 1 x e -， QX一一一二一一一ー l+x2μ2
周波数特性 1/(1 + x2μ2)をもっ神経I'o!l路網の応答

q(x)は、 Ixi<rのとき

r 

q ( x ) = (1 -e X cosh与)

( 3) 

乙乙でμは空間角周波数である。

また同様にWg(x)についても空間角周波数特性を

求めると、

( 8) 

で表わされる。とくに、光源の中心に対応する網膜部

付.の応答は、 x=oとi胃〈 ζ とにより 、

(9) 

となる。したがって、 乙の公式を)Ijいれば刺激 P(x)

r 

q(O)= (1-e-x) 

(4) 

となる。

一万モデルの出力S(s、μ)はW (11)、Wg(μ) 

および各細胞の伝達関数をfHいて

Wg (μ) =Ti誌
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は、

が輝度一様の光源のとき (7)式の実空間への変換 るから、 s=jωとおくことによりモデルの周波数特性

I S (jω、0) Iを数値計算で求める乙とができる。
YZl 

持)=郎)・B(s)・G(s)Z3 {去(1-e-Tr) 

" -Y笠r ーピ竺r
+さ(l-e X)+手(l-e x ~ (10) 

Lt~ Z3 

となる。Zh Z2、Z3、a、P、rは演算子sの関数であ

V 毛デルの周波数特性

Fig.14 "" Flg.16 I乙モテ勺レの周波数応答特性例(実

線)を示す。 Fig.14、Fig.15の中にあるマークはモデ

ルとの比較のために、それぞれFig.4、Fig.61乙示し

百0.1

2 。
502 
J 
日。。
:;E 0.5 

1.0 
0.1 

RED 

NASAL 
Th=1.0 
To=0.65 
Tr = 0.45 
Tb=0.02 

Kh=1O.0 
Ka=1O.0 

4‘ 4‘ 
4‘ 

ん入。ロ

a
¥
(
 一

... 

1.0 

FREQUENCY(Hz) 

Fig.14 Curve represents theoretical response given by Eq. (10). Marks 

represent peripheral response from Fig. 4 respectively 

GREEN 

NASAL 
Th=0.2 Kh;:;6.Q 
Ta=0.13 Kα=6-0 
T r=0.055 
Tb=0055 

0-2 1.0 5.0 10.0 0.5 2.0 
FREQUENCY(Hz) 

Fig.15 Curves represent tl1eoretical response given by Eq.α:0). Matks 
reprωent perjph白百1response from Fig.6 respectively 
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た赤色と緑色の測定結果より周辺部 (5O~400) の測 ドの測定結果より、緑色の場合には赤色に比較して、

定データを取り出したものである(マ{クの種類はそ 周辺部と中心鶴との感度の差が小さいようである。文

れぞれFig.4、Fig.6と同じ視角の測定データを示し 献によれば、刺激光(10'の辺を持つ正方形)の波長を

ている。)。 変えて、中心寓より 5。付近までの光覚閣を調べると、
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Fig.16 Curves represent theoretical response given by Eq. (10) .Effects 
when stimulus area D is changed 

Fig.14の曲線は20。周辺部を、またFig.15は5。周辺

部(上側)と却。周辺部(下側)の測定結果をよく近

似している(なおFig.15の上下の実線は単にゲインを

変えて上下i乙スライドさせただけである。)。

Fjg.16は光刺激の面積を変化したときのモデルの応

答の変化を示す。すなわち、面積が増すにつれて帯域

P波特性が顕著になるとともに、 P波領域が高周波側

71広がる。乙の面積効果K関する測定はまだ行なって
(5) 

ないが、 Keeseyの論文Kよると申心鶴で測定された

結果では、乙のような傾向が見られる。

可 結論と今後の研究課題

以上、本文中でも述べたように、人間の視野各部で

のフリッカ融合i乙関する心理学的測定でFig.4~Fig.

7のような結果が得られた。人間の網膜がそのような

帯威特性をもっているので、中心脅で静止した物体を

注視しているときでも、周辺視野に2Hz付近の点滅光

が現われるとそれに視線を移すととができるのであろ

う。また、赤色 (70O開閉)と緑色 (560nm)のダイオー

光の波長が700nm、580nm、475nm、435nmと短くなる
(8) 

1[.つれて周辺部の光覚関が中心情K比較して低くなる

といわれている。乙のような色に対する光覚閣が測定

結果にどのように関与しているかを明らかにするに

は、主らに短波長の色を用いての測定をする必要があ

ると考える。また、 本測定でのデータは一人の被験者

についての平均値であるので、さらに被験者を増やし

て測定する必要があろう。

モテツレの周波数応答特性についてはFig.14、Fig.15

に示したように、良 く一致しているように思われる

が、乙とで用いた時定数等は、測定結果に合わせるよ

うに試行錯誤的に調べた結果である。 今後は生理学的

手法で測定された各細胞の応答と、モテゃルのパラメー

タとの関連性についても検討する必要があると考え

る。

本研究では網膜周辺部のゲイン特性について測定と

解析を行なったが、位相特性についても測定ができれ

ば、網膜周辺部についてより多くの情報が得られるで

あろう@
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