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光覚が生ずるためには一定値以上の光エネルギー立を眼に照射する必要がある.網膜に照
射する全光義は,光の強度･空間的大きさ･持続時間の三つの群で表わされる.したがっ
て,光党が生ずるために必要な最小の光の強度すなわち光党閥は,光の空間的大きさと持続
時間によって規定される｡

いま空間的大きさを一定にすると,持続時間が比較的小さな範囲(臨界時内)では,光の
強度(Ⅰ)×持続時間(T)‑一定の関係が成り立つ｡この関係は,はじめ物質の光化学反応
においてみいだされ, Bunsen‑Roscoeの法則といわれていたが, Blochは1885年にはじ

めてこれを人間の眼に適用した｡またBlondel 良 Rey (1911)は,持続時間の違いによっ
てIT‑a十bT, Pi6ron (1920)はIT‑atnの関係を提出している.その後強度一時間関

係については多くの研究がなされてきた｡ Grahanl & Margaria (1934)は網膜の周辺領

域において,刺激の大きさが大きくなるにつれてIT‑一定の関係がなりたつ範囲は小さく
なり,臨界時以上ではその関係はくずれてTが大になるにつれてⅠ‑一定の関係に近づくこ
とを見出している｡またKarn(1936)も網睦の中心寓において同様の関係をみいだしてい
る｡このほかLong (1951)は光刺激の点滅における強度の変化勾配を変えても, 臨界時以

下では関に要する全光量は一定であることを示している.
以上の光の強度と持続時間の関係についての研究は一つの連続した光についておこなった
ものであるが, Davy (1952)は時間的に断続する閃光問の時間あるいは閃光数を変化させ

ることによって,関における全光量(IT)が変化するかどうかをしらべ次のような結果を
見出している｡ ①一つの閃光の持続時間および閃光間の時間をそれぞれ0.01secにして,パ

ルス数を1から5まで変化させた結果,閲に要する全光量ITは閃光数に関係なく一定であ
る｡ ㊥棒杭時間がそれぞれ0.01secの二つのパルス間の時間を0.01から0.5secに変化させ

た結果,関に要する全光量は閃光間の時間が0.07sec以下では一定であるが,それ以上で
はITの値は閃光間の時間が大になるにしたがって増していく｡そして閃光間の時間が0.4
sec以上になると全光量は最初の二倍になり,各閃光は二つの光として知覚される｡

このDavyの実験のように,断続した光の光覚閲の研究には,光党の時間的加重作用あ

るいは光覚の残効の問題が含まれている｡すなわち二つの閃光を時間的に分離しても光党閥
における全光量が一定になるということは,二番目の閃光が出る時間まで最初の閃光の効果
がなんらかのかたちで視覚系に持続していることを意味する｡すなわち最初の閃光による反
応の残効があって,この残効と二番目の閃光による反応との加重的作用によって光覚が生ず
ると考えられる｡そして,二つの閃光間の時間をある程度長くすると,二つの閃光による反

応はそれぞれ独立におこって.二つの分離した光として知覚される｡
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Davyがおこなった二つの断続光の閥を求める実験では,二つの断続光の持続時間を同じ
にして,時間間隔を変化させながら二つの断続光の強度を同時に変化させることによって強
度閥を求める方法をとった｡これに対して本研究においては,第一の閃光として種々の強度

と持続時間をもった閣下光を選び,二つの閃光の間隔時間を変数として,第二の閃光の持続
時間の閲を求めるという方法でおこなう｡このばあい,第‑と第二の閃光の強度を同じにす
ることではDavyの条件と同一である｡このようにして得た結果から,閲における二つの

総光量を算出し,さらに,二つの聞下光の加重あるいは相互作用という面から考察しようと
する｡

方

法

装置については前(中村, 1962)に報告してあるので,次に手続きの主要な部分について
だけ述べる｡

第1刺激(閥下光)および第2刺激(テスト光)の大きさは直径の視角が109/の白色の

円光で,網膜の中心寓の同一部位に出す｡被験者は大学生2名｡まず第1刺激の閣下光とし
て,表‑1に示されるように被験者Aでは11種類,被験者Bでは12種類を選んだo

これらの閥

1 1 2 32 8 4 60 0 0 0

下光は10回の測定のうち見える確率が0%のものを選んである｡第1刺激と第2刺激の時間
間隔は0, 10, 40, 80, 160 (msec),第1刺激と第2刺激の強度は常に同じにする｡第2刺

激の持続時間を20msec段階で変化させ,不規則な順序で出し,同一の刺激条件において
10回ずつ光が｢見えたか｣ , ｢見えないか｣の判断を求めて,見える確率が100%と0%の

持続時間の中央の値を閥とする｡また,あらかじめ各刺激の強度における単独の光に対する
時間関を測定しておき,残効あるいは相互作用の基準とする｡表‑1の最後の欄はこの時開聞
を被験者ごとに示したものである｡
結

果

(1)二つの閃光間の時間と閲に要する総光量との関係
図‑1および図‑2における各記号はそれぞれ次のことを示している. Ⅰ:第1･第2刺激の
強度, Tl:第1刺激の持続時間. t:第1刺激を消してから第2刺激を出すまでの時間, T:

光,ilZにおける断続光の時間的加重効果
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Tlと第2刺激の時間閉(T2)との和, To:第2刺

激を単独で出したときの時間聞すなわちt‑0のと
きのT,右側の横線と数字:ITo十ITlの値とその
ときのTlの値｡
図一1および図‑2の折線は, ⅠおよびTlの種々の

条件における七とITとの関係を示したものであ
る｡これらの結果をt‑0の場合を除いてDavyの

結果と比較してみると, Davyの結果では七が比較

的小さな範囲ではIT‑一定の開拓iが成り立つのに
対して,この結果では一部の条件でその傾向がみら
れるだけで,多くの条件においてほ七が比較的小さ
な範囲においてもーが大になるにしたがってITは
増大していく傾向を示している｡すなわち, IT‑
一定となるのほ被験者BのⅠ ‑0.0016･T1‑80, I
‑0.0033･Tl==40,の条件で, t ‑10‑40msecの

範囲においてみられるだけである｡また,七が大き
くなるにしたがってITは増大するが, 80msecか

ら160msecにおいては増大傾向がほとんどみられ
ずITの値は一定となる｡この傾向はDavyの結果
と一致している｡

tが比較的大となるとやがてI Tの値は極限に達
するが,このときのtの値tmは第1刺激の強度お
よび持続時間の大きさによって異なっている｡ Ⅰの
値が一定であれば.被験者A, BともにTlが小さい
ほどtmの値は小さくなる傾向を示している｡たと
えば, Vp.AのⅠ‑0.0023rlxではT1‑20, 40. 80,

120 (msec)と増していくとtmの値は40, 40,160,
160 (msec)となり, Vp.BのⅠ‑0.0011rlxでほ
T1‑20. 40, 80. 120, 160 (msec)と増していくと

tmの値は10, 40, 40, 160,80 (msec)と変化する｡

また, Tlの値が一定であれば, Ⅰの値が小さいほ

どtmの値は小さくなる傾向がある｡以上のことか
ら第1刺激の総光量(ITl)が大きいほど, tmの値
は大きくなるといえる｡

Davyの結果では, tが比較的小さな範囲では
IT‑一定の関係が成り立ち,このITの値は光を
単独で出したときの閥値と同じであった｡このこと

は強度Ⅰの光を連続して時間Tだけ与えても,また

Tを適当に二分して断続して与えても光覚に同じ効
果が生ずることを意味する｡図‑1および図‑2におけ
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るt‑0のときのITの値は単独の光に対するITの値で,この値はIToとして図に示し
てある｡ところで, tが10msecのときのITの値とこのIToの値を比較すると,前者の

方が後者より小さくなる傾向がある｡すなわち,光を単独で出すより二つの光を10msecく

らいの間隔をおいて出す万が閑において要する全光量は小さくてすむといえる｡しかもこの
低下するI Tの量は第1刺激の持続時間および強度によって異なっている｡とくに強度が大
きくなるにしたがって,この低下量は大きくなる傾向がある｡結局,第1刺激の持続時間が
一定であれば, t‑10msec附近のITの値は光の強度が大きいほど小さくなるといえる｡

これに対して,持続時間の違いによってはこの低下畳にあまり明確な傾向はみられない.
ただ,図‑1のⅠ ‑0.0033, 0.0068rlx,および図‑2のⅠ ‑0.0016, 0.0033rlxにおいては

Tlの値が小さいほどt‑10msecにおけるITの低下量は大きくなっていることが注目さ
れる｡

(2)二つの閃光の総持続時間と紘光量との関係
はじめに述べたように,一つの持続した光では閲における光の強度と持続時間の群,すな
わち給光量は,持続時間がかなり短かい範囲では一定であるが,持続時間がそれより長くな
ると持続時間の増大にともなって総光量は増していくことが知られている｡そしてこの関係
はBlockの法則といわれている｡そこで,次に今回の実験における二つの断続光の場合に
もこの法則がなりたつかどうかについて検討するとともに,二つの閃光問の時間間隔(t)
と二つの閃光の総持続時間(T),および総光量(IT)の三者の関係をみようとする｡
図‑3は閲におけるT, IT,およびtの三者の関係を被験者別に示したものである｡図は
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各強度において共通な条件であるt‑20, 40msecの場合だけを示してある｡このITとT

の関係をみると二人の被験者の間で共通な傾向がある｡すなわち,七が10msecあるいは20
msec

という比較的小さい条件では, tが増大するにしたがってITも増していく｡しか

し, tが80msecあるいは160msecという比較的大きい条件では,これとは逆にTの増大

にともなってITはわずかではあるが減少していく傾向がみられる｡これらの傾向はTが比
較的小さな範囲(Vp.Aでは約200msec以下, Vp.Bでは約250msec以下)において顕

著である｡ Tが比較的大きくなると, ITの値はTの大きさにかかわらず一定の値をとる｡
しかも, tが】Omsecの場合を除いて,七が4∩, 80, 160 (msec)の三条件でのITの値はT

の値にかかわらず等しくなる｡なお,実験結果からほ明瞭に示されてはいないが, Tがさら
に大きくなると七の値にかかわらずITの値は等しく一定の値をとることが予想されるよう
な傾向がlちる｡第1の閃光の持続時間Tlが20msecと40msecの条件におけるT. IT,

および七の三者の関係は,いずれの被験者においても大きな違いはみられない｡ただ, IT
の値はTlが20msecの場合にくらべて40msecの方が全般に大きくなっていることに気
づく｡

この断続光におけるITとTの関係は.連続した光における両者の関係とはまったく異な
ったものであるといえる｡図一3において, Vp.AではIT‑0.6, Vp.BではIT‑0.4附近

にひいてある横の点線は,連続光の関におけるITの平均値を示すものである｡したがっ
て,一般に連続光におけるITとTの関係は, Tが比較的小さな範囲ではITはこの段階
附近の値を示し, Tがそれ以上ではITの値は増大するような傾向を示すはずである｡とこ
ろが断続光の結果では, tが小さな条件ではITの値はこの段階よりかなり低くなってい

る｡七が比較的小さな条件では,連続光の結果にみられるような右肩上がりの傾向を示す
が, tが比較的大きな範囲ではその道の傾向を示している｡ Tが比較的大きい条件では,
ITがtの値にかかわらず一定となるような傾向がみられるが,これはI Tの値から考え
て,連続光におけるIT‑一定の閑孫とはおそらく異質のものと考えられる.

考

察

図‑1および図12におけるtとI Tとの関係は各刺激条件によってそれぞれ特徴のある傾向
を示している｡ tが比較的小さな範囲における傾向をみると,一都の結果ではDavyの結果
と同じくIT‑一定の傾向を示し,またある結果においてはITはIToより小さくなって

いる｡これらの結果をモデル化して示す
｢丁

と図‑4のような三つの型に分類できよ

†

う｡ bの型はDavyの結果と同様の型を

示し, aおよびCは本実験で得られた独
特の型を表わしている｡いまこの三つの

型に含まれる各部分を分類すると次の四
つに分けることができる｡ (1) IT‑ITl
+ITo (a, b, Cに含まれる), (2) ITo
くIT<ITo+ITl (a, b, C), (3) IT‑

ITo.(b), (4) IT<ITo (a)｡前に述べ

tn

図‑4

lー

t
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たように.視覚系においては,二つの断続する閲下光が相互作用をおこし,とくに残効ある

いは時間的加重作用をもつと考えられる｡そして,この作用は上の四つの部分においてそれ
ぞれ異なった形となって表われている｡次にこの四つの部分について,残効あるいは時間的

加重作用の観点から考察を加えていく｡
(1)の部分は次のことを示している｡ IT]ほ第一刺激の光量, IToは第二刺激を単独

で照射したときの関における光量を表わす｡したがって,この段階では第一刺激の照射のい
かんにかかわらず第二刺激の閲に要する光義に変わりはない｡結局, IT‑ITl+IToがな

りたつ間隔時間の範囲(t≧tm)では,第一刺激の閣下光の加重的効果はまったくないとい
える｡ (2)の範囲は, tが増大するにしたがってITの値も増大していく部分である｡ IT<
ITo+ITlであるということは, ITl+IT2<ITo+ITl (T2:第二刺激の持続時間)すな

わちIT2<IToである｡これは第一刺激を照射したときの第二刺激の光量が,第二刺激を
単独で照射したときの光量より少ないことを示している｡したがって,この範関では加重的
効果は存在はするが, (3)および(4)の場合ほどその効果は大きくはなく,七の増大にとも
なって加重的効果は減少していくことを示している｡ (3)の部分はDavyの結果に示された

IT‑一定の範囲である｡二つの閃光をある時間隔てて断続して与えても,また単独の連続し

た光として与えても,閲に要する総光量は変わらない｡すなわち,最初の閉下光の効果は第
二刺激が出されるまで一定時間持続し,そのまま｢完全｣に第二刺激の効果に加重されるも
のと考えられる｡ (3)の部分は七がかなり小さな値のとき(10msec前後)におこる現象であ

って, tが増大するにしたがってITは減少し,やがて極小値に達し,その後再び増大して
いく｡この範囲では,閑に要する総光量は単独の光による総光量より少なくてすむ｡このよ
うな傾向はDavyの実験結果には見られなかったことで,本実験結果の特後である｡とこ
ろで, (3)の場合のようにIT‑IT0‑一定であるということは第‑刺激の加重的効果が一

定時間そのまま持続すると考えられたが, IT<IToということはどのようなことを意味す
るのだろうか. IToとITの差だけ光量が少なくてすむということは何に起因するのだろ
うか｡その理由として一つ考えられることは,光を断続させるということである｡すなわ

ち,この断続によって新らたに生ずる第‑刺激のoffの効果および第二刺激のonの効果で
あるo

このoffの効果とonの効果が光覚の生起過程においてどのようなはたらきをするか

は本実験の結果からほ何ともいえないことで,ただon, offの効果が光覚を生じさせやす
くすると仮定することに留める｡それにしても,もしoffおよびonの効果がほたらくとす
れば, (1) (2) (3)の段階でも当然はたらいているものと考えられる｡したがって(3)の場合

に,閣下光の加重的効果が第二刺激の効果に完全に加重すると考えたが.これは単独の光に
おける時間的加重とは異なるものかもしれない｡
以上I Tの変動を加重的効果の面から考察してきたが,実験結果で得られたI Tの値から
この加重的効果量を表わすとすれば一般的にどのように表わされるだろうか｡これには, I

Tの絶対値で表わす方法と相対値による方法とが考えられる｡絶対値による方法では, I T
̲がITl+IToと等しいときに加重的効果遠が0となるようにすればよいのであるから,加
重的効果量S. E.は次の式で表わすことができる｡
S.E. ‑ITl+IT0‑IT

すなわち, ITl+IToはITlが一定であれば一定となるから, ITが小さいほど加重的効果

量は大きくなることを示している｡また加重的効果量として表わすに紘, IT‑ITl十ITo
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となるITの値を0, IT‑IToとなるITの値を1として比率で示せばよい｡したがって,

加重的効果量S. E.は次の式で表わされる｡

S. E. ‑(ITl+ITo‑IT)/ITl
図‑4に含まれる四つの部分を相対的S. E.の値で示すと,それぞれS. E･ ‑0, 0<S.E.<1,
S.E.‑1, S.E.>1となる｡

これまで二つの断続する閃光問の時間間隔と閲における光是との関係から閲下光の残効あ
るいは加重的効果について考察してきた｡しかし,断続する二つの光による視覚系の作用は

加重的作用ばかりとは限らない｡第一刺激の総光義が多くなると第二刺激の閲に要する光量
は単独の場合より多くなる(中村, 1963)という制止的作用もみられる｡したがって,断続

光における残効の問題は加重的効果ばかりではなく,制止的効果も含めた相互作用の問題と
して扱うのが妥当というべきであろう.また,本稿でもちいた残効とか加重的効果といった

概念はあくまで操作的概念であって,網膜から中枢にいたる生理学的機能については考えて
はいない｡ここでもちいた概念を生理学的事実と結びつけるにはさらに深い考察が必要とな
ろう｡網膜における相互作用については,いままで主として空間的相互作用について多くの

実験と論議がおこなわれてきた｡そして主として,網膜の次元における相互作用の有無に
ついて論議されている(Wal° 1938, Graham, et al 1939, Riopelle 1951)｡したがっ

て,ここで取り上げた時間的相互作用についても,当然網膜都位あるいは中枢部位の生理学

的相互作用について考慮する必要があると思われる｡
最後に,図‑3における総持続時間(T)と総光景(IT)との関係について指摘しなけれ
ばならない現象をとり上げる｡それは, tが160msecおよび80msecという比較的大きい

条件ではTが増大するにつれてITはわずかではあるが減少するという現象についてであ
る.この現象は一見断続光の閲におけるITとTの関係の特徴であるかのようにみえるo
Lかし,これは次の理由から刺激条件あるいはグラフの表わし方に起因するものであること
がわかる｡図‑1, 2に示されるようにT1‑20msecおよび40msecの条件では,二つの閃

光の時間Rii隔tが比較的大きな範囲(80, 160msec)においてほ加重的効果はほとんどみら

れない｡ということは,関に達するには第一刺激の閣下光はまったく効果をもたず,第二刺

激の光品にのみ依存することを意味する｡すなわち,この加重的効果がなくなった段階にお
いてはIT2が連続光の関における光量(ITo)と等しくなるはずである｡図‑4の班の点線
はIToの段階を示してあるので,七が160, 80msecという加重的効果がなくなった状態で
はIT‑ITl+IT2‑ITl+IToとなる｡ IToはあらかじめ本実験の刺激条件ではTの

値にかかわらず一定であることが確かめられているので, ITの値はITlの大小に依存す
ることになる｡ところで, Tlが一定の場合, Ⅰの減少がITlの減少とTの増大をまねくこ

とは必然的である｡したがって, Tが増大することはITlが減少することを意味し,図‑4
において, IT2が一定の場合ITが減少することは当然のことといえるo

以上のように,断続光におけるITとTとの関係は,連続光におけるそれらの関係のよ

うにITの値をそのまま単純に比較することはできない｡それは聞下の断続光の関における

総光量が,第一刺激ならびに第二刺激の持続時間,あるいは単独光の閥における総光蓑など
の諸条件によって直接規定される性質のものであるためである｡したがって,断続光の閲を
研究する際には刺激条件の設定にとくに注意しなければならないだろうo

たとえば,本実験

においては,第‑刺激の強度ならびに持続時間を一定にして第二刺激の持続時間閲を求め
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た｡これも第一刺激の残効をしらべようとする目的からすると,第二刺激の持続時間を一定
にして強度閲を求めた方がよいであろう｡本稿では聞下光の残効について述べてきたが,閥

上光の効果についてはこれまで明るさに対する順応の問題として取り上げられている
(Baker, 1953)｡この閣下光と閥上光のそれぞれの効果の関連については今後の問題となろ
う｡

要

約

(1)網膜の中心宿に時間的に断続して照射する強度の等しい二つの閃光問の時間間隔
(t)と閲に要する二つの閃光の総光量(IT)との関係を求めたo
tが比較的短かい範囲においてほ主として次の三つの型がみらわた0 i) Davyの結果
と同様にITの値は単独光の関におけるIToの値と等しく一定値をとる｡このことは二つ
の閃光間に｢完全な｣加重的効果があることを示すo ii) ITの値はIToより小さくな
そ｡すなわち, ｢遇｣加重的効果のあることを示すo iii) ITの値はIToより大きく,

Tが増大するとともに増していく｡これは｢部分的｣加重効果を示す0 i)およびii)の場合
でもーの値が大となるとiii)のような現象を示し,やがて加重効果がまったくなくなって

ITが一定の段階に達する｡
(2)断続光の閲における総光量(IT)と総持続時間(T)との関係をしらべた結果,単
独の光におけるITとTの関係とはまったく異なった傾向がみられた｡これは二つの断続

光それぞれの持続時間,あるいは聞測定の方法に直接起因する要田が含まれているためとも
考えられる｡
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