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ZEISS Online Vision Screening

Start check

Better vision = Better quality of life

Three effective vision screening checks

Tip

Better vision means more quality of life, but the basis for
better vision is a precise professional eyesight test at an eye
care specialist in order to provide you with the right individual
prescription spectacle lenses. The following ZEISS online
vision screening check can help you quickly and easily
determine whether it's time to have such a professional
eyesight test.

The online vision screening check is divided into three parts:
Visual Acuity Check
Contrast Vision Check
Colour Vision Check

Be sure to obtain regular Eyesight Tests at your nearest
ZEISS Opthamologist or Optician

視覚について理解する 2017/10/16

オンラインビジョンチェックで視力をチェックしてみましょ
う。
視力検査の時期が来たかどうかをチェックできるオンラ
インサイト
眼は私たちの最も重要な感覚器官です。最適に見るということは、私たちにとっては非常に大切なこと
です。最後に視覚検査を受けたのは、どれくらい前のことですか？多くの人が最適な視覚を保つカギと
なる定期的な視力・視覚検査を受けていません。私たちの眼、そしてあなたの視力は、多くの場合は
自覚症状のないまま加齢とともに常に変化していくものです。視力低下の最初の兆候は、決してぼや
けて見えたり、あるいは焦点が合わない、といったはっきりとしたものとは限りません。夕方になると頭痛
がしたり、眼が疲れたと感じることも、視力低下を示唆している可能性があります。
100年以上にわたり「よりよい視覚」をお届けしてきたZEISS － 高品質で高精度なメガネレンズの開発を続
け、光学分野での革新を進めてきました。あなたが自分の視力をはやく、簡単にチェックできるようにZEISSの
専門家が開発したZEISSオンラインビジョンチェック[1]を無料でお試しください。テスト終了後に、専門家による
視力・視覚検査が必要かどうかアドバイスを差し上げます。

あなたの視覚プロフィールを今すぐチェック!
眼は最も重要な感覚器官であり、よりよい視覚は生活の質の向上を意味します。私たちが環境から得る情
報の80％は、眼から入ってくるものです。眼が、「世界に向かって開かれた窓」といわれるのも、そのような重要
性をあらわしています。専門知識を持った眼鏡士によって定期的に視力・視覚検査をすることは、予防的な
健康管理の一部として欠かせません。自分だけのためだけでなく、例えば車の運転をしているときのような場
合では、他の人の安全のためにもなります。眼科疾患の既往症のない方であれば、一般に毎年または一年
おきに視力検査を行うのが望ましいとされています。ZEISSのオンラインビジョンチェックで、現在の視力レベルの
概要が分かります。[1]

視力・視覚検査は、どの程度の頻度で行うべきでしょうか？
大人（既往症のない場合）は以下のような頻度で眼の定期健診を受けましょう：
 20～39歳 この期間中に少なくとも3度
 40歳以上 少なくとも2～3年に一度
 65歳以上 1～2年に一度

子どもは以下の頻度で眼鏡士による視力検査を受けましょう：
1. はじめての視力検査は遅くとも 2歳～3歳半の間に
2. 二度めの検査は学校にあがる前に
3. それ以降は一年おきに － 仮に目立ったトラブルがなくても、視力低下のわずかな兆候をできる限り早い
段階で発見するために
4. すべての未熟児、そして両親や兄弟に斜視や高度の視力障害がある子どもは、月齢6ヶ月～12ヶ月の
間のできる限り早いうちに検査を受け、その後も定期的に受けることをお勧めします。

どのようなスクリーニングチェックがあるのでしょうか？
オンラインビジョンチェックは3つのパートに分かれています。
1. 視力チェック
2. コントラスト視覚チェック
3. 色覚チェック

視力チェック
これが、おそらく最も重要なテストでしょう。メガネ装用者なら、皆なじみの深いテストです。眼鏡士の指示に
従って、スクリーンに映し出されたそれぞれ大きさの違ういくつかの文字や数字を読んだり、あるいは、特定の輪
（ランドル環）の形をした記号の空いている空間の向きを示していただきます。眼鏡士は、あなたがスムーズに
記号のサイズや形を認識できているか確認します。次に自覚的視力検査というものを行います。異なる度数
のレンズをトライアルフレームと呼ばれる器具に挿入して、どのレンズが一番よく見えるかを調べていきます。眼
鏡士は、まず片方ずつ眼に合ったレンズを探していきます。これは、次に両眼視テストを行って、両眼の協調
性を正確に検査するための重要な前提です。また一部融像除去斜位と呼ばれている、修正可能で、場合
によっては治療も可能な特性を確定することのできるテストもあります。
無料オンラインチェックのパ ー ト1は、視力テストをスクリーン上でシミュレーションするものです。専門家による
視力・視覚検査の代わりとなるものではありません。ですが、あなたが、自分の視覚傾向の概要を把握するこ
とができます。
視力検査中、視力障害を修正するために必要な屈折力が調節（異なる距離に対する眼の自然な適応能
力）なしで以下のとおりと分かった場合：

0.00 D (ディオプター)

正常視力

0.00 D (ディオプター)以 外

視力障害

例. sph +2.00 D (ディオプター)

遠視 – および老眼(加齢とともに近くのものに焦点があわせにくく
なる症状)。後者の場合は追加的特性を表すAddという用語が
用いられます。

例 sph -1.00 D (ディオプター)

近視 -6.00 D を下回る度数は強度近視に分類されます。

cyl 1.00 D (ディオプター)

乱視 –点が棒や線に見える症状

コントラスト感度チェック

はじめ、このテストをあまり重要ではないのではないか、と思われる方もあると思います。しかし、コントラスト感
度は、快適な視界の重要な前提条件です。コントラストをはっきりと識別できないことは、眼精疲労につなが
ることがあります。私たちは皆、例えばパソコンのスクリーンでコントラストがはっきりしない場合、あるいは、薄暗
がりでものを見ようとしたときの状態はよく知っています。
コントラスト感度チェックは、私たちの視覚に起きている変化にいち早く気づくために非常に重要なものです。コ
ントラスト視覚の低下は、例えば白内障や緑内障の症状として現れることがあります。
オンラインチェック、パ ー ト2で は、コントラスト感度を調べます。このテストにより、コントラスト感度が期待値を
下回っている、という診断が下されることもあるでしょう。眼鏡店では、きっと喜んでより詳しくご相談させていた
だきます。

色覚チェック
私たちが色弱と呼んでいる症状は、女性よりも男性によく見られます。これは、世界で１億8000万人もの人
に見られる遺伝的なハンディキャップです。さまざまなレンズが対応しています。
1. この特性のある場合、特定の色を識別する能力が限定されています。すべての感覚細胞 － 赤、緑、青
の錐体 －は網膜の中にありますが、そのうちのいくつかがうまく機能しないことがあり、そこで生じる最も一
般的な症状が赤緑色弱、と呼ばれるものです。
2. 色弱この特性は、視細胞の一部またはすべてが機能しないために現れます。色弱の場合は、二種類の
錐体しか機能していません。結果として色覚に顕著な低下が見られます。特に赤色弱、赤色盲のドライ
バーにとっては、それは危険要因となることがあります。たとえば霧の中では、前の車のテールランプが赤では
なく黒にしか見えません。
3. 色盲これは非常に珍しい障害です。このような特性のある場合、色を感知することがまったくできません。
この特性を診断するために、アイケアの専門家は三種類の異なる検査を行います: 石原式色覚異常検査
（pseudoisochromatic plates）、ファーンズ （Farnsworth test ） ナーゲルのアノマロスコープ（Nagel's
anomaloscope）。
無料チェックのパート３では、カラーチャートを使った色覚チェックを行うことができます。

赤緑色覚異常、赤緑色盲、および全色盲

視覚について理解する 2017/11/29
タグ :

視覚プロフィールチェック
ご自分の視覚習慣を確かめ、最適なレンズソリュー
ションを見つけましょう。
視覚プロフィールを今すぐチェック!

お近くのZEISS取扱店を探す

住所









関連記事

パーフェクトなレンズ設計
に隠されている秘密
豊富な経験、数学、そして
メガネ装用者のニーズを正
確に把握することが、テーラ
ーメイドのメガネを生み出す
秘訣です

プラスチックとガラス、どちら
のレンズにしますか？
どちらの材質がどの人に適し
ているのでしょうか？より良い
視力を楽しむために、メガネ
を買う前に知っておきましょ
う。

今日の眼科光学：過去
10年間で視覚診断はどの
ように変化したか
ドイツのアーレン大学フォルカ
ー・マイヤー氏とハインリヒ・ラ
ート氏にBETTER VISIONの
インタビューに答えていただき
ました。

オーダーメイドの眼鏡レンズ
と従来の眼鏡レンズの違
いは何でしょうか？
眼鏡は、どのようにして、自
然な視力を取り戻す助けと
なるのでしょう。

視覚について理解する 2017/10/16

視覚について理解する 2017/10/16
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視覚について理解する 2017/10/16

タグ : お使いの眼鏡店・検眼医で

タグ : お使いの眼鏡店・検眼医で

タグ : お使いの眼鏡店・検眼医で

タグ : お使いの眼鏡店・検眼医で

関連製品

調光レンズ
あらゆる場面で使えるメガネ。

詳細はこちらから

サングラスカラー
あなたにとっての適切なカラーとは、どうや
って決めるものなのでしょうか？

サングラスレンズ
ひとつのレンズですべてのアウトドア活動に
対応

詳細はこちらから

詳細はこちらから

1 このオンラインビジョンチェックは医学的検査ではなく、専門家による視力・視覚検査の代わりとなるものではありません。

疾病や、その他症状の診断、または疾病の治療、緩和、処置、予防のためのものではございま

せん。 当ビジョンチェックは、あくまで利用者の視覚傾向を示すことのみを意図します。そのため、正式な視力・視覚検査に関しては、眼の専門家に相談されることを推奨いたします。



 

もっと見る

最適なオプションを選ぶ
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眼鏡店向け

視覚について理解する

遠用メガネおよび老眼用メガネ

視覚プロフィールチェック

測定機器とテクノロジー

健康と予防

遠近両用メガネ

オンラインビジョンチェック

ZEISSメガネレンズ

ライフスタイルとファッション

サングラス

運転とモビリティ

仕事用メガネ

スポーツとレジャー

スポーツメガネ

仕事

子供用メガネ

ZEISSクリーニングソリューション

レンズコーティング
コンタクトレンズ
レンズクリーニング
眼鏡店に行く前に

ZEISS 日本

|

ZEISS グローバル

|

採用情報 グローバル

|

プレス グローバル

サイト管理者

|

ビジネス情報に関して

|

データ保護の概要

|

クッキー選択設定

