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［第1号］　2012年9月

特集／ MR™ 開発物語
　　　  ─ MR™ シリーズはなぜ世界のデファクト・
　　　      スタンダードになりえたか。 ─

お客様訪問／東海光学株式会社
レンズは語る／ガラスとプラスチック

［第2号］　2013年2月

特集／ MR™ 最前線からの報告
　　　  ─ 販売店から見たMRの魅力と実力。
　　　  　 れんず屋（東京都） ─

お客様訪問／伊藤光学工業株式会社
レンズは語る／ランドルト環物語

［第3号］　2013年9月

特集／中国市場で躍進するKOC Solution

お客様訪問／ Rodenstock GmbH

レンズは語る／遠近両用メガネの歴史

［第4号］　2014年2月

特集 1／メガネ業界の救世主となるか。
　　　　 PC用メガネ。
特集 2／ RX技術の最先端
　　　      ─ HOYAのBOOM製造工場を訪ねる。─

レンズは語る／レンズを研磨した人たち。

［第5号］　2014年9月

特集／ MR™ が拓く機能性レンズの時代。
　　　  ─ 大牟田工場 ─

お客様訪問／セイコーオプティカルプロダクツ株式会社
レンズは語る／調光レンズの50年

［第6号］　2015年2月

特集 1／目を守る三井化学の技術
特集 2／ SDC  世界をリードするプレミアム
　　　　 高性能コーティング。
お客様訪問／ ZEISS Vision Care

レンズは語る／眼鏡の専門学校を訪ねる。
　　　　　　  ─ 東京眼鏡専門学校 ─ 

［第7号］　2015年9月

特集／ MR™ とDoGreen™ 活動
FOCUS View／「お花美メガネ」のテスト販売
　　　　　　 ─ ホプニック研究所 ─ 

お客様訪問／株式会社アサヒオプティカル
レンズは語る／めがね博物館を訪ねる
　　　　　　  ─ 福井県鯖江市 ─ 

［第8号］　2016年2月

特集／韓国ケミレンズの戦略
FOCUS View／ DoGreen™ 始動
　　　　　　 ─ インドグシャラート州 ─ 

レンズは語る／イタリアベッルーノのメガネ博物館

［第9号］　2016年9月

特集／ブラジル眼鏡産業の最前線
お客様訪問／ SOMO VISION CO.,LTD.

レンズは語る／コントラスト感度って何？

バックナンバーをご希望の方は、下記までお問い合わせださい。

〈お問い合わせ先〉

三井化学株式会社　ビジョンケア材料事業部
TEL:03-6253-3852　Fax:03-6253-4235
Mail: mr-info@mitsui-chem.co.jp

2017年 2月 ［第 10号］ TM

スポーツと視覚
レンズは語る

Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
お客様訪問

UV+420cut™レンズが
メガネ市場を活性化する。

NO.10
February  2017

特集

調光機能付きMR-8™を開発
世界最高倍率、2.0倍のスタンプルーペが誕生
インドで2回目となるDo Green™活動

FOCUS View

MR View バックナンバー 紹介
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UV+420cut™レンズが
メガネ市場を活性化する。

特集

ガネが誕生して約700年。メガネ

レンズがガラスからプラスチック

へと変わってから著しく機能・性能が上

がった。

メガネレンズの第一の機能は 「良く視え

る」 である。レンズメーカーでは、球面収

差や非点収差など見えにくくなる原因を

取り除くための設計改良に取り組んでき

た。特に遠方の度から手元の度に徐々に

変化している境目のない累進屈折力レン

ズの周辺部の歪みについては、今なお改

良が進められている。 「良く視える」 と言

う点では、光線透過率の向上にも力が入

れられ、新たなプラスチック基材やコー

ティングが次々と開発された。

快適な視界とともに、軽いメガネ、薄いレ

ンズへのニーズも高い。プラスチックメ

ガネレンズが開発された当初は1942年

に開発された屈折率1.50だけだったが、

1987年＊に屈折率1.60のMR-6が発売さ

れてから次々に高屈折率素材が登場し、

今では1.70を超えるメガネレンズが各

メーカーから出されている。軽量化のた

めに比重を1.0に近付けた素材も開発さ

れた。さらに、低ベースカーブ化、非球面

設計を施すことによって、よりいっそう

の軽量化、薄型化が進められた。

第二の機能は太陽光など強い光線に対す

る眼の保護。1930年に誕生したパイロッ

ト用のレイバンサングラスが有名だが、

ローマ帝政時代に既に存在したという説

もある。また、眼の保護という点では、は

るか昔から雪目対策として寒冷地の遮光

器が使用されている。

日本で紫外線への注目が集まり、紫外線

カットレンズが本格的に販売され始めた

のは1990年代に入ってから。当初は紫外

線の光波長380nmまでをカットできるメ

ガネレンズであったが、現在では、紫外線

のすべての光波長である400nmまでを

カットできるメガネレンズが主流となっ

た。これにはメガネレンズ素材における

光波長調整技術が向上したこと、並びに

高齢化の進展により眼の健康志向が高

まったことが背景にある。紫外線は白内

障の原因のひとつ、ということが一般で

認知された。

一方、青色光（ブルーライト）が注目され

るきっかけとなったのは2011年9月発

売のJINS PC（現JINS SCREEN）。度なし

メガネだ。同年のヒット商品番付で上位

にランクインし、翌2012年中には100

万本の販売を達成した。JINS PCのヒッ

トを機にレンズメーカー各社から青色光

カットを謳ったメガネレンズ、コーティ

ングが開発され度付の青色光カットメガ

ネが人気となり、一般眼鏡店も恩恵を受

けた。

こちらも需要のベースとなっているのが

眼の健康。パソコン、スマホ、液晶テレビ

が浸透したこともあって、疲れ目を感じ

る人が増えた。JINS PCの絶妙なマーケ

ティング戦略により青色光の眼に対する

障害が報道されるなど関心が高まってい

き、広告展開でニーズに火をつけた。

青色光カットの事例のとおり、消費者に

いかにして眼やメガネに対する知識や情

報を持ってもらえるか。消費者の知識と

情報量増大が第一のテーマとなる。認知

してもらえなければ始まらない。青色光

には害があるという認識が広がり、消費

者が知識や情報を持っていたため、青色

光カットレンズは眼鏡店にとって説明し

やすい商材となった。

しかし情報提供はそう簡単ではない。健

康によい、役に立つ、面白いなど消費者の

関心を呼べなければどんな情報も流され

るだけ。メガネではなかなかトレンドは

生み出しにくい。受動的ではあるが、時流

や消費者の生活と心理を読みながら的確

な情報提供をしなければならない。 「青色

光」  「ルテイン」 などキーワードのピック

アップも必要かもしれない。

ンズの持つ機能や利便性をいかに

消費者にわかりやすく伝え、理解

してもらうか。効果的な手段として“百見

は一体験にしかず”というように体験し

てもらうことがあげられる。レンズメー

カー各社が出している体験ツールや接客

シートなどを活用して、体験コーナーを

設けても良いだろうし、体験会としてイ

ベント化するのも話題づくりになる。多

くの眼鏡店がメガネの調整やメンテナン

スを定期的に案内しているが、これに合

わせてツールを活用した機能レンズ体験

会を実施してみてはどうか。ルテイン測

定会で集客に成果を上げている店もある。

説明だけにとどまらず、“体験”してもら

うことが、機能レンズ販売のキーワード

といえそうだ。

一方、1、2％程度のシェアしかないと言

われていた調光レンズや偏光レンズのボ

リュームが増えているという。眼鏡店の

意識が変わり、眼の健康を維持するアイ

テムとして調光レンズを提案する傾向が

出てきた。偏光レンズも釣りなどコアな

用途だけでなく、車の運転はもちろん普

段使いでも眩しさを抑え、眼が疲れにく

いことを訴求する店も少なくない。

ーザーニーズに合わせて、ファッ

ション、機能、度付き対応のサング

ラス提案ができるのは眼鏡店だけ。雑貨

店やホームセンターにはできないことだ。

メガネを視力補正のみを目的としたツー

ルとしてではなく、眼の保護や健康維持、

より快適に活動するための機能の提案に

よって、シーンに合わせたメガネやサン

グラスの複数使い分けを啓蒙する絶好の

チャンスとなっている。

45歳以上人口が50％を超えた日本では

高齢者へのアプローチが重要だ。現在の

高齢者は非常にアクティブ。パソコン、ス

ポーツ、映画や劇の鑑賞、趣味などを積極

的に楽しみ、人とのコミュニケーション

を盛んに行なっている。自分のライフス

タイルを実現するためには健康が大前提

となる。健康に対する意識は高くなる。

視ること、眼を保護することに対する関

心も当然、高まっている。十人十色のライ

フスタイルであるから、ニーズは多様化

してきている。紫外線カットをはじめブ

ルーライトカット、ルテイン保護などさ

まざまな機能レンズ、機能カラーが眼鏡

業界から提案され消費者に受け入れられ

ている。

メガネは顔の真ん中に置かれるものだか

らフェイスメイク、ファッション面での

提案は欠かせない。しかし、基本となるの

は眼の健康維持・増進となる機能だ。言う

までもないが眼の健康面で新たな機能が

生み出されれば注目を集めやすい。消費

者にメリットを提供できる。ただ、機能訴

求には注意が必要。根拠となる研究や

データが無ければ、誇大表現になってし

まう。どの波長の光が眼にどんな影響を

及ぼすのか。光と眼の研究も進めなけれ

ばならないだろう。

 
 

 

＊：1982年に上市されたアクリル系の1.60材料が
　  あったが採用したメーカーは少なかった。
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メ

ここ数年、メガネレンズには視力補正という本来の機能に加えて、眼を守りQOLを上げるための機能が求められるようになってきた。三井化学
が420nmまでのHEV(高エネルギー波長）をカットする機能性素材UV+420cut™を上市してから2年がたつ。このUV+420cut™の登場はメ
ガネマーケットに大きな影響を与えた。多くのレンズメーカーからHEVをカットするレンズが発売された。今回の特集では、UV+420cut™をはじ
めとした、眼を守りQOLを上げるための機能性レンズの動向について考察した。

メガネは機能商品へ。テーマは眼の健康。

 

寄稿
月刊「眼鏡」編集長　美濃部 隆氏

JINS SCREEN

美濃部 隆氏
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UV+420cut™ 材料が最初に採用された
のは、2014年12月に発売された東海
光学の 「ルティーナ」 である。ものを見
るのに重要な部分「黄斑部」に存在する
色素 「ルテイン」 が、紫外線などによっ
て損傷し、加齢黄斑変性という眼の疾
患が引き起こされるという報告がある。
「ルティーナ」 は、400～ 420nmまでの
HEV（High Energy Violetlight）を 効 率
よくカットし、 「ルテイン」 の損傷を抑
制するレンズとしてアピールしている。
また東海光学は、 「ずっと健康であるた
めに 光からもっと眼を守る」 をキー
ワードに、 「アイケアデザイン」 という
コンセプトを展開しており、 「ルティー
ナ」 はアイケアデザイン商品の第1弾と
して発売された。

 

アサヒオプティカルは、HEVをカット
するUVレンズとして「UV3G」 を2015
年3月に発売した。従来の眼鏡レンズで
は十分にブロックできなかったパソコ
ン、スマートフォン、テレビなどから発
する400-420nmのHEVをカットする
ことで、380nm～450nmの眼の健康に
影響を与える光を大幅にブロックでき
ることを強調している。また、眩しさを
感じる光を同時にカットすることで、
目が疲れにくく屋外でのコントラスト
を上げる効果が期待できることもア
ピールしている。

眼鏡チェーンのメガネのアイガンは、
東海光学と開発した紫外線・HEV対策レ
ンズ 「アイガンUV420」 を2015年４
月から販売している。紫外線カットに
加え、眼に酸化ストレスを与える紫外
線に一番近い可視光線（HEV）を94％
カットした。さらに、眩しさを感じる光
（ブルーライト）を、見た目のギラツキ
もなくカットしたことで、コントラス
トを上げる効果もあるという。実用性
と機能性を追求したというこのレンズ、
店舗では度付き・度なしのどちらにも対
応している。

ケミレンズ
［韓国］

コナント光学
［中国］

Nikkei Indonesia
［インドネシア］

LENSTEC Optical Group
［イギリス］

Nikkei IndonesiaとMitsui Chemi-
cals Asia Pacificは合同で、視能訓
練士向けにUV+420cut™セミナーを
開催

UK のラボ Lenstec Optical Groupで
の採用をはじめ、ヨーロッパで
UV+420cut™技術を使用したレンズ
が注目され始めている。

愛眼

［  アイガンUV420  ］
アサヒオプティカル

［  UV3G  ］
伊藤光学工業では2016年6月から、従
来の 「menimo（メニモ）」 シリーズに
HEVをブロックした製品を加えて販売
している。特定の波長を追求したレン
ズの場合、黄ばみや青みによりレンズ
自体の透明度がやや悪化してしまうこ
とがあるが、このレンズは、透明度を可
能な限り犠牲にすることなく、HEV
カット率とのバランスを保ち染色性を
高めたたという。

HOYAは2015年より、レンズ裏面から
のUV反射を約95%カットする機能を
加えた 「VenusGuard （ヴィーナスガー
ド）コートRUV」、 ブルーライトを軽減
する 「VenusGuard（ヴィーナスガード）
コートラピスRUV」 を発売している。表
面からのUVカットはもちろん、帯電防
止性、耐擦傷性、撥水性などの従来機能
はそのままに、レンズ表裏・全方位から
眼を守る 「眼にやさしい」 メガネレンズ
である。

HOYA

［  VenusGuardコートRUV  ］
［ VenusGuardコートラピスRUV ］

ニコン・エシロールは、今までのUV
カットレンズでは防げなかった、レン
ズ裏面に反射して目や眼元に跳ね返っ
てくる紫外線のカットに注目。裏面反
射UVカットを実現したコーティング
「クリザールUV」を発売している。
また、パソコンのモニターやLEDから
発されるブルーライトに対しては、
デュアルパワーでブルーライトカット
する「シーコートネクスト・サファイア」
がある。

ニコン・エシロール

［  クリザールUV  ］
［ シーコートネクスト・サファイア ］

伊藤光学工業

［  menimo  ］

セイコーアイウェアは2016年6月、紫
外線を100％カットし、420nmのHEV
を約80％カットする新レンズ素材「セ
イコーフロンティア」を発売した。HEV
の高いカット率に加え、青色光を反射
ではなく吸収してカットするため、従
来の青色光カットレンズのような青い
ギラつきが生じず、見た目に美しいレ
ンズとなっているのが特徴だという。

Zoff では、 HEVをカットする  「UV 
ULTRA レンズ」 を搭載した 「クリアサ
ングラス」 を2016年7月から販売して
いる。普段メガネやサングラスをかけ
ない人に、もっと気軽に目の紫外線対
策ができるようにと開発されたのが、
この透明な 「クリアサングラス」 であ
る。度無しのサングラスが基本で、度を
付けるときには別途費用がかかる。

Zoff

［  UV ULTRAレンズ  ］
セイコーアイウェア

［  セイコーフロンティア  ］

東海光学

［  ルティーナ  ］
ヴィーナスガード

ヴィーナスガード

デモキット

UV＋420cut™が眼に影響を与える光
をカットすることを実際に体験すること
ができる。
＊詳しくは実演ビデオをご覧ください。

http://uv420cut.com/jp/scene/

Webサイト
UV＋420cut™レンズの効果
と特徴を日本語・中国語・英
語でわかりやすく紹介。
www.uv420cut.com

三井化学とコラボレートして
「Vision Expo West2015」で
Perfect UV™をアピール

三井化学アメリカとバウチャーシス
テムという「UV++」のプロモー
ションを展開
＊詳しくは本誌「お客様訪問」をご覧ください。

三井化学がUV+420cut™材料を上市したのは2014年10月である。現在ではキャスターの数も増え、日本国内だけでなく世界各国で販売
されている。また、さまざまなレンズメーカーから、有害な光線から眼を守ったり、眼精疲労から眼を守る製品が発売されている。販売の現場
でも、視力矯正のメガネを売る店から、眼の健康のためのソリューションを提供する店が業績を伸ばしているそうだ。そんな各社の取り組みに
ついてレポートする。

各社の「眼の健康」に対する取り組み

コンセプトムービー
QRコード これまでの青色光カットレンズ

（反射してカット）
フロンティア

（吸収してカット）

UV+420cut™ のデモキットとWEB展開

〈各レンズ性能比較〉
通常レンズ
メニモ
420nm特化型HEVカット率

染色性

ルテインを保護することで酸化ストレスを低減し、
ルテイン（色素）劣化を抑えます。

UV-A・Bカット率

透明度 400nmカット率
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波長nm

〈高エネルギー波長をブロック〉

〈ルティーナを装用しつづけた眼〉
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※イラストはイメージです。

UV+420cut™レンズの海外での展開

酸化ストレス小

ルテイン

光
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view 02
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開発に携わったMS-R&Dと三井化学の担当者

調光機能付きMR-8™を開発 ～屈折率1.60のSunSensors™～

インドで2回目となるDo Green™活動

当社グループは、「環境と調和した共生社会の実

現」を目指して、Do Green™ と名付けた植物由

来製品を開発している。Do Green™ MR-60™ や

MR-174™ は世界初の植物由来素材による視力矯

正用高屈折率レンズ材料で、日本とアメリカで

JORAとUSDAのバイオマス製品認定を取得

し、従来の化石原料由来レンズ材料と同等レベル

の品質を確保している。また、Do Green™製品を

通じて地球環境に配慮することはもとより、社会

的課題の解決に貢献していく活動をDo Green™ 

活動と名付けて取り組んできた。

今回当社は2016年11月12日から4日間に亘

り、インドのウッタラ・プラデシュ州マトゥラ県

にて認定NPO法人 ICA文化事業法人、Holistic 

Child Development India、お よ び  Naujhil 

Integrated Rural Project for Health and De-

velopment、コミュニティー・オーガナイザー、

現地村人の3団体及びボランティアのご協力を

得て、Do Green™ 活動の取り組みを実施した。

今回の活動では、昨年の活動をもとに拡大し農

家とその周辺住民805名（昨年活動の約5倍）の

検眼を実施し、視力の問題が確認された224名

に新たに簡易眼鏡を配り、白内障の症状が確認

された193名には今後現地団体が政府や現地企

業に募金を呼びかけ、何らかの処置を行うこと

になっている。

Do Green™ の考え方に共鳴いただいた団体やボ

ランティアのご協力により、目の健康に関する

サポートをさらにに深めることができた。

当社グループは今後もDo Green™ を通じて、環

境と調和した共生社会の実現に貢献していく計

画である。

眼の健康を維持するアイテムとして注目されて

いる調光レンズ。三井化学は2014年から

SunSensors™ ブランドでインマス（練り込み）

製法＊1の調光レンズを提供している。高屈折率

レンズ市場で広く使用されているMR™ 素材に

よるインマス調光レンズは眼鏡業界で長年渇望

されてきたが、MR™素材は樹脂が硬いため紫外

線を照射しても色素の構造が変化しにくいとい

う課題があるため、アクリル素材が基材として

使用されてきた。

それが今回、屈折率1.60のMR-8™ 材料で調光

レンズを完成させることができたのは、MS- 

R&D（三井化学シンガポールR&Dセンター）の

協力が大きかった。MS-R&Dのナノテクノロ

ジーを研究するチームと共同開発をすすめるこ

とで、MR™ 素材の物性を維持しながら色素の構

造を変化させることが可能になったのである。

製品名はSunSensors™ MR-8™。「薄くて軽い」

を特長とするMR™ により、レンズの度数が強い

方もSunSensors™ のターゲットとすることが

できる。これによりSunSensors™ シリーズは、

1.50材料、1.55材料、1.60材料というライン

アップになった。すでにSunSensors™ MR-8™

の提供を開始しているが、市場の反応はいいよう

である。チオウレタン素材はより樹脂強度があ

るため、従来のアクリル素材では難しかったリム

レスやナイロール（レンズ下部がフレームレスの

デザイン）等も可能になるほか、インマス製法の

ため、ハイカーブなどコート材では難しいレンズ

にも調光できることも市場から受け入れられて

いる理由だという。現在1.67材料についても開

発をすすめているということで、SunSensors™ 

の可能性はますます広がっている。

当社では「消費者に本当に必要なモノ」をテーマ

に、2014年からさまざまなアイデアを検討して

きたが、そんな中から「弱視」をテーマにした製

品開発ができないかということになり、視覚障

害者支援を行う（福）日本ライトハウスの田邉先生

にヒアリングを重ねてきた。そんな中で、卓上

式拡大鏡のひとつであるスタンプルーペの現状

の倍率は1.8倍までしかなく、弱視者にはこれ

では足りないことがわかってきた。そこで、日

本ライトハウス、メガネレンズメーカーの㈱ホ

プニック研究所、及び当社が共同開発をし、世

界最高倍率2.0倍の拡大鏡、スタンプルーペ「み

てみ」が誕生した。その材料として使用されてい

るのが、高屈折率レンズ材料MR-8™ である。三

井化学はこれからも、Quality of Viewの向上に

寄与するレンズ材料の新たな可能性を切り拓い

ていきたいと考えている。

世界最高倍率、2.0倍のスタンプルーペが誕生

＊1： インマス製法：基材の中に練り込んだ色素の化学構造の変化
　　 により発色する仕組み。

眼科医による目の検査 検眼を待つ現地住民の皆様

Do Green™活動員 現地にて歓迎の意を示される三井化学担当者

(左から）
ホプニック研究所  髙木社長、日本ライトハウス  田邉先生
ホプニック研究所  相磯研究開発部長、三井化学  德永氏
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Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

（以下コナント光学）は、中国を代表する
レンズメーカーである。従業員1600人
を擁し、国内ばかりでなく、北米をはじめ
アフリカにも展開している。今回の「お客
様訪問」は上海にあるコナント光学を訪
ね、技術開発やマーケット戦略について、
創立者であるＦｒａｎｋ Z Fei氏、営業・マー
ケティング担当のＪａｃｋ Chen氏、技術担
当のGenting Cao氏の3人に話をお伺
いした。

Ｆｒａｎｋ Z Fei氏にお聞きしました

コナント光学を設立した1996年当時、中
国においては樹脂製の眼鏡レンズはまだ
まだ浸透していませんでした。中国市場は
大きいのでこれを事業として立ち上げれ
ば成功すると考えました。最初は屈折率
1.50材料のCR-39の染色から始め、そ
の後、1.56材料、そしてMR™材料による
高屈折率材料へと広げていきました。
1999年にはアメリカに染色レンズの供給
を始め、2000年からは海外の市場をタ
ーゲットにするようになりました。現在では
海外輸出が全体の80％を占めています。

 生産を開始して間もなくアジア通貨危機
（1997年）に襲われました。当時はサング
ラスレンズをフレーム会社に供給する単一
事業でしたから大きな打撃でした。嗜好品
であるサングラスは経済状況の悪化にダ
イレクトに影響を受けました。中国政府か

らの援助もあり倒産は免れましたが、こう
した経験から、サングラスレンズだけでは
いけないと、1999年から製品の多様化
を進めています。

ADC材料で製造をしていくなかで、お客
様から高屈折率のウレタン材料が欲しい
というニーズがありました。そこでアクリ
ルとウレタン混合の材料を試したのです
が、結局うまくいきませんでした。そこで
MR™材料を採用したのですが、この材料
はとても品質が安定していました。製品の
ラインナップも豊富なこともあり、とても
満足しています。

Jack Chen氏にお聞きしました

欧米市場では高機能レンズに対するニー
ズが拡大しています。とくにヨーロッパで
は、420nmまでのブルーライトをカットし
た私たちのUV++に加えて、染色レンズ
も認可されたことにより、今後は選択的に
まぶしい波長をカットするNeoContrast™

の染色レンズにも注力していく計画です。
また、アメリカ市場ではこれまで以上に
UV++の販売を強化し、宣伝や展示会、
眼科医と連携したセミナーなどを積極的
に展開していきます。

現在、コナント光学の中国向けシェアは
20％と低いですが、ポテンシャルの高い
市場です。欧米向けのマーケティングが落
ち着き、人員が拡充したら国内市場も強
化していきたいと考えています。屈折率で
は、1.56がボリュームゾーンですが、これ
を、度数が低い人向けの1.50製品、そし
て屈折率の高いMR™製品という2方向に
展開していく計画です。

2016年末にRXラボの全自動化を実現す
るなど、設備を充実させてRXに注力して
います。また、最新の機器によるレンズ用
のモールド（ストックレンズ・RXレンズ用）
製造も行っています。レンズの製造には、
リードタイム（納期）、品質、サービスが重
要ですが、コナント光学は浦東（プードン）

国際空港まで近いという利点を生かして、
世界中に高品質の製品を迅速に届けてい
ます。

いくら優れた製品を開発しても、お客様に
説明できなくては販売機会を逃してしまい
ます。マーケティングにとって大事なこと
は、いかに製品のベネフィットを多くのお
客様に知っていただけるかということで
す。そのためには販売員のトレーニングは
必要です。また、デモキットも効果がある
と思っています。2016年、三井化学アメ
リカ（MCA）と連 携して、バウチャー
（Vaucher）システムというUV++のプロ
モーションを行いました。これは、ECP

（Opthalmologist, Optｏmetrist、Opti-

cian、アイケアプロフェッショナル）の
方々が自分の処方箋を書いて送ると、そ
れに合わせたRXレンズをつくり、各ECP

で好きなフレームに入れてもらうシステム

です。ECPの方々を媒介（広告塔）とし
て、より多くのお客様にUV++の優位性
を知っていただくことができました。

OEM製品は各リテーラーのブランド名で
売りますが、その時に素材や技術の高さ
を保障するためにMR™ロゴが大事になっ
てきます。リテーラーや卸売会社は常に新
しい製品を探しています。材料メーカーで
ある三井化学とレンズメーカーであるコナ
ント光学がコラボレーションする価値は、
非常に高いと考えています。

Genting Cao氏にお聞きしました

コナント光学が現在進めている製品開発
の流れは、１つのレンズに複数の機能をも
たせるということです。眼を守る偏光レン
ズや調光レンズが注目されていますが、コ
ナント光学はこれにUV++機能をプラスし
ました。また、年齢ごとのニーズに応える
製品として、青少年に対しては度数が進む
のを抑制する近視防止レンズを、シニア

向けには累進レンズを提供していますが、
これらにもUV++機能をプラスして多様
化するニーズに応えています。

420nmカットレンズは市場の主流になっ
ているので、コナント光学もUV++に一番
力を入れています。また、これからの製品
であるNeoContrast™についても、社内
で何度も実験しその効果を確かめました。
準備ができ次第、新製品としてプロモーシ
ョンしたいと思っています。

コナント光学のモットーは、「堅実で革新的
に、高品質で高効率に、顧客第一に絶え
ず改善する」ということです。生産技術の
高いチーム、優れた生産設備、品質の高
い製品という3つのセールスポイントを武
器に、コナント光学はこれからも新しい市
場のニーズに応えていきます。

会社存亡の危機を経験したコナント光学
が見事に復活し成長を続けているのは、
製品の多様化を進め、積極的に海外に展
開し、そして常に市場のニーズに先手、先
手と取り組んできたことにあった。今後の
コナント光学の発展に期待する。

＊＊＊

 

 

 

Business Type : Manufacturer, Trading Company
Location : Shanghai, China (Mainland)
Main Products : Lens, RX Lens, Free Form Lens, Optical Lens, Glasses Lens
Total Employees : Above 1000 People 
Total Annual Revenue: US$10 Million - US$50 Million
Year Established : 1996 
Top 3 Markets : Domestic Market 20.00%, 
　　　　　　 North America 15.00%, 
                          Africa 10.00%
Certifications : ISO9001
Product Certifications : CE

Company Overview

•
•
•
•
•
•
•

•
•

お客様訪問
Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

－－－ 設立の背景についてお話ください。

－－－ これまで順調な道のりでしたか。

－－－ MR™を採用された理由について。

－－－ RXラボを強化しているそうですが。

－－－ プロモーション活動の課題について。

－－－ 新製品開発の方向性について。

－－－ 一番アピールしたい製品は何ですか。

－－－ コナント光学の製造モットーについて。

－－－ 三井化学とのコラボレーションについて。

－－－ 欧米市場でのマーケティング戦略につ
いて。

－－－ 中国市場でのマーケティング戦略につ
いて。

President
Frank Z Fei 氏

Sales& Marketing　
Jack Chen 氏

Deputy General Manager/
Technical Manager
Genting Cao 氏

アメリカマイアミでのセミナー
全自動化RXラボ

モールド製造機

工場に併設されたショップ

 

 



スポーツと視覚レンズは語る。
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一般に、スポーツでは「体力」が必要だ

が、「見る力」も重要なスキルである。アメ

リカでは1970年代の後半から「スポーツ

と視覚」についての研究が盛んに行なわ

れるようになった。1978年には、検眼医

（Optometrist） の 組 織 で あ る A O A  

（American Optometric Association）の

中に 「Sports Vision Section」 が作られ、

スポーツと視覚に関する本格的な研究が開

始された。日本では1986年にAOAのフィ

リップ・スミス氏が来日してスポーツビジョ

ンについて講演したことをきっかけに関心

が高まり、1988年、「スポーツビジョン研究

会（Japan Sports Vision Academy）」が

発足した。

「スポーツビジョン研究会」は、今までに

3,500人近くのスポーツ選手の視覚を測

定・分析してきた。その中には、野球、サッ

カー、テニスなどの球技のほか、剣道、空

手、ボクシングなどの格闘技、カーレース、

競艇、オートレースなどのプレーヤーが含

まれている。

「スポーツビジョン研究会」代表の真下一策

氏は、8年間にわたり広島カープでスポー

ツビジョンの検査をするなど、多くのスポー

ツ選手の視覚を検査してきたが、競技力の

優秀な選手ほど優秀な視覚を持っていると

語っている。また、競技種目によって必要

な視機能に差があることもわかってきたと

いう。こうしたスポーツビジョンの検査は、

アメリカで開発されたコンセプトに基づい

て14の項目で視覚の分析を開始したが、

その後真下氏たちは10年の研究期間を経

て、日本独自の測定方法を開発し、現在は

下の8項目で分析を行なっている。

「スポーツビジョン研究会」事務局東京メガ

ネスポーツビジョンセンター室長、飯島隆

氏にご協力いただいて、スポーツビジョン

の検査を受けることにした。 

「スポーツビジョン研究会」では、スポーツ

選手3,500名以上のデータから統計学を

用いて基準を設定している。右図の赤色が

優秀なプロ野球選手のスポーツビジョン能

力の判定結果である。40点満点で得点は

33点である。満点の選手はまだいないと

いう。青色と緑色が今回検査を受けた2人

の結果である。スポーツの経験があって

も、年齢とともに低下してくるのだと飯島

氏は話してくれた。

「深視力」や「瞬間視」は中心視で目標を見

るときの認識力であり、一瞬見ただけでた

だちに判断する能力が要求される。新聞や

雑誌などを瞬間的に開いて何が書いてあっ

たか、どんな写真だったかを思い出すよう

にする簡単なトレーニングでも向上すると

いう。

「DVA動体視力」「眼球運動」「眼と手の協

応動作」では、目標に視線を素早く向ける

トレーニングが必要だ。電車の窓から外の

看板や駅名などをはっきり見ようとするこ

とがＤＶＡ動体視力のポピュラーなトレーニ

ングである。路線の電柱は等間隔のためタ

イミングが取りやすく、電柱一本ずつはっ

きり見るのは最も効果的だという。

「静止視力」については、トレーニングによっ

て改善することはできない。視力不足には

「視力矯正」が必要である。視力矯正の方法

としてはレンズを使ったメガネやコンタクト

レンズ、オルケトラジー、またレーシックに代

表される角膜手術の方法がある。この「静止

視力」が改善されると相関のある「KVA動

体視力」「コントラスト感度」「深視力」が自動

的に良くなる可能性があるという。子どもの

場合にはメガネしか選択肢がなく、サッカー

競技ではゴーグルタイプのメガネをかける

ことが認められているが、スポーツによって

は、メガネの着用に関して規定がない、ある

いは積極的ではない種目もあり、それが競

技中の事故の原因となったり、スポーツの

上達を妨げている場合もあるという。視覚

（スポーツビジョン）を改善するためには、ま

ず「視力矯正」が大切であり、そのためには

安全性の高いメガネは効果的なのだ。

①静止視力
ランドルト環による一般に視力検
査といわれているものである。ス
ポーツ選手の適正な視力は、1.2
～ 1.5以上だといわれている。
②KVA動体視力　
手前に迫ってくるランドルト環をい
かに早く識別できるかを測る動体
視力検査である。静止視力に相関
しており、平均して静止視力から3
割（0.9の人は0.5に）ほど低下す
るという。この検査は日本で提唱
された視覚検査で、遠くから時速
30㎞で向かってくる目標を見る検
査をする。動体視力は年齢ととも
に低下するため、75歳以上の運
転者が運転免許を更新する際の
適性検査の一つとしても使われて
いる。

③DVA動体視力
近づく目標を見るKVA動体視力
とは違い、眼の前を一瞬で横に移
動する目標（ランドルト環）を識別

する動体視力検査である。DVA動
体視力は、特に野球選手のバッテ
ィングなど、球技で重要になってく
る能力だという。

④コントラスト感度
白黒の微妙なコントラストを識別
する能力を測る検査で、縞模様の
コントラストチャートがどこまで判
読できるかを検査する。コントラス
トとは、対象物の明るさとその背
景の明るさの対比のことであり、
たとえば、東京ドームで上がったフ
ライボールを見分けるのに必要な
能力だという。このコントラスト感
度も静止視力に相関している。

⑤眼球運動
静止した目標に正確に視線を移す

能力を測る検査。モニター上のど
こかに色の違うポイントが現れた
ときに、それを識別する周辺視野
内で見つけた目標に、いかに素早
く正確に視線を向けられるかの能
力を測定する。

⑥深視力　
距離感、位置関係を見極める能力
の検査。2本のバーの間を1本の
バーが前後に動くので、3本のバ
ーが横一線に並んだと思ったとき
にスイッチを押す。両眼で見る能
力（両眼視機能）が非常に重要で、
サッカー選手は特にこの能力が高
い。この深視力検査は、大型免許
や2種の運転免許取得時にも使わ
れている。

⑦瞬間視　
一瞬のうちにたくさんの情報を正

確につかむ能力を測定する。6ケ
タの数字が一瞬表れて消える。一
見スポーツと関係ない検査のよう
であるが、一流のスポーツ選手は
この能力が非常に高いという。ゆ
っくり周囲を見る時間はなく、即
座に味方の位置、相手の位置など
状況を把握することが求められる
スポーツ選手には特に必要な能力
だという。

⑧眼と手の協応動作
眼で捉えた目標に手で素早く反応
する能力の検査。ボードに60個の
ライトが次々に現れるので、それ
を順に押して消す。モグラたたき
と同じ要領である。一点だけに集
中せず、どれだけ広い視野もって
見ているかと、目標に正確に視線
を向ける能力が大切である。

スポーツビジョンの検査

「スポーツビジョン研究会」
代表の真下一策氏

スポーツビジョンセンター
室長の飯島隆氏 

 

KVA動体視力（左）
DVA動体視力（右）
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スポーツビジョン研究の歴史

実際に検査を受けてみる

注目されてきたスポーツビジョン

検査結果を数値化して
客観的に判断

簡単にできる視覚を向上させる
トレーニング

スポーツビジョンの基本は
視力補正

スポーツと視覚第10回

①静止視力（SVA）………………… 一般に「視力」として検査をされている
②KVA動体視力（KVA）…………… まっすぐ近づいてくる目標を見る時の動体視力
③DVA動体視力（DVA）…………… 眼の前を横に移動する目標を見る時の動体視力
④コントラスト感度（CS）………… 微妙な明暗のコントラストを識別する
⑤眼球運動（OMS）………………… 静止した目標間に正確に視線を移す能力
⑥深視力（DP）……………………… 距離の差を感じる能力
⑦瞬間視（VRT）…………………… 見えた物を一瞬のうちに入力する能力
⑧眼と手の協応動作（E/H） ……… 眼で捉えた目標に手で反応する
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プロ野球選手 今回の被検者

CC

50代男性
30代女性
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