快適な「見え方」が、

あなたの世界を変える
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アーレン症候群や色覚に不便を感じている方を始め、
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すべての人に心地よい明るさで

色彩豊かな世界が見えるレンズを提供！
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アーレン症候群とは？
光に対する感覚過敏のため、
まぶしさを感じて、

ており、色のついたレンズの眼鏡をかけること

文字を読んだり、
書いたりすることが困難な方々

で症状が改善することが知られています。また、

が少なからずいます。
「アーレン症候群」と呼ば

症状が改善するレンズの色と色の濃さは、人に

れ、欧米では22～38％※1、日本では6％※2の方が

よって異なることが知られています。

このような症状を持つと推定されています。アー

このレンズの選択は、事前に用意した色レン

レン症候群の方は、本を読んだり、ノートに文字

ズの組み合わせを試行錯誤する方法が採られて

を書くだけで、
極端に疲労したり、頭痛や吐き気

います。しかしながら、
この方法は時間がかかる

などの身体症状が生じることがあり、子どもの

上、
既定の色レンズの組み合わせのため、
定量性

学習障害の原因のひとつとしても最近注目され

に欠けるという問題がありました。測定に時間

ています。以下 ※3 に示すように、字がぼやけて

がかかるとアーレン症候群の症状をもつ子ども

見える、文字が回転して見える、文字が揺れて見

にとっては大きな負担になります。また、
測定自

えるなど、
その症状はさまざまです。

体を誰もが実施できるわけではなく、
資格を持っ

アーレン症候群は、特定の波長帯の光に過敏
に反応していることが原因のひとつと考えられ
■ぼやけてみえる

た人や訓練をした人でないとできず、広く普及
することが難しいという問題もありました。

■文字が回転して見える

■文字が揺れて見える

吾輩は猫である。名前はまだ無
い。どこで生れたかとんと見当
がつかぬ。何でも薄暗いじめじ
めした所でニャーニャー泣いて
いた事だけは記憶している。

IRISHUEをアーレン症候群の方に！
IRISHUE ※4（イリスヒュー）は、個々人の明る
さの感受性を含む色覚特性を定量的に測定でき

整した最適な補正レンズ ※6 をアーレン症候群
の方にご用意できます。

る世界初のシステムであり、アーレン症候群の

また、照明やスマホのバックライト、車のヘッ

方の明るさの感受性を含む色覚特性も測定する

ドライトなどに LED が使われるようになった

ことができます。

ため、
アーレン症候群でなくても、
日常生活のな

測定は、特許取得済・出願中

※5

の測定手法・測

かで、まぶしさや目の疲れを感じる方が増えて

定装置・測定用レンズにより、短時間で実施する

います。IRISHUE では、一般的なブルーライト

ことができます。また、革新的かつシンプルな

カットレンズとは異なり、個々人の明るさの感

計測手法であるため、マニュアルに従うだけで、

受性を含む色覚特性を定量的に測定することで、

誰でも計測可能です。定量的に測定した結果に

ジャストフィットするレンズ ※6 をご用意でき

基づき、R（赤）G（緑）B（青）各領域の透過率を調

ます。

一般的でない色覚特性（「色覚異常」）とは？
一般的でない色覚特性
（色覚異常。いわゆる
「色

区別しています。

弱」
「色盲」）をお持ちであるため、赤と緑など色

例えば、L 錐体と M 錐体が同じように反応す

の区別がつきづらい方が多くいます（日本では

れば「黄色」に見えます。人間の目は、3種類の錐

男性の5％、女性の約0.2％。欧米では男性の約8

体が反応した割合で色を認識しているため、テ

～10％、
女性の0.4％※7）。

レビなどではピクセルごとに R
（赤）
G
（緑）
B
（青）

人間の目には、センサーとして、
「赤色」の帯域

3色の強さを変えるだけで、それが混ざって見

の光に感度が高い錐体（L 錐体）、
「緑色」の帯域

えると、さまざまな色として認識されることに

の光に感度が高い錐体（M 錐体）、
「青色」の帯域

なります。

の光に感度が高い錐体（S 錐体）の3種類があり、
これらの3種類の錐体細胞の反応の割合で色を
S錐体
420

100

534

弱かったり、強かったりすると、一般の方とは
違う色の見え方となり、色の区別に困難が生じ

杆体 M錐体 L錐体
498

これらの錐体細胞のいずれかの種類の反応が

564

相対感度

ます。そこで例えば「赤色」の帯域の光に反応す
る L 錐体の感度が弱い場合は、
「緑色」や「青色」
の光を弱くすることで、色の区別をしやすくす

50

る補正レンズが既に販売されています。しかし、
色覚特性の定量的な測定に基づかないことから、

0
400
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必ずしも最適なレンズを選べるとは限りません。

IRISHUEを一般的でない色覚特性をお持ちの方に！
IRISHUE は、一般的でない色覚特性をお持ち
の方の色覚特性も、特許取得済・出願中

※5

の測

従うだけで、
誰でも計測可能です。
個々人の色覚特性の測定結果に基づき R（赤）

定手法・測定装置・測定用レンズにより、短時間

G（緑）B（青）各領域の透過率を調整した、色の区

で測定することができます。また、革新的かつ

別がしやすく、かつ視界が暗くなるのをできる

シンプルな計測手法であるため、一般的でない

だけ抑えた、最適な補正レンズ※6,8 をご用意で

色覚特性をお持ちの方についてもマニュアルに

きます。

左の図に
「鳥」、右の図に
「イルカ」が

見えない場合は、一般的でない色覚特性を
お持ちの可能性があります。

レンズでよりよい世界を届けたい！
アーレン症候群の方は、日本人の約6％※2と推定されており、約757万人いると推定され
ます。一般的でない色覚特性を持つ方は、日本人の男性の約5％、女性の約0.2％と推定さ
れており、約320万人いると推定されます。合計は約1,077万人となり、日本の眼鏡人口約
7,000万人に対して、その15% にも達する方々が悩まれています。IRISHUE では、アーレン
症候群や一般的でない色覚特性を持つ方を始め、すべての人に心地よい明るさで色彩豊
かな世界が見えるレンズを提供します。

日本の眼鏡人口は

約7,000 万人

アーレン症候群と一般的でない
色覚特性をお持ちの方は

約 1,077万人

世界に目を向けると、欧米には、高い割合でアーレン症候群や一般的でない色覚特性を
持つ方がいます。アーレン症候群の方は22％～38％※1、
一般的でない色覚特性
（
「色覚異常」
）
を持つ方は男性の約8～10％、女性の0.4％※7いると推定されています。少なく見積もって
も、アーレン症候群または一般的でない色覚特性を持つ方が、米国には約5,150万人以上、
欧州には約1億760万人以上いると推定されます。IRISHUE は、米国、欧州で特許出願中で
あり、速やかな世界展開を目指しています。

米国のアーレン症候群と
一般的でない色覚特性をお持ちの方は

約 5,150 万人以上

欧州のアーレン症候群と
一般的でない色覚特性をお持ちの方は

約 1億760 万人以上

※1：白色人種の方の場合の割合。Wilkins A. J., Jeanes R. J., Pumfrey P. D. & Laskier M.
（1996）Rate of Reading Test: its reliability, and its validity in the assessment of the
effect of coloured overlays. Opthal. Opt. 14, 365-370
※2：川端智世・村瀬忍・熊谷恵子・池谷尚剛（2011）読み書き障害のない日本人大学生の音読課題における色フィルムの効果 - LD 研究 , 20, 130-136
※3：
「アーレンシンドローム」
（熊谷恵子・著、2018）を参考に作成
※4：登録商標第6203192号。米国、欧州、中国、台湾登録商標出願中
※5：特許第6440054号。米国、欧州特許出願中（PCT/JP2017/024643）。特許出願中
（特願2020-028739）
※6：大手レンズメーカーの協力を得て、度付きに対応した補正レンズを開発中
※7：白色人種の方の場合の割合。
※8：1型2色覚、2型2色覚、異常3色型色覚の方が対象

■お問い合わせ先

イリスコミュニケーション株式会社

-ヒトの多様性に寄り添い世界を変える-

info@iris-cmm.com
https://www.iris-cmm.com
https://irishue.com

Webサイトはこちら

