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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンタクトレンズ型の製造に用いられるマスターモデルを製造する方法であって、
　（ａ）外面を有するブランクを第１の回転軸を中心として回転させ、ブランクの外面上
に、隆起領域を含む少なくとも１つの第１の面を切削する工程と；
　（ｂ）複数の第２の回転軸を中心としてブランクを回転させ、各々の第２の回転軸は第
１の回転軸と異なり、各第２の回転軸で回転している間に、ブランクから複数の弧状部位
を切削し、それによってブランクが複数の第２の回転軸の各々を中心として回転された後
に、隆起除去表面が形成される工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　ブランクをスピンドルに取り付け、ブランクを複数の第２の回転軸を中心として回転さ
せる工程が、スペーサーをスピンドルに複数の方向で適用する工程を含み、ここでスペー
サーが各々複数の方向で、スピンドルに適用される時、ブランクが複数の第２の回転軸の
内の１つの異なる第２の回転軸を中心として回転する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも第１の面の一部が、遠見視力面を備える、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも第１の面の一部が、近見視力面を備える、請求項１～３のいずれか１項に記
載の方法。
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【請求項５】
　少なくとも第１の面の一部が、隆起面を備える、請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　少なくとも第１の面の一部がベベル面を備える、請求項１～５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項７】
　コンタクトレンズ型の製造に用いられるマスターモデルを製造する方法であって、
　（ａ）外面を有するブランクを第１の回転軸を中心として回転させ、ブランクの外面上
に、隆起領域を含む少なくとも１つの第１の面を切削する工程と；
　（ｂ）複数の第２の回転軸を中心としてブランクを回転させ、各々の第２の回転軸は第
１の回転軸と異なり、各第２の回転軸で回転している間に、ブランクを切削し、それによ
ってブランクが複数の第２の回転軸の各々を中心として回転された後に、隆起除去表面が
形成される工程と、
を含み、
　ブランクをスピンドルに取り付け、ブランクを複数の第２の回転軸を中心として回転さ
せる工程が、スペーサーをスピンドルに複数の方向で適用する工程を含み、ここでスペー
サーが各々複数の方向で、スピンドルに適用される時、ブランクが複数の第２の回転軸の
内の１つの異なる第２の回転軸を中心として回転する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学に関し、更に詳細にはソフトコンタクトレンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンタクトレンズは、多くの異なる種類の視力障害に幅広く用いられている。これらは
、近視および遠視（それぞれ、近視眼、遠視眼）等の障害、および通常老化に関連した近
接範囲の視力における障害（老眼）を含む。老眼は、人間が老化して目のレンズが結晶化
し始め、その弾力性を失った時に発生し、目は次第に近くの物体に焦点を合わせる能力を
失う結果となる。
【０００３】
　老眼の人の中には、近視と遠視の両方の障害を持っているため、視力を適切に矯正する
ために二焦点レンズを必要とする場合がある。多くの人は視力矯正のため二焦点眼鏡より
もコンタクトレンズを着用することを好む。
【０００４】
　典型的な単一視コンタクトレンズは、レンズが平行光線に対して直角に設置されている
時にその平行光線が集まるポイントである焦点、およびその焦点からレンズの中心に引か
れた想像上の線である光軸を有している。後方面は角膜に対して密着し、対向する前面は
目の視力を矯正するための光を集める視力面を有している。典型的な球面レンズの場合、
視力面は、視力面上のいずれかのポイントから曲率の中心と呼ばれる光軸上のポイントま
での距離である単一の曲率半径を有する。二焦点レンズはレンズの前方面上に少なくとも
２つの視力面、即ち、遠方の物体を見るための遠見視力面、および近くの物体を見る（例
えば読書時）ための近見視力面を有している。
【０００５】
　二焦点コンタクトレンズを有効に使用するためには、目が離れた物体を見ることから近
くの物体を見ることに変化させる時、視力面の間で視線の切り替えを行う必要がある。こ
のような状況において、瞳孔は遠見視力面に対面している状態から近見視力面に対面して
いる状態に移動しなければならない。
【０００６】
　コンタクトレンズは一般的にハードレンズあるいはソフトレンズのいずれかである。ハ
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ードレンズはソフトレンズと比較すると付け心地がよくない傾向があり、それ故に通常、
より短い期間しか着用されない。
【０００７】
　ハード二焦点コンタクトレンズには多くのデザインがあるが、ソフトコンタクトレンズ
は、目の視方向が水平線を見る遠見視力から下を見る近見視力に変化させる時、目の表面
で切り替えをすることが困難である。これは、角膜の形状にぴったりと適合するソフトコ
ンタクトレンズの能力のためである。このことから、ソフト切り替え二焦点コンタクトレ
ンズは一般的ではない。従って、二焦点コンタクトレンズを望むユーザーは通常、より付
け心地の悪いハードレンズの使用に制限され、一方ではソフトコンタクトレンズの着用を
望むユーザーは通常、単一焦点レンズの着用に制限される。
【０００８】
　従って、目が遠見視力から近見視力に位置を変化させる時に目の表面での切り替えを支
援するソフト二焦点コンタクトレンズが必要とされている。
【発明の概要】
【０００９】
　従来技術の欠点は、一態様において、上部、底部、回転軸、内面および対向する外面を
有し、前記外面は複数の領域を含むコンタクトレンズである本発明によって克服される。
複数の領域は、光学領域、隆起領域、遷移領域およびベベル領域を含む。光学領域は下端
部を有し、遠見視力領域および近見視力領域を含む。
【００１０】
　遠見視力領域は、遠見視力矯正を与える第１の曲率半径を有する。遠見視力領域はまた
、ユーザーの瞳孔の大部分を覆うのに充分な大きさであり、ユーザーが実質的に水平方向
のポイントを見ている時にユーザーの瞳孔が遠見視力領域に実質的に対面するように光学
領域内の第１の位置に配置される、第１の区域を有する。
【００１１】
　従って、一態様において、本発明は、外面および対向する内面を有するコンタクトレン
ズであって、
　（ａ）ソフトコンタクトレンズ材料よりなる二焦点光学領域と；
　（ｂ）同様にソフトコンタクトレンズ材料よりなり、二焦点光学領域の下端部から下向
に下降する遷移領域と；
　（ｃ）同様にソフトコンタクトレンズ材料よりなり、遷移領域から下向に下降し、外面
から外側に向かって突出し、ユーザーが着用している時に、コンタクトレンズの縦方向の
切り替えを支えるようにユーザーの下眼瞼との係合を可能にする形状を有する緯線方向の
隆起部位を含む隆起領域と、
を備えることを特徴とする、コンタクトレンズに関する。
　近見視力領域は回転軸と実質的に同心であり、遠見視力領域から外側に向かって放射状
に広がる。近見視力領域は近見視力矯正を与える第２の曲率半径を有し、ユーザーの瞳孔
の大部分を覆うのに充分な大きさである第２の区域を有する。近見視力領域は、ユーザー
が実質的に水平方向のポイントより下の近見視力ポイントを見ている時に、ユーザーの瞳
孔が近見視力領域に実質的に対面するように、光学領域内の第２の位置に配置される。
【００１２】
　隆起領域は上端部と下端部とを有し、光学領域の下に配置される。隆起領域は、外面か
ら外側に向かって突出しユーザーの下眼瞼との係合を可能とし、それによってユーザーが
着用している時に、コンタクトレンズの縦方向の切り替えを支える緯線方向の隆起部位を
含む。遷移領域は、光学領域の下端部から隆起領域の上端部に広がり、隆起領域から光学
領域への円滑な遷移を与える。
【００１３】
　従って、更なる態様において、本発明は、上部、底部、回転軸、内面および対向する外
面を有し、外面は複数の領域を含む、コンタクトレンズであって、
　（ａ）下端部を有する光学領域であり、
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　　（ｉ）遠見視力矯正を与える第１の曲率半径を有し、かつユーザーの瞳孔の大部分を
覆うのに充分な大きさであり光学領域内の第１の位置に配置される第１の区域を有し、こ
れによってユーザーが実質的に水平方向のポイントを見ている時に、ユーザーの瞳孔を遠
見視力領域に実質的に対面させる遠見視力領域と、
　　（ｉｉ）遠見視力領域から外側に向かって放射状に広がり、近見視力矯正を与える第
２の曲率半径を有し、かつユーザーの瞳孔の大部分を覆うのに充分な大きさであり光学領
域内の第２の位置に配置される第２の区域を有し、これによってユーザーが実質的に水平
方向のポイントより下の近見視力ポイントを見ている時に、ユーザーの瞳孔を近見視力領
域に実質的に対面させる近見視力領域
を含む光学領域と；
　（ｂ）上端部と下端部とを有し、光学領域の下に配置される隆起領域であり、外面から
外側に向かって突出しユーザーの下眼瞼との係合を可能とし、それによってユーザーが着
用している時に、コンタクトレンズの縦方向の切り替えの支えとなる緯線方向の隆起部位
を含む隆起領域と；
　（ｃ）光学領域の下端部から隆起領域の上端部に広がり、隆起領域から光学領域への円
滑な遷移を与える遷移領域と；
　（ｄ）隆起除去領域および隆起領域の下端部から外側に向かって放射状に広がり、狭端
部に向かって漸減するベベル領域と、
を備えるコンタクトレンズに関する。
【００１４】
　更に、本発明は、コンタクトレンズ型の製造に用いられるマスターモデルを製造する方
法に関する。外面を有するブランクを、第１の回転軸を中心として回転させ、ブランクの
外面上に少なくとも１つの第１の面を切削する。ブランクはまた、複数の第２の回転軸を
中心として回転し、各第２の回転軸は第１の回転軸とは異なる。ブランクが各第２の回転
軸で回転している間、ブランクの外面から隆起除去表面の部分を切り出す。それによって
、ブランクが複数の第２の回転軸の各々を中心として回転された後に、隆起除去表面が形
成される。
【００１５】
　従って、更なる態様において、本発明は、コンタクトレンズ型の製造に用いられるマス
ターモデルを製造する方法であって、
　（ａ）外面を有するブランクを第１の回転軸を中心として回転させ、ブランクの外面上
に少なくとも１つの第１の面を切削する工程と；
　（ｂ）複数の第２の回転軸を中心としてブランクを回転させ、各々の第２の回転軸は第
１の回転軸と異なり、各第２の回転軸で回転している間に、ブランクの外面から隆起除去
表面の部分を切削し、それによってブランクが複数の第２の回転軸の各々を中心として回
転された後に、隆起除去表面が形成される工程と、
を含む方法に関する。
【００１６】
　これらおよび他の本発明の態様は、以下の図面に関連した、以下の好ましい実施例の説
明から明らかとなる。当業者には明らかであるが、開示された新たな概念の精神および範
囲から逸脱することなく、本発明の多くの変化および変更を実施し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一実施例の正面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに示された実施例の、線１Ｂ－１Ｂに沿って取られた、水平
軸に沿って拡大された断面図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ｂの部分詳細図である。
【図２Ａ】図２Ａは、スピンドルに取り付けられ、切削されていないマスターモデルのブ
ランクの側面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１の面がマスターモデルのブランクから切削された後の図２Ａの
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マスターモデルのブランクの側面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、スピンドルおよびマスターモデルのブランクの回転軸をオフセット
するために用いられるスペーサーの斜視図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、隆起除去表面がマスターモデルのブランクから切削された後の、マ
スターモデルブランクおよび図２Ｃのスペーサーが適用されたスピンドルの側面図である
。
【図３Ａ】図３Ａは、第１隆起除去領域が切削された後のマスターモデルのブランクの正
面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第２隆起除去領域が切削された後のマスターモデルのブランクの正
面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第３隆起除去領域が切削された後のマスターモデルのブランクの正
面図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、第４隆起除去領域が切削された後のマスターモデルのブランクの正
面図である。
【図３Ｅ】図３Ｅは、第５隆起除去領域が切削された後のマスターモデルのブランクの正
面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、水平な遠見視力領域および近見視力領域を有する光学領域の正面図
である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、非円形の遠見視力領域を有する光学領域の正面図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、円形の遠見視力領域および近見視力領域を有する光学領域の正面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。図面に関して、全図面を通して同じ
部分は同じ番号で示す。本明細書における説明および請求の範囲を通して使用されるよう
に、文脈が明確に指示している場合を除いては、英文明細書においては、以下の語はここ
にはっきりと関連した意味を持っている。即ち、「a」、「an」および「the」の意味は複
数を示す場合を含み、「in」の意味は「in」および「on」を含む。
【００１９】
　図１Ａ～１Ｃに示すように、本発明の一実施例は、上部１０８、底部１０９、回転軸１
０２、内面１０４および対向する外面１０６を有するコンタクトレンズ１００である。外
面１０６は、光学領域１１０、遷移領域１４０、隆起領域１５０、隆起除去領域１６０お
よびベベル領域１７０を含む。光学領域１１０は下端部１１４を有し、かつ遠見視力領域
１２０および近見視力領域１３０を含む。
【００２０】
　遠見視力領域１２０は、ユーザーに遠見視力矯正を与える第１の曲率半径を有する。遠
見視力領域１２０の面積は、ユーザーの瞳孔１０６ａの大部分を覆うのに充分な大きさで
ある。遠見視力領域１２０は、ユーザーが実質的に水平方向のポイントを見ている時に、
ユーザーの瞳孔１０６ａが遠見視力領域１２０に実質的に対面するように配置される。典
型的には、遠見視力領域１２０は回転軸１０２からオフセットされている。これは、目１
０７が下方を見ている時（例えば、目１０７が読書をしている時）、瞳孔１０６が近見視
力領域１３０に実質的に対面するようにするためである。中心１０２から遠見視力領域１
２０の底部までの距離ａは、水平線を見る時に、瞳孔１０６ａが遠見視力領域１２０に実
質的に対面することができるように最短距離でなければならない。この結果、遠見視力領
域１２０は楕円形状を有するであろう。
【００２１】
　近見視力領域１３０は回転軸１０２と実質的に同心であり、遠見視力領域１２０から外
側に向かって放射状に広がる。近見視力領域１３０はユーザーに近見視力矯正を与える第
２の曲率半径を有する。近見視力領域１３０の面積は、瞳孔１０６ｂの大部分を覆うのに
充分な大きさである。近見視力領域１３０は、ユーザーが実質的に水平方向のポイントよ
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り下の近見視力ポイントを見ている時（例えば、読書時）に、ユーザーの瞳孔１０６ｂが
近見視力領域１３０に実質的に対面するように配置される。遠見視力領域１２０および近
見視力領域１３０の両方とも、レンズ１００の内面１０４あるいは外面１０６のいずれか
に配設することができる。
【００２２】
　隆起領域１５０は、レンズ１００の縦方向の切り替えを支える。隆起領域１５０は、上
端部１５６、下端部１５８、第１の側端部１５２および第２の側端部１５４を有する。隆
起領域１５０は光学領域１１０の下に配置される。緯線方向隆起部位１５９は外面１０６
から外側に向かって突出し、ユーザーの下眼瞼１０５との係合を可能にする。従って、目
１０７が下向方向に動いた場合、隆起部位１５９は下眼瞼１０５と係合し、レンズ１００
を支え、これによって目１０７の表面でのレンズ１００の切り替えを可能にしている。
【００２３】
　遷移領域１４０は、隆起領域１５０から光学領域１１０への円滑な遷移を与える。遷移
領域１４０は光学領域１１０の下端部１１４から隆起領域の上端部１５６に広がる。
【００２４】
　典型的には、角膜を覆うために、レンズ１００は、光学領域１１０の上端部１１２、隆
起領域１５０の第１の側端部１５２および隆起領域１５０の第２の側端部１５４から外側
に向かって広がる隆起除去領域１６０も含む。隆起除去領域１６０は、隆起除去領域１６
０、光学領域１１０、隆起領域１５０および遷移領域１４０がユーザーの角膜全体を実質
的に覆うのに充分な面積を有するべきである。隆起除去領域１６０はレンズに回転の安定
性を与え、レンズ１００の快適さを改善する。快適さを増すために、レンズ１００は狭端
部１７２に向かって漸減し、隆起除去領域１６０および隆起領域１５０の下端部１５８か
ら外側に向かって放射状に広がるベベル領域１７０を含んでもよい。
【００２５】
　本発明によるレンズ１００は、典型的にはシリコンハイドロゲルあるいはＨＥＭＡ等の
ソフトコンタクトレンズ材料から作られる。しかし、如何なるソフトコンタクトレンズ材
料からなる上記の如何なるレンズも、本発明の範囲に含まれることは理解されるであろう
。
【００２６】
　本発明によるコンタクトレンズを、従来のコンタクトレンズ成形プロセスを使用して造
ることができる。このようなプロセスを用いれば、外面のマスターモデルおよび内面のマ
スターモデルから型を作ることができる。外面のマスターモデルを、コンタクトレンズの
マスターモデルを製造する際に従来使用されてきたタイプの旋盤と併せて、従来のコンピ
ュータ制御カッターで形成することができる。
【００２７】
　図２Ａに示すように、マスターモデルのブランク２００をスピンドル２２０に取り付け
、予め選択された方向Ａに回転軸２０２を中心として回転させる。始めに、図２Ｂに示す
ように、少なくとも１つの第１の面２１０がブランク２００の外面２０６上に切削される
。第１の面２１０は、光学領域、遷移領域、隆起領域２５０およびベベル領域を含む。こ
のとき、隆起領域２５０はブランク２００の外面の周囲を環状に広がる。ブランク２００
が回転するに時に（従来のコンピュータ制御機構と同様に）、切削器の深さを注意深く制
御することによってブランク２００に様々な視力面が切削される。
【００２８】
　切断器の精度によっては、隆起除去領域の切削の際にブランク２００の回転軸をずらす
必要がある場合がある。これは、スピンドル２２０に、図２Ｃに示すようなスペーサー２
３０を付加することによって行われる。スペーサー２３０は、基本的には、スペーサーを
縦に貫く孔２３２を有する細長いスリーブである。孔２３２は、スピンドル２２０をスペ
ーサー２３０内に嵌合させるようにスピンドル２２０に対応した形状となっている。スペ
ーサー２３０は第２の回転軸２０４を有しているため、スピンドル２２０がスペーサー２
３０に挿入された時に、ブランク２００がスピンドル２２０の回転軸２０２からオフセッ
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トされた第２の回転軸２０４を中心として回転する。スペーサー２３０内のスピンドル２
２０の向きを変えることによって、ブランクは複数の第２のオフセット回転軸を有する。
各異なるオフセット回転軸によってブランク２００が様々に中心を異にする軌道で回転す
るため、ブランク２００の最外側端部の異なる部分はその軌道の間で最も外側に位置する
ことになる。従って、スピンドル２２０が、図２Ｄに示すように、スペーサー２３０内に
設置された場合、スピンドル２２０の回転軸２０２と対向するブランク２００の部位２６
０は、第２のオフセット回転軸２０４から最も遠くの軌道を回転する。このように回転す
る時、弧状部位２６０をブランク２００に切削し、ブランクから望ましくない部分２６２
を除去してもよく、これによって隆起除去領域の部位が形成される。
【００２９】
　図３Ａ～３Ｅに示すように、完全な隆起除去領域３６０は、ブランク３００を複数の第
２の軸３０４ａ～ｅを中心に回転させ（それぞれ、ブランクの回転軸３０２からオフセッ
トされている）、ブランク３００から複数の弧状部位３６２ａ～ｅを切削することによっ
て形成される。一般的に、５つの弧状部位３６２を切削することにより、隆起除去領域３
６０が形成されるが、対応する数のオフセット回転軸３０４を用いて更に多くの弧状部位
３６２を切削すれば、結果として、より円滑な隆起除去領域３６０を生ずる。
【００３０】
　当業者には容易に理解され得るように、本発明では多くの異なる形状の視覚領域が可能
である。このような形状４１０ａ～ｃの３つの図示例を、図４Ａ～４Ｃに示す。
【００３１】
　上述の実施例は、説明上の実例として与えられたに過ぎない。本発明から逸脱すること
なく、本明細書に開示された特定の実施例から多くの変形を作り得ることは容易に理解で
きるであろう。従って、本発明の範囲は、詳細に説明した上記実施例に限定されるよりも
むしろ特許請求の範囲によって定められる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図２Ｄ】
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【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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