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「 プレーやパフォーマンスが見えづらい… 」 
 それ、もしかして乱視のせいかも？1

お出かけ好きな人ほど知っておきたい、
シーンに応じたまぶしさ対策2

“見え方”が変われば、スポーツ、
アート、レジャーはもっと楽しい！
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国内のエンターテインメント市場がにぎわいを取り戻し、全国各地でさまざまなイベントが開催されるなか、特にスポーツ

の試合やライブ会場には再開を待ち望んだ多くのファンが駆けつけています。そこで今回は、スポーツ観戦やライブ鑑賞

の満足度を左右する“見えづらさ”に注目。フィールドが遠くて見えづらい、照明がまぶしくてアーティストがよく見えない

など、観戦・鑑賞中の見えづらさを引き起こす二大要因とも言える「視力」と「まぶしさ」について解説します。

日常生活では問題なく見えていても、車の運転、スポーツ観戦やライブ鑑賞になると見えづらさを感じるという人は少なく

ないでしょう。普段眼鏡やコンタクトレンズをしている人であっても、シーンに合わせて矯正の度数や方法を変えることが

ベストですが、そのためにはまず近視・遠視・乱視といった、自身の目の屈折状態を正しく知っておかなければなりません。

そこで今回は屈折異常の基本を解説するとともに、一般的にあまり知られていない乱視の実態について紹介します。

屈折異常の症状

主な検査方法

その“見えづらさ”を引き起こす要因とは

観戦・鑑賞の満足度を左右する“見えづらさ”

あらためて知っておきたい視力の話
フィールドが遠くて見えづらい、照明がまぶしくてよく見えない

●自覚的屈折検査  （視力検査）

遠くが
見えにくい

● 他覚的屈折検査  （機械による屈折検査）

無調節状態の時、遠くからの光が網膜より
前で焦点が合ってしまう状態が近視です。 
近視眼では、遠くのものをはっきり見ることが
できません。

ランドルト環や放射線乱視表などを使って、
患者さんによる応答により測定します。

オートレフケラトメーターと呼ばれる機械をのぞき込み、
気球や家の映像などを見る検査です。

無調節状態の時、遠くからの光が網膜の
後ろで焦点が合ってしまう状態が遠視です。
軽度の遠視だと、調節すると遠くのものは
見えますが、疲れやすくなります。また中等度
以上の遠視だと遠くも近くもはっきり見えま
せん。

近くも遠くも
見えにくい

近くも遠くも
見えにくく、ものが
ブレて見える

無調節状態の時、遠くからの光がどこにも
一点で焦点を結ばない状態が乱視です。
乱視があると、遠くのものも近くのものも、
はっきり見えにくくなったり、ブレて見えたり
します。

近視 遠視 乱視



スポーツ観戦・ライブ鑑賞シーンでの
正しいコンタクトレンズの使い方

教えて前田先生！

観戦・鑑賞中に目に汗が入ってしまう
のですが…

Q

コンタクトレンズを装用した目に汗やほこりが
入ることは、衛生上の観点からあまりよろしく
ありません。ワンデータイプのコンタクト
レンズのスペアがあれば、異物感や見えにくさ
を感じた時に交換できるので便利です。

A

コンタクトレンズをしたまま海やプール
に入って良いのでしょうか？

Q

目にプールの水や海水が入ると、細菌や
アメーバに感染するリスクが増えるので危険
です。水泳の際はコンタクトレンズを外しま
しょう。水遊びなど、もし目に水が入った
場合はコンタクトレンズを捨てて、新しい
レンズに交換しましょう。

A

度数を変えることで目に悪影響を与えること
はありません。むしろ、シーンに合わせて適切な
度数のものを使い分けたほうが、より快適
に過ごすことができます。

A

近くをよく見ることが多い日常生活と
スポーツやライブを見る時とで、コンタクト
レンズの度数を変えることは目に悪い
のでしょうか？

Q

オーストラリアの検眼医であるEfronらが実施した調査※によると、日本以外の先進国ではソフトコンタクトレンズ

ユーザーの35%以上が乱視矯正用のものを使用していますが、日本でのその割合は他の先進国に比べて低いことが

わかっています。何らかの理由で、乱視用のソフトコンタクトレンズが普及していないようです。スポ－ツ観戦やライブ

鑑賞の見えづらさの原因も、もしかしたら乱視にあるのかも…？

角膜の表面が不規則にゆがんでいる状態。ソフトコンタクトレンズ

や眼鏡での矯正が難しく、ハードコンタクトレンズでの矯正が必要。

プレーやパフォーマンスが見えづらい…

日本人の多くが“乱視”を自覚していない !?

不正乱視

乱視は夕暮れ時に自覚しやすい
眼科での乱視の検査には放射線乱視表などを使用しますが、身近なもの

でも乱視を自覚することができます。たとえば仕事の時にエクセル

シートで罫線の太さが縦と横で異なって見えたり、五線譜の線が多く

見えるなど“ある方向の直線”を見た時に“見えづらさ”を感じた場合は

乱視の可能性があります。また、日が暮れるにつれてモノが二重に見え

たり、視界がぼやけたりする場合も要注意。暗い場所だと瞳孔が開き、

乱視の影響が出やすくなるためです。症状が強くなると眼精疲労や

肩凝り、頭痛の原因となることもあるため、注意が必要です。

乱視にはいくつかの種類があり、年齢によって種類が異なるという

特徴があります。また、若いころは直乱視だったのに、年を重ねて

倒乱視に変化することもあるため、 定期的に眼科で検査を受け、

正しく矯正することが大切です。

年齢によって異なる乱視の種類

※ Efron N, Morgan PB, Helland M, Itoi M, Jones D, Nichols JJ, van der 
Worp E, Woods CA. Soft Toric Contact Lens Prescribing in Different 
Countries. Cont Lens Anterior Eye. 2011 Feb;34(1):36-8.

角膜や水晶体が一定方向にゆがんでいる状態、ゆがみの角度や方向

によって3つに分類される。

正乱視

斜乱視直乱視
若い世代に多く見られ、
近視や遠視を矯正した
状態で縦線がはっきり見
えるのが特徴、正乱視の
なかで最も多くみられる。

倒乱視
年齢を重ねるにつれて
症状が現れやすく、近視
や遠視を矯正した状態で
横線がはっきり見えるの
が特徴。

斜め方向にブレて見える
のが特徴、正乱視のなか
で最も少ない。

―放射線乱視表の見え方―

それ、もしかして乱視のせい？

1984年高知医科大学卒業。大阪大学医学部
眼科学教室を経て現在湖崎眼科副院長、大阪
大学大学院特任教授。専門は角膜疾患 白内障 
屈折矯正。円錐角膜のコンタクトレンズ処方や角膜形状、波面収差、
画像診断などの研究に従事する傍ら、関連学会での理事も兼任。乱視
に関する論文も数多く執筆している。

前田 直之先生

お話を伺ったのは



横からの光への対策法

サングラスだけでは不十分？

サングラスをかけていても、目の真横から光が入り
込むと、紫外線が角膜周辺部で屈折して、鼻側
に集中し、翼状片という病気になりやすくなる
と言われています。通常の眼鏡やサングラスで
UV 対策をしていると思っていても、案外目に
紫外線を受けている可能性があります。横から
の光の進入をサイドパネルで防ぐことができる
スポーツサングラスや、帽子やUVカット機能付き
のコンタクトレンズを併用すると、横からのUV
対策にも効果的です。

スポーツ観戦やライブ鑑賞において、近視・遠視・乱視と並んで“見えづらさ”の原因となるのが「まぶしさ」。ここでは、

まぶしいと感じるシーンに応じた対策方法についてご紹介します。

屋外でのスポーツ観戦やライブ鑑賞では長時間日差しを浴びることになる

ため、まぶしさだけでなく、紫外線から目を守ることも重要です。UV対策

も兼ねたまぶしさ対策を紹介します。

お出かけ好きな人ほど知っておきたい

サングラス コンタクトレンズ 帽子
レンズの色とUVカット率は
関係していないが、まぶしさ
対策には色が濃いものが
よい。UVカット機能付きの
製品と、そうでない製品が
存在するため、できるだけ
UVカット率が高いものを
選ぶ。

黒目の部分を覆うため、 目
に入る紫外線の量を減らす
ことが可能。UVカット機能
付きの製品と、そうでない
製品が存在するため、できる
だけUVカット率が高いもの
を選ぶ。調光機能付きの
コンタクトレンズも選択肢
のひとつ。

つばの長さが7㎝以上あり、
全周を覆う形の帽子の方が
まぶしさはもちろんUVカット
効果も高い。また、紫外線
を反射したり、吸収したり
する素材や黒や濃紺と
いった暗い色を使用した
ものの方がUVカット効果
は高い。

「遮光」「調光」「偏光」3つのまぶしさ対策

まぶしさだけでなく、UV※対策も

効 果  紫外線の量に応じてレンズの色が
変わり目に入る光の量を調節することが
可能。視界が暗くならないため、屋内外を
行き来する場面に適している。

注意点  まぶしさを完全には遮断できない。
紫外線によってレンズの色が変化するため、
窓にUVカットがついている車の運転時や
室内ではレンズの色は変化しにくい。

効 果  一定方向の光のみを透過させ、
乱反射してまぶしさの原因になる光を抑え
ることが可能。路面、水面、雪面などの
乱反射が多い場面に適している。

注意点  特殊なフィルターが熱や水分に弱く、
劣化しやすい。レンズをつけていない時に
比べ、視界が50～60％暗くなる。

効 果  ぎらつきの原因となる380～500nm
の短波長光をカットし、ぎらつきによる
まぶしさを抑えられる。

注意点 短波長光をカットすることにより、
青色が認識しづらくなる。カット率がレンズ
により一定のため、状況によっては視界
が暗いと感じる。

そんな時には… そんな時には… そんな時には… 
を！ を！を！ 調光機能付きレンズ 偏光機能付きレンズ 遮光機能付きレンズ

屋内外をたびたび
出入りするため、
環境の明るさ
（光の量）が
頻繁に変わる…

釣りをする際に水面
がまぶしかったり、
ウィンタースポーツ
をする際に雪の斜面
がまぶしい…

太陽や照明などの
強い光が
まぶしい…

サングラス

耳側 鼻側

サングラスのみ

サングラス

耳側 鼻側

サングラス+
UVカットコンタクトレンズ

※イメージ図

※ UV ＝ ultraviolet の略
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