












Ⅱ. 平成 23 年度 総括研究報告書 
 
Ⅱ-1. 研究背景 
 
1) 本研究の必要性 
 わが国には、164 万人の視覚に障害をも
つ者が存在し、視覚障害による総コストは
8 兆 7854 億円と試算される（2006-2008
年日本眼科医会研究班報告）。このような社
会的損失のもととなる視覚障害に対して、
ロービジョンケアは、眼疾患治療とは異な
るもう一つの軸となるべきものである（日
眼誌 113, 191-303, 2009）。しかしこれ
まで、それに関する情報整理は、身体障害
者手帳取得者に関するもの（中江公裕ら
2005）が僅かに行われているに過ぎず、
我々の事前調査によると手帳の取得基準を
満たすも何らかの理由で未取得の者が手帳
取得者数と同等数以上存在することがわか
っている（Nishida T, et al. 2011、分担報
告書 1）。 
 視覚障害者には、視力低下、視野狭窄な
どのインペアメントに起因して、視覚経験
に基づく学習、運動・移動、セルフケア、
家庭生活、対人関係、経済生活などの活動
制限が生じる。また、視覚要因以外のイン
ペアメントである記憶障害、体力低下、抑
うつ状態（Rees G, et al. 2009）なども同
時に活動制限の原因となる。しかし、これ
ら全てに配慮された、総合的判断に基づい
た支援プロトコール（処方箋）を導きだす
システムは存在せず、実際場面での支援プ
ロトコールの作成は、支援実行者の経験に

依存している。 
 これまで、全盲対象の支援プロトコール
は歴史的に整備されてはきているものの、
現代社会に最適化されているわけではなく、
まして、障害程度の比較的軽いロービジョ
ンの者のインペアメントの種類・重症度と
活動制限・支援ニーズとの関連についての
科学的把握は皆無に等しい。したがって、
その実態を包括的に把握し、論理的に構成
され、科学的に検証された総合的視覚リハ
ビリテーションシステムプログラムに基づ
く支援サービス提供システムの整備が今必
要とされている。 
 
2) 本研究と東日本大震災 
 本年度の研究を始めるにあたり、調査フ
ィールドを拡大するため、宮城県仙台市で
研究協力者会議（平成 23 年 2月）を行っ
た。しかし、平成 23 年 3月 11 日に発生
した東日本大震災により仙台市周辺での
調査を中止せざるをえなかった。その後、
仲泊と西田は、日本盲人福祉委員会が主催
した被災地の視覚障害者支援事業に参加
し、現地の視覚障害者との面談を行う機会
を得た。同委員会の活動で得られた多くの
情報については、仲泊と吉野が参加した同
委員会東日本大震災視覚障害者支援対策
本部マニュアル編集委員会がまとめた視
覚障害者震災支援マニュアルに詳述され
ている。その中で特筆すべきこととして 
1) 震災直後、視覚障害者の居場所が支援



者にほとんどわからなかった 
2) 災害時、避難時を通して視覚障害者は
災害弱者であった 
3) 災害前であっても地方には視覚障害者
支援の情報がほとんど届いていなかった 
の三点が挙げられる。この震災を通して、
平時からの視覚障害者支援のあり方が強
く問われた。 
 
3) 高齢視覚障害者 
 東日本大震災では、高齢者ほど震災の犠
牲になるという現実を目の当たりにした。
そして、今後 20 年は高齢者人口が増大す
る。したがって、今、高齢者における視覚
障害の特性とは何かについて早急に考え
なければならない。本研究により、将来的
に数多くの現場の意見を拾い上げること
ができ、そのとき、現場に多い高齢視覚障
害者の状況が自ずと明らかになるものと
思われる。しかし、それを待つことはでき
ず、今回の調査研究の範囲からでも視覚障
害の高齢者特性に関する何らかの情報を
得なくてはならないと考えた。 
 
4) 障害者施策との関連 
 障害者の権利に関する条約は、平成 18
年に国連で採択され、我が国では、その批
准に向けた法整備を行いつつある状況に

ある。その中で、障害者の差別撤廃等の基
本理念から、区別のない共生社会を目指し、
障害の医学モデルから社会モデルへのパ
ラダイムシフトが掲げられている。これに
基づき、視覚障害者支援の今後の方向性を
考えるにあたり、区別をどうするか、医学
モデルをどうするかという点が、実際の視
覚障害者支援の現場において、現在重大な
関心事となっている。 
 本研究の方向性の一つとして、区別のな
い共生社会における専門性の担保が挙げ
られる。どのような当事者に対しても、単
なる医学モデルではない、様々な状況を情
報として入力し、その行うべき支援を提案
するようなソフトウェアが存在すれば、専
門家のいない地域でも正しい情報提供を
受けることができるであろう。しかし、平
成 22 年度の報告書で述べたように、視覚
障害支援にはその専門家の存在が必要不
可欠であり、彼らへの連携が大変重要であ
る。これを促す作用を本システムにもたせ
ることができるならば、その存在意義はさ
らに増大すると思われる。そこで、本年度
は、専門家が専ら使用するものではなく、
初心者が使用し、専門家へ繋ぐまでの情報
提供が可能となるソフトウェアの開発を
目指した。 

  



Ⅱ-2. 視覚に障害をもつ者の実態・支援ニーズの全国調査 
 
1) 目的 
 本研究の目的は、視覚に障害をもつ者の
包括的支援と実態調査が同時進行するシス
テムを開発することである。二年目となる
本年度は、視覚に障害をもつ者の支援プロ
トコール導出プログラムの開発を行う。そ
のためには、まず、視覚に障害をもつ者の
特性とニーズをさらに正確に知る必要があ
る。 
 昨年度は、調査票の調整を行うために、
視覚に障害をもつ者を短期間に多く調査す
る必要があり、比較的対象者の集まりやす
い二つのリハビリテーション病院を主たる
調査フィールドに設定した。しかし、その
結果として高齢の対象者が少なく、また、
遺伝性網膜ジストロフィーの患者が非常に
多いという疾患の偏りがみられ、これらか
ら視覚障害者の全体像の把握として適切で
はないかもしれないという懸念が生じた。
そこで、本年度は、より一般的な傾向を調
べるため、複数の地域における調査を試み
た。当初は、東北地区、関東地区、関西地
区、四国地区の各地で調査を行う予定であ
ったが、実際は、東日本大震災等の影響で
調査規模を縮小せざるをえなかった。 
 そこで、以下のように、本年度に固有の
データについての集計のみならず、昨年度
得られたデータをさらに詳細に検討すると
ともに、両年度に共通する調査項目を大き
な集団として解析した。 
 

a) 対象者のプロフィールの特定 1（両年度
共通調査項目の記述統計） 
b) 対象者のプロフィールの特定 2（本年度
新規項目の記述統計） 
c) 視力・視野と生活障害・ニーズの発生の
関係（両年度共通項目から） 
d) 機 能 的 自 立 度 評 価 表 （ Functional 
Independence Ｍeasure：以下、FIM）の
詳細解析（前年度データの詳細解析） 
e) 視覚障害者の高齢者特性（前年度データ
の詳細解析） 
f) 視覚の最適モデルの構築（両年度共通項
目から） 
g) 障害程度区分における視力評価の検討
（本年度調査項目から） 



2) 方法 
 
a) 対象 
 初年度は、国立障害者リハビリテーション
センター病院または神奈川リハビリテーシ
ョン病院に受診経験のある 180 名について
の調査を行い、そのうちの 163 名のデータ
について報告した。対象選択の基準は、良い
ほうの眼の矯正視力が 0.3 以下、あるいは、
求心性視野狭窄または同名半盲の視野異常
があることであった。一方、第二年度となる
本年度は、この基準と同等の者に対して、初
年度より広域なフィールドでのデータ収集
を行った。データ収集地域・施設は以下の通
りで、74名のデータが得られた。 
 
高知県：高知県立盲学校（高知市）、視覚障
害者養護老人ホーム土佐くすのき荘（高岡郡）  
 
埼玉県：埼玉医療生活協同組合皆野病院（秩
父市）、地域活動支援センターひかりの森ア
リス（越谷市） 
 
千葉県：社会福祉法人愛光視覚障害者総合支
援センターちば（佐倉市） 
 
神奈川県：医療法人上岡眼科医院（秦野市）、
和田町眼科クリニック（横浜市） 
 
 初年度 180名のうち 3名と本年度 74名
のうち 2 名は、聴取したデータの欠損値が
多かったため、解析の対象から除外する。し
たがって、今回の解析対象は、初年度データ

177 名分と本年度データ 72 名分を合わせ
た 249名分である。 
 全データにおける性別と年齢分布は、男性
123名、女性 126名、平均 58.1歳（13～
92歳）である。このうち、本年度データに
おける性別と年齢分布は、男性 34名、女性
38名、平均 64.5歳（30～92歳）である。 
 
b) 調査票の改訂 
 初年度の調査を終えた時点で、以下の方向
性の改訂が必要と考えられた（平成 22 年度
総括・分担報告書、「資料 3 調査票項目とそ
の説明」より抜粋）。 
・ 非連結データとしての解析を目指すた

め、番号付けも廃止する 
・ 調査時間は不要、年月日と調査場所を記
載する 

・ 郵便番号を答えられない者には郵便番
号が特定できる住所を聞く 

・ 「どこに住んでいるか」と「同居人の有
無」を別項目として問う 

・ 自覚的なフェルトニーズの聴取回数を
減らす 

・ 「整髪動作」は「整容」で聞く 
・ 「自治会への参加」は「集会（集まり、
寄合い）への参加」で聞く 

・ フェルトニーズを問うタイミングは面
接の最初でなくてもよい 

・ 視覚障害者の Activities of Daily Living
（以下、ADL）評価法は、FIM でなくて
もよい 

・ Mini-Mental State Examination（以下、



MMSE）の調査員による聞き方の違いを
なくすためのマニュアルを作る 

・ MMSE や The Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale （ 以 下 、
CES-D）の調査順を全体の中の後半部分
に移動する 

・ 高度のうつ傾向の事例は解析に不向き
であり、解析時には除外する 

・ The 25-item National Eye Institute 
Visual Function Questionnaire 日本語
版（以下、VFQ-25）は、積極的に調査
に取り入れていく 

・ Daily Living Tasks Dependent on 
Vision version 4.0（以下、DLTV）は
総合点としてだけでなく個々の項目を
参考にする 

・ 視力データが得られなかった場合の対
策を練る 

・ 視力低下の自覚を問う目的に VFQ-25
の追加質問 2 を使用する 

・ 視覚障害受障からの経過時間は今後も
記録する 

・ 視野のデータの扱いに関しては今後の
課題として検討する 

・ 補助具を所持状況と使用状況を分けて
記録する 

・ 夜盲についての聴取を行う 
・ 手帳の有無について引き続き聴取する 
・ キーパーソンに関する質問は「緊急連絡

先にあたる人はどなたですか」のみとす
る 

・ 要介護認定に加え、障害程度区分につい
ても聴取する 

・ 転倒回数とともにつまずいた回数も聴
取する 

・ 余暇活動の上位概念として日中活動に
ついて聴取する 

・ 経験者に対しては「リハビリテーション
を受けてよかったか」「リハビリテーシ
ョンでは何が役に立ったか」を、未経験
者には「受けるとしたらどんなリハビリ
テーションを受けたいか」を問う 

・ 調査員が必要と考える支援内容につい
て詳細に情報収集する 

・ 調査終了後に、対象者に対して本調査の
内容を特定の支援者（主治医や入所中の
施設の指導員など）に提供してよいかを
問い、承諾が得られた場合は、調査内容
を提供する 

 以上の方向性をもとに本年度の調査票の
調整を行った。主な改訂は以下のようであっ
た。 
 
(1) 基本的 ADL についての質問の集約  
 FIM を省略し、食事、整容、着替え、ト
イレ、入浴の 5 項目のみについて、場所を
問わず自分ひとりでできるかどうかを問う。 
 
(2) 質問しやすく回答者が答えやすい項目
順への改訂 
 前半に当事者属性を問い、MMSE や
CES-D は後半に行う。 
 
(3) 調査員による評価の義務化 
 調査直後に調査員による支援項目の必要
性評価を毎回必ず行うように依頼する。 



(4) 新たな調査項目 
 以下の項目を新設した。障害程度区分にお
ける視力評価、要介護認定、障害程度区分、
ヘルパーの利用、つまずいた回数、日中活動、
眼科受診状況、活動性評価、個人情報の開示
許諾状況。 
 
 なお、調査票は印刷製本した（資料 2）。
本年度は調査フィールドが広域であり、調査
員が不特定多数となることが予定されたた
め、項目ごとに聴取点のポイントなどを示し
たマニュアルを作成し、全調査員に配布した
（資料 3）。 
 
c) 調査 
 
(1) 調査依頼 
 本年度は、複数の外部施設における調査で
あったため、事前に研究代表者と初年度調査
員が各施設に出向き、研究概要を説明し、協
力を依頼した。その際は、研究協力依頼書お
よび昨年度の報告書、資料 2 および 3 に示
した調査票・説明書・同意書・医学データ確
認書・対応表・パンフレットおよび調査票マ
ニュアルを説明に使用した。 
 説明書と同意書は、調査対象者への説明と
同意において使用するものである。医学デー
タ確認書は、対象者の視機能や眼疾患を確認
するため、対象者の同意の下、眼科主治医に
宛てて情報提供を依頼するものである。対応
表は、個人情報保護を目的として、調査票に
は氏名を記載せず、通し番号のみを記入し、
これと氏名を対応するために調査員ごとに

作成する一覧表である。また、パンフレット
は、協力依頼先の施設職員が、調査に関する
説明をするためのものである。 
 
(2) 調査対象の範囲と除外範囲 
 昨年度に準じた。 
 
(3) 調査方法 
 プライバシーが確保できる環境（上記施
設の個室）において面接調査を行った。 
 
d)解析法 
 
(1) 対象者のプロフィールの特定（両年度
共通調査項目と新規項目の記述統計） 
 まず、以下の両年度共通項目についての
記述統計を行う。以下のほとんどの集計に
は SPSS（IBM 社製統計ソフトウェア）を
使用した。年齢分布、矯正視力の分布、視
力低下の自覚、視力低下を自覚した年齢、
両眼の視野、視野狭窄の自覚、視野狭窄を
自覚した年齢、視覚補助具、他の視機能障
害、身体障害者手帳（視覚障害）、重複障害、
全身疾患の合併、原因眼疾患、背景因子（キ
ーパーソン、学歴、主たる収入源、総月収、
障害年金、居住形態）、基礎体力（運動・ス
ポーツの習慣、転倒回数）、視覚リハビリテ
ーションの経験（ロービジョンケア・視覚
リハビリテーションという言葉を聞いたこ
とがあるか、実際の経験）、フェルトニーズ、
DLTV、VFQ-25、MMSE、CES-D、基本
的 ADL。なお、VFQ-25の解析は、回答番
号が順序尺度になっていないため、開発者



によって用意された順序尺度化を行い 0～
100 点に換算して行った。また、今回は、
フェルトニーズ（口述式）の解析は行わな
かった。 
 次に、本年度に新規に加えた以下の項目
について集計を行う。 
・ 障害程度区分における視力評価 
・ 要介護認定 
・ 障害程度区分 
・ ヘルパーの利用 
・ 転倒回数とつまずいた回数 
・ 日中活動 
・ 眼科受診状況 
・ 活動性評価 
・ 個人情報の開示許諾状況 
・ 調査員が可能な支援分野とさらに確認

すべきこと 
・ どの支援分野を得意とする他のサポー

ターに依頼しようと思うか 
 
(2) 視力・視野と生活障害・ニーズの発生
の関係（両年度共通項目から） 
 視覚障害に伴う生活障害とそこから発生
するニーズには、単に視機能障害に留まら
ない様々な要因が関与すると想像できる。
しかし、現行の福祉制度では、身体障害者
手帳の取得をそのサービス根拠とする場合
が非常に多く、視覚障害の身体障害者手帳
の認定基準は、視力と視野の障害程度のみ
を根拠として規定されている。本項では、
生活障害とニーズの発生に視力と視野が本
当に影響を及ぼしているのか、そしてその
カット・オフ値がどうなっているのかにつ

いて統計学的に検討した。また、初年度の
報告で、色覚異常、夜盲、同名半盲につい
て触れたので、これらもこの解析対象とし
た。さらに今回は、年齢が生活障害・ニー
ズにどう関わるかについても解析した。 
 独立変数を「良いほうの眼の矯正視力」
「求心性視野狭窄の程度」「年齢」「色覚異
常の自覚」「夜盲（VFQ-25 の 9 番目の設
問、以下、VFQ_09）」「同名半盲の有無」
とし、従属変数を昨年度選定した 20 項目
のフェルトニーズの各々とした。これら
種々の生活障害・ニーズとの関係を検討し、
影響を及ぼす各独立変数の臨界値について
決定木分析により検討した。決定木の成長
手 法 は CRT （ Classification and 
Regression Tree, Breiman 1984）を用い、
親 nodeの最低度数を 50、子 nodeの最低
度数を 10 と設定した。各従属変数におい
て、決定木の分岐に現れる独立変数とその
分岐基準によりカット・オフ値を判定し、
一覧表に示した。 
 
(3) FIM の詳細解析（前年度データの詳細
解析） 
 昨年度、わが国で広く使用されている日
常生活動作評価表である FIMを視覚障害者
の評価に適するように改変し、これを調査
票に組み込んで評価を行った。その結果に
ついては、平成 22 年度の報告書に述べた
通りである。今回、このデータをもとに視
覚障害の ADL への影響についてさらに詳
細な検討を行うため、日常に支障をきたす
肢体不自由と知的レベルの低下を示した事



例を対象から除外し、視覚単一障害の者が
日常生活動作にどう影響を受けているかと
いう観点で再解析を行った。選定された対
象は、視力または視野に障害を持つ 155 名
であった。「自宅や慣れた場所」と「初めて
の場所」という 2 つの環境条件での視覚障
害者の日常生活動作評価を試み、その結果
を比較した（資料 4）。 
 
(4) 視覚障害者の高齢者特性（前年度データ
の詳細解析） 
 事前調査で得た971名分のデータと昨年
度に得られた 177 名分のデータをもとに、
視覚障害者の高齢者特性について検討した。
事前調査の母集団を若年者群（65歳未満）、
前期高齢者群（65 歳以上 75 歳未満）、後
期高齢者群（75歳以上）の 3群に分け、昨
年度のデータについては、若年者群（65歳
未満）と高齢者群（65歳以上）の 2群に分
けて比較した（資料 5、6)。 
 
(5) 視覚の最適モデルの構築（両年度共通
項目から） 
 生活障害とニーズの発生に視力と視野が
どの程度関わっているのかについて、患者
属性と視覚関連 ADL・Quality of Life（以
下、QOL）との関係を示すモデルを作成し、
その適合度を指標として、共分散構造分析
（Amos）により視覚の最適モデルを求め
た。 
 以下の手順で独立変数を制限し、DLTV
の総計点（以下、DLTV_total）と VFQ-25
の総合点のコンポ 11（以下、comp11）を

従属変数とした。当初は構成概念として「ど
こ分析」「なに分析」「順応・恒常性」「うつ
傾向」「認知症」「体力」「経済力」を設定し、
各独立変数とこれらの構成概念の加減を行
い、モデルの最適化を試みた。 
① comp11、フェルトニーズの各項目の

それぞれを従属変数、調査項目のすべ
てを独立変数として、決定木分析を行
い、子 node として使用される調査項
目を選定する 

② 選 定 さ れ た 調 査 項 目 に DLTV と
VFQ-25 の残りの項目を加え因子分析
を行い、これで得られた主因子に特に
関わりの大きな項目が何であるかを把
握する 

③ 「どこ分析」「なに分析」「順応・恒常
性」「うつ傾向」「認知症」「体力」「経
済力」を構成概念とし、それらに主に
関わる項目を観測変数として複雑なモ
デルを一旦構築し、共分散構造解析に
より適合度を判定する 

④ 観測変数と構成概念の数を増減させ、
モデルの最適化を図る 

 
 (6) 障害程度区分における視力評価の検
討 
 障害程度区分における視力評価と矯正視
力の相関を検討する。これに VFQ-25 の追
加質問である 11 段階の視力の自覚評価を
加え、DLTV_total と comp11 との間のそ
れぞれの相関を検討する。 
 
3) 結果 



 
a) 対象者のプロフィール 1（両年度共通調
査項目の記述統計） 
 
(1) 年齢分布 
 50 歳代と 60 歳代の対象者が大半であっ
たが、男女での差があり、男性に比べ女性の
年齢層は約５歳高齢側にシフトしていた（図
1）。各々の平均値（±標準偏差）は男性 55.6
（±15.1）歳、女性 60.5（±17.1）歳であ
った。 

 
図 1. 対象者の年齢分布 

 
(2) 矯正視力の分布 
 良いほうの眼の矯正視力が 0.1 以下の者
が約 70%で、0.01 以下の者が約 30%を占
めていた。 

 
図 2. 良いほうの眼の矯正視力 

(3) 視力低下の自覚 

 昨年度、「視力低下の自覚なし」「自覚ある
が生活に支障をきたさない範囲」「支障をき
たす」の３段階で評価し、この結果と良いほ
うの眼の矯正視力との間に高い相関がみら
れた（p=0.00003、Spearman 順位相関）。
今回、自覚的見え方を 0 から 10 までの主観
的なスケールで評価し、全体として様々な評
価が得られたが、これと良いほうの眼の矯正
視力との間に相関はみられなかった（図 3）。 

 

図 3. 視力低下の自覚と矯正視力 
 

(4) 視力低下を自覚した年齢 
 平均36.3歳、標準偏差20.4歳であった。
特に多くを占める眼疾患であった遺伝性網
膜ジストロフィー（主に網膜色素変性症：
RP）のみのデータ（n=97）についても重ね
てグラフ上に表した（平均 35.8 歳、標準偏
差 16.4 歳）。 

 
図 4. 視力低下を自覚した年齢 

(5) 両眼の視野 



 輪状暗点、地図状狭窄、中心暗点は、その
他に分類した。前年度での半径 40 度以下
（20 度を越えて）の求心性狭窄は、今回の
集計では視野充分に分類し直した。全盲が全
体の 20%を占めた（図 5）。 

 

図 5. 視野のタイプ 
 

(6) 視野狭窄の自覚 
 視野狭窄の自覚のない者が 14%いた（図
6）。 

 
図 6. 視野狭窄の自覚 

 
(7) 視野狭窄を自覚した年齢 
 視野狭窄を自覚するのは、視力低下を自覚
するより難しいようである。双方を自覚した
年代に差はそれほどないが、「不明」が視力
低下では 11 名にすぎなかったのに対し、視

野狭窄では 37 名（15%）にも及んだ。視野
狭窄を自覚した年齢も視力低下を自覚した
とき（平均 36.3 歳、標準偏差 20.4 歳）か
ら数年遅れる傾向（平均 38.1 歳、標準偏差
18.5 歳）があった（図 7）。 
 

 
図 7. 視力低下・視野狭窄を自覚した年齢 

 
(8) 視覚補助具 
 遮光眼鏡の利用者が半数以上であり、拡大
鏡と遠用眼鏡がそれに次いでいる（図 8-1）。 

  

図 8-1. 視覚補助具の所持率・使用率 
 
 良いほうの眼の矯正視力が 0.01 の 22 名
に限定して集計しても、その割合に大きな変
動はない。ただ、所持しているが使用してい
ない者の割合が目立っており、遮光眼鏡以外



の視覚補助具の使用限界がこの辺りの矯正
視力にあることを窺い知ることができる（図
8-2）。 

 

図 8-2. 良いほうの眼の矯正視力が 0.01 の
者の視覚補助具の所持率・使用率 
 
(9) 他の視機能障害 
 本対象者の半数が、屋外での羞明により生
活に支障をきたすと答えた（図 9）。夜盲に
ついては、本年度データの 71 件を参考まで
に加えたがこれも半数が生活に支障をきた
すと答えた。いずれも、調査対象に遺伝性網
膜ジストロフィーの割合が高いこととの関
連が考えられる。 
 また、約 20%の対象者が色覚異常で生活
に支障をきたすと答えている。これは先天色
覚異常の日本人における頻度が男性の約
5%、女性の約 0.2%であることからみても、
視覚障害者に明らかに多いことがわかる。な
お、複視、動揺視で生活に支障をきたすと答
えた者は 10%内外であり、眼瞼けいれんで
生活に支障をきたした者は、今回の対象者に
はわずか 2 名（1%）であった。 

 
図 9. 視力・視野障害以外の視機能障害 

 
(10) 身体障害者手帳（視覚障害） 
 視覚障害の身体障害者手帳を取得した者
は 226 名、申請中が 1 名、未取得が 22 名
であった。全体の 8 割を 1、2 級が占めた（図
10）。 

 
図 10. 身体障害者手帳の取得状況と等級 

 
(11) 重複障害 
 視覚障害以外の障害者手帳を有している
者は、他の身体障害者手帳が 25 名、精神障
害の手帳が 2 名、知的障害の手帳が 1 名で
あった。身体障害者手帳の内訳は、聴覚・平



衡覚が 2 名、肢体が 14 名、内部障害が 7
名、音声・言語が 0 名、不明が２名であっ
た。また、以下に各障害においての自覚と生
活への支障があるかについてまとめた（図
11）。肢体不自由のために生活に支障をきた
すと答えた者が 24 名（10%）、聴覚異常の
ために生活に支障をきたすと答えた者が 17
名（7 %）いた。 
 

 
図 11. 重複障害 

 
(12) 全身疾患の合併 
 全身疾患の合併は、高血圧症が 27%、糖
尿病が 19%であった。また、心疾患が 8%、
脳血管障害が 6%であった（図 12）。 

 
図 12. 全身疾患の合併 

 
(13) 原因眼疾患 
 視覚障害の原因となる眼疾患では、遺伝性
網膜ジストロフィーが 98 名（39％）、緑内

障が 37 名（15%）、糖尿病網膜症が 30 名
（12%）、加齢黄斑変性が 6 名（3%）であ
った（図 13）。また、その他の疾患では、主
なものとして、脳血管障害が 13 名 5%）、
ベーチェット病 3 名を含むぶどう膜炎が 10
名（4%）、網膜剥離が 7 名（3%）、脳腫瘍
による視神経損傷が 7 名（3%）、先天眼疾
患が 7 名（3%）、原因は特定できない視神
経萎縮が 5 名（2%）であった。 

 

図 13. 原因眼疾患 
 
(14) 背景因子 
 i. キーパーソン 
 キーパーソンとして緊急連絡先を尋ねた
ところ、約半数が配偶者、次いで親または子
供と答えた者がそれぞれ 18%、兄弟姉妹と
答えた者が 14% であった（図 14-1）。 

 

図 14-1. キーパーソン 



 ii. 学歴 
 最も多かったのが高校卒で 47%、次いで
中学卒が 23%、大学卒以上は 16%であった。
その他には主に短大卒等が含まれた（図
14-2）。 

 
図 14-2. 学歴 

 
 iii. 主たる収入源 
 主たる収入源は、年金と答えた者が約半数、
就労と答えた者が約2割で生活保護は4%で
あった（図 14-3）。 
 

 
 図 14-3. 主たる収入源 

 
 iv. 総月収 
 総月収は、「9 万円未満」および「9～21
万未満」がそれぞれ約 3 分の 1 の割合を占
め、23%が「21 万円以上」と回答した（図
14-4）。 

 
図 14-4. 総月収 

 
 v. 障害年金 
 障害年金の受給を受けている者は 45%に
過ぎず、80%以上が身体障害者手帳の 3 級
以上であったことからすると、約半数が障害
程度要件を満たしながら、何らかの理由で受
給を受けていない（図 14-5）。 

 
図 14-5. 障害年金受給者 

 
 vi. 居住形態 

 
図 14-6-1. 居住形態 

 



 調査時の対象者の居住は、自宅が 85%、
施設入所中が 8%で、入院中の者は 1 名のみ
であった（図 14-6-1）。さらに、単身か同
居者がいるかを問うたところ、単身が 18%、
同居人ありが 68%であった（図 14-6-2）。 

 
図 14-6-2. 同居人の有無 

 
(15) 基礎体力 
 i. 運動・スポーツの習慣 
 運動・スポーツの習慣のある者は 130 名
（52%）、ない者は 119 名（48%）であっ
た。 
 
 ii. 転倒回数 
 転倒回数は、過去 1 ヶ月において一度も
なかったと答えた者が 88%であった。本項
目については、つまずいた回数とともに本年
度のデータで後述する（図 25-2）。 
 
(16) 視覚リハビリテーションの経験 
 「ロービジョンケアまたは視覚リハビリテ
ーションという言葉を聞いたことがありま
すか」という問いに「ある」と答えた者は
200 名（80%）であった。一方、「これまで
に見えにくさに対する何らかの相談や訓練
などを受けたことがありますか」という問い
に「ある」と答えた者は 163 名（65%）で

あった。実際に受けた形態は、泊まりがけで
（入所型）が 72 名（29%）、通いで（通所
型）が 96 名（39%）、来てもらって（訪問
型）が 27 名（11%）であった。 
 
(17) フェルトニーズ 
 図 17-1～17-20に以下の A～Dの回答を
した人の人数を示す。 
  A できないのでそう思うことがある 
  B できるけれどもっとよくと思う 
    ことがある 
  C できているのでそうは思わない 
  D 必要がないのでそうは思わない 

   
図 17-1. バス・電車の利用 
図 17-2. 階段の昇り降り 

   
図 17-3. 外出 
図 17-4. すれ違う人の顔を見分ける 

   
図 17-5. テレビを見る 
図 17-6. 新聞の本文を読む 



   
図 17-7. バスの行き先表示を見分ける 
図 17-8. 食事動作（メニューや配置の把握
も含む） 

   
図 17-9. お茶入れ動作 
図 17-10. 整容（洗顔、歯磨き、整髪、化
粧、髭剃り等） 

   
図 17-11. 調理 
図 17-12. 服選び 

   
図 17-13. 貨幣の弁別 
図 17-14. 買い物  

   
図 17-15. 固定電話 
図 17-16. 携帯電話 

   
図 17-17. パソコン 
図 17-18. ゴミ出し 

  
図 17-19. 集会 (集まり、寄合い) への参加 
図 17-20. 投票 
 
(18) DLTV 
 本調査の対象者は、視力低下の著しい者が
多かったことが本結果に顕著に表れている。
高い視力を必要とする内容の質問番号 1～8
と 18～20 の最頻値は回答 1（できるだけの
十分な視力なし等）であり、触覚を使うこと
により動作の完結が可能な内容の質問番号
9～13 と 22 の最頻値は回答 4（まったく困
難なし等）であった（図 18）。 

 
図 18. 視覚関連 ADL（DLTV） 

の質問項目に対する回答の平均値と最頻値 



【参考：図中の番号と質問項目】（下線は、高い視

力を必要とするもの） 

1. 部屋の向こう側にいる人の外観を見分ける 

2. 左右どちらか横にある物に気づく 

3. テレビ番組を見る 

4. 階段をみて、それを使う 

5. ドライブに出かけた時に景色を楽しむ 

6. 道路標識を読む 

7. 通りの向こう側にいる人の外観を見分ける 

8. 庭の季節の変化がわかる 

9. 腕を伸ばした距離で人の外観を見分ける 

10. 自分のために飲み物を注ぐ 

11. 箸を使って食べ物をつまむ 

12. 自分の指の爪を切る 

13. 家庭用電気製品を使う  

14. 明るい場所から暗い場所に来たときに、暗さに

目が慣れる 

15. 暗い場所から明るい場所に来たときに、明るさ

に目が慣れる 

16. 自分の家のすぐ近所 

17. 近所から少し離れた地域 

18. 新聞の普通の大きさの活字を読む 

19. 新聞の見出しを読む 

20. 通信文を読む - 例、請求書、手紙、葉書など 

21. 書類に署名する（各種申請書） 

22. ハンドバックや財布の中の紙幣や硬貨を区別

する 

 
(19) VFQ-25 
 高い視力を必要とする内容の質問番号 5
～11 と 14、20 の最頻値は 0（見えにくい
のでやめた等）であり、視力とは直接関係の
ない内容の質問番号４と 18、19 の最頻値

は 100（まったくない等）であった（図 19）。 
 

 
図 19. 視覚関連 QOL 調査票（VFQ-25） 
の質問項目に対する回答の平均値と最頻値 
 
(20) MMSE 
 合計点の平均は 27.1 点（30 点満点）で、
最頻値は 29 点であった。質問 11 は図形の
模写をさせる課題であるため、視覚障害によ
りできない者が多かったため、この数値にな
ったものと思われる。合計点が 24 点以上の
者は 225 名（90%）、20～23 点の者は 18
名（7%）、20 点未満の者は 6 名（2%）で
あった（図 20）。 

 

図 20. 知的評価（MMSE）の質問項目 
に対する回答の平均値と最頻値 



(21) CES-D 
 最頻値をみるとすべての質問項目で 0 点
である（図 21）。これはうつ傾向が全くない
ことを意味する。質問 4、8、12、16 の平
均点が比較的大きいのは、他の質問と異なり、
うつ傾向と逆の意味合いの内容を問うため、
回答に混乱したためかもしれない。しかし、
個々の対象者の総合点に注目するとカッ
ト・オフ値の 16 点以上になった者が、実に
47 人（19%）に上っていた。これは初年度
のデータよりも多く、一般の約 8 倍の有病
率であった。 

 

図 21. うつ傾向評価（CES-D）の質問項目 
に対する回答の平均値と最頻値 

 
(22) 基本的 ADL 
 「どこでも一人で食事中の動作ができる」
が「いいえ」と答えた者は 134 名（54%）、
「どこでも一人で歯磨きや手洗いの動作が
できる」が「いいえ」と答えた者は 27 名
（11%）、「どこでも一人で服を選んで着替
えることができる」が「いいえ」と答えた者
は 55 名（22%）、「どこでも一人でトイレの

中の動作ができる」が「いいえ」と答えた者
は 33 名（13%）、「どこでも一人で浴室内で
の動作ができる」が「いいえ」と答えた者は
42 名（17%）であった（図 22）。 
 

 
図 22. 基本的 ADL 

 
b) 対象者のプロフィール 2（本年度新規項
目の記述統計） 
 以下の記述統計は、本年度調査によって得
られた 72 名の対象における数値である。 
 
(1) 障害程度区分における視力評価 
 普通に見える場合と判定不能な場合を除
き、視覚に障害をもつ者を 3 つの程度に分
類している（図 23）。 

 

図 23. 障害程度区分における視力評価 



(2) 要介護認定・障害程度区分・ヘルパーの
利用 
 65 歳以上の対象者 40 名のうち、19 名
（47%）が要介護認定を受けていなかった。
21 名（52%）が要介護認定を受けており、
要支援から要介護 2 までがそのほとんどを
占めた（図 24）。 
 本年度に調査した72名全員に障害程度区
分について確認したが、15 名は回答できず、
回答が得られた 57 名中 51 名（90%）が「な
し」と回答した。ヘルパーの利用に関しては、
移動支援と家事支援に分けて聴取した。移動
支援を月 1 回以上使用する者は 72 名中 12
名（17%）であり、家事支援では 14 名（19%）
であった。月に 10 回以上利用している人数
は、移動支援で 3 名、家事支援で 6 名であ
った。 

 
図 24. 要介護認定 

 
(3) 転倒回数とつまずいた回数 
 本年度調査で、過去 1 ヶ月に転倒しなか
った者が 72 名中 58 名（81%）であったの
に対し、つまずいたことはないと回答した者
はわずか 1 名のみであった（図 25-1）。運
動やスポーツをしていると回答した者は 72

名中 30 名（42%）であった。これと転倒回
数等との関連をカイ二乗検定にて検討した
が、今回の対象では有意差を認めなかった。
その一方で、良いほうの眼の矯正視力と障害
程度区分における視力評価は、つまずいた回
数との間に有意な相関を示したが、転倒回数
との間には相関は認められなかった。視野狭
窄の程度が順序尺度で得られた40名につい
て、これとつまずいた回数、転倒回数との間
の相関を検定したが、いずれも有意な相関は
みられなかった。 
 その他、つまずいた回数に関連がある項目
として、全盲であるか否か、単眼鏡の使用、
夜盲、呼吸器疾患、デイケアへの通所を挙げ
ることができるが、転倒回数と有意な相関を
示す項目は、今回の対象からは判定できなか
った。 

 
図 25-1. 過去１ヶ月につまずいた回数 

 
図 25-2. 過去 1 ヶ月に転倒した回数 



(4) 日中活動 
 本年度の調査対象では、日中活動のうち余
暇活動（テレビ等）が 42%と最も多く、二
番目は家事（30%）であった（図 26）。 
 

 

図 26. 日中活動の内訳 
 

(5) 眼科受診状況 
 眼科に通院中の者は 72 名中 56 名（78%）
であった。 
 
(6) 活動性評価 
 今回の対象では、80%以上が週に 1 回以
上の外出をしていたが、バスや電車を利用し
ている者は 20%前後に過ぎなかった。また、
携帯電話やパーソナルコンピュータを使用
している者は約半数であるが、使用する場合
は毎日のように頻繁に使用している（図 27）。 
 

 
図 27. 活動性（週に何回する／利用するか） 

 
 (7) 個人情報の開示許諾状況 
 全体の 80%は、個人情報の開示に好意的
であった（図 28）。 
 

 

図 28. 個人情報の開示許諾状況 
 
c) 視力・視野と生活障害・ニーズの発生の
関係（両年度共通項目から） 
 結果を表 1 に示す。同名半盲は、今回の
解析では生活障害・ニーズの発生との関与が
認められなかったため、表からは省略した。 
 
d) FIM の詳細解析（前年度データの詳細解
析） 
 「自宅や慣れた場所」と「初めての場所」
の両条件における得点が大きく乖離する項
目は「歩行による移動」と「階段での移動」
であった。また、良いほうの眼の矯正視力と
視野は、ADL との間に大きな相関がみられ
た。この結果は、視覚障害の評価基準に良い
ほうの眼の矯正視力と視野を用いることが
有効であるということを改めて強く示唆し
た。詳細については、資料 4 に報告した。 



表 1. 生活障害・ニーズの発生に関わる視力・視野・年齢・色覚異常・夜盲 

  視力 視野 年齢 色覚異常 夜盲 

1. バス・電車の利用 ー 10 度以下 39 歳以上 ー ー 
2. 階段の昇り降り ー ー ー ー ○ 
3. 外出 ー 20 度以下 68 歳以下 ー ー 
4. すれ違う人の顔を見分けること 0.09 以下 20 度以下 ー ー ー 
5. テレビを見ること 1.0 以下 20 度以下 ー ー ○ 
6. 新聞の本文を読むこと 0.08 以下 20 度以下 ー ー ○ 
7. バスの行き先表示を見分けること 0.09 以下 ー ー ー ー 
8. 食事動作 0.03 以下 5 度以下 46 歳以上 ー ○ 
9. お茶入れ動作 0.08 以下 20 度以下 75 歳以上 ー ー 
10. 整容 0.05 以下 ー 78 歳以下 ー ○ 
11. 調理 ー 20 度以下 70 歳以下 ー ー 
12. 服選び ー 5 度以下 66 歳以下 ○ ○ 
13. 貨幣の弁別 0.5 以下 20 度以下 ー ○ ○ 
14. 買い物 0.4 以下 ー ー ○ ○ 
15. 固定電話 ー ー 76 歳以上 ー ー 
16. 携帯電話 ー ー 67 歳以下 ○ ー 
17. パソコン ー 20 度以下 64 歳以下 ー ○ 
18. ゴミ出し 0.05 以下 5 度以下 ー ー ー 
19. 集会への参加 ー ー 29 歳以上 ー ○ 
20. 投票 ー 5 度以下 ー ○ ー 

ーは関係なし、○は関係ありを表す。 
 
e) 視覚障害者の高齢者特性（前年度データ
の詳細解析） 
 解析の結果、以下のことが示された。詳
細は資料 5 および資料 6 に報告した。 
・ 高齢になるほど加齢黄斑変性、緑内障、

白内障の著明な増加 
・ 糖尿病網膜症は 65 歳以上 75 歳未満に

多い 

・ 遺伝性網膜ジストロフィーは、若年群
22.6%に対し、後期高齢者群 2.6% 

・ 高齢になるほど軽度ロービジョンの割
合が大きい 

・ 視力障害の身体障害者手帳の取得率は、
高齢になるほど低下 

・ 「できないのでそう思うことがある」と
答えた割合が高齢群で比較的多かった



項目は「バス・電車の利用」「階段の昇
り降り」「外出」「テレビを見ること」「お
茶入れ動作」「買い物」「携帯電話」 

・ 「移動」「食事」「更衣」において高齢ほ
ど低下 

・ MMSE の合計点の平均は有意に高齢者
群で低いがその差はわずか 1.2 点 

・ CES-D の合計点の平均は有意な差を認
めなかった 

・ comp11 の平均点は、若年者群に比べ
高齢者群では有意に低下 

・ 「テレビ番組を見る」「近所から少し離
れた地域での移動」「ハンドバックや財
布の中の紙幣や硬貨を区別する」（t 
test、p<0.01）と「ドライブに出かけ
た時に景色を楽しむ」「自分の指の爪を
切る」「新聞の見出しを読む」（t test、
p<0.05）で高齢者群が有意に低下 

 
f) 視覚の最適モデルの構築（両年度共通項
目から） 
(1) 決定木分析による QOL・各種ニーズに
おいて重要な調査項目の選定 
 調査した 219 項目から、まず、決定木分
析により、53 項目の独立変数を選択した。
表 2 の記号欄は、その項目を表す記号で、
実際の質問内容を表の最右側に示す。 
(2) 因子分析による構成概念の決定 
 上記、変数に加え、DLTV と VFQ-25 の
残りの項目を加えて、因子分析を行い、16
個の因子を抽出した。そのうちの 13 個に
ついては、表 2 のように推定した。その 13
個とは、視覚、近業、年齢、順応、知的、

移動、抑うつ、欲求不満、不安、不全感、
健康感、心配感、眼疾であった。 
(3) 共分散構造分析による視覚モデルの最
適化 
 今回得られた観測変数から、視覚モデル
を検討した。従属変数は、DLTV_total と
comp11 の二つを用いた。当初は、互いに
相関を有する「どこ分析」「なに分析」「順
応・恒常性」「うつ傾向」「認知症」「体力」
「経済力」の 7つの構成概念を想定したが、
このうち「体力」と「経済力」は、因子分
析の主因子にないため除外した。残りのそ
れぞれに３つの観測変数を因子分析の成分
負荷の値を参考に選定し、全体のモデルの
適合度指標の改善を手がかりとして、試行
錯誤で最適変数を決定した。次に、構成概
念の必要性と互いの相関を検討し、近業、
年齢、知的、移動要因を取り除いた。次に、
各観測変数や因果関係・相関関係をさらに
減らせるかを検討し、試行錯誤で改変した。 
 視覚要因は、「どこ解析」には視野しか関
わらず、「なに解析」も視力と表せると考え、
視力と視野として構成概念とした。また、
順応は、視覚、DLTV_total、comp11 へ
の直接の因果関係を持たず、視力、視野と
の相関関係のみとした方が適合度指標は改
善し、心理要因は、順応との相関はなく、
視覚を経由しないcomp11との直接の因果
関係を持たせた方が適合度指標の改善がみ
られた（図 29）。すべての因果関係は 5%
水準で有意である推定値（標準化推定値）
が得られ、適合度指標は、CFI=0.999、
RMSEA=0.016 であった。 



表 2. 主要因子の特定 



 

 

 
図 29. 視覚の最適モデル 

 
g) 障害程度区分における視力評価の検討
（本年度調査項目から） 
 障害程度区分の判定項目の中に、現在唯
一存在している視覚障害関連の評価につい
て、良いほうの眼の矯正視力ならびに 11
段階の視力の自覚評価との相関を検定した。
矯正視力は、小数視力が用いられているの
で、まずこれを logMAR に変換した。この
際、視力 0 については、そのままの変換式
（Y=-log10X）では∞になってしまうため 3
としてグラフ表示した（図 30）。障害程度
区分の同じ基準項目であっても、良いほう

の眼の矯正視力は、かなり大きなばらつき
を有していることがわかる。基準項目の一
つ、「約１ｍ離れた視力確認表の図が見える」
と回答した者の logMAR を平均すると
0.88（小数視力に変換すると 0.13）であ
った。また、「目の前に置いた視力確認表の
図が見える」では、1.42（同じく 0.04）
であった。 
 検定は、三者および VFQ25 と DLTV を
いずれも順序尺度として扱い、Spearman
の順位相関係数を検討した（表 3）。 
 



図 30. 良いほうの眼の矯正視力と障害程度区分における視力評価の関係
 
表 3. 障害程度区分における視力評価と他の視機能評価との相関 

    
障害程度区分に 
おける視力評価 

11 段階の 
視力の自覚評価 

DLTV 
合計点 

VFQ25 
総合点 

良いほうの眼の 
矯正視力 

相関係数 .794** .698** .707** .166 
有意確率 .000 .000 .000 .164 
N 70 67 72 72 

障害程度区分に 
おける視力評価 

相関係数 ̶ .616** .706** .156 
有意確率 ̶ .000 .000 .198 
N ̶ 65 70 70 

11 段階の 
視力の自覚評価 

相関係数 ̶ ̶ .710** .381** 

有意確率 ̶ ̶ .000 .001 

N ̶ ̶ 67 67 



4) 考察 
 
a) 対象者のプロフィールの特定 1 
 年齢は、男性より女性が約 5 歳高齢で、
平成 22 年度調査よりも平成 23 年度調査の
方が高齢であった。事前調査における眼科
患者が高齢であることから、今回、より一
般的なデータを求めて、フィールドをリハ
ビリテーション病院の外に設けたことが、
年齢の点からいえば成功していると考える
ことができる。その一方で、全盲に近い視
機能をもつ者の占める割合が高く、今回の
調査においては、ロービジョンの割合が比
較的多い高齢者層の特徴（資料 5）を反映
しているとは考えられない。データマイニ
ングにおいては、この点はさらに考慮した
サンプリングをしなければならない。 
 視力低下の自覚に比べ、視野狭窄が自覚
されにくいことが、昨年度同様に示された。
本研究の目標とするソフトウェアの活用時
には、正確な矯正視力値を確認することが
できないこともしばしばあることから、そ
れに代わる聴取可能なデータが必要である。
その候補として自覚的な見え方を採用した
が、両年度の全データでみると実際の矯正
視力との相関が悪かった。その内容をみる
と、とくに全盲かそれに近い状態でも 5 以
上に判定することが多々あることが印象的
であった。しかし、3 未満をつける高い視
力の者はおらず、カット・オフ値をその辺
りに設けることで使用可能なのではないか
と思われた。 
 視力低下や視野狭窄を自覚した年齢と実

年齢の差から、およその経過時間を計算す
ることができる。しかし、両年度とも経過
時間の長い例の聴取が多く、影響が強いと
思われる受障早期における経過時間との関
係が本調査からは見えてこない。 
 全身疾患の合併については、高血圧と糖
尿病が多く、視覚障害に伴った運動不足や
偏食などの影響が危惧される。今後、その
点に焦点を当てた調査も必要であると思わ
れた。その他、両年度で共通する項目につ
いては、おおむね平成 22 年度の報告で述
べたものと大きな差は見られていない。 
 
b) 対象者のプロフィールの特定 2 
 次に、平成 23 年度における新規項目の
記述統計について考察する。まず、障害程
度区分における視力評価であるが、今回の
対象では、1～5 の区分のうち 2、3、4 に
あたる者がそれぞれ約 1/3 ずつであった。
区分 1 は日常生活に支障がないレベルであ
り、区分 5 は判断不能である。したがって、
今回の調査対象になった者のような視機能
に低下がみられる対象を評価する基準とし
て、本基準は適当である。 
 要介護認定・障害程度区分・ヘルパーの
利用については、65 歳以上の 40名のうち
19 名（47%）が要介護認定を受けていな
かった。また、障害程度区分については回
答できた 57 名のうちの 51 名（89.5%）
が「なし」と回答した。これは、これらの
サービスを知らされていないのではないか
ということが大変危惧される数字である。
その一方、利用している者の中には、家事



援助を月に 10 回以上利用していると答え
た者が 6 名いた。この数字は、視覚障害者
が家事援助を必要としていることを意味し
ている。このことから、サービスが利用可
能なことをもっと周知すべきと考えられる。 
 転倒回数とつまずく回数については、平
成 22 年度では転倒回数のみを質問したが、
8 割以上が転倒せずと回答した。そこで今
回はそのヒヤリハットに相当する「つまず
く回数」についても調査した。その結果、
過去 1 ヶ月に転倒しなかった者が 8 割であ
ったが、つまずかなかったと答えた者は 72
名中わずか 1 名であった。視覚障害がある
と、足下の障害物の確認が困難になり転倒
の危険性が増える。しかし、同時に歩行が
晴眼者に比較して慎重になる。また、歩幅
が狭くなるという報告もある。それゆえ、
実際の転倒数は予想するほど多くはないの
ではないかと思われる。しかし、その前段
階となる「つまずき」については、やはり
多くあることが判明し、特に高齢者では転
倒が骨折等の大けが、ひいては寝たきりと
なる危険性が高いため、十分な対策が必要
である。 
 日中活動については、余暇活動をしてい
る者が 42%おり、余暇活動についての支援
をより検討するべきと思われた。また、家
事も 30%にみられた。これは、視覚に障害
があっても家事ができることを意味してお
り、適切なリハビリテーション訓練を行う
ことで、日常生活動作がしやすくなる可能
性を示している。 
 眼科受診状況については、72 名中 56 名

（77.8%）が眼科に通院中であった。この
数字は、平成 18 年度に行われた身体障害
者実態調査（厚生労働省）に報告された
77.8%と期せずして同値となった。これは、
眼科での視覚障害に関する様々なインフォ
メーションが効果的に多くの対象者への周
知につながることを意味しており、視覚障
害支援における眼科の役割は大きい。 
 活動性評価については、外出をする頻度
が週に 1 回未満である者が 20%であった。
この中には、家に閉じこもり、他との交流
を断つ者がでてくるのではないかと危惧さ
れる。障害者のうち特に視覚に障害がある
と移動やコミュニケーションの手段が制限
されることから他との交流を断つことが多
いのではないかと以前より心配されてきた
が、今回の数字はそれを伺わせるものであ
る。 
 個人情報の開示許諾状況については、全
体の 80%は、個人情報の開示に好意的であ
った。しかし、13%は開示を許諾せず、こ
のような調査と支援との連結の難しさを感
じた。 
 
c) 視力・視野と生活障害・ニーズの発生の
関係 
 視力低下に伴った生活障害・ニーズの発
生は、良いほうの眼の矯正視力が 0.5 付近
と 0.08 付近を境界にして生じているよう
である。0.5 付近を境界にして生じるもの
には、貨幣の弁別と買い物があり、0.08付
近を境界にして生じるものには、顔の認知、
読字、お茶入れ動作や整容動作などが含ま



れた。 
 視野狭窄に伴った生活障害・ニーズの発
生は、様々なものが半径 20 度で生じてい
る。ただし、今回の視野は Goldmann 視野
計の V/4 視標を基準としているため、現
行の身体障害者手帳の基準や障害基礎年金
で定めている基準とは異なる。視野狭窄が
生活に大きな影響を及ぼしていることは明
確であるが、この量的な評価については、
今後、さらに慎重にそして正確に評価する
必要がある。この点については次年度の課
題としたい。 
 年齢に伴った生活障害・ニーズの発生が、
各項目が年齢相応の社会生活や家族への依
存に応じて変化していることが本結果から
推定できる。29歳以上で集会への参加が必
要になり、39歳以上でバス・電車の利用が
困難になり、46歳以上で食事にも困難が出
てくる。お茶入れや固定電話は 75、6歳に
なるまではできているようである。逆に高
齢になると不要傾向になる動作もあり、外
出、整髪、調理、服選び、携帯電話、パソ
コンなどがそれにあたる。 
 また、色覚異常を自覚すると支障をきた
すようになるものとして、服選び、貨幣弁
別、買い物、携帯電話、投票などがある。
そして、夜盲を自覚すると支障をきたすよ
うになるものとして様々な項目があること
がわかったが、夜盲を自覚するほとんどの
者が遺伝性網膜ジストロフィーでもあり、
視力低下と視野狭窄を伴っているため、こ
れらがすべて夜盲によるものとは考えられ
ない。唯一、視力、視野によらず、夜盲が

関連するものとして「階段の昇り降り」が
みられた。震災後の節電に伴った低照明に
より、夜盲をもつ者が市内での移動にかな
りの支障をきたし、特に公共施設での階段
での昇り降りに低照明が問題になっていた。
本年度の調査時期とこの震災後の節電の時
期が重なっており、その影響としての結果
であったことが推測される。 
 
d) FIM の詳細解析 
 資料 4 に詳述した。 
 
e) 視覚障害者の高齢者特性 
 資料 5 および資料 6 に詳述した。 
 
f) 最適モデルの構築 
 図 29 は、高い適合度指標が得られたこ
とから、「視覚」という構成概念を視覚関連
ADL （ DLTV_total ） と 視 覚 関 連 QOL
（comp11）で評価するとした場合、何が
重要な要因となっているか、そして、それ
ら要因間の関係がどうなっているかを明確
に示している。構成概念の「視力」は、な
に解析（対象認知）と置き換えることがで
きる。見ているものが何であるかを見ただ
けでわかるということである。この概念か
らの影響を最も受ける項目が、「あなたは、
ふだん、あなたが言った時に相手がどう反
応するかをみますか？」と良いほうの眼の
矯正視力であった。一方、構成概念の「視
野」は、当初、どこ解析（空間認知）とし
て構成概念を設けたが、最終的には視野狭
窄の程度を示す VF_index にのみ強い影響



をもつものであったため、概念名を「視野」
と改めた。そして、この「視野」は、より
総合的な「視覚」に対して「視力」よりも
ずっと高い割合で影響力をもっていること
を図 29 は示している。その係数の比は、
7.3 倍である。これは、そのまま視野の視
覚に対する影響力が、視力のそれの 7.3 倍
であると解釈できる。また、第三の視機能
というべき「順応」という構成概念は、因
子分析でも視力や視野とは異なる特性をも
っており、モデル推定の結果、「視覚」への
直接の影響ではなく、視力と視野への強い
相関関係を有している。また、心理要因も
モデルの構成概念として残ったが、これは
「視覚」への直接の影響ではなく、「視力」
「視野」との相関関係をもち、さらには大
変興味深いことに「順応」とは相関しない。
そして、視覚関連 ADL には直接影響しない
が視覚関連 QOL には直接影響するという
ことが示されている。 
 資料 7 に詳述したが、視覚は網膜の出力
細胞である神経節細胞の特性に依存して成
立する。今回の共分散構造解析から得られ
た最適モデルは、視覚障害からみた視覚と
いうものの本質を表現するものと考える。
そして、「視力」「視野」「順応」「心理要因」
の各構成概念が、この神経節細胞の種類と
対応関係にあるということは大変興味深い。
今回の結果が生理学的知見と異なる点は、
視線移動の眼球運動反射を司る神経節細胞
の機能が、独立した構成概念として存在し
ていないことである。しかし、これは、今

回の質問内容が、この要素をうまく引き出
せていなかっただけのことであり、「視野」
の中に含まれる要素であると考えれば整合
性は成立する。 
 
g) 障害程度区分における視力評価の検討 
 障害程度区分における視力評価は、良い
ほうの眼の矯正視力との相関は 0.794 と極
めて高いものであり、視覚関連 ADL とも高
い相関を示した。しかし、視覚関連 QOL
との間の相関は、矯正視力と同様に有意で
はなかった。一方、視力の自覚評価は、視
覚関連 QOL とも有意に相関しており、障害
程度区分における視力評価とも良いほうの
眼の矯正視力とも、そして視覚関連 ADL
とも高い相関を示した。 
 視力の自覚評価は、結果に示したように
かなりのばらつきがあるが、心理要因の影
響を受けているため、視覚関連 QOL との相
関が高いのではないかと前項の視覚の最適
モデル（図 29）からは推定することができ
る。そして、そのモデルからわかるように、
視覚を評価するためには良いほうの眼の矯
正視力の評価が必要で、この代替えとして
の候補が、障害程度区分における視力評価
であるか、それとも視力の自覚評価である
かを考えると、相関係数がより高い前者で
あると言えるのではないだろうか。今後、
本システムを運用する中で、障害程度区分
における視力評価の手法を積極的に取り入
れていく必要があると思われる。

 



 

 

 Ⅱ-3. 総合的視覚リハビリテーションシステムプログラムの開発 
 
1) 目的 
 当事者の特性と支援者の特性を入力する
と必要な支援項目が提示されるプログラム
を開発する。本プログラムには、以下の特
徴を持たせる。 
a) 簡便である 
b) 初心者にも利用できる 
c) 提案された支援項目がある程度以上は

有益である 
d) 多く使用されると提案される支援項目

の妥当性が改善される 
e) 当事者のマクロニーズを把握すること

ができる 
 そのためには、まず、当事者特性を詳細
に検討し、いくつかのキーになる項目を選
択する必要がある。次に、提案されるプロ
トコールの大枠を決め、これとの結合性を
評価する必要がある。そして、これがイン
ターネットを介して利用可能な状態を提供
できるようにする。以上を実現するために、
以下の解析とシステム整備を行った。ただ
し、今回は、視覚リハビリテーションの専
門家が常に使用するものを開発する前に、
初心者が利用可能なものの作成を優先した。
それは、本研究を進めるにあたり、医療や
福祉の最前線において、専門家までつなが
ることのできない多くの当事者が存在して
いることに改めて気付き、専門家への連携
の改善が専門家自体のサポートに優先する
と考えたからである。 
 

2) 方法 
a) 専門職による支援必要性評価 
 調査票の「調査員が可能な支援分野とさ
らに確認すべきこと」と「どの支援分野を
得意とするサポータにまかせようと思うか」
において、調査員をはじめとする視覚障害
専門家による必要性の評価を行った。 
 
b) 決定木分析 
 測定が眼科以外では困難な視力、視野以
外の調査項目のすべてを独立変数とし、「調
査員が可能な支援分野とさらに確認すべき
こと」と「どの支援分野を得意とするサポ
ータにまかせようと思うか」の各項目にお
いて、いずれかが選択されたか否かを従属
変数として決定木分析を行い、どのような
患者特性が必要とする支援項目に関連して
いるかを検討した。 
 決定木の成長手法としては CRT を用い、
親ノードの最小データ数を 50、子ノードの
最小データ数を 10 として決定木を作成し
た。結果の検証には、データ数がそれほど
多くないため、交差検証を用いた。決定木
分析の結果から、各支援項目を選択するた
めのアルゴリズムを決定した。 
 従属変数に設定した支援項目は以下の
27 項目であった。 
(1) 医療（眼科） 
(2) 視機能評価 
(3) 光学的補助具の選定 
(4) 非光学的補助具の選定 



 

 

(5) 視覚支援の情報提供                              
(6) 点字 
(7) パソコン 
(8) 感覚訓練 
(9) 白杖歩行 
(10) 盲導犬 
(11) 日常生活訓練 
(12) 育児動作支援 
(13) 介護動作支援 
(14) 行動支援の情報提供 
(15) 教育支援 
(16) 就労支援 
(17) 社会相談 
(18) 支援調整 
(19) 福祉制度支援 
(20) 育児における社会支援 
(21) 介護における社会支援 
(22) 社会支援の情報提供 
(23) 医療（眼科以外） 
(24) 心理相談 
(25) スポーツ支援 
(26) 娯楽支援  
(27) その他の情報提供 
 
c) 各支援項目の支援プロトコールの作成 
 支援項目ごとに解説文を作成した。本年
度は、使用者を初心者に限定して、その文
面を整えた（分担研究報告書 III-2）。 
 
d) インターネットを介した入出力システ
ムの作成 
 本年度は、入出力を特定端末のみからア
クセス可能な閉鎖システムを構築する。 

3) 結果 
a) 専門職による障害支援必要性評価 
 各支援項目において全例のうち支援を必
要としたか否かの割合を以下に示す。 
 
(1) 視機能支援 

 
医療：眼科医療での視機能支援（眼科的治療等） 

視評：視機能評価（詳細な視機能評価） 

光補：光学的視覚補助具（拡大鏡、遮光眼鏡、矯

正眼鏡等の選定と使用訓練） 

非光：非光学的視覚補助具（サインガイド、拡大

読書機等の紹介と使用訓練） 

情提：視覚支援における情報提供（補助具の購入

方法、講習会情報等の情報提供） 
 
(2) 行動支援 

 



 

 

点字：点字の紹介・学習 

パソ：支援ソフト、音声 PC の紹介および訓練 

感覚：感覚訓練 

白杖：歩行訓練の基本、白杖を用いた歩行訓練 

盲犬：盲導犬体験・盲導犬を使用した歩行訓練 

日訓：日常生活動作（家事動作を含む）における

訓練 

育児：育児に関係する動作の訓練 

介護：介護に関係する動作の訓練 

情提：行動支援における情報提供（用具の購入方

法、講習会情報等の提供） 
 
(3) 社会支援 

 

教育：特別支援学校の教育相談等、進級、進学、

勉学に関する紹介・相談 

就労：就労継続、新規就労に関する相談、就労前

訓練 

相談：社会支援相談全般（広く浅く） 

調整：支援専門家、キーパーソンなどの調整 

制度：社会制度の紹介 

育児：育児に関する相談支援 

介護：介護保険の紹介を含む介護関連の相談支援 

情提：社会支援における情報提供（社会支援相談

のできる施設の紹介等） 

(4) 心理・その他支援 

 
医療：眼科以外の医療（内科、脳外科、精神神経

科等） 

心理：心理相談（カウンセリング、コーチング等） 

スポ：スポーツ支援（視覚障害者スポーツ、関連

団体・施設等の紹介） 

娯楽：娯楽支援（趣味、娯楽の紹介、支援団体、

施設の紹介） 

情提：心理・その他支援における情報提供（心理・

その他支援相談のできる施設の紹介等） 
 
b) 決定木分析 
 以下に、各支援項目において作成された
決定木とその支援項目が必要か不要かを決
定するアルゴリズムを示す。決定木中と説
明に使用した記号の意味は後述する。 
 
 
 
 
 
  



 

 

(1) 医療（眼科） 
 

 

 awarenessVA が 3 以上の場合は、医療（眼科）が必要になり、次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 未満の場合は、DLTV_15 が 1 または 2 のときは医療（眼科）は不
要、3 または 4 のときは必要となり、次の支援評価へ  



 

 

(2) 視機能評価 

 
 VF_blind が１の場合は、視機能評価は不要として次の支援評価へ 
 
 VF_blind が 0 の場合は、awarenessVA が 4 以上のときは視機能評価は必要で次の支援
評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合は、RP が０のときは必要、1 のときは不要として次の支
援評価へ  



 

 

(3) 光学的補助具の選定 
 

 
 VFQ_02 が 0 のときは光学的補助具の選定は不要として次の支援評価へ 
 
 VFQ_02 が 20 以上のときは awarenessVA が 4 以上のとき、光学的補助具の選定が必
要として次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下のときは、FN_staircase が 1 または 2 なら必要とし、3 または
4 なら不要として次の支援評価へ  



 

 

(4) 非光学的補助具の選定 

 
 VF_blind が 1（はい）のとき、非光学的補助具の選定は不要として次の支援評価へ 
 
 0 のときは、awarenessVA が 4 以上のときは必要として次の評価へ 
 
 3 未満のとき、FN_staircase が 1 または 2 のときは必要として 3 または 4 のときは不
要として次の支援評価へ 
  



 

 

(5) 視覚支援の情報提供 

 

 awarenessVA が 4 以上の場合、VFQ_02 が 0 のとき不要、20 以上であれば必要として
次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、higherBrainDysfunction が 2（支障をきたす）のとき
は必要として次の支援評価へ 
 
 higherBrainDysfunction が 0（ない）または 1（あるが支障なし）のときは VFQ_01
が 25 以下なら必要、50 以上なら不要として次の支援評価へ 
 
 
  



 

 

(6) 点字 

 
 年齢が 59 歳以上のとき、点字は不要と判定し次の支援評価へ 
 
 58 歳以下で、VFQ_02 が 20 以下のとき、必要とし次の支援評価へ 
 
 VFQ_02 が 40 以上のとき、FN_voting が 4 であれば必要とし、1、2 または 3 のとき
は不要として次の支援判定へ  



 

 

(7) パソコン 

 

 FN_PC が 1 または 2 の場合、awarenessVA が 3 以下なら不要、４以上なら必要として
次の支援判定へ 
 
 FN_PC が 3 または 4 の場合は、年齢が、61 歳以下のときは必要として次の支援判定へ 
 
 62 歳以上の場合、FN_meeting で 1、2 または 4 なら不要、3 なら必要として次の支援
判定へ 
 
 
 
  



 

 

(8) 感覚訓練 

 
 DLTV_09 が 2 以上の場合、DLTV_19 が 1 以下なら必要、2 以上なら不要とし、次の支
援判定へ 
 
 また、DLTV_09 が 1 以下の場合、awarenessVA が 3 以下なら不要として次の支援判
定へ 
 
 4 以上なら fromWhenVA が 33 歳以下なら必要、34 歳以上なら不要として次の支援判
定へ 
 
 
  



 

 

(9) 白杖歩行 

 
 awarenessVA が、4 以上の場合、必要として次の支援判定へ 
 
 3 以下の場合、VFQ_21 が 50 より大きいときは不要として次の支援判定へ 
 
 50 以下の場合は、glassesNear が 1（持っていて使用している）、2（持っているが使用
していない）なら不要、3（持っていない）なら必要として次の支援判定へ 
  



 

 

(10) 盲導犬 

 
 年齢が 64 歳以上の場合は、FN_PC が 2 のときは必要、1、3 または 4 のときは不要と
し次の支援評価へ 
 
 年齢が 63 歳以下の場合、ADL_eating が 1（はい）であれば不要として次の支援評価へ 
 
 ADL_eating が０（いいえ）のときは、awarenessVA が 3 以下なら不要、4 以上なら必
要として次の支援評価へ 
 
 
 
 
  



 

 

(11) 日常生活訓練 

 
 awarenessVA が 3 以下の場合、higherBrainDysfunction が 0 または 1 なら不要、2 な
ら必要として次の支援評価へ 
 
 4 以上の場合、FN_destination が 3 または 4 なら不要として次の支援評価へ 
 
 1 または 2 の場合は、VFQ_05 が 0 なら必要、1 以上なら不要として次の支援評価へ 
 
(12) 育児 
 必要とする事例の数が不足し判定できなかった。 
 
(13) 介護 
 必要とする事例の数が不足し判定できなかった。 
  



 

 

(14) 行動支援の情報提供 

 
 
 awarenessVA が 4 以上の場合は、必要として次の支援評価へ 
 
 3 以下のとき、higherBrainDysfunction が 0 または 1 のときは不要、2 のときは必要と
し、次の支援評価へ 
 
 
（15）教育支援 
 必要とする事例の数が不足し判定できなかった。 
  



 

 

(16) 就労支援 

 

 年齢が 61 歳以上の場合は不要として次の支援評価へ 
 
 60 歳以下の場合、awarenessVA が 2 以下のときは、不要として次の支援評価へ 
 
 3 以上の場合は、FN_cooking が 1 または 2 なら必要、3 または 4 なら不要として次の
支援評価へ 
  



 

 

(17) 社会相談 

 
 awarenessVA が 3 以下の場合、higherBrainDysfunction が 0 または 1 なら不要、2 な
ら必要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 4 以上の場合、ADL_eating が 0 のとき必要とし次の支援評価へ 
 
 1 のときは、fromWhenVA が 14 歳以下のとき不要とし次の支援評価へ 
 
 15 歳以上のときは hearingREHA が 1 なら必要、0 なら不要とし次の支援評価へ 
 
  



 

 

(18) 支援調整 

 
 awarenessVA が 4 以上の場合は、DLTV_05 が 1 または 2 なら必要、3 または 4 なら
不要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、higherBrainDysfunction が 2 なら必要とし次の支援評
価へ 
 
０、１なら FN_clothes が 1 なら必要として、2、3 または 4 のとき、magnifier が 1 なら
必要、2 または 3 なら不要とし次の支援評価へ 
  



 

 

(19) 福祉制度支援 

 
 awarenessVA が 4 以上の場合、必要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、higherBrainDysfuncyion が 2 であれば、必要とし次
の支援評価へ 
 
 0 または 1 のとき、CCTV が 1 であれば不要、2 または 3 であれば必要とし次の支援評
価へ 
 
(20) 育児における社会支援 
 必要とした事例数が不足して判定できなかった。 
 
  



 

 

(21) 介護における社会支援 

 

 ADL_eating が 1 の場合、higherBrainDysfunction が 2 のときは必要とし次の支援評価
へ 
 
 higherBrainDysfunction が 0 または 1 のときは FN_out が 2 なら必要、1、3 または 4
なら不要とし次の支援評価へ 
 
 ADL_eating が 0 の場合、awarenessVA が 2 以下では不要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以上では、年齢が 45 歳以下なら不要とし次の支援評価へ 
 
 46 歳以上のとき、FN_bus が３なら不要、1 または 2 では必要とし次の支援評価へ 
  



 

 

(22) 社会支援の情報提供 

 
 
 awarenessVA が 4 以上の場合、FN_out が 1 または 2 のとき必要、3 または 4 のとき
不要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、fromWhenVF が 58 歳以上のとき必要とし次の支援評
価へ 
 
 fromWhenVF が 57 歳以下のとき、さらに 42 歳以下であれば必要、43 歳以上であれば
不要とし次の支援評価へ 
 
 
 
  



 

 

(23) 医療（眼科以外） 

 

 DM が 0（いいえ）なら不要、1（はい）なら必要とし次の支援評価へ 
 
  



 

 

(24) 心理相談 

 
 CES_D_16 が 1、2 または 3 の場合、awarenessVA が 3 以下なら不要、4 以上なら必
要とし次の支援評価へ 
 
 CES_D_16 が 0 の場合、keyperson が 1（親）のとき必要とし次の支援評価へ 
 
 keyperson が 2、3、4、5 または 6 のときは VFQ_21 が 50 以上なら不要とし次の支援
評価へ 
 
 VFQ_21 が 25 以下なら fromWhenVF が 21 歳以下では不要、22 歳以上なら必要とし
次の支援評価へ 
  



 

 

(25) スポーツ支援 

 
 年齢が 65 歳以上の場合、FN_cellphone が 3 または 4 のとき不要、1 または 2 のとき必
要とし次の支援評価へ 
 
 年齢が 64 歳以下の場合、awarenessVA が 3 以下のとき不要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 4 以上のとき、incomeSource が 4（その他）なら不要とし次の支援
評価へ 
 
 incomeSource が 1、2 または 3 なら VFQ_01 が 50 以下なら必要、50 を越えるなら不
要とし次の支援評価へ 
  



 

 

(26) 娯楽支援 

 
 awarenessVA が 4 以上の場合、必要とし次の支援評価へ 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、CES_D_15 が 1、2 または 3 のとき必要とし次の支援
評価へ 
 
 CES_D_15 が 0 のときは、recreation が 0（いいえ）なら必要、1（はい）なら不要と
し次の支援評価へ 
  



 

 

(27) その他の情報提供 

 

 awarenessVA が４以上の場合、必要とし判断終了。 
 
 awarenessVA が 3 以下の場合、FN_staircase が 3 または 4 のとき不要、1 または 2
のとき必要とし判断終了。 
 
  



 

 

【記号の説明】 

ADL_eating：どこでも一人で食事中の動作ができますか（1:はい・0:いいえ） 

age：何歳ですか（数値記入） 

awarenessVA：現在のあなたの視力は、どのくらいだと思いますか？0 を全く見えない状態、10 を最高

の視力として、11 段階評価でお答えください。普段、眼鏡等を使っている方はその場合でお答え下さい。

（数値記入） 

CCTV：拡大読書器を使用していますか（1:持っていて使用している・2:持っているが使用していない・

3:持っていない） 

CES_D_15：この 1 週間のうち「皆がよそよそしいと思うのは何日ありましたか（1:1 日未満・2:1-2 日

間・3:3-4 日間・4:5 日以上） 

CES_D_16：この 1 週間のうち「毎日が楽しい」と思うのは何日ありましたか（回答選択肢は同上） 

DLTV_05：ドライブに出かけた時に景色を楽しみますか（4:まったく困難なし・3:少し困難あり・2:かな

り困難あり・1:できるだけの十分な視力なし） 

DLTV_09：腕を伸ばした距離で人の外観を見分けられますか（回答選択肢は同上） 

DLTV_15：暗い場所から明るい場所に来たときに、明るさに目が慣れますか（回答選択肢は同上） 

DLTV_19 ：新聞の見出しを読めますか（回答選択肢は同上） 

DM：糖尿病にかかっていますか（1: はい・0: いいえ） 

FN_bus：バス・電車の利用ができるようになりたいですか（1:できないのでそう思うことがある・2:でき

るけれどもっとよくと思うことがある・3:できているのでそうは思わない・4:必要がないのでそうは思わ

ない） 

FN_cellphone：携帯電話が使えるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_cloths：服選びができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_cooking：調理ができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_destination：バスの行き先表示を見分けられるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_meeting：集会（集まり、寄合い）への参加ができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_out：外出ができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_PC：パソコンができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_staircase：階段の昇り降りができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

FN_voting：投票ができるようになりたいですか（回答選択肢は同上） 

fromWhenVA：視力低下を自覚したのは何歳頃からですか（数値記入：生来の場合は 0 とする） 

fromWhenVF：視野狭窄を自覚したのは何歳頃からですか（回答選択肢は同上） 

glassesNear：近用眼鏡（老眼鏡）を使用していますか（1:持っていて使用している・2:持っているが使

用していない・3:持っていない） 



 

 

hearingREHA：ロービジョンケアまたは視覚リハビリテーションという言葉を聞いたことがありますか

（1:ある・0:ない） 

higherBrainDysfunction：高次脳機能障害がありますか（1:ない・2:あるが支障はない・3:支障がある） 

incomeSource：主たる収入源は次のうちのどれですか（1: 就労・2: 年金・3: 生活保護・4: その他） 

keyperson ：緊急連絡先にあたる人はどなたですか（1:親・2:兄弟姉妹・3:配偶者・4:子供・5:その他・

6:なし） 

magnifier：拡大鏡（ルーペ）を使用していますか（1:持っていて使用している・2:持っているが使用して

いない・3:持っていない） 

recreation：日中には主に余暇活動（テレビなども含む）をしていますか（1:はい・0:いいえ） 

RP：網膜色素変性症ですか（1:はい・0:いいえ） 

VF_blind：視野検査で全盲と言われていますか（1:はい・0:いいえ） 

VFQ_01：あなたの全身の健康状態はどうですか（100:最高によい・75:とても良い・50:良い・25:あま

り良くない・0:良くない） 

VFQ_02：現在、あなたの両眼での「ものの見えかた」は、どうですか（100:最高によい・80:良い・60:

あまり良くない・40:良くない・20:とても良くない・0:全く見えない） 

VFQ_05：あなたは、ふだん、新聞を読みますか（100:全く難しくない・75:あまり難しくない・50:難し

い・25:とても難しい・0:見えにくいので読むのをやめた・欠損値:別の理由で読むのをやめた、または、

もともと読まない） 

VFQ_21：ものが見えにくいために、欲求不満を感じますか（0:まったくそのとおり・25:ほぼあてはまる・

50:何とも言えない・75:ほとんどあてはまらない・100:ぜんぜんあてはまらない） 

 
 表に決定木の分岐点と各項目における的
中率を示す。用意したすべてではないが、
そのうちの医療（眼科）、視機能評価、光学
的補助具、非光学的補助具、視覚支援の情
報提供、点字、パソコン、感覚訓練、白杖
歩行、盲導犬、日常生活動作、行動支援の
情報提供、就労、相談、調整、制度紹介、
介護紹介、社会支援の情報提供、医療（眼
科以外）、カウンセリング、スポーツ、娯楽、
心理その他支援の情報提供の 23 の支援項
目の必要性を判定することができるように
なる。この同定に必要な決定木の分岐点と

なる質問項目は、前述の 36項目であった。
すなわち、23 の支援項目から必要なものを
選択するには最大でもこの 36 項目の質問
をすればよいということである。 
 
c) 各支援項目の支援プロトコールの作成 
 分担研究報告書 III-2 に記載する。 
 
d) インターネットを介した入出力システ
ムの作成 
 サーバー構築が遅延し、本年度中にはシ
ステムが完成しなかった。次年度の第 1四



 

 

半期に、特定端末からのアクセスを可能と
する閉鎖システムを構築する予定である。 

 

 
表. 決定木の分岐点と各項目における的中率 
 

  



 

 

4) 考察 
 
a) 総合的視覚リハビリテーションシステ
ムプログラムのあり方 
(1) 初心者が広く使用できるものであるに
は 
 今回は、その必要性からも支援の初心者
向けのソフトウェアの開発を目指した。本
ソフトの使用目的から、広く使用されるこ
とが望ましい。使用者を制限することで、
満足度を上げ、利用率を上げたいという狙
いがある。そして、使いやすく、アクセシ
ビリティを高くするために、インターネッ
トを活用することにした。そのためには、
個人情報保護のハードルを下げなければな
らず、その点が課題である。そこで、個人
特定を放棄すると重複入力を排除すること
ができず、今度は統計としては信頼性を欠
くことになる。しかし、あえてその犠牲を
払ってもアクセシビリティを高く保つこと
は、視覚リハビリテーションの裾野を広げ、
専門家への橋渡しがスムーズに行われるよ
うになると思われる。 
 
(2) オプティマイズ可能な仕組みであるに
は 
 当面は、支援項目選択に必要な質問のほ
かに後述のマクロニーズを特定するための
質問を使用して、決定木分析を繰り返し、
最適化を図る。 
 次の目標としては、ベイジャンニューラ
ルネットなどの他の方法を模索する。 
 

(3) 提案ソフトの解析と同時にマクロニー
ズの解析ができるには 
 提案ソフトの解析に必要な質問とは別に、
マクロニーズを知るための質問を用意する。
前章において、視覚の最適モデルを模索し
たときに因子分析で重要とされた 60 項目
から、総合点である 4 項目を除いた 56 項
目を採用する。ただし、このうちの 13 項
目は、今回決定木分析で抽出した 36 項目
と重複する。また、これに残りのフェルト
ニーズ 10 項目と性別、「物心ついたときに
はすでにかなり眼が悪かったか」「最近だん
だん見えにくくなってきているか」と視覚
障害をきたした主たる眼科病名（選択式）、
障害程度区分に用いられている視力検査の
結果、羞明（屋外）、羞明（屋内）、夜盲、
複視、動揺視、色覚異常、眼瞼けいれんを
加えた計 100 項目を当面観測する。 
 この 100 項目から 10 項目を調査の度に
ランダムに抽出し、支援項目を決定する質
問に織り交ぜて使用する。100 項目を 100
名に聞いたアンケートは、10000 個のデー
タからなるが、同等のデータ量を収集する
には 10 項目を 1000 名に行えばよい。こ
のデータからは、個人の特性を問うことは
できないが、マクロな特性を知ることはで
きる。 
 
b) 展望 
(1) 視覚の特性に一致したソフトウェアへ 
 視覚の最適モデル（図 29、p.25）が示
すように、視覚障害特性を吟味すると視覚
というもの自体の特性が浮き上がってくる



 

 

ものと思われる。逆に視覚というものが如
何なるものかが明確になればなるほど、視
覚障害の特性は詳細に検討できることにな
る。たとえば、現在、質感感覚という概念
が視覚科学では研究され始めている。見た
だけで対象の材質を推定できるような視覚
特性をそう呼んでいる。もしかしたら世の
中にはこの視覚特性が失われるような障害
があるかもしれない。また、羞明のメカニ
ズムについては、現代科学においてまだ解
明されていない。この解明が進めば、また
別の軸での視機能評価が生まれる可能性が
ある。 
 そしてさらに、今回の因子分析でも最適
モデルでも大きく関わりがあった心理要因
もまた、視覚の一部として扱うことができ
るかもしれない。それは、神経節細胞の中
には、気分に非常に強く関係している脳内
セロトニン濃度の最も高い縫線核に直接神
経連絡があるものがあるからである。また、
最近発見されたメラノプシン含有神経節細
胞は、セロトニンと陰陽関係にあるメラト
ニンの分泌に関係していることがわかって
きている。 
 今回得られた支援ソフト選択の分岐点と
なる項目だけでなく、理論的な視覚特性と
して独立の軸となるような項目についても
評価して、実数を蓄積することで新たな視
覚の特性を見いだすことや、また、その特
性を用いてより的確な支援を実現すること
のできるソフトウェアへと進化していくこ
とが望ましいと思われる。 
 

(2) 必要な入力項目として眼球運動反射を 
 視覚の最適モデルの中で、構成概念「視
野」が何を意味しているか、さらに詳しく
調べる必要があることを提案した。そのた
めには、口頭の質問では、その本質が見極
められない可能性がある。それは、今回用
いられた数多くの質問項目をもってしても
視野の特性を分解することができなかった
からである。その一方で、網膜の神経節細
胞の機能分化に端を発する視機能の分化を
根拠とすれば、視野には少なくとも意識さ
れるパラソル細胞系の視野と視線方向を無
意識に変えるための眼球運動反射を引き起
こす視野は独立して存在することが容易に
想定される。 
 視野狭窄の自覚が生じにくいのは、もし
かしたらこの視線方向を無意識に変えるた
めの眼球運動反射を引き起こす視野が、意
識に上るいわゆる視野よりも後まで残って
いるせいかもしれない。今後、この眼球運
動反射を引き起こす視野を測定する方法を
開発し、その数値を組み込むことが視覚障
害者の ADL や QOL を予測する際に有用に
なるのではないかと思われる。 
 
(3) 必要な支援体制として中間型アウトリ
ーチを 
 図は、視覚障害の発生時期とそれに伴っ
た支援体制の変化についてまとめたもので
ある。視覚障害が発生する場所は、ほとん
どの場合、眼科である。ときにそれは予防
されるが、やむなく発症した場合は、早期
に発見されることが望ましく、また治療に



 

 

より回復することが望まれる。しかし、期
せずして障害を残し、リハビリテーション
が必要になる場合も少なくはない。さらに、
多くの眼科では、リハビリテーションは行

われず、闇雲に治療を優先され、治療不能
な場合であっても、次のステップに踏み出
すのには時間を要する。 

 

 

図. 視覚障害の発生時期と支援体制 
 
 この遅延は、眼科医にも責任があるが、
当事者の心理的要因が最も大きく関係する
と思われる。治らないと諦めた視覚障害者
は、眼科への通院をやめ、自宅に引きこも
ることが多い。本来は、その時点で相談支
援・権利擁護を受けられる体制が存在すべ
きである。しかし現実には、そのような支
援は得られず、その後に入る情報は、医療
機関や教育機関からの直接の情報ではなく、
役所の福祉窓口であったり、多くは知人か
らの口コミやインターネットで家族が調べ

たものになる。そして、運が良ければ、そ
の後にようやく様々な支援サービスにつな
がることになる。 
 この眼科治療後の空白を如何になくすか
が、現時点での視覚障害者支援の最大の課
題であると言えよう。そして、眼科医療は、
治療ができなくなったらそれでおしまいと
いうものではなく、経過観察と様々な支援
サービスのバックアップ体制として機能し
なければならない。 
 視覚障害の発生時期により、経済根拠が



 

 

変わり、そして主たる支援の内容も変わる。
その中で、今回の調査によってわかった日
中活動の「余暇活動」と「家事」に対する
支援が望まれており、特に退職後の世代に
とっては、これらの生活支援の項目が大変
重要になるものと思われた。 
 では、そのような支援を治療が終了する
前からシームレスに提供するためにはどう
したらよいであろうか。これまで、訪問型、
通所型、入所型と呼ばれたサービス体制で
は、そのような対応が困難であった。しか
し、眼科など、視覚障害の当事者が普段い

るところに支援者が出向くような方法が認
められれば、当事者にとってはとても楽に
スタートが切れることになる。これを筆者
らは「中間型アウトリーチ」と称した。本
ソフトは、このような支援体制の中で、専
門家へ繋がるための入り口になりうるもの
である。 
 今後、本ソフトの作り込みとともに、中
間型アウトリーチ支援の普遍的実現に向け
た社会整備が必要であると思われる。 
 

 























Ⅲ-2. 

支援プロトコール 
 

国立障害者リハビリテーションセンター学院 小林 章 
 

 総合的視覚リハビリテーションシステム
プログラムの出力画面として使用するため
の支援プロトコールの素案について述べる。
視機能支援、動作支援、社会支援、心理そ
の他の支援の 4 つの大項目に、それぞれ 5
～9 項目の小項目をたて、これらの解説と
必要と思われる関連リンクを提案する。さ
らにその各小項目に関連する用語解説を
200 文字以内で記述した。 
 全項目とも、使用者が初心者であること
を想定し、文章を平易で簡潔なものとした。
そのため、内容については厳密性を欠く部
分が余儀なく生じたが、この点については
今後、複数の専門職の間で追加、校正を行
うとともに、解説すべき用語の種類につい
ても随時改善を図る予定である。 
 
【目次】 
1. 視機能支援  

1) 医療 
2) 視機能評価 
3) 光学的補助具の選定 
4) 非光学的補助具の選定 
5) 視機能支援の各種情報 

2. 動作支援 
1) 点字 
2) パソコン 

3) 感覚訓練 
4) 歩行訓練 
5) 盲導犬 
6) 日常生活訓練 
7) 動作支援の各種情報 

3. 社会支援 
1) 教育 
2) 就労支援 
3) 社会相談 
4) 支援調整 
5) 福祉制度支援 
6) 育児支援 
7) 介護支援 
8) 社会支援の各種情報 
9) その他の社会支援 

4. 心理・その他の支援 
1) 医療（眼科での視機能支援以外） 
2) 心理相談 
3) スポーツ支援 
4) 娯楽支援 
5) その他の各種情報 
6) その他 

 



1. 視機能支援 
1) 医療 
  眼科を受診しましょう 
 ・病名と状態を把握するために 
 ・治療できるか確認するために 
 ・さらに悪くしないために 
 ・他の病気の早期発見・治療のために 
 
【リンク】 
  お近くの眼科医院、病院の眼科 
  近隣のロービジョン外来のある眼科 
 
【用語解説】 
  視力検査 
  問診 
  眼底検査 
  細隙灯顕微鏡検査 
  眼圧検査 
 
視力検査 
 眼科での視力検査では、裸眼視力と矯正
視力を測ります。裸眼視力は、眼鏡などを
使用しないで一定距離（日本では遠見視力
を 5m、近見視力を 30cm）で測定したも
ので、矯正視力は、レンズを使ってどこま
でよい視力がでるかを測定したものです。
矯正視力は、充分な明るさの照明下で最も
よく見えたときの視力ですが、必ずしもそ
のレンズを眼鏡として使えるわけではあり
ません。また、遠見視力と近見視力は必ず
しも一致しません。 
 

問診 
 眼科を初めて受診すると診察の前に問診
を受けます。まず、何が問題なのか、そし
て、それはいつから起きて、どのような経
過を辿っているかについて詳しく聞かれま
す。これまでにどんな病気にかかったこと
があるか、どんな薬を飲んでいるか、アレ
ルギーを起こしたことがないかも治療に際
して重要な情報です。さらに、ご家族で同
様のご病気の方がいるかを知ることも診断
に必要な情報なため聞かれる場合がありま
す。 
 
眼底検査 
 眼科ではレンズと強い光源を使用して眼
の奥を診察します。眼球を、瞳孔を入り口
とする丸い壷に例えると、眼のフィルムに
あたる網膜は壷の底にあたります。そこで、
これを眼底といいます。ただし、眼科医が
眼底という場合、底にあたる一部の範囲だ
けではなく、瞳孔から覗いて見える網膜表
面の全範囲を指します。必要に応じて瞳孔
を広げる点眼薬を使用して行いますが、こ
の場合は検査後も、かなりまぶしい状態が
4～5 時間続きます。 
 
細隙灯顕微鏡検査 
 眼科では細隙灯顕微鏡という器械を使っ
て眼の表面からやや奥を診察します。黒目
の表面にある角膜などの透明な組織を見る
ために、暗室で細い光をあて、それで照ら
された部分を観察します。顎台に顎をのせ、



額をベルトに押しあてて頭部を固定して動
かないようにして診察します。細胞が見え
るほどの高倍率で観察するので診察中はじ
っと正面を見るようにしましょう。医師に
よっては、同じ器械で眼圧検査を行うこと
もあります。 
 
眼圧検査 
 眼圧とは眼の内圧のことで、眼の硬さに
関係します。正常値は 10mmHg から
21mmHg です。眼圧検査では、顎台に顎を
のせて頭部を固定して測定します。多くの
場合、いきなり風が眼に向かって吹き付け
られる方法の器械が使用されています。あ
るいは、麻酔の目薬をさした後で医師が細
隙灯顕微鏡を使って測定する場合もありま
す。麻酔の目薬はかなりしみます。しかし、
緑内障の診断と経過観察には不可欠な検査
です。 
 
2) 視機能評価 
 眼科で保有視機能を判定しましょう 
 保有視機能は 
(1) 視力検査をすることで 

・視線の方向にある物の判別能力がわか
ります 
・目の病気を発見するきっかけになりま
す 
・眼鏡などで改善できるかがわかります 

(2) 視野検査をすることで 
・視界のどこが見やすいかがわかります 
・病気の種類がわかることがあります 

(3) 色覚検査をすることで 
・色の判別がどのくらいできるかがわか
ります    
・病気で生じる色覚異常があるかわかり
ます 

 
【リンク】 
  お近くの眼科医院、病院の眼科 
  近隣のロービジョン外来のある眼科 
 
【用語解説】 
  矯正視力検査（遠見・近見） 
  最大視認力検査 
  コントラスト感度 
  視野検査（動的量的・静的量的） 
  保有視機能 
 
矯正視力検査（遠見・近見） 
 矯正視力検査には、5m の距離と 30cm
の距離で測定する 2 種類があります。それ
ぞれの距離では、最高視力を得るためのレ
ンズの度数が異なります。特に、中高年の
方では老眼が生じているため、必要なレン
ズの度数が大きく異なります。これらのレ
ンズの度数は眼のレンズ自体の度数を示す
ものでもあるので、矯正視力検査は眼の屈
折検査としての意味もあります。光学的補
助具の選定にはこの値が大変参考になりま
す。 
 
最大視認力検査 
 最大視認力検査は、通常の眼科では行わ



れていません。最大視認力は、最小可読視
標とも呼ばれます。視距離によらず、その
方が眼を使う普段の状態で、どれだけ小さ
い文字を読むことができるかを判定するの
です。不確定要素が多いため、眼疾患の評
価としては採用されていませんが、学習や
日常生活での保有視力の実用性を判断する
場合には適しており、学校や施設での視機
能評価としてしばしば活用されます。 
 
コントラスト感度 
 白と黒との間にはくっきりとした境界が
見えますが、似た明るさの二つの灰色の境
界は不明確です。この不明確な境界がどこ
までわかるかという能力がコントラスト感
度です。通常の視力検査では、視標は白地
に黒で描かれ、大きさが段階的に変わりま
すが、コントラスト感度検査では、同じ大
きさの視標の色が段階的に背景色に近くな
ります。その検査により、視力とは別の視
機能が評価され、日常生活での見えにくさ
を知ることができる場合もあります。 
 
視野検査（動的量的・静的量的） 
 視野検査では、一定の明るさの背景光の
上にどのくらいの光を上乗せすると違いが
わかるかを視界の各部分で測定します。視
力検査が見ている方向だけのはたらきを測
定するのに対し、視野検査では測定する範
囲に広がりがある点で大きく異なります。
周辺の視野は、移動などの行動に大きく影
響することがわかっています。視野検査に

は、コンピュータによる静的量的視野検査
と従来から使用されている動的量的視野検
査の 2 種があります。 
 
保有視機能 
 保有視機能は、視覚障害の人が持ってい
る視機能を意味します。残存視機能と表現
される場合もありますが、残存という語の
もつネガティブなイメージを払拭し、「保有
している視機能を活用して、よりうまく生
きていくための源としよう」というポジテ
ィブな発想から保有視機能という用語が使
用されています。同じく保有視覚、保有視
力、保有視野などという言葉もあります。
そして、保有視機能に応じて補助具を選定
します。 
 
3) 光学的補助具の選定 
 眼科によってはレンズやフィルターを使
ってもっと見やすくする方法を紹介してい
ます 
 

(1) レンズを使って保有視力を補います 
・新聞を 30cm で読むには 0.4 の視力が
必要です。しかし、15cm でピントが合え
ば視力 0.2 で読めます。そこで、レンズを
使えって 15cm にピントを合わせれば、
0.2 でも新聞が読めます。 
(2) フィルターでまぶしさを抑え見やす
くします 
・使う人と場所に適した色と濃さを選定し
ます 



・視覚障害身障手帳所持者には補助があり
ます 

 
【リンク】 
  近隣のロービジョン外来のある眼科 
  近隣で拡大鏡などを展示している場所 
  近隣の視覚補装具適合判定医のいる眼
科 
 
【用語解説】 
  拡大鏡（卓上式・手持ち式・かけ眼鏡
式） 
  望遠鏡（双眼鏡・単眼鏡・かけ眼鏡式） 
  遮光眼鏡 
  強度プラス眼鏡 
  ピンホール 
 
拡大鏡（卓上式・手持ち式・かけ眼鏡式） 
 拡大鏡（ルーペ）の倍率は 1.5 倍から 13
倍くらいまでのバリエーションがあります。
一般的な手持ち式の他にも、置いて使用す
るもの（卓上式）、眼鏡に装着するもの（か
け眼鏡式）などがあります。低下した視力
を補うためには、見るものと拡大鏡を眼に
近づけて使用することをお勧めします。し
かしこの場合、頭の陰になって十分な明る
さが得られないことがあります。そのよう
なときは、ライト付きの拡大鏡が便利です。 
 
望遠鏡（双眼鏡・単眼鏡・かけ眼鏡式） 
 望遠鏡は、遠くのものを大きく見やすく
します。市販されている双眼鏡も使用可能

で、小さなオペラグラスから使い始めると
よい場合もあります。よりはっきり見るた
めに、視覚障害者用の単眼鏡やかけ眼鏡式
の弱視眼鏡が開発されています。それらは
高額ですが、補装具として障害者の補助の
対象となっています。単眼鏡は、補装具の
品目では弱視眼鏡（焦点調節式）として扱
われ、４倍～8 倍くらいのものがしばしば
使用されています。 
 
遮光眼鏡 
 遮光眼鏡の定義は、『遮光眼鏡とは、羞明
（まぶしさ）の軽減を目的として、可視光
のうちの一部の透過を抑制するものであっ
て、分光透過率曲線が公表されているもの
であること』です。まぶしさを弱め、明る
いところでよく見えるようにするために使
います。場所や時間によって見え方が異な
るので、いくつかを使い分ける人もいます。
視覚障害の身障手帳があれば、補装具とし
ての補助が受けられます。 
 
強度プラス眼鏡 
 強度プラス眼鏡は老眼鏡の仲間です。通
常、新聞の本文を 30cm の距離で読むには
0.4 の視力が必要です。しかし、矯正視力
が、その半分の 0.2 であっても、見る距離
を半分の 15cm にして、レンズを使ってピ
ントを合わせれば読めます。そのような眼
鏡は、プラス側に度数を上げて作ることが
できます。これは両手が空くため、軽度の
視力低下をきたした方には重宝されること



が多いようです。 
 
ピンホール 
 針で開けたときのような小さな穴をピン
ホールといいます。ピンホール効果といっ
て、これを通して見るとどんな距離にあっ
てもピントが合います。身近なものには、
プリペイドカードの穴などがあります。ピ
ンホールを使えば、レンズを使わなくても、
ものを眼に近づけて大きく見ることができ
ます。ただ、暗く視野が狭いので、必ずし
も見やすくはありません。そのため、携帯
電話などの光っている表示を見るときには
向いているでしょう。 
 
4) 非光学的補助具の選定 
・眼科のロービジョン外来では、レンズや
フィルター以外にも様々な道具の紹介をし
ています。たとえば、デジタル技術で見た
い物の見た目を明るく、大きく、はっきり、
くっきりとすることができます。 
・眼科以外にもそういうものを展示してい
るところがあります。 
 
【リンク】 
  近隣のロービジョン外来のある眼科 
  近隣で拡大読書器等を展示している場
所 
 
【用語解説】 
  拡大読書器（据置型・携帯型） 
  大活字本・電子ブック 

  タイポスコープ・罫プレート 
  適した照明 
  黒地ノートと白ペン 
  黒背景に白（コントラストの高い組み
合わせ） 
  一般商品での代替 
 
拡大読書器（据置型・携帯型） 
 拡大読書器はものを大きく拡大して見る
ための器械です。大きな据置型と小さな携
帯型があります。拡大率は 3 倍から 50 倍
くらいを自由に変えることができ、コント
ラストを強調することもできます。また、
白黒反転機能があります。目の状態によっ
ては、白地に黒の文字よりも黒地に白の文
字の方が見やすい場合があるので、とても
便利です。高価ですが、身障手帳を持って
いる方は、日常生活用具としての給付を受
けることができます。 
 
大活字本・電子ブック 
 文庫本や単行本の字が小さくて読めない
人でも、本の字が大きければ拡大鏡を使わ
なくても読むことができます。高倍率の拡
大鏡が必要な人も、低倍率のもので楽に読
むことができます。それが大活字本です。
黒地に白の大きな文字で印刷された本もあ
ります。最近は、同じような表示を電子ブ
ックですることができるようになっていま
す。音声読み上げ機能が使える場合もあり
ます。読める本のリストも増えてきて、こ
れからが楽しみです。 



タイポスコープ・罫プレート 
 黒い紙やプラスチックシートに、行幅く
らいの細長い窓を一つまたは数個空けたも
のです。その窓に文字を入れて、読んだり
書いたりします。すると、前後の行が隠れ、
読みやすくなります。書く時には、記入枠
に窓を合わせることで、はみ出したり曲が
ったりせず、重ね書きを防ぐことができま
す。また、紙面の反射を防ぐ効果もありま
す。便箋や封筒用にデザインされたものが、
視覚障害者用グッズの販売店にありますが、
黒画用紙などで自作もできます。 
 
適した照明 
 あるときは見えたのに、あるときはよく
見えないという場合があります。それはし
ばしば照明が原因で起ります。何か作業を
する時には、部屋が暗くないか、作業スペ
ースが影になっていないかを確認しましょ
う。自分の頭の影になって暗くなっている
こともあります。手元だけを照らす照明が
あると、作業がはかどるでしょう。逆に明
るすぎると、まぶしくなる場合もあるので、
自分の見やすい明るさに調整することが大
切です。 
 
黒地ノートと白ペン 
 まぶしさを強く感じる人は、白い紙に文
字を書くときにも、紙がまぶしく、よく見
えないと感じることがあります。そんなと
き、サングラスや遮光眼鏡でまぶしさを防
ぐという方法もありますが、黒地のノート

に白いペンで書くと、見やすくなることが
あります。白いペンや黒い画用紙は文房具
店に、黒地のノートは、視覚障害者用グッ
ズの販売店にあります。ちょっとしたメモ
でも、このような工夫で見やすくなること
があります。 
 
黒背景に白（コントラストの高い組み合わ
せ） 
 黒地ノートに白ペンで書くと見やすい場
合がありますが、同じように黒背景に白文
字のカレンダーや、黒いまな板で大根を切
ったりすると、見やすい場合があります。
このカレンダーやまな板は、視覚障害者用
グッズの販売店で扱っています。また、牛
乳を飲む時に濃い色のカップを使用したり、
ご飯茶碗を濃い色のものにすると残りの量
がわかりやすくなります。このように普段
使用している道具でも配色に気をつけると
見やすくなります。 
 
一般商品での代替 
 視覚障害者用に作られた商品は、高価だ
ったり近くに販売店がなくてなかなか買え
ません。でも、近くのホームセンターや 100
円ショップなどでも、案外、代わりになる
ものを見つけることができます。例えば、
突起シールは滑り止めシールが代わりにな
りますし、老眼鏡や拡大鏡も度数が合えば
使えます。もちろん専用に作られた物より
質が劣るかもしれませんが、役立つことも
あります。身近なところから役立つものを



探してみましょう。 
 
5) 視機能支援の各種情報 
・保有視機能を支えるための道具と方法を
知るためにはいろいろな方法があります。 
・必ずしも高価なものを選ばなくても安価
な代替品ですむ場合もあります。 
 
【リンク】 
  近隣での視機能支援用具展示会情報 
  近隣でロービジョン外来のある眼科 
  近隣で拡大読書器等を展示している場
所 
 
【用語解説】 
  一般商品での代替 
  定期的な視機能支援用具展示会 
  ロービジョン外来 
  拡大読書器 
  保有視機能 
 
一般商品での代替 
 非光学的補助具の選定と共通 
 
定期的な視機能支援用具展示会 
 視覚障害者用の商品は各地で開発が進ん
でいます。拡大読書器など毎年新商品が登
場しています。それらを一つ一つ自分で調
べることはとても大変です。開催地は限ら
れていますが、定期的に開かれる展示会を
利用すると便利です。複数のメーカーが協
力して開くので、商品を比較検討すること

ができます。思わぬ掘り出し物を見つける
ことができるかもしれません。メーカーか
ら話を聞いたり、利用者の声を伝えること
ができます。 
 
ロービジョン外来 
 見えにくいことで生活に支障をきたす場
合、眼科での治療でよくなればいいのです
が、治療をしてもある程度以上見えるよう
にならない場合があります。このようなと
きでも、道具を使ったり、いろいろな工夫
をすることで生活上の支障を減らすことが
できます。これを紹介するのがロービジョ
ン外来です。治療中の方でも利用すること
ができます。しかし、どこの眼科でもして
いるわけではありません。事前に問い合わ
せてから受診しましょう。 
 
拡大読書器 
 非光学的補助具の選定と共通 
 
保有視機能 
 視機能評価と共通 
 
2. 動作支援 
1) 点字 
 視力が低下して一般文字（墨字）が読め
なくても点字を使えるようになれば読み書
きができます。 
・点字習得には根気と専門家の支援が必要
です 
・点字図書館などの障害者支援施設で点字



を学ぶことができます 
  
【リンク】 
  点字を学ぶことができる施設 
  
【用語解説】 
  点字とは 
  点字技能士 
  点字図書館 
  点字毎日 
  点字の活用に必要な道具と費用 
 
点字とは 
 触覚で文字が読めるように、小さな 6 つ
の点の組合せで 50 音、数字、アルファベ
ット、記号などを表現したものです。「あい
うえお」の母音と「か行」から「わ行」を
示す子音の組合せを、それぞれ３つの点で
表現して組み合わせて 50 音を表現します。
濁音などは 50 音の前に点を加えることで
表現します。点字は小さいので、読めるよ
うになるには時間が必要です。書くことは
ルールを覚えればよいので、比較的短時間
で可能になります。 
 
点字技能士 
 日本盲人社会福祉施設協議会が資格試験
を行っています。この資格を持っている人
は、正確な点字資料を作ることに貢献して
います。この資格は、点字専門家の技能を
高め、点字の普及と質の向上を図り、視覚
障害者に的確な情報を提供することを目的

として作られました。ただ、点字を教える
先生が皆この資格を持っているというわけ
ではありません。また、視覚に障害をもつ
人が取得するべき資格というものでもあり
ません。 
 
点字図書館 
 点字図書館（視聴覚障害者情報提供施設）
は、身体障害者福祉法に「無料又は低額な
料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音
物、その他各種情報を記録した物であって
専ら視覚障害者が利用するものを製作し、
若しくはこれらを視覚障害者の利用に供し、
又は点訳を行う者の養成、その他の厚生労
働省令で定める便宜を供与する施設」と定
められています。視覚障害者用グッズの販
売、生活訓練、相談業務などを行っている
ところもあります。 
 
点字毎日 
 点字毎日は、毎日新聞社が発行する点字
による週刊新聞です。略称は『点毎（てん
まい）』。点字版と活字版が刊行されていま
す。普通の新聞の点字版ということではな
く、視覚障害者の福祉、教育、文化の向上
に寄与するとともに、社会とつなぐ懸け橋
としての役割を担うことを編集理念として
掲げています。多くの視覚障害の読者に親
しまれ、90 年近くにわたって点字新聞を発
行し続けている新聞社は、世界的にも他に
例がありません。 
 



点字の活用に必要な道具と費用 
 点字を打つためには、点字器と点字用紙
が必要です。点字器は、点字盤と呼ばれる
板と定規および点筆です。B５版より一回
り大きい点字用紙いっぱいに点字を打てる
標準点字盤のほかにも、簡単なメモや点字
のシールを作るための小型点字器などがあ
ります。標準点字盤の価格は 7000 円から
14000 円ですが、視覚障害の身障手帳があ
れば、日常生活用具としての補助が受けら
れます。用紙等も点字器を扱っている所で
買えます。 
 
2) パソコン 
 視覚障害者向けのパソコンの設定があり
ます。 
・保有視機能に合わせて文字を拡大できま
す。 
・黒地に白い文字の方が見やすいことがあ
ります。 
・白黒以外に背景と文字色を変えることが
できます。 
・音声出力でパソコンが使えるようになり
ます。 
・施設やパソコンサークルで習うことがで
きます。 
 
【リンク】 
  視覚障害者がパソコンを習える施設 
  視覚障害者のためのパソコン指導ボラ
ンティア 
  

【用語解説】 
  標準機能でできる拡大 
  標準機能でできる白黒反転 
  拡大ソフト 
  画面読み上げソフト 
  活字読み取りソフト 
  点字ピンディスプレイ 
  パソコンボランティア 
  視覚障害者が PC 使用に必要な道具と
費用 
 
標準機能でできる拡大 
 1.5 倍程度までは画面解像度を変えてで
きます。「アクセサリ」の「虫眼鏡」は画面
上のポインタのある部分を拡大します。イ
ンターネット画面の拡大は、「Ctrl」「＋」
を、小さくするには「Ctrl」「ー」を一緒に
押します。マックではシステム環境のユニ
バーサルアクセスのズーム機能を「入」に
して「Option」「Command」「 ^ 」を同
時に押すと拡大、「 ^ 」の変わりに「－」
を押せば縮小します。 
 
標準機能でできる白黒反転 
 コントロールパネルにある「ユーザー補
助機能のオプション」の「ハイコントラス
トを有効にする」機能の選択肢に白黒反転
機能があります。また、「虫眼鏡」のオプシ
ョンにも「色を反転させる機能」がありま
す。マックでは、システム環境のユニバー
サルアクセスで表示を「黒字に白」に切り
替えることができます。単に「Option」



「Command」「control」「8」の 4 つのキ
ーを同時に押しても白黒反転します。 
 
拡大ソフト 
 よく使われている拡大ソフトにズームテ
キストマグニファイアがあります。これは、
画面全体または一部を拡大表示することが
できるソフトです。標準機能のものよりも
最大拡大率が 36 倍と大きく、文字表示も
ぎざぎざにならずきれいです。さらに、画
面スクロールの自動化や、マウスのポイン
タの色や大きさの変更、カーソルの強調な
ど、さまざまな機能が付いています。高価
ですが、日常生活用具として補助を受けら
れる場合があります。 
 
画面読み上げソフト 
 画面の情報を音声で読み上げるためのソ
フトです。画面にあるボタン、メニュー、
テキストデータなどの情報を音声に変換し、
メール、インターネット、ビジネス用ソフ
トで作成されたファイル、PDF ファイルな
どを音声で読み上げることができるものが
あります。さらにはその変換した情報を点
字ピンディスプレイに表示できるものもあ
ります。高価ですが、日常生活用具として
補助を受けられる場合があります。 
 
活字読み取りソフト 
 印刷された文書をスキャナで読み取り、
読み取った文字をテキストデータに変換す
るためのソフトです。一般に使われるもの

もありますが、スキャナと一体化された視
覚障害者専用の機器として販売されている
ものもあります。 
 
点字ピンディスプレイ 
 8 つのピンが並ぶディスプレイ装置です。
パソコンに接続して、画面の情報、テキス
トデータ、点字データをこのピンに逐次表
示します。出力のみのものと、パソコンの
入出力を兼ね、B5 サイズの軽量な点字電子
手帳になるものとがあります。高価ですが、
図形情報を点図としてリアルタイムで表示
できる 32 ドット×48 ドットのディスプレ
イをもつものも販売されています。 
 
パソコンボランティア 
 視覚障害者の自立支援を目的として、パ
ソコンの設定や使用訓練、情報提供、各種
相談などに応じているボランティアの団体
が多数存在しています。インターネットを
通じて も情報を得る こ と が で き ま す
( http://www.tmnf.net/rinkpasobora
.html など）。 
 
視覚障害者が PC 使用に必要な道具と費用 
 視覚障害のある人がパソコンを使用する
場合、健常者が一般に使用するパソコンと
ソフトウェアの他に、視覚障害者用に開発
されたソフトウェアが必要です。また、保
有視機能の状態によって、画面拡大ソフト
や画面読み上げソフトを使って操作するこ
ともできます。画面読み上げソフトは 4万



円弱～15 万円、画面拡大ソフトは 4 万円代
～6 万円強です（平成 24 年春現在）。今日
では多くの自治体でソフトウェアや周辺機
器購入のための補助を行っています。 
 
3) 感覚訓練 
・視覚活用が困難なときは他の感覚が情報
源です。 
・触覚、聴覚、嗅覚などで視覚を補います。 
・これを敏感にする訓練があります。 
・しかし、それをしている施設はあまり多
くありません。 
  
【リンク】 
  感覚訓練をしている施設 
 
【用語解説】 
  感覚訓練 
 
感覚訓練 
 視覚に障害をもつ人のための訓練の基本
的な考えの一つは、低下した視機能を他の
感覚で補うことです。中でも、触覚と聴覚
は大きな役割を果たします。触って硬貨の
種類を知り、音を聴いて信号が変わったこ
とを知るなどはその例です。歩行訓練や日
常生活動作の訓練では訓練を通して感覚刺
激を認知し、知覚能力を覚醒させ、保有視
機能と新たな感覚の統合をめざします。こ
の感覚統合の部分を独立した訓練項目とし
たものが感覚訓練です。 
 

4) 白杖歩行 
・視野が狭くなって著しく見えにくくなる
と移動することが困難になります。 
・白杖歩行では、安全な移動ができるよう
になることを目的としています。 
・白杖歩行には時間と根気が必要です 
・歩行訓練には、白杖を使う場合と使わな
い場合の訓練があります 
・歩行訓練士がこの訓練を行っています 
  
【リンク】 
  歩行訓練を受けることのできる施設 
  
【用語解説】 
  盲人安全つえ 
  白杖 
  歩行訓練士 
  点字ブロック 
  誘導法（手引き） 
 
盲人安全つえ 
 視覚障害の補装具の一つで、視覚障害者
用杖を表す法令上の名称です。白または黄
色とされていますが、白色が一般的です。
身体障害者手帳のある方は補助が受けられ
ますので、福祉窓口にご相談下さい。つえ
には多くの種類があり、それぞれ特徴があ
ります。自分の体型や歩き方、目的に合っ
ているつえを選ぶことが大切です。選定の
際には歩行訓練士の助言が役立ちます。 
 
 



白杖 
 盲人安全つえの一般的な呼び方です。白
色で、多くのものは直径約 1.5cm、カーボ
ンファイバーや軽金属性パイプでできてい
ます。2 歩先の路面の凹凸や障害物を検知
して歩くには、身長 165cm の人では約
125cm の長さが必要です。一本のパイプで
できているもの、複数のパイプでできてい
る折り畳みものなど多種あります。白杖は
周囲の注意を喚起する機能もあります。白
い部分は夜間光が当たるとよく光るように
できています。 
 
歩行訓練士 
 歩行訓練士は、視覚障害者が保有してい
る感覚を使って、環境内の自分の位置や物
の位置、自分と物との位置関係などを認識
しながら安全に歩く能力を評価します。ま
た、その人にとって安全で実用的に歩くた
めの助言や指導を行います。専門職ですが
認定資格ではなく、歩行やコミュニケーシ
ョン、日常生活動作などの訓練を総合的に
行う視覚障害生活訓練専門職や視覚障害リ
ハビリテーションワーカーなどと呼ばれて
いる場合もあります。 
 
点字ブロック 
 正式名称は視覚障害者用誘導ブロックで
すが、タイルに突起があることから「点字
ブロック」という呼び名が普及しています。
誘導用ブロックと警告用ブロックの二種類
があり、視覚障害のある人が安全に歩道を

歩けるように敷設されています。視覚障害
のある人は、突起を足裏や杖先で確認した
り、タイルが見える場合は眼で追いながら
歩きます。しかし敷設されているのは一部
で、敷設方法も場所によってさまざまなの
で注意が必要です。 
 
誘導法（手引き） 
 見える人が視覚障害のある人を誘導する
方法です。視覚障害のある人が誘導する人
のひじを握り、その動きに合わせて歩く方
法が一般的です。ほかに、視覚障害のある
人が誘導する人の肩に手を置いたり、手を
つないだりする場合もあります。視覚障害
のある人を後ろから押したり、持っている
杖を引っ張ったりすることは危険です。 
 
5) 盲導犬 
・盲導犬を利用すると移動の効率があがり
ます。 
・盲導犬を利用する人も訓練が必要です。 
・盲導犬も普通の犬と同じで食事も排泄も
します。だから、その世話をしないといけ
ません。 
・盲導犬と一緒にいることが生き甲斐の人
もいます。 
・迷っている人には盲導犬体験歩行をお勧
めします。 
 
【リンク】 
  盲導犬（体験・訓練）ができる施設 
  盲導犬関連団体 



【用語解説】 
  盲導犬とは 
  盲導犬体験歩行 
  盲導犬の世話 
  盲導犬と一緒に入れるところ 
  盲導犬（体験・訓練）に必要な道具と
費用 
 
盲導犬とは 
 視覚障害のある人を誘導するために育成
された犬です。道路交通法や身体障害者補
助犬法で定められていて、身体障害者手帳
を持っている人は使用者になる資格があり
ます。育成する施設によって育成方法や誘
導方法に違いがありますが、盲導犬が視覚
障害のある人の指示に従って誘導する点は
同じです。居住地の役所に申請して認めら
れると、約 4 週間、犬との共同合宿訓練が
行われます。訓練が終わると貸与されます。
費用は無償です。 
 
盲導犬体験歩行 
 盲導犬の存在は知っていても、身近に盲
導犬ユーザーがいないと、その詳細は分か
りません。そのため、盲導犬訓練施設では
視覚障害がある人や一般の人を対象に、盲
導犬歩行を体験する機会を設けています。
形態や頻度は施設によってさまざまですが、
実際に盲導犬と歩くことができます。杖を
使って歩く場合やガイドと歩く場合に比べ
てどんな違いがあるのか体験することがで
きます。盲導犬歩行が自分に合うのかどう

か試せる機会です。 
 
盲導犬の世話 
 盲導犬を貸与された人は、毎日、盲導犬
の食事を用意したり、排泄の後始末をする
必要があります。清潔に保つための世話も
必要です。世話というと面倒に感じるかも
しれませんが、その一つ一つが歩行のパー
トナーとの大切なコミュニケーションと言
え、盲導犬がユーザーに対する信頼感を高
めるための機会でもあります。盲導犬との
コミュニケーションによって安らぎや安心
感などを得ている盲導犬ユーザーも多いよ
うです。 
 
盲導犬と一緒に入れるところ 
 2002 年に定められた身体障害者補助犬
法によって、公共施設や交通機関において
盲導犬や介助犬などの補助犬の同伴受入れ
が義務づけられました。その後、範囲が段
階的に広げられ、今ではどこでも盲導犬と
一緒に入れることになっています。しかし
その法律はあまり知られていないため、今
でも、タクシーの乗車やレストランの入店
を拒否されてしまうことがあります。盲導
犬がどんな役目を担っているか正しく伝え
ることが大切です。 
 
盲導犬（体験・訓練）に必要な道具と費用 
 体験、訓練に特別必要な道具や費用は必
要ありません。共同訓練は宿泊で行います
ので、宿泊する準備が必要です。また、一



般の歩行訓練も同様ですが、訓練の間は動
きやすい服装と靴、また使用しやすい雨具
が必要です。 
 
6) 日常生活訓練 
・日常生活訓練は、日常生活での身動きを
よくする訓練です。 
・日常生活に便利な視覚障害者用の道具が
あります。これらの道具は使用訓練が必要
です。食事、着替え、トイレやお風呂、身
だしなみ、電話、文房具、調理器具、新聞
や本を読む CD などの使い方を習いましょ
う。 
  
【リンク】 
  日常生活訓練ができる施設 
  生活便利グッズを展示している場所 
  
【用語解説】 
  視覚障害者自立訓練（機能訓練、生活
訓練） 
  録音図書・デイジー図書 
  携帯電話 
  視覚障害がある人の身だしなみ 
  生活便利グッズ 
視覚障害者自立訓練（機能訓練） 
 障害者自立支援法に定められたサービス
の一つです。自立した日常生活や社会生活
を送れるように身体機能や生活能力を向上
させることを目的として行う訓練です。そ
の内容は、点字、歩行、保有視力を活用す
る訓練、家事の訓練、福祉用具および情報

器機を使用する訓練等です。主たる利用者
が、視覚障害者である障害者支援施設でそ
れぞれの自立計画に従って訓練を行います。 
 
録音図書・デイジー図書 
 本を耳で聴く方法があります。音訳され
た図書は点字図書館等で借りることができ
ます。デイジーは音声をデジタル情報に変
換したもので、貸し出しは CD-ROM の形
で行われます。かさばらず、損傷しにくく、
検索が容易なため、新しい録音図書はテー
プからデイジーに変わりつつあります。デ
イジー図書を再生するためには、再生器が
必要です。これらの器機は、日常生活用具
の給付対象に該当することがあります。 
 
携帯電話 
 携帯電話は、視覚に障害を持つ人にとっ
て非常に役立つ道具です。機種によっては、
大きな文字に設定できたり、少ない操作で
通話ができます。音声読み上げ機能を使っ
て誰から着信があったかを知ったり、メー
ルを送受信することもできます。拡大鏡や
音声時計、IC レコーダーの代わりに使うこ
ともできます。音声操作や GPS 機能など、
今後役立つ機能が充実してきそうです。身
体障害者手帳があると料金の割引サービス
が利用できます。 
 
視覚障害がある人の身だしなみ 
 眼を使わずに身だしなみを整えるには、
さまざまな工夫があります。服を前後ろ逆



に着ないように、形状やタグの位置を触っ
て確認します。髪をとかすときはあらかじ
め肩にショールをかけて服に毛が付かない
ようにします。食後は必ず口の周りを拭き
ます。爪を切る場合、深爪にならないよう
に切るのではなく爪ヤスリを使います。ロ
ービジョンの方がお化粧する際は、大きく
映し出す鏡を使ったり、拡大読書器を使う
こともあります。 
 
生活便利グッズ 
 日常生活動作を行う際に役立つ道具です。
例えば、紙幣によって長さが違うことを利
用した紙幣弁別板、一押しで一定量のみ出
る調味料入れ、押したボタンが音声で読み
上げられる音声電卓など、視覚に障害があ
っても動作が確実に行えるように作られて
います。これらは視覚障害者用の生活用具
を扱っている店で販売しています。また身
近な生活用具である輪ゴムや洗濯バサミは、
物を区別する印を付ける場合などに役立ち
ます。 
 
7) 動作支援の各種情報 
・人気の美容講習会や調理講習会がありま
す。 
・単独歩行ができなくてもガイドヘルパー
がいます。 
・同行援護では代読代筆サービスも受けら
れます。 
・点字図書館には点字以外のサービスもあ
ります。 

・移動支援の一環でタクシー券サービスが
あります。 
 
【リンク】 
  視覚障害者用美容講習会情報 
  視覚障害者用料理講習会情報 
  ガイドヘルパー事業所 
  対面朗読サービスを依頼できる事業所 
  FAX による代読サービスを依頼でき
る事業所 
  点字図書館・視覚障害情報センター 
  
【用語解説】 
  ガイドヘルパー（ガイド） 
  ガイドヘルプ 
  対面朗読サービス 
  FAX 代読サービス 
  同行援護 
  点字図書館 
 
ガイドヘルパー（ガイド） 
 法令上の正式名称は移動介護従事者です。
視覚障害のある人が外出する際に誘導する
人です。一定の講習を受けた人が従事して
います。 
 
ガイドヘルプ 
 「同行援護」とともに、視覚障害のある
人を対象とした移動支援サービスです。利
用には市町村に申請し、認定を受けること
が必要です。 
 



対面朗読サービス 
 図書館等で読みたい本や資料を朗読者と
相対して読んでもらうサービスです。点
訳・音訳図書を利用すれば自分の好きな時
間・場所で読んだり聴いたりすることがで
きますが、全ての図書が点訳・音訳されて
いるわけではありません。製作には多くの
人手と時間がかかります。このサービスで
は点訳・音訳されるのを待たずに聴くこと
ができます。読書と異なり朗読者とのコミ
ュニケーションを通して読みたい内容を聞
けるのも特徴の一つです。 
 
FAX 代読サービス 
 視覚に障害があると、例えば郵便で書類
が届いても、周りに読んでくれる人がいな
い場合、それが誰からか、何が書いてある
のか、急いで対応しなくてはならないもの
かどうかわからなくて困ることがあります。
FAX 代読サービスは、書類を FAX すると
代読してくれるサービスです。利用時間の
制約や書類によってはプライバシーの問題
から頼みにくいものもありますが、相手の
機嫌や都合を気にせず自力で情報を得られ
る方法の一つです。 
 
同行援護 
 平成23年10月から施行された新しい移
動支援サービスです。対象者は「視覚障害
により、移動に著しい困難を有する障害者
等」で、従来の移動支援サービスで基準と
されていた身体障害者手帳の障害区分では

なく、独自の基準で判定されます。暗い場
所や夜間の単独歩行が困難な人も対象に含
まれました。サービス内容の範囲は、代筆・
代読を含む視覚的情報の支援、移動の援護、
排泄・食事等の介護など外出する際に必要
となる援助です。 
 
点字図書館 
 点字のところと同じ 
 
3. 社会支援 
1) 教育 
・視覚が活用できないと学習には時間がか
かります。しかし、視覚が活用できなくて
も学習する方法があります。そのための保
有視機能の程度に合わせた教材があります。
これらのことは、盲学校（特別支援学校）
で相談を受けています。そこには、就学前
のお子さんについての相談もあります。 
  
【リンク】 
  特別支援教育をしている学校 
  視覚障害学生を支援するホームページ 
  
【用語解説】 
   盲学校（特別支援学校）とは 
   弱視学級（特別支援学級）とは 
   特別支援教育に必要な費用は 
   拡大教科書とは 
   通常の教育の中での視覚障害児支援 
 
 



盲学校（特別支援学校）とは 
 視覚に障害がある児童・生徒に対して、
幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じ
る教育を行い、視覚障害による困難を補う
ために必要な知識・技能を修得させる学校
です。平成 19 年の学校教育法の改正によ
って、法律上の区分は特別支援学校となり
ました。各県に少なくとも 1 校は存在し、
乳幼児教育相談を受けたり、あん摩マッサ
ージ指圧師・はり師・きゅう師の養成課程
を設けている学校もあります。 
 
弱視学級（特別支援学級）とは 
 普通校に通う視覚に障害のある児童・生
徒に対して、学習が遅れている教科や自立
活動を中心に学習します。弱視学級が設置
されている学校に在籍して一部の時間、弱
視学級で学習する校内通級と、普段は地域
の学校へ通い、週数回、弱視学級で学習す
る校外通級があります。単眼鏡や拡大鏡の
使い方を練習したり、通常の授業ではあま
り時間をかけられない作業などをゆっくり
行います。視覚障害に配慮した教材も用意
されています。 
 
特別支援教育に必要な費用は 
 義務教育にかかる費用は普通教育と同じ
ですが、特別支援学校は場所が限られてい
るため、通学や寄宿利用のための経費がか
かります。そのため通学費、寄宿舎日用品
費、寄宿舎からの帰省費などについて、世
帯の収入が一定基準以下の家庭には特別支

援教育奨励費制度を活用することができま
す。平成22年の収入の基準の目安は3人世
帯で約551万円、4人世帯で652万円です。 
 
拡大教科書とは 
 視覚に障害がある児童・生徒のために通
常の検定教科書の文字を大きく太くし、図
版やイラストを見やすくした教科書です。
拡大鏡などが使えない場合、より学習しや
すくする方法の一つです。拡大写本ボラン
ティアが、利用者に合わせて個別に手書き
やパソコンで作る場合がほとんどでしたが、
平成 16 年から費用が公費で賄われるよう
になり、平成 20 年の教育バリアフリー法
施行により、出版社が発行するよう努める
ことになりました。 
 
通常の教育の中での視覚障害児支援 
 通常の学級に在籍する視覚障害児は、通
級による指導を受ける場合もあれば、通常
の学級において留意して教育を受ける場合
もあります。ただし、通常の学級で視覚障
害児を担当する教員は、必ずしも視覚障害
の専門教育を受けた人ではありません。 
 
2) 就労支援 
・盲学校（特別支援学校）卒業後は就職し
ます。 
・視覚障害を持っても就労継続の支援があ
ります。 
・視覚障害で職を失った方の支援がありま
す。 



・視覚に障害があってもできる仕事があり
ます。 
 
【リンク】 
  就労支援をしている施設 
  職業訓練をしている施設 
  
【用語解説】 
  職業訓練 
  就労移行支援 
  身障者の就労支援法規１（1.8%の雇用
枠） 
  身障者の就労支援法規２（リハビリを
有休で） 
  就労支援を受けるために必要な費用 
 
職業訓練 
 職業技能の訓練です。わが国では、従来、
視覚に障害がある人の職業は三療師（あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師）
が大半でしたが、最近では、視覚障害者用
に開発された OA 器機などを使って事務職
に就く方も増えてきています。訓練を受け
るには、お住まいの市区町村から発行され
る障害福祉サービス受給者証が必要な場合
があるので注意が必要です。 
 
就労移行支援 
 障害者自立支援法に基づいて運営されて
いる指定障害者支援施設で行われます。対
象は就労を希望する 65 歳未満の障害者で、
単独で就労することは困難であるけれども、

通常の事業所に雇用されることが可能と見
込まれる人です。支援内容は、就労に必要
な知識や能力の育成、職場体験等の提供、
求職活動の支援、職場開拓、職場定着等の
支援です。あん摩マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師免許の取得により就労を希望
する人も対象です。 
 
身障者の就労支援法規１（1.8%の雇用枠） 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障
害者雇用促進法）」により一定規模以上の事
業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき
法律上の義務があります。その割合を障害
者雇用率（法定雇用率）といいます。一般
の民間企業は常用労働者数 56 人以上の規
模の企業で 1.8%です。特殊法人、国・地
方公共団体、都道府県の教育委員会等には
各々別の雇用率が定められています。法定
雇用率を満たしていない事業主には納付金
が課せられます。 
 
身障者の就労支援法規２（リハビリを有休
で） 
 国家公務員では、平成19年の人事院通知
「障害を有する職員が受けるリハビリテー
ションについて」により「けがや病気が治
る見込みがなくても、医療行為として行わ
れるリハビリテーションは病気休暇の対象
とする」「点字や音声ソフトを使ったパソ
コン操作など、復職に必要な技術を習得す
る訓練は、人事院規則に基づく研修と認め
る」ことになりました。これに準じ国家公



務員以外でも有給でリハビリを受けられる
方が出てきました。 
 
就労支援を受けるために必要な費用 
 就労移行支援を受けるには、サービスの
利用費と、宿舎や給食を利用する場合、実
費負担があります。利用費は非課税世帯は
不要で、所得割課税16万円未満世帯は月額
9,300円、16万円以上の世帯は月額
37,200円を上限として利用料の1割を負担
します。食費等の実費については58,000
円が上限に定められていますが、負担する
人が利用料と食費等を支払い手元に残る金
額が25,000円未満の場合、補足が行われま
す。 
 
3) 社会相談 
・頼りにしている大切な人との関係調整が
必要です。 
・いつも居る場所の確保が必要です。 
・生活を続けるための資金源が必要です。 
・これらのアドバイスをしてくれる人がい
ます。 
  
【リンク】 
  社会相談をしている施設 
  
【用語解説】 
   キーパーソン 
   住居調整 
   住環境の整備 
 

キーパーソン 
 問題を抱えた本人とそれを取り巻く家族
などに強い影響力を持ち、問題解決のため
に積極的に行動できる人のことです。支援
者は、問題を抱える当事者・家族の中の誰
がキーパーソンであるかを見極め、そのキ
ーパーソンを通じて問題解決のプロセスを
支援することがしばしばあります。若い当
事者の場合は親である場合が多いですが、
中高年では肉親や配偶者ではない人がキー
パーソンである場合もあり、その見極めは
簡単ではありません。 
 
住居調整 
 運動機能に障害のない視覚障害を持つ人
は、住居の選定に際して特別必要な仕様は
ありません。ただし借家を借りる場合、家
主が視覚障害に対して持っているイメージ
によっては、住居を借りることが難しい場
合があります。そのような場合には、視覚
障害をよく知る人が調整に入ることが必要
です。またガスコンロなどを使う自信のな
い人の場合、電気調理器のついた住居を探
すなど、安心して生活できる環境を整える
ことが大切です。 
 
住環境の整備 
 自宅内で安全に移動するには、動線に沿
って伝い歩きができるように整備すること
が重要です。頭をぶつけてしまいそうな箇
所にはクッション材を付けたり、保有視機
能によっては階段の段鼻やテーブルの端に



コントラストの高いテープを貼るなどして、
ぶつかったり転んだりする危険を少なくす
る工夫が大切です。同居人がいる場合は、
通路に物を置かない、ドアを半開きにしな
い、物の位置を勝手に動かさないなど、協
力してもらいましょう。 
 
4) 支援調整 
・多くの問題を一人で解決できる人はいま
せん。 
・様々な専門家の支援を受けることが大切
です。 
・各種専門家にあなたを繋ぐ支援がありま
す。 
・視覚障害以外の問題も含め総合的に考慮
します。 
 
【リンク】 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
  
【用語解説】 
 
5) 福祉制度支援 
・視覚障害者を支援するための福祉制度が
あります。それを受ける通行手形が身体障
害者手帳です。身体障害者手帳を取得する
には申請が必要です。 
・年金や生命保険などの相談ができる人が
います。 
  
【リンク】 

 支援コーディネーターが活躍している施
設 
 
【用語解説】 
  身体障害者手帳 
  障害基礎年金 
  生命保険 
  介護保険 
  同行援護 
  補装具 
  日常生活用具 
 
身体障害者手帳 
 視力障害と視野障害の程度によって、1
級から 6 級まであります。手帳があると、
さまざまな障害福祉サービスが受けられた
り、盲人安全つえ、遮光眼鏡等の補装具や
音声時計、拡大読書器等の日常生活用具を
申請する際に補助が受けられます。逆に言
えば、手帳がないと、そのようなサービス
が受けられない場合が多く、いわば障害福
祉サービスの通行手形と言えます。見えに
くさが増している方は主治医にご相談下さ
い。 
 
障害基礎年金 
 国民年金法に基づいて給付される障害年
金で、障害を受け、一定の受給要件を満た
す人に給付されます。障害の程度によって
1 級と 2 級があります。1 級は 986,100 円、
2 級は 788,900 円（平成 23 年度）です。
子供がいる場合は加算されます。国民年金



加入前、20 歳未満で障害を受け、その状態
が続いている人にも給付されます。国民年
金に未加入であったり、保険料の滞納等が
あると給付されない場合があります。 
 
生命保険 
 重度の視覚障害がある場合、生命保険に
は告知の段階で問題視され加入することが
できません。視覚障害を負う前に保険に加
入し、保険期間内に障害を負った場合は保
険会社の約款に定められた障害区分に基づ
き保険金が支払われます。この区分は身体
障害者手帳の基準とは関係ありません。両
眼の視力が永久に完全に失われた状態は重
度の視覚障害として扱われ、満額の保険金
が支払われます。 
 
介護保険 
 高齢化と核家族化が急速に進んだ日本に
おいて、社会全体で介護の必要な人たちを
支える平成 12 年から始まった公的な仕組
みです。非保険者は 65 歳以上ですが、満
40 歳以上で基準にあてはまる方も対象で
す。身体介護に要する時間を点数化して要
介護度を判定するシステムのため、自宅の
ような慣れた生活場面で身体介護をほとん
ど必要としない視覚障害者では、この保険
の対象にならないか、軽く扱われる場合が
多いと言われています。 
 
同行援護 
 動作支援の各種情報のところと同じ 

補装具 
 身体障害者手帳のある人は申請が適切で
あると認められると購入や修理の際に補装
具費が支給されます。視覚障害の補装具は
盲人安全つえ、義眼、眼鏡（矯正眼鏡、遮
光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡）で
す。 
 
日常生活用具 
 身体障害者福祉法に定められた定義は
「安全かつ容易に使用できるもので、実用
性が認められるもの」「日常生活上の困難を
改善し、自立を支援し社会参加を促進する
もの」「製作や改良、開発にあたって障害に
関する専門的な知識や技術を要するもので、
日常生活品として一般的に普及していない
もの」の 3 つの要件をすべて満たすもので
す。身体障害者手帳のある人は申請が適切
であると認められると購入の際に補助が受
けられます。視覚障害の日常生活用具の主
なものとして、点字器、点字タイプライタ
ー、視覚障害者用ポータブルレコーダー、
視覚障害者用拡大読書器、活字文書読み上
げ装置、視覚障害者用時計、音声式体温計、
電磁調理器、視覚障害者用体重計がありま
す。 
 
6) 育児支援 
・視覚障害があっても育児はしなければな
りません。こういうときの支援を受けるこ
ともできます。 
  



【リンク】 
  育児サポート 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
  
【用語解説】 
 
7) 介護支援 
・視覚障害があっても親などの介護は必要
です。こういうときの支援を受けることも
できます。 
・視覚障害者自身が高齢になり介護を受け
る場合、知っていてほしい制度や注意事項
があります。 
  
【リンク】 
  介護サポート 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
  
【用語解説】 
  介護関連制度 
  介護関連支援 
 
介護関連制度 
 介護保険を利用するには、市町村に申請
し要介護または要支援の認定を受ける必要
があります。ケアの必要量により、要支援
が 1 と 2、要介護が 1 から 5 まで区分され
ています。サービス利用の計画調整は、自
分でもできますが、一般的には介護支援専
門員(ケアマネージャ)に依頼することが多

いです。利用者の負担は 1 割ですが、介護
支援専門員によるケアマネジメントでは、
本人の負担はありません。 
 
介護関連支援 
 要介護者には介護給付が、要支援者には
予防給付がなされます。介護給付では、居
宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、
地域密着型サービスがあり、予防給付では、
介護予防サービス、介護予防支援、地域密
着型介護予防サービスなどがあります。そ
のうち、施設サービスは、介護老人福祉施
設(特別養護老人ホーム)などの利用で受け
られます。視覚障害者を多く受け入れてい
る特別養護盲老人ホームもあります。 
 
8) 社会支援の各種情報 

 
【リンク】 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
 
【用語解説】 
   
9) その他の社会支援 
・視覚障害者の家族に対する支援がありま
す。 
・視覚障害者の会社の同僚に対する支援が
あります。 
・同病の患者の会があります。 
・患者の会への参加を支援してくれる人が
います。 



・視覚障害者の方が相談を受ける場所があ
ります。 
  
【リンク】 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
  患者会 
 
【用語解説】 
  患者会等の紹介・参加支援 
  ピアカウンセリング 
 
患者会等の紹介・参加支援 
 患者会への参加は、他の患者の仕事や生
活上の工夫に関する情報を得るよい機会で
す。また、視覚に障害があっても元気に暮
らしていけることを知る機会にもなります。
自分の他に視覚に障害のある人に会ったこ
とがないという患者さんが大勢います。会
を紹介することでその後の生活にプラスに
働くことがよくあります。クリニックの患
者会、同じ疾患の患者会、地域内での会な
ど、種類や規模は様々です。 
 
ピアカウンセリング 
 ピアカウンセリング（Peer Counseling）
とは、障害を持つ仲間（Peer）同士でカウ
ンセリングをおこなうという意味です。こ
れは、障害を持つ者のことは、同じ障害を
持つ者が一番良く理解できるという考え方
から始まりました。現在では、各地の身体
障害者福祉センターなどに配置されていま

す。 
 
4. 心理・その他の支援 
1) 医療（眼科での視機能支援以外） 
・義眼が必要か眼科医と相談しましょう。 
・義眼の人は定期的な眼科通院をしましょ
う。 
・うつ傾向の方は精神神経科受診を考えま
しょう。 
・糖尿病にかかっている方は内科受診が必
要です。 
・頭蓋内疾患や脳外傷のある方は神経内科、
脳外科、リハビリテーション医学科への受
診が必要です。 
  
【リンク】 
  リハ科のある病院 
  15条指定医のいる眼科 
  精神神経科のある総合病院 
  糖尿病専門医のいる総合病院 
  義眼製造販売店 
  
【用語解説】 
  義眼とは 
  糖尿病 
  リハビリテーション医学科（リハ科） 
 
義眼とは 
 義眼は、まず心のケアになります。そし
て、ご家族にも大変よろこばれます。小さ
い子供の場合では、顔の骨の発達によい影
響を与えるので特に重要です。オーダーメ



ードのきれいな義眼は 10 万円くらいしま
すが、健康保険が適用される場合もありま
す。身体障害者手帳を持っていると 9 割引
になります。この場合は、身体障害者福祉
法 15 条指定医のいる眼科医療機関を受診
し、身体障害者補装具の申請書類の作成を
依頼しましょう。 
 
糖尿病 
 糖尿病が長く続くと慢性合併症が生じま
す。糖尿病網膜症はその一つです。眼の中
の出血から網膜剥離や緑内障を引き起こし
て失明することのある怖い病気です。糖尿
病を治さずに糖尿病網膜症だけが治ること
はありません。眼科で治療をするとともに
内科での糖尿病自体への治療が不可欠です。
糖尿病の治療には薬だけでなく食事や運動
の管理が必要です。患者本人が病気のこと
をよく勉強し、自己管理することがその決
め手になります。 
 
リハビリテーション医学科（リハ科） 
 リハビリテーションを総合的に統括する
専門医がいます。外傷や病気による四肢の
運動障害だけでなく、脳神経の障害による
麻痺とそれに合併して生じる高次脳機能障
害にも対応します。理学療法、作業療法、
言語療法、リハ体育などが必要な場合、リ
ハビリテーション医学科を受診することを
お勧めします。リハビリテーションは多数
の専門家が連携しながら進めるものです。
その入り口がここにあり、その統括者がこ

こにいます。 
 
2) 心理相談 
・視覚に障害を生じるとどんな方もがっか
りします。喪失感、孤独感、無力感がつの
ります。 
・これらを乗り越えるには誰でも時間が必
要です。時には専門家の心理カウンセリン
グが必要です。 
・心理カウンセリングが必要なご家族もい
ます。 
  
【リンク】 
  臨床心理士のいる総合病院 
  心理カウンセリングが受けられる施設 
  集団心理療法が受けられる施設 
 
【用語解説】 
  心理カウンセリングとは 
  集団心理療法とは 
  うつ傾向にある方との対応での注意点 
  高次脳機能障害 
  知的障害 
  ピアカウンセリング 
 
心理カウンセリングとは 
 心理カウンセリングの目的は、利用者が
自らに向き合い、それを通じて新しい理解
や洞察に自発的にたどり着き、最終的には、
その経験を生かして利用者が実生活の問題
や悩みに主体的に相対していけるように導
くことです。相談者は、よく話を聞き、共



感を持って、私見を挟まずに利用者の問題
点を整理します。似たものには、心理療法、
心理コンサルテーション、コーチングなど
がありますが、それぞれ異なるものです。 
 
集団心理療法とは 
 臨床心理学の専門家が司会し、同じ問題
を抱えた数名のグループで話し合いや活動
を行い、 集団内の相互作用を治療に役立て
る心理療法のことです。視覚障害を持つ方
の間では、日常生活上で同じような問題が
生じることが多く、一人で悩むよりも互い
の経験を話し合うことで解決に繋がったり、
解決できないものでも自分だけではないの
だということを認識することで悩みが軽減
します。 
 
うつ傾向にある方との対応での注意点 
 うつ病になると、ほとんどの人が、死へ
の思いを持ちます。自殺しないように、慎
重な対応、接し方が必要です。自殺は、う
つのどん底ではなく、その前後に起こりや
すいことも要注意です。患者さんの困った
言動は、その人のせいではなく症状だと理
解した上で、冷静な対応ができるようにし
ましょう。励ましてはいけません。でも、
どう接したらよいのでしょうか。「早く良く
なれ」ではなく、「きっと良くなる」と接し
ましょう。 
 
高次脳機能障害 
 高次脳機能障害は、脳の損傷によって起

きる認知の障害全般のことです。特に記憶
の障害、社会的な行動がうまくいかなくな
る障害、何かをやろうとすることがうまく
いかなくなる障害、注意を向けることがう
まくいかなくなる障害の頻度が高く、これ
らは日常生活に及ぼす影響がとても大きい
です。さらに、自分ではこの病気に気付い
ていないことが多く、それが原因で社会生
活に支障をきたすことが少なくありません。 
 
知的障害 
 知的障害は、法的には、発達期において
知的な発達遅滞が生じ、その遅滞が明らか
であり、その遅滞により適応行動が困難で
あることを要件として扱われることが多い
です。脳の病気や外傷により発達期以降に
生じた場合や老人の認知症は含まれません。
しかし、知的に明らかな低下が視覚障害に
合併すると視覚障害によって生じる日常生
活行動への影響が倍増します。それは、失
われた視覚の機能の多くを記憶が代償して
いることの現れです。 
 
ピアカウンセリング 
 その他の社会支援内のピアカウンセリン
グと同じ 
 
3) スポーツ支援 
・視覚障害を持つ方は体力が低下しやすく
なります。 
・視覚障害の方の睡眠サイクルは崩れやす
いです。 



・視覚障害の方は成人病になりやすいとい
われます。 
・これらの対策にスポーツは最適です。 
・視覚障害を持つ方でもできるスポーツが
あります。 
・視覚障害の方のスポーツを支援する人が
います。 
  
【リンク】 
  支援コーディネーターが活躍している
施設 
  視覚障害者スポーツサークル 
  障害者スポーツセンター 
  
【用語解説】 
  視覚障害者スポーツサークル 
  視覚障害者スポーツ 
  競技スポーツ（パラリンピック） 
  サウンドテーブルテニス 
  障害者スポーツセンター 
 
視覚障害者スポーツサークル 
 目が不自由になっても楽しめるスポーツ
には、サウンドテーブルテニス、グランド
ソフトボール、フロアバレーボール、ゴー
ルボール、ブラインドサッカー、ブライン
ドテニス、フリークライミング、セーリン
グ、ジョギング、スキー、ブラインドゴル
フ、フライングディスク、マラソン、水泳、
柔道、登山などがあり、そういったサーク
ルや協会があります。スポーツをすること
で、健康が維持できたり生活に張りが生ま

れます。 
 
視覚障害者スポーツ 
 障害特性を生かし、独自に開発された競
技から、一般に行われている競技まで数多
くの種目があります。陸上や水泳などの個
人競技、ゴールボールなどの視覚障害同士
のチーム競技、視覚障害者と晴眼者とが一
緒にチームプレイを行うブラインドサッカ
ーなど、多岐に渡ります。日常生活の中で
生きがいや趣味としてスポーツを取り入れ
ている人から、パラリンピックや各種国際
大会のように、世界を舞台に活躍するトッ
プアスリートまで、幅広い楽しみ方があり
ます。 
 
競技スポーツ（パラリンピック） 
 ４年毎に行われるオリンピックに引き続
き同じ場所で行われる、障害者を対象とし
たスポーツの世界大会です。視覚障害者関
連では、陸上、水泳、柔道、ゴールボール、
5 人制サッカー、タンデム自転車、ブライ
ンドセーリングなどがあります。このうち、
ゴールボールは視覚障害独自の競技で、ブ
ラインドセーリングは他の障害者とチーム
を組んで行われます。冬季では、クロスカ
ントリースキー、バイアスロンなどがあり
ます。 
 
サウンドテーブルテニス 
 視覚障害者用の卓球です。ネットを低く
し周囲にフレームがついている卓球台の上



を、金属球の入ったボールを転がしながら
ヒットしあう競技です。ラバーを張ってい
ない木製のラケットを使用します。ボール
から出る音を頼りにその位置を判断してプ
レーします。自分の球が、相手領から落ち
たり、ネットにひっかかり相手エンドにと
どかなかった場合などは相手の得点となり
ます。 
 
障害者スポーツセンター 
 障害のある人の健康増進や社会参加の促
進を図るための施設で、スポーツ、レクリ
エーションなどを行えます。施設によって
は、スポーツに関する医療相談やスポーツ
教室なども開かれています。センターの利
用は、身体障害者手帳などを持っている人
やその介助者等を主な対象としています。
センターによっては、スポーツだけではな
く文化的な事業を行っているところもあり
ます。 
 
4) 娯楽支援 
・視覚障害の方は外出が少なく閉じこもり
がちです。有意義に時間を使う趣味を持つ
ことを勧めます。 
・音楽鑑賞や楽器、カラオケは始めやすい
趣味です。 
・外出することで気分が晴れることもあり
ます。外出することで人とのふれあいが得
られます。 
・ショッピング、園芸、旅行が趣味の方も
います。 

【リンク】 
  視覚障害者娯楽サークル 
  視覚障害者娯楽支援をしている施設 
  視覚障害者旅行支援をしている団体 
  
【用語解説】 
  
5) その他の各種情報 
6) その他 
 



Ⅲ-3. 
高知県における視覚障害リハビリテーションシステムの構築を目指した 

活動経過とそこから明らかになってきたこと 
 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
吉野 由美子 

 
 
1 はじめに 
 
 本稿では、筆者が県立高知女子大学社会福祉
学部に赴任した 1999 年から、地域の視覚障害
者生活訓練指導員や高知県の福祉関係者と共に
行ってきた視覚障害リハビリテーションシステ
ムの構築活動とその成果について報告すると共
に、その活動を通してみえてきた今後の視覚障
害者に対するリハビリテーションシステムのあ
り方について考察することを目的とする。 
 なお、活動を開始した初期の頃、高知におい
て視覚障害者やそのリハビリテーションについ
てどのように理解されていたのか、また、視覚
障害リハビリテーションの現場の様子などをよ
り明確に理解していただけるように､筆者が活
動中に出会ったいくつかのエピソードについて
も書き添えることとする。 
   
2 高知県という地域の特性 
 
 (１) 全体状況 
 高知県は、四国の 1/2 の面積を占めているが、
その内 80 パーセント以上が山間地域で人が住
むのに適していない。1999 年当時約 82 万人
だった県民は、平成 22 年の国勢調査結果によ
ると 764,456 人まで減少し、その内 65 歳以
上の高齢者が、28％を占めている。平成 21 年
度 の 統 計 に よ る と ､ 高 齢 化 率 は ､ 島 根 県 の
29.0％に次いで、高知県は 28.4％(内閣府の発
行している平成 23 年度版高齢社会白書による)
で、少子化・超高齢化は、我が国でトップクラ

スのスピードで進行している。 
 県民所得水準は、沖縄県と北海道とワースト
3 を争う状態である。 
 中山間地域・過疎・所得水準の低さなど様々
な原因が複合的に作用して、障害者・高齢者に
対する福祉サービスの整備は遅れがちの状態で
ある。それは、ノーマライゼーション思想の普
及、障害者自立支援法による在宅ケアの促進な
どの方策が様々にとられている現在においても、
住み慣れた地域で暮らし続けるための在宅福祉
サービスの整備は、高齢者の分野でも、障害者
の分野でもこれからの課題である。人口に占め
る入院ベッド数・社会的入院の率も、我が国で
1、2 を争う状態である。 
 
 (2) 高知県の視覚障害者の状況 

図 1. 高知県の視覚障害者の年齢 
 
  2003 年(平成 15 年)3月時点で、高知県に住



んでいる身体障害者手帳を所持している視覚障
害者は 3,641 人、その内 18 歳未満の児童が
27 人(0.7％)、18 歳から 64 歳までが 1,024
人(28.1％)、65 歳以上が 2,594 人(71.2％)で、
この時点で､すでに 65 歳を越える高齢視覚障
害者が 70％を超えていた。 
 2011 年(平成 23)3 月現在では､65 歳以上の
高齢者の割合は、75％に達している（図 1）。 
 また、障害等級別に見ると､図 2 の通りで、1
級と 2 級合わせて 65％と重度視覚障害者が半
数以上を占めている。 

 
図 2. 高知県の視覚障害者障害等級 

 
 (3) 視覚障害者に対する相談支援の状況 
 1999 年に筆者が高知県に赴任した当時の状
況は、視覚障害者に対する判定や相談業務に関
しては、県立療育福祉センター相談班（身体障
害者更生相談所と知的障害者更生相談所の機能
を併せ持つ）が置かれていたが、眼科医が雇用
されていないこと、山間地域が多く公共交通機
関がほとんどないという条件などで、視覚障害
に関する障害者手帳の判定は、地域の指定医に
委託されていた。また、療育福祉センターが行
っている巡回相談に関しても、視覚障害に関し
ては､除外されている状態であった。そのような
理由から同相談班で直接視覚障害者の現状を把
握する機会はほとんどなかった。 
 また、市町村役場や福祉事務所等の相談窓口

も、非常に希にしか相談のない視覚障害者につ
いての知識がほとんどなく、手帳交付や白杖な
どの補装具支給に関する最低限の業務を行って
いる状態であった。 
 

【エピソード 1】 
 活動初期において､視覚障害リハビリテ
ーションについて話しにいったある市の障
害福祉担当者が「手帳を取得した視覚障害
の方には、この白杖をその場でお渡しして
います」と言い、長さ 1ｍほどのいわゆる
シンボルケーン(視覚障害があることを周
りの方に認知してもらうために持つ白い
杖)を筆者に見せ､さらに「まとめて買うと
安くなると業者からいわれたので、100 本
ほど倉庫にストックしてあります」という。 
 筆者が、「白杖は、シンボルの意味で持つ
だけでなく､視覚障害者が歩行をするため
に障害物発見の大事な道具であり、歩行訓
練の際に､本人の身長に合わせて､専門家が
その長さを決める必要がある」というよう
な説明をしたら､ひどく驚いていたのを鮮
明に思い出す。 

 
 視覚障害者に対する専門機関としては、教育
機関としての県立盲学校、高知市の市民図書館
の中に点字図書館があり、その点字図書館が高
知県全域の視覚障害者に読書の機会とともに視
覚障害者の支援についての限られた情報を提供
している状態であった。 
 なお、盲ろう福祉会館の中に独立して開業で
きない視覚障害者が三療業を行う盲人ホームが
1カ所あり、盲養護老人ホームが県内に 1カ所
あった。 
 人生の半ばで様々な原因で視覚障害になった
方たち(中途視覚障害者)に対する歩行訓練や日
常生活訓練などのリハビリテーションに関する
方法は、昭和 40 年はじめには、日本ライトハ
ウスなどを通じて日本に導入されていたが、そ
の存在は､40 年近く経っても一般にはほとんど



知られていなかった。 
 また、視覚障害者に対する歩行や生活訓練は､
職業自立を目指して行われるものと考えられて
いたため、高知県のように高齢視覚障害者の多
いところにおいては、当時は、適応外と考えら
れていたようである。 
  上記の理由から、当時、「中途視覚障害者に対
してもリハビリテーションを行うことができる
こと」「指導・訓練を受けることによって、中途
視覚障害者の日常生活能力は格段に高まること」
「視覚障害者のための便利グッズがあること」
「視覚障害者生活訓練指導員が、視覚障害者リ
ハの専門家であること」等々の情報は、高知で
は一般の人々だけでなく医療・福祉・教育関係
者にもほとんど知られていない状態であった。 
 この状態を反映し、1999 年(平成 11)当時の
視覚障害者生活訓練事業の県予算は、年間 60
万円(生活訓練指導員が 1 日訓練を行う費用が
1万円、月に 5日分で 12ヶ月分)という状況で
あった。 
 
3 中途視覚障害者に対するリハビリテーショ
ンサービスを広める戦略と経過 
 
 (1) ニーズの顕在化のための活動 
 特定のサービスをつくり､それを維持して行
くためには､そのサービスに対するニーズがあ
ることが絶対条件である。そこで、視覚障害リ
ハビリテーションに対するニーズを顕在化させ
ることからはじめることとした。 
  人生の半ばで視覚障害になった方たちに対す
る当時の方策として視覚障害者を支援する側が
提示するのは、「点字を習得したらどうか」とか
「白杖歩行の訓練」「盲学校で三療の勉強をした
ら」などであった。 
 高齢になってから視覚障害者になった方たち
にとっては､「今更点字の習得は無理」「職業訓
練の必要はない」、まして白い杖に対する一種の
差別意識もある中では「白い杖を持つなどとん
でもない」「一人で歩けるようになるなど不可能」

ということになり、提示されたサービスについ
てのニーズは起こってこない。しかしながら、
日常生活のあらゆる面で困難を抱えているので
あるから、視覚障害者に対するリハビリテーシ
ョンが、そのような日常生活の困難に対する解
決方法を示すということさえ理解してもらえば、
ニーズは顕在化するはずである。 
 そこで、まず、「身近で役立つ視覚障害リハビ
リテーションの方法」についての啓発活動を行
った。 
 幸い、視覚障害者生活訓練指導員の認定を受
けて高知に戻ってきた方は､若い女性であり、物
珍しくもあったので､私たちの活動は、マスコミ
の興味を引いた。それを利用して新聞の取材､
テレビ、ラジオのインタビューなど、できるだ
けの取材を受けた。 
 視覚障害リハビリテーションを先進的に行っ
ていたところから講師を呼んでの研修会を開催
し、県療育福祉センターの行っている身体障害
者巡回相談に同行して地域で視覚障害者の生活
相談を受けた。 
 眼科医、理学療法士、作業療法士、保健師な
どの集まりで講演したり､眼科医会の会報に「視
覚障害リハビリテーション」について書かせて
いただいたりした。 
 その結果、高知市を中心に相談・訓練ケース
も増え、活動 2 年目に、視覚障害者自立支援事
業の委託費用を県と市で、半分ずつ持つことに
なり、視覚障害者生活訓練指導員がその業務に
専念することができるようになったのである。
しかし、給与は臨時職員の水準で、視覚障害当
事者に紹介するための便利グッズを購入する予
算もなく、活動基盤は劣悪なままであった。 
 
 (2) ニーズを顕在化させるための効果的なサ
ービスは訪問型サービス 
 ニーズの顕在化にとってもう一つ絶対に必要
なことは、当事者がそのサービスを受けてみて
「受けて良かった」と実感することである。ま
た、相談支援を行っている他職種の専門家に対



しても、視覚障害当事者･家族が「サービスを受
けて本当に良かった」と感じていることを実体
験してもらうことである。 
 ところで､視覚障害リハビリテーションの到
達目標は何かと考えると、リハビリテーション
を受ける方の年齢や人生の到達目標によって､
個別に異なるが、基本的にどの年齢の方にも当
てはまることは、「見えない見えにくい状態にな
ってもやれることがある。生きていける」とい
うことを実感してもらい、見えない見えにくく
なったことで､すっかり失ってしまった自分に
対する自信を回復してもらうことである。この
ことができれば､後は、その年齢や人生のステー
ジに応じた到達目標を設定することができる。 
 高齢になってから見えない見えにくい状態に
なった方は、「この年になって､もう新しいこと
など学べない」という思いが強く､「お迎えが来
るまで我慢すれば」と考えていることも多い。 
 先に書いたように､視覚障害リハビリテーシ
ョンについての情報がほとんどない状態では、
「見えない見えにくくなったらどうしようもな
い」という考え方は､より一層強くなる。 
 このような中で､「リハを受けて本当に良かっ
た」という実感を効果的に作り出すためには、
中途視覚障害者が実際に生活する場面に支援者
が訪れて、その日常生活の中での小さな困りご
とについて､解決していくことが極めて有効で
ある。そして、その過程を家族や､地域の他職種
の専門家に見てもらうことが重要である。 
 高知のように公共交通機関がほとんどなく、
車が運転できないと移動が難しい地域では、視
覚障害者に対するサービスは、訪問型でないと
成り立たないといっても良い。 
 上記の理由から､高知県での視覚障害リハビ
リテーションサービスは､訪問型で日常生活の
細々とした困りごとを､便利グッズを紹介し､
様々な工夫を提示して当事者と一緒に解決して
いく形で行うことを中心に組み立てたのである。 
 
 

【エピソード 2】 
 当時訓練指導員の活動の中で印象的で
あったのは、ある高齢中途視覚障害者が、
「昔ながらのダイヤル式黒電話を使って
一人で電話をかけられるようになりたい」
というニーズに対して、透明のダイヤルプ
レートにコントラストをつけるため白い
テープを貼るなど、工夫をしている姿であ
った。これは、ほんの一例にすぎないので
あるが、このようなことが、高齢で障害者
となった視覚障害者が 7 割を占めると推
測される高知県での指導・訓練の大きな部
分を占める仕事である。 

 
 
4 財源獲得のため職員提案事業へ応募 
 
 啓発活動と､地道な訪問型サービスの実践で、
徐々に相談件数が増えはじめたのであるが、前
記したように訓練指導員の給与は臨時職員扱い、
当事者に紹介する便利グッズをそろえたくとも
その費用がないという状態は変わらなかった。 
 そこで、1997 年から県で行われていた､県職
員が自由に企画を立て、それを知事が審査して､
良い企画に対して予算をつけるという「職員提
案事業」に応募することとした。 
 
(1) 2000年(平成 12)度職員提案 
 ルミエール（フランス語の光）プランの提案 
- 福祉・教育の枠を乗り越え、高知県の視覚障
害者の生活の質向上をはかる事業 - 
 
A 提案理由  
 高知県には、現在 4千人を超える視覚障害者
が暮らしておられるが、その 7 割が、65 才以
上の高齢視覚障害者で、人生半ばで視覚障害者
となった中途視覚障害者が、全体の 8割以上を
占めている。視覚障害者への教育・福祉サービ
スは、従来幼い頃に障害者となった人たちに適
したシステムであったため、急速な高齢化と中



途視覚障害者の増加に対応できない状態である。
そのため、中途視覚障害者は、生活の維持・歩
行・生活訓練などの基礎的リハビリテーション
サービスを充分受けない状態で、職業自立を目
指して盲学校に入学することが多く、又、糖尿
病などを原因とする障害者は、腎臓透析などの
重複的な様々な障害をもっていることが多いた
め、従来通りの教育的なアプローチだけでは、
充分な成果を望むことはできない。一方、県が
福祉サイドから行っている「視覚障害者生活相
談・訓練事業」は、この 1 年徐々に充実してき
ているが、ハード、ソフト面とも決定的に不足
している状態である。 
 この状態を打開するため、盲学校の豊富なハ
ードと教育実践から出た視覚障害者に対する指
導技術と福祉サイドのもっている様々な福祉サ
ービス、生活相談や歩行訓練、日常生活訓練な
どのノウハウを有機的に合体させることによっ
て、高知県在住の視覚障害者の生活の質を大幅
に向上できると考える。 
 
B 事業の達成目標 
 視覚障害者、家族、その方たちに関わる保健
師、看護師、介護支援センター職員などが、福
祉の窓口、教育の窓口など、どの窓口からアプ
ローチしても、必要な情報が提供され、満足の
いく適切なサービスを受けられるようなネット
ワークを造ることを最終目標として、本事業は、
その第１段階とし、下記の事業を実施する課程
で、異職種の方たちが相互に充分な情報交換と
理解ができることを目標とする。 
 
C 事業の内容 
 a. 盲学校の一般に開放可能な空き教室を利
用し、本プランで購入する拡大読書機、弱視用
レンズなど、光学的機器をはじめ、視覚障害者
用の便利なグッズを展示し、県の視覚障害者、
家族、関係者が自由に閲覧・試用できるように
する。 
 b. 盲学校の開放可能な教室や本プランで購

入した機器類を活用し、盲学校教員、視覚障害
者生活訓練指導員、研究者などを講師とし、保
健師、看護師、ホームヘルパー、介護支援セン
ター職員など、視覚障害者と出会う専門家を対
象に、視覚障害者への理解を深め、処遇技術な
どを紹介する講座を開催する。 
 c. 本年度、療育福祉センターで行った視覚障
害者巡回相談事業を拡大し、障害福祉課、障害
児教育室・盲学校教員、視覚障害者生活訓練指
導員、研究者等が（2）の機器類をバスに乗せ
て、県内の遠隔地、中山間地区など、高知市に
出て来にくい所に、年 3-4 回出張し、視覚障害
者の出前相談、専門家に対する出前講座を開催
する。 
 d. 視覚障害者に対する自立支援事業先進地
域から講師を招き、講演会を開催する。 
 e. 上記 4 つの事業などを円滑に進め、相互
理解を深めるため、県障害福祉課に調整役をお
願いして、連絡会議（事例研究会のような形式
張らない会議）を開催する。 
 会の構成は、県障害児教育室・障害福祉課・
療育福祉センター・盲学校教員・弱視学級担任・
視覚障害者生活訓練指導員・保健師など・研究
者（吉野）などとする。 
 
D 視覚障害者生活訓練指導員の人件費を県で
一人分保障すること 
 上記プランを円滑に運営し、充実したものに
するためには、視覚障害者のリハビリテーショ
ン専門家である「視覚障害者生活訓練指導員」
が、高い専門性を発揮し、教員や他の専門職と
対等な立場にあること、当プランに充分な時間
がさけることが必要不可欠の条件であるので、
県は、「視覚障害者生活相談・訓練事業」内容を
拡大し、「遠隔地巡回相談」「啓発活動（2 年後
に迫った、全国障害者スポーツ大会のサポータ
ー、ボランティアの養成も重要となる）」などの
要素も加え、視覚障害者生活訓練指導員を専門
家としての身分保障のもとに、一人分の人件費
を保障するべきである。 



E 必要費用について 
  視覚障害者生活訓練指導員人件費 400 万円 
 展示品購入費など               200 万円 
             計 600 万円程度 
 (注 提案文章が長いので一部割愛し、また、
現在は使われていない呼称などもそのまま表記
した)                  
   
 (2) 2004 年(平成 15)度職員提案 
 2004 年度の職員提案が採択された結果、視
覚障害者向け便利グッズを常設で展示できる
「ルミエールサロン」が開設し、その機器を持
って行う出張機器展示や､各種研修会、訪問によ
る訓練事業の基盤が確立した。 
 しかし、ロービジョン(弱視)の方に対して、
保有視覚をより一層活用できるように視覚リハ
ビリテーション(ロービジョンケア)を推し進め
ていくためには、知識を持った専門家も不足し
ていたし、ロービジョンケアのための光学機器
なども充分に設備されていなかった。そこで、
2004 年度に再び職員提案を行った。以下その
内容である。    
 事業名 
視覚障害者自立支援事業（ルミエールプランの
ステップアップ） 
 事業の説明 
 高知県の視覚障害者（手帳所持者）約 3700
人の約 9 割がロービジョン（弱視）であるが、
これらロービジョンの方たちの見え方について
きちんと評価し、当事者に自らの見え方を自覚
してもらったり、保有視覚をより良く使えるよ
うアドバイスしたり、光学的補助具をフィッテ
ィングすることの重要性や効果については、ほ
とんど認識されていないことが、過去 4 年半の
視覚障害リハ普及活動の中で明確になってきた。
そこで、本事業においては、2001 年 6 月から
盲学校に設置されている「ルミエールサロン」
にロービジョン用の各種トライアルセットを置
き、ロービジョン当事者にそれを試用してもら
い、適切な補助具選定をすることによって、ロ

ービジョンの方たちの自立性と生活の質の向上
をはかるとともに、不適切な補装具給付による
税金の無駄な支出を防ぐことを目的とする。 
 また、ロービジョンケアの重要性についての
医療、教育、福祉分野での認識が充分でないこ
とや適切な補助具のフィッティングを行ったり、
自分の意志を伝えることができない乳幼児や重
複障害者の視機能評価を行える専門家が県内に
ほとんどいないことから、県外から優れた実践
を行っている専門家を講師として招き、視機能
評価の重要性とロービジョンケアの重要性を認
識し、トライアル機器を正しくフィッティング
できる専門家育成を行う。また、トライアル機
器の貸し出しなどを媒介として、医療・福祉・
教育の連携をさらに強固なものにしていくこと
を目指す。 
 事業の必要性について 
 高知県内の身体障害者手帳を持っている視覚
障害者は、約 3700 人で、その約 9 割が、ロー
ビジョンである。また、高知県は、超高齢化県
で、手帳を取得するほどではないが、見えにく
いことで生活に不便を感じている人たちは、い
わゆる視覚障害者の 10 倍程度いると推計され
る。ロービジョンケアが、普及することは、単
に視覚障害者の生活の質を向上させるだけでな
く、視覚に心配を抱える高齢者の健康増進・介
護予防に貢献するものである。 
 事業の全体コストの把握 
 1 機器購入 ロービジョン（弱視）用トラ
イアルレンズ２セット（ツァイス製とエッシェ
ンバッハ製合わせて約 130 万）、単眼鏡トライ
アルセット 30 万、乳幼児や重複障害者用視力
検査セット 40 万円、遮光レンズトライアルセ
ット 20 万、啓発用ロービジョン体験キット 20
万 計 240 万 
 2 ロービジョンケア技術研修会用講師、旅
費・謝礼 80 万（講師は、ロービジョンケア
を実践している医師・大学教授・眼鏡士・視覚
障害生活訓練指導員など 5 人を、全国各地から
招聘する） 



 3 研修会場借上費 5 万円Ｘ5 回分計 25 万
円 
 4 その他、通信連絡費、雑費など計 5 万円 
 合計 350 万円  (後略) 
(注 提案内容の中に、専門用語として不適当な
表現があるが､原文のまま記載した) 
 この職員提案で獲得した予算で､啓発活動と
して図３に記した講演会をおこない､それと同
時にロービジョンケアに関するワークショップ
を行った。 

 
図 3. 2004 年ロービジョンケア講演会参加者

数 
 

 
図 4. ロービジョンケアワークショップ 

参加者の職種 
 

（注 図 3 と 4 は、「ロービジョンケア研修会」
を主催した高知県障害福祉課が受付簿のデータ
ーをまとめたものである。） 
 5  高知県の視覚障害者自立支援事業システ

ムづくりの経過 
  高知県立盲学校におかれた「常設機器展示室
ルミエールサロン」は、視覚障害当事者が便利
グッズを見たり､様々な相談に訪れる他、視覚障
害者の支援に関わる福祉・介護・看護関係の専
門家の様々な研修に利用されている。 
 「ルミエールサロン」は、訓練指導員が視覚
障害当事者に便利グッズを説明し､本人が一番
使いやすいものを選ぶ手助けをすると同時に、
便利グッズ選びをきっかけに､中途視覚障害に
なって困っている様々な問題を相談できるよう
な雰囲気を作ることを目的としているため、
個々の当事者と家族のプライバシーを尊重大切
にしている。そのため、毎月 1 回ある開放日を
のぞいては、相談にも見学も予約制をとってい
る。 
 出張機器展示は、「ルミエールサロン」に来る
ことができない当事者や家族、視覚障害者用便
利グッズを見たことのない役場の窓口の方や関
係の方に実際に機器を見て学んでもらったり、
地域の視覚障害当事者のニーズ顕在化のための
啓発を目的として､市町村の依頼や、障害者団体
の依頼を受けて行われてきた。 

 
図 5. ルミエールサロン来場者数 

 



図 6. ルミエールサロン出張機器展示回数 
 機器展示室開設当初は、市町村でおこなわれ
る健康福祉祭りなどに、積極的に出張して啓発
につとめた。 
 

【エピソード 3】 
 2001 年（平成 13）、ルミエールサロン
開設当時は、視覚障害者用の機器について
も､視覚障害リハビリテーションについて
も､理解が得られていなかった。 
 出張機器展示を行っても､見学者がほと
んどないということもあった。 
 ある市の総合福祉会館で機器展示を行っ
た時、その施設の隣に､高齢者のデイサービ
ス施設があったので､昼休みに、その施設を
訪問して「見えない見えにくい方のための
便利グッズを展示しているので、利用者の
方や､介護職員の方は見に来てください」と
宣伝に行った所、「うちの施設には点字ブロ
ックが敷設されていないから､視覚障害者
は利用できない施設なので､そういうもの
が必要な人はきていない」と冷たく断られ
てしまった。視覚障害というものに対する
一般の人々の理解のなさと、啓発活動の重
要性を思い知った事例である。 
 
【エピソード 4】 
 ロービジョンケアの講演会を行う中で、
ロービジョンケアに理解を示してくださる
眼科医との連携が始まった。 
 その眼科医が勤務しておられる依頼を受
けて､眼科待合室で出張機器展示を行った。 
 拡大鏡や、拡大読書器などを並べ､現在治
療に通いながら､見えにくくなって日常的
に生活に困っておられる方たちに､それら
の機器を紹介すると 
 「この拡大鏡を使えば確かに良く見える
けれど､片手がふさがるから､縫い物や編み
物では使えない」「両手が自由に使えるもの
はないか」など、沢山の注文を受けた。 

 今まで､福祉施設等で機器展をすると､見
えづらい状態になって、長い時間を経過し
た方たちばかりが来ていて、その方達は、
「わー良く見える」とちょっと見えただけ
で感激してくれたのだが、見ることをあき
らめていない方たちの反応は、もっとシビ
アだった。 
 この経験から、早期のリハビリテーショ
ンの大切さを痛感したのである。 

 
 このような、地道な活動の繰り返しの中で、
地域で、何のケアも受けないままになっていた
視覚障害者や盲ろうの重複障害の方たちが、福
祉の窓口や保健師によって、訓練指導員のとこ
ろに紹介されるようになり、ケースを媒介とし
たシステムが構築されるようになった。 
 

 
図 7. 高知県視覚障害者自立支援システム図 

（2011 年現在） 
 
 6 10 年間の事業報告 
 （1） 相談･訓練の実績 
  視覚障害リハビリテーションに対するニーズ
が徐々に顕在化していく中、中核市である高知
市は、職員を養成講習に派遣する形をとり、独
自に市内の視覚障害者に対して自立支援事業を
開始した。現在二人が、障害者自立支援関連の
仕事をおこないながら、訓練事業も行っている。 
 高知県では、平成 17 年度から訓練指導員が
二人に増員された。 



 
  表 1  平成 11 年度から 22 年度までの高知県視覚障害者生活訓練･相談事業業績 

年度 訓練者数 訓練回数 相談者数 相談回数 総人数 総回数 年度末待機者 
Ｈ11年度 6 53 3 5 9 58 5 
Ｈ12年度 5 84 30 43 35 127 13 
Ｈ13年度 8 83 42 48 50 131 12 
Ｈ14年度 11 92 59 74 70 166 7 
Ｈ15年度 12 92 41 48 53 140 6 
Ｈ16年度 11 42 36 41 47 83 4 
Ｈ17年度 11 102 64 76 75 178 7 
Ｈ18年度 20 112 75 98 95 210 7 
Ｈ19年度 23 202 79 120 102 322 6 
Ｈ20年度 30 118 77 117 107 235 7 
Ｈ21年度 22 96 66 77 88 173  
Ｈ22年度 29 109 92 127 121 236  
合計 188 1185 664 874 852 2059 74 
※ 訓練と相談に重複あり ※高知市を除いた数 

 

 
図 8. H11～H20 年度高知県視覚障害者生活相談・訓練事業における地域別総人数（累計） 

 ルミエールサロンの利用は、高知県内すべて
を対象としているが、上記視覚障害者生活訓練･
相談事業の統計は、高知市を除いた数である。 
 2005（平成 17）年度、訓練指導員の数は二
人となったが、一人が育児休暇に入ったため、

二人体制での仕事は、2006（平成 18）年から
である。二人体制になって、訓練した人数も、
相談を受けた人数も増加している。しかし、面
積の広い高知で訪問での訓練ということで、一
人から二人に増えても、思ったほどの増加には



なっていない。   
 業務統計の取り方の問題から、訓練・相談の
内容について数的に明確化されていないが、訓
練内容を､日常生活の動作に関わるもの、パソコ
ンや携帯電話の使い方などコミュニケーション
に関わるもの、歩行訓練に分類すると、日常生
活動作に関わるものと､コミュニケーションに
関わるものが混在したものが多く､歩行に関す
るものは少ないと指導員は話していた。このこ
とは、高齢視覚障害者のリハビリテーションニ
ーズの特徴を示す重要な手がかりであると推測
される。今後訓練･相談内容をより数的に明確化
して分析する必要があると筆者は考えている。 
 高知県は、5 つの福祉・保健県域に分けられ
ているが、そこへの訪問訓練回数を見ると、図
8 の通りとなっている。この図の中で、高知市
に関しては、高知市を担当している市職員の訓
練指導員が行った数である。 
 
 （2）2010（平成 22）年度の実績報告につ
いて   
  高知県の視覚障害者生活訓練事業に限定して、
利用者の状況を報告する。 
   ① 年齢別の状況  
 図 9 の訓練利用者の状況は、図 1 の手帳所持
者の年齢構成からみると、明らかに高齢者の利
用が少なくなっている。これは高齢視覚障害者
や家族、またその関係者の方たちが、「年をとっ
ているとリハビリは無理」という思いが強く、
相談してこないということを示していると共に、
視覚障害リハビリテーションについての啓発活
動の不十分さ、訓練指導の体制の問題、指導内
容がまだまだ高齢視覚障害者のニーズに充分に
応えていないということの表れでもあると考え
られる。 

 
図 9-1. 平成 22 年度高知県視覚障害者生活訓

練事業における利用者の年齢 
 

 
図 9-2.（参考） 
 
 また、18 歳未満の相談の割合が多いのは、視
覚障害のある乳幼児の子育て相談の場が充分に
確保されていないからであること、視覚障害と
他の障害を併せ持つ子ども達の相談の場所も充
分に確保されていないため、訓練指導事業が、
その代行を行っているからだと推測される。 
 ② 利用者の眼疾患の状況 
 図 10 は、訓練事業の利用者の眼疾患の状況
を表している。 



 
図 10. 平成 22 年度 高知県視覚障害者生活訓練事業 訓練相談を受けた人の眼疾患別グラフ 

 
 

表 2 平成 22 年度視覚障害者に適した環境を整えるための活動状況 
NO 実 施 日 依     頼     元 内            容 場       所 
1 4月2日 高知市 はりまや橋バスターミナル 

点字ブロック敷設 
ルミエールサロン 

2 4月28日 障害保健福祉課 バリアフリーモニター会議 保健衛生庁舎 
3 6月25日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
4 6月25日 障害保健福祉課 小高坂厚生センター ルミエールサロン 
5 7月7日 社会福祉法人土佐くすのき荘 施設のバリアフリーについて くすのき荘 
6 7月13日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
7 7月14日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
8 7月15日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
9 7月15日 高知県 おでかけマップ拡大本について ルミエールサロン 

10 7月16日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
11 8月3日 障害保健福祉課 バリアフリーモニター会議 保健衛生庁舎 
12 

 
9月13日 

 
少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

13 10月24日 障害保健福祉課 「おでかけマップ」の打ち合わせ 障害保健福祉課 
14 

 
11月29日 

 
少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

15 
 

1月26日 
 

少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

16 2月2日 障害保健福祉課 県庁施設 点字ブロックについて 高知県庁 
17 

 
2月24日 

 
少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

18 3月9日 ルミエールより相談 県警交通規制課の方と信号の下見 湯川温泉前交差点 
19 

 
3月30日 

 
フジグラン高知 
（愛媛の本部の方） 

敷地内の点字ブロックの相談 ルミエールサロン 
 



 
表 3 平成 22 年度研修会講師などの活動状況 

NO 実  施  日 依    頼   元 内            容 場       所 
1 
 

5月13日（木） 梼原町 みどりの家 
 

職員研修（視覚障害概論） 
 

梼原町 
みどりの家 

2 
 

6月1日（火） 
 

宿毛市 幡多希望の家 
 

職員研修（視覚障害概論） 
 

宿毛市 
幡多希望の家 

3 
 

6月17日（木） 南国市 藤原病院 
 

職員研修（視覚障害概論） 
 

南国市 
藤原病院 

4 
 

6月25日（金） 南国市 藤原病院 
 

職員研修（視覚障害概論） 
 

南国市 
藤原病院 

5 
 

7月30日（金） 四万十町社会福祉協議会 福祉と教育の研修事業 
（アイマスク体験の方法など） 

四万十町 
農村改善センター 

6 
 

9月25日（土） 視覚障害リハビリテーシ
ョン協会 

パネルディスカッション 
（高知県の取り組みを発表） 

愛知県 
中部大学 

7 
 

10月9日（土） 
 

県障害福祉保健課 視覚障害者向け 
パソコンボランティア講習会 

須崎市 
須崎市市民文化会館 

8 10月21日（木） 県統計課 職員研修 電気ビル 
9 10月26日（火） 県統計課 職員研修 電気ビル 

10 10月27日（水） さぽーとピア 職員研修（視覚障害概論） さぽーとピア 
11 
 

11月14日（日） 
 

聴覚障害者協会 
 

盲ろう者向け通訳介助員養成講座 
 

室戸市 
保健センターやすらぎ 

12 
 

11月20日（土） 
 

聴覚障害者協会 
 

盲ろう者向け通訳介助員養成講座 
 

室戸市 
保健センターやすらぎ 

13 
 

11月26日（金） 興津小学校 
 

人権学習 
（盲導犬・視覚障害者の理解） 

四万十町 
興津小学校 

14 
 

11月26日（金） うぇるぱ高知 
 

ワンコインセミナー 
（視覚障害概論） 

ふくし交流プラザ 
 

15 12月19日（日） 
 

聴覚障害者協会 盲ろう者向け通訳介助員養成講座 室戸市 
保健センターやすらぎ 

16 1月17日（月） ヘルパー協議会 ヘルパー現任研修 ふくし交流プラザ 
17 2月28日（月） 安芸福祉保健所 ガイド講習 安芸福祉保健所 
18 

 
3月5日（土） 

 
たびびと 
 

音訳ボランティ養成講習 
（視覚障害概論） 

八王子プラザ 
 

19 3月25日（金） こうち人作り広域連合 職員研修（視覚障害概論） こうち人作り広域連合 
 
 利用者の 41％が網膜色素変性症である。網
膜色素変性症は、進行すると視野狭窄となり、
移動に必要な足下の情報が得にくくなるため、
歩行訓練などへのニーズが高い。またこの疾患
は、糖尿病網膜症などと違い、視覚障害だけの
単一障害であるということも、訓練を受けやす
くしていると考えられる。 

視覚障害者の約９割は､保有視覚を利用でき
るロービジョン者であり、保有視覚を利用しな
がら､他の感覚も有効に使う訓練を受けたいと
いうニーズを持っている。生活訓練指導員がこ

の保有視覚を充分に活用できるような訓練を行
うためには、利用者個人個人の視機能について､
正確に理解していることが不可欠である。この
視機能の正確な把握については、医療機関との
緊密な連携が必要である。高知県においても､
先に述べたように､ロービジョンケアを行う病
院やロービジョンケアに関心を持つ眼科医が
徐々に増えて来ているが､この動きをさらに加
速させることが重要である。 

また、現在高知県でおこなわれているサービ
スの対象は､概ね身体障害者手帳を取得してい



る視覚障害者であるが、手帳取得はできないが、
見えにくいことで生活に支障を来しているロー
ビジョン者に対するケアも、高齢化の一途をた
どる高知県においては､重要な課題である。 
 ③  啓発活動状況 
  視覚障害者生活訓練指導員のその他の業務と
して、下記の表 2 と 3 のような、障害者の住み
やすい環境を整えるための各種会議への出席、
様々な研修会講師の仕事、また、自己の専門性
を高め、他の専門家との交流を行うための学会
発表などの活動を行っている。 
 高知県における視覚障害リハビリテーション
システムが上手く動くためには、視覚障害とい
う障害についての行政を含む関係者の理解が不
可欠である。 
 行政担当者は、概ね 3 年程度で、その部署を
異動するために、啓発活動は繰り返しおこなわ
なければならないということである。 
 
 7 視覚障害リハビリテーションを普及する
ための方向性  
 （1） 申請主義からの脱却 
  視覚障害は移動と情報の障害が主な特徴の
障害である。また、一般の人たちは、視覚から
の情報に頼り切って生きているので、人生の途
中で「見えない見えづらい状態」になった時、
「何もできない」という絶望感にとらわれる。
特に高齢になってから視覚障害者になるという
ことは、その絶望感がより深いものとなる。 
 今まで、高知県での視覚障害リハビリテーシ
ョンの認知度の低さと、認知度を上げるための
絶え間ない啓発活動について報告してきたが、
このような活動を行っても、まだまだ視覚障害
リハビリテーションのサービスについての情報
は、視覚障害当事者にも家族にも支援関係者に
対しても充分に伝わっているとは言いがたい。 
 このような状況を打開し、早期にリハビリテ
ーションサービスを提供するためには、各障害
当事者や家族からの「サービスを受けたい」と
いう申請を待って行うという、現在のシステム

に大きな問題があると考える。 
 医療との連携を密にして、治療を行っても視
覚に大きな障害が残ると思われる方たちに対し
ては、本人からの申請を待たず、地域の相談担
当者と視覚障害リハの専門家がチームを組んで、
その当事者にまず会い、利用できるサービスに
ついて一度は紹介するというシステムをとるべ
きだと考える。 
 こうすることによって、中途視覚障害者を早
期にリハビリテーションに結びつけることが可
能となると共に、窓口担当者が家庭を訪問する
ことにより、地域での視覚障害者のニーズを学
び、視覚障害という障害について、理解するチ
ャンスを持つことができると考える。 
 この報告では、高知での事例から述べている
のであるが、どこの地域においても、状況は同
じであることは、今回の東日本大震災の被災者
支援調査で「身体障害者手帳 1 級と 2 級を所持
している視覚障害者の6割が音声時計の存在も
知らなかった」という事実が証明している。 
 視覚障害リハビリテーションのニーズを顕在
化させるために払った多くの努力は、行政の窓
口が出て行く形をとれば、ほとんど必要がなく
なる。そのエネルギーを個々のサービスの向上
や、地域の環境改善に向けることが可能となる。 
 さらに、早期のリハビリテーションの開始は、
中途視覚障害者が鬱状態に陥ったり、寝たきり
や認知症になる高齢視覚障害者の介護予防にも
つながることとなり、長い目で見れば、経済的
にも有用に作用することである。 
 申請主義という原則は福祉サービスの提供に
おいての大原則であるから、簡単に変える事は
難しいと思われるが、まず障害者となることが
確実になった時に、本人に説明をして、承諾の
得られたところから、家庭訪問をするなどの積
極的な形をとるべきであろう。 
 
 （2）県単位・道州単位でのシステムづくり 
 現在の障害者に対する福祉サービスは、市町
村の責任で行うという方向であるが、視覚障害



者のように数が少なく、そのリハビリテーショ
ンの専門技術を持っている人たちも少数である
ような場合、それらの専門家を市町村が抱える
ことは財政的にも効率的にも、また専門家の質
を保障するためにも無理があると考える。 
 県単位、あるいはもっと大きな道州のような
単位で、財政的な基盤を作り、視覚障害リハビ
リテーション専門家を雇用し、必要な地域に派
遣するというシステムが必要であろう。 
 高知県のことに言及すると、5 つの保健福祉
県域それぞれに、一人は視覚障害リハビリテー
ション専門家が配置されるべきと考える。すで
に、高知市には二人の専門家が配置されている
ので、県内では、後二人の増員が必要であろう。 
 これらの専門家（訓練指導員など）を県単位、
あるいは同州単位で雇用することには、もう一
つ大きなメリットがある。それは、その専門家
が独りよがりにならず、学び合うことができる
ということであり、当事者のニーズに合った専
門家が派遣できるということである。 
 
 （3）訪問型と入所型施設の両方の充実が必
要 
 今までみてきたように、高齢視覚障害者のリ
ハビリテーションは、生活の場に即した訪問型
のサービスが適している。しかし、復学や復職
を目標としての青年層や、中年層の視覚障害者
のリハビリテーションでは、短期間に集中した
サービス提供が必要である。訪問型では、復学･
復職などを目指す人たちのニーズに応えること
はできない。高知県でもこの 10 年に 1 人の大
学復学を目指した方と、公務員への復職を目指
したケースが出ているが、これらは、京都、大
阪にある入所型のリハビリテーション施設に紹
介している。 
 地域で、訪問型のサービスを中心にしながら、
中途視覚障害者のリハビリテーションに対する
ニーズを早期に顕在化させ、リハビリテーショ
ンの目標が、復学や復職と言う方たちは、速や
かに入所型のリハビリテーション施設で、集中

的なサービスを受け、その方達が地域に戻って
きて、復学･復職をする際には、地域の訓練指導
員が、地域の環境に慣れてもらうための補助的
な訓練を行うという形をとるべきである。 
 なお、入所型の施設でのリハビリテーション
のメリットは、通うことができない方たちにサ
ービスを提供できるというだけでなく、同じよ
うな境遇にある方たちが、互いにその体験を共
有し、切磋琢磨する機会を与えるということ、
グループワーク的な効果が期待できるというこ
とである。 
    
 （4）視覚障害リハビリテーション専門家の
育成の重要性  
  現在視覚障害者リハビリテーションの専門家
として考えられる視覚障害者生活訓練指導員
（歩行訓練士）は、実働している方たちが約
400 人足らずである。また、実働している方た
ちの多くも、訓練指導に専念しているわけでは
なく、他の様々な仕事との兼務で行っている場
合がほとんどである。 
 このような状態では、高知県で行ったような
視覚障害者のリハビリテーションに対する潜在
的なニーズを顕在化するための活動に積極的に
取り組むこともできず、また、視覚障害と他の
障害を合わせ有する人たちに対する対処方法や、
高齢視覚障害者に対するリハビリテーション技
術を、日々工夫し、学び合い、蓄積していくこ
ともできない状態である。まず、これら視覚障
害リハビリテーションに携わる専門家の身分安
定と教育システムの充実を図る必要がある。 
 それと同時に、視覚障害の特性を理解し、訓
練指導員とチームを組んで働くことのできる相
談支援担当者（ソーシャルワーカー）の存在が
重要である。 
 知的障害者の施設や、重症心身障害児施設、
各種高齢者向けの通所･入所施設にも視覚障害
があるが、適切なケアを受けていない方たちが
沢山いると推測される。それらの方たちに日々
接している介護福祉士･ホームヘルパーなどに



対する視覚障害理解のための教育システムの構
築も重要であろう。 
 視覚障害リハビリテーション（ロービジョン
ケア）を理解できる眼科医の育成、特に保有視
覚の活用を重点とするロービジョンケアを担当
する視能訓練士の育成も重要である。視覚障害
リハビリテーション専門家の育成と、それらの
専門家と連携して動ける他職種の視覚障害リハ
ビリテーションに対する理解を深めることを同
時に進めて行かないと、視覚障害当事者のニー
ズに応えられるサービスの充実はのぞめないの
である。 
  
おわりに 
 現在の障害者自立支援法の下では、それぞれ
の障害に特化したサービス体系は否定されてい
るに等しい。入所型の施設は、介護を提供する
という考え方と、3 障害に共通の基準という考
え方の下で運営されており、視覚障害者に対す
るリハビリテーション施設としては人員配置、
運営の仕方においても機能できない状態になっ
ている。 
 また、地域で行っている訪問型のリハビリテ
ーションについては、「地域支援事業」という位
置づけの下で、設置は地域の実情に任されてい
る。 
 このような状態が続けば、視覚障害者に対す
るリハビリテーションサービスも、そこで蓄積
されてきた方法･技術も存続することが難しい
という危機的状態であると筆者は考えている。 
 その危機的な状態の中で繰り広げてきた高知
での活動の中に、何か、状態打開のために参考
になることがあればと思い、活動の全体を報告
した次第である。 
 
 我が国は高齢化の一途をたどっており、高齢
になって見えない見えにくい状態になる方たち
も増加の一途をたどると予想されている。高齢
中途視覚障害者に「生きる喜び」を与えるのが、
今視覚障害リハビリテーションの大きな課題で

あると、筆者は考えている。また、視覚と他の
障害を合わせ有する方たちの視覚リハビリテー
ションのアプローチもこれからの大きな課題で
ある。 
 視覚障害者に対する福祉サービスは、「もう解
決済み」と見ている行政関係者も多いというが、
高知県での活動報告を通して、新たな課題につ
いて気づいていただきたいと考えている。 
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【要約】 
 本稿では、視覚皮質の機能局在と日常生活動作の関係について述べ
る。まず、網膜から脳までの視覚伝達経路における神経回路について
紹介する。その中で、脳における視覚の本質に対して異なる選択性を
もつ、網膜神経節細胞のサブタイプ、視覚皮質の網膜部位再現と視覚
経路について述べる。次に、我々の行った視覚障害者の日常生活動作
の様々な局面に関してのアンケート調査から、1) 対象認知、2) 空間
認知、3) 精神への影響、4) 眼球運動反射、5) 順応と恒常性の 5 つ
の事柄が、QOV（視覚の質）に必要な本質であることについて述べる。
そして、最後にこれらの5つの視覚の本質が、網膜神経節細胞のサブ
タイプに端を発する視覚皮質の局在に深い関係があるということにつ
いて論じる。 
 
キーワード 
視覚皮質、機能局在、日常生活動作、神経節細胞、網膜部位再現 
 
 
【abstract】 
In this review I assume correlations between functional 
localizations in human visual cortex and activities of daily living. 
First, I introduce neural circuits for visual process from retina to 
the brain; several subtypes of retinal ganglion cells, retinotopy 
and several pathways that have different preferences of visual 
essences in the brain. Next, based on our survey about various 
phase of activities of daily living of persons with visual 
impairment, I assess that a quality of vision requires five 
essences as follows: 1) object recognition, 2) spatial recognition, 
3) influence to mental condition, 4) oculomotor reflex, and 5) 
adaptation and constancy. Third, I describe the five visual 
essences associate with the cortical localization originated by 
subtypes of the retinal ganglion cells. 
 
Key words 
Visual cortex, functional localization, activities of daily living, 
retinal ganglion cell, retinotopy 
 
 
1. はじめに 
 井上達二は、1909 年、日露戦争で頭部を負傷した兵士の銃創の位
置と障害された視野範囲を詳細に記録し、ヒト後頭葉の網膜部位再現
（retinotopy）を世界で初めて科学的に検証した1,2)。旧式の銃で頭部
を撃たれた者は、ほぼ全員が死亡した。当時の新型ロシア式銃、

Mogin-Nagant Model 91は、銃弾が小さく速かったため、頭部を貫
通し、撃たれても死に至らない者が出現した。その中に視覚に障害を
きたす者がいた。視力を失う者、視野を大きく損なう者、視野欠損の
形も様々であった。井上は、これに注目し、視覚中枢といわれる後頭
葉内の損傷部位と視野の障害位置との関係を調べた。 

 
図1. 井上達二の用いた計測器 

 左図は、井上達二が銃創の位置測定に用いた計測器で、右図は負傷兵の銃創の例（文献2よ
り許可を得て転載）。 

 
 彼は図1のような機器を用いて、負傷した日本兵の頭部の銃創を測
定し、視野検査を行った。その結果、それまでにわかっていた右後頭
葉は左視野、左後頭葉は右視野という対応関係だけでなく、後頭葉の
後ろの端を傷つけられると視野中心が障害を受け、視力が下がるとい
うことを発見した。井上のこの業績は、当時の西欧の医学会で注目さ
れることはなく、歴史の陰に置き去りにされてしまった。まだ、医学
が科学というよりも哲学に近かった時代のことである。視野の中心は
脳の中心で処理されると考えられていた。井上のこの業績が再発見さ
れるまで、その後80年を要した。 
 本稿のテーマは、視覚皮質の機能局在が日常生活動作（Activities of 
Daily Living; 以下、ADL）とどう関わっているかを解き明かすこと
にある。それにはまず、視覚生理学のおさらいから始めることにしよ
う。 
 
2. 神経節細胞のサブタイプ 
 目で光を受けるのは視細胞である。視細胞は杆体と錐体からなる。
杆体は網膜全体に数多く分布するが、中心窩にはなく、その周辺には
少ない。一方、錐体は半径10 度以内の中心網膜に密集しており、周
辺にもあるが数は少ない。そして、3種の波長反応特性の異なる錐体
がある。これらが、網膜内の神経ネットワークを経て、神経節細胞に
情報を集約する。神経節細胞は、形態的に少なくとも8種が分類され
ている3)（図 ）。まず、樹状突起が網膜内網状層の比較的内層と外層
のどちらか一方に分布しているものとその両者に分布しているものに
分類し、前者を一層性、後者を二層性とする。そして、次に樹状突起
の広がりと密度によって細分類する。パラソル細胞（parasol cell）、
ミジェット細胞（midget cell）は、数が多く早くから分離同定され、
それぞれ Pα、Pβなどとも呼ばれてきた。その他にも小型二層性神
経節細胞（small bistratified cell）、メラノプシン含有神経節細胞
（intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; ipRGCs）、眼
球運動反射に関係する神経節細胞などがあるが、未だにわかっていな
いことも多い。パラソル細胞やミジェット細胞は一層性で、全体の中
では小型で樹状突起の密度が高い。小型二層性神経節細胞は、その名
のごとく二層性神経節細胞の中の小型のものである。メラノプシン含
有神経節細胞は、一層性で樹状突起密度が疎で大型の giant sparse
神経節細胞に属している。 
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図2. 神経節細胞のサブタイプ 
形態による分類、文献３より許可を得て転載 

 
 パラソル細胞は神経節細胞の約 10%を占める。ミジェット細胞に
比べれば、比較的大きな受容野を有し、時間分解能が高い。すなわち、
比較的広い範囲の速い変化を受け止めるのに適した性質を有している。
これに対し、ミジェット細胞の受容野は最も小さく、中心窩では一つ
の錐体としか繋がっていないものすらある。そして、時間分解能は低
く、あまり速い変化にはついていけない。さらに、M錐体とL錐体と
の連絡を持ち、これらの反応比に応じた信号を出す。このミジェット
細胞が、全神経節細胞の大多数を占め、その樹状突起の分布は、まる
でジグソーパズルのように網膜内に敷き詰められるように張り巡らさ
れている。一方、小型二層性神経節細胞も約 10%を占めるといわれ
ており、パラソル細胞よりもやや大きな受容野を有し、時間分解能が
低く、その二層の樹状突起によって、S錐体、杆体との促進性の連絡
とM、L錐体との抑制性の連絡を別々に受けている4)。また、メラノ
プシン含有神経節細胞は、最近、ヒト網膜にもあることがわかったも
ので、全体の数%程度といわれる。このタイプの神経節細胞は、さら
に大きな受容野を有し、何といっても神経節細胞であるのに光を直接
受ける視物質メラノプシンを有している 5)。そして、直接上丘への投
射を有し、眼球運動反射に関係すると考えられている神経節細胞は、
形態的には明確に分類できていない。しかし、上丘に薬品を入れて測
定したサルの結果では、全体の神経節細胞のせいぜい 10%ほどであ
ると言われている6)。このタイプの神経節細胞をPγ、Pεと呼ぶ場合
もある。さらにそれ以外にも、視蓋前域のエディンガー・ウェストフ
ァル核（Edinger-Westphal nucleus）に投射して対光反射に関連す
る神経節細胞や延髄の縫線核に投射して脳内のセロトニン量に関係す
る神経節細胞などが知られている。 
 
3. 視覚皮質の網膜部位再現 
 冒頭に述べた井上達二の業績は、現代では、Horton と Hoyt が剖
検例や MRI 画像などをもとに作成した後頭葉の詳細な視野マップに
より、確証されている7)。また、Hortonらの業績の背景には、1970
年頃に Zeki らにより精力的に行われたサルの視覚野の研究がある。
Zekiは、サルの後頭葉に多数の針電極を入れて、視野の一部を刺激し
たときに反応する部位を調べる実験を繰り返した。そして、網膜部位
の配列がそのままの順序で再現される構造が後頭葉にあることを見つ
け、これを網膜部位再現と呼んだ。さらに Zeki は、この網膜部位再
現は、1つではなく複数存在し、隣り合う構造での配列順が逆転して
いることを発見した 8)。外側膝状体が線維を直接送っている一次視覚
野（以下、V1）に、まずその構造があった。そして、V2はV1と隣
り合っているが、網膜部位再現は逆転していた。さらにV2の隣にも
またV2とは逆転した構造があり、それが繰り返されていた。Zekiは、
これらを順にV3、V4、V5などと命名した。 
 ヒトの後頭葉は、機能的磁気共鳴画像（functional magnetic 
resonance imaging; 以下、fMRI）技術により、サルの後頭葉とよく
似た網膜部位再現の構造をもっていることがわかった9)。fMRIは、神
経活動に伴った血液の分布の偏りを信号化することができ、これによ
り脳内の神経活動の反応部位と反応量を計測することができる。固視
点からわき出して広がる輪状のチェッカーボードを見ているときの脳
活動は、後頭葉の後端から生じ前方へ移動する。まさに井上が 100
年以上前に苦労して発見したことを、いまや簡単に手に取るようにわ

かる時代が来たのである。そして、この手法を用いて Zeki が見つけ
た V1、V2、V3 など細分された視覚野を身体に害を与えることなく
同定することができるようになった。こうして現在、視覚野は10 数
個に区分され、それぞれの部位でいかなる情報処理が行われているか
を研究できるようになった。図3に筆者自身の左脳MRI のレンダリ
ング画像にfMRI を用いて同定した視覚野の区分を示す。視覚野ごと
に中心視野から周辺視野への連続的な構造があることがわかる。 
 

 
図3. 視覚野の下位区分のfMRIによる同定 

 左脳を内側面から見た図。左上方が後方で虹色に染まっているところが後頭葉である。点線は

各視覚野の境界線である。視覚野ごとに中心視野から周辺視野への連続的な構造があることがわ

かる。 

 
4. 視覚情報伝達経路 
1) メインルートと膝状体外路 
 前述の各神経節細胞は、形状と反応特性が異なるばかりでなく、連
絡先も異なる。パラソル細胞からの情報は外側膝状体の大細胞層を経
て V1 の 4Cα層に、ミジェット細胞からの情報は外側膝状体の小細
胞層を経て V1 の 4Cβ層に、小型二層性神経節細胞からの情報は外
側膝状体の層間層を経てV1の2、3層のブロッブ（blob）と呼ばれ
る構造に連絡している10)。この3つの経路が、視覚情報伝達のメイン
ルートである。 
 一方、外側膝状体を通らない視覚情報伝達ルートがあり、これを総
称して膝状体外路（extrageniculate visual pathways）という。メ
ラノプシン含有神経節細胞に端を発する神経経路の中には、膝状体外
路を形成するものがある。これには、視索でメインルートを離れて視
蓋前域に入るものと視交叉上核に入るものの二つがあることがわかっ
ている。視蓋前域に入るルートは、エディンガー・ウェストファル核
を介して対光反応に関連する。ただし、これは対光反射の主たる経路
ではなく、対光反射の中の持続性成分に関連するということがわかっ
ている。また、視床下部に連絡し、視交叉上核に入るルートは、松果
体に達し、この信号により生体時計のリセットが行われるという。松
果体ではメラトニンというホルモンが産生されるが、これはセロトニ
ンというホルモンと陰陽の関係にある。セロトニンは、統合失調症や
うつ病の病因との関連が明らかになっている脳内物質であり、光暴露
とこれらの精神疾患との関連が注目されている11)。ただ、最近の研究
では、縫線核に投射し、セロトニン系に直接影響する視覚入力を担う
神経節細胞は、メラノプシン含有神経節細胞ではなく、別の神経節細
胞であるという12)。また、眼球運動反射に関係する神経節細胞も視索
から分かれて上丘に入る代表的な膝状体外路を形成する。この経路で
は、上丘を経て眼球運動核に連絡し、反射的な眼球運動に関連すると
ともに、視床枕にも連絡している。視床枕は注意の振り分けに関連す
る機能を有していて、後述する数多くの高次視覚野への投射がある13)。
これら膝状体外路による視覚入力はさまざまな反射に関連するととも
に、意識に上ることなく行動や情動に少なからず影響を与えていると
考えられている。 
 



2) V1での入出力とV2のはたらき 
 メインルートを通る3つの神経節細胞は、V1との連絡を持つが、
その入り口は前述のようにそれぞれ異なっている。V1の2、3層のブ
ロッブにはミジェット細胞と小型二層性神経節細胞からの入力が主に
入り、ここから出る線維の一部は、その次の段階の視覚野である V2
の細い縞（thin stripe）に入る。ここでは、見ているものの色をはじ
めとする質感に関連する情報処理が行われている。一方、2、3 層の
ブロッブ以外の場所であるインターブロッブ（interblob）にはミジェ
ット細胞とパラソル細胞からの入力があり、V2 の淡い縞（pale 
stripe）への出力がある。ここでは、線分の繋がり具合の情報処理が
行われている。ここに形態覚の基礎がある。また、V1の4Cα層を介
して4B層に入ったパラソル細胞からの情報は、2、3層を経由せずに
直接V2の広い縞（thick stripe）へ出力される。ここでは、短時間に
おける位置の情報が処理される。このようにV1では、これら3つの
神経節細胞から得られた情報が下処理され、その一部は合流し、後述
の高次視覚野へ振り分けられる（図3）。また、同時に各高次視覚野か
らのフィードバックをも受けている14)。V1、V2への信号入力は、「見
ていることが意識に昇ること」に関連するようである 15)。脳損傷で、
V1またはV2の損傷があると同名半盲を生じるが、V3やV4単独の
障害では同名半盲は生じない。 
 

 
図4. V１は視覚情報の分配器兼集約器 

 V1では、神経節細胞から得られた情報が下処理され、その一部は合流し、高次視覚野へ振り
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3) V3以降の視覚野 
 V3 は V2 を取り囲んで存在するが、この機能については、実はま
だ全くと言ってよいほどわかっていない。fMRI 研究によると、これ
までにわかっているサルの結果とも一致せず、意見がまとまっていな
い。V3 の外側には頭頂葉方向と側頭葉方向に異なる視覚野が同定さ
れている。頭頂葉側にはV3AとV3Bが、側頭葉側にはLOとhV4
が存在する。V3AとV3Bでは、空間内での対象の位置や運動に関連
する情報処理がなされている 16)。これらは、V1、V2、V3 とは異な
ったグループを形成する。それは、網膜部位再現の視野中心が全く異
なる位置に存在することから推測できる 17)。一方、LO と hV4 は、
V1、V2、V3 と共通の視野中心を持つ。したがって、これら 5 つの
視覚野はより緊密な関係にあることが想像できる。LO では、形態知
覚に関係する情報処理が行われているようである 18)。また、hV4 は、
色や質感の情報を活用して背景から対象を分離するための情報処理が
なされている19,20)。 
 さらに、V3Aの前方にはV6が存在する。V6は周辺視野からの投
射を多く受け、オプチカルフロー（身体の移動に伴って生じる網膜像
の規則的な流れ）の知覚と関連する 21)。V3A の上前方には IPS と呼
ばれる領野が存在する。IPSは IPS-0 から IPS-4 までの5つが網膜
部位再現により区分されており、IPS-0は従来からV7と呼ばれてい
るものと同じである。V7 は視覚的注意と関連している 22)。しかし、
V7 の位置は頭頂間溝（intraparietal sulcus）の後端であり、IPS-1

と共通の視野中心を持つため、IPS-0の呼称が推奨されている23)。ま
た、hV4の前方にはVOがある24)。VOは、特に色覚との関係が研究
されており、研究者によっては V4αと呼んでいる場合もある 25)。高
次になるにつれ、視覚野の呼称が研究者によってまちまちで論文を読
むのが大変になる。LO の前方にはTO が存在するが、これは早くか
らV5あるいはMTとして注目されていた。それは、動きのある物を
見た場合に非常に活発に反応する。サルのMTとMSTという領野に
相当すると考えられ、hMT+などと呼ばれる場合もある26)。VO、LO
とTOはそれぞれ網膜部位再現を2つずつ有しており、それぞれVO-1、
VO-2、LO-1、LO-2、TO-1、TO-2と区別されるが、詳細な機能分
化の報告はこれからといえる。 
 
4) 「どこ経路」と「なに経路」 
 Ungerleider とMishkin は、V1以降の視覚経路を「どこ経路」と
「なに経路」に二分して理解するとよいと提案した 27)。「どこ経路」
は、概ね頭頂葉に向かうルートで、見ている物がどこにあり、見てい
る自分がどこにいて、互いの関係がどうなっているかを知るための情
報処理が行われる。一方、「なに経路」は見ている物が何かを同定する
ための情報処理が行われる。これに則って前述の視覚野を分類すると
V3A、V3B、TO、V6、V7は「どこ経路」で、hV4、LO、VOは「な
に経路」である。ここで、この考え方の妥当性を端的に示す研究を紹
介する。 
 Neriは、両眼視差を「絶対視差」と「相対視差」に分けて考えた28)。
視線を向けたところのものが視差0であるのに対して、任意の場所に
はそれぞれ視線との間の視差が生じる。これを絶対視差という。絶対
視差はいわば視線に対してできる空間座標である。それに対して、空
間内の二物体の位置の相対的な視差は、その物体間の距離が変わらな
ければ一定であり、任意の立体の部分と部分の関係と同じである。こ
の相対的な視差を相対視差といい、これは視線によらず、空間内に存
在する物体の形状などの位置関係に依存することになる。Neri らは、
単純な線分図形を両眼分離提示してfMRI 実験を行い、相対視差を変
えずに絶対視差を変えると「どこ経路」が、相対視差を変えると「な
に経路」がより反応することを示した。 
 
5) 後頭葉底部の特別なはたらき 
 筆者は、北原健二前東京慈恵会医科大学眼科学講座教授の指導の下、
1993 年より大脳性色覚異常についての研究を続けてきた。両側の後
頭葉底部が障害されると視力低下を伴わない色覚の喪失が起こること
が 100 年以上前から指摘されている 29)。しかし、典型例は、生命を
司る脳幹部にも分布している後大脳動脈の両側性の脳梗塞で生存した
場合であるため、極めて稀である。この18 年間で筆者が出会った典
型例はわずか3名であった。その3名には、大脳性色覚異常の他に、
ランダムドットステレオグラムで奥行きがわかるのに、その奥行きで
定義された形態がわからない30)、まぶしがらない31)という奇妙な症状
が共通してみられた。また、大脳性色覚異常の特徴として色恒常性の
異常がみられる32)。色照明が当たった場合のホワイトバランスをとる
ことができなくなるのである。大脳性色覚異常の病巣は hV4 と VO
の近くにあることがわかっている33)。「なに経路」は、hV4、VOから
さらに前方の側頭葉に向かって続いており、その先では、文字の認知、
顔の認知、場所の認知、身体部分の認知、物体の認知などに関連する
情報処理、すなわち対象認知の情報処理が行われていることがわかっ
ている。この3名の両側後頭葉底部梗塞例にみられたランダムドット
からの形態覚障害は、心理学でいうところの図地分離の情報処理が後
頭葉底部で行われている可能性を示している。また、まぶしさを感じ
ないということは、視野全体のダイナミックレンジを動かすような機
能が壊れていることを示唆している。さらに、色恒常性も全画面的な
調整という意味でこれと共通する情報処理であると考えられる。すな
わち、hV4からVOにかけての大脳性色覚異常の病巣に当たる後頭葉
底部では、色をはじめとする質感の抽出だけではなく、その前段階と
なる図地分離とさらにそれを効果的に行うための視野全体にわたる色
や明るさのダイナミックレンジを調整するような順応・恒常性の情報
処理が行われていると考えられる。 



5. 視覚を失った場合のADL 
  ADLの評価は、「障害」の程度判定を目的として現在様々な分野で
行われている。特に肢体不自由の身体障害者、高齢者の身体状況の把
握には不可欠である。評価に際して用いられている代表的な評価表に
機能的自立度評価表（Functional Independence Measure、以下、
FIM）34)がある。FIMは、「運動ADL」13項目と「認知ADL」5項
目からなる。それぞれの項目ごとに7（完全自立）から1（全介助）
の7段階評価を行う。6は修正自立を意味し、適切な道具などを使用
することで自立が可能な状態を意味する。5以下になると介助者が必
要になる。5は、助言や見守りなどですむが、4以下になると実際に
手を貸す必要がでてくる。自分でできる程度に応じて4（75%以上）、
3（50%以上75%未満）、2（25%以上50%未満）、1（25%未満）
と判定される。すなわち、必要とする介助量によりADL評価を行う。
この評価表は、国内外で入院患者や施設入所者の評価に広く活用され
ている。 
 しかし、これらの項目に占める視覚関連行動はわずかであり、また、
視覚が損なわれていても、日常的に繰り返される行動は、次第に記憶
によってそれなりにできるようになる。そのため、視覚障害者や眼疾
患患者のADLを評価するためにFIMを用いるとほとんどの者がほぼ
正常として評価されてしまう。そこで、我々はまず、FIMを「慣れた
場所」と「初めての場所」の二つの場面について日頃の状態について
聴き取りを行った。その結果、初めての場所での「移動」が明らかに
低値を示すことがわかった 35)。これにより、自明のことではあるが、
視覚の役割として「移動」に必要な空間認知に関連が大きいというこ
とが改めて確認された。しかし、FIMで評価される項目には、視覚を
利用する行動があまりにも少ないため、視覚障害者や眼疾患患者の
ADLを評価するには、他の評価方法を用いることが必要であると思わ
れた。 
 そこで、これまでに視覚障害者、眼疾患患者の日常生活上の不自由
さを知るために開発された質問表について調査し、それらの質問表に
おける主要な質問項目をもれなく網羅し、さらに必要と考えられる項
目を加えた200を越える質問項目による調査を、視覚に障害を持つ患
者180名に行った。そしてその結果から、視覚障害者や眼疾患患者を
評価するにはどのような視点で行うのがよいか、探索的因子分析を行
い推定した36)。その結果、第一因子として、明らかに「視覚」に関連
すると思われる要因を検出した。そして、第二因子として「室内での
移動」、以下、第三因子として欲求不満、第四因子として外出、第五因
子として食事動作、さらには不健康感、排泄、更衣、明・暗順応、キ
ーパーソン、羞明、触覚、整容、社会性、夜盲など計33 の主因子を
同定した。また、第一因子を特に多く持つ質問項目だけを選び、再度
因子分析を行うと、さらに5つの主因子（遠見視・色覚・近見視・自
覚的見え方・視野）を分離することができた。このことは、これまで
専門家によって視覚に障害がある場合に注目すべきであると考えられ
評価表の項目として挙げられた項目に対する実際のデータから、本解
析によって推定された上述の個々の因子が、実際に患者に影響を及ぼ
していることを意味している。言い換えれば、これらの因子は、視覚
に内包される生活機能の本質を意味している。見るとはどういうこと
か。何のために見るのか。といった「視覚の本質」がここにあると言
える。 
 
6. 視覚皮質の機能局在とADL 
  本稿前半で視覚生理学の知識を復習した後、前項の解析で示された
項目をみると、視覚の情報伝達経路と前項で示した因子の関連が見え
てくる。①第一因子「視覚」の主因子うちの遠見視・色覚・近見視・
自覚的見え方は、ミジェット細胞と小型二層性神経節細胞に端を発す
る「なに経路」すなわち「対象認知」に関連する。②第一因子「視覚」
のもう一つの主因子「視野」と第二因子「室内での移動」ならびに第
四因子「外出」は、パラソル細胞と眼球運動反射に関係する神経節細
胞から始まる「どこ経路」すなわち「空間認知」との関連が大きい。
③第三因子「欲求不満」は、「不健康感」「社会性」とともに視覚を失
うと精神的な影響が生じる場合があることを示している。このことは、
松果体に投射してメラトニンの分泌に関連するメラノプシン含有神経

節細胞や、縫線核に投射して脳内のセロトニン量に関係する神経節細
胞が、このような「精神への影響」を有していることを意味している
のかもしれない。④第五因子「食事」「更衣」「整容」という眼と手の
協応動作には、視線の反射的変換が必要とされるため、「眼球運動反射」
に関係する神経節細胞の関与が大きい。⑤「明・暗順応」「羞明」「夜
盲」は、後頭葉底部での視野全体にわたる画面調整の情報処理、すな
わち「順応・恒常性」との関連が強い。これが瞳孔の対光反射を司る
神経節細胞をはじめとするその他の神経節細胞が運ぶ視覚情報による
ものである。以上、筆者の推定を多く含むが、これが正しければ、今
回の因子のほとんどが既知の神経節細胞に端を発する視覚情報で説明
がつくことになる（図5）。 
 

 
図5. 視覚の5つの本質と神経節細胞との関係 

 
 以上のように、かなりの割り切りは必要であるが、視覚に障害を持
つ人の特性を評価する項目として、代表的な神経節細胞とそこから端
を発して行われる情報処理に着目することで、視覚の本質的な5つの
様相をとらえることができた。「対象認知」「空間認知」「精神への影響」
「眼球運動反射」「順応・恒常性」である。現在、身体障害者福祉法に
おいて、視覚障害は「視力」と「視野」の基準で判定されている。「視
力」はミジェット細胞からの「対象認知」の代表値であり、「視野」は
パラソル細胞からの「空間認知」の代表値ではないだろうか。「視力」
「視野」とADL との相関は高い 35)。しかし、現行の基準に不満を感
じている視覚障害当事者は少なくない。視覚障害の様相は、同じ視力
であっても、同じ視野であっても、ひとりひとり大きく異なる。これ
は、「視力」と「視野」以外の視覚の要因が障害に影響を及ぼしている
と考えられる。今回のように主な神経節細胞の機能と情報伝達経路を
整理すると、確かに上記二つの情報処理系が視覚の重要な要素である
ことには違いないが、それだけではないということがわかる。今後、
「精神への影響」「眼球運動反射」「順応・恒常性」の面からの評価を
併せて行うことで、より ADL との整合性がとれる視覚評価が可能に
なるのではないだろうか。 
 
7. おわりに 
 本稿では、かなり大胆な交通整理を行い、視覚経路を解説した。実
際の視覚経路はもっと複雑に絡み合っているし、さらに今回注目しな
かった視覚経路も存在する。しかし、今回取り上げた5つの要素につ
いて評価できるような検査バッテリーの開発と最適化を行い、さらに
はその個々の要素について機能改善をはかる方策を考案していくこと
が、視覚に障害を持つ者の支援に繋がると確信している。 
 筆者は現在、眼球運動反射に関係する神経節細胞からの情報につい
て最も注目している。ほとんどの眼球運動は不随意に生じる。とくに
周辺視野に新規なものが出現したとき、我々はそれが危険かどうかを
とっさに判断しなければならない。これは、野生動物では生死に関わ
る重大事項である。眼球運動反射に関係する神経節細胞からの情報は、
このような場合に活用される。我々人間の生活では、そのような場面
は多くはないが、ちょっとした行動を行う場合、たとえば、食事をす
るときに、その都度視線をどこに向けるかなどと意識して行っていな



い。これをスムーズに行うことができなくなると、こういった目と身
体の反射的協応を必要とする行動に支障をきたすにちがいない。筆者
らは、この機能を評価する方法の一つとして視線移動軌跡を計測して、
ここから視野を表記する方法を考案した37)。ただし、この方法の実用
化には、十分に精度を上げなければならない。 
 同名半盲の患者には、半盲側の障害物に衝突する者がいるが、まっ
たく難なく避けることができる者もいる。これは、従来「盲視現象
（blind sight）」によると考えられてきた。片側の後頭葉が機能しなく
ても網膜から眼球運動への反射が生じていれば、周辺視野で障害物を
とらえたことを無意識に察知し、視線が反射的にそちらに向くことが
でき、その結果、意識できる視線方向に障害物をとらえることができ
る。最近の研究はで、サルを使ってこの現象を実証し、しかもこの眼
球運動反射が訓練により精度が上がることを示している 38)。そして、
眼球運動訓練を行い、その訓練効果判定のために、視線移動軌跡を計
測し眼球運動反射に関係する神経節細胞に始まる視覚情報処理機能を
評価することができるようになる日も遠くはないであろう。 
 同様に、「順応・恒常性」の機能の評価法ならびに改善法、さらには
「精神への影響」に関わる光学療法に関しても、今後多くの視覚研究
者が関わる余地があるものと考えられる。 
 
 本稿で紹介したデータの一部は、厚生労働科学研究費補助金. 障害
者対策総合研究事業. 感覚器障害分野（Ｈ２２－感覚－一般－００５）
により行われた研究による。利益相反なし。 
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