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第1章　 緒 論

吾人人類ハ暗調應ナル一生理的機能ヲ存シ白晝ニ於 テ活動スルノミナラズ夜間ニ於テモ又活

動 スルコトヲ得,即 チ吾等 ガ夜間ノ低照照明ニ對應 スルニ至ルヤ網膜ノ視細胞ハ明所ニ適應 セ

ル状態 ヨリ次第ニ夜間ノ照明ニ調應 スベキ感光度ノ増進 ヲ惹起 スルモノナリ.而 シテ斯クノ如

ク感光度 ノ増進 スル時間的推移ニ就キテハ既ニAubert, Nagel等 多數ノ研究者輩出シ之 ヲ定

量的ニ檢索 シ現今ハ其經過 ヲ暗調應曲線 トシテ發表サルルハ周知 ノコトナリ.偖 テ飜 ツテ人類

以外ノ動物例ヘバ蛙 ノ如 キハ人類 ト同ジク白晝ニ於テノミナララズ夜間ニ於テモ低照照明ノ下

ニ甚ダヨク活〓ナル運動ヲナスヲ知ル.故 ニ蛙モ人類 ニ類似セル暗調應機能 ヲ有 シ又一定ノ感

光度増進ヲ呈スルモノ ト推理 スルコトヲ得.然 レドモ吾等 ト蛙 トノ間 ニハ意志相通ズル言語ナ

キガ故 ニ人間ニ於ケル ト同樣 ニ光神計ノ前 ニ立チ質問應答ヲ交へ感光度増進ノ經過 ヲ計測 スル

コトハ全ク不可能ナリ.余 ハ先ニ得タル人類 ノ暗調應機能 ニ關 スル知見ヲ以テ茲 ニ組織的方面

ヨリ蛙 ノ暗調應機能ヲ類推セ ント試 ミタリ.

第2章　 人類 ニ於 ケル暗調 應 曲線

周知ノ如ク吾等ガ明所ヨリ急ニ暗所ニ這入ルトキハ其瞬間ハ何等物體ヲ見ルコト能ハザレドモ暫時時ヲ

經 ルニ從 ヒ光度 ノ弱キ物體 ヲ認識 スルニ至 ル コトハ

日常吾人 ノ經驗 スル所ナ リ.斯 クノ如 キ生理的現象

ヲ暗調應 ト命名 セ リ.而 シテ斯 カル現象ハ既 ニ遠 ク

Gotheノ 時代 ヨ リ記載サルル所 ニシテ又天文學者ガ

夜 間天體 ヲ觀測 セ ントスル際 ニ注意サ レタル所 ナ リ

キ,共 後該機能 ヲ定量的 ニ研究 シタルモノハAubert

ヲ嚆矢 トシForster, Treiter, Piper, Nagel等 本邦 ニ

於テハ最近中村文平氏及 ビ齋藤武文 氏等 ノ詳 細ナル

研 究 アリ,即 チ上記諸 氏ハ種 々ナル光神計 ヲ用 ヒ暗

調應時感光度 増進 ノ經過 ヲ計 リ暗調應曲線 トシテ發

表 セ リ.而 テ其研究 多數 ナ リト雖 モ現在ハPiper及

ビNagel氏 等 ノ成績 ニ殆 ド一致 シ之 レヲ承認 サ レツ

ツア リ.今 其暗調應曲線 ノ2-3ヲ 次 ニ掲ゲ ソ.

第1表 Piper氏 曲 線
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第2表 Nagel氏 暗調應曲線

第3表　 齋藤氏暗調應曲線

即 チ上記 ノ圖表中Piper, Nagelノ 曲線 ハ歐人 ニ就キ齋藤氏 ノ曲線 ハ本邦人 ニ就 キ計測 セラ レタルモ ノナ

リ. Aubertニ 依 レバ暗調應時感 光度増進 ハ暗調應開始 ノ初 メニ於 テ急 ニ増加 シ然 ル後緩 カニ増加 ス トナス.

 Piperハ 暗調應開始後10分 迄ハ緩 カ ニシテ10分 前後 ヨ リ急 ニ増進 シ30分 後ハ緩 カ トナ リ45分 乃至60分

後 ハ著 シク緩 カ トナルモ ノナ リトセ リ. NagelモPiperノ 曲線 ニ一致 シ暗調應10分 迄 ハ緩徐 ニシテ10分 前

後 ヨ リ急 ニ増 加 シ30分 ニ於テ又緩 カニナル ト云 フ.中 村文平氏ハ氏 ノ考按 ニナ レル光神 ヲ用 ヒ測定 セル所

ニ依 レバ同 ジク暗調應10分 迄 ハ緩 カニ シテ 夫 レヨ リ60分 迄 ハ直線状 ニ感 光度 ノ増進 ヲ呈 ス トシ齋藤 氏ガ

中村氏 ノ光神計 ヲ以テ更 ニ研究 シタル結果 ニ依 レバ中村氏 ノ曲線 ニ一致 シ感光度 ノ増進ハ55分 迄持續 シ其

後 ハ増加 セズ トナセ リ.然 ルニ其後 ノ感 光度 ノ増進 ニ就 キテ ハNagel及 ピ 山中崔之 氏等 ハ1時 間以後 モ尚

ホ僅少 ナ リト雖 モ感光度 増進 ヲ螢 ムモノナ リト云 フ.一 般 ニ諸 氏 ノ報 告セル感光度増進 ヲ見 ルニ暗調應開

始後10分 迄 ハ感光度 ノ増進殆 ド緩 力ニシテ10分 前後 ヨ リ急速 ナル感 光度 ノ増進 ヲ惹起 シ30分 乃至50分

頃最高感光度 トナリ其後 ハ更 ニ緩徐 トナ ルカ或ハ全 ク増加セザルモノナ リ.

從來暗調應機能ハ第一次暗調應 ト第 二次暗調應 トノ二 ツニ區別 サル.而 シテ第一次暗調應ハー名圓錐體

暗調應 トモ稱セ ラレ 圓錐體 ノ螢ム感光度増進ニ シテ暗調應開始後10分 乃至15分 迄 ノ間 ヲ其機能 ト認 メラ

レ,第 二次暗調應 トハ一 名圓柱體調應 トモ稱 セラ レ圓柱體 ノ螢ム感光度 増進 ニシテ暗調應開始後10分 乃至

15分 頃 ヨ リ以後 ノ感 光度増進 ヲ其機能 ニ歸セラル.併 シナガラ兩視細胞 ノ暗調應機能 ヲ比較 スル ニ圓錐體

ノ感 光度 増進 ハ殆 ド極度 ニ達 シタル トキ 暗調應開始時 ノ約50倍 ニ過 ギザ ルモ 圓桂體 ノ感 光度増進 ハ 極度

ニ達 シタル トキ暗調應開始時 ノ1500倍 又ハ遙 ニ是 レ以上ナ リトセ ラル,故 ニ圓錐體暗調應 ハ暗所 ニ入 ルヤ

早期 ニ其 感光度 増進顯 ルルモ其増進 ノ力弱 ク之 ニ反 シ圓柱體暗調應 ハ前 者ヨ リモ遲 レテ發現 ス ト雖 モ,顯

ルルヤ遙 ニ感 光度増進強 ク時間 ノ推 移 ニ從 ヒ直 チニ圓錐體 ノ感光度 ヲ凌駕スル ニ至 ルモ ノナ リ.

第3章　 實 驗 ノ 目 的

既 ニ前章 ニ於テ人 類 ニ於 ケル暗調 應機能 ノ大 略ヲ記述 シタル如 ク,第 一次暗調應 ハ圓錐體視 細胞司 ドリ

第二次暗 調應ハ圓柱體視 細胞 ニ依 リテ螢 マ レ夫々明所視 ノ状態 ヨ リ暗所視 ノ状態 ニ向 ツテ變 換 シ夫 レニ適

應 セル感 光度 増進 ヲ惹起 スルモノナ リ. Parinau, Kries等 ニ依 リ立テ ラレタルニ原基説 ニ依 レバ圓錐體 ハ白
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晝装置ニシテ明所ニ於ケル視機能ヲ司ドリ,圓 柱體ハ黄昏装置ニシテ暗所ニ於ケル無色視ヲ螢ムモノトセ

ラル,此 二原基説ニ從ヘバ明所ニ於テノミ活動スル動物ハ圓錐體多ク暗所ニ於テ盛ンニ活動スル動物ニハ

圓柱體多ク又圓柱體多キ所ガ光神ヨキ事實ヲ説明スルコトヲ得,又 網膜ニハ視紅素ナルモノアリ總ペテノ

脊椎動物ノ網膜ニ證明セラレ圓柱體ノ外節ニノミ含有サルルコトハ既ニ周知ノコトナリ.而 シテ視紅素ハ

日光ニ遇ヘバ褪色シ暗所ニ置ケバ次第ニ再生シ來ルモノナリ.而シテTreudelenburgニ 依 リ確カメラレタ

ルガ如ク視紅素ノ各波長光線ニ依ル褪色値曲線ト黄昏視ニ於ケル明度分配曲線 トハ大要相符合ス,故 ニ視

紅素ガ暗機ト見做サレタル圓柱體外節内ニ存在シ光神ニ最モ關係深キモノナルコトハ現今殆ド疑ヒノナキ

所ナリ.又二原基説ノ主唱者タルKriesハ明機タル圓錐體視細胞ノミヨリナレル人類黄斑部ハ生理的夜盲ナ

リト云フモNagel, Schofer, Perz等多數ノ研究ニ依レバ圓錐體モ暗調應ニ際シ僅カナリト雖モ感光度増進ヲ

初期ニ起スモノナリトス.

余ハ數年ノ間蛙眼網膜視細 胞ニ關 スル實驗的研究ヲ行 ヒ圓桂體ノ外節 ハ明暗ノ差ニ基キ 「ト

ル イヂン」青ニ依ル染色反應 ニ差異ヲ生ジ明蛙 ニ於 テハ外節ガ淡青 ニ着色 スルニ反 シ暗蛙 ニ於

ケル是 レハ濃青藍色ニ染色 ス而シテ斯クノ如ク明暗ノ差異ヲ顯 ス該染色質ニ就キ種 々ナル理學

的竝 ニ化學的性状ヲ研究 シタルニ殆 ド視紅素ノ性状ニ一致シタルヲ以テ其本態 ハ視紅素ナルベ

シト推斷セリ(岡 山醫學會雜誌第39年 第8號 發表).故 ニ明調應蛙 ヲ暗保スルコトニ依 リ圓柱

體外節ノ染色色調ガ次第ニ推移シ行ク状態ヲ窺 フコトヲ得バ以テ蛙 ノ光神増加 ノ經過ヲ類推ス

ルコトヲ得べ キナ リ.

次 ニ圓錐體 ニ於 テハ内外兩節ノ界ニアル油球 ハ其機能ニ關 シ未ダ定説 ナシト雖 モ余 ガ既 ニ報

告 シタル如ク「トルイヂン」青 ニ依リ明蛙ニ於テ濃青色ニ着色 スルモノガ暗保スルコ トニ依 リ其

染色性 ヲ失 ヒ而 シテ斯カル變化ハ暗保ニ依 リテハ1時 間30分 乃至2時 間ニシテ完成スルニ反

シ照輝ニ遭 フヤ數分ニシテ明蛙 ノ反應ヲ來ス(岡 山醫學曾雜誌第39年 第9號 發表）.此 事實ヨ

リ思考スル トキハ油球 ガ唯一ノ光覺装置ナラズ トスルモ其大部分ハ光覺ニ参與スルモノ ト信 ジ

テ可 ナラン.換 言スレバ其油球 ハ圓錐體視細胞 ノ内ニ介在 シ照明 ニ對 シ反應 スルー物質ナルコ

卜明カナ リ,故 ニ余 ハ明調應 セル蛙ヲ暗保スルコ トニ依 リ其油球ガ變化 シ行ク状態ヲ觀察 シ得

タランニハ圓錐體暗調應時ニ於ケル其光神機能増加ノ變化ヲ窺 フコトヲ得 ント思考 セリ.飜 ツ

テ山中崔之氏ハ人眼ニ「ア ドレナ リン」ヲ點眼スル トキハ暗調應ニ際 シ感光度増進が著 シク遲延

スルコトヲ以テ蛙眼ニ「アドレナリン」ヲ貼眼 シ暗保スル トキ其色素上皮細胞内色素顆粒ノ運動

ガ遲延 スル實驗的成績ヲ得テ人眼ニ於 ケル暗調應障碍ヲ説明セリ.又 林有造氏ハ人眼ニ於テ白

内障摘出ヲ受ケタル水晶體缺乏眼ニ光神障碍色神視野ノ狭窄ヲ認 メ鳩 ノ水晶體ヲ實驗的ニ摘出

シ之ニ暗調應ノ實驗ヲ行 ヒタルニ色素顆 粒及 ビ圓錐體 ニ運動障碍ヲ目撃 シ水晶體缺乏 ノタメ太

陽光線中ノ紫外線ガ到達 シ網膜外層 ニ或障碍ヲ惹起スルニ由ルモノトシテ説明 シ色素上皮細胞

ノ ミナラズ視細胞 ノ機能障碍 モ暗調應障碍 ニ關係アル コトヲ推理 セリ,然 レドモ上記ノ如ク光

神障碍ヲ説明 スルニ組織的ニハ色素上皮細胞ニ變化 ヲ認 メ以テ視細胞 ノ障碍ヲ推理 スルニ過 ギ
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ザ リキ,然 ルニ從來直接 ノ光覺器 トシテハ視細胞ガ營 ムモノナルコ トハ萬人 ノ認ムル所ナ レバ

今余ガ直接視細胞ノ染色反應 ヲ以テ明暗調應機能 ヲ説明 セント試ムルハ確 カニ進歩 セル考慮ナ

リト信ズ.

第4章　 實 驗

實驗 ニハ中等大 ノ金線蛙 ヲ用 ヒ,水 田 ニ於テ捕獲 シテヨク數日以 内 ノ未 ダ元氣 ノ衰 ヘザル モノヲ用 ヒ,期

日ハ7月 中旬 ヲ以テ施行 セ リ.今 水 ヲ少 量盛 リタル硝子圓筒 内 ニ所要 數9匹 ノ蛙 ヲ入 レ之 ヲ日光 ノ直射 セ

ル位置 ニ置ク コト1時 間 ニシテ充分 ナル明位 ヲ採 ラシメ其1頭 ヲ斷頭 シ完全 ナル明蛙 トシ某後全部 ヲ黒布

ヲ以テ包 ミ僅微 ナル光線 スラモ通過 出來ザル ヨウニシ更 ニ暗室 内ニ置 ク,而 シテ次 ノ如 キ時間 ヲ以テ斷頭

固定セ リ.

第1實 驗

暗 保　 30分

1時 間00分

1時 間30分

2時 間00分

2時 間30分

3時 間00分

3時 間30分

4時 間00分

第2實 驗

暗 保　 15分

45分

1時 間15分

1時 間45分

2時 間15分

2時 間45分

3時 間15分

3時 間45分

即チ上 記 ノ如 ク斷頭セル蛙 ハ皆Giaccio氏 液 ニ投 ジテ固定 シ3日 間暗室 ニ其儘置 キ更 ニ固定ス,其 後 ノ標

本製作上 ノ操作ハ余 ガ既ニ報告 シタル 「明暗兩蛙視細胞 ニ於 ケル染色反應 ノ差異」ナ ル論文中 ニ記述 シタル

方法 ニ從 ヘ リ.而 シテ該實驗 ニハ完全ナル暗蛙 ヲ對照 ニ供 シタリ.

既述 ノ方法 ニ依 リ實驗的 ニ得 タル蛙 眼 ヲ「トルイヂ ン」青「エ リトロジン」染色法 ヲ以テ反覆染色 シ明暗

兩 蛙 眼 ニ就 キ比 較 シ鏡 檢 研 索 スル トキハ 明 カ ニ視 細 胞 ハ暗 保 時 間 ノ推移 ニ

從 ヒ次 第 ニ其色 調 ニ差 異 ノ顯 ルル コ トヲ知 レリ.即 チ 圓柱 體 ハ淡 青 染 セ ル

明 蛙 ノ状 態 ヨ リ濃 青 染 セル 暗蛙 ノ状 態 ニ向 フ時 間 的變 化 ヲ窺 フ コ トヲ得 タ

リ,今 其 外 節 ノ色 調 變 化 ヲ説 明 ス ル タメ ニ 次ノ如 キ 比 色法 ヲ採 レリ.其 方

法 トシテ「トル イ ヂ ン」青 ヲ正 確 ニ計 量 シ蒸 餾 水 ヲ以 テ0.1, 0.25, 0.50, 0.75

ノ各%ノ 水 溶 液 ヲ作 リ之 ヲ充 分 溶解 セ シ ム ル タ メ ニ3時 間 沸騰 セ ル温 湯 ニ

放 置 ス,而 シテ 其溶 液 ヨ リ0.1, 0.075, 0.050, 0.025, 0.010, 0.0075, 0.0050,

 0.0025, 0.0010, 0.00075ノ 各%溶 液 ヲ作 リ,該 色 素 溶液 ヲ直 徑5mm長 徑

8cmノ 一 端 ヲ封 鎖 シ タル小 硝 子 管 中 ニ2cc注 入 ス,然 ル ト キハ0.00075%

ノ淡 青色 ヨ リ0.1%ノ 濃 青 色 ニ至 ル種 々 ナル 程度 ノ色 調 ヲ得,而 シテ便 利

ノ爲 ニ 各%溶 液 ニ次 ノ如 ク番 號 ヲ附 スル コ ト トセ リ.
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今余 ガ賓驗的 ニ見 タル圓柱 體 ノ染色色調 ノ時間的變化 ヲ上記 ノ溶液 ノ色調 ニ比較 スルニ明蛙 ハ其I乃 至

IIニ 相當 シ暗蛙 ノ色 調ハVIII-IXニ 該當 セ リ.而 シテ暗保 時間 ノ經過 ニ伴 フ色調 ノ變 化 ヲ上表 ニ比較 ス

ル トキハ 次ノ如 シ.

即 チ明蛙 ヲ暗保 スル トキハ外 節 ノ「トルイヂ ン」青 ニ依 ル染色 色調 ハ 暗保開始後1時 間30分 前後迄ハ殆

ド明蛙 ノ色調 卜差異 ナケ レドモ1時 間30分 後 ヨ リ濃染 セントスル傾向 ヲ生ジ3時 間 ニ至 リ殊 ニ濃染 シ3時

間30分 乃至4時 間 ニ及 ビ殆 ド暗蛙 ノ状態 ニ到達 スルモ ノナ リ.

圓錐體油球 モ照輝 ニ依 リ濃染性 ヲ保存 シツ ツアル モノガ 暗保 スルコ トニ依 リ次第 ニ其着色性 ヲ失 フニ至

ル モノナ リ.今 各箇 ノ油球 ニ就キ時間 ノ推移 ニ ツレ變化 シ行 ク状態ヲ見 ルニ明 位ノ状態ニアル濃染 性油球

ハ次第 ニ着色性 ヲ失 ヒ油球 ノ中央部 ヨリ不染性 トナ リテ邊縁 ノ ミ着色 スル輪状 ノ着色 ヲ呈 スル油球 トナル,

而 シテ更ニ 時間 ノ進ムニ從 ヒ邊縁 ノ着色 性モ失 ハ レ辛 ウジテ着色 スルカ或 ハ上下 兩邊縁 ニ於テ半月形 ニ染

色 スルニ至 リ尚ホ更 ニ時 間 ヲ經過 スル トキハ軈テ遂 ニ不染性油球 トナル,然 ル ニ各箇 ノ油球 ハ全部 ガ同樣

ノ着色性 ノ變化 ヲ採ル モノニア ラズ シテ其間 ニ多少 ノ差異 ア リ,今 此處 ニ1視 野内 ニ於 ケル總體 ノ油球 ノ

状態 ヨ リ論ズル トキハ照輝 サ レタル明蛙 ニ於テハ中心視 領 ニ於テ接眼Leitz 3.接 物油浸1/12ヲ 以テ鏡檢 ス

ル ニ1視 野内 ニ普通14乃 至18箇 ノ濃染 油球 ヲ數 フルモノナ リ,然 ル ニ之 ヲ暗保 スル トキハ暗保 開始後1

時間迄 ハ明蛙 ニ於 ケル ト同數 ノ濃染油球 ヲ見 ルモ1時 間 ヲ經過 スル トキハ濃染油球次第ニ減少 シ反 對 ニ暗

蛙 ノ反應 ニ向 フ油球多 數顯ル,今 濃染性油球 ガ暗保時間 ノ推移 ニツレ次第 ニ減少 シ行 ク状態 ヲ示 ストキハ

衣 ノ如 シ.

第1實 驗

30分　 60分　 90分　 120分　 150分

暗 保 時 間

第2實 驗

15分　 45分　 75分　 105分　 144分

暗 保 時 間
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上記圖表ニ見 ル如 ク濃染 油球 ハ1時 間後 ヨ リ次第 ニ減少 シ不染性 油球 次第 ニ多數 トナリ1時 間30分 以後

ニ及 ビ殆 ド暗蛙 ノ状 態 ニ逹 シ油球ガ時間的 ニ次第 ニ暗蛙 ノ反應 ニ向 フコ トヲ知 ル,然 ル ニ暗 保開始後1時

間迄ハ殆 ド明蛙 卜同樣ナル濃染油球 ヲ見 ル,是 レ明位ヨ リ暗保1時 間迄全 ク變化 ナ シトナス可 キカ.余 ハ

是 レ全 ク變化 ヲ呈セザ ルニアラズシテ明位 ノ反應 ヲ遠ザ カル コト僅微 ナルガ故 ニ 余 ノ染色法 ヲ以テハ未 ダ

其差異ヲ證シ得ザルモノト信ズ.故 ニ油球ハ暗保開始後ヨリ次第ニ變化シ1時 間30分 以後ニ至リ全ク暗蛙

ノ状態ニ逹スルモノナリ.

此處ニ於テ兩視細胞ノ暗保ニ基ク染色反應ノ推移ヲ比較スルトキハ圓錐體ハ早期ヨリ變化ヲ開始シ早期

ニ完成スルニ反シ圓柱體ハ稍々遲レテ發現スルモノナリ.

第5章　 考 按

蛙 ノ網膜視細胞ハ人類ノ網膜視細胞 トハ形態上差異ヲ有スルノミナラズ蛙ニ色素移動及 ビ圓

錐體運動ノ著明ナルコ トハ甚ダシキ相違 ト云ハザルベカラズ,又 光神機能 ニ最モ關係深 シトセ

ラルル視紅ハ一般 ニ哺乳動物 ニ於 テハ早ク再生 シKuhneニ 依 レバ38分 乃至40分 ニシテ家兎

ノ視紅素ハ完成 ス ト云フ,之 ニ反 シ冷血動物ニ於テハ該機能ハ甚ダシク遅延 シGattiガ 蛙眼ニ

於 ケル詳細ナル觀察 ニ依 レバ3時 間30分 ヲ要ス トシBleyニ 於テハ蛙 ヨリモ稍々早クGarter

ノ研究ニ依 レバ充分照輝 シ褪色セシメタルモノヲ暗保スル トキハ2時 間ヲ必要 トス ト云ヘリ,

サ レバ上記ノ事情 ヨリ考慮 スル トキハ哺乳動物 ニ比較 シ冷血動物ニ於テハ視紅素ノ再生遲ルル

ヲ以テ視紅素ガ關係 ヲ有 スルモノ ト見做サルル暗調應機能ノ増進モ遲 レテ顯ルルモノナラント

信ズ.余 ハ從來ノ實驗ニ於テ「トルイヂ ン」青ニ對 シ明暗 ノ差異ヲ顯ス圓柱體外節ノ染色質ハ既

報 ノ如ク視紅素ナリト推斷 シ,而 シテ本論 ノ實驗ニ於テ明蛙ノ染色反應ハ暗保ニ基キ次第ニ染

色性 ノ増加 ヲ呈 シ漸次暗蛙 ノ反應ニ近接 スルヲ見タリ,而 シテ視紅素ガ暗調應機能ニ關係ヲ有

スルモノナラバ該染色反應ノ推移ヲ以テ

暗調應機能 ノ増進ヲ説明 シ得 べシ,故 ニ

余 ハ明蛙ガ暗保 サレ次第 ニ暗蛙 ノ状態ニ

向ツテ濃染 シ行ク關係 ニ立脚 シ此處二圓

柱體暗調應機能 ナルモノヲ考察 シ次 ニ所

謂圓柱體暗調應曲線ナルモノヲ〓ケリ.

圖表ハ縦軸ニ感光度増進 ヲ横軸 ニ暗保時

間ノ經過 ヲ示 セリ.

又既述ノ如ク圓錐體油球ハ暗保 ニヨリ

次第ニ着色性 ヲ失 ヒ暗保1時 間30分 以

後 ニ於 テ暗蛙 ノ反應 ニ達 ス,此 事實ヨリ

圓錐體 ノ暗調應機ヲ類推 シ所錐圓錐體暗

調應曲線ヲ〓 ケリ.
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蛙 ニ於ケル暗調應機能 ニ就テ 1981

然ルニ人類ニ於テハ圓錐體ノ感光度増進ハ早期ニ顯ルル ト雖モ感光度増進 ノカ極 メテ微弱ナ

リ,之 ニ反 シ圓柱體調應 ノ發現ハ遲ルル ト雖モ感光度増進ノカ遙ニ高ク忽 チニシテ前者ノ機能

ヲ凌駕 スルモノナ リ,故 ニ人類ニ於 ケル感光

度増進ノ經過 ヲ示 ス曲線ヲ見ルニ圓錐體調應

ニ依ル初期感光度増進ハ低クシテ殆 ド水平線

ヲナシ圓柱體調應ニ移ルヤ急 ニ調應曲線ハ上

昇スルモノナリ.故 ニ今蛙ヲ連 レテ暗室ニ這

入 リ光神計ノ前ニ立 チ人類ニ於ケル ガ如キ方

法ヲ以テ感光度 ノ増進ヲ計 リ其經過ヲ曲線 ト

シテ顯スコ トヲ得タ リトセンカ凡 ソ圖ノ如 キ

曲線ヲ得ルモノ ト思惟ス.

上圖表ニ示 ス如ク蛙 ニ於テハ暗調應開始後1時 間30分 乃至1時 間45分 迄緩漫ナル感光度増

進ヲ呈 シ1時 間45分 ヨリ次第ニ強キ感光度増進ヲ起 シ3時 間30分 乃至4時 間ニ至 リ凡 ソ最高

ナル感光度 ニ到逹 スルモノト信ズ.故 ニ暗調應開始後1時 間30分 乃至1時 間45分 迄 ノ緩漫ナ

ル感光度増進ノ時期ハ第1次 暗調度或ハ圓錐體暗調應ニシテ夫 レ以後 ガ第2次 暗調應或ハ圓柱

體暗調應ナルべシ.

第6章　 結 論

蛙 ヲ暗 保 スル トキハ次 第 ニ視 細 胞 ノ染 色反 應 ハ變 化 シ漸 次 暗 蛙 ノ反應 ニ向 ツヲ 進行 ス ル モ ノ

ナ リ,此 染 色 反應 ノ推 移 ニ基 キ組 織 的方 面 ヨ リ蛙 ノ暗 調 應 機 能 ヲ類 推 スル ニ蛙 ハ 暗調 應 開始 後

1時 間45分 迄 ガ圓錐 體 暗 調應 ニ シテ比 較 的微 弱 ナ ル感 光 度 増 進 ヲ呈 シ夫 レヨ リ後 ハ 圓柱 體 暗 調

應 ニ シテ 強 キ感 光 度 増進 ヲ起 シ忽 チ前者 ヲ凌 駕 シ3時 間30分 乃至4時 間 ニ シテ最 高 感 光 度 ニ

達 ス ル モ ノ ト思 惟 ス.

擱筆 スルニ當 リ恩師田村教授 ノ御校 正ニ對 シ厚 ク感謝 ノ意 ヲ表 ス.(3. 5. 4.受 稿)

文 獻

1) 青木英一郎,暗 調應 ノ視 力 ニ及 ボス影響 ニ就テ,日.眼. 30卷. 2) 中村文平,種 々ナル夜盲

症 ニ於 ケル光神 ノ比較研究,日,眼. 24卷. 3) 高木,川 上,小 口氏病 ノ本態,日.眼. 27卷. 4) 齋

藤 武文,邦 人健康眼 ニ於 ケル暗調應,日.眼. 27卷. 5) 山中崔之.瞳 孔徑 ノ暗調應 ニ及ボス影響, 日.

眼. 25卷. 6) 山中崔之.點 眼セル「ア ドレナ リン」ノ眼機 能殊 ニ暗調應機能 ニ及ボス影響,日.眼. 31卷. 

7) 林有造,水 晶體 缺乏眼 ノ視機能,實.眼. 40號. 8) 杉 田餘三,實 驗的「ビタ ミン」缺乏症.日.眼.

 27卷. 9) 濱田豐介,明 暗兩蛙綱 膜視 細胞 ニ於 ケル染色反應 ノ差 異,岡 山醫學會雜誌,第39年 第

8號. 10) 濱田豐介,蛙 眼網 膜圓錐體小油球 ニ就テ,岡 山醫學曾雜誌,第39年 第9號. 11) Garten,

 Veranderunger der uetzhaut durch lichtes, (graefe-Saemisch Handbuch d. G-A-Hkd.) 1907. 12) Fucht, 

Lehrbuch der Augenheilkunde.

179



1982

Mcrze InhaRsangabe.

Pri la adaptanta vidfunkcio de ranoj kontrau malheleco,

Tojosuke Hamada.

(el la psatologia institartn de niedicina Kolegin Okajmna kaj fea oja hosj'italo de Moji).
Akceptitip en la 4. Majo, 1928.

Depost longa tempo estas esploradita la adaptanta vidfunkcio de homo, sed ne de

rano. Mi jam trovis ke la vidfunkciaj celoj de ranretino mantras kolorigan diferencon

inter espozita kaj neespozita rano per la koloriga metodo kun fikssolvajo de Ciaccio;

toluidinbluo kaj eritrosino. Mi eksperimentis nun per sama metodo pri la paso de

koloriganta reakeiado ce ranoj alportintaj en malhelan lokon, kaj trovis ke la koloriga

reakcio de vidfunkciaj celoj iom post iom "sangiRadas. De la Paso de tin ci kolorij a

s"ango ni povas koni la adaptantan vidfunkion de rano. Do mi konstatas ke la adapt-

kapablo de vidfunkcio ce ratio estas malgranda gis 90 an 105 minutoj post alporti en

nialhelan lokon, kaj tiam altigas depost gis 240 minutoj rimarkinde. (Au6oratrato.)


