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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装着者の左右正規視線の装着時の向きで、光学的に補正された非矯正偏心眼鏡レンズを備
えた眼鏡であって、
互いに離間し独立した非ガラス左レンズと非ガラス右レンズとを懸架するフレームと、
左第１中心を備えた左第１球体の表面の一部分に一致する外表面と、前記左第１中心と一
致しない左第２中心を備えた左第２球体の表面の一部分に一致する内表面と、を有し、こ
の左第１及び左第２中心を通り延伸する左光学中心線を備え、フレームに取り付けられて
、装着者の左正規視線に対してレーキ及びラップを生じるような所定の向きでフレームに
設置された左レンズと、を備え、
このフレームは、左光学中心線が装着者の左正規視線から略平行且つ垂直及び水平に離間
するように装着時の向きで左レンズを維持し、この左光学中心線と左正規視線との左レン
ズ前方における垂直距離は、左レンズのレーキによってプリズムが生じることのないよう
にプリズムを補正するために、該レーキの角度に対応した距離であり、
右第１中心を備えた右第１球体の表面の一部分に一致する外表面と、前記右第１中心と一
致しない右第２中心を備えた右第２球体の表面の一部分に一致する内表面と、を有し、こ
の右第１及び右第２中心を通り延伸する右光学中心線を備え、フレームに取り付けられ、
装着者の右正規視線に対してレーキ及びラップを生じるような所定の向きでフレームに設
置された右レンズを備え、
このフレームは、右光学中心線が装着者の右正規視線から略平行且つ垂直及び水平に離間
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するように装着時の向きで右レンズを維持し、この右光学中心線と右正規視線との右レン
ズ前方における垂直距離は、右レンズのレーキによってプリズムが生じることのないよう
にプリズムを補正するために、該レーキの角度に対応した距離であり、
この左右光学中心線は一致しないことを特徴とする眼鏡。
【請求項２】
前記左光学中心線は、垂直面及び水平面の少なくとも一方において装着者の左正規視線に
対する絶対平行から約３°以内でずれており、前記右光学中心線は装着者の右正規視線に
対する絶対平行から約３°以内でずれていることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
【請求項３】
前記左光学中心線は、垂直面上において装着者の左正規視線から約０．１インチ（約０．
２５４ｃｍ）より多く離れ、前記右光学中心線は、垂直面上において装着者の右正規視線
から約０．１インチ（約０．２５４ｃｍ）より多く離れていることを特徴とする請求項１
に記載の眼鏡。
【請求項４】
前記左光学中心線は、垂直面及び水平面の少なくとも一方において装着者の左正規視線か
ら約０．５インチ（約１．２７ｃｍ）離れ、前記右光学中心線は、垂直面及び水平面の少
なくとも一方において装着者の右正規視線から約０．５インチ（約１．２７ｃｍ）離れて
いることを特徴とする請求項1に記載の眼鏡。
【請求項５】
前記左光学中心線は、垂直方向に装着者の左正規視線から約０．２５インチ（約０．６３
５ｃｍ）から約０．７５インチ（約１．９０５ｃｍ）までの間で変位し、前記右光学中心
線は、垂直方向に装着者の左正規視線から約０．２５インチ（約０．６３５ｃｍ）から約
０７５インチ（約１．９０５ｃｍ）までの間で変位することを特徴とする請求項１に記載
の眼鏡。
【請求項６】
前記左光学中心線は、装着時の向きで装着者の左正規視線から約０．５インチ（約１．２
７ｃｍ）離れ、前記右光学中心線は、装着時の向きで装着者の右正規視線から約０．５イ
ンチ（約１．２７ｃｍ）離れていることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
【請求項７】
各レンズは少なくとも約６のベースを有することを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
【請求項８】
各レンズは少なくとも約７・１／２のベースを有することを特徴とする請求項１に記載の
眼鏡。
【請求項９】
各レンズは、装着者の左正規視線が左レンズ面に対する約９５°以上の第１入射角を有し
、装着者の右正規視線が右レンズ面に対する約９５°以上の第２入射角を有するような向
きであることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
【請求項１０】
前記第１入射角は約１００°から１３５°であり、前記第２入射角は約１００°から１３
５°であることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
【請求項１１】
眼鏡フレーム用の左右レンズは、標準的頭部フォームの装着時の向きでラップとレーキを
示し、第１の球形テーパ状レンズブランクから二レンズ眼鏡用、非矯正左レンズと、第２
の球形テーパ状レンズブランクから二レンズ眼鏡用、非矯正右レンズとを切り取り、装着
時の向きで光学ひずみを最小限に抑える方法であって、
装着時の向きに対し、左右レンズの特定のレーキの角度と特定のラップの角度とを決定す
る工程と、
第１レンズブランクの外表面に一致する球の中心と第１レンズブランクの内表面に一致す
る球の中心とを通る第１光学中心線を有し、第１の球形で垂直及び水平にテーパ状の非ガ
ラスレンズブランクを得る工程と、
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第１レンズが装着時の向きで左正規視線から平行且つ垂直及び水平に特定のレーキの角度
に対応する量だけ離間した光学中心線を有するように、第１レンズブランク上に第１レン
ズを切り取るための第１位置を選択する工程と、
このレンズブランクの第１位置から第１レンズを切り取る工程と、
第２レンズブランクの外表面に一致する球の中心と第２レンズブランクの内表面に一致す
る球の中心とを通る第２光学中心線を有し、第２の球形で垂直及び水平にテーパ状の非ガ
ラスレンズブランクを得る工程と、
この第２レンズが装着時の向きで右正規視線から平行且つ垂直及び水平に特定のレーキの
角度に対応する量だけ離間した光学中心線を有するように、第２レンズブランク上に第２
レンズを切り取るための第２位置を選択する工程と、
このレンズブランク上の第２位置から第２レンズを切り取る工程と、を備え、
前記第１レンズブランクの外表面に一致する球の中心と、前記第１レンズブランクの内表
面に一致する球の中心と、は一致せず、
前記第２レンズブランクの外表面に一致する球の中心と、前記第２レンズブランクの内表
面に一致する球の中心と、は一致せず、
前記第１光学中心線と前記第２光学中心線とは一致しない、方法。
【請求項１２】
装着時の向きで第１光学中心線と左正規視線との間の垂直間隔は約０．２５インチ（約０
．６３５ｃｍ）から約０．７５インチ（約１．９０５ｃｍ）の間であり、第２光学中心線
と右正規視線との間の垂直間隔は約０．２５インチ（約０．６３５ｃｍ）から約０７５イ
ンチ（約１．９０５ｃｍ）の間であることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
装着時の向きで装着者の両眼の各々からの正規視線上に位置する二レンズ眼鏡であって、
フレームと、
レンズの外表面に一致する球の中心とレンズの内表面に一致する球の中心とを通る第１光
学中心線を有し、該レンズの外表面に一致する球の中心と該レンズの内表面に一致する球
の中心とは一致せず、装着時の向きで装着者の第１正規視線上に設けられるフレームに取
り付けられた第１テーパ状のレンズと、
レンズの外表面に一致する球の中心とレンズの内表面に一致する球の中心とを通り第１光
学中心線と不一致である第２光学中心線を有し、該レンズの外表面に一致する球の中心と
該レンズの内表面に一致する球の中心とは一致せず、装着時の向きで装着者の第２正規視
線上に設けられるフレームに取り付けられた第２テーパ状のレンズと、を備え、
各レンズは装着時の向きにおいてレーキの角度がつけられており、そのレーキは対応光学
中心線が装着者の対応正規視線から約０．２５インチ（約０．６３５ｃｍ）から約０．７
５インチ（約１．９０５ｃｍ）だけ垂直且つ平行に変位し、
各レンズは、装着時の向きにおいてラップの角度がつけられており、このラップはレンズ
面と装着者の対応正規視線との間の入射角が少なくとも約９５°であり、
各レンズは、装着時の向きで約１／１６ジオプトリーより小さいプリズム歪みを示す方向
に向けられており、
前記第１正規視線および第２正規視線は、夫々装着者の左右の正規視線に相当することを
特徴とする眼鏡。
【請求項１４】
各レンズは、装着時の向きで約１／１６ジオプトリーより小さい屈折力を示す向きである
ことを特徴とする請求項１３に記載の眼鏡。
【請求項１５】
前記入射角は、装着時の向きで約１００°から１３５°までの間であることを特徴とする
請求項１３に記載の眼鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、眼鏡に使用されるレンズ、特に光学ゆがみを軽減できる構造及び向きにした偏
心非矯正（度なし）レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
眼鏡分野では近年、特に活動的なスポーツに使用したりファッションサングラスとして使
用する眼鏡に関して様々な改良が行われている。これらの改良は、一体型レンズを備えた
眼鏡、例えば「ブレイズ」（Blades）（登録商標）デザイン（オークレイ社（Oakley,Inc
.））、「Ｍフレーム」（M Frame）（登録商標）ライン（オークレイ社）、及びやはりオ
ークレイ社製の「ゼロ」（Zero)（登録商標）ラインに組み込まれている。これらの眼鏡
構造によって、従来の活動的なスポーツ用眼鏡に較べて、周辺光の遮断が最大になること
、光学ゆがみの低減、装着感の向上等の様々な機能的利点が達成される。
【０００３】
「ブレイズ」（商標）眼鏡の一体型レンズは、例えばジャナード（Jannard）に発行され
た米国特許第４，８５９，０４８号に開示されている円筒形状を組み込んでいる。この形
状は、レンズを装着者の顔面にぴったり一致させて、装着者の真っ直ぐ前方（前方向）及
び周辺（側方）からの光、風、埃等を遮断することができる。ジャナードの米国特許第４
，８６７，５５０号（トリダルレンズ形状）も参照されたい。
【０００４】
初期の一体型レンズ装置は、横から横までの全視野を与えると共に、良好な目の側方保護
をしていたが、光学ゆがみの可能性がある。一体型レンズ装置では、例えば装着者の視線
が垂直面または水平面上で移動すると、装着者の目から後レンズ表面への入射角が変化す
る。その結果、レンズの前部寄りで入射する光と側端部で入射する周辺光との間で屈折が
異なる。プリズムゆがみのこの原因に取り組んで、米国特許第４，８５９，０４８号は、
中央部分から側縁部に向かってレンズの厚みにテーパをつけることを開示している。
【０００５】
従来技術の眼鏡はまた、２つの個別のレンズを前フレームに沿って取り付けた二レンズ眼
鏡装置を用いてきた。初期の二レンズ眼鏡装置では、左右のレンズの各々は装着時の形状
がほぼ共平面であった。このため、真っ直ぐに前方を見た時、装着者の視線は一般的にレ
ンズの後表面を光学ゾーン内のレンズ表面に直角に横切っていた。このレンズ構造の問題
点の１つは、垂直方向に長い耳づるまたは側部アタッチメント等の特別な変更を用いなけ
れば、この眼鏡は目の側方保護を実質的に行うことができないことであった。
【０００６】
その後、各レンズの側縁部を前平面から後方へ、装着者の頭の側部を取り囲むように湾曲
させることによって、高ラップ一体型レンズ装置によって得られるものと同様な側方ラッ
プを提供できるようにした二レンズ装置が開発された。この明細書で「ラップ」とは、レ
ンズ側縁部の側部後方への傾斜であり、「レーキ」とは、眼鏡用レンズの垂直方向の傾斜
である。大きなラップをつけた二レンズ眼鏡は目の側方保護を行うが、一般的にレンズの
湾曲が装着者の視界全体に無視できないプリズムゆがみを招いた。これは、高屈折率の材
料からなるレンズにおいて特に顕著であった。また、低い輪郭を維持しながらラップを最
適化するために高ベース湾曲（例えば６以上のベース）が望まれることが多いが、そのよ
うなレンズは、比較的高レベルのプリズムゆがみがあるために、従来は実用的ではなかっ
た。
【０００７】
このため、視界全体にわたって光を遮断すると同時に、視界全体の光学ゆがみを最小限に
抑えることができるラップ及びレーキを示す形式の二レンズ眼鏡に使用する高ベース非矯
正レンズが必要である。
【発明の概要】
【０００８】
本発明の１つの態様によれば、非矯正（度なし）二レンズ眼鏡に使用する眼鏡レンズが提
供されている。眼鏡レンズは、装着者の正規視線の経路上にレンズを支持するフレームと
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組み合わせて使用される。
【０００９】
レンズは、前表面、後表面及びその間の厚みを有するレンズ本体を備えている。
【００１０】
レンズの前表面は、立体幾何形状の表面の一部分に一致している。１つの実施例では、レ
ンズの前表面は、第１中心を備えた第１球体の表面の一部分にほぼ一致している。レンズ
の後表面は、立体幾何形状の表面の一部分に一致しており、それは前表面が一致している
形状と同じでも、異なっていてもよい。１つの実施例では、後表面は、第２中心を備えた
第２球体の表面の一部分にほぼ一致している。
【００１１】
第１及び第２中心が互いにずれていることによって、レンズ厚みにテーパがつけられてい
る。第１及び第２中心を通る線が装着者の真っ直ぐ前方の正規視線等の所定の基準にほぼ
平行に維持される向きで、レンズがフレーム内に取り付けられている。
【００１２】
レンズは、レンズブランクから切り取ってもよいが、射出成形または他の公知の技法によ
って最終形状に直接成形してもよい。好ましくは、レンズの光学中心線を装着者の正規視
線とほぼ平行な関係に維持しながら、装着者の正規視線がレンズの前表面を約９５°より
大きい角度、好ましくは約１００°から約１２０°までの範囲で横切るように、眼鏡フレ
ームによって装着者の頭に付けた時のレンズの向きが決定される。レンズの光学中心線は
レンズを通っても、通らなくてもよい。
【００１３】
本発明のレンズを製造する方法も開示されている。
【００１４】
本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の好適な実施例の詳細な説明を添付の請求範囲及
び図面と組み合わせれば、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１図は、本発明の実施例に従って製造されたテーパ補正レンズを組み込んだ眼
鏡の斜視図である。
【図２】第２図は、第１図の２－２線に沿った断面図である。
【図３】第３図は、二レンズ眼鏡装置用の従来のテーパなしのレンズの概略的水平断面図
である。
【図４】第４図は、二レンズ眼鏡装置用のテーパレンズの概略的水平断面図である。
【図５】第５図は、第２図と同様な断面図であるが、本発明の別の実施例に従ってベース
湾曲を大きくしたテーパ補正レンズを示している。
【図６】第６図は、球体の表面の一部分に一致したレンズブランクの斜視図であり、本発
明の好適な実施例に従ってブランクから切り取られるレンズ輪郭を示している。
【図７】第７図は、第６図の中空のテーパ壁の球体、レンズブランク及びレンズの破断斜
視図である。
【図８】第８図は、本発明の好適な実施例に従って構成されたレンズの水平断面図である
。
【図８Ａ】第８Ａ図は、本発明の好適な実施例に従って構成されたレンズの縦断面図であ
る。
【図９】第９図は、第８図のレンズの上面図であって、高ラップを装着者との関係で示し
ている。
【図１０Ａ】第１０Ａ図は、様々な構造及び向きのレンズを装着者との関係で示す右側面
図である。第１０Ａ図は、本発明の好適な実施例に従った、下方レーキをつけた眼鏡に使
用される適当な構造及び向きのレンズの輪郭を示している。
【図１０Ｂ】第１０Ｂ図は、様々な構造及び向きのレンズを装着者との関係で示す右側面
図である。第１０Ｂ図は、レーキのない中心配置のレンズの輪郭を示している。
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【図１０Ｃ】第１０Ｃ図は、様々な構造及び向きのレンズを装着者との関係で示す右側面
図である。第１０Ｃ図は、下方レーキを示すが、真っ直ぐ前方の視線についてのプリズム
ゆがみを最小限に抑える構造及び向きになっていないレンズを示している。
【図１１】第１１図は、本発明の好適な実施例に従ったレンズの水平方向輪郭を眼鏡フレ
ーム内の所望向きからレンズブランクへ投影した概略図である。
【図１１Ａ】第１１Ａ図は、本発明の好適な実施例に従ったレンズの垂直輪郭を眼鏡フレ
ーム内の所望向きからレンズブランクへ投影した概略図である。
【図１２】第１２図は、第６図の右レンズ及びレンズブランクの前部（凸表面）の上面図
であり、ブランクの機械的中心線を紙面に直角に投影できるように回転させている。
【図１２Ａ】第１２Ａ図は、第１２図と同様な上面図であるが、同じレンズブランクから
左レンズを切り取ることができる位置も示している。
【好適な実施例の詳細の説明】
【００１６】
「球形」の前後表面（球体の表面の一部分にほぼ一致する表面）を備えたレンズに関する
好適な実施例を以下に説明するが、本発明は異なった表面形状のレンズにも適用可能であ
ることは、当業者には理解されるであろう。また、図示のもの以外の多くの正面形状及び
装着時位置での向きのレンズにも適用できることは理解されるであろう。
【００１７】
第１及び第２図を参照しながら、本発明に従って構成された第１及び第２レンズ１２、１
４を備えた眼鏡１０、例えばサングラスを説明する。本発明は「アイ・ジャケット」（Ey
e Jackets）（商標）の名前でオークレイが市販している眼鏡のデザインに組み込まれて
いるように図示されているが、本発明はレンズの湾曲、テーパ及び装着者の頭に付けた時
の向きだけに関するものである。従って、第１図に示されている特別なレンズまたはフレ
ーム形状は本発明には重要ではない。むしろ、以下の説明から明らかになるように本発明
の構造及び向きを組み込んだ多くの他の形状及び構造のレンズを構成することができる。
【００１８】
同様に、連続軌道部分を備えた取り付けフレーム１６も、本発明にとって本質的なもので
はない。軌道部分は、レンズ１２、１４の下縁部だけ、上縁部だけ、または図示のように
レンズ全体を取り囲むものでもよい。あるいは、フレーム１６がレンズのいずれの他の部
分を取り囲むこともできることは、当業者には明らかであろう。装着者の頭に付けた時の
レンズの向きが以下に説明するように所定の視線に対して所定の関係をほぼ維持する限り
、枠なし眼鏡も本発明に従って構成することができる。しかし、レンズ１２、１４の各々
を図示のような環状軌道部分に取り付けることが好ましい。
【００１９】
１対の耳づる２０、２２がフレーム１６に回動可能に取り付けられている。あるいは、耳
づる２０、２２を直接的にレンズ１２、１４に取り付けてもよい。フレームは、様々な金
属、複合材料、または当該分野では公知の比較的硬質の成形熱可塑性材料で形成すること
ができると共に、透明にしたり、様々な色を付けることができる。射出成形、機械加工及
び他の構成技法は公知である。
【００２０】
本発明によるレンズは、公知の様々な方法で製造することができる。
一般的に、高光学品質レンズは、事前成形されている射出成形レンズブランクから切り取
られる。左右のレンズは互いに鏡像の関係であることが好ましいので、以下の説明のほと
んどでは右レンズについてだけ全体的に説明する。しかし、事前成形レンズブランクから
レンズを切り取る方法の説明では、左レンズが右レンズとは異なっている点を、装着時の
レンズ向きに合わせて選択されたレーキ及びラップの程度に関して説明する。あるいは、
レンズを最終形状及び寸法に直接成形することができ、その場合には成形後の切り取り段
階が必要なくなる。
【００２１】
好ましくは、レンズ、またはそれを切り取るレンズブランクは射出成形され、ポリカーボ
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ネート等の比較的硬質で光学的に容認できる材料で構成されている。
ＣＲ－３９等の他のポリマーレンズ材料や、公知の高屈折率プラスチックも使用できる。
【００２２】
本発明の偏心テーパ補正はガラスレンズにも適用可能であるが、ここで言う補正の必要性
は、一般的に現在人気の非ガラス素材の場合の方が顕著である。
【００２３】
レンズをレンズブランクから切り取る場合、レンズブランクの注意深く選択された部分の
テーパ及び湾曲が、後述する好適な方向決め方法に従ってレンズに伝えられる。好ましく
は、レンズの成形湾曲部と協働して成形時湾曲からの狂いを最小限に抑えるか、さらには
それの保持性を向上させるスロットまたは他の取り付け構造をフレームに設ける。
【００２４】
あるいは、レンズまたはレンズブランクをほぼ平面的なテーパシート材から押し抜きまた
は切断加工してから、本発明に従った湾曲構造に曲げることもできる。次に、比較的硬質
の湾曲フレームを用いるか、熱成形技術において公知のように、その湾曲構造を保持でき
るように湾曲シートを加熱することによって、この湾曲構造を維持することができる。
【００２５】
最も好ましくは、レンズの両表面の湾曲をレンズブランクの成形及び研摩処理中に形成し
、後述するように本発明に従ってレンズ形状をブランクから切り取る。
【００２６】
第２図に示されているように、本発明のレンズ１４は、水平面において、中央縁部２４か
ら装着者の視界の少なくとも一部分、好ましくはほぼ全体にわたって側縁部２６まで延び
たほぼ円弧形であることを特徴としている。二レンズ装置において中央縁部２４から側縁
部２６までのレンズの円弧長さは一般的に約１・1/2インチ（約３．８１ｃｍ）から約３
・1/2インチ（約８．８９ｃｍ）までの範囲、好ましくは約２インチ（約５．０８ｃｍ）
から約３インチ（約７．６２ｃｍ）の範囲に入る。１つの好適な実施例では、レンズの円
弧長さは約２・3/8インチ（約６．０３２ｃｍ）である。
【００２７】
レンズ１２、１４の外表面は共通円３１上にあるように図示されているように見えるが、
高ラップ眼鏡の左右のレンズは一般的に、各レンズの中央縁部が円３１の外側に出て、側
縁部が円３１の内側に入るように傾斜している。レンズをそのように傾斜させることによ
って、角度θ（第２図）が増加し、本発明によって達成される光学補正の妥当性が高まる
。
【００２８】
装着時に、レンズ１４は少なくとも装着者の真っ直ぐ前方の正規視線２７を横切って、好
ましくはほぼ装着者の周辺視界を横切る必要がある。ここで使用する装着者の正規視線と
は、装着者の目の真っ直ぐ前方に延びた直線のことであり、第９及び第１０図に線１３０
で示されているように垂直面または水平面上において角偏差をほとんど伴っていない。
【００２９】
レンズ１４は前表面２８と、後表面３０とを備え、その間の厚みは変化する。
【００３０】
ポリカーボネートレンズの場合、中央縁部２４付近におけるレンズ１４の厚みは一般的に
約１ｍｍから約２．５ｍｍまで、好ましくは約１．５ｍｍから約１．８ｍｍまでの範囲で
ある。好適な実施例では、レンズ１４の最も厚い部分はレンズと光学中心線との交点付近
であって、約１．６５ｍｍである。
【００３１】
好ましくは、レンズ１４の厚みは、必ずしも均等でなくてもよいが、中央縁部２４付近の
最大厚みから側縁部２６位置の比較的小さい厚みまで、滑らかに薄くなる。側縁部２６付
近のレンズの厚みは一般的に約０．６３５ｍｍから約１．５２ｍｍまで、好ましくは約０
．７６２ｍｍから約１．２７ｍｍまでの範囲である。好適なポリカーボネート実施例では
、レンズの側部での最小厚みが約１．１５ｍｍである。側縁部２６の最小厚みは、一般的
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にレンズの所要衝撃抵抗に応じて決定される。
【００３２】
第３図は、円形の内側及び外側表面の水平断面で均一厚み４４の従来形のレンズ４１の屈
折を概略的に説明している。そのようなレンズ４１では、レンズ４１から目４６へ向かう
光線の入射角が、視界全体で変化する。例えば、説明上中央光線５０と呼ぶ光線は、入射
点における法線に対して角度αでレンズ４１に衝突する。当該分野では公知のように、透
過表面における光の曲がりは、光線の入射角によって部分的に決定される。光線５０は、
レンズ４１の外表面５２及び内表面５４において逆方向に屈折する、すなわち曲がる結果
、透過光線５６は入射光線５０に平行になる。透過光線５０は、入射光線５０の経路から
距離５８だけ側方へ変位している。この変位が、（プリズム）光学ゆがみの第１の原因で
ある。
【００３３】
また、入射角βが大きくなることから、側縁部６０では屈折変位がさらに顕著になる。光
学分野の専門家には理解されるように、スネルの法則に従って周辺入射光線６２は中央入
射光線５０よりも大きい変位６４を受ける。周辺光線の変位量６４と中央光線の変位量５
８とが異なる結果、二次的な光学ゆがみが生じる。
【００３４】
この二次的なゆがみによって、レンズ４１の比較的側方部分から見た像に大きなひずみが
生じる。
【００３５】
第４図は、ジャナードに発行された米国特許第４，８５９，０４８号の一体型レンズ装置
に関連して開示されているものと同様にして、レンズ４１の側縁部６０で大きくなる入射
角を補償するためにテーパ状の厚みにしたレンズ７１を概略的に示している。テーパをつ
けることによって、側縁部７６でのレンズ厚み７４が中央寄りの地点８０でのレンズ厚み
７８よりも薄くなっている。このように厚み７４を小さくすることによって、第４図のテ
ーパをつけていないレンズ４１の場合の周辺光線変位量６４よりも周辺光線変位量８２が
減少する。言い換えると、テーパレンズ７１の中央寄りの地点８０での厚み７８及び入射
角α’に較べて、側縁部７６付近のレンズの厚み７４が小さくなることによって、入射角
β’が大きくなることがある程度相殺される。
【００３６】
同じレンズ７１において周辺光線変位量８２と中央光線変位量８４との間に生じる違いが
、第３図の対応の差ほど大きくなく、二次的光学ゆがみが軽減される。二次的ゆがみの補
正度は、頂点８５から各側縁部７６までのテーパの様子及び程度と、入射角が同じ範囲で
変化する様子との間の関係によって決まることに注意されたい。
【００３７】
第４図のレンズ７１は、装着者の正規視線８６がレンズ頂点すなわち機械的中心８５でレ
ンズ７１を垂直に通過するようにフレーム（図示せず）内に取り付けられているかのよう
に示されている。言い換えると、装着者の正規視線の場合、レンズ法線に対する入射角が
ゼロである。断面図で示されたレンズ７１の外側及び内側表面は、それぞれ中心点８７及
び８８で表されている、ずれているが等半径の円のに一致している。ここではレンズの光
学中心線と呼ぶ中心点８７及び８８を通る線は、装着時向きにおいて正規視線と共線関係
にある。説明を簡単にするため、この従来型構造を中心配置レンズと定義することにする
。正規視線８６の円周方向時計回り、または反時計回りに、レンズ法線に対する入射角は
、レンズ頂点８５でのゼロから均等に増加する。
【００３８】
美観的スタイル上の理由、浮遊塵からの目の側方保護、または周辺光の遮断のためにある
程度のラップが望ましいであろう。急な水平湾曲（高ベース）のレンズ、例えば小半径の
球面レンズの使用、及び中心配置二レンズに対して側部後方に傾斜させた位置への各レン
ズの取り付けの両方またはいずれか一方によってラップを達成することができる。しかし
、そのような傾斜によって、正規視線８６が光学中心線との共線関係から外れ、レンズの
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光学特性が変化する。その結果、装着者の顔面の側部を取り囲む大きな「ラップ」をつけ
た従来型の二レンズ眼鏡は、一般的にある程度のプリズムゆがみを伴っていた。
【００３９】
同様に、美観的理由から、また装着者の目の下側から入る光、風、埃または他の塵を遮断
するために、高度のレーキすなわち垂直傾斜が望ましいであろう。ラップによって正規視
線８６が光学中心線の水平成分との共線関係から外れるのと同様にして、レーキをつけて
レンズを取り付けることによって、正規視線が光学中心線の垂直線分との共線関係から外
れる。レーキを大きくした従来の二レンズ眼鏡も、一般的にある程度のプリズムゆがみを
示す。
【００４０】
本発明によれば、装着時向きにおいてレーキ及びラップの両方またはいずれか一方を備え
たレンズのプリズムゆがみを最小限に抑える改良形光学構造及び方法が提供されている。
本発明は様々なレンズ形状及び向きに適用できるが、本発明は特に高ベース湾曲を用いて
装着時向きにおいて高度のラップ及びレーキの両方またはいずれか一方を示す二レンズ眼
鏡に利用される。
【００４１】
第２及び第５図に示されている眼鏡は、従来の中央配置二レンズ取り付けに対して側方へ
回転した位置に取り付けられた傾斜レンズ１２及び１４、または１０２及び１０４を組み
込んでいる。傾斜レンズの装着者の頭に対する向きは、中央配置レンズを備えた従来の二
レンズ眼鏡から始めて、装着者の頭の側部を取り囲むようにフレームをこめかみの位置で
内向きに曲げることによって得られると考えられる。
【００４２】
ラップを増加させた結果、装着者の正規視線２７は、第２図に示されているようにレンズ
１４に垂直に当たらなくなる。代わりに、装着者の視線２７に対する入射角θ°（第２図
）が９０°より大きくなり、良好なラップを得るためには、それが約９５°以上、好まし
くは約１００°から約１３５°までの範囲に入り、ベースが９．５の実施例では約１０１
．７５°である。ベースが低いレンズほど、装着時向きにおけるθが大きくなり、ベース
が６．５の実施例の角度θは約１１３．４°である。瞳孔間距離が２．８インチ（７．１
１１ｃｍ）でベースが４の実施例では、角度θが約１１９．８６４°であった。
【００４３】
第５図は、本発明の実施例に従った眼鏡１００の水平断面図を示しており、第２図に示さ
れているものとスタイルは同様であるが、レンズ１０２及び１０４の湾曲が急になってい
る（ベースが高くなっている）と共に、おそらくラップが大きくなっている。眼鏡１００
を装着した時、レンズ１０４の側縁部１０６が大きく回り込んで着用者のこめかみ付近に
達することによって、問題の目の側方保護を十分に行うことができる。
【００４４】
本発明のレンズの前表面１０８は、図面の水平断面で示されているように、標準幾何立体
、例えば球体１１０の表面の一部にほぼ一致する。従って、図示の実施例の球面レンズ１
０２及び１０４の前表面は半径を特徴としている。当該業界の慣例では、湾曲はベース値
で表すこともできるので、レンズの前表面のｍｍ単位の半径（Ｒ）は、５３０をベース湾
曲で割った値、すなわち
Ｒ＝５３０／Ｂ　（１）
になる。
【００４５】
本発明は、ベース湾曲が６以上、好ましくは約７・1/2から１０・1/2まで、さらに好まし
くは約８から９・1/2まで、１つの実施例では約８・3/4から９までであるレンズブランク
を用いて比較的高いラップの二レンズ眼鏡装置を構成できるようにする。例えば、ベース
が８・3/4のレンズの前表面に一致する円の半径は約６０．５７ｍｍである。それに対し
て、ベースが３のレンズの前表面の場合の円の半径は約１７６．６６ｍｍである。
【００４６】
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第５図に示されている本発明の実施例は、厚みが光学中心線の位置で約０．０６４９イン
チ（約０．１６５ｃｍ）、光学中心線からレンズの外周に沿って２インチ（５．０８ｃｍ
）移動した基準点で０．０５３インチ（０．１３５ｃｍ）で、ベースが８・3/4のレンズ
ブランクから切り取ることができる。あるいは、レンズを直接的にそれの最終形状及び構
造に成形することもできる。
【００４７】
第６図は、レンズブランク１２２の斜視図であり、それの凸状の外表面１３６が、立体幾
何形状１２４の表面の一部分にほぼ一致している。本発明に従ったレンズを様々な幾何形
状のいずれかに一致させることができることは、当業者には理解されるであろう。
【００４８】
好ましくは、レンズの外表面は、水平面または垂直面のいずれかにおいて一定の水平半径
（球体または円柱）または漸増曲線（楕円、トロイド、卵形）または他の非球面形状の滑
らかな連続表面を備えた形状に一致するようにする。しかし、ここに記載した好適な実施
例の幾何形状１２４は、ほぼ球体である。
【００４９】
第６及び第７図に示されている球体１２４は、仮想立体壁構造体であり、その壁の一部分
がレンズ１２０を切り取るのに適している。公知のように、精密レンズ切断は、レンズ１
２０を最終的に切り取るレンズブランク１２２を形成することによって行われることが多
い。しかし、別体のレンズブランクを使用することは任意であり、必要ならばレンズ１２
０を直接的にそれの最終形状及び構造に成形してもよいことは、第６及び第７図から当業
者には明らかであろう。
【００５０】
また第６及び第７図からわかるように、レンズ１２０及びレンズブランク１２２の両方ま
たはいずれか一方を、球体１２４上の様々な位置に配置することができる。本発明の目的
に合わせて、光学中心線１３２が球体１２４に対するレンズ１２０の向きの基準線として
機能する。図示の実施例では、外表面及び内表面の両方が球体の一部分に一致しており、
光学中心線が２つの中心Ｃ１及びＣ２を結ぶ線１３２として定められている。非球面レン
ズ形状のための同様な基準線は、球体の２つの幾何中心の結合とは異なった方法で形成で
きることは、当業者には明らかであろう。
【００５１】
レンズ１２０は、第７図に示されている球体の壁の一部分の形状を保持するようにして最
終的に形成される。レンズ１２０が眼鏡フレーム内で方向が決められた時に、レンズを通
る装着者の正規視線１３０が、レンズ１２０を切り出す幾何形状の光学中心線１３２にほ
ぼ平行に維持されるようにして、球体１２４上のレンズ１２０の位置が選択される。第６
及び第７図では、レンズ１２０は、ラップが大きいと共にある程度の下方レーキ（光学中
心線１３０の下方で球体１２４を横切る装着時正規視線１３０で表される）を備えた右レ
ンズである。異なった形状、またはラップを小さくしたレンズでは、レンズを切り取る仮
想球体１２４の光学中心線１３２に重なる場合もある。しかし、レンズ１２０の視線１３
０が装着時向きにおいて光学中心線１３２にほぼ平行に維持される限り、仮想球体１２４
の光学中心線がレンズ１２０を横切るか否かは重要ではない。
【００５２】
同様に、レンズが装着時向きにおいてレーキまたは上方レーキを備えないようにする場合
、正規視線（及びレンズ全体）は球体１２４を光学中心線を含む中央水平子午線上または
その上方で横切る。従って、光学中心線１３２に対する最終正規視線１３０の空間距離及
び位置が、（水平方向距離によって）ラップ及び（垂直方向距離によって）レーキの度合
いを示す。しかし、関連距離に関係なく、正規視線１３０が好ましくは水平面及び垂直面
の両方において光学中心線１３２からずれた位置でそれにほぼ平行に維持されている限り
、レンズが示す光学ひずみが最小限に抑えられる。
【００５３】
本発明では、「ほぼ平行」とは、レンズ１２０を装着時の位置で方向決めした時、所定の
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視線１３０が水平面または垂直面において光学中心線１３２に平行な位置から約±１５°
を超えない偏差であることを意味するものとする。好ましくは、正規視線１３０は光学中
心線１３２からの偏差が約±１０°を超えない、さらに好ましくは、正規視線１３０は光
学中心線１３２に平行な位置からの偏差が約±５°まで、最も好ましくは約±２°までに
する。視線１３０が装着時向きで光学中心線に平行であることが最適である。
【００５４】
水平面に平行な位置からの外れは、垂直面に平行な位置からの外れよりも光学系に与える
負の衝撃が一般的に大きい。従って、偏差角度の水平成分が平行な向きからの上記偏差範
囲内ある限り、一部の眼鏡では垂直面上での視線１３０と光学中心線１３２との間の立体
角が上記範囲を超えてもよい。好ましくは、視線１３０の垂直面上における装着時向きで
の光学中心線からの偏差が約±１０°まで、さらに好ましくは約±３°までである。
【００５５】
第７図は、第６図のレンズ１２０、レンズブランク１２２及び幾何形状１２４の破断図で
ある。この図面から、幾何形状１２４の光学中心線を通る水平断面１３４で示されている
ように、好適な幾何形状１２４が可変厚みの壁を備えた中空体であることがわかる。
【００５６】
好適な幾何形状１２４のテーパ壁は、中心Ｃ１及びＣ２及び半径Ｒ１及びＲ２で表された
２つの水平方向にずれた球体から得られる。好適なレンズブランク１２２の外表面１３６
は一方の球体（半径Ｒ１）に一致しているのに対して、レンズブランク１２２の内表面１
３８は他方の球体（半径Ｒ２）に一致している。２つの球体を定めるパラメータを調節す
ることによって、レンズブランク１２２のテーパの性質も調節することもできる。
【００５７】
特に、レンズブランクの外表面１３６及び内表面１３８が一致している２つの球体のパラ
メータは、屈折力が最小であるか、もしくは全くない非矯正レンズを形成するように選択
することが好ましい。ＣＴが選択された中心厚み（中空幾何形状１２４の壁の最大厚み）
を表し、レンズブランク材料の屈折率をｎとし、外表面１３６の湾曲の設計選択によって
Ｒ1に設定した場合、Ｒ2は次式に従って決定される。
【００５８】
例えば、設計選択においてベースが６のレンズが望まれ、中心厚みを３ｍｍに選択し、好
適な材料（ポリカーボネート）の屈折率が１．５８６である場合、Ｒ２は次のように決定
される。ＣＴ／ｎは球体中心Ｃ１及びＣ２の離間距離を表す。
Ｒ2＝Ｒ1－ＣＴ＋ＣＴ／ｎ　（２）
Ｒ2＝５３０／６－３＋３／１．５８６＝８７．２２５ｍｍ　（３）
この場合、外表面１３６の半径Ｒ1が８８．３３３ｍｍ、内表面１３３の半径Ｒ2が８７．
２２５ｍｍ、球体中心Ｃ１及びＣ２の離間距離が１．８９２ｍｍである。これらのパラメ
ータは、好適な偏心球体実施例のレンズブランク１２２の湾曲を説明している。
【００５９】
好適な実施例の場合、光学中心線１３２は、ずれた球体の両中心点Ｃ１及びＣ２を通る線
である。これは、好適な幾何形状１２４の壁の光学中心１４０に位置する最肉厚部分をた
またま通過している。光学中心線１３２は、図示のレンズブランク１２２の表面１３６を
たまたま通っているが、これは必ずしも必要ない。
【００６０】
光学中心１４０はレンズ１２０上をたまたま通っていないが、大形のレンズや装着時向き
においてラップを小さくしたレンズではそれを通る場合もある。
第８図は、レンズ１２０の水平断面図であり、外表面１３６及び内表面１３８が一致する
幾何形状１２４を仮想線で示している。レンズブランク１２２は図面から省略されている
。本発明によれば、選択された向きに対応した光学中心線１３２が、レンズ１２０を眼鏡
フレームに取り付ける時に装着者の真っ直ぐ前方の正規視線１３０からずれた位置でそれ
にほぼ平行になるように調整されている。
【００６１】
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第８Ａ図は、レンズ１２０の縦断面図であり、やはり外表面１３６及び内表面１３８が一
致する幾何形状１２４を仮想線で示している。第８図の水平図面とは異なって、光学中心
線１３２を垂直面に投影したもの（すなわち光学中心線１３２の垂直成分）が好適なレン
ズ１２０の縦断面を通過しているように見える。いずれの場合も、選択されたテーパに対
応した光学中心線１３２の垂直成分も、装着時の向きにおいて装着者の正規視線１３０に
ほぼ平行になるように調整されている。
【００６２】
このため、高度のラップを備えた二レンズ眼鏡用の光学補正レンズを提供するのに加えて
、本発明は、ある程度のレーキを特徴とする眼鏡用の光学補正レンズを提供することがで
きる。「レーキ」及び「光学補正」については以下に詳細に説明する。
【００６３】
一般的に、「レーキ」は、装着時の向きにおいて正規視線１３０（第８Ａ図を参照）がレ
ンズ１２０に正接する垂線に直角以外の角度で交わるレンズ状態を説明していると理解さ
れたい。しかし、好適な実施例に従った光学補正眼鏡の場合、レーキをつけたレンズに対
する正規視線は、光学中心線から垂直方向にずれた位置でそれにほぼ平行になる。従って
、補正された向きのレンズのレーキの度合いは、正規視線が光学中心線から垂直方向に変
位する距離によって測定することができる。
【００６４】
第１０Ｂ図に示されている中心配置レンズの場合、装着者の視線は光学中心線に一致し、
垂直方向の変位が見られない。そのようなレンズは装着時向きにおいて（以下に定義する
ように）光学補正されているが、本発明の好適な実施例とは異なって、そのレンズにはレ
ーキがついていない。第１０Ｃ図は、下方へ傾斜させた、すなわちレーキをつけたレンズ
向きを示しているが、この場合には光学中心線と正規視線が大きく分かれているため、意
味のある「変位」を測定できない。このレンズは従来の意味では下方レーキがついており
、装着者の顔面に一致して目の下側保護を好都合に行っているが、光学補正は行われてい
ない。
【００６５】
それに較べて、好適な実施例によるレーキつきのレンズの正規視線は、光学中心線からの
有限垂直方向変位、好ましくは下方レーキに対応した下向きの変位を特徴としている。光
学中心線が上記の許容角度範囲内で正規視線と異なる場合、この変位をレンズ表面位置ま
たはその付近で測定するものとする。変位量は、ゼロでない変位から約８．０インチ（約
２０．３２ｃｍ）までの範囲であろう。低ベースの湾曲のレンズでは、良好なレーキを得
るためには変位量を大きくする必要があるであろう。しかし、ベースが６の湾曲のレンズ
の垂直方向変位量は、約０．１から約２．０インチ（約５．０８ｃｍ）までの間にする必
要がある。さらに好ましくは、垂直変位量は約０．１インチ（約０．２５４ｃｍ）から約
１．０インチ（約２．５４ｃｍ）の間、特に約０．２５インチ（約０．６３５ｃｍ）から
約０．７５インチ（約１．９０５ｃｍ）、最も好ましくは約０．５インチ（約１２．７ｃ
ｍ）である。
【００６６】
本説明で使用する「光学補正」とは、装着時向きにおいて、プリズムゆがみ、屈折力及び
非点収差の値の１つまたは複数で判断した時に比較的小さいゆがみを示すレンズのことで
ある。好適な実施例に従ったレーキつきのレンズは、少なくとも１／４ジオプトリーまた
は３／１６ジオプトリー以下、一般的に約１／８ジオプトリーより小さく、好ましくは約
１／１６より小さく、さらに好ましくは約１／３２ジオプトリーより小さいプリズムゆが
みを示す。本発明によるレンズの屈折力及び非点収差も好都合に低い。屈折力及び非点収
差の各々も、少なくとも１／４ジオプトリーまたは３／１６ジオプトリー以下、好ましく
は約１／８ジオプトリーより小さく、さらに好ましくは約１／１６より小さく、最も好ま
しくは約１／３２ジオプトリーより小さい。
【００６７】
光学ゆがみを最小限に抑える利点は水平及び垂直の両次元に適用されることは、当業者に
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は理解されるであろう。本発明に教示されている原理を垂直及び水平の両次元に応用する
ことによって特別な利点が得られ、（ラップ及びレーキによる）目の側方及び下側周辺保
護と装着者の視界全体にわたる優れた光学品質とを組み合わせることができる。
【００６８】
さらに、ここに記載した基本的な実施例は、水平及び垂直断面の両方において一定の半径
であるが、両平面の様々なレンズ形状を本発明と組み合わせることができる。例えば、本
発明のレンズの外側または内側、または両表面を第６及び第７図に示されているように球
形にほぼ一致させることもできる。あるいは、レンズの外側または内側、または両表面を
直円柱、円すい台、楕円柱、楕円体、回転楕円体、または多くの他の立体形状のいずれか
に一致させてもよい。しかし、一方の表面の特別な垂直または水平湾曲に関係なく、取り
付けた装着時向きにおいてレンズの屈折力、プリズム及び非点収差の１つまたは複数が最
小限に抑えられるように他の表面を選択する必要がある。
【００６９】
第９～第１２図は、本発明の好適な実施例に従って右レンズ１２０を切り取るレンズブラ
ンク１２２上の位置を選択する方法の説明を助けるものである。好適な実施例の二レンズ
眼鏡の左レンズも同様な方法を用いて形成できることは理解されるであろう。
【００７０】
第１段階として、レンズの内側または外側表面１３８、１３６の所望の全体湾曲を選択す
る。好適なレンズ１２０用に、この選択によってレンズブランク１２２のベース値が決定
される。前述したように、多くの他の湾曲を本発明に組み合わせて使用することができる
。レンズ厚みも事前に選択することができる。特に、最小厚みは、レンズが所定の衝撃力
に耐えることができるように選択することができる。
【００７１】
所望のレンズ形状も選択できる。例えば、第１２図は、レンズの正面図の一例を示してい
る。選択された特定形状は、一般的にここに開示した所定向きの偏心レンズ光学系に関係
ない。
【００７２】
レンズの所望の装着時向きも、装着者１２６の正規視線１３０に関連させて選択される。
前述したように、好適な取り付け向きすることによって、側方保護及び周辺光の遮断を行
うための、またデザイン上の理由にもよる大きな側方ラップと、ある程度の下方レーキが
得られる。例えば、第６～第１２図に示されている実施例は、ラップを得るために傾斜レ
ンズ１２０を用いている。あるいは、高ベースのレンズを用い、従来のものに近い（傾斜
しない）向きにすることによっても、ラップを得ることができる。第９及び第１０図は、
取り付け向きが装着者の視線１３０にどのように関係するかをわかりやすく説明している
。
【００７３】
装着者の頭に対する様々な垂直方向の装着時向きを概略的に示している第１０Ａ～第１０
Ｃ図から理解されるように、眼鏡の設計者はレーキ、すなわち垂直傾斜の度合いを選択す
ることもできる。第１０Ａ図は、装着者１２６の頭に対する、また特に真っ直ぐ前方の正
規視線１３０に対するレンズ１２０の好適な向きを示している。第１０Ａ図に示されてい
るように、一般的な頭部構造との一致性の改善を含めた様々な理由から、下方レーキが望
ましい。本説明から当業者には明らかなように、光学中心線１３２（第７図を参照）と交
わる水平面より下側に位置する機械的中心点を設けたレンズ１２０は、第１０図に示され
たような下方レーキをつけた向きにしながら、光学中心線と真っ直ぐ前方の視線との間の
ほぼ平行関係を保持することができる。仮想球体の光学中心線１３２に対するレンズ１２
０の向きは、レンズ１２０と装着時向きにおける正規視線１３０の平行線との間の向きと
同じになるはずであるので、光学中心線１３２の下方でこの球体から切り取られたレンズ
はいずれも、対応の下方レーキをつけて取り付けて、本発明の光学補正を達成することが
できる。
【００７４】
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従って、第１０Ａ図に示されているように、正規視線１３０と光学中心線１３２との間の
変位の垂直成分を指定することによって、所望のレーキ度を選択することができる。いず
れの方法でも、変位が大きいほど、下方レーキが大きくなる。一般的に、本発明に従った
垂直変位はゼロより大きい。一般的に、ベース湾曲に応じて約０．１インチ（約０．２５
４ｃｍ）から約２インチ（約５．０８ｃｍ）までであろう。好ましくは、垂直変位量は約
０．１インチ（約０．２５４ｃｍ）から約１インチ（約２．５４ｃｍ）まで、または約０
．２インチ（約０．５０８ｃｍ）以上であろう。さらに好ましくは、それは約０．２５イ
ンチ（約０．６３５ｃｍ）から約０．７５インチ（約１．９０５ｃｍ）までであり、１実
施例では約０．５インチ（約１．２７ｃｍ）であった。
【００７５】
あるいは、レンズの湾曲に対する正規視線の向きを固定する汎用輪郭を選択することもで
きる（レンズの厚みを考慮していない）。例えば、第１０Ａ図は、正規視線１３０に対す
る上縁部１５２及び下縁部１５４の基準点を与えている。以下の第１１Ａ図の説明から明
らかになるように、この関係を利用して、レンズを切り取るレンズブランク上の位置を決
定することができる。
【００７６】
第１１図は、レンズ１２０の水平向きをレンズブランク１２２上に写したものを示してい
る。選択された向きを測定する基準になる正規視線１３０は、光学中心線１３２からずれ
た位置でそれに平行に維持される。変位の水平成分は、一般的に低ベース湾曲の場合は約
０．１インチ（約０．２５４ｃｍ）から約８インチ（約６．０３２ｃｍ）までの範囲内で
ある。
【００７７】
第１１図に示されているような美観的デザイン及び所望のレーキ及びラップ向きが（選択
したフレーム１５０によって）決定され、その美観的設計に合う適当なベース湾曲を備え
たレンズブランク１２２を形成してから、その美観的設計を理論球体すなわちブランクの
表面上にグラフィックまたは数学的に投影することによって、レンズ１２０として使用す
るのに適した球体の部分を明らかにすることができる。球体の光学中心線が装着時向きに
おいて所望の正規視線にほぼ平行になる向きから外れる位置へレンズ１２０を回転させる
ことなく、球体から切り取ったレンズが美観的設計に適したラップ及びレーキを示す位置
に位置決めされるまで、球体上へのレンズ形状の投影像を球体の表面に沿って移動させな
ければならない。
【００７８】
選択された垂直向きについても、同様な同時投影を第１１Ａ図に示されているように実施
することができる。第１１Ａ図は、選択フレーム１５０からレンズブランク１２２上の位
置へ投影したものを概略的に示している。フレーム１５０（または第１０Ａ図で提供され
ているような概念構造）は、視線１３０に関連付けたレンズ上縁部１５２及び下縁部１５
４の形の基準点を与えている。次に、視線１３０を光学中心線１３２にほぼ平行に維持し
ながら、上縁部１５２及び下縁部１５４の両方がレンズブランクの外表面１３６上の対応
地点に同時に整合するまで、投影像を上下に移動させることができる。
【００７９】
水平輪郭及び垂直輪郭の両方の投影を同時に行って、視線１３０が光学中心線１３２また
はレンズブランク１２２の他の基準線に平行になる、（第１２図に示されている正面形状
を含む）レンズの所望立体形状に対応したレンズブランク１２２上の単一位置を定める。
もちろん、線１３０及び１３２はほぼ平行である、すなわち上記の角偏差の許容範囲に入
っていることは理解されるであろう。
【００８０】
次に、この形状をブランク１２２から切り取るか、直接的に最終レンズ形状に成形する。
これによって得られたレンズ１２０は、所望形状に一致するだけでなく、装着時向きにし
た時のプリズムゆがみを最小限に抑えることができる。
【００８１】
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第１２図は、第６及び第７図の球体の表面の一部分に一致するように示された、紙面の方
にくぼんだレンズブランク１２２を示している。第１２図において、レンズブランク１２
２の機械的中心が中央水平子午線上の図面の中心に示されるようにして、レンズブランク
１２２が理論球体上に形成されている。図示のレンズ輪郭１２０は、中央縁部１４８と、
側縁部１４４と、上縁部１５２と、下縁部１５４とを備えている。右レンズ１２０の中央
縁部１４８は、レンズブランク１２２の光学中心近くに位置している。
【００８２】
右レンズ１２０の少なくとも一部分は、レンズブランク１２２の左下（第３）象限に位置
している。好ましくは、ラップ及び下方レーキの両方を示す本発明の実施例では、レンズ
面積の少なくとも約半分がレンズブランク１２２の第３象限に入る。好ましくは、レンズ
１２０の面積の全部またはほとんど全部が図示の光学中心の左下に位置するようにする。
レーキは同程度であるがラップが小さいレンズは、レンズ面積の５０％以上がレンズブラ
ンク１２２の右下（第２）象限に入るようにして、レンズブランク１２２上に配置するこ
とができる。
【００８３】
第１２Ａ図は、左レンズ１２０Ｌを切り取ることができる同じレンズブランク１２２上の
位置を示している。左レンズ１２０Ｌは、中央縁部１４８Ｌと、側縁部１４４Ｌと、上縁
部１５２Ｌと、下縁部１５４Ｌとを備えている。図示の輪郭で右レンズ１２０及び左レン
ズ１２０Ｌの両方を同一レンズブランク１２２から切り取ることはできないので、左レン
ズ１２０Ｌは仮想線で示されている。図示の左レンズ１２０Ｌは、第１レンズブランク１
２２と同一の第２レンズブランク上の図示の位置から切り取ることができる。
【００８４】
左レンズ１２０Ｌは右レンズ１２０に対して対称的に逆になるので、左レンズ１２０Ｌは
右レンズ１２０の鏡像である。例えば、右レンズ１２０の像は、光学中心線１３０及び球
体１２４の極が通る垂直面に対して裏返すことができる。その像を投影するレンズブラン
クは図示のレンズブランク１２２と同一であるが、機械的中心回りに１８０°回転させる
。
【００８５】
あるいは、左レンズ１２０Ｌは垂直対称軸線に関して右レンズ１２０の鏡像であると考え
ることもできる。第１２Ｂ図に示されているように、左レンズ１２０Ｌは右レンズ１２０
に対して上下が逆転している。好適なレンズブランク１２２の場合、垂直対称軸線は、レ
ンズブランク１２２を上下半分に分割する中央水平子午線１７０であり、その上下半分は
球体１２４（第６及び第７図）の上下の半球に一致する。このため、中央縁部１４８Ｌ、
側縁部１４４Ｌ、上縁部１５２Ｌ及び下縁部１５４Ｌの各々の水平位置（すなわちレンズ
ブランク１２２の中央または側縁部からの距離）が、右レンズ１２０の対応点のものと同
じになる。左右レンズの対応点はまた、水平子午線１７０から反対方向であるが同じ垂直
距離にある。例えば、左レンズ１２０Ｌの上縁部１５２Ｌが水平子午線１７０から上方に
離れた距離は、右レンズ１２０の上縁部１５２が水平子午線１７０から下方に離れた距離
とほぼ同じである。
【００８６】
このため、レーキをつけた二レンズ実施例の左レンズ１２０Ｌは好適なレンズブランク１
２２のほぼ上半分から切り取られるのに対して、右レンズ１２０は同じレンズブランクの
ほぼ下半分から切り取られる。好ましくは、二レンズ実施例がラップ及びレーキの両方を
示している場合、左レンズ１２０Ｌは好適なレンズブランク１２２のほぼ左上（第４）象
限から切り取られるのに対して、右レンズはほぼ第３象限から切り取られる。ここで使用
する「ほぼ」とは、好適なレンズブランク１２２の関連の半分または象限に入るレンズ１
２０または１２０Ｌの表面積の５０％以上であることを表す。
【００８７】
もちろん、この説明は、中央水平子午線１７０を通る（すなわち、レンズブランク１２２
のテーパが垂直方向に対称的である）が、機械的中心を通らない（すなわち、レンズブラ
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ンク１２２のテーパが水平方向に非対称である）光学中心線を特徴とするレンズブランク
１２２に限定される。変更したレンズブランクでは変更したテーパを使用することは理解
されるであろう。当業者であれば、テーパの対称性に関係なく、装着時向きにおける正規
視線が光学中心線にほぼ平行に維持されるように左右のレンズを切り取る位置を調節でき
るであろう。
【００８８】
このように、本発明はテーパと装着者の目からレンズの表面へ向かう可変入射角との間の
正確な対応性を与える正確な方法を提供している。装着者の視線とテーパの形との間に新
しい関係を認識することによって、本発明は非点収差、屈折力及びプリズムゆがみを最小
限に抑えながら、様々なレンズ構造を使用できるようにする。例えば、設計者は装着者の
視線に対してレンズに所望の向き及び湾曲を選択することができる。向き及び湾曲は、広
範囲のレーキ、ラップ、ベース値及び装着者の顔面との近接度から選択することができる
。次に、本発明の方法によって、装着時向きにおけるプリズムゆがみが最小限に抑えられ
るように、テーパの形や理論球体または他の形状上でのレンズ輪郭の位置を選択すること
ができる。
【００８９】
以上に一定の好適な実施例について本発明を説明してきたが、当業者には他の実施例も明
らかになるであろう。従って、本発明は好適な実施例の記載によって制限されるのではな
く、添付の請求項のみによって定義されるものとする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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