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1. はじめに
レーザアイウェア（本製品）は、レーザ光源を用いた映像を網膜
に結像させて認識する装置です。
本製品をご使用いただく前に、必ずこの技術解説書および取扱説
明書をお読みください。
お読みになった後は、いつでもお読みになれるように、保管場所
を決めて、⼤切に保管してください。

2. 製品の使用目的
本製品は、主に前眼部疾患に起因するロービジョンの方向けに、
補助のために使われるものです。
補助以外の目的で本製品を使用しないでください。意図した目的
を超えた使い方については、当社は一切の責任を負いかねます。	

3. 対象読者
インストラクターの方（販売店や病院などの施設の方）を対象に
しています。
インストラクターの方は、18 歳以上かつ、公用語の教育期間にお
いて、1言語について 8年間以上受けている方たちを想定してい
ます。
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4. 適合規格
4.1 保護の分類、形式
	z 電撃に対する保護の形式
クラスⅡME機器：ACアダプタ使用時
内部電源　ME機器：バッテリ駆動時
	z 電撃に対する保護の程度
BF 形装着部
	z 水または粒子状物質の有害な侵入に対する保護
IP22
	z 滅菌の方法
滅菌には適さない機器
	z 高酸素濃度環境で、使用する為の適応性
高酸素濃度環境での使用には適さない機器
	z 作動モード
連続作動

4.2 安全性に関する項目
	z 眼光学機器
ISO	15004-1:2006
	z レーザ製品の安全性
IEC	60825-1:2007	
	z 医用電気機器
IEC	60601-1:Ed.3.1:2012、IEC	60601-1-2:Ed.4.0:2014、
IEC	60601-1-11:Ed.2.0:2015
	z リチウムイオン二次電池
IEC	62133:2012
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5. 本体の外側に表示している記号

製造業者の名称および所在地

製造年月日

シリアル番号

CLASS 1 LASER PRODUCT レーザクラス１製品

BF 形装着部

22 防塵防水性の保護等級

取扱説明書参照

WEEE 指令マーク

直流記号

カメラモード

電源ON・OFF マーク
外部入力モード
（HDMI 入力モード）

T ズームイン

W ズームアウト
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6. ラベルの配置図
※	ラベルの記載内容は一例であり、実物と異なる場合があります。
	�制御ボックスラベル

レーザ網膜走査型眼鏡

RETISSA メディカル

管理医療機器　特定保守管理医療機器
30200BZX00025000

	� AC アダプタラベル

	

	�イヤーフックラベル

	�キャリングケースラベル
レーザ網膜走査型眼鏡

RETISSA メディカル

管理医療機器　特定保守管理医療機器
30200BZX00025000
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7. 仕様
	�製品全般

項目 仕様
一般 動作条件 温度	10 ～ 35℃

湿度	30 ～ 90%
気圧	800	～	1060hPa

輸送条件 /	
保管環境条件

温度	-10 ～ 55℃
湿度	10 ～ 90%
気圧	700	～	1060hPa

製品定格 DC	5V	2A
消費電力 6W（ACアダプタ使用時）

	�制御ボックス
項目 仕様

一般 最⼤表面温度 ACアダプタ接続時：37.9℃	
（周囲温度 35℃のとき）

内蔵バッテリ 2,950mAh	3.7V　Typ.
バッテリ動作時間 約 100 分（カメラ入力映像投影時）

約 100 分（外部入力映像投影時）
外形寸法 80 × 31 × 160mm

(W× H× L、最⼤突起部含まず )
質量 約 460g

入出力
系

mini	HDMI	端子 HDMI 信号　1920x1080x60Hz
（HD1080P）

DC端子 付属の ACアダプタ使用
操作系 電源 /カメラ /	

外部入力
メンブレンプッシュ式　3か所

広角／望遠 メンブレンプッシュ式　2か所
望遠／広角は３段階切り替え



8	 網膜走査型レーザアイウェア技術解説書 Ver1.0　2021 年 2月 1日

	�アイウェア投影部
項目 仕様

一般 最⼤表面温度 ACアダプタ接続時：38.8℃	
（周囲温度 35℃のとき）

外形寸法 S：157 × 48 × 196mm
M：163 × 48 × 196mm
(W× H× L、最⼤突起部含まず )

質量 約 77g（Sサイズ）
約 78g（Mサイズ）

ケーブル 光ファイバー /電線	統合ケーブル
（露出部長さ：960mm）

光学部 投影方式 レーザ走査直描式
明るさ 最⼤	0.39 μW	（通常使用時／瞳孔へ

の入射光量）
赤：最⼤ 1.8 μW（単一故障条件）
緑：最⼤ 0.5 μW（単一故障条件）
青：最⼤ 0.6 μW（単一故障条件）

アスペクト比 16：9
水平視野角 26 度
外光透過率 約 25%
有効画素数
（水平×垂直）

1024 × 600	(	WSVGA	) 相当

瞳孔間の距離の調
節可能な範囲（瞳
孔間距離）

55 ～ 65mm（Mサイズ）
50 ～ 59mm（Sサイズ）

カメラ
部

イメー
ジセン
サ

タイプ 裏面照射型 CMOS センサー
総画素数 2592（H）× 1944（V）
サイズ 1/4	inch

レンズ 絞り値 F2.8
水平画角 55.1 度

	� AC アダプタ
項目 仕様

入力 AC	100	-	240V	50/60Hz		0.33	–	0.16A
出力 DC	5V	2A
プラグ センタープラス　内径∅1.7mm　外径∅4.0mm	（EIAJ2）
寸法 UM312-0520：W49.5	×	H29.5	×	L63.9mm



8	 網膜走査型レーザアイウェア技術解説書 Ver1.0　2021 年 2月 1日

	�アイウェア投影部
項目 仕様

一般 最⼤表面温度 ACアダプタ接続時：38.8℃	
（周囲温度 35℃のとき）

外形寸法 S：157 × 48 × 196mm
M：163 × 48 × 196mm
(W× H× L、最⼤突起部含まず )

質量 約 77g（Sサイズ）
約 78g（Mサイズ）

ケーブル 光ファイバー /電線	統合ケーブル
（露出部長さ：960mm）

光学部 投影方式 レーザ走査直描式
明るさ 最⼤	0.39 μW	（通常使用時／瞳孔へ

の入射光量）
赤：最⼤ 1.8 μW（単一故障条件）
緑：最⼤ 0.5 μW（単一故障条件）
青：最⼤ 0.6 μW（単一故障条件）

アスペクト比 16：9
水平視野角 26 度
外光透過率 約 25%
有効画素数
（水平×垂直）

1024 × 600	(	WSVGA	) 相当

瞳孔間の距離の調
節可能な範囲（瞳
孔間距離）

55 ～ 65mm（Mサイズ）
50 ～ 59mm（Sサイズ）

カメラ
部

イメー
ジセン
サ

タイプ 裏面照射型 CMOS センサー
総画素数 2592（H）× 1944（V）
サイズ 1/4	inch

レンズ 絞り値 F2.8
水平画角 55.1 度

	� AC アダプタ
項目 仕様

入力 AC	100	-	240V	50/60Hz		0.33	–	0.16A
出力 DC	5V	2A
プラグ センタープラス　内径∅1.7mm　外径∅4.0mm	（EIAJ2）
寸法 UM312-0520：W49.5	×	H29.5	×	L63.9mm

網膜走査型レーザアイウェア技術解説書 Ver1.0　2021 年 2 月 1日	 9

	�イヤーフック
項目 仕様

型式 VQZ0018-01
入り数 2個入り／袋

	�キャリングケース
項目 仕様

型式 VQZ0035-03（L 用）、VQZ0036-03（R用）
外形寸法 W260 × H70 × L330mm

	�型式名称
サイズ L（左目）用 R（右目）用
M QLEWR01-JPLM

瞳の距離：55 ～ 65mmに対応
QLEWR01-JPRM
瞳の距離：55 ～ 65mmに対応

S QLEWR01-JPLS
瞳の距離：50 ～ 59mmに対応

QLEWR01-JPRS
瞳の距離：50 ～ 59mmに対応

※調整最小単位=1mm	

	�光源モジュールに内蔵されている各レーザダイオードの仕様
	z レーザダイオードの仕様
LD 最⼤絶対

定格
ピーク発振波長 ビーム広がり角

平行
ビーム広がり角

垂直
最小 最⼤ 最小 最⼤ 最小 最⼤

赤色 10mW 631nm 641nm 3° 13° 23° 33°
緑色 7mW 513nm 523nm 5° 12° 17° 25°
青色 7mW 460nm 470nm 4° 12° 18° 27°
放射持続時間：3× 104sec
	z 光源モジュールの仕様
LD 最⼤絶対定格

（ファイバ光出力）
ピーク波長

最小 最⼤
赤色 0.4mW 634nm 646nm
緑色 0.2mW 512.4nm 524.4nm
青色 0.14mW 459.7nm 471.7nm

	�本製品の耐用年数
3年
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8.ME 機器を切り離す手段
非常時は、コンセントから AC	アダプタを取り外してください。
充電が完了していなくても、AC	アダプタを接続したまま本製品を
使用することができます。
その場合は、接続したままにしてください。

9. 警告
本製品を分解、改造しないでください。火災、やけど、けが、感
電などの原因となることがあります。

10. サービス
廃棄するときは、お住まいの地域を管轄する公的機関の規制に従っ
てください。
廃棄のルールに従わないと、環境汚染につながるおそれがありま
す。
次のような異常のときは、すぐに電源を切り、電源ケーブルの接
続を解除し、電源プラグをコンセントから抜いて、製造販売業者
にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災、感電の原因
となります。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでく
ださい。
•	煙が出ている、異臭、異音がする
•	本製品の内部に水や飲み物、異物が入った
•	本製品を落としたり、ケースを破損したりした

本製品が起動しない場合や、本製品を使用して、映像が認識でき
ない、または、眩しく感じる場合は、使用を中止して製造販売業
者へご相談ください。
部品の交換や修理は、製造販売業者にて実施します。お客様の方
で修理などは行わないでください。
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11. 基本性能
適切なパワーのレーザを眼に照射する。

12. 基礎安全
レーザの出力は、安全性が保証できるクラス１のリミットを超え
ない。

13. その他①（ノーズパッドの交換方法について）
ノーズパッドは消耗品のため、ドライバー（ノーズパッド用）で
交換してください。

指示

アイウェアを超音波洗浄機などで洗浄すると、感電、故障の
おそれがあります。
汚れはクロスなどで拭いてください。

	�ノーズパッド
仕様

VQZ0426-01（2 個セット／ネジ付き）

ノーズパッドは消耗品ですので、交換は購入した販売店または病
院などの施設にて行ってください。
ノーズパッドは、QDレーザ製の VQZ0426-01(2 個セット／ネジ付
き）を使用します。
純正品以外の消耗品をご使用になると、身体への影響と性能保証
に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。
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14. その他②（瞳孔間距離の調整の仕方）
１．準備する
工具などを準備します。

２．ネジを緩める（または外す）

ピンセット

アイウェア投影部
制御ボックス

ドライバー
（スペーサ用）

スペーサ確認プレート

ネジ スペーサ Bスペーサ A
使用する調整部品は、アイウエアのサイ
ズ（M/S）や瞳孔間距離によって変わり
ます。次ページの「3. 調整部品を選択す
る」をご参照ください。

1 2投影ユニットの位置	
（左または右）を確認する

投影ユニットを留めている	
3 カ所のネジを、スペーサが入
るように緩める（または外す）

禁止
図で示した 3カ所以外のネジは
外さないでください。
外すことを意図していないため、
機器が壊れる可能性があります。
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14. その他②（瞳孔間距離の調整の仕方）
１．準備する
工具などを準備します。

２．ネジを緩める（または外す）

ピンセット

アイウェア投影部
制御ボックス

ドライバー
（スペーサ用）

スペーサ確認プレート

ネジ スペーサ Bスペーサ A
使用する調整部品は、アイウエアのサイ
ズ（M/S）や瞳孔間距離によって変わり
ます。次ページの「3. 調整部品を選択す
る」をご参照ください。

1 2投影ユニットの位置	
（左または右）を確認する

投影ユニットを留めている	
3 カ所のネジを、スペーサが入
るように緩める（または外す）

禁止
図で示した 3カ所以外のネジは
外さないでください。
外すことを意図していないため、
機器が壊れる可能性があります。
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３．調整部品を選択する
■工場出荷時

部品名 部品番号 内容物
瞳孔間距離	（mm）
M	

サイズ
S	

サイズ

SPACER-t0.5-SET －
スペーサ A	t0.5（1 個）

64 58スペーサ B	t0.5（1 個）
ねじ	M1.4xL4（3 本）

出荷後、スペーサ Aおよびスペーサ Bを取り外した場合 65 59

■付替用部品

部品名 部品番号 内容物
瞳孔間距離	（mm）
M	

サイズ
S	

サイズ

SPACER-t1-SET VQZ0080-01
スペーサ A	t1（1 個）

63 57スペーサ B	t1（1 個）
※	ねじは工場出荷時の
ねじを使います。

SPACER-t1.5-SET VQZ0081-01

スペーサ A	t0.5（1 個）

62 56
スペーサ A	t1（1 個）
スペーサ B	t0.5（1 個）
スペーサ B	t1（1 個）
※ねじは工場出荷時の
ねじを使います。

SPACER-t2-SET VQZ0082-01
スペーサ A	t2（1 個）

61 55スペーサ B	t2（1 個）
ねじ	M1.4xL6（3 本）

SPACER-t2.5-SET VQZ0083-01

スペーサ A	t0.5（1 個）

60 54
スペーサ A	t2（1 個）
スペーサ B	t0.5（1 個）
スペーサ B	t2（1 個）
ねじ	M1.4xL6（3 本）

SPACER-t3-SET VQZ0084-01
スペーサ A	t3（1 個）

59 53スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL6（3 本）

SPACER-t3.5-SET VQZ0085-01

スペーサ A	t0.5（1 個）

58 52
スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t0.5（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL6（3 本）
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部品名 部品番号 内容物
瞳孔間距離	（mm）
M	

サイズ
S	

サイズ

SPACER-t4-SET VQZ0086-01

スペーサ A	t1（1 個）

57 51
スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t1（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）

SPACER-t4.5-SET VQZ0087-01

スペーサ A	t0.5（1 個）

56 50

スペーサ A	t1（1 個）
スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t0.5（1 個）
スペーサ B	t1（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）

SPACER-t5-SET VQZ0088-01

スペーサ A	t2（1 個）

55 取付でき
ません

スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t2（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）

1 2
スペーサを隙間に落とすよう
に差込み、ネジに引っ掛ける

ネジを再び挿入し、２～３
山分ネジを回し入れるこ
とで隙間を作る

４．スペーサを取り付ける

目印として、ネジが1本
埋め込まれています。

スペーサを
引っ掛ける箇所

隙間

2～3山
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部品名 部品番号 内容物
瞳孔間距離	（mm）
M	

サイズ
S	

サイズ

SPACER-t4-SET VQZ0086-01

スペーサ A	t1（1 個）

57 51
スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t1（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）
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スペーサ A	t0.5（1 個）

56 50

スペーサ A	t1（1 個）
スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t0.5（1 個）
スペーサ B	t1（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）

SPACER-t5-SET VQZ0088-01

スペーサ A	t2（1 個）

55 取付でき
ません

スペーサ A	t3（1 個）
スペーサ B	t2（1 個）
スペーサ B	t3（1 個）
ねじ	M1.4xL8（3 本）

1 2
スペーサを隙間に落とすよう
に差込み、ネジに引っ掛ける

ネジを再び挿入し、２～３
山分ネジを回し入れるこ
とで隙間を作る

４．スペーサを取り付ける

目印として、ネジが1本
埋め込まれています。

スペーサを
引っ掛ける箇所

隙間

2～3山
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５．取り付けを確認する
3か所のネジが奥まで締まっていることを確認し、ネジとスペーサ
が適切に取りついたかどうかを確認します。

1 スペーサ確認プレートを隙間に挿入させ、適切にスペーサが取
り付けられているか確認する

指示

必要に応じてピンセットを隙間に挿入して、スペーサの位置
を調整してください。

適切にスペーサが取り付けられていない場合は、スペーサ確
認プレートが隙間に挿入できません。
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