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●は じ め に

前号において，紫外線（ultraviolet：UV）が眼に与え
る影響について概説されているように，UV は，皮膚だ
けでなく眼に対しても悪影響を与えるため，その対策が
必要となる．眼に対する UV 対策として，帽子，UV
カット付き眼鏡やサングラスだけでなく，UV カットコ
ンタクトレンズ（CL）も効果が期待できる．本稿では，
UV カット CL に着目し，UV カット CL に期待される
こと，CL の UV カット技術に触れながら，UV カット
CL の有効性について考えてみる．

●紫外線をカットするコンタクトレンズに期待されること

1. コロネオ現象の軽減
眼の UV 対策として UV カット付きのサングラスが

一般的である．サングラスの特性として，眼の正面から
入射する UV に対しては防御ができるが，眼と眼鏡の隙
間から侵入する UV に対して注意が必要である．図 1 に
示すように，耳側から入射する UV が角膜周辺部で屈折
した後，眼の鼻側の角膜輪部に 20 倍になって集中する
現象（コロネオ現象）が知られている1）．この現象によ
り，サングラス装用時は，角膜輪部の UV の防御も必要
と考えられる．そのためには，角膜輪部の UV を防御す
る目的で UV カット CL をサングラスと併用することで，
鼻側の角膜輪部に集中する UV を抑えることが期待でき
る．

（00）

2. 子どもに対する UVカット CLへの期待
環境省は，生涯に浴びる UV 量の大半は 18 歳までに

浴びるという事実をそのホームページで公開してい
る2）．また，世界保健機構は，子どもに対する UV 対策
の必要性を訴えている3）．一方で，部活動を行う中学生
に対して UV の影響を調査した報告では，屋内に比べ
て，屋外で部活動をしている中学生のほうが瞼裂斑の発
症率が高かった2）．中学校への入学を機に，CL を始め
る方が多いが，とくにサッカーや野球などの屋外での部
活動を行う際には，UV カット CL を選択することで眼
への影響を軽減することが期待できるかもしれない．

3. 老眼発症の遅延
赤道に近い国，すなわち，より UV の曝露を受けやす

い国の人たちは老眼になりやすいと推察をしている報告
がある5）．UV 曝露は白内障の発症原因の一つにもなり
えるため，UV の曝露量の多い赤道近郊の国においては
水晶体の硬化が進みやすく，その結果，老眼が早期に発
症しやすくなることも容易に想像できる．このような
UV 被曝量の多い国に対しては，CL の処方時に UV カッ
ト CL を選択することで老眼発症時期の遅延が期待され
る．

●コンタクトレンズの紫外線カット技術

UV カット CL の製造方法としては，CL の成形時に
ベンゾトリアゾール系やベンゾフェノン系などの UV 吸
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図 1　コロネオ現象（左図）と CL装用によるコロネオ現象対策（右図）
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収剤を配合する方法がある．この UV 吸収剤を CL 素材
に組み込む技術は比較的むずかしい．なぜならば，近年
のソフト CL の製造方法は，モノマーという液体に光

（とくに UV）を照射し硬化してポリマーにするレンズ成
形方法が取られているが，UV 吸収剤をモノマーに配合
すると，UV 吸収剤が UV を吸収してレンズ成形がむず
かしくなるという課題がある．各 CL メーカーは，UV
吸収剤の種類や成形時に照射する光の種類などを検討
し，UV カットする CL の開発に取り組んできているが，
UV カットしない CL もまだ存在し，かつ UV カット率
も CL メーカーや製品により異なる．ジョンソン・エン
ド・ジョンソン（株）ビジョンケア カンパニーのアキュ
ビュー® は全製品，高い UV カット特性を有している※．
その製品の UV 透過性（波長に対する光線透過率）の例
を図 2 に示すが，UV 領域で透過率が低いことがわかる．

※  UV 吸収剤を配合したコンタクトレンズは，UV 吸
収サングラスなどの代わりにはなりません．本品の
使用と，紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係
については，臨床試験において確認されておりませ
ん．

●お わ り に

UV は，眼に対して短期的もしくは長期的に影響を及
ぼし，眼疾患を引き起こすこともある．そのため，UV
対策が必要であり，その方法としては，サングラスだけ
ではなく，UV カット CL も大切な選択肢となる．とく
に中学生や高校生にとってはサングラスという選択がむ
ずかしい場合もあるので，視力矯正を目的として装用す
る CL が UV カットすることが望ましい．また，UV
カット CL を選択する際には，UV カット率にも注意す
る必要がある．
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図 2　波長違いによる紫外線透過率
−3.00D（中心厚 0.07 mm）のレンズ中央部 3～5 mm 部分での
測定． （J&J Vision Care Inc. のデータより）
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