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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠用および近用の球面光学屈折力ならびに円柱光学屈折力の処方を必要とする乱視老視
に用いられる多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前面および該前面に対向する後面であって、前記前面および後面の一方が、乱視老視の
処方の遠用光学屈折力に対応する表面を有する円形ディスクを含む中央領域を規定する、
前面および後面と、
　前記中央領域を囲む複数の円環部であって、乱視老視者に十分な視力を提供するために
、乱視老視の処方の近用光学屈折力に対応する少なくとも一つの第１の円環部、および、
乱視老視の処方の円柱光学屈折力に対応する少なくとも一つの第２の円環部を含む、複数
の円環部と、
　を具備し、
　前記第２の円環部は、球面湾曲部を規定し、
　前記第１および第２の円環部ならびに前記円形ディスクが球面光学屈折力を持つことに
より、当該多焦点同心状円環レンズは円柱軸の安定化を必要としない、
　多焦点同心状円環レンズ。
【請求項２】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記円形ディスクは、球面湾曲部を規定する、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項３】
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　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記円環部の少なくとも一つは、球面湾曲部を規定する、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項４】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記円形ディスクは、非球面湾曲部を規定する、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項５】
　請求項４記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記円環部の少なくとも一つは、球面湾曲部を規定する、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項６】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記第２の円環部は、円柱屈折力処方に完全に対応する、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項７】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記第２の円環部は、円柱屈折力処方に所与の割合だけ対応する、多焦点同心状円環レ
ンズ。
【請求項８】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記複数の円環部は、老視の処方の遠用光学屈折力に対応する少なくとも一つの第３の
円環部をさらに含む、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項９】
　請求項８記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記複数の円環部は、前記第１、第２および第３の円環部を交互に含む、多焦点同心状
円環レンズ。
【請求項１０】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　最も内側の円環部は、前記第１の円環部の一つであり、２番目に最も内側の円環部は、
前記第２の円環部の一つである、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項１１】
　請求項１０記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　老視の処方の遠用光学屈折力に対応する少なくとも一つの第３の円環部をさらに含み、
３番目に最も内側の円環部は、前記第３の円環部の一つである、多焦点同心状円環レンズ
。
【請求項１２】
　請求項８記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　最も内側の円環部は、前記第１の円環部の一つであり、２番目に最も内側の円環部は、
前記第３の円環部の一つである、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項１３】
　請求項１２記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　３番目に最も内側の円環部は、前記第２の円環部の一つである、多焦点同心状円環レン
ズ。
【請求項１４】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記レンズは、眼の角膜上に装着されるコンタクトレンズを含む、多焦点同心状円環レ
ンズ。
【請求項１５】
　請求項１４記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記コンタクトレンズは、ソフトヒドロゲルレンズを含む、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項１６】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記レンズは、眼内レンズを含む、多焦点同心状円環レンズ。
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【請求項１７】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　各円環部の幅は、遠用光学屈折力の円柱矯正光学屈折力に対する比および遠用光学屈折
力の近用光学屈折力に対する比を異ならせるように変化する屈折力プロファイルを形成す
るように異なっている、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項１８】
　請求項１記載の乱視老視用の多焦点同心状円環レンズにおいて、
　前記中央領域および前記複数の円環部は、フレアと眩輝を最小にするために、前記レン
ズの後面に形成されている、多焦点同心状円環レンズ。
【請求項１９】
　遠用および近用の球面光学屈折力ならびに円柱光学屈折力の処方を必要とする乱視老視
に用いられる多焦点同心状円環レンズを製造する方法において、
　レンズを設計するステップであって、
　前記レンズは、
　前面および当該前面に対向する後面であって、乱視老視者に十分な視力を提供するため
に、前記前面および後面の一方は、
　乱視老視の処方の遠用光学屈折力に対応する表面を有する円形ディスクを含む中央領域
と、
　前記中央領域を囲む複数の同心状円環部であって、乱視老視の処方の近用光学屈折力に
対応する少なくとも一つの第１の同心状円環部、および、乱視老視の処方の円柱光学屈折
力に対応する少なくとも一つの第２の同心状円環部を含む、複数の円環部と、
　を規定する、
　ステップ、を具備し、
　前記第１および第２の同心状円環部ならびに前記円形ディスクが球面光学屈折力を持つ
ことにより、当該多焦点同心状円環レンズは円柱軸の安定化を必要としない、
　製造方法。
【請求項２０】
　遠用および近用の球面光学屈折力ならびに円柱光学屈折力の処方を必要とする乱視老視
に用いられる多焦点同心状円環レンズを製造する方法において、
　レンズを設計するステップであって、
　前記レンズは、
　前面および当該前面に対向する後面であって、乱視老視者に十分な視力を提供するため
に、前記前面および後面の一方は、
　乱視老視の処方の遠用光学屈折力に対応する表面を有する円形ディスクを含む中央領域
と、
　前記中央領域を囲む複数の同心状円環部であって、乱視老視の処方の近用光学屈折力に
対応する少なくとも一つの第１の同心状円環部、および、乱視老視の処方の遠用光学屈折
力に処方の円柱光学屈折力の少なくとも一部を加えた光学屈折力に対応する少なくとも一
つの第２の同心状円環部を含む、複数の円環部と、
　を規定する、
　ステップ、を具備し、
　前記第１および第２の同心状円環部ならびに前記円形ディスクが球面光学屈折力を持つ
ことにより、当該多焦点同心状円環レンズは円柱軸の安定化を必要としない、
　製造方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法であって、
　前記第２の同心状円環部は、乱視老視の処方の遠用光学屈折力に処方の円柱光学屈折力
の全てを加えた光学屈折力に対応する、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、乱視老視のための同心状円環レンズに係る。より詳しくは、本発明は、前記
レンズの少なくとも一つの面が、円形中央部と、乱視老視の処方に対応する少なくとも三
つの別個の球面光学的屈折力を備えた複数の円環部を有するような同心状円環レンズに関
する。前記三つの別個の球面光学的屈折力は、１）基本的な遠球面処方Ｒｘ，２）近アッ
ド球面処方Ｒｘ、３）十分な、あるいは好ましくは一部分の円柱状処方Ｒｘに対応する。
【０００２】
【従来の技術】
　本発明は、眼科用のレンズに係り、特に、ソフトレンズヒドロゲルコンタクトレンズの
ようなコンタクトレンズと、乱視老視のため特に設計された眼内レンズに関する。
　人間の眼は、年をとると、水晶体の比較的近い対象に焦点を合わせる調節能力が低下す
ることはよく知られている。この現象は老眼と呼ばれ、老眼の人は、昔は眼鏡や、多数の
異なる屈折力領域を有する他のレンズに頼ってきた。このようなレンズの場合、装着者は
、焦点を合わせようとする対象にふさわしい光学的屈折力を見つけるため、各屈折力領域
に視点を移動させる。
【０００３】
　同様に、白内障のために眼の水晶体を除去して、代わりに眼内レンズを挿入した人にと
って、見る対象の距離にレンズを調節する能力は全くない。この場合、使用眼内レンズは
、通常、一つの無限焦点遠屈折力でセットされ、眼鏡は、ピントが合った近くの視点に必
要な追加的な正の光学的屈折力を与えるために装着される。そのような患者には機能的な
多焦点レンズが特に有効である。
【０００４】
　乱視の患者にとって乱視の眼が、下記の三つの主な領域を含む像を形成することは公知
である。
　１．球面屈折力が線として結像する；
　２．円柱形屈折力はまた、球面像の線に直交する線として結像する；
　３．”混同が最も少ない円”として知られた二つの間で、円形像が形成される。
【０００５】
　当業界ではまた、ある環境の下ではピントが合った像を受け入れ、ピントが合わない像
を排除することによって、脳が別個の競合する像を効果的に識別することができることが
知られている。
【０００６】
　トーリックコンタクトレンズは、角膜あるいは水晶体のどちらかの収差を矯正する患者
に通常、処方され、そして装着者の収差を矯正するために使われる円柱形の光学的面と屈
折力を有する。収差は、統計的には主に水平軸あるいは垂直軸の周囲で起こっているが、
それらの軸と異なる軸の配置でも生じる。従来技術では、別の種類のトーリックコンタク
トレンズは、各人が異なる軸方向に異なる程度の収差をもつ患者に適用できるよう、異な
るトーリック屈折力と、異なるトーリック円柱軸方位を持つことが求められる。
【０００７】
　従って、トーリックコンタクトレンズ、あるいはそのトーリックコンタクトレンズを成
形するためのプラスチック製成形部品は、トーリック軸とトーリック屈折力に関して多数
の異なる組合わせのものが保管される。本発明の大きな利点は、保管在庫ユニット（保管
される異なる可能な処方）の数が実質的に減少することである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで、本発明の第一の目的は、乱視老視のための同心状円環レンズを提供することで
ある。
　本発明のもう一つの目的は、保管在庫ユニットの数を実質的に減少させる乱視老視のた
めの同心状円環レンズを提供することである。
　本発明のさらなる目的は、円形中央部を有する少なくとも一つの面と、患者の処方に対
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応し、且つ、１）基本的な遠球面処方Ｒｘ，２）近（ａｄｄ）球面処方Ｒｘ、および３）
全体あるいは好ましくは一部の円柱形処方Ｒｘに対応する球面処方に対応する、少なくと
も三つの別個の光学的屈折力を持った複数の同心状円環部（リング）を含む乱視老視のた
めの同心状円環レンズを提供することである。
【０００９】
　老眼の人は、遠くの物に焦点を当てるための基本的な遠球面処方と近くの物体に焦点を
当てる近球面処方（ａｄｄ）を備えたレンズを必要とする。さらに、乱視老視は、普通、
円柱光学屈折力と円柱軸の方位の双方を特定する円柱形処方の性質の中で収差の矯正を要
求する。本発明は、レンズの設計で円柱形処方を考慮するが、円柱形光学面を使用しない
。その代わりに、本発明は、ピントが合っている像を受け入れ、ピントが合っていない像
を排除することによって別個の競合する像を脳が効果的に識別することができることを認
識する。したがって、本発明は、円柱形処方に対応し、より好ましくは全円柱形処方の一
部に対応した球面を備えたレンズの一部を提供し、ピントが合っている像を識別し受け入
れるよう脳に頼り、患者の収差の矯正を補助する。円柱形処方に対応する球面は、低円柱
形収差補正に視野深さを改善したレンズを提供する。
【００１０】
　本発明は、以下の能力を与える乱視老視のための同心状円環レンズに関するものである
。
　（ｉ）視野矯正市場の約２５％の視力処方を扱う能力；
　（ｉｉ）保管在庫ユニットの数を最小限にした状態で、現在の球面コンタクトレンズに
匹敵する大量で低コストのコンタクトレンズを供給する能力；
　（ｉｉｉ）乱視老視の患者のために円柱軸の安定化機能に関する要求を排除して、患者
に大いに楽をさせ装着を容易にする能力；そして
　（ｉｖ）患者の個人的な要求に見事に調整可能な設計のレンズを提供する能力。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、乱視老視のための多焦点同心状円環レンズを提供するものであり、レンズの
前面あるいは後面のどちらかが、基本的な処方球面遠光学的屈折力に対応する面を有する
円形ディスクを含む中央領域を区画する。複数の円環部（リング）は、前記中央領域を囲
み、少なくとも一つの近光学的屈折力円環部と、患者の円柱光学屈折力処方に対応する少
なくとも一つの光学的屈折力円環部を含み、乱視老視に視力を与える。
【００１２】
　より詳細に言えば、患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面屈折力円環部は、全円柱
光学屈折力処方あるいは全円柱光学屈折力処方の一部に対応することができる。複数の円
環部は、球面近屈折力円環部と、球面遠屈折力円環部と、患者の円柱光学屈折力処方に対
応する球面屈折力円環部を交互に含む。最も内側の円環部は、球面近屈折力円環部が好ま
しく、第２の最も内側の円環部は、患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面屈折力円環
部とすることができ、第３の最も内側の円環部は、球面遠屈折力円環部である。また代わ
りに第２の最も内側の円環部は、球面遠屈折力円環部であり、第３の最も内側の円環部は
、患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面屈折力円環部である。本発明に係るレンズは
、ソフトヒドロゲルコンタクトレンズなどの、眼の角膜上に装着されるコンタクトレンズ
や眼内レンズを含む。コンタクトレンズに対して、中央領域と複数の円環部は、フレアや
眩輝を抑えるため、好ましくはコンタクトレンズの後面に形成される。さらに、各円環部
の幅は、遠屈折力と円柱光学屈折力および近屈折力による屈折力比とは異なる屈折比をも
つような屈折力プロファイルを形成するよう、異なってもよい。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　本発明は、乱視老視のためのレンズを提供する。老眼の人は、遠くの対象（物体）に焦
点を合わせる基本的な遠球面処方と、近くの対象（物体）に焦点を合わせる基本的な遠球
面処方（ａｄｄ）を備えたレンズを必要とする。さらに、乱視老視は、普通、円柱光学屈
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折力と円柱軸の方位の双方を特定する円柱形処方の　性質の中で収差の矯正を要求する。
本発明は、レンズの設計で円柱形処方を考慮するが、円柱形光学面を使用しない。その代
わりに、本発明は、ピントが合っている像を受け入れ、ピントが合っていない像を排除す
ることによって別個の競合する像を脳が効果的に識別することができることを認識する。
したがって、本発明は、円柱光学屈折力処方あるいは、より好ましくは全円柱形処方の一
部を有する球面を備えたレンズの一部を提供し、ピントが合っている像を識別し受け入れ
るよう脳に頼り、患者の収差の矯正を補助する。円柱形処方に対応する球面は、低円柱形
収差補正に視野深さを改善したレンズを提供する。
【００１４】
　図１は、本発明の好ましい一態様に係るコンタクトレンズ１０の後面の平面図である。
コンタクトレンズ１０は、基本的な処方球面遠屈折力Ｒｘを含み、複数の交互同心状円環
部（リング）１４，１６，１８，２０および２２によって囲まれた円形ディスク１２を備
えた中央領域を有する。その複数の交互の円環部は、球面近屈折力円環部１４と、球面遠
屈折力円環部１８，２２と、患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面屈折力円環部１６
，２０を含む。患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面屈折力は、基本的な球面遠屈折
力と円柱形処方屈折力の総計あるいは基本的な球面遠屈折力と円柱形処方屈折力の一部（
２５％ないし１００％）の合計でよい。
【００１５】
　コンタクトレンズの後面には、図１に示されるように、多重同心状円環部が好ましく設
けられている。特に、眼内レンズでは前面も同様に適用される。
　例えば、収差を矯正する-2.00/-1.00×180,1.25Ｄaddの老眼患者の処方を考慮する。こ
の処方では、-2.00ジオプターは、基本的な球面遠処方Ｒｘであり、-1.00ジオプターは、
収差を矯正する円柱形環状処方Ｒｘ補正であり、１８０は、水平円柱形軸を指定する。そ
して、1.25ジオプターは、近球面処方Ｒｘ（ａｄｄ）である。この態様例では、同心状円
環部に選ばれた屈折力は、球面（Ｓ）=-2.00D(ジオプター）、円柱形（Ｃ）=-3.00D （こ
の屈折力は、球面遠処方Ｒｘ-2.00と円柱形処方Ｒｘ-1.00の合計である）および近（Ｎ）
=-0.75D （この屈折力は、球面遠処方Ｒｘ-2.00と近球面処方Ｒｘadd+1.25 の総和である
）を採ることができる。
【００１６】
　数人の患者は、このレンズでは全円柱形およびアッド（ａｄｄ）屈折力を必要としなく
ともよい。これらの場合、円柱光学屈折力と近屈折力は、全円柱形あるいはアッド屈折力
の一部（好ましくは５０％）とすることができる。円柱光学屈折力は、全円柱形の差分あ
るいはその一部でよく、全円柱光学屈折力の２５％から１００％迄の範囲をとる。円柱軸
の指定は球面がその代わりになるため、無視される。患者の視力は、本発明の同心状円環
部によって与えられた増大した焦点深度のために、低い円柱形収差の矯正に対しかなり悪
くなると予想されない。　また近ａｄｄ屈折力は、同心状円環部に交差して不定になる場
合がある。
【００１７】
　本発明は、二つの屈折力から見る人の網膜に十分な像レベルを得るように、球面屈折力
と円柱形に相当する球面屈折力を交互にして機能する。
　一般に、各ゾーンの屈折力は、患者の視力に対する要請に適当な判断で配される。可能
な配置の数例を以下に示す。この表では中央ディスク１２が第１リング（セグメント）と
して記載されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ン　　グ　　％
　レンズ中央からの　　リング個数　　　球面　　　円柱形　　　近
　リング配置
　　　　NCS　　　　　　　 ４　　　　　５０　　　　２５　　　２５
　　　SNSCS　　　　　　　 ５　　　　　６０　　　　２０　　　２０
　　 SNCSCNS　　　　　　　７　　　　　４３　　　　２９　　　２９
　　SNSCSNSCSNS　　　　 １１　　　　　５５　　　　１８　　　２７
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　 SNCNSNCNSNCNS　　　　１３　　　　　３１　　　　２３　　　４６
　 SNCNSCSCSNCNS　　　　１３　　　　　３８　　　　３１　　　３１
　（この表でＳ＝球面、Ｃ＝円柱形、およびＮ＝近）
【００１８】
　他の例では、ＣとＮの位置を逆にすることができ、また表で示した以外の他の多くの組
合わせも可能である。
　中央の球面ディスク１２とそれを囲んでいる円環部（リング）１４ないし２２は、レン
ズの光学的活性領域を含み、その光学的活性領域は、外周からレンズの外周縁２６まで面
取りされたレンズ（非光学的）領域２４によって囲まれている。
　そのレンズは、ソフトヒドロゲルコンタクトレンズなどの、眼の角膜に装着されるコン
タクトレンズでよい。中央領域と複数の円環部は、好ましくはコンタクトレンズの後面に
形成され、フレアや眩輝を抑える。
　人間の瞳孔サイズ（大きさ）は、光の強度に依存する関数であり、眼科用レンズ、特に
、コンタクトレンズと眼内レンズの設計において重要なパラメータである。
【００１９】
　さらに、各環状リング（セグメント）幅は、各屈折力に向けられた光学的ゾーンの領域
を調節するように変えて、屈折力プロファイルを生成することができる。その屈折力プロ
ファイルは、遠屈折力と円柱形矯正および近屈折力の異なる屈折力比を生じるように変化
する。
　さらに、焦点深度効果を与えるため、非球面をＳリング、Ｃリング、Ｎリングのいずれ
かに組入れることがかのうであり、あるいは同心円リングを含まない表面は、非球面に作
ることができる。
【００２０】
　さらに、眼の中の画質測定装置は、より改善されたレンズを設計するために同心状円環
部レンズで眼の中の画質を最適にすることができる。これは、残留収差を測定するため、
患者の眼に装着した第一レンズの収差の総和を測定し、減少させるように体内画質測定装
置を使用し、それによって測定された残留収差を減少し視力と眼の性能を改善するように
レンズを再設計することによって達成される。レンズの再設計は、中央領域と複数の円環
部を区画している面と背中合わせの面の非球面化あるいは同心円環部面の非球面化を含む
。収差鏡あるいはＭＴＦ点拡大装置は、レンズと眼の組合わせの変調伝達関数を測定する
のに用いられる。
【００２１】
　勿論、本発明については、円環部の数や幅および配置、ならびに各円環部の屈折力を変
えたりして、多数の異なる態様が可能である。
　本明細書においては、本発明に係る乱視老視のための同心状円環レンズについていくつ
かの態様と変形例を詳細に説明したが、本発明の開示内容は当業者に多くの代替例を示唆
することが、明らかである。
【００２２】
　なお本発明の具体的な実施態様は、以下の通りである。
（Ａ）収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズであって、
　ａ．このレンズは前面と相対向する後面を有し、前記前面と後面のどちらかは、基本的
な処方球面遠光学的屈折力に対応する面を有するディスクを含む中央領域を区画し、
　ｂ．複数の環状セグメントは、前記中央領域を囲み、少なくとも一つの近光学的屈折力
環状セグメントと、患者の円筒状光学的屈折力処方に対応する少なくとも一つの光学的屈
折力環状セグメントを含み、収差を矯正する老眼の人に視力を与えるレンズ。
１）前記円形ディスクは、球面湾曲部を区画する実施態様（Ａ）記載の収差を矯正する老
眼の人のための多焦点同心円レンズ。
２）前記環状セグメント（リング）は、複数の球面湾曲部を区画する上記実施態様１）記
載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
３）前記円形ディスクは、非球面湾曲部を区画する実施態様（Ａ）記載の収差を矯正する
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老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
４）前記環状セグメントは、複数の球面湾曲部を区画する上記実施態様３）記載の収差を
矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
５）患者の円筒形光学的屈折力処方に対応する前記球面光学的屈折力環状セグメントは、
全円筒形屈折力処方に対応する上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための
多焦点同心円レンズ。
６）患者の円筒形光学的屈折力処方に対応する前記球面光学的屈折力環状セグメントは、
全円筒形屈折力処方の一部に対応する上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人の
ための多焦点同心円レンズ。
７）前記複数の環状セグメントは、少なくとも一つの球面遠屈折力環状セグメントも含む
上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
８）前記複数の環状セグメントは、球面近屈折力環状セグメントと、球面遠屈折力環状セ
グメントと、患者の円筒形光学的屈折力処方に対応する球面屈折力環状セグメントを交互
に含む上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
９）最も内側の環状セグメントは、球面処方近屈折力環状セグメントであり、第２の最も
内側の環状セグメントは、患者の円筒形光学的屈折力処方に対応する球面屈折力環状セグ
メントである上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レン
ズ。
１０）第３の最も内側の環状セグメントは、球面遠屈折力環状セグメントである上記実施
態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
【００２３】
１１）最も内側の環状セグメントは、球面処方近屈折力環状セグメントであり、第２の最
も内側の環状セグメントは、球面遠屈折力環状セグメントである上記実施態様２）記載の
収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
１２）第３の最も内側の環状セグメントは、患者の円筒形光学的屈折力処方に対応する球
面屈折力環状セグメントである上記実施態様１１）記載の収差を矯正する老眼の人のため
の多焦点同心円レンズ。
１３）前記レンズは、眼の角膜上に装着されるコンタクトレンズを含む上記実施態様２）
記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
１４）前記コンタクトレンズは、ソフトヒドロゲルレンズを含む上記実施態様１３）記載
の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
１５）前記レンズは、眼内レンズを含む上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人
のための多焦点同心円レンズ。
１６）各環状セグメントの幅は、遠屈折力と円筒形矯正屈折力および近屈折力とは異なる
屈折力比をもつ屈折力プロファイルを形成するように異なっている上記実施態様２）記載
の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
１７）前記中央領域と複数の環状セグメントは、フレアと閃光を抑えるためにレンズの後
面に形成される上記実施態様２）記載の収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レ
ンズ。
１８）他の前記前後面は、ブースター非球面湾曲部を含む上記実施態様２）記載の収差を
矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズ。
（Ｂ）収差を矯正する老眼の人のための多焦点同心円レンズを設計する方法であって、
　ａ．このレンズは前面と相対向する後面を有し、前記前面と後面のどちらかは、基本的
な処方球面遠光学的屈折力に対応する面を有するディスクを含む中央領域を区画し、
　ｂ．複数の環状セグメントは、前記中央領域を囲み、少なくとも一つの近光学的屈折力
環状セグメントと、患者の円筒状光学的屈折力処方に対応する少なくとも一つの光学的屈
折力環状セグメントを含み、収差を矯正する老眼の人に視力を与え、
　ｃ．生体内特質分析装置を用いて、いかなる残留収差も測定するため、眼に装着したレ
ンズの体内像特質分析を行ない、
　ｄ．測定した残留収差をレンズを再設計することにより視力と性能を改善する方法。
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１９）前記レンズの再設計は、前記中央領域と複数の環状セグメントを区画する面と背中
合わせの面を非球面化する工程を含む実施態様（Ｂ）記載の同心円レンズを設計する方法
。
【００２４】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、乱視老視用の同心状円環レンズが提供され、保
管在庫ユニットを減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一態様に係るにコンタクトレンズの、複数の交互の同心円近屈折力と
同心円遠屈折力と患者の円柱光学屈折力処方に対応する球面円環部によって囲まれた、基
本的な処方球面遠屈折力Ｒｘを有するディスク状の後面の平面図である。

【図１】
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