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(57)【要約】
　本開示は、屈折異常に対処するためのレンズ、デバイ
ス、方法、及び／又はシステムを対象とする。特定の実
施形態は、人間の眼に入る光の波面を変更又はコントロ
ールすることを対象とする。レンズ、デバイス、方法、
及び／又はシステムは、屈折異常を矯正するか、それに
対処するか、それを軽減するか、又はそれを処置するた
めに使用され、大きなゴーストの無い、遠距離から近距
離までを含む距離において優れた視力を提供し得る。屈
折異常は、例えば、乱視が有るか又は乱視が無い、近視
、遠視、又は老視から生じる場合がある。開示するレン
ズ、デバイス、及び／又は方法の特定の実施形態は、中
心窩視力及び／又は周辺視力に対処する実施形態を含む
。特定の実施形態の分野における例示的なレンズ、デバ
イス、及び／又は方法は、コンタクトレンズ、角膜アン
レー、角膜インレー、並びに、眼内デバイス（前眼房と
後眼房の両方）用のレンズ、調節式眼内レンズ、電気活
性眼鏡レンズ、及び／又は屈折手術を含む。
　【選択図】図６４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼用レンズであって、光軸、焦点距離を有し、前記光軸を中心とする収差プロファイル
を特徴とし、前記収差プロファイルは、
　１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を
含む高次収差を含み、前記収差プロファイルは、収差がなくかつ前記焦点距離に等しい軸
上長を有するモデル眼に対し、
　　眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び
　　少なくとも０．３のＲＩＱ
を提供し、
　前記ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を
含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０
ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に前記光軸に沿って測定さ
れる視覚ストレール比である、レンズ。
【請求項２】
　眼用レンズであって、光軸、焦点距離を有し、前記光軸を中心とする収差プロファイル
を特徴とし、前記収差プロファイルは、
　１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を
含む高次収差を含み、前記収差プロファイルは、収差がなくかつ前記焦点距離に等しい軸
上長を有するモデル眼に対し、
　　眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び
　　少なくとも０．３のＲＩＱ
を提供し、
　前記ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を
含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０
ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に前記光軸に沿って測定さ
れる視覚ストレール比である、レンズ。
【請求項３】
　前記焦点距離は、近視眼用の処方焦点距離であり、前記焦点距離は、前記収差プロファ
イルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、請求項１に記載のレンズ。
【請求項４】
　前記焦点距離は、遠視眼用の処方焦点距離であり、前記焦点距離は、前記収差プロファ
イルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、請求項２に記載のレンズ。
【請求項５】
　乱視が有るか又は乱視が無い近視のコントロールに使用される、請求項１に記載のレン
ズ。
【請求項６】
　乱視が有るか又は乱視が無い遠視処置のために使用される、請求項２に記載のレンズ。
【請求項７】
　前記高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球
面収差項を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項８】
　前記高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球
面収差項を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項９】
　含まれる前記高次収差の大きさは、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍの瞳孔直径に
わたって少なくとも０．０２μｍである、請求項１～８のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１０】
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、請求項１、請求項１に従属する場合、請求項３、請求項５、又は請求項７～９のい
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【請求項１１】
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、請求項１、請求項１に従属する場合、請求項３、請求項５、請求項１０、又は請求
項７～９のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１２】
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、請求項２、請求項２に従属する場合、請求項４、請求項６、又は請求項７～９のい
ずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１３】
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、請求項２、請求項２に従属する場合、請求項４、請求項６、請求項１２、又は請求
項７～９のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１４】
　前記収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の瞳孔直径に実質的にわたる焦点長に
おいて少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、請求項１～１３のいずれか１項に記載のレ
ンズ。
【請求項１５】
　前記収差プロファイルは、１次乱視及び２次乱視の少なくとも一方が前記収差プロファ
イルに付加されると、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを
提供する、請求項１～１４のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１６】
　前記ＲＩＱは、

を特徴とし、上記式において、
　Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
　ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
　ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１

であり、
　上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し
、
　ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
　Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
　Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、
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であり、
　Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
　ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを
表し、λは波長を示す、請求項１～１５のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項１７】
　眼用レンズであって、光軸、焦点距離を有し、前記光軸を中心とする収差プロファイル
を特徴とし、前記収差プロファイルは、
　１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を
含む高次収差を含み、前記収差プロファイルは、収差がなくかつ前記焦点距離に等しい軸
上長を有するモデル眼に対し、
　スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（第１の視覚ストレール比）、
　前記焦点距離を含む前記スルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又は前記第２の視覚ストレール比を超えたままである視覚ストレール比
を提供し、
　前記第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、前記第２の視覚ストレール
比は少なくとも０．１であり、前記スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディオプト
リであり、
　前記ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を
含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０
ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に前記光軸に沿って測定さ
れる視覚ストレール比である、レンズ。
【請求項１８】
　前記第１の視覚ストレール比は、少なくとも０．４、少なくとも０．５、少なくとも０
．６、及び少なくとも０．７を含む群から選択される、請求項１７に記載のレンズ。
【請求項１９】
　前記第１の視覚ストレール比は、少なくとも０．１、少なくとも０．１２、少なくとも
０．１４、少なくとも０．１６、少なくとも０．１８、及び少なくとも０．２を含む群か
ら選択される、請求項１７又は１８に記載のレンズ。
【請求項２０】
　前記スルーフォーカス範囲は、少なくとも１．９、少なくとも２、少なくとも２．１、
少なくとも２．２、少なくとも２．３、少なくとも２．４、及び少なくとも２．５ディオ
プトリを含む群から選択される、請求項１７～１９のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２１】
　前記スルーフォーカス範囲の端の０．２５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を
有する、請求項１７～２０のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２２】
　スルーフォーカス範囲は負の度数端及び正の度数端を有し、前記スルーフォーカス範囲
の端は前記負の度数端である、請求項２１に記載のレンズ。
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【請求項２３】
　スルーフォーカス範囲は負の度数端及び正の度数端を有し、前記スルーフォーカス範囲
の端は前記正の度数端である、請求項２１に記載のレンズ。
【請求項２４】
　前記視覚ストレール比は、少なくとも１．５ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって前記第２
の視覚ストレール比のままであるか又は前記第２の視覚ストレール比を超えたままである
、請求項１７～２３のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２５】
　高次収差の組合せは、一次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、請求項
１７～２４のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２６】
　前記高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球
面収差項を含む、請求項１７～２４のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２７】
　前記高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球
面収差項を含む、請求項１７～２４のいずれか１項に記載のレンズ。
【請求項２８】
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる全ての視野角度に対するＲＩＱは、
少なくとも０．３、０．３５．又は０．４である、請求項１７～２７のいずれか１項に記
載のレンズ。
【請求項２９】
　収差の第１の組合せを有する、乱視が有るか又は乱視が無い近視眼用の方法であって、
前記眼のために、レンズ、光学デバイス、及び変更された角膜形状、高次収差を含む収差
の第２の組合せのうちの少なくとも１つを提供することを含み、前記第１及び第２の組合
せの全体の組合せは、眼の成長の方向に改善しないスルーフォーカス網膜像品質を提供す
る、方法。
【請求項３０】
　前記全体の組合せは、眼の成長の方向に劣化する瞬時勾配を前記眼の網膜に又は網膜の
近くに有するスルーフォーカス網膜像品質を提供する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　収差の第１の組合せを有する、乱視が有るか又は乱視が無い遠視眼用の方法であって、
前記眼のために、レンズ、光学デバイス、及び変更された角膜形状、高次収差を含む収差
の第２の組合せのうちの少なくとも１つを提供することを含み、前記第１及び第２の組合
せの全体の組合せは、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス網膜像品質を提供する
、方法。
【請求項３２】
　前記全体の組合せは、眼の成長の方向に改善する瞬時勾配を前記眼の網膜に又は網膜の
近くに有するスルーフォーカス網膜像品質を提供する、請求項３１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示する特定の実施形態は、眼、特に人間の眼に入る光の波面を変更又はコントロール
するためのレンズ、デバイス、及び／又は方法を含む。
【０００２】
　開示する特定の実施形態は、屈折異常を矯正又は処置するためのレンズ、デバイス、方
法、及び／又はシステムの構成を対象とする。
【０００３】
　開示する特定の実施形態は、大きなゴーストの発生の無い状態で、遠距離から近距離に
至る優れた視力を提供しながら、屈折異常に対処するためのレンズ、デバイス、方法、及
び／又はシステムの構成を対象とする。
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【０００４】
　開示する特定の実施形態は、特に人間の眼において屈折異常を矯正、処置、軽減する、
及び／又はそれに対処するためのレンズ、デバイス、及び／又は方法を含む。屈折異常は
、例えば、乱視が有るか又は乱視が無い状態で、近視又は遠視から生じる場合がある。屈
折異常は、単独で、或いは、近視又は遠視と組合せてかつ乱視が有るか又は乱視が無い状
態で、老眼から生じる場合がある。
【０００５】
　レンズ、デバイス、及び／又は方法の開示する特定の実施形態は、中心窩視力に対処す
る実施形態を含み、特定の実施形態は、中心窩視力と周辺視力との両方に対処し、特定の
他の実施形態は、周辺視力に対処する。
【０００６】
　特定の実施形態の分野における例示的なレンズは、コンタクトレンズ、角膜アンレー（
ｏｎ－ｌａｙ）、角膜インレー（ｉｎｌａｙ）、及び、眼内デバイス用のレンズ（前眼房
と後眼房との両方）を含む。
【０００７】
　開示する特定の実施形態の分野における例示的なデバイスは、眼内レンズ及び／又は電
気活性眼鏡レンズを含む。
【０００８】
　特定の実施形態の分野における例示的な方法は、眼に入射し、眼の網膜が受ける光の屈
折状態及び／又は波面を変更する方法（例えば、屈折手術、角膜焼灼）、レンズ及び光学
デバイスの設計及び／又は製造方法、眼の屈折状態を変更するための手術方法、及び眼の
成長を進行させるための刺激をコントロールする方法を含む。
【０００９】
関連資料の相互参照
　本願は、２０１２年４月５日出願の「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏ
ｒ　Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」という名称の豪州仮出願第２
０１２／９０１，３８２号、及び、２０１２年１０月１７日出願の「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｏｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　Ｅｒｒｏｒ」と
いう名称の豪州仮出願第２０１２／９０４，５４１号に対して優先権を主張する。これら
の豪州仮出願は共に、参照によりその全体が本明細書に組込まれる。更に、米国特許第７
，０７７，５２２号及び第７，３５７，５０９号が、参照によりその全体が本明細書に組
込まれる。
【背景技術】
【００１０】
　像を明瞭に知覚するためには、眼の光学構造により、網膜上に像が合焦される必要があ
る。近眼として一般に知られる近視は、軸上像が網膜の中心窩の前方に合焦される眼の光
学的障害である。遠目として一般に知られる遠視は、軸上像が網膜の中心窩の後方に合焦
される眼の光学的障害である。網膜の中心窩の前方又は後方に像を合焦させることは、デ
フォーカスの低次収差を生成する。別の低次収差は乱視である。眼はまた、例えば、球面
収差、コマ（ｃｏｍａ）、及び／又はトレフォイル（ｔｒｅｆｏｉｌ）を含む高次光学収
差を有する場合がある。自然に生ずる屈折異常を経験する多くの人は、進行性である（屈
折異常が徐々に増加する）。進行は、近視の人で特に広く見られる。近視又は遠視及び乱
視を示す眼の模式図が、図１Ａ～１Ｃにそれぞれ示される。近視眼１００では、平行に入
射する光ビーム１０２が、眼の屈折要素、すなわち、角膜１０４及び水晶体１０６を通過
して、網膜１１０の手前で焦点（ｆｏｃａｌ　ｐｏｉｎｔ）１０８に達する。したがって
、網膜上１１０の像はぼける。遠視眼１２０では、平行に入射する光ビーム１２２が、眼
の屈折要素、すなわち、角膜１２４及び水晶体１２６を通過して、網膜１１０を超えて焦
点１２８に達し、やはり、網膜上１１０の像をぼけさせる。乱視眼１４０では、平行に入
射する光ビーム１４２が、眼の屈折要素、すなわち、角膜１４４及び水晶体１４６を通過
し、２つの焦点、すなわちタンゼンシャル焦点１４８及びサジタル焦点１５８を生じさせ
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る。図１Ｃに示す乱視の例では、タンゼンシャル焦点１４８は網膜１６０の前にあり、一
方、サジタル焦点１５８は網膜１６０の後にある。乱視の場合の網膜上の像は、最小錯乱
円（ｃｉｒｃｌｅ　ｏｆ　ｌｅａｓｔ　ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ）１６０と呼ばれる。
【００１１】
　出生時には、ヒトの眼は、一般に遠視である。すなわち、眼球の軸長は、その屈折力（
ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｏｗｅｒ）に対し短か過ぎる。年齢と共に、幼年時代から成人期にか
けて、眼球は、その屈折状態が安定するまで成長を続ける。成長する人間における眼の伸
長は、正視化プロセス（ｅｍｍｅｔｒｏｐｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ）として知ら
れるフィードバックメカニズムによってコントロールされるため、網膜に対する焦点の位
置は、眼の成長の程度をコントロールする役割を果たす。このプロセスからの逸脱は、お
そらく、近視、遠視、及び／又は乱視などの屈折障害を引き起こす。正常視に安定するこ
とからの正視化の逸脱の原因を探る進行中の研究が存在するが、１つの理論は、光学的フ
ィードバックが、眼の成長をコントロールするときに役割を提供し得ることである。例え
ば、図２は、正視化プロセスのフィードバックメカニズム理論の下で、正視化プロセスを
変更することになる場合を示す。図２Ａでは、平行に入射する光ビーム２０２は、負の屈
折要素２０３及び眼の屈折要素（角膜２０４及び水晶体２０６）を通過して、網膜２１０
をオーバシュートする焦点２０８に像を形成する。遠視デフォーカスと呼ばれる網膜上の
結果として得られる像ボケは、このフィードバックメカニズムの下で眼の成長を促進する
場合があるデフォーカスの例である。対照的に、図２Ｂに見られるように、平行に入射す
る光ビーム２５２は、正の屈折要素２５３及び眼の屈折要素（角膜２５４及び水晶体２５
６）を通過して、網膜２１０の前の焦点２５８に像を形成する。この網膜上の、近視デフ
ォーカスと呼ばれる結果として得られる像ボケは、眼の成長を促進しないことになる、網
膜で誘起されるデフォーカスの例であると考えられる。したがって、近視屈折異常の進行
が、網膜の前に焦点を位置決めすることによってコントロールされ得ることが提案されて
いる。乱視システムの場合、等価球面（ｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）、
すなわち、タンゼンシャル焦点とサジタル焦点との中間点が、網膜の前に位置決めされる
場合がある。しかし、これらの提案は、特に進行性の近視の場合に、完全な説明又は解決
策を提供していない。
【００１２】
　複数の光学デバイス設計及び屈折手術方法が、正視化中の眼の成長をコントロールする
ために提案されている。多くのものが、眼の成長をコントロールする刺激を中心窩イメジ
ャリーが提供するという、先に要約された考えに対する改良に基づく。人間においては、
眼は、正視化中に成長して長くなるが、短くなることはできない。したがって、正視化中
には、眼は成長して長くなり、遠視を矯正することができるが、短くなって、近視を矯正
することはできない。近視の進行に対処するための提案が行われている。
【００１３】
　特に近視における屈折異常の発生及びその進行に抗するための提案された光学的方策に
加えて、アトロピン又はピレンゼピン等の薬理学的物質などの非光学的介入を伴う方策に
も関心が持たれている。
【００１４】
　眼の別の状態は、調節する眼の能力が減少する、又は、眼が、調節するその能力を失う
老視（ｐｒｅｓｂｙｏｐｉａ）である。老視は、近視、遠視、乱視、及び高次収差と組合
せて経験される場合がある。２つ以上の焦点を眼に同時に提供する、２焦点、多焦点、又
はプログレッシブ付加レンズ（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｌｅｎｓ）
／デバイスの形態を含む、老視に対処するための異なる方法、デバイス、及びレンズが提
案されている。老視用に使用される一般的なタイプのレンズは、単焦点老眼鏡、２焦点又
は多焦点眼鏡、中心近用（ｃｅｎｔｅｒ－ｎｅａｒ）又は中心遠用（ｃｅｎｔｅｒ－ｄｉ
ｓｔａｎｃｅ）２焦点及び多焦点コンタクトレンズ、同心（リングタイプ）２焦点コンタ
クトレンズ、又は、多焦点眼内レンズを含む。
【００１５】
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　更に、時として、例えば、白内障に罹患している患者では、眼の水晶体の除去が必要で
ある。取除かれる生得の水晶体は、眼内レンズによって置換される場合がある。調節式眼
内レンズは、例えば、レンズから毛様体まで延在するハプティック（ｈａｐｔｉｃ）を通
して、眼がレンズの屈折力をコントロールすることを可能にする。
【００１６】
　眼の焦点深度を改善するための方法としてマスキングが提案されている。しかし、マス
キングは、眼に対する光を損失させ、この光の損失は、網膜上に投影される像のコントラ
ストを少なくとも劣化させるため望ましくない性質である。更に、これらの特徴は、例え
ばレンズ上にコンタクトレンズ及び／又は眼内レンズを実装することにとって難題である
。
【００１７】
　既存のレンズ、デバイス、方法、及び／又はシステムに関する幾つかの問題は、それら
が、屈折異常を矯正しようと試みるが、異なる距離において視力の品質を犠牲にする、か
つ／又は、ゴースト及び／又は歪を導入することである。したがって、必要とされるもの
は、本明細書に記載した欠点の少なくとも１つ以上を引き起こすことなく、乱視が有るか
又は無い状態で、屈折異常、例えば、近視、遠視、又は老視を軽減するかつ／又はそれに
対処するためのレンズ、デバイス、方法、及び／又はシステムである。他の解決策が、本
明細書に記載するように明らかになるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　特定の実施形態は、収差プロファイルを提供するための眼用の種々のレンズ、デバイス
、及び／又は方法を対象とする。収差プロファイルの特性及び／又は収差プロファイルを
識別するための方法が、近視眼、遠視眼、及び／又は老視眼について述べられる。更に、
乱視を有する眼用レンズ、デバイス、及び方法が開示される。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　特定の実施形態では、眼用レンズは、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイル
を有し、収差プロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次
球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含む。収差プロファイルは、眼の成長の方
向に劣化するスルーフォーカス傾斜（ｔｈｒｏｕｇｈ　ｆｏｃｕｓ　ｓｌｏｐｅ）を有す
る網膜像品質（ｒｅｔｉｎａ　ｉｍａｇｅ　ｑｕａｌｉｔｙ）（ＲＩＱ）及び少なくとも
０．３のＲＩＱを提供する。ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの瞳孔直
径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり
、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光軸に沿っ
て測定される視覚ストレール比（Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｒｅｈｌ　Ｒａｔｉｏ）である。他
の実施形態では、ＲＩＱ尺度は異なる場合がある。
【００２０】
　特定の実施形態では、レンズは、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを含
み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェルニケ（Ｚｅｒｎｉｋｅ）係数項用の焦点距
離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１の視覚ストレール比」
）と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又は第２の視覚ストレール比を超えたままである視覚ストレール比とを提供し
、視覚ストレール比は、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両
端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む
５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長で測定され、第１の視覚ストレール
比は少なくとも０．３５であり、第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１０であり、
スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディオプトリである。
【００２１】
　特定の実施形態では、老視眼用の方法は、眼用の波面収差プロファイルを識別すること



(9) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

を含み、波面収差プロファイルは少なくとも２つの球面収差項を含む。収差プロファイル
の処方焦点距離は、前記球面収差を考慮して決定され、処方焦点距離は、波面収差プロフ
ァイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数項用の焦点距離に対して少なくとも＋０．２５Ｄで
ある。方法は、前記波面収差プロファイルに影響を及ぼすための眼用のデバイス、レンズ
、及び／又は角膜プロファイルを作製することを含む。
【００２２】
　特定の実施形態では、近視眼用の方法は、眼用の波面収差プロファイルを識別すること
、及び、収差プロファイルを適用すること又は処方することを含む。波面収差プロファイ
ルは、少なくとも２つの球面収差項を含み、収差プロファイルの処方焦点距離は、前記球
面収差を考慮して決定され、処方焦点距離は、波面収差プロファイルのＣ（２，０）ツェ
ルニケ係数項用の焦点距離に対して少なくとも＋０．１０Ｄである。波面収差プロファイ
ルはまた、網膜の後の方向に劣化型網膜像品質を提供する。
【００２３】
　特定の実施形態は、遠視眼用の方法を対象とし、方法は、眼用の波面収差プロファイル
を識別すること、及び、収差プロファイルを適用すること又は処方することを含む。波面
収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項を含み、波面収差プロファイルの処方
焦点距離は、前記球面収差を考慮して決定される。処方焦点距離において、波面収差プロ
ファイルは、網膜の後の方向に改善型網膜像品質を提供する。
【００２４】
　特定の実施形態では、計算デバイスは、本明細書に開示するように、収差の第１の組合
せを受信する入力、１つ以上の光学的表面について収差の第２の組合せを計算する１つ以
上のプロセッサ、及び、収差の第２の組合せを出力する出力を含み、計算された収差の第
２の組合せは、収差の第１の組合せと組合されて、高次収差（ｈｉｇｈｅｒ　ｏｒｄｅｒ
　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ）（ＨＯＡ）の全体的組合せを提供する。特定の実施形態では、
計算デバイスを、度数（ｐｏｗｅｒ）プロファイル、収差プロファイル、波面焼灼プロフ
ァイル、又はその組合せを生成するために使用することができる。これらの計算を、その
後、コンタクトレンズ、角膜インレー、角膜アンレー、単一及び２重要素眼内レンズ（前
眼房及び／又は後眼房）、調節可能眼内レンズ、角膜屈折手術用の波面焼灼、及び他の適
したデバイス及び／又は用途のために使用することができる。
【００２５】
　更なる実施形態及び／又は１つ以上の実施形態の利点は、例として与えられる以下の説
明から、及び添付図面を参照して明らかになるであろう。
【００２６】
　本開示のこれらの特徴、態様、及び利点、ならびに、他の特徴、態様、及び利点は、以
下の説明、添付特許請求の範囲、及び添付の図面に関してよりよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ－１Ｃ】近視、遠視、及び乱視をそれぞれ示す眼の模式図である。
【図２Ａ－２Ｂ】網膜において誘起される遠視デフォーカス及び近視デフォーカスのそれ
ぞれの模式図である。
【図３】特定の実施形態による、高次収差（ＨＯＡ）が無い場合、球面収差のＨＯＡ、垂
直コマ、及び水平トレフォイルが存在する場合の、網膜面で計算された２次元スルーフォ
ーカス点広がり関数を示す図である。
【図４－７】特定の実施形態による、１次球面収差と、水平コマ、垂直コマ、水平トレフ
ォイル、及び垂直トレフォイルとのそれぞれの相互作用のグラフである。
【図８】特定の実施形態による１次球面収差対１次垂直非点収差（ａｓｔｉｇｍａｔｉｓ
ｍ）対１次水平非点収差の、眼の成長のための光学フィードバックメカニズムの下での近
視の進行の大きさを示すグラフである。
【図９】特定の実施形態による１次球面収差対２次垂直非点収差対２次水平非点収差の、
近視の進行の大きさを示すグラフである。
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【図１０】特定の実施形態による１次球面収差対２次球面収差の２値スケール上で近視の
進行を示すグラフである。
【図１１】特定の実施形態による１次球面収差対３次球面収差の２値スケール上で近視の
進行を示すグラフである。
【図１２】特定の実施形態による１次球面収差対４次球面収差の２値スケール上で近視の
進行を示すグラフである。
【図１３】特定の実施形態による１次球面収差対２次球面収差対３次球面収差の２値スケ
ール上で近視の進行を示すグラフである。
【図１４】特定の実施形態による眼の成長の方向に負及び正の勾配ＲＩＱを提供する収差
プロファイルの例示的な設計を示す図である。
【図１５】特定の実施形態による近視眼（進行性又は非進行性）のワークフローチャート
である。
【図１６】特定の実施形態による、正常視に向かう、遠視眼（進行性又は非進行性）のワ
ークフローチャートである。
【図１７－２５】特定の実施形態による、近視用の光学的フィードバックメカニズムに影
響を及ぼすため、光学ゾーン直径にわたってレンズを補正する度数プロファイルの例示的
な設計を示す図である。
【図２６】特定の実施形態による、遠視用の光学的フィードバックメカニズムに影響を及
ぼすため、光学ゾーン直径にわたってレンズを補正する度数プロファイルの例示的な設計
を示す図である。
【図２７】単焦点レンズに対応する収差プロファイルのグローバルなスルーフォーカス網
膜像品質（ｔｈｒｏｕｇｈ－ｆｏｃｕｓ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｉｍａｇｅ　ｑｕａｌｉｔｙ
）（ＴＦＲＩＱ）を示す図である。
【図２８】進行性近視眼に対する適用を有する場合がある第１の収差プロファイル（イテ
レーションＡ１）のグローバルＴＦＲＩＱを示す図である。
【図２９】特定の実施形態による第１の収差プロファイル（イテレーションＡ１）を提供
するためのレンズの度数プロファイルを示す図である。
【図３０】特定の実施形態による進行性近視眼に対する適用を同様に有する場合がある第
２の収差プロファイル（イテレーションＡ２）のグローバルＴＦＲＩＱを示す図である。
【図３１】特定の実施形態による第２の収差プロファイル（イテレーションＡ２）の全コ
ード直径（ｆｕｌｌ　ｃｈｏｒｄ　ｄｉａｍｅｔｅｒ）の度数プロファイルを示す図であ
る。
【図３２－３３】特定の実施形態による遠視眼に対する適用を有する場合がある、第３及
び第４の収差プロファイル（イテレーションＣ１及びイテレーションＣ２）のグローバル
ＴＦＲＩＱを示す図である。
【図３４－３５】特定の実施形態による遠視眼に対する適用を有する場合がある、第３及
び第４の収差プロファイル（イテレーションＣ１及びイテレーションＣ２）の光学的コー
ド直径にわたる度数プロファイルを示す図である
【図３６】２．５Ｄのスルーフォーカス範囲にわたる７つの収差プロファイルの網膜像品
質（ＲＩＱ）を示す。７つの収差プロファイルは、特定の実施形態による、中心遠用又は
中心近用（非球面多焦点及び同心リング／環タイプ二重焦点及びスルーフォーカス性能を
最適化した後に得られる３つの例示的な収差プロファイル（イテレーションＢ１、イテレ
ーションＢ２、イテレーションＢ３）に対応する。
【図３７－４３】特定の実施形態による、図３６に記載したＴＦＲＩＱを提供するための
、光学ゾーン直径にわたるコンタクトレンズの度数プロファイルを示す図である。
【図４４－４６】特定の実施形態による、４つの瞳孔直径（３ｍｍ～６ｍｍ）にわたる老
視用の３つの例示的な実施形態（イテレーションＢ１、Ｂ２、及びＢ３）の軸上ＴＦＲＩ
Ｑを示す図である。
【図４７－４８】特定の実施形態による、４つの瞳孔直径（３ｍｍ～６ｍｍ）にわたる中
心遠用又は中心近用同心設計の軸上ＴＦＲＩＱを示す図である。
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【図４９－５０】特定の実施形態による、４つの瞳孔直径（３ｍｍ～６ｍｍ）にわたる中
心遠用又は中心近用非球面多焦点設計の軸上ＴＦＲＩＱを示す図である。
【図５１－５２】特定の実施形態による老視用の片眼矯正アプローチを示す図であり、片
眼矯正アプローチでは、異なる高次収差プロファイルであって、それにより、スルーフォ
ーカス光学及び／又は視覚性能が右眼と左眼で異なる（所望のバージェンス（ｖｅｒｇｅ
ｎｃｅ））、異なる高次収差プロファイルが、右眼と左眼に提供されて、スルーフォーカ
ス曲線の負の側で、１．５Ｄ及び２．５Ｄの組合せ式追加度数範囲を提供する。
【図５３－５４】特定の実施形態による老視用の片眼矯正アプローチを示す図であり、片
眼矯正アプローチでは、異なる高次収差プロファイルであって、それにより、スルーフォ
ーカス光学及び／又は視覚性能が右眼と左眼で異なる（所望のバージェンス）、異なる高
次収差プロファイルが、右眼と左眼に提供されて、スルーフォーカス曲線の正の側で、１
．５Ｄ及び２．５Ｄの結合追加度数範囲を提供する。
【図５５】特定の実施形態による、０度～３０度の水平視野にわたって実質的に一定の網
膜像品質を提供するための、収差プロファイルの更なる３つのイテレーション（図５６、
図５７、図及び５８にそれぞれ示すイテレーションＡ３、Ａ４、及びＡ５）のグローバル
ＴＦＲＩＱを示す図である。
【図５９－６０】特定の実施形態による、逆位相プロファイル（イテレーションＥ１及び
イテレーションＥ２）を有するコンタクトレンズを補正する度数プロファイルの例示的な
設計を示す図である。
【図６１－６３】特定の実施形態による、候補の眼の３つの異なるレベルの固有の１次球
面収差を有するイテレーションＥ１及びＥ２の軸上ＴＦＲＩＱを示す図である。
【図６４】球面収差項の組合せを含む７８の例示的な収差プロファイル（付表Ａ）のＴＦ
ＲＩＱ性能尺度（焦点深度）を示す図である。グラフのＹ軸は「Ｑ」性能メトリックを示
し、Ｘ軸は－１．５Ｄ～＋１Ｄのスルーフォーカス範囲を示す。この例示では、計算が４
ｍｍ瞳孔において実施された。黒実線は、球面収差モードを持たない組合せのスルーフォ
ーカス性能を示し、灰色線は、少なくとも１つの高次球面収差項を含む７８の組合せを示
す。７８の組合せは、特定の実施形態に従って、スルーフォーカス曲線の負の側の性能に
関して選択された。
【図６５】特定の実施形態による、球面収差を全く持たない組合せと比較して、正の球面
収差だけを含む図５６からの１つの例示的な組合せのＴＦＲＩＱを示す図である。
【図６６】球面収差項の組合せを含む６７の例示的な収差プロファイル（付表Ｃ）のＴＦ
ＲＩＱ性能尺度（焦点深度）を示す図である。グラフのＹ軸は「Ｑ」性能メトリックを示
し、Ｘ軸は－１．５Ｄ～＋１Ｄのスルーフォーカス範囲を示す。この例示では、計算が４
ｍｍ瞳孔において実施された。黒実線は、球面収差モードを持たない組合せのスルーフォ
ーカス性能を示し、灰色線は、少なくとも１つの高次球面収差項を含む６７の組合せを示
す。これらの６７の組合せは、特定の実施形態に従って、スルーフォーカス曲線の正の側
の性能を改善する。
【図６７】特定の実施形態による老視眼用のワークフローチャートである。
【図６８】特定の実施形態による乱視／老視兼用のコンタクトレンズのトーリック処方の
度数プロファイルを示す図である。
【図６９】特定の実施形態による球面収差項の例示的な組合せから入手可能な例示的なレ
ンズ度数プロファイルを示す図である。
【図７０】特定の実施形態によるコンタクトレンズについて軸方向厚さプロファイルに変
換されたレンズ度数プロファイルを示す図である。
【図７１】特定の実施形態による、完全なコード直径にわたるレンズの軸方向度数プロフ
ァイルの例（イテレーションＧ１）を示す図であり、その度数プロファイルは、その性能
が、候補の眼の固有の球面収差と実質的に無関係である設計セットの１つの例示である。
【図７２】特定の実施形態による４ｍｍ瞳孔直径におけるイテレーションＧ１として述べ
る例示のＴＦＲＩＱを示す図である。Ｙ軸はＲＩＱ性能メトリックを示し、Ｘ軸は－１Ｄ
～＋１．７５Ｄのスルーフォーカス範囲を示す。４つの異なる凡例、すなわち、黒実線、
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灰色実線、黒破線、及び２重実線は、５ｍｍ瞳孔直径における、異常を有する母集団のサ
ンプル内の４つの異なるレベルの球面収差を表す。
【図７３】特定の実施形態による５ｍｍ瞳孔直径におけるイテレーションＧ１として述べ
る例示のＴＦＲＩＱを示す図である。Ｙ軸はＲＩＱ性能メトリックを示し、Ｘ軸は－１Ｄ
～＋１．７５Ｄのスルーフォーカス範囲を示す。４つの異なる凡例、すなわち、黒実線、
灰色実線、黒破線、及び２重実線は、５ｍｍ瞳孔直径における、異常を有する母集団のサ
ンプル内の５つの異なるレベルの球面収差を表す。
【図７４】特定の実施形態による、半コード直径にわたるレンズの軸方向度数プロファイ
ルの例（イテレーションＪ１）を示す図であり、その度数プロファイルは、眼内の水晶体
を取除いた後に、遠距離から近距離までを含む距離において視力を回復するために使用さ
れる眼内レンズ用の設計セットの１つの例示である。
【図７５】特定の実施形態による、半コード直径にわたるレンズの軸方向厚さプロファイ
ルの例（イテレーションＪ１）を示す図であり、その厚さプロファイルは、眼内の水晶体
を取除いた後に、遠距離から近距離までを含む距離において視力を回復するために使用さ
れる眼内レンズ用の設計セットの１つの例示である。
【図７６】半コード直径にわたる１１の異なるコンタクトレンズの度数プロファイルを示
す図であり、これらの１１の異なる設計（イテレーションＫ１～Ｋ１１）は、市販のレン
ズの幾つかの設計である。
【図７７】半コード直径にわたる４つの異なるレンズの度数プロファイルを示す図であり
、これらの４つの異なる設計（イテレーションＲ１～Ｒ４）は、特定の実施形態の例示で
ある。
【図７８】ｃｙｃｌｅｓ／ｍｍ単位の空間周波数の関数としての１１の異なるコンタクト
レンズ（イテレーションＫ１～Ｋ１１）の高速フーリエ変換の振幅スペクトルの正規化絶
対値（ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　ａｂｓｏｌｕｔｅ）を示す図である。これらは、図７６で
提示された１１のレンズである。
【図７９】ｃｙｃｌｅｓ／ｍｍ単位の空間周波数の関数としての４つの異なるレンズ設計
（イテレーションＲ１～Ｒ４）の高速フーリエ変換の振幅スペクトルの正規化絶対値を示
す図である。これらの４つの設計は、特定の実施形態の例示である。
【図８０】半コード直径（ｍｍ）の関数としての１１の異なるコンタクトレンズ（イテレ
ーションＫ１～Ｋ１１）の１次微分の絶対値（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｆｉｒｓｔ　ｄｅｒｉ
ｖａｔｉｖｅ）を示す図である。これらは、図７６で提示された１１のレンズである。
【図８１】半コード直径（ｍｍ）の関数としての４つの異なるコンタクトレンズ（イテレ
ーションＲ１～Ｒ４）の１次微分絶対値を示す図である。これらの４つの設計は、特定の
実施形態の例示である。
【図８２】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、遠方視力用の視覚的アナログス
ケール上で測定された平均主観的評価（ａｖｅｒａｇｅ　ｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅ　ｒａｔ
ｉｎｇ）を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ
～Ｇは市販のレンズである。
【図８３】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、中間視力用の視覚的アナログス
ケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施
形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図８４】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、近方視力用の視覚的アナログス
ケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施
形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図８５】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、遠方視力用のゴースト発生アナ
ログスケール（ｇｈｏｓｔｉｎｇ　ａｎａｌｏｇｕｅ　ｓｃａｌｅ）上で測定された平均
主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズ
Ａ～Ｇは市販のレンズである。
【図８６】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、近方視力用のゴースト発生アナ
ログスケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定
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の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図８７】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、総合視力用の視覚的アナログス
ケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施
形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図８８】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、遠方視力用のゴースト発生無し
アナログスケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは
特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図８９】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、近方視力用のゴースト発生無し
アナログスケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは
特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図９０】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、組合された遠方視力と近方視力
用のゴースト発生アナログスケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レン
ズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図９１】影響を受ける老視母集団のサンプルについて、遠方視力、中間視力、近方視力
、並びに、遠距離及び近距離におけるゴースト発生無しを含む視力の累積性能用の視覚的
アナログスケール上で測定された平均主観的評価を示す図である。レンズＨ～Ｋの４つは
特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図９２】遠方視力について、視覚的アナログスケール上でのその人たちの主観的評価ス
コアが９を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老視母集
団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズ
Ａ～Ｇは市販のレンズである。
【図９３】中間視力について、視覚的アナログスケール上でのその人たちの主観的評価ス
コアが９を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老視母集
団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズ
Ａ～Ｇは市販のレンズである。
【図９４】近方視力について、視覚的アナログスケール上でのその人たちの主観的評価ス
コアが９を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老視母集
団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズ
Ａ～Ｇは市販のレンズである。
【図９５】総合視力について、視覚的アナログスケール上でのその人たちの主観的評価ス
コアが９を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老視母集
団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズ
Ａ～Ｇは市販のレンズである。
【図９６】遠方視力について、ゴースト発生アナログスケール上でのその人たちの主観的
評価スコアが３を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老
視母集団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、
レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図９７】近方視力について、ゴースト発生アナログスケール上でのその人たちの主観的
評価スコアが３を超えた人のパーセンテージを示す図である。データは、影響を受ける老
視母集団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、
レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図９８】累積視力について、視覚的アナログスケール上でのその人たちの主観的評価ス
コアが９を超えた人のパーセンテージを示す図である。累積視力評価は、遠方及び近方に
おけるゴースト発生無しを同様に含む、遠方視力評価、中間視力評価、近方視力評価、総
合視力評価を平均することによって得られた。データは、影響を受ける老視母集団のサン
プルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは
市販のレンズである。
【図９９】影響を受ける老視母集団のサンプルに関する高コントラスト視力（ｖｉｓｕａ
ｌ　ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である。尺度は、６メートルの試験距離を
使用して得られ、ｌｏｇＭＡＲスケールで提示された。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施
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形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１００】影響を受ける老視母集団のサンプルに関するコントラスト感度の平均客観的
尺度を示す図である。尺度は、６メートルの試験距離を使用して得られ、ｌｏｇＭＡＲス
ケールで提示された。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇ
は市販のレンズである。
【図１０１】影響を受ける老視母集団のサンプルに関する低コントラスト視力（ｖｉｓｕ
ａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である。尺度は、６メートルの試験距離
を使用して得られ、ｌｏｇＭＡＲスケールで提示された。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実
施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１０２】７０センチメートルの試験距離を使用した、影響を受ける老視母集団のサン
プルに関する中間視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である
。尺度は、ｌｏｇＭＡＲスケールで提示される。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の
例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１０３】５０センチメートルの試験距離を使用した、影響を受ける老視母集団のサン
プルに関する近方視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である
。尺度は、ｌｏｇＭＡＲスケールで提示される。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の
例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１０４】４０センチメートルの試験距離を使用した、影響を受ける老視母集団のサン
プルに関する近方視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である
。尺度は、ｌｏｇＭＡＲスケールで提示される。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の
例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１０５】影響を受ける老視母集団のサンプルに関する組合せ式視力（ｖｉｓｕａｌ　
ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である。組合せ式視力は、遠方の尺度、７０ｃ
ｍの中間の尺度、及び５０ｃｍの近方の尺度を含む。尺度は、ｌｏｇＭＡＲスケールで提
示される。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレ
ンズである。
【図１０６】影響を受ける老視母集団のサンプルに関する組合せ式視力（ｖｉｓｕａｌ　
ａｃｕｉｔｙ）の平均客観的尺度を示す図である。組合せ式視力は、６メートルの遠方の
尺度、７０ｃｍの中間の尺度、及び５０ｃｍの近方の尺度を含む。尺度は、ｌｏｇＭＡＲ
スケールで提示される。レンズＨ～Ｋの４つは特定の実施形態の例示であり、レンズＡ～
Ｇは市販のレンズである。
【図１０７】遠距離又は近距離におけるゴースト発生に関し、視覚的アナログスケール上
でのその人たちの主観的評価スコアが１に等しかった人のパーセンテージを示す図である
。データは、影響を受ける老視母集団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特
定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【図１０８】遠距離又は近距離におけるゴースト発生に関し、視覚的アナログスケール上
でのその人たちの主観的評価スコアが２未満であった人のパーセンテージを示す図である
。データは、影響を受ける老視母集団のサンプルから得られた。レンズＨ～Ｋの４つは特
定の実施形態の例示であり、レンズＡ～Ｇは市販のレンズである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　上記式において、本開示を、１つ以上の実施形態を参照して詳細に記載し、その幾つか
の例は添付の図面内で示されかつ／又はサポートされる。例及び実施形態は、例として提
供され、本開示の範囲を制限するものとして考えられない。
【００２９】
　更に、一実施形態の一部として図示及び記載される特徴は、それら自身によって使用さ
れ、他の実施形態を提供することができ、一実施形態の一部として図示及び記載される特
徴は、１つ以上の他の実施形態と共に使用されて、更なる実施形態を提供することができ
る。本開示が、これらの変形形態及び実施形態並びに他の変形形態及び／又は修正形態を
カバーすることになることが理解されるであろう。
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【００３０】
　本明細書で使用される、用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」及びその派生語（例えば
、備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）、備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ））の任意のものが、
それが参照する特徴を包含すると考えられ、別途記載又は示唆されない限り、任意の更な
る特徴の存在を排除することを意味するものではないことが理解されるであろう。本明細
書（添付特許請求の範囲、要約、及び図面を含む）で開示される特徴は、別途明示的に述
べられない限り、同じか、同等か、又は同様の目的にかなう代替の特徴に置換されること
ができる。
【００３１】
　詳細な説明で使用される見出語は、読者による参照を容易にするためにのみ設けるもの
であり、本開示又は特許請求の範囲全体を通して見出される主題を限定するために使用さ
れるべきでない。見出しは、特許請求の範囲又は特許請求の範囲の制限を解釈するときに
使用されるべきでない。
【００３２】
　人間の眼の光学的及び／又は視覚的性能は、１つ以上の光学的及び／又は視覚的要因に
よって制限される場合がある。要因の幾つかは、単色及び多色光学波面収差並びに空間的
視力にナイキスト限界を課す場合がある網膜サンプリングを含むとすることができる。幾
つかの他の要因は、スタイルズ・クロフォード効果（Ｓｔｉｌｅｓ－Ｃｒａｗｆｏｒｄ　
ｅｆｆｅｃｔ）及び／又は散乱を含むとすることができる。これらの要因又はこれらの要
因の組合せは、特定の実施形態に従って、網膜像品質（ＲＩＱ）を決定するために使用さ
れることができる。例えば、網膜像品質（ＲＩＱ）は、必要である場合、スタイルズ・ク
ロフォード効果等の要因を使用する適切な調整を使用して、所定の場所に矯正レンズが有
るか又は無い状態で眼の波面収差を測定することによって得られることができる。本明細
書で開示するように、ＲＩＱを決定する種々の方法はまた、限定しないが、簡単なストレ
ール比、点広がり関数、変調伝達関数、複合変調伝達関数、位相伝達関数、光学伝達関数
、空間ドメイン内のストレール比、フーリエドメイン（ｄｏｍａｉｎ）内のストレール比
、又はその組合せ等に対して使用されることができる。
【００３３】
　第１節：網膜像品質（ＲＩＱ）
　シャック・ハルトマン（Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋ）機器等の波面収差計を使用し
て、屈折矯正を行っているか又は行っていない候補眼の光学特性、屈折矯正を行っている
か又は行っていないモデル眼の光学特性を測定し、網膜像品質（ＲＩＱ）の尺度を識別し
得る。特定の例では、使用されるモデル眼は、平均的な人間の眼に対して解剖学的に光学
的に同等である物理的モデルであるとすることができる。特定の例では、ＲＩＱは、レイ
トレーシング及び／又はフーリエオプティックスなどの光計算によって計算され得る。Ｒ
ＩＱの幾つかの尺度は、本明細書に記載される。
【００３４】
　（Ａ）ストレール比
　候補眼の波面収差が入手されると、眼の網膜における像品質は、式１に記載するように
、簡単なストレール比を計算することによって決定され得る。特定の用途では、眼の網膜
における像品質は、式１に示す簡単なストレール比を計算することによって特徴付けられ
ることができる。ストレール比は、空間ドメイン（すなわち、点広がり関数を使用する）
とフーリエドメイン（すなわち、以下の式１に示す光伝達関数を使用する）との両方で計
算され得る。ストレール比尺度は、０と１との間に拘束され、１は、達成可能な最良の像
品質に関連する。
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【００３５】
　（Ｂ）視覚ストレール比
　米国特許第７，０７７，５２２Ｂ２号は、シャープネス（ｓｈａｒｐｎｅｓｓ）メトリ
ックと呼ばれる視力メトリックを記載する。このメトリックは、点広がり関数に中性品質
関数を畳込むことによって計算され得る。更に、米国特許第７，３５７，５０９号は、人
間の眼の光学的性能を測定する幾つかの他のメトリックを記載する。１つのこうしたＲＩ
Ｑ尺度は、周波数ドメインで計算される視覚ストレール比である。特定の用途では、ＲＩ
Ｑ尺度は、周波数ドメインで計算される視覚ストレール比を特徴とする。周波数ドメイン
の視覚ストレール比は、式２によって記述され、０と１との間に拘束され、１は、網膜に
おける達成可能な最良の像品質に関連する。このメトリックは、単色収差に対処する。

【００３６】
　単色視覚ストレール比のＲＩＱ尺度は。客観的視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）及
び主観的視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）と高い相関を示す。特定の開示の実施形態
では、この尺度を、ＲＩＱを記述するために使用することができる。しかし、本明細書に
記載の他の尺度及びそれに対する代替物は、光学デバイス、レンズ、及び／又は方法の設
計において使用されることができる。
【００３７】
　（Ｃ）多色ＲＩＱ
　上記のＷｉｌｌｉａｍｓによって定義された視覚ストレール比は単色光に対処する。多
色光に適応するため、多色網膜像品質（多色ＲＩＱ）と呼ばれるメトリックが定義され、
そのメトリックは、選択された波長についてスペクトル感度で重み付けられた色収差を含
む。多色ＲＩＱ尺度は式３で定義される。特定の用途では、多色ＲＩＱ尺度は式３で特徴
付けられる。
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【００３８】
　（Ｄ）単色グローバルＲＩＱ
　本明細書でまたサブセクションＢに記載される視覚ストレール比又は単色ＲＩＱは、主
に軸上視力に対処する。本明細書で使用されるとき、文脈が別途明確に要求しない限り、
「軸上（ｏｎ－ａｘｉｓ）」は、光軸、視軸、又は乳頭軸の１つ以上に対する参照である
。広い角度ビュー（すなわち、周辺視野）に適応するため、グローバル網膜像品質（ＧＲ
ＩＱ）と呼ばれるメトリックが定義され、そのメトリックは、視野偏心度（ｅｃｃｅｎｔ
ｒｉｃｉｔｙ）の範囲を含む。単色ＧＲＩＱ尺度は式４で定義される。特定の用途では、
多色ＲＩＱ尺度は式３で特徴付けられる。

【００３９】
　（Ｅ）多色グローバルＲＩＱ
　多色光及び広い角度ビュー（すなわち、周辺視野）に適応する１つの他の形態のＲＩＱ
メトリックとして、多色グローバル網膜像品質（ＧＲＩＱ）と呼ばれるメトリックが定義
され、そのメトリックは、選択された波長についてスペクトル感度で重み付けられた色収
差及び視野偏心度の範囲を含む。多色ＧＲＩＱ尺度は式５で定義される。特定の用途では
、多色ＧＲＩＱ尺度は式５で特徴付けられる。

【００４０】
　式１～５において、
　ｆは、試験される空間周波数を指定し、これは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘ（空間周波数コン
テンツ上の境界上の限界を示す）の範囲内にあり得る、例えば、Ｆｍｉｎ＝０サイクル／
度、Ｆｍａｘ＝３０サイクル／度であり、
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　ｆｘ及びｆｙは、ｘ方向及びｙ方向の試験される空間周波数を指定し、
　ＣＳＦ（ｆｘ，ｆｙ）は、コントラスト感度関数を示し、その関数は、対称形態では、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４＊ｆ）＊ｅ－（０．１１４＊ｆ）＾１

．１として定義することができ、
　ＦＴは、式の一形態では、２Ｄフーリエ変換を示し、
　Ａ（ρ，θ）及びＷ（ρ，θ）は、瞳孔直径及び試験事例の波面位相をそれぞれ示し、
　Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は、回折限界事例の波面位相を示し、
　ρ及びθは、正規化された極座標であり、ρはであり、θは角度座標又はアジマスを表
し、
　λは波長を示し、
　αは視野角度を示し、
　φは子午線角度を示し、
　Ｓ（λ）はスペクトル感度を示す。
【００４１】
　波面位相は、例えば、以下に記載するように、所望の次数までの標準的なツェルニケ多
項式の関数セットとして書かれ得る。

　上記式において、ａｉは、ツェルニケ多項式のｉ番目の係数を示し、
　　　　　Ｚｉ（ρ，θ）は、ｉ番目のツェルニケ多項式項を示し、
　　　　　「ｋ」は、展開の最も高い項を表す。
【００４２】
　これらの多項式は、米国光学会（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉ
ｃａ）フォーマットか、マラカラ（Ｍａｌａｃａｒａ）フォーマットか、又は他の利用可
能なツェルニケ多項式展開フォーマットで表され得る。波面位相を構築するツェルニケ法
以外に、波面位相構築の他の非ツェルニケ法、すなわちフーリエ展開、テイラー展開等を
、同様に採用することができる。
【００４３】
　（Ｆ）近視誘発露出時間（ｉｍｐｅｔｕｓ　ｉｍｐｅｔｕｓ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｔｉ
ｍｅ）を統合したグローバルＲＩＱメトリック
　ＲＩＱの変形に関して本明細書に記載する要因は、周辺網膜内の、波面収差、色度（ｃ
ｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ）及びスペクトル感度、第１種のスタイルズ・クロフォード効果
、並びに光学的及び／又は視覚的性能の１つ以上を含む。含まれる場合がある他の要因は
、近視誘発露出時間Ｔ（Ａ）としても知られる、１日平均で種々の調節可能状態において
費やされる時間量（精密作業の毎日の量）である。これは、以下のＧＲＩＤ変形を提供す
る。
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【００４４】
　（Ｇ）可能な他のＲＩＱ尺度
　本明細書に記載するとき、ＲＩＱの他の尺度も、デバイス、レンズ、及び／又は方法の
設計に使用されてもよい。代替のＲＩＱ尺度の一例は、簡単な変調伝達関数（ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）（ＭＴＦ）である。式２を参照する
と、多色ＭＴＦは、光伝達関数の実数部のモジュラス（ｍｏｄｕｌｕｓ）を計算し、更に
、ＳＣＦ関数による畳込みのステップを排除することによって形成される。単色ＭＴＦは
、Ｓ（λ）もまた式２から除去される場合に形成される。
【００４５】
　第２節：スルーフォーカスＲＩＱ
　ＲＩＱはまた、網膜に対して前側及び／又は後側であると考察することができる。網膜
に対して前側及び／又は後側のＲＩＱは、本明細書で「スルーフォーカスＲＩＱ（ｔｈｒ
ｏｕｇｈ　ｆｏｃｕｓ　ＲＩＱ）」と呼ばれ、本明細書でＴＦＲＩＱと略される。同様に
、網膜の所の及び／又は網膜の周りのＲＩＱもまた、特定の範囲の焦点長にわたって考察
されてもよい（すなわち、眼の調節時であって、焦点長の変化に加えて、眼の屈折特性の
変化を引起す、眼の調節時に）。特定の実施形態は、網膜におけるＲＩＱだけでなく、ス
ルーフォーカスＲＩＱの変化もまた考慮することができる。これは、網膜におけるＲＩＱ
だけ及び／又は網膜の所の又は網膜の周りのＲＩＱ尺度の積分又は総和を考察することが
できるアプローチと対照的である。例えば、本明細書に開示のレンズ、デバイス、及び／
又は方法の特定の実施形態は、特定の屈折特性を有する眼について、網膜の前側の方向（
すなわち、網膜から角膜に向かう方向）及び／又は網膜の後側の方向に、ＲＩＱを変化さ
せる、或いは、ＲＩＱの変化又は変化の程度又はレートに対するコントロールをもたらす
ように設計される。特定の実施形態はまた、所定の焦点距離の場合のＲＩＱを変化させる
、或いは、ＲＩＱの変化又は変動に対するコントロールを与えるように設計されることが
できる。例えば、幾つかの候補レンズ設計は、網膜の前側の方向にＲＩＱを変化させるこ
とを通して識別されることができ、その後、単一の設計又は設計のサブセットは、焦点長
が変化する場合のＲＩＱの変動を考慮して識別されることができる。特定の実施形態では
、上述したプロセスが逆転される。特に、設計のセットは、所定の焦点距離の場合の網膜
におけるＲＩＱの変化に基づいて選択される。セット内での選択は、その後、ＴＦＲＩＱ
を参照して行われる。特定の実施形態では、ＴＦＲＩＱ及び所定の焦点距離の場合の網膜
におけるＲＩＱの変化の考慮を組合せる単一評価プロセスが行われる。例えば、焦点距離
が変化する場合のＲＩＱの平均尺度が、設計を識別するために使用することができる。平
均尺度は、特定の焦点距離に対してより大きな重みを与える（例えば、したがって、遠方
視力、中間視力、及び近方視力は、異なるように重み付けされることができる）。
【００４６】
　特定の実施形態では、ＲＩＱのスルーフォーカス及び／又は所定の焦点距離の場合の網
膜におけるＲＩＱの変化は、ｉ）軸上、ｉｉ）軸上の周りの全体（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
　ａｒｏｕｎｄ　ｏｎ－ａｘｉｓ）、例えば、スタイルズ・クロフォード効果を考慮する
か又は考慮しない、瞳孔サイズに対応するか又はそれを近似する領域、ｉｉｉ）軸外（軸
外は、中心窩の外側の網膜上の特定の場所、場所のセット、及び／又は場所の全体を意味
し、約１０度より大きい視野角度の光が合焦される場所であるとすることができる）、及
びｉｖ）ｉ）～ｉｉｉ）の１つ以上の組合せの１つ以上について考慮される。特定の実施
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形態では、視野角度は、約１５度以上か、約２０度以上か、約２５度以上か、約３０度以
上か、又はそれより大きい角度である。
【００４７】
　本明細書の説明は、ＲＩＱの定量的尺度を指すが、定性的尺度が同様に使用されて、定
量的尺度以外に、収差プロファイルの設計プロセスを支援することができる。例えば特定
のスルーフォーカス場所における視覚ストレール比は、点広がり関数に基づいて計算又は
決定される。以下の節で参照される例示的な像から見てわかるように、点広がり関数は視
覚的に評価され得る。これは、スルーフォーカスを定性的に評価する方法を提供する。
【００４８】
　第３節：網膜において像品質に影響を及ぼす収差及びスルーフォーカス
　ＲＩＱ及びＴＦＲＩＱに関する低次収差の影響は当技術分野で知られている。矯正的低
次収差の使用は、眼用の屈折異常矯正の従来の方法を示す。したがって、デフォーカス及
び乱視を矯正するための、低次収差から構成される収差プロファイルの識別は本明細書で
詳細に述べられない。
【００４９】
　像品質に関する高次収差（ＨＯＡ）の影響は、図３においてスルーフォーカス２次元点
広がり関数（３００）から示される。図３では、行は収差の選択についての点広がり関数
を示し、水平軸は関連する収差についてのデフォーカスの程度をディオプトリで示す。
【００５０】
　像品質に関する例示的なＨＯＡは、特定の実施形態に従って図３に示される。これは、
図３に示すスルーフォーカス２次元点広がり関数３００によって示される。図３では、行
は収差の選択についての点広がり関数を示し、水平軸は特定の関連する収差についてのデ
フォーカスの程度をディオプトリで示す。
【００５１】
　（近視又は遠視だけを有する眼の網膜における示す例示的な像における）高次収差が無
い点広がり関数３０２、垂直コマのみを有する点広がり関数３０６、及び水平トレフォイ
ルのみを有する点広がり関数３０８は、正及び負のデフォーカスに関して対称のままであ
る。正及び負の一次球面収差に関して、いずれかのみの場合３０４、又は、コマ及び／又
はトレフォイルと組合せた場合３１０、点広がり関数のスルーフォーカスは、正及び負の
デフォーカスに関して非対称である。特定のＨＯＡの場合、正及び負のデフォーカスは、
像品質に不等の効果がある。これらの不等の効果が球面収差についてより顕著であること
が見てわかる。ＲＩＱ、視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）、及び／又はコントラスト
感度に関して非対称の効果を示すＨＯＡは、本明細書に開示のレンズ、デバイス、及び／
又は方法の幾つかにおいて用途を有する。
【００５２】
　ＨＯＡとデフォーカスとの間で生じる相互作用はＴＦＲＩＱに影響を及ぼす。一部のＨ
ＯＡはデフォーカスと有利に相互作用して、ＲＩＱを改善し、一方、他のＨＯＡは不利に
相互作用して、ＲＩＱを劣化させる。測定される最も一般的な高次眼収差は、球面収差、
コマ、及びトレフォイルを含む。これら以外に、幾つかの多焦点光学設計によって得られ
るＨＯＡプロファイルは、ツェルニケ多項式表現の第１０次までで表現されることが多い
、かなりの大きさの波面収差を誘起する。
【００５３】
　おおまかに言えば、ツェルニケピラミッドにおいて、中心により近い項は、エッジ／角
の項に比較して、結果として得られる光学的効果の点で測定されると、より影響がある又
はより有用であることが多い。これは、中心からより遠く離れた項が、その角周波数がゼ
ロに近い項と比較して、波面上で比較的大きな平面領域を有するからである。特定の用途
では、デフォーカスと相互作用する最も高い可能性又は実質的に高い可能性を有するツェ
ルニケ項は、例えば、ゼロ角周波数成分を有する偶数半径次数、すなわち、４次、６次、
８次、及び１０次ツェルニケ係数を有する項であり、１次、２次、３次、及び４次球面収
差を表す。球面収差の他の次数を表す他のツェルニケ係数もまた使用することができる。
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【００５４】
　収差の上記の説明は、網膜ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱに影響を及ぼす収差の幾
つかを識別する。説明は、網膜ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱに影響を及ぼす種々の
収差の網羅的な説明でもなく、そうであることも意図されない。種々の実施形態では、網
膜ＲＩＱ及び／又はスルーフォーカスＲＩＱに影響を及ぼす更なる収差が考えられ、関連
する収差は、眼のシステム（網膜によって受取られる波面に影響を及ぼすレンズ又は光学
デバイスと共に眼を意味する）の現在の屈折状態及びターゲット網膜ＲＩＱ／スルーフォ
ーカスＲＩＱを考慮して識別される。
【００５５】
　第４節：ＲＩＱの最適化
　眼の屈折状態に必要な変化を設計及び／又は選択する際、ＲＩＱ及びスルーフォーカス
ＲＩＱの測定が、通常、特定の開示の実施形態について実施される。特に、関連する収差
の１つ以上と相互作用し、許容可能なＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱを生成するデフ
ォーカスの大きさ及び符号を見出すことが、通常実施される。探索は、ＲＩＱ及びスルー
フォーカスＲＩＱの最良の又は少なくとも許容可能な組合せについて実施される。特定の
実施形態では、選択される組合せは、ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱを評価し、その
用途に適するか、実質的に最適化されるか、又は最適化される組合せを選択することによ
って決定される。本明細書に記載の特定の実施形態では、メリット関数Ｓ＝１／ＲＩＱが
、このために使用される。特定の実施形態では、メリット関数Ｓ＝１／ＲＩＱの近似を、
このために使用することができる。
【００５６】
　網膜におけるＲＩＱを最適化するか又は実質的に最適化する収差係数を識別することは
、特定の実施形態では、関数Ｓの最小の又は実質的に最小の値を見出すことによって達成
することができる。特定の範囲のディオプトリック距離（スルーフォーカス）にわたって
ＲＩＱ最適化ルーチンを考察することは、最適化プロセスに対して複雑さを付加する。種
々方法が使用されて、この複雑さに対処し得る。
【００５７】
　一例は、特定の実施形態に従って、変数としてのツェルニケＳＡ係数の選択された群に
わたって、非線形制約条件無し最適化ルーチンを使用することである。自動の及び／又は
人間の介入によるランダム要素が、組込まれて、異なる場所にシフトし、それにより、関
数Ｓの代替の局所的最小値を見出すことができる。最適化ルーチンが性能を評価する基準
は、網膜ＲＩＱと、網膜ＲＩＱの予め定義された限界内にスルーフォーカスＲＩＱを維持
することの組合せであるとすることができる。限界は、種々の方法で、例えば網膜ＲＩＱ
用の値の周りの特定の範囲として定義することができる。その範囲は、固定される（例え
ば、視覚ストレール比又は同様の尺度についてプラスマイナス０．１５）場合がある、又
は、変動する（例えば、網膜からの距離が増加する場合に予め定義された変化率内で）場
合がある。特定の実施形態では、範囲は、以下の範囲、すなわち、プラスマイナス０．０
５か、プラスマイナス０．１か、又はプラスマイナス０．１５の１つ以上に固定すること
ができる。これらの範囲は、簡単なストレール比、点広がり関数、変調伝達関数、位相伝
達関数、光伝達関数、フーリエドメイン内のストレール比、又はその組合せの１つ以上と
共に使用することができる。
【００５８】
　本明細書でより詳細に説明するように、ＴＦＲＩＱについての目的関数は、少なくとも
特定の実施形態では、メリット関数の目的が、正視化の光学フィードバックの説明の下で
、候補眼の眼の成長を抑制する刺激を提供する傾斜をＴＦＲＩＱに提供することであるか
、眼の成長を促進する刺激を提供する傾斜をＴＦＲＩＱに提供することであるかに応じて
変化する場合がある。特定の他の用途、例えば、老視を改善するための矯正では、メリッ
ト関数の目的は、大きさが許容可能な低い傾斜又はゼロに実質的に等しい傾斜をＴＦＲＩ
Ｑに提供することである。特定の他の老視の実施形態では、ＴＦＲＩＱについての大きさ
が許容可能に低い傾斜は、ａ）ほぼゼロのＴＦＲＩＱの傾斜、ｂ）ゼロに等しいＴＦＲＩ
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Ｑの傾斜、ｃ）ゼロ／ディオプトリより大きくかつ０．２５／ディオプトリより小さいＴ
ＦＲＩＱの傾斜、ｄ）－０．２５／ディオプトリより大きくかつ０／ディオプトリより小
さいＴＦＲＩＱの傾斜、ｅ）０／ディオプトリより大きくかつ０．５／ディオプトリより
小さいＴＦＲＩＱの傾斜、又はｆ）－０．５／ディオプトリより大きくかつ０／ディオプ
トリより小さいＴＦＲＩＱの傾斜の１つ以上から考察することができる。
【００５９】
　別のアプローチは、収差プロファイルの可能な組合せの数を制限することである。可能
な収差値を制限する１つの方法は、ツェルニケ係数が、０．０５μｍ焦点の増分又は別の
増分間隔に対応する値を有するだけであり得ることを指定することである。特定の実施形
態では、ツェルニケ係数は、約０．０１μｍ、約０．０２μｍ、約０．０３μｍ、約０．
０４μｍ、又は約０．０５μｍの増分に対応する値を有することができる。特定の実施形
態では、ツェルニケ係数は、０．０１μｍ、０．０２μｍ、０．０３μｍ、０．０４μｍ
、又は０．０５μｍの増分に対応する値を有することができる。特定の実施形態では、ツ
ェルニケ係数は、以下の範囲、すなわち、０．００５μｍ～０．０１μｍ、０．０１μｍ
～０．０２μｍ、０．０２μｍ～０．０３μｍ、０．０３μｍ～０．０４μｍ、０．０４
μｍ～０．０５μｍ、又は０．００５μｍ～０．０５μｍの１つ以上の範囲内で選択され
る増分に対応する値を有することができる。間隔は、利用可能な計算リソースを考慮して
選択され得る。許容可能な係数値の数を制限することによって、ツェルニケ係数の組合せ
によって形成される収差プロファイルのかなりの部分の性能をシミュレートすることが可
能であり、それに従って、最良の又は許容可能な軸上ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱ
を有する収差プロファイルが識別され得る。このプロセスの結果は、例えば、高次収差の
識別された候補の組合せの周りの小さな範囲内の係数値を有する最適化ルーチンに戻るこ
とによって、より微調整された分析を制約するために使用することができる。
【００６０】
　第５節：光学的フィードバックによる正視化用の刺激のコントロール
　人は、例えば、以下の指標の１つ以上に基づいて近視を発症するリスクがあるとして識
別されることができる。以下の指標は、その人の親が近視及び／又は遠視を経験したかど
うか、その民族性、生活様式要因、環境要因、精密作業の量等を含む。他の指標又は指標
の組合せを、特定の実施形態に従って同様に使用することができる。例えば、人は、その
人の片眼及び／又は両眼が、眼の成長の方向に改善する網膜におけるＲＩＱを有する場合
、近視を発症するリスクがあるとして識別されることができる。ＲＩＱは、目下使用中で
ある屈折矯正を行っているか又は行っていない状態（例えば、眼鏡又はコンタクトレンズ
の目下の処方が有るか又は無い状態）で得られ得る。特定の実施形態では、眼の成長の方
向にＲＩＱを改善するという使用は、単独で、又は、１つまたは複数の他の指標、例えば
、本明細書で挙げる他の指標と共に使用することができる。
【００６１】
　１つの観点から、正視化プロセスは、網膜におけるＲＩＱ及び／又は網膜に対して前後
方向におけるＴＦＲＩＱの傾斜に基づく光学フィードバックメカニズムの下で説明され得
る。正視化に関するこの観点によれば、候補眼は、最適化ルーチンのメリット関数Ｓが最
小化されるか又は実質的に最小化される点まで成長するように刺激される。正視化プロセ
スのこの説明の下で、少なくとも人間の眼の場合、メリット関数Ｓの局所的最小値又は大
域的最小値の場所が網膜の後側にある場合、眼は、特定の実施形態では、より長く成長す
るように刺激されることができる。更に別の用途では、メリット関数最適化ルーチンの実
質上の最小値が局所的最小値又は大域的最小値であるとすることができる。他の用途では
、メリット関数Ｓの局所的最小値又は大域的最小値の場所が網膜の後側にある場合、又は
、スルーフォーカスＲＩＱが網膜の後側で改善する場合、眼は、より長く成長するように
刺激されることができる。例えば、メリット関数Ｓの局所的最小値又は大域的最小値の場
所が網膜上に又は網膜の前側に位置付けられる場合、眼は、同じ長さのままである場合が
ある。
【００６２】
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　本明細書の以下の説明は、選択されたＨＯＡの組合せがスルーフォーカスＲＩＱの変化
にどのように影響を及ぼし得るかを述べる。これらの収差は、レンズ、光学デバイス内に
容易に組み込まれ得る、かつ／又は、網膜によって受取られる到来光の波面の収差プロフ
ァイルを変更する方法において容易に使用され得る。
【００６３】
　特定の実施形態では、これらの収差の特徴付けは、レンズ、光学デバイス内に容易に組
み込まれ得る、かつ／又は、網膜によって受取られる到来光の波面の収差プロファイルを
変更する方法において容易に使用され得る。これは、特定の実施形態がそれによって候補
眼の屈折状態を変更することができるメカニズムを提供する。特定の実施形態では、レン
ズ、光学デバイス、及び／又は方法は、候補眼の屈折状態を変更するために実施形態の収
差特性を少なくとも含むことになる。
【００６４】
　本明細書でより詳細に述べるように、ターゲットＴＦＲＩＱを達成することは、特定の
実施形態では、通常は、遠方視力である特定の焦点長について網膜におけるターゲット軸
上ＲＩＱに実質的に近い軸上ＲＩＱを達成するか又は得ることと共に考えられる。特定の
用途では、遠方視力と呼ばれる以下の１つ以上は６メートルより遠い物体である。他の用
途では、ターゲットＴＦＲＩＱは、遠方視力の代替の別の焦点長、例えば、中間視力又は
近方視力について考察することができる。一部の用途では、中間視力は、約０．５～６メ
ートルの範囲として定義することができる。一部の用途では、近方視力は、約０．３～０
．５メートルの範囲として定義することができる。
【００６５】
　本明細書に記載の例の場合、ＲＩＱは、式２に示す視覚ストレール比を使用して、評価
されるか又は特徴付けられた。
【００６６】
　（Ａ）一次球面収差、コマ、及びトレフォイル
　一次球面収差、コマ、及びトレフォイルの間の相互作用並びに眼の成長に関するそれら
の影響は、標準的なツェルニケ展開のデフォーカス項、一次球面収差（ＰＳＡ）項、コマ
項、及びトレフォイル項を使用して定義される波面位相関数を使用することによって述べ
られる又は特徴付けられ得る。他の方法も可能である。
【００６７】
　瞳孔サイズは４ｍｍに固定され、計算は５８９ｎｍ波長で実施された。眼の成長に関す
る収差プロファイルの影響を評価するため、上述した関数Ｓの最小値の網膜の後側への位
置付けが、その場所まで成長する刺激を提供すること、及び、関数Ｓの最小値が網膜上か
又は網膜の前にある場合、眼の成長用の刺激が存在しないことが仮定された。換言すれば
、網膜上に形成される像が、成長する刺激を提供して、関数Ｓを最小化することが仮定さ
れる。シミュレーションで使用されたＰＳＡ、水平及び垂直コマ、並びに水平及び垂直ト
レフォイルの値の範囲は、
　ＰＡＳ＝（－０．３０，－０．１５，０．００，０．１５，０．３０）μｍ
　水平コマ＝（－０．３０，－０．１５，０．００，０．１５，０．３０）μｍ
　垂直コマ＝（－０．３０，－０．１５，０．００，０．１５，０．３０）μｍ
　水平トレフォイル＝（－０．３０，－０．１５，０．００，０．１５，０．３０）μｍ
、及び
　垂直トレフォイル＝（－０．３０，－０．１５，０．００，０．１５，０．３０）μｍ
である。
【００６８】
　試験される全部で３１２５の組合せの場合、全体的に見て、球面収差がＲＩＱを改善す
る方向を主に支配することが観測された。
【００６９】
　図４～図７は、特定の実施形態による、組合せ、特に、ＰＳＡと水平コマ及び垂直コマ
との組合せ式効果及びＰＳＡと水平トレフォイル及び垂直トレフォイルとの組合せ式効果
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の選択についてＴＦＲＩＱに起因する眼の成長用の刺激を示す。図４～図７は、連続スケ
ール上にあり、白（０）は進行無しを示し、灰色－黒遷移はディオプトリ単位の進行の量
を示す。
【００７０】
　図４は、一次球面収差と水平コマの相互作用のグラフ４００を示す。灰色プロットは、
これらの２つの収差の組合せによって刺激される近視の進行量を示し、白４０２は、進行
用の刺激を全く示さず、黒に向かう陰影４０４は、ＰＳＡが水平コマと組合された結果と
して近視の進行用の刺激（この場合、－０．８Ｄまで）を示す。図５は、一次球面収差と
垂直コマの相互作用に応じた近視進行のグラフ５００を示す。図４と同様に、白の領域５
０２は、進行用刺激無しを示し、暗い領域５０４は進行用の刺激を示す。図６は、一次球
面収差と水平トレフォイルの相互作用のグラフ６００を示す。図７は、一次球面収差と垂
直トレフォイルの相互作用に応じた近視進行のグラフ７００を示す。図４～図７に示す組
合せの場合、組合せの約５２％が、眼の成長を促進する刺激を提供する。
【００７１】
　眼の成長用の刺激は、図４～図７の白の領域の１つ以上の領域内になるよう眼の屈折状
態をコントロールすることによってしたがって取除かれることができる。これは、例えば
、適用されると、眼の屈折特性を修正するレンズ又は光学デバイスを設計することによっ
て達成されることができ、それにより、眼の網膜が、スルーフォーカスＲＩＱであって、
眼の成長の方向（網膜の後側）に実質的に改善しないか又は改善しない、或いは、眼の成
長の方向に減少する、スルーフォーカスＲＩＱを経験することになる。
【００７２】
　４ｍｍ瞳孔に関して－０．３０～０．３０μｍの範囲内のトレフォイル及びコマは成長
の方向に有意の影響を及ぼすように見えない（最大進行効果は－０．１Ｄだけである）が
、正のＰＳＡは成長を加速させるように思われ、一方、負のＰＳＡは成長を抑制するよう
に思われる。したがって、ＰＳＡは、支配的な効果を有するように見える。したがって、
少なくとも、正のＰＳＡ及び任意選択でコマとトレフォイルの一方を有する眼の場合、負
のＰＳＡを付加することは、正視化の光学的フィードバックの説明の下で眼の成長を抑制
することができる。当然、負のＰＳＡを眼に提供すること又は少なくとも正のＰＳＡを取
除くことは、眼の成長用の刺激を取除くことができることになる。眼のコマ及びトレフォ
イルは、不変のままにされる場合がある、或いは任意選択で、（好ましくは、－０．３０
～０．３０μｍの範囲内で）部分的に又は完全に矯正される場合がある。
【００７３】
　（Ｂ）球面収差及び乱視
　球面収差と乱視との間の相互作用を示すため、波面位相関数が、これらの収差（水平／
垂直成分と斜め成分との両方を含む）及びデフォーカスを使用して定義された。図８～図
１３（図４～図７と異なる）は、２値スケール上にある－上記式において、白（１）は進
行用の刺激（すなわち、眼の成長の増加）をもたらす試験事例を示し、黒（０）は、進行
無し又は非常に少ない進行（すなわち、眼の成長の刺激無し又は停止信号）を結果的にも
たらす候補の組合せを示す。スケールは単位を持たない。図８～図１３は、開示する特定
の実施形態を示す。
【００７４】
　図８は、ＰＳＡ対一次斜乱視（ｐｒｉｍａｒｙ　ｏｂｌｉｑｕｅ　ａｓｔｉｇｍａｔｉ
ｃ）（ＰＯＡ）成分対一次水平／垂直乱視（ｐｒｉｍａｒｙ　ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ／ｖ
ｅｒｔｉｃａｌ　ａｓｔｉｇｍａｔｉｃ）（ＰＨＶ）成分についての近視進行の大きさを
示すグラフ８００を示す例示である。この例では、グラフ８００は、近視進行用の刺激を
結果的にもたらす場合があるＰＳＡと乱視の組合せ（白）及び近視進行用の刺激を結果的
にもたらさないことになる組合せ（黒）を示す。ＰＯＡもＰＨＶも、ＰＳＡの効果に関し
て有意の影響を有するように見えない。
【００７５】
　図９は、特定の実施形態による、ＰＳＡ対二次斜乱視　（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｏｂｌ
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ｉｑｕｅ　ａｓｔｉｇｍａｔｉｃ）（ＳＯＡ）成分対二次水平／垂直乱視（ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ／ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｓｔｉｇｍａｔｉｃ）（ＳＨＶ）
成分についての近視進行の大きさを示すグラフ８００を示す例示である。この例では、Ｓ
ＯＡもＳＨＶも、ＰＳＡの効果に関して有意の影響を有するように見えない。
【００７６】
　眼の成長用の刺激は、図８及び図９の白の領域の１つ以上の領域内になるよう眼の屈折
状態をコントロールすることによってしたがって取除かれることができる。
【００７７】
　例示である図８及び図９から、一次及び二次乱視成分は、ＰＳＡと組合されると、眼の
成長を向上させること又は抑制することに関してわずかな影響を有するように思われる又
は有する。したがって、これらの収差を考察すると、これは、ＰＳＡに優先権を提供する
ことができることを示す。更に、眼が高いレベルのＰＯＡ、ＰＨＶ、ＳＯＡ、及び／又は
ＳＨＶを有しているかどうかが判定されることができる。これが事実である場合、この例
では、これらの収差を（収差を減少させるか又は実質的に無くすことによって）矯正する
ことは、眼の成長用の刺激を取除くのを補助することができる。
【００７８】
　（Ｃ）高次球面収差
　肉眼又は単焦点眼鏡矯正眼の場合、４次ツェルニケ展開が使用されて、射出瞳孔におけ
る波面を記述する又は特徴付けることができる。しかし、これは、例えば、コンタクトレ
ンズが矯正のために使用されるとき、必ずしも当てはまらない場合があり、特に多焦点コ
ンタクトレンズ（非球面と同心との両方）の場合、かなりの量の５次以上のＨＯＡが使用
される場合がある。多焦点コンタクトレンズを、例えば、ツェルニケ多項式の約１０次又
は１２次までを使用して記述することができる。こうした場合、（ＰＳＡ以外に）高次球
面収差の大きさ及び符号は重要な役割を果たし始める。
【００７９】
　標準的なツェルニケ展開の１次球面収差、２次球面収差、３次球面収差、及び／又は４
次球面収差の間の相互作用を示すため、波面位相が、これらの項及びデフォーカスを使用
して定義された。こうした多焦点コンタクトレンズに関してモデル化されたデータから予
測されるＨＯＡの幾つかの組合せが使用された。ピークＲＩＱを生成するための相互作用
を立証するこれらのＨＯＡの選択的セットが、専用非線形最適化ルーチンによって得られ
た。計算は、４ｍｍ瞳孔に関してまた５８９ｎｍ波長で実施された。生得の眼の球面収差
の少なくとも最初の３つのモードが、眼の成長用の刺激の方向を支配するときに役割を果
たし、場合によっては、球面収差の高次モードもまた役割を果たしたことが観測された。
特定の用途では、これらの役割は重要であった。
【００８０】
　以下に記載する結果は、２次球面収差（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ａ
ｂｅｒｒａｔｉｏｎ）（ＳＳＡ）、３次球面収差（ｔｅｒｔｉａｒｙ　ｓｐｈｅｒｉｃａ
ｌ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ）（ＴＳＡ）、及び４次球面収差（ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ｓ
ｐｈｅｒｉｃａｌ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ）（ＱＳＡ）に関連するが、高次を有する球面
収差を、本明細書に記載のレンズ、デバイス、及び／又は方法の実施形態で同様に使用す
ることができる。
【００８１】
　４つのタイプの球面収差の場合、－０．３μｍ～０．３０μｍの範囲を使用して、ＨＯ
Ａの組合せの効果が調査された。これらのタイプの収差についてのこれらの範囲は、眼に
関連する収差の規範的分布（ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）に必ずし
も一致しない。その理由は、これらの高次収差の発生が、必ずしも眼に関連せず、光学デ
バイス（多焦点コンタクトレンズ）に単独で又は眼と組合されて関連するからである。更
に、－０．３μｍ～０．３０μｍの範囲は、効果を示すために使用されるだけであるが、
レンズ又は光学デバイスの収差プロファイルを提供するため、又は、外科手技によって実
施するためＨＯＡの組合せを決定するとき、より大きな又はより小さな範囲を使用するこ
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【００８２】
　図１０～図１２は、特定の実施形態による、ＳＳＡ、ＴＳＡ、及びＱＳＡとそれぞれ一
緒になってＰＳＡに応じた近視進行用の刺激を示す例示である。この例では、このスキー
ムは、２値カラープロットであり、白（０）は、本明細書に記載のフィードバックメカニ
ズムの下で近視進行用の刺激を提供する波面収差の組合せを示し、黒（１）は、近視進行
を防止する組合せを示す。これらのグラフから、球面収差の高次が、眼の成長用の刺激に
影響を及ぼすことが明らかである。この例では、調査された組合せの約８２％が、眼の成
長用の刺激を示唆する。球面収差項の相互作用は、その個々の符号、そして、その個々の
大きさに依存する。
【００８３】
　図１０は、特定の実施形態による、ＰＳＡとＳＳＡとの組合せに応じた近視進行用の刺
激の存在を示すグラフ１０００を示す例示である。図１０では、－０．３μｍ～０．２０
μｍの範囲のＰＳＡが０．００μｍ～－０．３０μｍの範囲の負のＳＳＡと組合されると
、眼の成長の方向にほとんど又は全くＲＩＱの改善が存在せず、したがって、近視進行が
全く予測されないことが見てわかる（１００４で示す領域）。０．２０μｍ～０．３０μ
ｍの範囲のＰＳＡが約－０．１０μｍの範囲の負のＳＳＡと共に考えられると、領域１０
０２で示すように、進行を悪化させるように思われる。全体的に見て、ＳＳＡの符号は、
波面収差の効果及び結果として得られる網膜像品質に関して支配的な効果を有するように
思われる。この例では、かなりの大きさの（すなわち、－０．２０μｍより大きい）負の
ＳＳＡは、ＰＳＡ及びＳＳＡが候補眼の波面収差に関わる２つだけのＨＯＡであるとき、
正又は負のいずれかのＰＳＡと組合されると近視進行に対する保護効果を予測する。
【００８４】
　図１１は、特定の実施形態による、ＰＳＡとＴＳＡの組合せに応じた近視進行用の刺激
の存在を示すグラフ１１００を示す例示である。ＰＳＡ及びＴＳＡが同じ符号を有し、Ｔ
ＳＡが、長方形ボックス１１０６で示すように大きさがＰＳＡの約４／５であるとき、近
視進行は全く又はほとんど予測されない（黒の領域）。しかし、この例では、例えば、領
域１１０２，１１０４に示すＰＳＡ及びＴＳＡの他の組合せの場合、近視進行が期待され
得る。
【００８５】
　図１２は、特定の実施形態による、ＰＳＡとＱＳＡとの組合せに応じた近視進行用の刺
激の存在を示すグラフ１２００を示す例示である。ＰＳＡ及びＴＳＡが逆符号を有し、Ｑ
ＳＡが、黒が支配的な領域１２０４に示すように大きさがＰＳＡの約４／５であるとき、
近視進行は全く予測されない。しかし、ＰＳＡ及びＱＳＡの他の組合せの場合（例えば、
白の領域１２０２，１２０６に示す）、近視進行が期待され得る。
【００８６】
　図１３は、特定の実施形態による、ＰＳＡ、ＳＳＡ、及びＴＳＡの組合せに応じた近視
進行用の刺激の存在を示すグラフ１３００を示す例示である。このスキームは、２値カラ
ープロットであり、１（白）は、近視進行に有利である波面収差の組合せを示し、０（黒
）は、近視進行を防止する（すなわち、眼の成長用の刺激を提供しない）組合せを示す。
【００８７】
　黒丸１３０４の大半は、少数の例外はあるものの、負のＳＳＡによって支配される領域
内にある。更に、負のＳＳＡと結合した、ＰＳＡ及びＴＳＡが同じ符号を有する組合せは
、近視進行に対する保護効果を提供するように思われる。正視化の光学的フィードバック
の説明の下で近視進行に対する保護効果を有するＰＳＡ、ＳＳＡ、ＴＳＡ、及びＱＳＡの
組合せ（図１３に示す黒の領域を含む）は、表１に示すように要約され得る。
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　白丸１３０２の大半は、少数の例外はあるものの、正のＳＳＡによって支配される領域
内にある。更に、正のＳＳＡと結合した、ＰＳＡ及びＴＳＡが同じ符号を有する組合せは
、遠視用の処置効果を提供することができる。正視化の光学的フィードバックの説明の下
で遠視に対する処置効果を有するＰＳＡ、ＳＳＡ、ＴＳＡ、及びＱＳＡの組合せ（図１３
に示す白の領域を含む）は、表２に示すように要約され得る。
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【００８９】
　したがって、眼を変更するレンズ、光学デバイス、又は方法を設計するとき、収差が選
択されて、例えば近視用の眼の成長に対する保護効果を提供するか、又は、例えば遠視用
の眼の成長を促進する、上述した収差の組合せを提供することができる。収差の組合せは
、任意の近視デフォーカス又は遠視デフォーカスについての必要とされる矯正と組合せて
適用することができる。
【００９０】
　上記の説明から、１次ＳＡ項、２次ＳＡ項、３次ＳＡ項、及び４次ＳＡ項を含む球面収
差が、ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱに影響を及ぼすことが明らかである。更に、球
面収差のずっと高い次数もまた、ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱに影響を及ぼす場合
があることがわかった。種々の実施形態では、特定の焦点長（例えば、遠方視力）におけ
る必要とされる又は許容可能なＲＩＱと共に、必要とされる又は許容可能なスルーフォー
カスＲＩＱを提供する２つ以上の球面収差の組合せを使用する実施形態を含む、球面収差
の異なる組合せが使用される。特定の実施形態では、球面収差の１つ以上の特徴付けを、
同様に使用することができる。
【００９１】
　第６節：像品質の瞬時傾斜
　眼の成長用の刺激の上記の説明は、ピーク軸上ＲＩＱの場所に基づく光学フィードバッ
クメカニズムの下で説明され得る。特定の例では、眼の成長用の刺激を述べるために考え
られる別の代替のアプローチは、網膜におけるＴＦＲＩＱの傾斜による。一部の実施形態
では、レンズ、方法、及び／又はデバイスは、ＲＩＱの勾配又は傾斜を利用して、乱視が
有るか又は無い状態の近視進行をコントロールする。他の実施形態では、レンズ、方法、
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及び／又はデバイスは、ＲＩＱの勾配又は傾斜を利用して、乱視が有るか又は無い状態の
遠視を処置する。ＲＩＱの勾配又は傾斜は、それぞれが本明細書で述べられる、以下のＲ
ＩＱの変形、すなわち、ａ）調節の効果を考慮するか又は考慮しない単色ＲＩＱ、ｂ）調
節の効果を考慮するか又は考慮しない多色ＲＩＱ、ｃ）グローバルＲＩＱ、ｄ）近視誘発
露出時間信号を考慮されるＲＩＱ、ｅ）近視誘発露出時間信号を有するグローバルＲＩＱ
の１つ以上について考察されてもよい。
【００９２】
　特定の実施形態では、本明細書に開示のレンズ、デバイス、及び／又は方法は、正視化
のこの光学的フィードバックメカニズムの説明の下で刺激を提供するために適用すること
ができる。正視化の光学的フィードバックメカニズムの説明の下で眼の成長に対処する（
例えば、近視進行に対処する、又は、遠視を矯正するため目の成長を刺激しようとする）
ための実施形態は、収差を使用して、網膜に対する関数Ｓの最小値又は実質的な最小値の
場所、及び、網膜を通る関数Ｓの勾配の一方又は両方に影響を及ぼすことができる。
【００９３】
　以下の説明では、ＴＦＲＩＱの勾配の正の尺度（網膜の後側にＲＩＱを増加させる）が
、近視の発症及び進行用の刺激を提供し、一方、ＴＦＲＩＱの勾配の負の尺度が、近視進
行を遅延させるか又は停止させることが仮定される。図１４は、特定の実施形態による、
網膜の後側の方向のスルーフォーカスに応じた、２つの異なる事例１４０２及び１４０４
についてのＲＩＱのプロットを示す例示である。その事例は、同一の又は実質的に同一の
網膜ＲＩＱを生成するＰＳＡ、ＳＳＡ、ＴＳＡの２つの異なる組合せである。図を見てわ
かるように、選択された収差の両方のセットは、（眼の成長の方向への）デフォーカスの
導入と共に、網膜（デフォーカス＝０）における同様の像品質を生成するが、試験事例１
４０２の網膜像品質は漸増し、眼の成長用の刺激を示し、一方、試験事例１４０４は、網
膜像品質が眼の成長の方向に更に劣化するため、成長用の刺激が全く存在しないことにな
ることを示す。
【００９４】
　像品質及び結果として得られる近視の進行に関するＨＯＡの効果を示す本明細書に記載
の結果から、レンズ、光学デバイスで使用することができる、かつ／又は、光学的手術を
使用して実施することができる関連するＨＯＡの組合せを決定することが可能であり、そ
のＨＯＡの組合せは、必要に応じて、眼の収差と組合せて、近視進行の処置のために眼の
成長を抑制又は遅延させるＨＯＡの組合せを結果的にもたらすことができる。近視におけ
る眼の成長を減速させるため、補償用の光学デバイス及び／又は外科手技を使用すること
ができ、それは、眼の光学構造と組合せて、例１４０４（図１４）に示すＴＦＲＩＱの負
の勾配に帰着するＨＯＡの組合せを結果的にもたらすことができる。特定の用途において
遠視を処置するため、補償用の光学デバイス及び／又は外科手技を使用することができ、
それは、眼の光学構造と組合せて、例１４０２（図１４）に示すＴＦＲＩＱの正の勾配に
帰着するＨＯＡの組合せを結果的にもたらすことができる。
【００９５】
　収差プロファイルがスルーフォーカス範囲にわたって変動するＲＩＱを有する場合、特
定の焦点長におけるスルーフォーカスＲＩＱの傾斜を、考慮されるＲＩＱプロファイルに
関して適したデフォーカス項Ｃ（２，０）を選択することによって変更することができる
。例えば、傾斜が、スルーフォーカスの第１のレベルにおいて正であり、スルーフォーカ
スの第２のレベルにおいて負である場合、受容者の眼の網膜における傾斜を、第１又は第
２のレベルにおいてデフォーカスを選択的に導入することによって選択することができる
。デフォーカスの異なるレベルにおいて変動するＲＩＱ傾斜を有する収差プロファイルの
例は、老視への適用についての収差プロファイルの実施形態に関連して本明細書で提供さ
れる。老視について述べる実施形態の多くは、本明細書に記載の正視化の光学的フィード
バックメカニズムの説明の下で眼の成長を遅延及び／又は促進させる刺激を提供するため
に適用されることができる。通常、若い人は、進行性近視を有し、したがって、老視を経
験しない場合がある。したがって、選択される収差プロファイルは、広いスルーフォーカ
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ス範囲にわたって高いＲＩＱを達成することにあまり重きを置かず、網膜を通した負の傾
斜のＲＩＱプロファイル（すなわち、眼の成長の方向にＲＩＱを減少させる）を提供する
ことと組合せて、遠方視力について網膜において最も高いＲＩＱを達成することにかなり
重きを置く場合がある。若い遠視眼患者の場合、やはり、選択される収差プロファイルは
、広いスルーフォーカス範囲にわたって高いＲＩＱを達成することにあまり重きを置かず
、網膜の背後に（眼の成長の方向に）正の傾斜のＲＩＱプロファイルを提供することと組
合せて、遠方視力について網膜において最も高いＲＩＱを達成することにかなり重きを置
く場合がある。
【００９６】
　特定の実施形態では、レンズ、デバイス、及び／又は方法は、ｉ）許容可能な軸上ＲＩ
Ｑ及びｉｉ）眼の成長の方向に劣化する傾斜を有するスルーフォーカスＲＩＱを、進行性
近視を有する眼又は近視を発症するリスクがあると識別される眼に提供する収差プロファ
イルを組込むことができる。特定の実施形態では、許容可能な軸上ＲＩＱの尺度は、０．
３の軸上ＲＩＱ、０．３５の軸上ＲＩＱ、０．４の軸上ＲＩＱ、０．４５の軸上ＲＩＱ、
０．５の軸上ＲＩＱ、０．５５の軸上ＲＩＱ、０．６の軸上ＲＩＱ、０．６５の軸上ＲＩ
Ｑ、又は０．７の軸上ＲＩＱの１つ以上から考察されてもよい。特定の実施形態では、候
補近視眼は、乱視が有るか又は無い状態で考察されてもよい。
【００９７】
　特定の実施形態では、レンズ、デバイス、及び／又は方法は、ｉ）許容可能な軸上ＲＩ
Ｑ及びｉｉ）眼の成長の方向に改善する傾斜を有するスルーフォーカスＲＩＱを、遠視を
有する眼に提供する収差プロファイルを組込むことができる。特定の実施形態では、許容
可能な軸上ＲＩＱの尺度は、０．３の軸上ＲＩＱ、０．３５の軸上ＲＩＱ、０．４の軸上
ＲＩＱ、０．４５の軸上ＲＩＱ、０．５の軸上ＲＩＱ、０．５５の軸上ＲＩＱ、０．６の
軸上ＲＩＱ、０．６５の軸上ＲＩＱ、又は０．７の軸上ＲＩＱの１つ以上から考察されて
もよい。特定の実施形態では、候補遠視眼は、乱視が有るか又は無い状態で考察されても
よい。特定の実施形態では、ＲＩＱの勾配又は傾斜は、それぞれが本明細書で述べられる
、以下のＲＩＱの変形、すなわち、ａ）調節の効果を考慮するか又は考慮しない単色ＲＩ
Ｑ、ｂ）調節の効果を考慮するか又は考慮しない多色ＲＩＱ、ｃ）グローバルＲＩＱ、ｄ
）近視誘発露出時間信号を考慮されるＲＩＱ、ｅ）近視誘発露出時間信号を有するグロー
バルＲＩＱの１つ以上について考察されてもよい。
【００９８】
　第７節：収差設計又は選択プロセス
　一部の実施形態では、レンズ、光学デバイスにおいて必要とされる、かつ／又は、手技
から得られる収差プロファイルを決定することは、眼に存在するＨＯＡを最初に識別する
ことを含む。一部の実施形態では、レンズ、光学デバイスにおいて必要とされる、かつ／
又は、手技から得られる収差プロファイルの特徴付けを決定することは、眼に存在するＨ
ＯＡを最初に識別することを含む。測定は、例えば、シャック・ハルトマン（Ｓｈａｎｋ
－Ｈａｒｔｍａｎｎ）収差計等の収差計を使用する波面眼検査（ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ｅ
ｙｅ　ｅｘａｍ）を使用して行われることができる。眼の既存のＨＯＡを、その後、考慮
することができる。更に、レンズ又は光学デバイスに固有の１つ以上のＨＯＡ効果を、同
様に考慮することができる。
【００９９】
　要求が、眼の成長用の刺激を提供するか又は眼の成長を遅延させるレンズのためのもの
であるとき、これらの既存のＨＯＡは、その後、近視の進行を抑制又は遅延させるＨＯＡ
の組合せ（例えば、図５～図１４を参照して先に論じられた）と比較されて、正視化の光
学的フィードバックメカニズムの下で眼の成長を減少又は遅延させる或いは促進させるた
めに必要とされる場合がある１つ以上の更なるＨＯＡの組合せを決定する。これらの更な
る組合せは、その後、レンズ又は光学デバイスの設計において実装される、又は、光学的
手術を使用して実装される。図１５及び図１６のフローチャートは、特定の実施形態によ
る適した方法の要約を提供する。
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【０１００】
　代替的に、特定の用途では、目の既存の収差が、無視され、必要とされるスルーフォー
カスＲＩＱ傾斜を提供する収差プロファイルが、レンズ、特定の用途では、必要である場
合に異なる収差プロファイルが追従されるような取外し可能レンズによって目のために提
供されることができる。レンズの収差プロファイル及び眼の組合せから得られる収差プロ
ファイルが、その後、測定されて、ＲＩＱ特性が許容可能である（例えば、遠方視力につ
いて特定のスルーフォーカスＲＩＱ傾斜及び許容可能なＲＩＱを提供する）かどうかを判
定することができる。代替的に、異なるレンズが眼の上に置かれ、客観的及び／又は主観
的視力の尺度は、どのレンズを選択すべきかを決定することができる。眼の既存の収差に
よらず、目の成長を抑制又は促進する刺激を提供するレンズが選択される場合、選択され
る収差プロファイルは、目の低いレベルのＨＯＡによって傾斜の符号が変化しないよう、
球面収差の一般的により高い値を有する収差プロファイルであるとすることができる。特
定の用途では、ＨＯＡの組合せの探索におけるメリット関数の最適化ルーチンの目標は、
異なる場合がある。例えば、老視を考察すると、その目標は、広いスルーフォーカス範囲
にわたって高いＲＩＱを提供する収差の組合せであるとすることができる。周辺視野が有
用である場合、目的は、広い範囲の視野角度にわたって高いＲＩＱを含むとすることがで
きる。したがって、種々の実施形態では、ＨＯＡは、網膜における高いＲＩＱと、スルー
フォーカスＲＩＱの低い傾斜、瞳孔直径に伴うＲＩＱの低い変化、及び周辺視野における
高いＲＩＱの１つ以上との組合せの目標について最適化するように利用される。
【０１０１】
　特定の用途では、許容可能な高いＲＩＱは、０．７を超える、０．６５を超える、０．
６を超える、０．５５を超える、０．５を超える、０．４５を超える、０．４を超える、
０．３５を超える、又は０．３を超えるＲＩＱであると考えられる。特定の用途では、瞳
孔直径に伴うＲＩＱの許容可能な低い変化は、以下の範囲、すなわち、０と０．０５との
間、０．０５と０．０１との間、又は０．１と０．１５との間の１つ以上のＲＩＱの変化
であると考察されてもよい。特定の他の用途では、スルーフォーカスＲＩＱの許容可能な
低い傾斜は、ゼロ未満の傾斜、ゼロに等しい傾斜、ゼロより大きい傾斜、ほぼゼロの傾斜
、－０．５～ゼロの範囲の傾斜、０～０．５の範囲の傾斜、－１～ゼロの範囲の傾斜、０
～１の範囲の傾斜、－１～－０．５の範囲の傾斜、又は０．５～１の範囲の傾斜の１つ以
上からのものであると考察されてもよい。提供される高いＲＩＱ、ＲＩＱの低い変化、及
びＴＦＲＩＱの低い傾斜は、１つ以上の組合せで組合されることができる。例えば、０．
４以上の高いＲＩＱ、０と０．０５との間の瞳孔直径に伴うＲＩＱの低い変化、及びほぼ
ゼロのＴＦＲＩＱの低い傾斜の組合せが有る実施形態に適用されることができる。
【０１０２】
　他の用途では、０．３以上の高いＲＩＱ、０と０．０７５との間の瞳孔直径に伴うＲＩ
Ｑの低い変化、及び－０．２５～０．２５又は－０．５～０．５の範囲のＴＦＲＩＱの低
い傾斜の組合せが適用されることができる。
【０１０３】
　続く例は、式２のＲＩＱ尺度を使用して選択された。分析のための設計の初期セットは
、１０次までのＳＡツェルニケ係数の全ての組合せについて又はかなりの数の組合せにつ
いてこのＲＩＱを計算することによって見出された。使用される係数は、－０．３μｍ～
０．３μｍの範囲に制約され、０．２５μｍの倍数である値であるように制約された。特
定の実施形態では、使用されるＲＩＱは、式２の近似又は特徴付けに基づくとすることが
できる。
【０１０４】
　設計の初期セットの分析は、１）網膜の周りで高いＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱ
の負の傾斜を提供するツェルニケ係数の最適化された組合せを識別すること、２）異なる
瞳孔サイズにおけるＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱ並びにＲＩＱ及びスルーフォーカ
スＲＩＱの変化の考慮、及び、３）水平視野にわたるＲＩＱの考慮を含んだ。これらの評
価ステージに与えられる相対的重みは、特定の受容者について変動する場合がある。以下
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の例を識別するために、最も大きな重みが第１の基準に与えられた。
【０１０５】
　第８節：スルーフォーカスＲＩＱの傾斜に対処する光学設計の例
　光学的フィードバックメカニズムの下で眼の成長用の刺激に影響を及ぼすための設計の
例が本明細書で提供される。以下の例は、回転対称である。しかし、乱視（ａｓｔｉｇｍ
ａｔｉｃ）設計及び他の非回転対称設計を生成することができる。矯正用コンタクトレン
ズの光軸が眼の基準軸、例えば瞳孔軸又は視軸に一致するように、対称設計の意図的な偏
心が課されると、コマ及びトレフォイルなどの特定の残留量の非対称収差が誘起される可
能性があり、これらを、更なる高次非対称項の選択によって補償することができる。図１
７～図２５は、特定の実施形態による、軸上（すなわち、ゼロ視野角度における）視力に
ついて目の成長の方向に劣化するＲＩＱを提供し、したがって、正視化プロセスの光学的
フィードバックメカニズムの説明の下で眼の成長を抑制する刺激を提供するサンプル設計
の度数プロファイルグラフを示す例示である。収差プロファイルのグラフは、光学ゾーン
直径にわたるディオプトリ単位の軸方向度数変動として記述される。提供される例は、そ
の球面屈折異常が－２Ｄである進行性近視に対して適用を有する場合があり、この情報は
、度数プロファイル上で２重灰色線によって示される。
【０１０６】
　図２６は、特定の実施形態による、遠視処置のために使用することができるサンプル設
計の詳細を示す例示である。この設計は、表２に示すように、眼の成長の方向にＴＦ網膜
像品質の正の勾配を生成することになる特定の収差プロファイルを入力パラメータとして
採用し、必要とされる正の勾配を達成するように度数プロファイル（矯正用コンタクトレ
ンズの前表面）を最適化することによって生成された。レンズ設計は、光学ゾーン直径に
わたるディオプトリ単位の軸方向度数変動として記述される。提供される例は、その球面
屈折異常が＋２Ｄである非進行性遠視に対して適用を有する場合があり、この情報は、度
数プロファイル上で２重灰色線によって示される。
【０１０７】
　本明細書で説明したように、図１７～図２６に示す例示的な度数プロファイルは、特定
の実施形態に従って、網膜の周りのＲＩＱの傾斜に基づいて選択された。これらの例にわ
たって、ＲＩＱの値のかなりの変動が生じる場合がある。これらの変動は、軸上で、瞳孔
直径にわたり、異なる視野角度において起こる。更なる選択基準は、ＲＩＱの値及び視野
角度に伴うＲＩＱの変化である。特に、選択は、軸上のＲＩＱ、（スタイルズ・クロフォ
ード効果の光の低減が有るか又は無い状態での）瞳孔直径にわたるＲＩＱ、及び、異なる
視野角度におけるＲＩＱの１つ以上を最大にするように行われることができる。更に、受
容者の瞳孔のサイズが、選択基準として同様に使用されることができる－例えば、第１の
収差プロファイルは、４ｍｍの通常瞳孔サイズを有する第１の受容者によりよく合う場合
があり、第２の収差プロファイルは、５ｍｍの通常瞳孔サイズを有する第２の受容者によ
りよく合う場合がある。「通常（ｎｏｒｍａｌ）」瞳孔サイズは、任意選択で、室内か室
外で人が費やす時間量等の生活様式の要因を考慮して、選択されることができる。以下で
参照される更なる例は、これらの選択基準を組込む。しかし第１に、比較のポイントを提
供するため、単焦点レンズのＲＩＱ性能が、図２７で述べられ示される。
【０１０８】
　図２７は、特定の実施形態による、スルーフォーカスＲＩＱメトリックの尺度のグラフ
を示す例示であり、ＲＩＱは、この事例ではまた以下の例において、視覚ストレール比（
単色）である。ＲＩＱは、例えば、－２Ｄだけを有する受容者モデル近視眼を矯正するた
めに使用される－２Ｄの度数を有する単焦点コンタクトレンズから得ることができる。水
平（従属）軸は、ディオプトリ単位のスルーフォーカスを示す。水平軸上のゼロ（０）値
は単焦点レンズの焦点を表し、垂直（独立）軸はＲＩＱを示す。３つのプロット、すなわ
ち、軸上についてのプロット（円）、１０度の視野角度に対するプロット（三角形）、及
び２０度の視野角度に対するプロット（三角形）が提供さる。
【０１０９】
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　本明細書に記載のこの例で使用されるとき、用語グローバルは、ゼロを含む特定の範囲
の視野角度にわたる考慮を指すために使用される。そのため、グラフは、特定の範囲の視
野角度にわたるプロットを含むため、グローバルスルーフォーカスＲＩＱを示す。単焦点
レンズは、ゼロ視野角度において軸上対称ＲＩＱを有するが、１０度及び２０度を共に含
む非ゼロ視野角度において非対称スルーフォーカスＲＩＱを有する。特に、ＲＩＱが、特
定の実施形態によって、ゼロ視野角度において目の成長の方向に改善することをグラフが
示す。正視化の光学的フィードバックメカニズムの説明の下で、周辺並びに軸上視力は眼
の成長用の刺激を提供する。
【０１１０】
　図２８は、特定の実施形態による、眼の成長が防止される正視化の光学的フィードバッ
クメカニズムに対処する（例えば、進行性近視に対処する、又は、近視の発症のリスクに
対処する）ために選択されるレンズの実施形態（「イテレーションＡ１」と名付ける）に
ついてのＲＩＱのグラフを示す例示である。図２８についてのデータは、４ｍｍの瞳孔サ
イズについて、及び単焦点イテレーションについて同じか又は実質的に同じレベルの近視
に対処するために準備された。図２８を図２７と比較すると、ＲＩＯは、非ゼロ視野角度
について目の成長の方向にもはや改善しない。特に、ＲＩＱは、軸外１０度について目の
成長の方向に劣化することに向かう強い傾向を有する。軸外２０度において網膜の周りで
ＲＩＱのわずかな改善が存在するか又はＲＩＱの変化が実質的に全く存在しないが、全体
的な効果は、目の成長の方向にＲＩＱを劣化させることに向かうよう強くバイアスされる
。図２９は、図２８のＲＩＱグラフを結果的にもたらす度数プロファイルを示す。
【０１１１】
　図３０は、正視化の光学的フィードバックメカニズムに対処するために選択されるレン
ズの特定の実施形態（イテレーションＡ２）についてのＲＩＱのグラフを示す例示である
。図３０についてのデータは、５ｍｍの瞳孔サイズについて準備された。
【０１１２】
　図３１及び図３２は、正視化の光学的フィードバックメカニズムに対処するために、し
かし、この事例では、眼の成長の方向に改善するＲＩＱを提供するために（例えば、成長
する刺激を眼に提供して、遠視を矯正するために）選択されるレンズの２つの他の実施形
態（それぞれ、イテレーションＣ１及びイテレーションＣ２）についてのＲＩＱのグラフ
を示す例示である。図３１及び図３２は、選択基準に対する異なる重みによって選択され
た例示的な実施形態を示す。図３１を与える度数プロファイルでは、軸上の高いＲＩＱを
達成することは、広い範囲の視野角度にわたって高いＲＩＱを達成することに比べてより
大きな重みが与えられる。
【０１１３】
　図３２を与える度数プロファイルでは、軸上の高いＲＩＱを達成することに比べて、広
い範囲の視野角度にわたって高いＲＩＱを提供することに対してより大きな重みが与えら
れた。特定の用途では、広い視野角度にわたる許容可能な高いＲＩＱは、０．６を超える
、０．５５を超える、０．５を超える、０．４５を超える、０．４を超える、０．３５を
超える、又は０．３を超えるＲＩＱであると考えられる。表３は、上述した度数プロファ
イルについて５ｍｍ瞳孔直径に関するデフォーカス及び２０次までの高次収差係数をミク
ロン単位で挙げる。
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【０１１４】
　第９節：老視に対する適用
　老視は、年齢と共に眼が近くの物体に合焦する能力の漸進的な減退を示す状態である。
近くの物体に合焦する能力は、調節能力（ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ　ａｂｉｌｉｔｙ
）と呼ぶことができる。プレ老視（ｐｒｅ－ｐｒｅｓｂｙｏｐｉａ）は、患者が近くの物
体に合焦する能力の減退の症状を訴え始める早期段階である。本明細書に開示のレンズ及
び／デバイスを使用しない状態での近くの物体に合焦する能力は、非老視状態と考えられ
る。特定の実施形態は、その実施形態が、ゴースト発生が最小の状態で、ある範囲の距離
にわたって、プレ老視及び非老視の視覚性能に実質的に匹敵する視覚性能を提供するよう
に構成されるレンズ、デバイス、及び／又は方法を提供することを対象とする。
【０１１５】
　例えば、近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は
５０ｃｍ～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠
距離は１００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である。他の距離又は距
離の範囲もまた使用することができる。
【０１１６】
　特定の用途では、スルーフォーカスＲＩＱを増大させることは、老視において１つ以上
の利益を提供することができる。調節の減少による、近くを見る眼の能力の減少は、本明
細書に記載の特定のアプローチの増大したスルーフォーカスを使用することによって、部
分的に補償及び／又は軽減されることができる。利益は、近方視距離に関し適切に処方さ
れた単焦点レンズの視覚性能にほぼ近い又はそれに近づく視覚性能を含む場合がある。
【０１１７】
　他の利益は、（ｉ）遠方視距離に関し適切に処方された単焦点レンズの視覚性能に実質
的に同等である遠距離及び中距離における視覚性能、（ｉｉ）遠方視距離における正しく
処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である中距離及び遠距離に
わたる視覚性能、ｉｉｉ）中距離及び遠距離を含む、実質的に連続する視距離の範囲に沿
う視覚性能であって、多焦点レンズの視覚性能が、遠方視距離における正しく処方された
単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、視覚性能、及び／又は（ｉｖ
）ゴースト発生が最小又は実質的に最小の状態での、遠方視距離における適切に処方され
た単焦点レンズの視覚性能と実質的に同等の遠方又は中距離における視覚性能を含むこと
ができる。
【０１１８】
　特定の実施形態では、以下の範囲、すなわち、近距離、中距離、及び遠距離の１つ以上
にわたる視距離は、連続、実質的に連続、或いは、１つ以上の近距離、１つ以上の中距離
、或いは１つ以上の遠距離の一部分にわたって連続であるとすることができる。これはま
た、光学無限遠について当てはまる場合がある。特定の実施形態では、連続は、３３ｃｍ
～５０ｃｍ、４０ｃｍ～５０ｃｍ、又は３３ｃｍ～６０ｃｍの近距離範囲、５０ｃｍ～１
００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの中距離範囲、及び、１００ｃ
ｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の遠距離範囲として定義されることができる。
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開示される特定のレンズによれば、レンズは、近距離、中距離、及び遠距離を含む連続す
る視距離に沿って、視覚性能を提供するように構成される。
【０１１９】
　一部の実施形態では、スルーフォーカスＲＩＱは、片眼最適化アプローチを採用するこ
とによって、又は、本明細書に開示の片眼方法の１つ以上を使用して更に増大される。片
眼最適化アプローチは、特定の実施形態では、スルーフォーカスＲＩＱを増大させて、遠
方視力のために一方の眼を最適化し、近方視力のために他方の眼を最適化することによっ
て達成される。特定の実施形態では、この最適化は、レンズについて異なるベース度数を
選択すること（すなわち、有効屈折処方）による。各レンズについての増大したスルーフ
ォーカス（例えばＲＩＱ）は、ベース度数が、２つのベース度数の間で遠方視力、中間視
力、又は近方視力を犠牲にするか又は実質的に減少させることなく、分離又は使用される
ことを可能にする。
【０１２０】
　特定の実施形態では、本明細書に開示の片眼方法の１つ以上は、一方の眼用の収差プロ
ファイル及び他方の眼用の異なる収差プロファイルを使用することによって、両眼スルー
フォーカスＲＩＱ又はスルーフォーカスＲＩＱを増大するために使用されることができる
。各レンズの増大したスルーフォーカスＲＩＱは、遠方視力、中間視力、及び／又は近方
視力を実質的に減少させることなく、かつ、２つの収差プロファイルについてゴースト発
生が最小又は実質的に最小な状態で、遠方視力のために一方の眼をまた近方視力のために
他方の眼を最適化する。
【０１２１】
　特定の実施形態では、本明細書に開示の片眼方法の１つ以上は、一方の眼用の収差プロ
ファイル及びベース度数並びに他方の眼用の異なる収差プロファイル及び異なるベース度
数を使用することによって、両眼スルーフォーカスＲＩＱ又はスルーフォーカスＲＩＱを
増大するために使用されることができる。各レンズの増大したスルーフォーカスＲＩＱは
、遠方視力、中間視力、及び／又は近方視力を実質的に減少させることなく、かつ、２つ
の収差プロファイル及びベース度数についてゴースト発生が最小又は実質的に最小な状態
で、遠方視力のために一方の眼をまた近方視力のために他方の眼を最適化する。
【０１２２】
　片眼アプローチの下で、一部の実施形態では、収差プロファイルの選択は、異なる瞳孔
サイズ（異なる調節レベル及び照明レベルによる眼の変化を反映する）におけるＲＩＱ及
びスルーフォーカスＲＩＱ並びにＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱの変化の考慮に高い
優先度を与えることができる。
【０１２３】
　同様に、レンズ又は光学デバイスは、２焦点か、多焦点か、又は全焦点レンズとして設
計されることができ、その部品の一方又は両方は、ＴＦＲＩＱを増大させるために本明細
書に記載する収差プロファイルを組込む。２焦点、多焦点、全焦点のレンズ、デバイス、
方法、及び手技の組合せは、両眼性能を向上させることになるそれぞれの眼についての適
切な選択によって、一方の眼で又は両目で相乗的に使用され得る。例えば、一方の眼は遠
距離用の最適視力のためにバイアスされ、他方の眼は近距離で最適視力のためにバイアス
される。
【０１２４】
　２焦点、多焦点、全焦点のレンズ、デバイス、及び／又は片眼方法の組合せは、特定の
範囲のディオプトリ距離にわたって約１、１．２５、１．５、１．７５、２、又は２．２
５Ｄだけ視覚性能を増加させることができる。例えば、２焦点レンズを処方するこうした
方法を参照すると、一方の眼は、性能の上側象限に遠方視力（ＲＩＱ、約０．３５、０．
４、０．４５、０．５、又は別の選択された値）を、性能の下側象限に近方視力（ＲＩＱ
、約０．１、０．１２、０．１５、０．１７、０．２、又は別の選択された値）を有する
ことができ、他方の眼は、性能の上側象限に中間視力（ＲＩＱ、約０．３５、０．４、０
．４５、０．５、又は別の選択された値）を、性能の下側象限に近方視力（ＲＩＱ、約０
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できる。
【０１２５】
　異なるベース度数、度数プロファイル、又は収差プロファイルは、２つの異なる眼にお
いて使用されると、スルーフォーカスＲＩＱがオーバラップして、両眼スルーフォーカス
ＲＩＱを増加させるように選択されることができる。例えば、特定の実施形態では、ベー
ス度数は、組合せて、視覚ストレール比が、組合されたＲＩＱプロファイルの間で０．１
、０．１５、０．２、０．２５、０．３、０．３５、０．４０、又は別の選択された値を
下回らないように選択されることができる。
【０１２６】
　Ａ）老視についての例
　図３６は、特定の実施形態による、７つの度数プロファイルについてのスルーフォーカ
スＲＩＱ（この事例では、視覚ストレール比）グラフを示す。この図では、垂直軸（ＲＩ
Ｑ）は対数スケールで定義される。図３６は、５ｍｍ瞳孔サイズ、及び、近視又は遠視が
なくまた他の高次収差が無い眼に関して得られた。１つ以上の度数プロファイルは、図３
６について使用される度数プロファイルを定義する高次収差に影響を及ぼさない、適切な
矯正デフォーカス項を組込むことによって、近視眼又は遠視眼にフィッティングすること
ができる。
【０１２７】
　７つの度数プロファイルは、従来の中心遠用非球面多焦点レンズにおいて現れる場合が
ある度数プロファイル（図３６に△で示す）、従来の中心近用非球面多焦点レンズにおい
て現れる場合がある度数プロファイル（図３６に×で示す）、中心遠用同心２焦点レンズ
において現れる場合がある度数プロファイル（図３６に黒■で示す）、中心近用同心２焦
点レンズにおいて現れる場合がある度数プロファイル（図３６に白◇で示す）、及び、球
面収差の有利な組合せを含む３つのイテレーション（イテレーションＢ１、イテレーショ
ンＢ２、イテレーションＢ３）（図３６に、黒丸、大文字の＋符号、及び同心円の対でそ
れぞれ示す）である。
【０１２８】
　これらのそれぞれについての度数プロファイルは図３７～図４３に示される。中心遠用
及び中心近用の非球面多焦点レンズは、中心コンポーネントが約２ｍｍまで延在し、外側
ゾーン度数が約１．８ｍｍの半径で始まった。近方度数ゾーンと遠方度数ゾーンとの間に
線形遷移が設けられた。同心２焦点レンズは共に、２ディオプトリの加入度数（ａｄｄｉ
ｔｉｏｎａｌ　ｐｏｗｅｒ）と加入度数無し（ベース距離度数とも呼ばれる）との間で交
互になるリング構造を有した。
【０１２９】
　表４は、３つの例示的な実施形態の度数プロファイル、すなわち、イテレーションＢ１
（図４１）、イテレーションＢ２（図４２）、及びイテレーションＢ３（図４３）それぞ
れについて５ｍｍ瞳孔直径に関して、デフォーカス及び２０次までの高次球面収差係数を
挙げる。
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【０１３０】
　表５は、述べる度数プロファイル、すなわち、中心遠用非球面多焦点レンズ（図３７）
及び中心近用非球面多焦点レンズ（図３８）それぞれについて５ｍｍ瞳孔直径に関して、
デフォーカス及び２０次までの高次球面収差係数を挙げる。

【０１３１】
　非球面多焦点レンズでは、球面収差係数は、次数の増加と共に大きさの絶対値（ａｂｓ
ｏｌｕｔｅ　ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）が漸進的に減少する。これは、低次項についての係数
の絶対値より大きい係数の絶対値を有する少なくとも１つの高次球面収差を含むイテレー
ションＢ１、イテレーションＢ２、及びイテレーションＢ３の度数プロファイルとは対照
的である。この特性は、本明細書に記載する度数プロファイルの実施形態の１つ以上に存
在する。図３６から、中心遠用非球面多焦点レンズが、特定の実施形態に従って、他の度
数プロファイルより実質的に劣る、０Ｄにおいて０．２３のＤを有することが留意される
。しかし、ＲＩＱメトリックによって測定されるこのレンズの性能は、広いスルーフォー
カス範囲にわたって比較的一定に維持される。例えば、－０．４ディオプトリでＲＩＱは
約０．２であり、０．６７ディオプトリでＲＩＱは約０．１８であり、－１ディオプトリ
でＲＩＱは約０．１２である。
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　中心近用非球面多焦点レンズは、０Ｄで約０．５のＲＩＱを有する。この例示的な設計
によれば、ＲＩＱは、－０．６７ディオプトリで約０．２４まで落ちる（中心遠用非球面
多焦点レンズより依然として良い）。しかし、その値を超えると、中心近用非球面多焦点
レンズは、急速に減少するＲＩＱを有し、見てわかるように、－１ディオプトリで、ＲＩ
Ｑの値は約０．０８である。同心２焦点レンズ（中心遠用及び中心近用）は共に、０Ｄで
０．１３及び０．２１の低いＲＩＱを有する。同心２焦点レンズは共に、約１．１ディオ
プトリの範囲にわたって、それらのＲＩＱのレベル以上を維持する。
【０１３３】
　イテレーションＢ１、イテレーションＢ２、及びイテレーションＢ３は、中心近用２焦
点レンズと少なくとも同程度に良好な０ＤにおけるＲＩＱを有し、また同様に、眼が調節
するため、－０．６５Ｄと０．７５Ｄとの間のＴＦ範囲にわたってより良好なＲＩＱを有
する。例えば、イテレーションＢ２は、－０．４ディオプトリで約０．５３のＲＩＱを、
－０．６７ディオプトリで約０．３２のＲＩＱを、－１ディオプトリで約０．１３のＲＩ
Ｑを有する。イテレーションＢ１、イテレーションＢ２、及びイテレーションＢ３のスル
ーフォーカス性能（ＲＩＱ）は、更に増大され得る。この増大は、図３６において曲線を
左にシフトさせることによって達成される。しかし、中心近用非球面多焦点レンズの性能
は、この例示では、プラス度数について実質的により急速に減少する非対称性ＲＩＱ（図
３６の右側）のせいで、性能に実質的に影響を及ぼすことなくこうしてシフトされること
ができない。
【０１３４】
　例えば、３つの例示的なイテレーションは、＋０．５５Ｄで約０．４０のＲＩＱを有す
る。球面収差項と＋０．５５Ｄデフォーカス項を組合せることは、図３６において遠方視
力用のＲＩＱ値を＋０．５５Ｄについての値にシフトすることになる。再びイテレーショ
ンＢ２を考察すると、スルーフォーカス性能（ＲＩＱ）は次のように修正されることにな
る、すなわち、遠方視力で約０．４のＲＩＱ、－０．４ディオプトリで約０．５３、－０
．６７ディオプトリで約０．６４、－１ディオプトリで約０．５２、－１．１ディオプト
リで約０．４０、及び－１．５ディオプトリで約０．１５のＲＩＱ。
【０１３５】
　スルーフォーカスＲＩＱ性能を増大させるＨＯＡの組合せによってレンズ内の遠方視力
点をシフトさせることによって、ＨＯＡの組合せを提供するレンズ、デバイス、及び／又
は方法は、実質的に改善されたスルーフォーカス性能を有し得る。これは、中心近用非球
面多焦点レンズと少なくとも同程度に良好なＲＩＱを維持しながら達成され、中心遠用非
球面多焦点レンズと比較してＲＩＱを実質的に改善した。ＲＩＱ曲線をシフトさせるため
に付加されるデフォーカスプラス度数の量は、選択事項であり、遠方視力ＲＩＱと近方視
力ＲＩＱとの間のトレードオフを示す。表６は、上述した度数プロファイルについてデフ
ォーカス（最も左の列）及びＲＩＱ値を示す。表６はまた、＋０．５５Ｄだけシフトされ
たデフォーカス値を示し、イテレーションＢ１、イテレーションＢ２、及びイテレーショ
ンＢ３がこの量だけ修正されるときに該当する。中心近用同心２焦点レンズ
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【０１３６】
　Ｂ）瞳孔サイズの効果
　図４４～図４６は、特定の実施形態による、イテレーションＢ１、イテレーションＢ２
、及びイテレーションＢ３について、瞳孔サイズに伴うスルーフォーカスＲＩＱの変動を
それぞれ示す。例示的なＲＩＱプロファイルは、ＲＩＱが、（例えば、中心近用非球面多
焦点レンズと比較して）比較的広いスルーフォーカス範囲と組合せて、（例えば、中心遠
用非球面多焦点レンズと比較して）比較的高いＲＩＱの組合せを保持する点で、比較的安
定している。図のセット４７、４８及び４９、５０は、２つの同心２焦点レンズ及び２つ
の非球面多焦点レンズについて、瞳孔サイズに伴うスルーフォーカスＲＩＱの変動をそれ
ぞれ示す。これらの図から、比較してみると、ＲＩＱ及びスルーフォーカスＲＩＱ性能の
変化が、イテレーションＢ１（図３９）、イテレーションＢ２（図４０）、及びイテレー
ションＢ３（図４１）に比べて、これらのレンズについて安定性が低いことが見てわかる
。図３９～図５０は、特定の実施形態による例である。
【０１３７】
　Ｃ）片眼設計
　本明細書に記載したように、イテレーションＢ２（図４０）は、遠方視力から約１．１
ディオプトリの中間バージェンスまで０．４以上のＲＩＱを提供することができる。他の
眼を矯正しながら適切なレベルのデフォーカスが同じイテーションに付加されると、ＴＦ
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ＲＩＱは、１．１ディオプトリから、ピッタリ寄せて（ｕｐ　ｃｌｏｓｅ）、例えば２．
２Ｄターゲットバージェンスまで増大する可能性がある。すなわち、両眼的に組合わされ
た候補眼は、遠方試験距離から、２．２ディオプトリまで又は実質的に２．２ディオプト
リまでの全てところで０．４以上のＲＩＱを提供することができる。この片眼設計アプロ
ーチを使用し、受容者が片眼設計を受入れると仮定すると、組合されたスルーフォーカス
性能は、特定の実施形態に従って実質的に増大される。
【０１３８】
　本明細書に記載する図５１及び図５２に示すスルーフォーカスプロファイルを参照する
と、片眼設計アプローチの下で、特定の実施形態に従って、一方のレンズは、スルーフォ
ーカス曲線を一番左又は一番左から少し戻った左（－２．５Ｄマークで始まる）にシフト
させるベース度数を有するように選択され（遠方屈折処方）、他方のレンズは、スルーフ
ォーカス曲線をわずかに左（－１．５Ｄマークで始まる）にシフトさせるベース度数を有
するように選択されることになる。
【０１３９】
　図５１及び図５２は、特定の実施形態による、度数プロファイルの２つの対の設計ＴＦ
　ＲＩＱを示す。対内の各レンズは、その対内の他のレンズと組合せてＲＩＱを増大させ
るように設計された。これらの組合せについてのデフォーカス及び高次球面収差係数が、
表７及び表８にそれぞれ指定される。

【０１４０】



(41) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

　表７及び表８に関して述べる度数プロファイルは、スルーフォーカス関数の負の側で向
上したスルーフォーカス性能を提供する高次収差の組合せの例である。同様に、この片眼
設計アプローチを使用して、組合されたスルーフォーカス性能もまた、適切なレベルのデ
フォーカスが、高次収差の選択された組合せに付加されるという条件でスルーフォーカス
関数の負の側で実質的に増大し得る。図５３及び図５４は、特定の実施形態による、スル
ーフォーカス関数の正の方向に、特定の範囲のデフォーカスにわたって比較的一定のＲＩ
Ｑ（＞０．３５）を有する例を示す。これらの組合せについてのデフォーカス及び高次球
面収差係数が表９及び表１０にそれぞれ指定される。

【０１４１】
　第１０節：周辺視野用の設計
　一部の実施形態では、度数プロファイルを形成するためＨＯＡの組合せを選択するとき
、周辺視力に与える重みを増加させることができる。これは、例えば、受容者が、周辺視
力が重要である特定のスポーツをするときに適用可能である場合がある。
【０１４２】
　図５５は、特定の実施形態による、水平視野にわたってＲＩＱを実質的に等化する３つ
の異なる度数プロファイルについて、ＲＩＱ（やはり、視覚ストレール比）のグラフを示
す。ＲＩＱ尺度は、５ｍｍ瞳孔について得られた。各度数プロファイルについてのデフォ
ーカス及び高次球面収差係数が表１１に示される。
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【０１４３】
　イテレーションＡ３（図５６）、イテレーションＡ４（図５７）、及びイテレーション
Ａ６（図５８）は、特定の実施形態に従って、ゼロ～３０度の視野角度（水平対称が仮定
される場合、それは、鼻側視野と耳側視野との両方にわたって合わせて６０度である）に
わたって約０．５の軸上ＲＩＱを生成した。軸上ＲＩＱはまた約０．５であり、視野角度
の増加と共に０．５未満へのＲＩＱの劣化が許容される幾つかの他の実施形態に比べて低
い。
【０１４４】
　したがって、特定の実施形態では、軸上ＲＩＱは、高い視野角度におけるＲＩＱに対し
てトレードオフされることができる。例えば、ＲＩＱは、３０度視野角度において０．２
まで降下する（しかし、２０度視野角度以下について０．５以上のままである）ことが許
容されて、図５５に示す値を超えて軸上ＲＩＱを増加させるＨＯＡの選択を可能にするこ
とができる。周辺視力用の度数プロファイル設計は、ＲＩＱの傾斜（正視化のために光学
的フィードバックメカニズムの説明の下で眼の成長を遅延又は促進させる刺激を提供する
）を提供するために設計されたレンズ、或いは、老視（正常視、近視、又は遠視）又は他
の眼用の矯正／レンズのために選択されることができる。特定の実施形態では、高い視野
角度は、１０度、２０度、３０度、又は４０度の視野の１つ以上である。他の適した高い
視野角度を、同様に特定の用途で使用することができる。
【０１４５】
　第１１節：正及び負の位相の選択
　本明細書に開示の本明細書に開示のレンズ、デバイス、及び／又は方法の特定の受容者
について、逆位相の２つの度数プロファイルの間で選択を行うことができる。この文脈で
は、用語「逆位相（ｏｐｐｏｓｉｔｅ　ｐｈａｓｅ）」は、度数プロファイルであって、
所望の瞳孔に関して同一の又は実質的に同一の大きさの高次収差の特定の組合せのセット
を有し、一方、その符号が互いに逆である、度数プロファイルを識別する。図５９及び図
６０は、特定の実施形態による、逆位相を有する度数プロファイルの例である、度数プロ
ファイルイテレーションＥ１及びＥ２を示す。表１２は、イテレーションＥ１及びＥ２に
ついて高次球面収差項の大きさ及び符号を反映する。
【０１４６】
　本明細書に記載する逆位相のレンズは、同じか又は実質的に同じ軸上ピークＲＩＱを結
果的に与える場合がある。こうした位相プロファイル対のスルーフォーカスＲＩＱは、図
６１に示すように、Ｙ軸にわたる互いの鏡像又は実質的に鏡像であるとすることができる
。しかし、これは、固有の高次収差プロファイルが、（例えば、５ｍｍ瞳孔に関する－０
．０２μｍ～０．０２μｍの範囲の１次球面収差について）無視できるほどに小さい場合
に結果的に生じることになる。
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【０１４７】
　候補眼の固有収差プロファイルと選択された位相プロファイルとの間の相互作用は、客
観的及び／又は主観的な光学及び／又は視覚性能に関するａ）改善効果又はｂ）劣化効果
を有する場合がある。ＴＦＲＩＱが固有収差プロファイルに依存するため、例えば選択さ
れる位相プロファイルは、近視眼又は遠視眼についての正視化プロセスに有利であること
になる方向のＴＦＲＩＱの傾斜を変更するために有用である場合がある、又は代替として
、同じ又は同様の位相プロファイルが使用されて、代替の候補眼における老視症状を軽減
することができる。
【０１４８】
　図６２及び図６３は、特定の実施形態に従って、逆位相のプロファイルのＴＦＲＩＱが
候補眼の固有眼収差（この例では、正の球面収差）にどのように依存しているかを示す。
本明細書に開示の特定の実施形態は、同じか又は実質的に同じ設計であるが逆位相のレン
ズを提供すること、及び、受容者が好ましい位相を選択することを可能にすることを含む
。選択プロセスは、ＴＦＲＩＱ性能メトリックの客観的評価により得る、かつ／又は、視
覚的に誘導された試験による純粋に主観的選好であり得る。
【０１４９】
　第１２節：組合せの識別及び選択
　特定の実施形態に関して本明細書に記載したように、遠方についての所望の軸上ＲＩＱ
、及び、ＨＯＡの適切な組合せを選択することによって遠方、中間、及び近方バージェン
スについてより良好な視覚性能を可能にすることになる適切なスルーフォーカスＲＩＱを
提供することが可能である。高次収差のこの組合せは、試験候補の固有収差プロファイル
用の矯正を含むことができる。本明細書の付表Ａは、有用な高いＲＩＱと、負の方向（左
側）において増大したスルーフォーカスＲＩＱを提供するオプションとの両方を提供する
高次球面収差係数の７８の組合せを挙げる。同様に付表Ａには、比較点として、任意の次
数の球面収差を持たない組合せが示される。付表Ｂは、付表Ａに挙げた組合せについての
ＴＦＲＩＱ値を示す。計算は、４ｍｍの瞳孔直径に関して実施された。しかし、アプロー
チ又は方法は、必要又は所望に応じて、他の適切な及び／又は所望の瞳孔サイズに増大さ
れることができる。例えば、方法は、以下の範囲、すなわち、１．５～８ｍｍ、２～８ｍ
ｍ、２．５～８ｍｍ、３～７ｍｍ、３～８ｍｍ、１．５～８ｍｍ、及び３．５～７ｍｍの
１つ以上内の瞳孔サイズに関して使用されることができる。例えば、方法は、約１．５、
２、２．５、３、３．５、４、４．５、５、５．５、６、６．５、７、７．５、又は８ｍ
ｍの瞳孔サイズに関して使用されることができる。
【０１５０】
　７８の収差の組合せのＴＦＲＩＱ尺度は図６４に示されており、黒線は、高次収差を全
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く持たない組合せに起因した対称ＲＩＱを示し、より明るい線（すなわち、灰色線）は、
高次球面収差項を含む７８の組合せについて、ＴＦＲＩＱ関数の負の方向への増大された
性能を示す。
【０１５１】
　図６４から、複数の観測が行われ得る。高次球面収差項を有する７８のプロファイルは
、特に、負の度数の適切な選択が行われ、プロットされたスルーフォーカスプロファイル
を負の焦点（左）の方にシフトさせるときに、負の方向に増大したスルーフォーカス性能
を提供する。７８のプロファイルは、ＲＩＱが、少なくとも２ディオプトリにわたり０．
１以上である範囲を含む。７８のプロファイルの幾つかは、ＲＩＱが、少なくとも２．２
５ディオプトリにわたり０．１以上である範囲を含む。７８のプロファイルは、０．３５
を超えてピークに達するＲＩＱ（視覚ストレール比－単色）を含む。プロファイルの多く
は、０．４、０．５、０．６、及び０．７の閾値を超えてピークに達するＲＩＱを含み、
幾つかの組合せは、０．８マークを超えて存在するピークを結果的にもたらす。
【０１５２】
　球面収差項は、１（例えば、組合せ７７）から９まで組合せが変動する。他の実施形態
では、球面収差項の偶数の高い次数が付加されて、更なる組合せを生成することができる
。
【０１５３】
　付表Ａの組合せ７７は、特定のレベルの１次球面収差を選択することによって、収差プ
ロファイルが老視眼のために有利に使用されることができることを示す。近視の場合、米
国特許第６，０４５，５６８号を参照されたい。対照的に、特定の実施形態によれば、正
視化の光学的フィードバックメカニズムの説明の下で軸上の眼の成長を遅延させる刺激は
、網膜が図６５に示すグラフの負の側に位置する（すなわち、レンズの焦点長が眼より長
い）場合に達成される。換言すれば、収差プロファイルは、通常、近視を矯正するために
必要とされる量にわたって更なる負の度数を有するＣ（２，０）項を含む。
【０１５４】
　付表Ｃは、有用な高いＲＩＱと、正の方向（図６６の右側）において増大したスルーフ
ォーカスＲＩＱを提供するオプションの両方を提供する高次球面収差係数の６７の組合せ
を挙げる。同様に付表Ｃには、比較点として、任意の次数の球面収差を持たない組合せが
示される。付表Ｄは、付表Ｃに挙げた組合せについてのＴＦＲＩＱ値を示す。やはり、計
算は、４ｍｍの瞳孔直径に関して実施された。しかし、アプローチ又は方法は、必要又は
所望に応じて、他の適切な及び／又は所望の瞳孔サイズに増大されることができる。
【０１５５】
　６７の収差の組合せのＴＦＲＩＱ尺度は図６６に示され、黒線は、高次収差を全く持た
ない組合せに起因した対称ＲＩＱを示し、より明るい線（すなわち、灰色線）は、高次球
面収差項を含んだ６７の組合せについて、ＴＦＲＩＱ関数の正の方向への増大された性能
を示す。
【０１５６】
　図６６から、複数の観測が行われ得る。高次球面収差項を有する６７のプロファイルは
、特に、負の度数の適切な選択が行われて、プロットされたスルーフォーカスプロファイ
ルを負の焦点（左）の方にシフトさせるときに、正の方向において増大したスルーフォー
カス性能を提供する。６７のプロファイルは、ＲＩＱが、少なくとも２ディオプトリの０
．１以上である範囲を含む。７８のプロファイルの幾つかは、ＲＩＱが、少なくとも２．
５Ｄより大きいＤにわたって０．１以上である範囲を含む。図６７は、特定の実施形態に
よる、老視眼への適用のために度数プロファイルを識別するための例示的なワークフロー
図を示す。
【０１５７】
　第１３節：球面収差及び乱視
　イテレーションＢ１、Ｂ２、及びＢ３は、正常視の老視について本明細書に記載した。
乱視の老視を考察すると、少なくとも２つの異なる方法が採用され得る。第１の矯正方法
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は、乱視屈折異常を等価な球として考察することによって完成される。この方法では、球
面等価処方は、円柱／乱視度数を２で割ることによって導かれる（Ｓ＝－Ｃ／２）。これ
は、低い量から中程度の量まで、例えば最大－１．５Ｄの乱視に対処するために考えられ
ることが多い非常に一般的なアプローチである。等価球が利用されると、本明細書に記載
する同じ又は実質的に同じイテレーション、例えばＢ１、Ｂ２、Ｂ３が、デフォーカス項
が等価な球に合うよう調整されると有効処方として使用され得る。
【０１５８】
　第２の方法は、乱視と老視の両方についてトーリック処方の調製を考察する。図６８は
、乱視と老視の両方を処置するためのトーリック度数プロファイルを含む例示的な実施形
態を示す。この事例では、－１Ｄ＠９０の乱視矯正を有し、近方観察を可能にするために
更なる度数を必要とする個人を矯正するために処方が行われる。図から留意され得るよう
に、水平経線と垂直経線との差は－１Ｄであり、この大きさは、上記事例では乱視を矯正
するためにセットされ、一方、高次球面収差の組合せは、老視症状を軽減することを狙う
。他の適した方法が、同様に、開示の実施形態の一部で使用される又はそれに組込まれる
ことができる。
【０１５９】
　第１４節：実装
　本明細書に記載するタイプの収差プロファイルを、複数のレンズ、眼デバイス、及び／
又は方法において実装することができる。例えば、コンタクトレンズ（硬質又は軟質）、
角膜アンレー、角膜インレー、並びに、眼内デバイス（前眼房と後眼房との両方）用のレ
ンズは、論じた収差プロファイルの組合せを含むことができる。レンズを設計し、度数プ
ロファイルを達成する技法は公知であり、本明細書に詳細に記載することはしない。収差
プロファイルは眼鏡レンズに適用され得る。しかし、収差プロファイルが、眼と、収差プ
ロファイルを提供する光学構造との位置合わせを必要とするため、利益は、１つの特定の
注視方向について明らかであるだけである場合がある。最近、電気活性レンズが、提案さ
れており、電気活性レンズは、注視方向を追跡し、応答して、レンズの屈折特性を変更し
得る。電気活性レンズを使用すると、収差プロファイルは眼と共に移動することができ、
それは、眼鏡レンズ用の開示される収差プロファイルの有用性を増加させることができる
。
【０１６０】
　収差プロファイルを、眼内レンズであるレンズ上に設けることができる。一部の実施形
態では、眼内レンズは、調節を提供するハプティックを含むことができる。他の実施形態
では、レンズは固定焦点長を有することができる。収差プロファイルを、補助の水晶体嚢
内レンズ上に設けることができる。
【０１６１】
　特定の用途では、開示される収差プロファイルの１つ以上を、コンピュータ支援型手術
及び／又は眼の度数及び／又は収差プロファイルを変更する方法を通して眼に対して設け
ることができる。例えば、インプラント、レーザスカルプティング（ｓｃｕｌｐｔｉｎｇ
）、レーザ焼灼、熱角膜形成術（ｔｈｅｒｍｏｋｅｒａｔｏｐｌａｓｔｙ）、レンズスカ
ルプティング（ｌｅｎｓ　ｓｃｕｌｐｔｉｎｇ）がこのために使用される。こうした方法
の例は、放射状角膜切除術（ｒａｄｉａｌ　ｋｅｒａｔｏｔｏｍｙ）（ＲＫ）、屈折矯正
角膜切除術（ｐｈｏｔｏｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　ｋｅｒａｔｏｔｏｍｙ）（ＰＲＫ）、熱
角膜形成術（ｔｈｅｒｍｏｋｅｒａｔｏｐｌａｓｔｙ）、伝導性角膜形成術（ｃｏｎｄｕ
ｃｔｉｖｅ　ｋｅｒａｔｏｐｌａｓｔｙ）、レーザ支援インサイチュ角膜曲率形成術（ｌ
ａｓｅｒ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｉｎ－ｓｉｔｕ　ｋｅｒａｔｏｍｉｌｅｕｓｉｓ）（ＬＡ
ＳＩＫ）、レーザ支援インサイチュ角膜上皮曲率形成術（ｌａｓｅｒ　ａｓｓｉｓｔｅｄ
　ｉｎ－ｓｉｔｕ　ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ　ｋｅｒａｔｏｍｉｌｅｕｓｉｓ）（ＬＡＳＥ
Ｋ）、及び／又はクリアレンズ抽出（ｃｌｅａｒ　ｌｅｎｓ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ）を
含む。例えば、屈折手術又は角膜焼灼が使用されて、選択された収差プロファイルを形成
することができる。所望の度数プロファイル或いは角膜形状及び／又は度数の所望の変化
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が、実質的に決定されるか又は決定され、患者の眼に対する適用のためにレーザシステム
に入力される。インプラント、レーザ焼灼、及び／又はレーザスカルプティングによる手
技が、水晶体自体に所望のプロファイル及び／又は収差プロファイルを入力するために同
様に使用されて、所望の結果を達成することができる。これは、波面誘導式フェムト秒レ
ーザを含む、現在のところ存在するシステムを含むがそれに限定されない。
【０１６２】
　収差プロファイルがレンズに含まれる場合、収差プロファイルは、コンピュータ支援型
製造に入力するため、レンズ厚プロファイルに最初に変換されることができる。例として
考察すると、ツェルニケ高次球面収差項の組合せである図６９に示すレーザ度数プロファ
イルＤ１は、コンタクトレンズ材料の屈折率（この事例では、１．４２のコンタクトレン
ズ材料屈折率）を考慮して、コンタクトレンズ用の軸方向厚又は表面プロファイルに変換
される。例示的な厚さプロファイルは図７０に示される。特定の実施形態では、度数プロ
ファイル又は厚さプロファイルの特徴は、レンズ及び角膜の屈折率の考慮下で前表面か、
後表面か、又は両方の組合せ上に置かれ得る。以下のパラメータ、すなわち、厚さプロフ
ァイル、度数プロファイル、後面形状、直径、及び材料の屈折率の１つ以上が決定される
と、パラメータの１つ以上が、コンピュータ支援型旋盤又はコンタクトレンズを作製する
他の製造システムに入力される。同様のアプローチは、眼内レンズ、前眼房及び／又は後
眼房レンズ、角膜インプラント、屈折手術、又はその組合せなどの他のレンズ及び光学シ
ステムのために採用され得る。
【０１６３】
　収差プロファイルを、個人用のカスタムレンズとして選択し識別することができる。収
差プロファイルの設計のためのプロセスは、眼の波面収差を測定すること、及び、本明細
書に記載のスルーフォーカスＲＩＱプロファイルを達成するために収差プロファイルを設
計することを含むことができる。設計プロセスは、生得の眼の球面収差を識別すること、
及び、眼の球面収差と組合せて、必要とされるか又は所望のＲＩＱプロファイルを提供す
るレンズ、デバイス、及び／又は方法のために収差プロファイルを設計することを含む。
本明細書に記載するように、例えば、進行性近視を有する人と老視を有する人との間で異
なる要求が適用される場合があるため、必要とされるか又は所望のＲＩＱプロファイルは
レンズの用途に応じて異なる場合がある。一部の実施形態では、眼の他の収差、例えば、
乱視、コマ、又はトレフォイルが無視される。他の実施形態では、これらが考慮される。
例えば、本明細書に記載するように、乱視の存在は、正視化の光学的フィードバックメカ
ニズムの説明の下で眼の成長を抑制するスルーフォーカスＲＩＱを提供する収差の組合せ
に影響を及ぼす。他の実施形態では、これらの収差は設計に組込まれる。例えば、レンズ
設計を行うとき、デフォーカスを矯正し、乱視、コマ、又はトレフォイルの１つ以上を矯
正するベースレンズを生成することができる。このベースプロファイルの一番上には、本
明細書に記載のプロファイルを（客観的設計として使用するという意味で）達成するため
に設計される球面収差プロファイルが設けられる。球面収差プロファイルは、例えば、候
補プロファイルを識別し、スルーフォーカスＲＩＱを計算し、スルーフォーカスＲＩＱが
許容可能なプロファイルを有するかどうかを評価することによる、試行錯誤アプローチ又
は反復収束アプローチを使用して選択されることができる。別のアプローチでは、母集団
の平均、ミーン（ｍｅａｎ）、メジアン（ｍｅｄｉａｎ）、又は他の統計的表現又はメト
リックのための収差プロファイルを設計することができる。母集団の平均、ミーン、メジ
アン、又は他の統計的表現又はメトリックを設計するための１つのアプローチは、瞳孔サ
イズについての設計を、正規化するか、カスタマイズするか、調節するか、又は、最適化
することである。
【０１６４】
　特定の実施形態では、収差プロファイル、度数プロファイルの１次微分、度数プロファ
イルの２次微分、度数プロファイルのフーリエ変換、度数プロファイルの度数プロファイ
ル及び像プロファイルの記述、並びに／又は、レンズ、デバイス、及び／又は方法につい
ての１つ以上の光学特性或いは１つ以上の性能メトリックの他の適した又は適切な尺度が
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、数学的説明又は導出によってある程度提供された。これは、レンズについて、収差プロ
ファイル、度数プロファイルの１次微分、度数プロファイルの２次微分、度数プロファイ
ルのフーリエ変換、度数プロファイルの度数プロファイル及び像プロファイルを導出する
かつ／又は記述するときの精度をある程度可能にする。
【０１６５】
　しかし、特定の用途では、レンズ、デバイス、及び／又は方法は、数学的計算に匹敵す
るか、それに相応するか、又はそれから導出される精度を有する場合がある、又は、持た
ない場合がある。例えば、製造中に生じる許容誤差及び不正確さは、レンズプロファイル
を変動させる場合も、又は変動させない場合もある。特定の実施形態では、レンズの度数
プロファイル及び／又は収差プロファイルは、例えば、波面収差計を使用してほぼ測定す
ることができる。このことから、スルーフォーカスＲＩＱの近似尺度を、例えば視覚スト
レール比を使用して決定することができる。特定の実施形態では、レンズの度数プロファ
イル及び／又は収差プロファイルは、例えば、シャック・ハルトマン収差測定、レイトレ
ーシング、レンズ度数マッピング、焦点距離測定（ｆｏｃｉｍｅｔｒｙ）、干渉測定、位
相コントラスト、タイコグラフィ（ｐｔｙｃｈｙｏｇｒａｐｈｙ）、フーコーナイフエッ
ジシステム（Ｆｏｕｃａｕｌｔ　ｋｎｉｆｅ－ｅｄｇｅ　ｓｙｓｔｅｍ）、又はその組合
せ等の適した機器及び／又は技法を使用することによって特徴付けられることができる。
これらの特性から、収差プロファイル、度数プロファイルの１次微分、度数プロファイル
の２次微分、度数プロファイルのフーリエ変換、度数プロファイルの度数プロファイル及
び像プロファイルの記述、並びに／又は、１つ以上の光学特性或いは１つ以上の性能メト
リックの他の適した又は適切な尺度の１つ以上が、測定されるか、導出されるか、又はそ
の他の方法で決定されることができる。
【０１６６】
　収差プロファイルは、特定の実施形態に従って、複数のレンズ、デバイス、及び／又は
方法に実装されることができる。例えば、レンズは、レンズの焦点距離に等しいか又は実
質的に等しい焦点長を有するレイトレーシング又は物理的モデル眼に関してレンズを試験
することによって特徴付けられることができる。高次収差プロファイルを含むレンズの収
差プロファイルは、網膜上に像を結果的にもたらすことになり、その像は、開示されるＲ
ＩＱメトリックの１つ以上を使用して定量化されることができる。特定の実施形態では、
モデル眼は、収差を全く又は実質的に全く持たない場合がある。特定の実施形態では、Ｒ
ＩＱメトリックは視覚ストレール比であるとすることができる。他の実施形態では、瞳孔
サイズは、以下の範囲、すなわち、２～８ｍｍ、２～７ｍｍ、２～６ｍｍ、３～６ｍｍ、
３～５ｍｍ、４～６ｍｍ、又は５～７ｍｍの１つ以上から選択されることができる。幾つ
かの他の実施形態では、空間周波数範囲は、０～３０サイクル／度、０～６０サイクル／
度、又は０～４５サイクル／度の１つ以上から選択され得る。他の実施形態では、１つ以
上のＲＩＱメトリックの計算についての選択される波長は、両端点を含む５４０ｎｍ～５
９０ｎｍ、両端点を含む４２０ｎｍ～７６０ｎｍ、両端点を含む５００ｎｍ～７２０ｎｍ
、又は両端点を含む４２０ｎｍ～５９０ｎｍの１つ以上から選択されることができる。特
定の実施形態では、ＲＩＱは、軸上モデル眼に関して測定されることができる。他の用途
では、軸外モデル眼は、グローバルＲＩＱなどの他のＲＩＱ変動を得るために使用される
ことができる。スルーフォーカスＲＩＱは、モデル眼の前で球レンズを使用することによ
ってモデル眼に関して計算されることができる。
【０１６７】
　本明細書に開示の特定の実施形態は、視力を矯正する方法を対象とし、それにより、開
示の実施形態の１つ以上のレンズは、１つ以上のターゲット屈折力、適切な度数プロファ
イルに従って処方され、レンズは、眼にフィッティングして、中距離及び遠距離を含む、
実質的に連続する視距離の範囲に沿って、眼用の視覚性能を提供し、レンズの視覚性能は
、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同
等である。本明細書に開示の特定の実施形態は、視力を矯正する方法を対象とし、それに
より、開示の実施形態の１つ以上のレンズは、１つ以上のターゲット屈折力、適切な度数



(48) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

プロファイルに従って処方され、レンズは、眼にフィッティングして、眼用の視覚性能を
改善する。特定の用途では、本明細書に開示の１つ以上の方法は、特定の実施形態に従っ
て眼の視力を矯正するために使用されることができ、それにより、眼は、近視、遠視、正
常視、乱視、老視、及び光学収差がある、の１つ以上によって影響を受ける。
【０１６８】
　特定の実施形態は、一対の眼の視力を矯正するための方法において使用されることがで
き、それにより、光学収差のある眼の一方又は両方は少なくとも１つの高次収差を有する
。特定の実施形態は、両眼視力を矯正する方法において使用されることができ、それによ
り、本明細書に開示の１つ以上の実施形態の２つのレンズは、第１及び第２のターゲット
屈折力に従って処方され、第１及び第２の度数プロファイルが選択され、一対の眼にフィ
ッティングした２つのレンズは、別々の個々の眼と比較して、組合された２つの眼の視覚
性能を改善する。本明細書に開示の特定の方法では、第１のターゲット屈折力は、第２の
ターゲット屈折力と異なる。
【０１６９】
　特定の実施形態は、両眼視力を矯正する方法を対象とし、それにより、第１のターゲッ
ト屈折力は、遠距離、中距離、近距離の少なくとも１つである視距離における視覚性能を
改善するように選択され、第２のターゲット屈折力は、遠距離、中距離、近距離の少なく
とも１つである視距離における視覚性能を改善するように選択され、第１のターゲット屈
折力についての視覚性能がそこで選択される視距離は、第２のターゲット屈折力について
の視覚性能がそこで選択される視距離と異なる。特定の用途では、本明細書に開示の１つ
以上の方法は、特定の実施形態に従って眼の視力を矯正するために使用されることができ
、それにより、眼の屈折状態は、近視、遠視、正常視、正乱視（ｒｅｇｕｌａｒ　ａｓｔ
ｉｇｍａｔｉｓｍ）、不正乱視、光学収差有り、老視、非老視の１つ以上として分類され
ることができる。
【０１７０】
　特定の実施形態は、レンズを製造する方法を対象とし、レンズは、基準眼に従って構成
又は設計され、それにより、構成されるレンズ特徴は、焦点長、屈折力、度数プロファイ
ル、球面収差項の数、球面収差項の大きさの１つまたは複数から選択され、それにより、
基準眼は、個々の眼、個々の人の両眼、眼の統計的表現、異常を有する母集団のサンプル
、眼の計算モデル、及び／又は異常を有する母集団の眼の計算モデルの１つまたは複数か
ら選択される。
【０１７１】
　特定の実施形態では、アパーチャサイズが使用されて、眼の入射瞳孔並びに／又はレン
ズ及び／又はデバイスの光学ゾーンの一部分を特徴付けることができる。特定の用途では
、有効アパーチャサイズは、１．５ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、又
は７ｍｍ以上である開口として定義されることができ、これは、例えば１．５ｍｍ未満の
直径を、通常有するピンホールアパーチャと対照的である。例えば、特定の実施形態は、
光軸、少なくとも２つの光学表面を備えるレンズを対象とし、レンズは、プレ老視眼に関
する単焦点レンズの視覚性能と実質的に同等のプレ老視眼に関する視覚性能を提供するよ
うに構成され、レンズは、１．５ｍｍより大きいアパーチャサイズを有する。
【０１７２】
　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の１つ以上の外科的矯正方法を対象
とする。例えば、外科的矯正のための方法は、（１）眼の光学特性、度数、及び／又は物
理的構造に対する１つ以上のターゲット修正を計算するステップを含むことができ、ター
ゲット修正は、少なくとも１つの所望の屈折力及び少なくとも１つの適切な度数プロファ
イルと、すくなくとも１つの収差プロファイルであって、少なくとも２つの球面収差項及
び１つのデフォーカス項から構成される、すくなくとも１つの収差プロファイルと、近距
離、中距離、及び遠距離を含む実質的に連続的な視距離に沿う視覚性能であって、実質的
に連続的な視距離に沿う眼の視覚性能は、遠方視距離に関し正しく処方された単焦点レン
ズを装着する眼の視覚性能と実質的に同等である、実質的に連続的な視距離に沿う視覚性
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能とを含み、（２）所望の修正を眼科手術システムに入力するステップと、（３）眼科手
術システムによって眼に所望の修正を適用するステップとを含むことができる。特定の用
途では、眼の視覚性能は、近方、中間、及び遠方視距離においてゴースト発生が最小か又
は全く無いことを更に特徴とする。
【０１７３】
　特定の用途では、正しく処方された単焦点レンズの視覚性能は、最も良好に矯正された
視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である眼用の視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）
を提供する。特定の用途では、最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ
）は、正しく処方された単焦点レンズの度数を更に操作することによって実質的に改善さ
れることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である。特定の用途では、収差
プロファイルは、３つ以上の球面収差項及び１つのデフォーカス項を含む。
【０１７４】
　特定の実施形態は、遠方視距離における正しく処方された単焦点と実質的に同様又は同
等の、或いは、それより良好な光学及び／又は視覚性能を提供するレンズを対象とする。
特定の実施形態で使用されるとき、正しく処方された、は、遠方視距離における処方され
た単焦点レンズを意味することができ、その単焦点レンズは、最も良好に矯正された視力
（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）であり、かつ、レンズの度数を更に操作又は調整するこ
とによって実質的に改善されることができない眼用の視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ
）を提供する。特定の実施形態で使用されるとき、適切に（ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｌｙ
）、適正に（ｐｒｏｐｅｒｌｙ）、効果的に処方された、は、遠方視距離における処方さ
れた単焦点レンズを意味することができ、その単焦点レンズは、最も良好に矯正された視
力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）を近似し、かつ、レンズの度数を更に操作又は調整す
ることによって実質的に改善されることができない眼用の視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉ
ｔｙ）を提供する。
【０１７５】
　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の外科的矯正方法を対象とする。例
えば、視力を矯正する方法は、（１）眼に対する１つ以上のターゲット修正を計算するス
テップを含むことができ、修正は、眼に対して、少なくとも１つの光学特性であって、少
なくとも１つの収差プロファイルを含み、収差プロファイルは少なくとも２つの球面収差
項及び１つのデフォーカス項を含む、少なくとも１つの光学特性と、遠方視距離に関し正
しく処方された単焦点レンズにフィッティングした眼と少なくとも実質的に同等である、
中距離及び遠距離における視覚性能であって、１～１０ユニットの定義された視覚評価ス
ケールによって試験されると、近方視距離における眼の視覚性能が、遠方視距離における
正しく処方された単焦点レンズにフィッティングした眼の視覚性能の２ユニット以内であ
る、中距離及び遠距離における視覚性能とを提供し、（２）所望の修正を眼科手術システ
ムに入力するステップと、（３）眼科手術システムによって眼に所望の修正を適用するス
テップとを含むことができる。特定の用途では、視覚性能は、近距離、中距離、及び遠距
離において眼の視力に対してゴースト発生が実質的に最小化されていることを更に提供す
る。特定の用途では、実質的に同等の又はより良好な視覚性能は、１～１０ユニットの視
覚評価スケールによって少なくとも部分的に決定される。
【０１７６】
　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の１つ以上の外科的矯正方法を対象
とする。例えば、視力矯正方法は、（１）眼に対する１つ以上のターゲット修正を計算す
るステップを含むことができ、修正は、眼に対して、少なくとも１つの光学特性であって
、少なくとも１つの収差プロファイルを含み、収差プロファイルは少なくとも２つの球面
収差項及び１つのデフォーカス項を含む、少なくとも１つの光学特性と、遠方視距離に関
し正しく処方された単焦点レンズにフィッティングした眼と実質的に同等であるか又はそ
れより良好な、中距離及び遠距離における視覚性能であって、少なくとも遠距離における
眼の視力に対するゴースト発生が最小化されていることを更に特徴とする、中間及び遠方
視距離における視覚性能とを提供し、（２）所望の修正を眼科手術システムに入力するス
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テップと、（３）眼科手術システムによって眼に所望の修正を適用するステップとを含む
ことができる。特定の用途では、ゴースト発生が最小化されていることは、１～１０ユニ
ットの視覚評価ゴースト発生スケール上で２．４、２．２、２、１．８、１．６、又は１
．４以下のスコアを達成する。
【０１７７】
　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の外科的矯正のための１つ以上のデ
バイス及び／又はシステムを対象とする。例えば、眼の視力を矯正するためのデバイス及
び／又はシステムは、（１）入力モジュール、（２）計算モジュール、及び（３）送出モ
ジュールを備えることができ、入力モジュールは、眼の視力矯正に関連する入力を受信す
るように構成され、計算モジュールは、眼に対する１つ以上のターゲット修正を計算する
ように構成され、修正は、眼に対して、少なくとも１つのターゲット屈折力及び少なくと
も１つの適切な度数プロファイルと、すくなくとも１つの収差プロファイルであって、少
なくとも２つの球面収差項及び１つのデフォーカス項から構成される、すくなくとも１つ
の収差プロファイルと、近距離、中距離、及び遠距離を含む実質的に連続的な視距離に沿
う視覚性能であって、実質的に連続的な視距離に沿う眼の視覚性能は、遠方視距離に関し
正しく処方された単焦点レンズを装着する眼の視覚性能と実質的に同等である、実質的に
連続的な視距離に沿う視覚性能とを提供し、送出モジュールは、計算モジュールによって
計算された眼に対する計算済みターゲット修正を使用して、ターゲット修正を眼に送出す
る。特定の用途では、眼の視覚性能は、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発
生が最小か又は全く無いことを更に特徴とする。
【０１７８】
　特定の用途では、正しく処方された単焦点レンズは、最も良好に矯正された視力（ｖｉ
ｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である眼用の視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）を提供する
。特定の用途では、最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、正し
く処方された単焦点レンズの度数を更に操作することによって実質的に改善されることが
できない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である。特定の用途では、収差プロファイ
ルは、３つ以上の球面収差項及び１つのデフォーカス項を含む。特定の用途では、送出モ
ジュールは、フェムト秒レーザ等の眼科屈折手術システムであるとすることができる。
【０１７９】
　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の外科的矯正のための１つ以上のデ
バイス及び／又はシステムを対象とする。例えば、眼の視力を矯正するためのデバイス及
び／又はシステムは、（１）入力モジュール、（２）計算モジュール、及び（３）送出モ
ジュールを備えることができ、入力モジュールは、眼の視力矯正に関連する入力を受信す
るように構成され、計算モジュールは、眼に対する１つ以上の所望の修正を計算するよう
に構成され、修正は、眼に対して、少なくとも１つの光学特性であって、少なくとも１つ
の収差プロファイルを含み、収差プロファイルは少なくとも２つの球面収差項及び１つの
デフォーカス項を含む、少なくとも１つの光学特性と、遠方視距離に関し正しく処方され
た単焦点レンズにフィッティングした眼と実質的に同等であるか又はそれより良好な、中
距離及び遠距離における視覚性能であって、１～１０ユニットの定義された視覚評価スケ
ールによって試験されると、近方視距離における眼の視覚性能が、遠方視距離における正
しく処方された単焦点レンズにフィッティングした眼の視覚性能の２ユニット以内である
、中距離及び遠距離における視覚性能とを提供し、送出モジュールは、計算モジュールに
よって計算された眼に対する所望の修正を利用して、所望の修正を眼に送出する。
【０１８０】
　特定の用途では、視覚性能は、近距離、中距離、遠距離において目の視力に対してゴー
スト発生が最小化されていることを更に可能にする。特定の用途では、実質的に同等の又
はより良好な視覚性能は、１～１０ユニットの視覚評価スケールによって少なくとも部分
的に決定される。特定の用途では、送出モジュールは、フェムト秒レーザ等の眼科屈折手
術システムである。
【０１８１】
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　特定の実施形態は、視覚性能を改善するための視力の外科的矯正のための１つ以上のデ
バイス及び／又はシステムを対象とする。例えば、眼の視力を矯正するためのデバイス及
び／又はシステムは、（１）入力モジュール、（２）計算モジュール、及び（３）送出モ
ジュールを備えることができ、入力モジュールは、眼の視力矯正に関連する入力を受信す
るように構成され、計算モジュールは、眼に対する１つ以上のターゲット修正を計算する
ように構成され、修正は、眼に対して、少なくとも１つの光学特性であって、少なくとも
１つの収差プロファイルを含み、収差プロファイルは少なくとも２つの球面収差項及び１
つのデフォーカス項を含む、少なくとも１つの光学特性と、遠方視距離に関し正しく処方
された単焦点レンズにフィッティングした眼と実質的に同等であるか又はそれより良好な
、中間及び遠方視距離における視覚性能であって、視覚性能が、少なくとも遠距離におい
て眼の視力に対するゴースト発生が最小化されていることを特徴とする、中間及び遠方視
距離における視覚性能とを提供し、送出モジュールは、計算モジュールによって計算され
た眼に対する計算済みターゲット修正を利用して、所望の修正を眼に送出する。
【０１８２】
　特定の用途では、ゴースト発生が最小化されていることは、１～１０ユニットの視覚評
価ゴースト発生スケール上で２．４、２．２、２、１．８、１．６、又は１．４以下のス
コアを有する。特定の用途では、送出モジュールは、フェムト秒レーザ等の眼科屈折手術
システムである。
【０１８３】
　特定の実施形態では、レンズは、正常視、近視、遠視、及び乱視についてゴースト発生
が最小の状態で、０Ｄ～２．５Ｄのディオプトリ範囲にわたる距離用の又は無限遠から４
０ｃｍまでの屈折異常用の正しく処方されたレンズによって矯正される遠方視力と実質的
に同等か又はそれより良好な視力を提供するように構成される。
【０１８４】
　特定の用途では、レンズは、距離屈折異常を実質的に矯正し、レンズは、多焦点コンタ
クトレンズに通常関連する視力の喪失無しで、近視が遅延されることを可能にするように
構成され、例えば、鼻側３０度から耳側３０度用の視野にわたって優れた視力を提供し、
無限遠～４０ｃｍまでの選択された焦点距離又は平均化された焦点距離について０．４以
上の網膜像品質を与え、０．３の網膜像品質の平均を有するレンズの提供を可能にする。
こうしたレンズは、網膜像品質を最適化するとき、選択された距離において非常に明瞭な
高コントラスト像を提供し、レンズは、屈折異常の矯正及び老視の処置及び近視のコント
ロールのために、無限遠から近方までのディオプトリ距離の範囲にわたって、ゴースト発
生が最小の状態で、優れた像品質及び視覚性能を提供し、１～１０ユニットの定義された
総合視覚評価スケールによって試験されると、多焦点レンズは、多焦点レンズの総合視覚
性能が、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズと少なくとも実質的に同等で
あるか又はそれより良好なように構成される。
【０１８５】
　特定の実施形態では、こうしたレンズは、近距離、中距離、及び遠距離を含む、実質的
に連続する視距離の範囲に沿う、候補眼の視覚性能を提供し、多焦点レンズの視覚性能は
、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同
等である。
【０１８６】
　特定の実施形態では、用語、ゴースト発生が最小化されていること（ｍｉｎｉｍａｌ　
ｇｈｏｓｔｉｎｇ）は、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が無いこと（ｌａｃｋ
　ｏｆ　ｉｍａｇｅ）を意味することができる。特定の実施形態では、用語、ゴースト発
生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像を示すために使用
されることができる。逆に、用語、ゴースト発生が無いことは、眼の網膜上に現れる望ま
しくない２重像を示すことができる。特定の実施形態では、用語、ゴースト発生が最小化
されていることは、候補眼によって知覚される望ましくない２重像が無いことを示すこと
ができる。他の用途では、ゴースト発生が最小化されていることは、光学系内の１次像の
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【０１８７】
　第１５節：眼の固有の球面収差に実質的に無関係である例示的なレンズ設計セット
　候補眼の固有収差プロファイルと、設計セットの選択された組合せの収差プロファイル
との間の相互作用は、客観的及び／又は主観的な光学及び／視覚性能に関して、ａ）改善
した効果を有する、ｂ）劣化した効果を有する、又は、ｃ）実質的な効果を全く持たない
場合がある。
【０１８８】
　本開示は、候補眼用の特定の目標を達成することができるよう、正位相及び／又は負位
相の収差プロファイルの特定の組合せのいずれかを選択することを対象とする実施形態を
提供する。特定の目標は、例えば、近視眼又は遠視眼用の正視化プロセスに有利であると
思われる方向にスルーフォーカスＲＩＱの傾斜を変更することである場合があり、又は代
替的に、同様のアプローチ又は方法が使用されて、代替の候補眼において老視症状を軽減
することができる。
【０１８９】
　特定の実施形態は、候補眼に適用されると、その候補眼の収差プロファイルに実質的に
無関係である視覚性能を生成することができるレンズの設計を可能にする、レンズ、デバ
イス、及び／又は方法を対象とする。実質的に無関係である、は、特定の用途において、
ターゲット母集団の代表的なサンプル内にある複数の候補眼に関して許容可能な及び／又
は同様の性能を提供するレンズが設計されることを意味する。
【０１９０】
　特定の用途では、ターゲットＴＦＲＩＱを得る方法は、非線形拘束条件無し最適化ルー
チン及び１つ以上の他の変数の使用を含む。非線形拘束条件無し最適化ルーチンのために
選択される変数は、Ｃ（２，０）～Ｃ（２０，０）のツェルニケ球面収差係数の選択され
た群及び１つ以上の他の変数を含むことができる。他の変数は、例えば、ターゲット母集
団の代表的サンプルの収差プロファイルであるとすることができる。
【０１９１】
　レンズは、最適化ルーチンを選択して、スルーフォーカスＲＩＱを評価することによっ
て設計されることができ、スルーフォーカスＲＩＱは、ａ）ターゲットＴＦＲＩＱ、ｂ）
予め定義された限界内のターゲットＴＦＲＩＱ、又はｃ）ａ）及びｂ）の組合せを含むこ
とができる。イテレーションＧ１（図７１）は、その視覚性能が、候補眼の固有の収差プ
ロファイルに無関係であるレンズ設計の１つの例示である。
【０１９２】
　表１３は、デフォーカス項及びツェルニケ係数Ｃ（２，０）～Ｃ（２０，０）で示す球
面収差項の組合せの残りを提供し、４、５、及び６ｍｍの光学ゾーン又は瞳孔直径におけ
る例示的な設計を示す。
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【０１９３】
　図７２は、－０．１μｍ～＋０．２μｍの範囲の固有球面収差の範囲の（そして他の固
有収差が無い）場合の４ｍｍ瞳孔サイズについてのイテレーションＧ１のスルーフォーカ
ス性能のグラフを示す。図７３は、５ｍｍ瞳孔サイズについての対応する性能を示す。両
方について、スルーフォーカス性能は、固有球面収差の変動があっても比較的一定である
。したがって、イテレーションＧ１のレンズ、同様の特性の収差プロファイルを有するレ
ンズは、母集団の比較的多数の受容者に対して処方されることができる。５ｍｍと４ｍｍ
の両方の瞳孔サイズについてのイテレーションＧ１のスルーフォーカス性能は、全てが、
５ｍｍ瞳孔を仮定して測定された－０．１０μｍ、０．００μｍ、＋０．１０μｍ、及び
＋０．２０μｍ、の固有１次球面収差について表１４、１５、１６、及び１７にそれぞれ
示される。
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【０１９４】
　第１６節：眼内レンズとしての例示的な設計セット
　収差プロファイルを、特定の実施形態に従って、眼内レンズ用途で使用することができ
る。収差プロファイル及び／又は度数プロファイルは、以下のパラメータ、すなわち、厚
さプロファイル、度数プロファイル、収差プロファイル、前表面、後表面、直径、及び／
又は材料の屈折率の１つ以上を使用して、眼内レンズ表面プロファイルに変換されること
ができる。表面プロファイルは、その後、眼内レンズを作製するためにコンピュータ支援
型又は他の製造プロセスに提供される。作製される眼内レンズは、生成された１つの表面
プロファイル及び／又は複数の表面プロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成され
る。図７４に示すレンズ度数プロファイル（イテレーションＪ）は、ツェルニケ高次球面
収差項の組合せである。度数プロファイルは、特定の実施形態に従って、眼内レンズ材料
の屈折率を考慮して、眼内レンズ用の軸方向厚さプロファイル（図７５）に変換されるこ
とができる。上記式において、眼内レンズ材料の屈折率は１．４７５である。表１８は、
４ｍｍ及び５ｍｍ光学ゾーン直径における眼内レンズ（図７４）の例示的な設計を示す、
デフォーカス項及びツェルニケ係数Ｃ（２，０）～Ｃ（２０，０）で示す球面収差項の他
の組合せを提供する。
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【０１９５】
　第１７節：フーリエ変換を使用する度数プロファイル用の記述子
　フーリエ変換法が使用されて、特定の実施形態の、また特に、特定の２焦点又は多焦点
設計に関する度数プロファイルを特徴付けることができる。例えば、図７６は、複数の市
販の２焦点及び多焦点レンズについての度数プロファイルをプロットする。図７７は、複
数の実施形態による、複数の２焦点又は多焦点レンズについての度数プロファイルをプロ
ットする。図７８は、図７６の市販の２焦点及び多焦点レンズについての度数プロファイ
ルのフーリエ変換をプロットする。図７９は、図７７の度数プロファイルのフーリエ変換
をプロットする。図７８と図７９との両方について、水平軸は、１ミリメートル当りのサ
イクル数（サイクル／ｍｍ）で空間周波数を表し、垂直軸は、度数プロファイルの高速フ
ーリエ変換からの振幅スペクトルの正規化絶対値をプロットする。これらの図では、正規
化は、振幅スペクトルの絶対値の最大値が１に再スケーリングされるような、各振幅スペ
クトルの再スケーリングを意味する。例えば、振幅スペクトルの正規化絶対値は、振幅ス
ペクトルの絶対値を、振幅スペクトルの絶対値の最大値で割ることによって得られること
ができる。
【０１９６】
　図７８と図７９の比較は、特定の実施形態と、プロットされた市販のレンズとの間の区
別を示す。その理由は、両者の度数プロファイルのフーリエ変換の両者の正規化振幅絶対
値（ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　ａｂｓｏｌｕｔｅ　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ）が、１．２５サイ
クル／ｍｍにおける又はそれを超える１つ以上の空間周波数において０．２より大きい正
規化振幅絶対値を有するからである。示す実施形態、図７７及び図７９と対照的に、現在
市販されているレンズはいずれも、１．２５サイクル／ｍｍにおける又はそれを超える１
つ以上の空間周波数において０．２より大きい正規化振幅絶対値を持たない。レンズ、２
焦点レンズ、及び／又は多焦点レンズ等の特定の実施形態は、フーリエ変換を使用して特
徴付けられることができる。例えば、特定の実施形態は、光軸、少なくとも２つの表面を
備えるレンズを対象とし、レンズは、１．２５サイクル／ｍｍにおける又はそれを超える
１つ以上の空間周波数において０．２より大きい、度数プロファイルのフーリエ変換の正
規化振幅絶対値を有する度数プロファイルを特徴とする。特定の用途では、レンズは、１
．２５サイクル／ｍｍにおける又はそれを超える１つ以上の空間周波数において０．２よ
り大きい、度数プロファイルのフーリエ変換の正規化振幅絶対値を有する度数プロファイ
ルを有するよう構成される。
【０１９７】
　第１８節：度数プロファイルの変化の一次微分又はレートを使用する度数プロファイル
の記述子
　一次微分法が使用されて、特定の実施形態の、また特に、特定の２焦点又は多焦点設計
に関する度数プロファイルを特徴付けることができる。例えば、図７６は、例えば、図７
６は、複数の市販の２焦点及び多焦点レンズについての度数プロファイルをプロットする
。図７７は、複数の実施形態による、複数の多焦点レンズについての度数プロファイルを
プロットする。図８０は、図７６の市販の２焦点及び多焦点レンズについての度数プロフ
ァイルの一次微分をプロットする。図８１は、図７７の度数プロファイルの一次微分をプ
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ロットする。図８０と図８１について、水平軸は、光学ゾーン直径の半コードを表し、垂
直軸は、度数プロファイルの一次微分の絶対値をプロットする。
【０１９８】
　図８０と図８１の比較は、特定の実施形態と、プロットされた市販のレンズとの間の区
別を示す。その理由は、示す実施形態の度数プロファイルの一次微分の絶対値が、少なく
とも５つのピークであって、その振幅絶対値が、０．０１ｍｍ当たり１Ｄのユニットの場
合、０．０２５より大きい、少なくとも５つのピークを有するからである。示す実施形態
、図８０及び図８１と対照的に、現在市販されているレンズはいずれも、０．０１ｍｍ当
たり１Ｄのユニットの場合、一次微分の絶対値が０．０２５より大きい少なくとも５つの
ピークを持たない。
【０１９９】
　レンズ、２焦点レンズ、及び／又は多焦点レンズ等の特定の実施形態は、度数プロファ
イルの変化の一次微分又はレートを使用して特徴付けられることができる。例えば、特定
の実施形態は、光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズを対象とし、レンズは度数プ
ロファイルを有し、度数プロファイルは、度数プロファイルの一次微分の絶対値が、少な
くとも５つのピークであって、その振幅絶対値が、その半コードに沿って０．０１ｍｍ当
たり１Ｄのユニットの場合、０．０２５より大きい、少なくとも５つのピークを有するよ
うに特徴付けられる。特定の用途では、少なくとも１つの度数プロファイルは、度数プロ
ファイルの一次微分の絶対値が、少なくとも５つのピークであって、その振幅絶対値が、
その半コードに沿って、０．０１ｍｍ当たり１Ｄのユニットの場合、０．０２５より大き
い、少なくとも５つのピークを有するように特徴付けられる。
【０２００】
　第１９節：非周期的関数を使用する度数プロファイルの記述子
　本開示の特定の実施形態は、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的関数によって特徴付けられることができる１つ以上の度数プロファイルを有する。
特定の実施形態は、少なくとも１つの度数プロファイルがレンズの半コード光学ゾーンの
かなりの部分にわたって非周期的であるように構成されるレンズを対象とする。一般論と
して、非周期的関数は周期的でない関数として定義される。周期関数は、周期として示さ
れることが多い一定間隔でその値を繰返すか又は複製する関数である。例えば、三角関数
（すなわち、サイン、コサイン、セカント、コセカント、タンジェント、及びコタンジェ
ント関数）は、それらの値が２πラジアンの間隔にわたって繰返されるため周期的である
。周期関数はまた、そのグラフィカル表現が併進対称性（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ　
ｓｙｍｍｅｔｒｙ）を示す関数として定義され得る。関数Ｆ（ｘ）は、条件Ｆ（ｘ＋Ｐ）
＝Ｆ（ｘ）を満たす場合、周期Ｐ（ここで、Ｐは非ゼロ定数である）によって周期的であ
ると言われる。
【０２０１】
第２０節：非単調的関数を使用する度数プロファイルの記述子
　本開示の特定の実施形態は、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
単調的関数によって特徴付けられることができる１つ以上の度数プロファイルを有する。
特定の実施形態は、少なくとも１つの度数プロファイルがレンズの半コード光学ゾーンの
かなりの部分にわたって非単調的であるように構成されるレンズを対象とする。一般論と
して、「単調的（ｍｏｎｏｔｏｎｉｃ）」又は「単調（ｍｏｎｏｔｏｎｅ）」関数は、実
質的に非増加的又は実質的に非減少的である関数である。関数Ｆ（ｘ）は、全てのｂ＞ａ
についてＦ（ｂ）≦Ｆ（ａ）である場合、実数の間隔Ｉに関して非増加的であると言われ
る。上記式において、ａ、ｂは、実数であり、Ｉのサブセットである。関数Ｆ（ｘ）は、
全てのｂ＞ａについてＦ（ｂ）≧Ｆ（ａ）である場合、実数の間隔Ｉに関して非減少的で
あると言われる。上記式において、ａ、ｂは、実数であり、Ｉのサブセットである。
【０２０２】
　第２１節：非単調的関数及び非周期的関数を使用する度数プロファイルの記述子
　本開示の特定の実施形態は、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
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単調的関数及び非周期的関数によって特徴付けられることができる１つ以上の度数プロフ
ァイルを有する。特定の実施形態は、少なくとも１つの度数プロファイルがレンズの半コ
ード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非単調的でかつ非周期的であるように構成され
るレンズを対象とする。一般論として、幾つかの関数は非単調的であると共に非周期的で
あるとすることができる。こうした関数は、本明細書に記載するように、単調的関数と非
周期的関数の両方の特性を有する。
【０２０３】
　レンズ、２焦点レンズ、及び／又は多焦点レンズ等の特定の実施形態は、非周期的関数
、非単調的関数、又はその組合せを使用して特徴付けられることができる。例えば、特定
の実施形態は、光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズを対象とし、レンズは少なく
とも１つの度数プロファイルを有し、度数プロファイルは、レンズの半コード光学ゾーン
のかなりの部分にわたって非単調的、非周期的、又はその組合せである関数によって特徴
付けられる。特定の用途では、レンズは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分に
わたって非単調的、非周期的、又はその組合せである度数プロファイルを有するよう構成
される。
【０２０４】
　第２２節：度数プロファイル
　少なくとも図１９、図２０、図２２～２５、図２９、図３１、図３４、図３５、図３９
、図４０、図４１、図５６～６０、及び図６８の目視調査から明らかであるように、特定
の実施形態は、半コード直径にわたって以下の特徴の組合せを有する度数プロファイルを
有する。
　（ｉ）直径と共に増加し、その後減少する、又は、直径と共に減少し、その後増加する
移動平均を有する度数プロファイル。特定のコンタクトレンズの実施形態の場合、移動平
均は、軸上から約４ｍｍまで１ｍｍの窓にわたって計算されることができる。したがって
、例として、平均値は、軸上から１ｍｍの範囲にわたって計算され、０．２ｍｍ、０．４
ｍｍ、又は０．６ｍｍの群から選択される間隔で再計算されることができる。
　（ｉｉ）半コードの４ｍｍにわたって少なくとも４回、半径の１ｍｍの変化内で局所的
最小値と局所的最大値との間で遷移する度数プロファイル。例えば、図２２を参照すると
、度数プロファイルは、軸上の局所的最大値で始まり、約１ｍｍ半径で局所的最小値に遷
移し、その後、局所的最大値と局所的最小値との間の遷移は、約１．６ｍｍと約２．３ｍ
ｍで起こる。その後、度数プロファイルは、約２．９ｍｍにおける次の局所的最小値、約
３．１ｍｍにおける局所的最小値、及び約４ｍｍにおける局所的最大値を有する、又は、
約４ｍｍで次の局所的最大値を有することができる。幾つかの例では、度数プロファイル
は、半コードの４ｍｍにわたって少なくとも６回遷移する。例えば、図２４に戻ると、最
初の１ｍｍ半径内で２つの遷移、第２の１ｍｍ半径内で２つの遷移、そして、２ｍｍ～４
ｍｍの領域内で２つの遷移が存在する。幾つかの例では、度数プロファイルは、４ｍｍ半
径範囲にわたって少なくとも８回（例えば図２９）又は４ｍｍ半径範囲にわたって少なく
とも１２回（例えば図３５）又は少なくとも１４５回（例えば図４０）遷移する。
　（ｉｉｉ）度数プロファイルは、少なくとも３ｍｍ、少なくとも３．５ｍｍ、及び少な
くとも４ｍｍの群から選択される半径に対して円滑に遷移する。
【０２０５】
　したがって、特定の実施形態は、（ｉ）及び（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）内のオプションか
ら選択される組合せを有する度数プロファイルを有し、その度数プロファイルは、母集団
の少なくともサブセットについて許容可能な視力を提供する。これらの実施形態は、乱視
が有るか又は無い状態での、近視、遠視、及び／又は老視に対する適用を有することがで
きる。他の実施形態は、
　（ｉｖ）屈折力軸上度数は、少なくとも約０．７Ｄ（例えば、図２２参照）だけ、又は
、少なくとも約１．５Ｄ（例えば、図３８参照）だけ処方度数と異なる。
　（ｖ）大域的最大値度数と大域的最小値度数との差は、約２．５ｍｍの半径内の任意の
隣接する局所的最小値と局所的最大値との差の約１．５倍と２．５倍との間である。換言
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すれば、大域的最大値及び大域的最小値は、局所的最小値と局所的最大値との間でそれ自
身遷移する度数プロファイルの段階的変化を通して達せられる。
の一方又は両方と共に、本節２２で上述したオプションからの組合せを含む。
【０２０６】
　アパーチャサイズ、材料の屈折率、及び環境の屈折率のせいで、特定のパラメータが、
異なるレンズ、デバイス、及び方法にわたる実装について変化する場合があることが理解
される。例えば、パラメータは、コンタクトレンズの形態の実施形態と眼内レンズの形態
の同等の実施形態との間で変化する場合がある。
【０２０７】
　第２３節：市販の単焦点、２焦点、及び多焦点ソフトコンタクトレンズと比較した幾つ
かの例示的な実施形態の臨床的性能
　以下の実験的臨床的試験では、本明細書に記載の（ソフトコンタクトレンズの形態にな
るよう製造された）４つの例示的な実施形態の性能が、その詳細が本明細書の表、表１９
に記載される１つの単焦点製品、１つの２焦点製品、及び５つの多焦点製品を含む市販の
７つのレンズと比較された。その試験は、南オーストラリア州、ベルベリー（Ｂｅｌｌｂ
ｅｒｒｙ，　Ｓｏｕｔｈ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ）の倫理委員会（ｅｔｈｉｃｓ　ｃｏｍｍ
ｉｔｔｅｅ）によって承認された。
【０２０８】
実験目的：
　本試験の目的は、特定の実施形態による４つの多焦点ソフトコンタクトレンズ及び６つ
の市販の２焦点及び多焦点レンズ設計を評価することであった。
【０２０９】
試験設計：
　試験設計は、レンズの評価と評価との間に一晩のウォッシュアウト期間（ｏｖｅｒｎｉ
ｇｈｔ　ｗａｓｈｏｕｔ　ｐｅｒｉｏｄ）を設けた、前向きな（ｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ
）、参加者マスキング式の（ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔ－ｍａｓｋｅｄ）、両眼装着の（ｂ
ｉｌａｔｅｒａｌ　ｗｅａｒ）、交差臨床試験（ｃｒｏｓｓ－ｏｖｅｒ　ｃｌｉｎｉｃａ
ｌ　ｔｒｉａｌ）であった。レンズ装着継続時間は最大２時間であった。
【０２１０】
参加者選択：
　以下の基準を満たす場合、参加者を試験に参加させた。
　ａ）英語を読み理解し、インフォームドコンセントの記録に署名することによって示さ
れるインフォームドコンセントを与えることができる。
　ｂ）少なくとも１８歳の男性又は女性である（本明細書で報告される結果は４５歳を超
える参加者についてのものである）。
　ｃ）研究者によって指示される装着及び臨床試験来院スケジュールを喜んで承諾する。
　ｄ）参加者がコンタクトレンズを安全に装着することを妨げないと思われる、正常範囲
内の眼の健康所見を有する。
　ｅ）単焦点コンタクトレンズによってそれぞれの眼において少なくとも６／６（２０／
２０）以上まで矯正可能である。
　ｆ）－１．５Ｄ以下の乱視矯正を有する。
　ｇ）コンタクトレンズの装着を経験済みか又は未経験である。
【０２１１】
　以下の条件の１つ以上に該当する参加者は、試験から除外した。
　ａ）コンタクトレンズのフィッティング及びコンタクトレンズの安全装着を不可能にす
ると思われる角膜、結膜、又は眼蓋についての既存の視覚刺激、損傷、又は状態（感染又
は疾病を含む）。
　ｂ）眼の健康に悪い影響を及ぼした全身性疾患、例えば、糖尿病、グレーブス病（ｇｒ
ａｖｅｓ　ｄｉｓｅａｓｅ）、及び、強直性脊椎炎、多発性硬化症、シェーグレン症候群
、及び全身性エリテマトーデス等の自己免疫疾患。注記：全身性高血圧及び関節炎などの
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　ｃ）登録時の及び／又は臨床試験中の、併用カテゴリ（ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　ｃａｔ
ｅｇｏｒｙ）Ｓ３及び上記眼の投薬の使用又はそれについての必要性。
　ｄ）正常眼の所見を変更する場合がある、かつ／又は、登録時に及び／又は臨床試験中
に悪い方法か又は有利な方法で参加者の眼の健康及び／又は生理状態或いはコンタクトレ
ンズ性能に影響を及ぼすことがわかっている全身性投薬及び／又は局所的投薬の使用又は
それについての必要性。
　ｅ）ＮＢ：全身性抗ヒスタミン剤は、試験中にまた臨床試験製品が使用される少なくと
も２４時間前に、予防的に使用される場合、「必要に応じて（ａｓ　ｎｅｅｄｅｄ　ｂａ
ｓｉｓ）」許容される。
　ｆ）本試験用の登録の直前の１２週以内の眼の手術。
　ｇ）直前の角膜屈折手術。
　ｈ）コンタクトレンズ装着に対する禁忌（ｃｏｎｔｒａｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）。
　ｉ）臨床試験製品の成分に対する知られているアレルギー又は不耐性。
　ｊ）研究者は、臨床試験要件を達成できないと研究者が思う人を除外した。
【０２１２】
方法：
　フィッティングのための来院のごとに、レンズが両眼にフィッティングされた。レンズ
をなじませた後に、レンズ性能が評価された。レンズ性能は、
　１．視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）
　　ａ．ｌｏｇＭＡＲチャートが、高照明条件下で所定の距離における視力についての測
定値を得るために使用された
　　ｂ．６メートルにおける高コントラスト視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）
　　ｃ．６メートルにおける低コントラスト視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）
　　ｄ．６メートルにおいて同等のペリ・ロブソン等価チャート（トムソンソフトウェア
を使用する）を使用するコントラスト感度、テキストは、コントラストが対数関数として
減少する間、６／１２レターサイズで一定に維持された。
　　ｅ．ハンクス近方点チャートが、高照明条件下で、７０ｃｍ（中間視力）、５０ｃｍ
、及び４０ｃｍ（近方視力）における視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）を測定するた
めに使用された。ハンクス近方点チャートが４０ｃｍの近方で使用されるように設計され
たため、５０ｃｍ及び７０ｃｍについての視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）等価物が
計算された。中間視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の結果及び近方視力（ｖｉｓｕａ
ｌ　ａｃｕｉｔｙ）の結果は共に、等価ｌｏｇＭＡＲに変換された。
を含む。
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【０２１３】
主観的反応質問票：
１．１～１０の視覚アナログスケール上での遠方、中間、及び近方視力の品質。
２．１～１０のゴースト発生アナログスケール上での遠方及び近方ゴースト発生の評価。
３．１～１０の視覚アナログスケール上での視力性能の総合評価。
【０２１４】
　図８２～図１０８は、臨床試験から得られる主観的及び客観的結果を示す。遠方、中間
、近方、及び総合視力評価は、１のステップで１～１０の範囲の視覚アナログスケール上
で測定された。上記式において、１はぼやけた及び／又は霞んだ視力を表し、１０は明瞭
な及び／又は鮮鋭な視力を表した。遠距離及び近距離におけるゴースト発生視力評価は、
１のステップで１～１０の範囲のゴースト発生視覚アナログスケール上で測定された。上
記式において、１はゴースト発生無し及び／又は２重像発生無しを表し、１０は極端なゴ
ースト発生及び／又は２重増発生を表す。ゴースト発生無し（ｌａｃｋ）は、１１ポイン
トからゴースト発生スコアを引くことによって計算された。累積的視力結果は、遠方、中
間、及び近方視力結果を平均することによって得られた。累積的ゴースト発生結果は、遠
距離及び近距離におけるゴースト発生を平均することによって得られた。
【０２１５】
　他の例示的な実施形態を、以下のＡの例～Ｋの例の組に記載する。
【０２１６】
Ａの例の組：
（Ａ１）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ
（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか
又は実質的に無くかつ焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に
対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及
び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１
つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範
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囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において
実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、眼用レンズ。
【０２１７】
（Ａ２）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ
（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無くか
つ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフ
ォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、Ｒ
ＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サ
イクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５
９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚スト
レール比である、眼用レンズ。
【０２１８】
（Ａ３）
　眼用レンズであって、光軸、焦点距離を有し、レンズの光軸を中心とする収差プロファ
イルを特徴とし、収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差
成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が
無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデ
ル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩ
Ｑ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なく
とも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周
波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長に
おいて実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、眼用レンズ。
【０２１９】
（Ａ４）
　眼用レンズであって、少なくとも１つの光軸及び実質的に少なくとも１つの光軸の周り
の少なくとも１つの光学プロファイルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦
点距離を有し、１つ以上の高次収差を含み、プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所
望の焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の
方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．
３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径につ
いて、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端
点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿
って測定される、眼用レンズ。
【０２２０】
（Ａ５）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ
（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか
又は実質的に無くかつ焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に
対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及
び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１
つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範
囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において
実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、眼用レンズ。
【０２２１】
（Ａ６）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ
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（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無くか
つ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフ
ォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、Ｒ
ＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サ
イクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５
９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚スト
レール比である、眼用レンズ。
【０２２２】
（Ａ７）
　眼用レンズであって、光軸、焦点距離を有し、レンズの光軸を中心とする収差プロファ
イルを特徴とし、収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差
成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が
無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデ
ル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩ
Ｑ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なく
とも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周
波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長に
おいて実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、眼用レンズ。
【０２２３】
（Ａ８）
　眼用レンズであって、少なくとも１つの光軸及び実質的に少なくとも１つの光軸の周り
の少なくとも１つの光学プロファイルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦
点距離を有し、１つ以上の高次収差を含み、プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所
望の焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の
方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．
３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径につ
いて、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端
点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿
って測定される、眼用レンズ。
【０２２４】
（Ａ９）
　焦点距離は近視眼用の処方焦点距離であり、その焦点距離は収差プロファイルのＣ（２
，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２２５】
（Ａ１０）
　焦点距離は遠視眼用の処方焦点距離であり、その焦点距離は収差プロファイルのＣ（２
，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２２６】
（Ａ１１）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２２７】
（Ａ１２）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２２８】
（Ａ１３）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも４つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２２９】
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（Ａ１４）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３０】
（Ａ１５）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも６つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３１】
（Ａ１６）
　高次収差は群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも７つの球面収差
項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３２】
（Ａ１７）
　含まれる高次収差の大きさが、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍ瞳孔直径にわたって少なく
とも０．０１μｍである、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３３】
（Ａ１８）
　含まれる高次収差の大きさが、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍ瞳孔直径にわたって少なく
とも０．０２μｍである、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３４】
（Ａ１９）
　含まれる高次収差の大きさが、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍ瞳孔直径にわたって少なく
とも０．０３μｍである、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３５】
（Ａ２０）
　含まれる高次収差の大きさが、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍ瞳孔直径にわたって少なく
とも０．０４μｍである、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３６】
（Ａ２１）
　含まれる高次収差の大きさが、４ｍｍ、５ｍｍ、又は６ｍｍ瞳孔直径にわたって少なく
とも０．０５μｍである、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３７】
（Ａ２２）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は眼の成長の方向に劣化す
る、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３８】
（Ａ２３）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は眼の成長の方向に劣化す
る、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２３９】
（Ａ２４）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２４０】
（Ａ２５）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２４１】
（Ａ２６）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦点
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【０２４２】
（Ａ２７）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍ範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦点
長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２４３】
（Ａ２８）
　収差プロファイルは、１次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ａの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０２４４】
（Ａ２９）
　収差プロファイルは、１次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ａの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０２４５】
（Ａ３０）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ａの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０２４６】
（Ａ３１）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ａの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０２４７】
（Ａ３２）
　ＲＩＱは、

であるか又はそれを特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、
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であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、λは波長を示す、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２４８】
（Ａ３３）
　光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを含むレンズであって、収差プロファ
イルは、Ｃ（２，０）ツェルニケ係数項用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピー
ク視覚ストレール比（「第１のピーク視覚ストレール比」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超たままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比は
、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少な
くとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間
周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長
において光軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、
第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少なくとも
１．８ディオプトリである、レンズ。
【０２４９】
（Ａ３４）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．４である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５０】
（Ａ３５）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．５である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５１】
（Ａ３６）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．６である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５２】
（Ａ３７）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．７である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５３】
（Ａ３８）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．８である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５４】
（Ａ３９）
　第２の視覚ストレール比は、少なくとも０．１、０．１２、０．１４、０．１６、０．
１８、及び０．２である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２５５】
（Ａ４０）
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　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディオプトリである、Ａの例の１以上に記載
のレンズ。
【０２５６】
（Ａ４１）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．９ディオプトリである、Ａの例の１以上に記載
のレンズ。
【０２５７】
（Ａ４２）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも２ディオプトリである、Ａの例の１以上に記載のレ
ンズ。
【０２５８】
（Ａ４３）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも２．１ディオプトリである、Ａの例の１以上に記載
のレンズ。
【０２５９】
（Ａ４４）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも２．２５ディオプトリである、Ａの例の１以上に記
載のレンズ。
【０２６０】
（Ａ４５）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも２．５ディオプトリである、Ａの例の１以上に記載
のレンズ。
【０２６１】
（Ａ４６）
　スルーフォーカス範囲の端の０．７５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有す
る、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６２】
（Ａ４７）
　スルーフォーカス範囲の端の０．５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する
、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６３】
（Ａ４８）
　スルーフォーカス範囲の端の０．３ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する
、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６４】
（Ａ４９）
　スルーフォーカス範囲の端の０．２５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有す
る、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６５】
（Ａ５０）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６６】
（Ａ５１）
　スルーフォーカス範囲の端は正の度数である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６７】
（Ａ５２）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍの瞳孔直
径の範囲にわたって第２の視覚ストレール比のままであるか又はそれを超えたままである
、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６８】
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（Ａ５３）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１．５ｍｍの瞳
孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレール比のままであるか又はそれを超えたままで
ある、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２６９】
（Ａ５４）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも２ｍｍの瞳孔直
径の範囲にわたって第２の視覚ストレール比のままであるか又はそれを超えたままである
、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７０】
（Ａ５５）
　高次収差の組合せは、一次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ａの例
の１以上に記載のレンズ。
【０２７１】
（Ａ５６）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７２】
（Ａ５７）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７３】
（Ａ５８）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
差項を含む、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７４】
（Ａ５９）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）のみを使
用して実質的に記述される、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７５】
（Ａ６０）
　少なくとも－１０度～＋１０度の水平視野にわたる全ての視野角度に対するＲＩＱは、
少なくとも０．３、０．３５．又は０．４である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７６】
（Ａ６１）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる全ての視野角度に対するＲＩＱは、
少なくとも０．３、０．３５．又は０．４である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７７】
（Ａ６２）
　少なくとも－３０度～＋３０度の水平視野にわたる全ての視野角度に対するＲＩＱは、
少なくとも０．３、０．３５．又は０．４である、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７８】
（Ａ６３）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ａの例の１以上に記載のレンズ。
【０２７９】
（Ａ６４）
　近視眼用の方法であって、眼用の少なくとも１つの波面収差プロファイルを識別するこ
とを含み、少なくとも１つの波面収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項を含
み、レンズの処方焦点距離は、前記少なくとも１つの球面収差を考慮して決定され、レン
ズの処方焦点距離は、少なくとも１つの波面収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ
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係数項用の焦点距離に対して少なくとも＋０．２５Ｄであり、前記少なくとも１つの波面
収差プロファイルに影響を及ぼす眼用のデバイス、レンズ、及び角膜プロファイルの１つ
以上を作製することを含む、方法。
【０２８０】
（Ａ６５）
　近視眼又は正視眼用の方法であって、眼用の収差を形成すること及び収差プロファイル
を適用すること又は処方することを含み、収差プロファイルは、焦点距離を有し、１次球
面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含み、収
差プロファイルは、眼について、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有す
る網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、前記ＲＩＱは、３ｍｍ
～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３
０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲
内から選択される波長において光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、方法。
【０２８１】
（Ａ６６）
　遠視眼用の方法であって、眼用の収差を形成すること及び収差プロファイルを適用する
こと又は処方することを含み、収差プロファイルは、焦点距離を有し、１次球面収差成分
Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含み、収差プロファ
イルは、眼について、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品
質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、前記ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範
囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル
／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択
される波長において光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、方法。
【０２８２】
（Ａ６７）
　収差プロファイルを適用すること又は処方することは、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０
）から選択される少なくとも２つの球面収差項を含む収差プロファイルを有するレンズを
設けることを含む、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８３】
（Ａ６８）
　収差プロファイルを適用すること又は処方することは、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０
）から選択される少なくとも３つの球面収差項を含む収差プロファイルを有するレンズを
設けることを含む、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８４】
（Ａ６９）
　収差プロファイルを適用すること又は処方することは、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０
）から選択される少なくとも５つの球面収差項を含む収差プロファイルを有するレンズを
設けることを含む、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８５】
（Ａ７０）
　近視眼用の方法であって、眼用の波面収差プロファイルを識別すること及び収差プロフ
ァイルを適用すること又は処方することを含み、波面収差プロファイルは、少なくとも２
つの球面収差項を含み、レンズの処方焦点距離は、前記球面収差を考慮して決定され、処
方焦点距離は、波面収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数項用の焦点距離に対
して少なくとも＋０．１Ｄであり、波面収差プロファイルは、網膜の後側方向に、劣化す
る網膜像品質を提供する、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８６】
（Ａ７１）
　遠視眼用の方法であって、眼用の波面収差プロファイルを識別すること及び収差プロフ
ァイルを適用すること又は処方することを含み、波面収差プロファイルは、少なくとも２
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つの球面収差項を含み、レンズの処方焦点距離は、前記球面収差を考慮して決定され、処
方焦点距離は、波面収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数項用の焦点距離に対
して少なくとも＋０．１Ｄであり、波面収差プロファイルは、網膜の後側方向に、改善す
る網膜像品質を提供する、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８７】
（Ａ７２）
　処方焦点距離は、波面収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数項用の焦点距離
に対して少なくとも＋０．１Ｄである、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８８】
（Ａ７３）
　遠視眼用の方法であって、眼用の波面収差プロファイルを識別すること及び収差プロフ
ァイルを適用すること又は処方することを含み、波面収差プロファイルは、少なくとも２
つの球面収差項を含み、レンズの処方焦点距離は、前記球面収差を考慮して決定され、処
方焦点距離において、波面収差プロファイルは、網膜の後側方向に、改善する網膜像品質
を提供する、Ａの例の１以上に記載の方法。
【０２８９】
（Ａ７４）
　レンズは、レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ａの例の１以上に記載の
方法。
【０２９０】
Ｂの例の組：
（Ｂ１）
　光軸、少なくとも１Ｄの有効近方加入度数を備える多焦点レンズにおいて、多焦点レン
ズの光学特性は光軸に関連する収差プロファイルを有するように構成され、収差プロファ
イルはデフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズで
あって、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質
的に同等である、中距離及び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、
遠距離、中距離、及び近距離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にする
ように構成される、多焦点レンズ。
【０２９１】
（Ｂ２）
　６／６視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）を達成できる個人において少なくとも６／
６の近方視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）を提供するように構成される、多焦点レン
ズ。
【０２９２】
（Ｂ３）
　近距離において少なくとも許容可能な視覚性能を提供するように構成される、多焦点レ
ンズ。
【０２９３】
（Ｂ４）
　光軸、少なくとも０．７５Ｄの有効近方加入度数を備える多焦点レンズにおいて、多焦
点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プロファイルに少なくとも部分的に基づいて構
成又は記述され、収差プロファイルはデフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差項か
ら構成される、多焦点レンズであって、実質的に連続の近方視距離の範囲に沿って視覚性
能を提供するように構成され、多焦点レンズの視覚性能は、遠方視距離における正しく処
方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等であり、多焦点レンズは、実
質的に連続の中間及び遠方視距離の範囲に沿って視覚性能を影響するように構成され、多
焦点レンズの視覚性能は、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能
と少なくとも実質的に同等である、多焦点レンズ。
【０２９４】
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（Ｂ５）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、近距
離、中距離、及び遠距離を含む実質的に連続の視距離の範囲に沿って視覚性能を提供する
ように構成され、多焦点レンズの視覚性能は、遠方視距離における正しく処方された単焦
点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、多焦点レンズ。
【０２９５】
（Ｂ６）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、実質
的に近方の距離、実質的に中間の距離、及び実質的に遠方の距離を含む実質的に連続の視
距離に沿って視覚性能を提供するように構成され、多焦点レンズの視覚性能は、遠方視距
離における適切に処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、
多焦点レンズ。
【０２９６】
（Ｂ７）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、近距
離、中距離、及び遠距離を含む視距離の範囲に沿って視覚性能を提供するように構成され
、多焦点レンズの視覚性能は、遠方視距離における単焦点レンズの視覚性能と少なくとも
実質的に同等である、多焦点レンズ。
【０２９７】
（Ｂ８）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、近距
離、中距離、及び遠距離を含む視距離の範囲に沿って視覚性能を提供するように構成され
、多焦点レンズの視覚性能は、遠方視距離における単焦点レンズの視覚性能と少なくとも
実質的に同等である、多焦点レンズ。
【０２９８】
（Ｂ９）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルは、デフ
ォーカス項と、少なくとも２つの球面収差項と、及び少なくとも１つの非対称収差項とか
ら構成される、多焦点レンズであって、近距離、中距離、及び遠距離を含む実質的に連続
の視距離の範囲に沿って視覚性能を提供するように構成され、多焦点レンズの視覚性能は
、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同
等である、多焦点レンズ。
【０２９９】
（Ｂ１０）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、遠方
視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等であ
る、中距離及び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、近距離、中距
離、及び遠距離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成さ
れる、多焦点レンズ。
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【０３００】
（Ｂ１１）
　老視の矯正のための多焦点レンズにおいて、光軸を有し、多焦点レンズの光学特性は光
軸に関連する収差プロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プ
ロファイルは、デフォーカス項と、少なくとも２つの球面収差項と、少なくとも１つの非
対称収差項とから構成される、多焦点レンズであって、遠方視距離における正しく処方さ
れた単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、中距離及び遠距離にわた
る視覚性能を提供するように構成され、かつ、近距離、中距離、及び遠距離におけるゴー
スト発生が最小化されていることを可能にするように構成される、多焦点レンズ。
【０３０１】
（Ｂ１２）
　光軸、異なる焦点屈折力（ｆｏｃａｌ　ｐｏｗｅｒ）を備える、老視の矯正のための多
焦点レンズであって、遠方視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少
なくとも実質的に同等である、中距離及び遠距離にわたる老視用の視覚性能を提供するよ
うに構成され、かつ、遠距離、中距離、及び近距離におけるゴースト発生が最小化されて
いることを可能にするように構成される、多焦点レンズ。
【０３０２】
（Ｂ１３）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて特徴付けられ、収差プロファイルはデフォーカ
ス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、遠方視距
離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、
中距離及び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、遠距離、中距離、
及び近距離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成される
、多焦点レンズ。
【０３０３】
（Ｂ１４）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成又は記述され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、遠方
視距離における処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、中
距離及び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、遠距離、中距離、及
び近距離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成される、
多焦点レンズ。
【０３０４】
（Ｂ１５）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性はレンズの光軸に関連す
る収差プロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成され、収差プロファイルはデフォ
ーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、遠方
視距離における正しく処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等であ
る、中距離及び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、遠距離、中距
離、及び近距離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成さ
れる、多焦点レンズ。
【０３０５】
（Ｂ１６）
　光軸を有する多焦点レンズにおいて、多焦点レンズの光学特性はレンズの光軸に関連す
る収差プロファイルに基づいて特徴付けられ、収差プロファイルはデフォーカス項及び少
なくとも２つの球面収差項から構成される、多焦点レンズであって、遠方視距離における
効果的に処方された単焦点レンズの視覚性能と少なくとも実質的に同等である、中距離及
び遠距離にわたる視覚性能を提供するように構成され、かつ、遠距離、中距離、及び近距



(75) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

離におけるゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成される、Ｂの例
の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３０６】
（Ｂ１７）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０３０７】
（Ｂ１８）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３０８】
（Ｂ１９）
　単焦点レンズは、処方されている、適切に処方されている、正しく処方されている、及
び効果的に処方されている、の１つ以上である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３０９】
（Ｂ２０）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１０】
（Ｂ２１）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの一部分にわたって一定の度数を有するレ
ンズである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１１】
（Ｂ２２）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの１つ以上の光学ゾーンの部分にわたって実質的に一定
の度数を有するレンズである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１２】
（Ｂ２３）
　老視眼用に使用される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１３】
（Ｂ２４）
　老視眼用に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１４】
（Ｂ２５）
　老視を光学的に矯正するか又は実質的に矯正するように構成される、Ｂの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０３１５】
（Ｂ２６）
　老視の光学的結果を軽減するか又は実質的に軽減するように構成される、Ｂの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０３１６】
（Ｂ２７）
　老視状態を非老視状態に変更するか又は実質的に変更するように構成される、Ｂの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３１７】
（Ｂ２８）
　老視眼状態を少なくとも矯正するために使用され、使用されると、適切な矯正を提供し
て、ユーザの視力を、実質的に正常な非老視視力に向かうように調整する、Ｂの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０３１８】
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（Ｂ２９）
　正常視力は６／６であるかそれより良好である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０３１９】
（Ｂ３０）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２０】
（Ｂ３１）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２１】
（Ｂ３２）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを可能にするように更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０３２２】
（Ｂ３３）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が
無いことである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２３】
（Ｂ３４）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像が無
いことである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２４】
（Ｂ３５）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２重像が無
いことである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２５】
（Ｂ３６）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦
点外像が無いことである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２６】
（Ｂ３７）
　近距離、中距離、及び遠距離の一部分においてゴースト発生が十分に無いことを可能に
するように更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２７】
（Ｂ３８）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が十分に無いことを可能にするよう
に更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２８】
（Ｂ３９）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３２９】
（Ｂ４０）
　ゴースト発生が無いことは，　光学系の像面に現れる望ましくない像が無いことである
、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３０】
（Ｂ４１）
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　ゴースト発生が無いことは，　光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦点外像が無
いことである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３１】
（Ｂ４２）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３２】
（Ｂ４３）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱを提供するように
更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３３】
（Ｂ４４）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱの２つ以上を提供
するように更に構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３４】
（Ｂ４５）
　ＲＩＱは、多焦点レンズが、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小
化されていること又は無いことを可能にするよう構成されるように近距離、中距離、及び
遠距離範囲において選択される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３５】
（Ｂ４６）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３６】
（Ｂ４７）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３３７】
（Ｂ４８）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である、Ｂの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０３３８】
（Ｂ４９）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠
距離は、合焦される物体からの距離によって決定される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０３３９】
（Ｂ５０）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
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【０３４０】
（Ｂ５１）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、合焦される
物体からの距離によって決定される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４１】
（Ｂ５２）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０３４２】
（Ｂ５３）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、
合焦される物体からの距離によって決定される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４３】
（Ｂ５４）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４４】
（Ｂ５５）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４５】
（Ｂ５６）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４６】
（Ｂ５７）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、４０ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｂの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４７】
（Ｂ５８）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、３３ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｂの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４８】
（Ｂ５９）
　近距離、中距離、及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受け
る個人の少なくとも４０％、５０％、６０％、又は７０％が、近距離、中距離、及び遠距
離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成され
る、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３４９】
（Ｂ６０）
　中距離及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受ける個人の少
なくとも６０％、７０％、８０％、又は９０％が、中距離及び遠距離においてゴースト発
生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成される、Ｂの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０３５０】
（Ｂ６１）
　単焦点レンズは、遠方視距離において少なくとも２０／２０、少なくとも２０／３０、
少なくとも２０／４０、少なくとも約２０／２０、少なくとも約２０／３０、少なくとも
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約２０／４０の１つ以上のユーザ用の視力を提供する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０３５１】
（Ｂ６２）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、２つ以上、３つ、３つ
以上、４つ、４つ以上、５つ、５つ以上、６つ、６つ以上、７つ、７つ以上、８つ、８つ
以上、９つ、９つ以上、１０、１０以上の球面収差項から構成される、Ｂの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０３５２】
（Ｂ６３）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、３つ、４つ、５つ、６
つ、７つ、８つ、９つ、又は１０の球面収差項から構成される、Ｂの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０３５３】
（Ｂ６４）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、Ｃ（４，０）とＣ（６，０）との間、Ｃ
（４，０）とＣ（８，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１０，０）との間、Ｃ（４，０）
とＣ（１２，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１４，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１
６，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１８，０）との間、又はＣ（４，０）とＣ（２０，
０）との間の球面収差項から構成される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３５４】
（Ｂ６５）
　単焦点レンズは最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である視力
を提供する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３５５】
（Ｂ６６）
　最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、単焦点レンズの度数を
更に操作することによって実質的に改善されることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃ
ｕｉｔｙ）である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３５６】
（Ｂ６７）
　２つの光学表面を有する、
多焦点レンズ。
【０３５７】
（Ｂ６８）
　少なくとも１つの収差プロファイルはレンズの光軸に沿う、Ｂの例の１以上に記載の多
焦点レンズ。
【０３５８】
（Ｂ６９）
　焦点距離を有する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３５９】
（Ｂ７０）
　収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０
）の少なくとも一方を含む高次収差を含む、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６０】
（Ｂ７１）
　収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品
質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内
の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度
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の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択され
る波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｂの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０３６１】
（Ｂ７２）
　収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品
質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内
の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度
の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択され
る波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｂの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０３６２】
（Ｂ７３）
　光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、焦点距
離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくと
も一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ
焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向
に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３の
ＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について
、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を
含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って
測定される視覚ストレール比である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６３】
（Ｂ７４）
　光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、焦点距
離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくと
も一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ
焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向
に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３の
ＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について
、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を
含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って
測定される視覚ストレール比である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６４】
（Ｂ７５）
　焦点距離は、近視、遠視、乱視、及び／又は老視眼用の処方焦点距離であり、焦点距離
は、収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ｂの例の１
以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６５】
（Ｂ７６）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６６】
（Ｂ７７）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６７】
（Ｂ７８）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
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差項を含む、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６８】
（Ｂ７９）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３６９】
（Ｂ８０）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７０】
（Ｂ８１）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７１】
（Ｂ８２）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７２】
（Ｂ８３）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７３】
（Ｂ８４）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７４】
（Ｂ８５）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｂの例の１以上
に記載の多焦点レンズ。
【０３７５】
（Ｂ８６）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７６】
（Ｂ８７）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｂの例の１以上
に記載の多焦点レンズ。
【０３７７】
（Ｂ８８）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３７８】
（Ｂ８９）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０３７９】
（Ｂ９０）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レン
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【０３８０】
（Ｂ９１）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｂの例の１以上に記
載の多焦点レンズ。
【０３８１】
（Ｂ９２）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｂの例の１以上に記
載の多焦点レンズ。
【０３８２】
（Ｂ９３）
　１次又は２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２
）、Ｃ（６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の
収差プロファイルに付加される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８３】
（Ｂ９４）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｂの例の１以上に記載の多焦
点レンズ。
【０３８４】
（Ｂ９５）
　２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２）、Ｃ（
６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の収差プロ
ファイルに付加される、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８５】
（Ｂ９６）
　ＲＩＱは、

を特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、
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であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、
λは波長を示す、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８６】
（Ｂ９７）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比（ｆｉｒｓｔ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｒｅｈｌ　Ｒａｔｉｏ）」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範
囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／
度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択さ
れる波長において光軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５
であり、第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少
なくとも１．８ディオプトリである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８７】
（Ｂ９８）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つ
の瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲
にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光
軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、第２の視覚
ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディ
オプトリである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８８】
（Ｂ９９）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３、０．３５、０．４、０．５、０．６、０
．７、又は０．８である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３８９】
（Ｂ１００）
　第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１、０．１２、０．１５、０．１８、又は０
．２である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
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【０３９０】
（Ｂ１０１）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．７、１．８、１．９、２、２．１、２．２５、
又は２．５ディオプトリである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３９１】
（Ｂ１０２）
　スルーフォーカス範囲の端の、両端点を含む、０．７５、０．５、０．３、又は０．２
５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０３９２】
（Ｂ１０３）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数端である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０３９３】
（Ｂ１０４）
　スルーフォーカス範囲の端は正の度数端である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０３９４】
（Ｂ１０５）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍ、１．５
ｍｍ、２ｍｍ、２．５ｍｍ、又は３ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレー
ル比のままであるか又はそれを超えたままである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０３９５】
（Ｂ１０６）
　高次収差の組合せは、１次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ｂの例
の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３９６】
（Ｂ１０７）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つ、３つ、
又は５つの球面収差項を含む、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３９７】
（Ｂ１０８）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）のみを使
用して実質的に特徴付けられる、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３９８】
（Ｂ１０９）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．４である、Ｂの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０３９９】
（Ｂ１１０）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３５である、Ｂの例
の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０４００】
（Ｂ１１１）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３である、Ｂの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
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【０４０１】
（Ｂ１１２）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つ以上である、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０４０２】
（Ｂ１１３）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つである、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０４０３】
（Ｂ１１４）
　第１の多焦点レンズがＢの例の１つ以上に基づいて提供され、第２の多焦点レンズがＢ
の例の１つ以上に基づいて提供されて、一対のレンズを形成する、Ｂの例の１以上に記載
の多焦点レンズ。
【０４０４】
（Ｂ１１５）
　第１の多焦点レンズがＢの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズが提供され
て、一対のレンズを形成する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０４０５】
（Ｂ１１６）
　一対の多焦点レンズは、個人による使用のために提供されて、その個人の視力を実質的
に矯正する、Ｂの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０４０６】
（Ｂ１１７）
　１つ以上のＢの例の多焦点レンズの１つ以上を作製又は使用するための方法。
【０４０７】
Ｃの例の組：
（Ｃ１）
　光軸、少なくとも２つの光学表面を備えるレンズであって、プレ老視眼に関する単焦点
レンズの視覚性能と実質的に同等のプレ老視眼に関する視覚性能を提供するように構成さ
れ、レンズは、１．５ｍｍより大きいアパーチャサイズを有する、レンズ。
【０４０８】
（Ｃ２）
　光軸、少なくとも２つの光学表面を備えるレンズであって、プレ老視眼に関する正しく
処方された単焦点レンズの視覚性能と実質的に同等のプレ老視眼に関する視覚性能を提供
するように構成され、レンズは、１．５ｍｍより大きいアパーチャサイズを有する、レン
ズ。
【０４０９】
（Ｃ３）
　光軸、少なくとも２つの光学表面を備えるレンズであって、プレ老視状態についての適
切に処方された単焦点レンズの視覚性能と実質的に同等のプレ老視状態についての視覚性
能を提供するように構成され、レンズは、１．５ｍｍより大きいアパーチャサイズを有す
る、レンズ。
【０４１０】
（Ｃ４）
　光軸、少なくとも２つの光学表面を備えるレンズであって、プレ老視眼に関する効果的
に処方された単焦点レンズの視覚性能と実質的に同等のプレ老視眼に関する視覚性能を提
供するように構成され、レンズは、１．５ｍｍより大きいアパーチャサイズを有する、レ
ンズ。
【０４１１】
（Ｃ５）
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　光軸に関連する収差プロファイルに基づいて構成され、収差プロファイルはデフォーカ
ス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成され、レンズは、近距離、中距離、及び遠
距離を含む実質的に連続の視距離の範囲に沿って視覚性能を提供する、Ｃの例の１以上に
記載のレンズ。
【０４１２】
（Ｃ６）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４１３】
（Ｃ７）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４１４】
（Ｃ８）
　複数の実質的に近方の距離、複数の実質的に中間の距離、及び複数の実質的に遠方の距
離を含む実質的に連続の視距離に沿って視覚性能を提供する、Ｃの例の１以上に記載のレ
ンズ。
【０４１５】
（Ｃ９）
　近距離、中距離、及び遠距離を含む連続の視距離に沿って視覚性能を提供する、Ｃの例
の１以上に記載のレンズ。
【０４１６】
（Ｃ１０）
　近距離、中距離、及び遠距離を含む視距離の範囲に沿って視覚性能を提供する、Ｃの例
の１以上に記載のレンズ。
【０４１７】
（Ｃ１１）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、少なくとも２つの球面収差項、及び少なくとも
１つの非対称収差項から構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４１８】
（Ｃ１２）
　レンズの光軸に関連する収差プロファイルによって部分的に特徴付けられる、Ｃの例の
１以上に記載のレンズ。
【０４１９】
（Ｃ１３）
　単焦点レンズは、処方されている、正しく処方されている、適切に処方されている、及
び効果的に処方されている、の１つである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２０】
（Ｃ１４）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、眼内コンタクトレンズ、眼内レンズ
、前眼房眼内レンズ、及び後眼房眼内レンズの１つ以上である、Ｃの例の１以上に記載の
レンズ。
【０４２１】
（Ｃ１５）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、眼内コンタクトレンズ、眼内レンズ
、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内レンズの１つである、Ｃの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０４２２】
（Ｃ１６）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
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【０４２３】
（Ｃ１７）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの一部分にわたって一定の度数を有するレ
ンズである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２４】
（Ｃ１８）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの１つ以上の部分にわたって実質的に一定
の度数を有するレンズである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２５】
（Ｃ１９）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの１つ以上の部分にわたって一定の度数を
有するレンズである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２６】
（Ｃ２０）
　老視を光学的に矯正又は軽減するように構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２７】
（Ｃ２１）
　老視状態を非老視状態に変更するか又は実質的に変更するように構成される、Ｃの例の
１以上に記載のレンズ。
【０４２８】
（Ｃ２２）
　老視眼状態を少なくとも矯正するために使用され、使用されると、利用可能な最良のフ
ィットを提供して、ユーザの視力を、実質的に正常な非老視視力に向かうように調整する
、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４２９】
（Ｃ２３）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いこ
とを更に特徴とする、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３０】
（Ｃ２４）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いこ
とを可能にするように構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３１】
（Ｃ２５）
　近距離、中距離、及び遠距離のかなりの部分においてゴースト発生が十分に無いことを
可能にするように更に構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３２】
（Ｃ２６）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上のかなりの部分においてゴースト発生が十分に
無いことを可能にするように更に構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３３】
（Ｃ２７）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上においてゴースト発生が十分に無いことを可能
にするように更に構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３４】
（Ｃ２８）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１２、０．１４、０．１６、０．１８、又
は０．２のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．３、０．３２、０．３４、０．３
６、０．３８、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．４、０．４
５、０．５、０．６、又は０．７のＲＩＱを提供するように更に構成される、Ｃの例の１
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以上に記載のレンズ。
【０４３５】
（Ｃ２９）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１２、０．１４、０．１６、０．１８、又
は０．２のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．３、０．３２、０．３４、０．３
６、０．３８、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．４、０．４
５、０．５、０．６、又は０．７のＲＩＱの２つ以上を提供するように更に構成される、
Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３６】
（Ｃ３０）
　ＲＩＱは、レンズが、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化され
ていること又は無いことを可能にするよう構成されるように近距離、中距離、及び遠距離
範囲において選択される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３７】
（Ｃ３１）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４３８】
（Ｃ３２）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である、Ｃの例の１以上に記載の
レンズ。
【０４３９】
（Ｃ３３）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠
距離は、合焦される物体からの距離によって決定される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ
。
【０４４０】
（Ｃ３４）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４１】
（Ｃ３５）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、合焦される
物体からの距離によって決定される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４２】
（Ｃ３６）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４３】
（Ｃ３７）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、
合焦される物体からの距離によって決定される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４４】
（Ｃ３８）
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　プレ老視眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を
最小化するか又は減少させるように構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４５】
（Ｃ３９）
　プレ老視眼の上で使用されると、ゴースト発生が測定される、Ｃの例の１以上に記載の
レンズ。
【０４４６】
（Ｃ４０）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４４７】
（Ｃ４１）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、４０ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｃの例の
１以上に記載のレンズ。
【０４４８】
（Ｃ４２）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、３３ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｃの例の
１以上に記載のレンズ。
【０４４９】
（Ｃ４３）
　近距離、中距離、及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受け
る個人の少なくとも４０％、５０％、６０％、又は７０％が、近距離、中距離、及び遠距
離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成され
る、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５０】
（Ｃ４４）
　中距離及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受ける個人の少
なくとも６０％、７０％、８０％、又は９０％が、近距離、中距離、及び遠距離において
ゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成される、Ｃの例
の１以上に記載のレンズ。
【０４５１】
（Ｃ４５）
　単焦点レンズは、遠方視距離において少なくとも２０／２０、少なくとも２０／３０、
少なくとも２０／４０、少なくとも約２０／２０、少なくとも約２０／３０、少なくとも
約２０／４０の１つ以上のユーザ用の視力を提供する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５２】
（Ｃ４６）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、２つ以上、３つ、３つ
以上、４つ、４つ以上、５つ、５つ以上、６つ、６つ以上、７つ、７つ以上、８つ、８つ
以上、１０、１０以上の球面収差項から構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５３】
（Ｃ４７）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、３つ、４つ、５つ、６
つ、７つ、８つ、又は１０の球面収差項から構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ
。
【０４５４】
（Ｃ４８）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、Ｃ（４，０）とＣ（６，０）との間、Ｃ
（４，０）とＣ（８，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１０，０）との間、Ｃ（４，０）
とＣ（１２，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１４，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１
６，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１８，０）との間、又はＣ（４，０）とＣ（２０，
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０）との間の球面収差項から構成される、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５５】
（Ｃ４９）
　最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、単焦点レンズの度数を
更に操作することによって実質的に改善されることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃ
ｕｉｔｙ）である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５６】
（Ｃ５０）
　少なくとも１つの収差プロファイルはレンズの光軸に沿う、Ｃの例の１以上に記載のレ
ンズ。
【０４５７】
（Ｃ５１）
　収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０
）の少なくとも一方を含む高次収差を含む、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５８】
（Ｃ５２）
　収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し
、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱ及び少なくとも０．３
のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径につい
て、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点
を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定さ
れる視覚ストレール比である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４５９】
（Ｃ５３）
　収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し
、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少
なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの
瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲に
わたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質
的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６０】
（Ｃ５４）
　光軸及びレンズの光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、焦
点距離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少な
くとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等し
い軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有
するＲＩＱ及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の
少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の
空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される
波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｃの例の１以上
に記載のレンズ。
【０４６１】
（Ｃ５５）
　焦点距離は、近視眼用の処方焦点距離であり、焦点距離は、収差プロファイルのＣ（２
，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６２】
（Ｃ５６）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６３】
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（Ｃ５７）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６４】
（Ｃ５８）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
差項を含む、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６５】
（Ｃ５９）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６６】
（Ｃ６０）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６７】
（Ｃ６１）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４６８】
（Ｃ６２）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｃの例の１以上
に記載のレンズ。
【０４６９】
（Ｃ６３）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７０】
（Ｃ６４）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｃの例の１以上
に記載のレンズ。
【０４７１】
（Ｃ６５）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７２】
（Ｃ６６）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７３】
（Ｃ６７）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｃの例の１以上に記
載のレンズ。
【０４７４】
（Ｃ６８）
　収差プロファイルは、１次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｃの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０４７５】
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Ｃ．４７．
　ＲＩＱは、

を特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、

であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、
λは波長を示す、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７６】
（Ｃ６９）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）
　と、焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のままで
あるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、、視覚ストレール比は
、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つの
瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲に
わたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光軸
に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、第２の視覚ス
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トレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディオ
プトリである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７７】
（Ｃ７０）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．４、０．５、０．６、０．７、又は０．８で
ある、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７８】
（Ｃ７１）
　第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１、０．１２、０．１４、０．１６、０．１
８、又は０．２である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４７９】
（Ｃ７２）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．７、１．８、１．９、２、２．１、２．２５、
又は２．５ディオプトリである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８０】
（Ｃ７３）
　スルーフォーカス範囲の端の、両端点を含む、０．７５、０．５、０．３、又は０．２
５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８１】
（Ｃ７４）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数端である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８２】
（Ｃ７５）
　スルーフォーカス範囲の端は正の度数端である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８３】
（Ｃ７６）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍ、１．５
ｍｍ、又は２ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレール比のままであるか又
はそれを超えたままである、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８４】
（Ｃ７７）
　高次収差の組合せは、１次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ｃの例
の１以上に記載のレンズ。
【０４８５】
（Ｃ７８）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つ、３つ、
又は５つの球面収差項を含む、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８６】
（Ｃ７９）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）のみを使
用して実質的に特徴付けられる、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８７】
（Ｃ８０）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３、０．３５、又は
０．４である、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８８】
（Ｃ８１）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる全ての角度についてのＲＩＱは少なくとも０．３、０．３５、又は０．４で
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ある、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４８９】
（Ｃ８２）
　第１のレンズがＣの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズがＣの例の１つ以
上に基づいて提供されて、一対のレンズを形成する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４９０】
（Ｃ８３）
　第１のレンズがＣの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズが提供されて、一
対のレンズを形成する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４９１】
（Ｃ８４）
　一対のレンズは、個人による使用のために提供されて、その個人の視力を実質的に矯正
する、Ｃの例の１以上に記載のレンズ。
【０４９２】
Ｄの例の組：
（Ｄ１）
　眼用レンズであって、少なくとも１つの光軸及び実質的に少なくとも１つの光軸の周り
の少なくとも１つの光学プロファイルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦
点距離及び１つ以上の高次収差を含み、光学プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所
望の焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の
方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．
３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径につ
いて、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端
点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定
される、レンズ。
【０４９３】
（Ｄ２）
　眼用レンズであって、少なくとも１つの光軸及び実質的に少なくとも１つの光軸の周り
の少なくとも１つの光学プロファイルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦
点距離及び１つ以上の高次収差を含み、光学プロファイルは、収差が無くかつ所望の焦点
距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカ
ス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは
、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル
／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎ
ｍの範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０４９４】
（Ｄ３）
　眼用レンズであって、光軸及び実質的に光軸の周りの少なくとも１つの光学プロファイ
ルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦点距離及び１つ以上の高次収差を含
み、光学プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所望の焦点距離に等しいか又は実質的
に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾
斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３
ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度
～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの
範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０４９５】
（Ｄ４）
　眼用レンズであって、光軸及び光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロフ
ァイルは、焦点距離並びに１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，
０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実
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質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化
するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱ
を提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端
点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５
４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測定さ
れる視覚ストレール比である視覚ストレール比である、レンズ。
【０４９６】
（Ｄ５）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離並びに１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（
６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無くかつ
焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォ
ーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩ
Ｑは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイ
クル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９
０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレ
ール比である視覚ストレール比である、レンズ。
【０４９７】
（Ｄ６）
　眼用レンズであって、光軸及び実質的に光軸の周りの少なくとも１つの光学プロファイ
ルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦点距離及び１つ以上の高次収差を含
み、光学プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所望の焦点距離に等しいか又は実質的
に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾
斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３
ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度
～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの
範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比で
ある、レンズ。
【０４９８】
（Ｄ７）
　眼用レンズであって、光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プ
ロファイルは、焦点距離並びに１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（
６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又
は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に
改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲ
ＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、
両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含
む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って測
定される視覚ストレール比である、レンズ。
【０４９９】
（Ｄ８）
　眼用レンズであって、光軸及び表面構造を有し、表面構造は、光軸の周りに収差プロフ
ァイルを生成するように構成され、収差プロファイルは、焦点距離並びに１次球面収差成
分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくとも一方を含む高次収差を含
み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を
有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像
品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲
内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／
度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択さ
れる波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、レンズ。
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【０５００】
（Ｄ９）
　眼用レンズであって、光軸及び実質的に光軸の周りの少なくとも１つの光学プロファイ
ルを有し、光学プロファイルは、少なくとも１つの焦点距離及び１つ以上の高次収差を含
み、光学プロファイルは、収差が実質的に無くかつ所望の焦点距離に等しいか又は実質的
に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾
斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、前記ＲＩＱは
、少なくとも１つの瞳孔について実質的に光軸に沿って測定される、レンズ。
【０５０１】
（Ｄ１０）
　単焦点レンズは、処方されている、適切に処方されている、正しく処方されている、及
び効果的に処方されている、の１つ以上である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０２】
（Ｄ１１）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０３】
（Ｄ１２）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの一部分にわたって一定の度数を有するレ
ンズである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０４】
（Ｄ１３）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの１つ以上の光学ゾーンの部分にわたって実質的に一定
の度数を有するレンズである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０５】
（Ｄ１４）
　老視眼用に使用される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０６】
（Ｄ１５）
　老視眼用に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５０７】
（Ｄ１６）
　老視を光学的に矯正するか又は実質的に矯正するように構成される、Ｄの例の１以上に
記載のレンズ。
【０５０８】
（Ｄ１７）
　老視の光学的結果を軽減するか又は実質的に軽減するように構成される、Ｄの例の１以
上に記載のレンズ。
【０５０９】
（Ｄ１８）
　老視状態を非老視状態に変更するか又は実質的に変更するように構成される、Ｄの例の
１以上に記載のレンズ。
【０５１０】
（Ｄ１９）
　老視眼状態を少なくとも矯正するために使用され、使用されると、適切な矯正を提供し
て、ユーザの視力を、実質的に正常な非老視視力に向かうように調整する、Ｄの例の１以
上に記載のレンズ。
【０５１１】
（Ｄ２０）
　正常視力は６／６であるかそれより良好である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
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【０５１２】
（Ｄ２１）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１３】
（Ｄ２２）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１４】
（Ｄ２３）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを可能にするように更に構成される、Ｄの例の１以上に記載の
レンズ。
【０５１５】
（Ｄ２４）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が
無いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１６】
（Ｄ２５）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像が無
いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１７】
（Ｄ２６）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２重像が無
いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１８】
（Ｄ２７）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦
点外像が無いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５１９】
（Ｄ２８）
　近距離、中距離、及び遠距離の一部分においてゴースト発生が十分に無いことを可能に
するように更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２０】
（Ｄ２９）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が十分に無いことを可能にするよう
に更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２１】
（Ｄ３０）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２２】
（Ｄ３１）
　ゴースト発生が無いことは，　光学系の像面に現れる望ましくない像が無いことである
、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２３】
（Ｄ３２）
　ゴースト発生が無いことは，　光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦点外像が無
いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２４】
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（Ｄ３３）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２５】
（Ｄ３４）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱを提供するように
更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２６】
（Ｄ３５）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱの２つ以上を提供
するように更に構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２７】
（Ｄ３６）
　ＲＩＱは、レンズが、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化され
ていること又は無いことを可能にするよう構成されるように近距離、中距離、及び遠距離
範囲において選択される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２８】
（Ｄ３７）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５２９】
（Ｄ３８）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的にな無くすか又は実質的に
減少させるように構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３０】
（Ｄ３９）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である、Ｄの例の１以上に記載の
レンズ。
【０５３１】
（Ｄ４０）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠
距離は、合焦される物体からの距離によって決定される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ
。
【０５３２】
（Ｄ４１）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３３】
近距離、中距離、及び遠距離、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。（Ｄ４２）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
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り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、合焦される
物体からの距離によって決定される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３４】
（Ｄ４３）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３５】
（Ｄ４４）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、
合焦される物体からの距離によって決定される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３６】
（Ｄ４５）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３７】
（Ｄ４６）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３８】
（Ｄ４７）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５３９】
（Ｄ４８）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、４０ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｄの例の
１以上に記載のレンズ。
【０５４０】
（Ｄ４９）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、３３ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｄの例の
１以上に記載のレンズ。
【０５４１】
（Ｄ５０）
　近距離、中距離、及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受け
る個人の少なくとも４０％、５０％、６０％、又は７０％が、近距離、中距離、及び遠距
離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成され
る、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５４２】
（Ｄ５１）
　中距離及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受ける個人の少
なくとも６０％、７０％、８０％、又は９０％が、中距離及び遠距離においてゴースト発
生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成される、Ｄの例の１以上に
記載のレンズ。
【０５４３】
（Ｄ５２）
　単焦点レンズは、遠方視距離において少なくとも２０／２０、少なくとも２０／３０、
少なくとも２０／４０、少なくとも約２０／２０、少なくとも約２０／３０、少なくとも
約２０／４０の１つ以上のユーザ用の視力を提供する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５４４】
（Ｄ５３）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、２つ以上、３つ、３つ
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以上、４つ、４つ以上、５つ、５つ以上、６つ、６つ以上、７つ、７つ以上、８つ、８つ
以上、９つ、９つ以上、１０、１０以上の球面収差項から構成される、Ｄの例の１以上に
記載のレンズ。
【０５４５】
（Ｄ５４）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、３つ、４つ、５つ、６
つ、７つ、８つ、９つ、又は１０の球面収差項から構成される、Ｄの例の１以上に記載の
レンズ。
【０５４６】
（Ｄ５５）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、Ｃ（４，０）とＣ（６，０）との間、Ｃ
（４，０）とＣ（８，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１０，０）との間、Ｃ（４，０）
とＣ（１２，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１４，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１
６，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１８，０）との間、又はＣ（４，０）とＣ（２０，
０）との間の球面収差項から構成される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５４７】
（Ｄ５６）
　単焦点レンズは最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である視力
を提供する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５４８】
（Ｄ５７）
　最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、単焦点レンズの度数を
更に操作することによって実質的に改善されることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃ
ｕｉｔｙ）である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５４９】
（Ｄ５８）
　２つの光学表面を有する、
レンズ。
【０５５０】
（Ｄ５９）
　少なくとも１つの収差プロファイルはレンズの光軸に沿う、Ｄの例の１以上に記載のレ
ンズ。
【０５５１】
（Ｄ６０）
　焦点距離を有する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５２】
（Ｄ６１）
　収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０
）の少なくとも一方を含む高次収差を含む、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５３】
（Ｄ６２）
　焦点距離は、近視、遠視、乱視、及び／又は老視眼用の処方焦点距離であり、焦点距離
は、収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ｄの例の１
以上に記載のレンズ。
【０５５４】
（Ｄ６３）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５５】
（Ｄ６４）
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　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５６】
（Ｄ６５）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
差項を含む、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５７】
（Ｄ６６）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５８】
（Ｄ６７）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が
無いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５５９】
（Ｄ６８）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像が無
いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６０】
（Ｄ６９）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２重像が無
いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６１】
（Ｄ７０）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦
点外像が無いことである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６２】
（Ｄ７１）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６３】
（Ｄ７２）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６４】
（Ｄ７３）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６５】
（Ｄ７４）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６６】
（Ｄ７５）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６７】
（Ｄ７６）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｄの例の１以上
に記載のレンズ。
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（Ｄ７７）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５６９】
（Ｄ７８）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｄの例の１以上
に記載のレンズ。
【０５７０】
（Ｄ７９）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７１】
（Ｄ８０）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７２】
（Ｄ８１）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７３】
（Ｄ８２）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｄの例の１以上に記
載のレンズ。
【０５７４】
（Ｄ８３）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｄの例の１以上に記
載のレンズ。
【０５７５】
（Ｄ８４）
　１次又は２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２
）、Ｃ（６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の
収差プロファイルに付加される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７６】
（Ｄ８５）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｄの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０５７７】
（Ｄ８６）
　２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２）、Ｃ（
６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の収差プロ
ファイルに付加される、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７８】
（Ｄ８７）
　ＲＩＱは、
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を特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、

であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、
λは波長を示す、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５７９】
（Ｄ８８）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範
囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／
度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択さ
れる波長において光軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５
であり、第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少
なくとも１．８ディオプトリである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８０】
（Ｄ８９）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）



(104) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つ
の瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲
にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光
軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、第２の視覚
ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディ
オプトリである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８１】
（Ｄ９０）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３、０．３５、０．４、０．５、０．６、０
．７、又は０．８である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８２】
（Ｄ９１）
　第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１、０．１２、０．１５、０．１８、又は０
．２である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８３】
（Ｄ９２）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．７、１．８、１．９、２、２．１、２．２５、
又は２．５ディオプトリである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８４】
（Ｄ９３）
　スルーフォーカス範囲の端の、両端点を含む、０．７５、０．５、０．３、又は０．２
５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８５】
（Ｄ９４）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数端である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８６】
（Ｄ９５）
　スルーフォーカス範囲の端は正の度数端である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８７】
（Ｄ９６）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍ、１．５
ｍｍ、２ｍｍ、２．５ｍｍ、又は３ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレー
ル比のままであるか又はそれを超えたままである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５８８】
（Ｄ９７）
　高次収差の組合せは、１次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ｄの例
の１以上に記載のレンズ。
【０５８９】
（Ｄ９８）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つ、３つ、
又は５つの球面収差項を含む、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９０】
（Ｄ９９）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）のみを使
用して実質的に特徴付けられる、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９１】
（Ｄ１００）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
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視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．４である、Ｄの例の
１以上に記載のレンズ。
【０５９２】
（Ｄ１０１）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３５である、Ｄの例
の１以上に記載のレンズ。
【０５９３】
（Ｄ１０２）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３である、Ｄの例の
１以上に記載のレンズ。
【０５９４】
（Ｄ１０３）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つ以上である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９５】
（Ｄ１０４）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つである、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９６】
（Ｄ１０５）
　第１のレンズがＤの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズがＤの例の１つ以
上に基づいて提供されて、一対のレンズを形成する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９７】
（Ｄ１０６）
　第１のレンズがＤの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズが提供されて、一
対のレンズを形成する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９８】
（Ｄ１０７）
　一対のレンズは、個人による使用のために提供されて、その個人の視力を実質的に矯正
する、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０５９９】
（Ｄ１０８）
　Ｄの例の１以上に記載のレンズの１つ以上を作製又は使用するための方法。
【０６００】
（Ｄ１０９）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０６０１】
（Ｄ１１０）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｄの例の１以上に記載のレンズ。
【０６０２】
Ｅの例の組：
（Ｅ１）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
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（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離
に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に関して試験されると、網膜像品
質（ＲＩＱ）に、ＲＩＱが眼の成長の方向に減少するようなスルーフォーカス傾斜を与え
、ＲＩＱは、実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比によって決定され、ＲＩ
Ｑは、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍ範
囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル
／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択
される波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０６０３】
（Ｅ２）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に関して試験されると、網膜像品質（ＲＩＱ）に、ＲＩＱが眼の成長の方向
に減少するようなスルーフォーカス傾斜を与え、ＲＩＱは、光軸に沿って測定される視覚
ストレール比によって決定され、ＲＩＱは、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、
３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／
度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍ
の範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０６０４】
（Ｅ３）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に関して試験されると、網膜像品質（ＲＩＱ）に、ＲＩＱが眼の成長の方向
に増加するようなスルーフォーカス傾斜を与え、ＲＩＱは、光軸に沿って測定される視覚
ストレール比によって決定され、ＲＩＱは、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、
３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／
度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍ
の範囲内から選択される波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０６０５】
（Ｅ４）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離
に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に関して試験されると、網膜像品
質（ＲＩＱ）に、ＲＩＱが眼の成長の方向に増加するようなスルーフォーカス傾斜を与え
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、ＲＩＱは、実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比によって決定され、ＲＩ
Ｑは、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の
少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の
空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される
波長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０６０６】
（Ｅ５）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離
に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に関して試験されると、スルーフ
ォーカスＲＩＱをスルーフォーカス範囲内にし、第１のＲＩＱであって、ピークＲＩＱで
あり、かつ、焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２のＲＩＱのままである
か又はそれを超えたままであり、第１及び第２のＲＩＱは、収差が無いか又は実質的に無
いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径に
ついて、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両
端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光軸に沿って測
定される、レンズ。
【０６０７】
（Ｅ６）
　眼用レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離
を有する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面とを備え、レンズの光学特性
は、１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）
、４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，
０）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ
（２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付
けられることができ、収差プロファイルは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に関して試験されると、スルーフォーカスＲＩＱをスルーフォーカス範囲内
にし、第１のＲＩＱであって、ピークＲＩＱであり、かつ、焦点距離を含むスルーフォー
カス範囲にわたって第２のＲＩＱのままであるか又はそれを超えたままであり、第１及び
第２のＲＩＱは、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少
なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空
間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波
長において光軸に沿って測定される、レンズ。
【０６０８】
（Ｅ７）
　単焦点レンズは、処方されている、適切に処方されている、正しく処方されている、及
び効果的に処方されている、の１つ以上である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６０９】
（Ｅ８）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１０】
（Ｅ９）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１１】
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（Ｅ１０）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１２】
（Ｅ１１）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの一部分にわたって一定の度数を有するレ
ンズである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１３】
（Ｅ１２）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの１つ以上の光学ゾーンの部分にわたって実質的に一定
の度数を有するレンズである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１４】
（Ｅ１３）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを可能にするように更に構成される、Ｅの例の１以上に記載の
レンズ。
【０６１５】
（Ｅ１４）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１６】
（Ｅ１５）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを可能にするように構成される、Ｅの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０６１７】
（Ｅ１６）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が
無いことである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１８】
（Ｅ１７）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像が無
いことである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６１９】
（Ｅ１８）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２重像が無
いことである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２０】
（Ｅ１９）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦
点外像が無いことである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２１】
（Ｅ２０）
　近距離、中距離、及び遠距離の一部分においてゴースト発生が十分に無いことを可能に
するように更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２２】
（Ｅ２１）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が十分に無いことを可能にするよう
に更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２３】
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（Ｅ２２）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２４】
（Ｅ２３）
　ゴースト発生が無いことは、光学系の像面に現れる望ましくない像が無いことである、
Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２５】
（Ｅ２４）
　ゴースト発生が無いことは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦点外像が無い
ことである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２６】
（Ｅ２５）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２７】
（Ｅ２６）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱを提供するように
更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２８】
（Ｅ２７）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱの２つ以上を提供
するように更に構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６２９】
（Ｅ２８）
　ＲＩＱは、レンズが、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化され
ていること又は無いことを可能にするよう構成されるように近距離、中距離、及び遠距離
範囲において選択される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３０】
（Ｅ２９）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３１】
（Ｅ３０）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３２】
（Ｅ３１）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である、Ｅの例の１以上に記載の
レンズ。
【０６３３】
（Ｅ３２）
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　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠
距離は、合焦される物体からの距離によって決定される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ
。
【０６３４】
（Ｅ３３）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３５】
（Ｅ３４）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、合焦される
物体からの距離によって決定される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３６】
（Ｅ３５）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３７】
（Ｅ３６）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、
合焦される物体からの距離によって決定される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３８】
（Ｅ３７）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６３９】
（Ｅ３８）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６４０】
（Ｅ３９）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６４１】
（Ｅ４０）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、４０ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｅの例の
１以上に記載のレンズ。
【０６４２】
（Ｅ４１）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、３３ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｅの例の
１以上に記載のレンズ。
【０６４３】
（Ｅ４２）
　近距離、中距離、及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受け
る個人の少なくとも４０％、５０％、６０％、又は７０％が、近距離、中距離、及び遠距
離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成され
る、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６４４】
（Ｅ４３）
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　中距離及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受ける個人の少
なくとも６０％、７０％、８０％、又は９０％が、中距離及び遠距離においてゴースト発
生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成される、Ｅの例の１以上に
記載のレンズ。
【０６４５】
（Ｅ４４）
　単焦点レンズは、遠方視距離において少なくとも２０／２０、少なくとも２０／３０、
少なくとも２０／４０、少なくとも約２０／２０、少なくとも約２０／３０、少なくとも
約２０／４０の１つ以上のユーザ用の視力を提供する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６４６】
（Ｅ４５）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、２つ以上、３つ、３つ
以上、４つ、４つ以上、５つ、５つ以上、６つ、６つ以上、７つ、７つ以上、８つ、８つ
以上、９つ、９つ以上、１０、１０以上の球面収差項から構成される、Ｅの例の１以上に
記載のレンズ。
【０６４７】
（Ｅ４６）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、３つ、４つ、５つ、６
つ、７つ、８つ、９つ、又は１０の球面収差項から構成される、Ｅの例の１以上に記載の
レンズ。
【０６４８】
（Ｅ４７）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、Ｃ（４，０）とＣ（６，０）との間、Ｃ
（４，０）とＣ（８，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１０，０）との間、Ｃ（４，０）
とＣ（１２，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１４，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１
６，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１８，０）との間、又はＣ（４，０）とＣ（２０，
０）との間の球面収差項から構成される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６４９】
（Ｅ４８）
　単焦点レンズは最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である視力
を提供する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５０】
（Ｅ４９）
　最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、単焦点レンズの度数を
更に操作することによって実質的に改善されることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃ
ｕｉｔｙ）である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５１】
（Ｅ５０）
　２つの光学表面を有する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５２】
（Ｅ５１）
　少なくとも１つの収差プロファイルはレンズの光軸に沿う、Ｅの例の１以上に記載のレ
ンズ。
【０６５３】
（Ｅ５２）
　焦点距離を有する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５４】
（Ｅ５３）
　収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０
）の少なくとも一方を含む高次収差を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
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【０６５５】
（Ｅ５４）
　焦点距離は、近視、遠視、乱視、及び／又は老視眼用の処方焦点距離であり、焦点距離
は、収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ｅの例の１
以上に記載のレンズ。
【０６５６】
（Ｅ５５）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５７】
（Ｅ５６）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５８】
（Ｅ５７）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
差項を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６５９】
（Ｅ５８）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６０】
（Ｅ５９）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６１】
（Ｅ６０）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６２】
（Ｅ６１）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６３】
（Ｅ６２）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６４】
（Ｅ６３）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６５】
（Ｅ６４）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｅの例の１以上
に記載のレンズ。
【０６６６】
（Ｅ６５）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６７】
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（Ｅ６６）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｅの例の１以上
に記載のレンズ。
【０６６８】
（Ｅ６７）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６６９】
（Ｅ６８）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７０】
（Ｅ６９）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７１】
（Ｅ７０）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｅの例の１以上に記
載のレンズ。
【０６７２】
（Ｅ７１）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｅの例の１以上に記
載のレンズ。
【０６７３】
（Ｅ７２）
　１次又は２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２
）、Ｃ（６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の
収差プロファイルに付加される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７４】
（Ｅ７３）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｅの例の１以上に記載のレン
ズ。
【０６７５】
（Ｅ７４）
　２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２）、Ｃ（
６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の収差プロ
ファイルに付加される、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７６】
（Ｅ７５）
　ＲＩＱは、
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を特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、

であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、
λは波長を示す、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７７】
（Ｅ７６）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３、０．３５、０．４、０．５、０．６、０
．７、又は０．８である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７８】
（Ｅ７７）
　第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１、０．１２、０．１５、０．１８、又は０
．２である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６７９】
（Ｅ７８）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．７、１．８、１．９、２、２．１、２．２５、
又は２．５ディオプトリである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８０】
（Ｅ７９）
　スルーフォーカス範囲の端の、両端点を含む、０．７５、０．５、０．３、又は０．２
５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８１】
（Ｅ８０）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数端である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８２】
（Ｅ８１）
　スルーフォーカス範囲の端は正の度数端である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８３】
（Ｅ８２）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍ、１．５
ｍｍ、２ｍｍ、２．５ｍｍ、又は３ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレー
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ル比のままであるか又はそれを超えたままである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８４】
（Ｅ８３）
　高次収差の組合せは、１次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ｅの例
の１以上に記載のレンズ。
【０６８５】
（Ｅ８４）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つ、３つ、
又は５つの球面収差項を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８６】
（Ｅ８５）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも６つ、７つ、
又は８つの球面収差項を含む、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８７】
（Ｅ８６）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）のみを使
用して実質的に特徴付けられることが可能である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８８】
（Ｅ８７）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３、０．３５、０．
４である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６８９】
（Ｅ８８）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の垂直
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３、０．３５、０．
４である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９０】
（Ｅ８９）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３である、Ｅの例の
１以上に記載のレンズ。
【０６９１】
（Ｅ９０）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つ以上である、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９２】
（Ｅ９１）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つである、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９３】
（Ｅ９２）
　第１のレンズがＥの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズがＥの例の１つ以
上に基づいて提供されて、一対のレンズを形成する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９４】
（Ｅ９３）
　第１のレンズがＥの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズが提供されて、一
対のレンズを形成する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９５】
（Ｅ９４）
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　一対のレンズは、個人による使用のために提供されて、その個人の視力を実質的に矯正
する、Ｅの例の１以上に記載のレンズ。
【０６９６】
（Ｅ９５）
　１つ以上のＥの例のレンズの１つ以上を作製又は使用するための方法。
【０６９７】
Ｆの例の組：
（Ｆ１）
　レンズであって、光軸と、光軸を中心とする収差プロファイルであって、焦点距離を有
する、収差プロファイルと、少なくとも２つの光学表面と、２ｍｍより大きいアパーチャ
サイズとを備え、１つ以上の度数プロファルを特徴とするように構成され、１つ以上の度
数プロファルは、以下の特性を有するレンズを提供し、以下の特性とは、近方、中間、及
び遠方視距離における多焦点レンズの視覚性能が、遠方視距離に関し適切に処方された単
焦点レンズと実質的に同等か又はそれより良好であり、遠距離から近距離までの距離にお
いてゴースト発生を最小化させるを最小化させることである、レンズ。
【０６９８】
（Ｆ２）
　レンズであって、光軸と、焦点距離を有する収差プロファイルと、少なくとも２つの光
学表面とを備え、１つ以上の度数プロファルによって少なくとも部分的に構成され、以下
の特性を有する、すなわち、近方、中間、及び遠方視距離におけるレンズの視覚性能は、
遠方視距離に関し適切に処方された単焦点レンズと実質的に同等か又はそれより良好であ
り、遠距離から近距離までの距離においてゴースト発生を最小化させる、レンズ。
【０６９９】
（Ｆ３）
　レンズであって、光軸と、焦点距離を有する収差プロファイルと、少なくとも２つの光
学表面とを備え、１つ以上の度数プロファルによって少なくとも部分的に構成され、以下
の特性を有する、すなわち、中間及び遠方視距離におけるレンズの視覚性能は、遠方視距
離に関し適切に処方された単焦点レンズと実質的に同等か又はそれより良好であり、遠距
離から近距離までの距離においてゴースト発生を最小化させる、レンズ。
【０７００】
（Ｆ４）
　レンズであって、光軸と、焦点距離を有する収差プロファイルと、少なくとも２つの光
学表面とを備え、１つ以上の度数プロファルによって構成され、以下のレンズ特性を有す
る、すなわち、レンズは近視の進行速度を減少させることが可能であり、レンズは、軸方
向長さによって測定される眼の成長速度を減少させることが可能であり、遠方視距離に関
し適切に処方された単焦点レンズと少なくとも実質的に同等である中間及び遠方視距離に
おける視覚性能を提供し、遠距離から近距離までの距離においてゴースト発生を最小化さ
せる、レンズ。
【０７０１】
（Ｆ５）
　レンズであって、光軸と、少なくとも２つの光学表面と、焦点距離及び少なくとも１つ
の度数プロファイル有する収差プロファイルを備え、収差プロファイル及び／又は少なく
とも１つの度数プロファイルは、像プロファイルを提供するようレンズを構成し、眼と共
に使用するときの像プロファイルは、眼の成長を安定化及び／又は変更することが可能で
あり、レンズは、遠方視距離に関し適切に処方された単焦点レンズと実質的に同等である
か又はそれより良好な中距離及び遠距離における視覚性能を提供するように構成され、遠
距離から近距離までの距離においてゴースト発生が最小化されていることをもたらし、像
プロファイルは、網膜の中心及び／又は周辺（ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）における近視デフォ
ーカス及び遠視デフォーカス、網膜における少なくとも０．３、０．３５、又は０．４の
ＲＩＱ及び眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカスＲＩＱの傾斜、並びに、網膜にお
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ける少なくとも０．３、０．３５、又は０．４のＲＩＱ及び眼の成長の方向に改善するス
ルーフォーカスＲＩＱの傾斜の１つ以上を生成する、レンズ。
【０７０２】
（Ｆ６）
　レンズによって生成される像プロファイルは、１つ以上の絞り信号（ｓｔｏｐ　ｓｉｇ
ｎａｌ）によって近視眼の成長を遅延（ｓｌｏｗ）させる影響を有する、Ｆの例の１以上
に記載のレンズ。
【０７０３】
（Ｆ７）
　眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカスＲＩＱの傾斜は、実質的な、部分的な、十
分な、又はその組合せの１つ以上である、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７０４】
（Ｆ８）
　近視コントロール用レンズである、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７０５】
（Ｆ９）
　成長の方向における改善は、実質的な、部分的な、十分な、又はその組合せの１つ以上
である、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７０６】
（Ｆ１０）
　２ｍｍ以上、２．５ｍｍ以上、３ｍｍ以上、３．３ｍｍ以上、又は４ｍｍ以上のアパー
チャサイズを有する、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７０７】
（Ｆ１１）
　レンズの光学ゾーンの中心部分及び／又は中央周辺（ｍｉｄ－ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）
部分にわたって少なくとも１ディオプトリ、少なくとも１．２５ディオプトリ、又は少な
くとも１．５ディオプトリの度数変動を有する多焦点レンズである、Ｆの例の１以上に記
載のレンズ。
【０７０８】
（Ｆ１２）
　レンズの光学ゾーンの中心部分及び／又は中央周辺部分にわたって少なくとも１ディオ
プトリ、少なくとも１．２５ディオプトリ、又は少なくとも１．５ディオプトリの度数変
動を有する老視多焦点レンズである、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７０９】
（Ｆ１３）
　非単調的でかつ非周期的である、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１０】
（Ｆ１４）
　非ピンホールレンズである、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１１】
（Ｆ１５）
　非ピンホールレンズであり、レンズの光学ゾーンの中心部分及び／又は中央周辺部分に
わたって少なくとも１、１．２５、又は１．５ディオプトリの度数変動を有する多焦点レ
ンズである、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１２】
（Ｆ１６）
　眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）を生成
し、ＲＩＱは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しいか又は実質的に等し
い軸上長を有するモデル眼に関して収差プロファイルが試験されるときに実質的に光軸に
沿って測定される視覚ストレール比によって決定される、Ｆの例の１以上に記載のレンズ
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。
【０７１３】
（Ｆ１７）
　眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）を生成
し、ＲＩＱは、収差が無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有するモデル眼に関して収差プ
ロファイルが試験されるときに光軸に沿って測定される視覚ストレール比によって決定さ
れる、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１４】
（Ｆ１８）
　光軸に関連する少なくとも１つの波面収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、
ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）を含む群から少なくとも部分的に選択され
る少なくとも２つの球面収差から構成される、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１５】
（Ｆ１９）
　１次球面収差Ｃ（４，０）、２次球面収差Ｃ（６，０）、３次球面収差Ｃ（８，０）、
４次球面収差Ｃ（１０，０）、５次球面収差Ｃ（１２，０）、６次球面収差Ｃ（１４，０
）、７次球面収差Ｃ（１６，０）、８次球面収差Ｃ（１８，０）、及び９次球面収差Ｃ（
２０，０）の成分のうちの１つ以上を含む２以上の高次収差によって試験により特徴付け
られることができる、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１６】
（Ｆ２０）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１７】
（Ｆ２１）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｆの例の１以上に記載のレンズ。
【０７１８】
Ｇの例の組：
（Ｇ１）
　光軸を有する多焦点レンズであって、光軸に関連する収差プロファイルに基づいて構成
され、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項及びデフォーカス項から構成さ
れ、多焦点レンズは、中間及び遠方視距離における多焦点レンズの視覚性能が、遠方視距
離に関し適切に又は適正に処方された単焦点レンズと実質的に同等であるか又はそれより
良好となるように構成され、１～１０ユニットの定義された視覚評価スケールによって試
験されると、近方視距離における視覚性能が、遠方視距離における適切に処方された単焦
点レンズの視覚性能の２ユニット以内である、多焦点レンズ。
【０７１９】
（Ｇ２）
　光軸を有する多焦点レンズであって、光軸に関連する収差プロファイルに部分的に基づ
いて構成され、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項及びデフォーカス項か
ら構成され、多焦点レンズは、中間及び遠方視距離における多焦点レンズの視覚性能が、
遠方視距離に関し適切に又は正しく処方された単焦点レンズと実質的に同等であるか又は
それより良好となるように構成され、１～１０ユニットの定義された視覚評価スケールに
よって試験されると、近方視距離における視覚性能が、遠方視距離における正しく処方さ
れた単焦点レンズの視覚性能の２ユニット以内である、多焦点レンズ。
【０７２０】
（Ｇ３）
　光軸を有する多焦点レンズであって、光軸に関連する収差プロファイルに基づいて構成
され、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項及びデフォーカス項から構成さ
れ、１～１０ユニットの定義された総合視覚評価スケールによって試験されると、多焦点
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レンズは、多焦点レンズの総合視覚性能が、遠方視距離に関し適切に処方された単焦点レ
ンズと実質的に同等であるか又はそれより良好となるように構成される、多焦点レンズ。
【０７２１】
（Ｇ４）
　光軸を有する多焦点レンズであって、光軸に関連する収差プロファイルに部分的に基づ
いて構成され、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項及びデフォーカス項か
ら構成され、多焦点レンズは、遠方視距離における多焦点レンズの視覚アナログスケール
上の視覚性能が、老視の代表的なサンプルの５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、
又は８０％において９以上のスコアを有するように構成され、多焦点レンズは、中間視距
離における多焦点レンズの視覚アナログスケール上の視覚性能が、老視の代表的なサンプ
ルの４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、又は７５％において９以上のス
コアを有するように構成され、多焦点レンズは、近方視距離における多焦点レンズの視覚
アナログスケール上の視覚性能が、老視の代表的なサンプルの２５％、３０％、３５％、
４０％、４５％、５０％、又は５５％において９以上のスコアを有するように構成される
、多焦点レンズ。
【０７２２】
（Ｇ５）
　光軸を有する多焦点レンズであって、光軸に関連する収差プロファイルに部分的に基づ
いて特徴付けられるか又は構成され、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項
及びデフォーカス項から構成され、多焦点レンズは、視覚アナログスケール上の総合視覚
性能が、老視の代表的なサンプルの１８％、２５％、３０％、３５％、４０％、又は４５
％において９以上のスコアを与えるように構成される、多焦点レンズ。
【０７２３】
（Ｇ６）
　使用中の多焦点レンズは、近方及び遠方視距離におけるユーザの視力に対してゴースト
発生が実質的に最小化されていることを可能にする、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０７２４】
（Ｇ７）
　実質的に同等であるか又はより良好な視覚性能は、１～１０ユニットの視覚評価スケー
ルによって少なくとも部分的に決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７２５】
（Ｇ８）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均視覚性能は、少
なくとも８．５の遠方視力スコアを有し、少なくとも８．５の中間視力スコアを有し、少
なくとも７．５の近方視力スコアを有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７２６】
（Ｇ９）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均視覚性能は、少
なくとも８．０、少なくとも８．２、又は少なくとも８．４の遠方視力スコアを有し、少
なくとも８．０、少なくとも８．２、又は少なくとも８．４の中間視力スコアを有し、少
なくとも７．０、少なくとも８７．２、又は少なくとも７．４の近方視力スコアを有し、
或いは、その組合せである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７２７】
（Ｇ１０）
　近方及び／又は遠方視距離において異常を有する母集団の代表的なサンプルについてゴ
ースト発生が実質的に最小化されていることを可能にする、Ｇの例の１以上に記載の多焦
点レンズ。
【０７２８】
（Ｇ１１）
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　ゴースト発生が実質的に最小化されていることは、多焦点レンズを使用して、異常を有
する母集団の代表的なサンプルについて１～１０ユニットの視覚アナログゴースト発生ス
ケール上で２．４、２．２、２、１．８、１．６、又は１．４以下の平均視覚性能スコア
である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７２９】
（Ｇ１２）
　ゴースト発生が実質的に最小化されていることは、近視、遠視、乱視、正常視、及び老
視の１つ以上について、視力矯正及び／又は治療を必要とする人の１サンプルに関して使
用中のレンズの平均視覚性能を利用する視力評価ゴースト発生スケール１～１０ユニット
上で２．４、２．２、２、１．８、１．６、又は１．４以下のスコアである、Ｇの例の１
以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３０】
（Ｇ１３）
　視力矯正が有るか又は無い状態でゴースト発生が最小化されている近視コントロール治
療を提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３１】
（Ｇ１４）
　遠方視力矯正が有るか又は無い状態でゴースト発生が最小化されている老視矯正を提供
する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３２】
（Ｇ１５）
　回転安定性のあるトーリックレンズ設計フィーチャを実質的に使用することなく、最大
１ディオプトリの乱視を矯正する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３３】
（Ｇ１６）
　ゴースト発生が最小化されている状態で、回転安定性のあるトーリックレンズ設計フィ
ーチャを実質的に使用することなく、最大１ディオプトリの乱視を矯正する、Ｇの例の１
以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３４】
（Ｇ１７）
　第１のレンズ及び第２のレンズを更に備え、第１のレンズは遠方視力を実質的に最適化
するようにバイアスされ、第２のレンズは近方視力を実質的に最適化するようにバイアス
され、共に使用されると、遠方視距離に関し適切に処方された単焦点レンズと実質的に同
等であるか又はそれより良好な片眼及び２眼視力を提供し、一対のレンズは、ゴースト発
生が最小化されている立体視を提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３５】
（Ｇ１８）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均総合視覚性能は
、少なくとも７．８、８、８．２、８．４、８．６、８．８、又は９の総合視力スコアを
有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３６】
（Ｇ１９）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均総合視覚性能は
、少なくとも７．８、８、８．２、８．４、８．６、８．８、又は９の総合視力スコアを
有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３７】
（Ｇ２０）
　使用中の多焦点レンズは、近方及び遠方視距離におけるユーザの視力に対してゴースト
発生が実質的に最小化されていることを可能にする、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
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【０７３８】
（Ｇ２１）
　実質的に同等であるか又はより良好な視覚性能は、１～１０ユニットの視覚評価スケー
ルによって少なくとも部分的に決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７３９】
（Ｇ２２）
　実質的に同等であるか又はより良好な視覚性能は、１～１０ユニットの視覚評価スケー
ルによって実質的に決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４０】
（Ｇ２３）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均視覚性能は、少
なくとも８．５の遠方視力スコアを有し、少なくとも８．５の中間視力スコアを有し、少
なくとも７．５の近方視力スコアを有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４１】
（Ｇ２４）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均視覚性能は、少
なくとも８．０、少なくとも８．２、又は少なくとも８．４の遠方視力スコアを有し、少
なくとも８．０、少なくとも８．２、又は少なくとも８．４の中間視力スコアを有し、少
なくとも７．０、少なくとも８７．２、又は少なくとも７．４の近方視力スコアを有し、
或いは、その組合せである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４２】
（Ｇ２５）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均視覚性能を提供
する使用中の多焦点レンズは、近方及び／又は中間視距離におけるユーザの視力に対して
ゴースト発生が実質的に最小化されていることを可能にする、Ｇの例の１以上に記載の多
焦点レンズ。
【０７４３】
（Ｇ２６）
　ゴースト発生が実質的に最小化されていることは、異常を有する母集団の代表的なサン
プルについて使用中のレンズの平均視覚性能を利用する視力評価ゴースト発生スケール１
～１０ユニット上で２．５、２．２、２、１．８、１．６、又は１．４以下のスケールと
して定義される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４４】
（Ｇ２７）
　異常を有する母集団の代表的なサンプルについて使用中のレンズの平均総合視覚性能は
、少なくとも７．８、８、８．２、８．４、８．６、８．８、又は９の総合視力スコアを
有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４５】
（Ｇ２８）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４６】
（Ｇ２９）
　老視眼用に使用される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４７】
（Ｇ３０）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いこ
とを更に特徴とする、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４８】
（Ｇ３１）
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　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７４９】
（Ｇ３２）
　単焦点レンズは、処方されている、適切に処方されている、正しく処方されている、及
び効果的に処方されている、の１つ以上である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５０】
（Ｇ３３）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンのかなりの部分にわたって実質的に一定の
度数を有するレンズである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５１】
（Ｇ３４）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの光学ゾーンの一部分にわたって一定の度数を有するレ
ンズである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５２】
（Ｇ３５）
　単焦点レンズは、単焦点レンズの１つ以上の光学ゾーンの部分にわたって実質的に一定
の度数を有するレンズである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５３】
（Ｇ３６）
　老視眼用に使用される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５４】
（Ｇ３７）
　老視眼用に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５５】
（Ｇ３８）
　老視の光学的に矯正するか又は実質的に矯正するように構成される、Ｇの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０７５６】
（Ｇ３９）
　老視の光学的結果を軽減するか又は実質的に軽減するように構成される、Ｇの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０７５７】
（Ｇ４０）
　老視状態を非老視状態に変更するか又は実質的に変更するように構成される、Ｇの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７５８】
（Ｇ４１）
　老視眼状態を少なくとも矯正するために使用され、使用されると、適切な矯正を提供し
て、ユーザの視力を、実質的に正常な非老視視力に向かうように調整する、Ｇの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０７５９】
（Ｇ４２）
　正常視力は６／６であるかそれより良好である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０７６０】
（Ｇ４３）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６１】
（Ｇ４４）
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　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを更に特徴とする、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６２】
（Ｇ４５）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小化されていること、実質的に
無いこと、又は、無いことを可能にするように更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０７６３】
（Ｇ４６）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の像面に現れる望ましくない２次像が
無いことである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６４】
（Ｇ４７）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２次像が無
いことである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６５】
（Ｇ４８）
　ゴースト発生が最小化されていることは、眼の網膜上に現れる望ましくない２重像が無
いことである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６６】
（Ｇ４９）
　ゴースト発生が最小化されていることは、光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦
点外像が無いことである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６７】
（Ｇ５０）
　近距離、中距離、及び遠距離の一部分においてゴースト発生が十分に無いことを可能に
するように更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６８】
（Ｇ５１）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が十分に無いことを可能にするよう
に更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７６９】
（Ｇ５２）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７０】
（Ｇ５３）
　ゴースト発生が無いことは，　光学系の像面に現れる望ましくない像が無いことである
、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７１】
（Ｇ５４）
　ゴースト発生が無いことは，　光学系の１次像の側に沿って現れる偽りの焦点外像が無
いことである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７２】
（Ｇ５５）
　近距離、中距離、及び遠距離の２つ以上の部分においてゴースト発生が十分に無いこと
を可能にするように更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７３】
（Ｇ５６）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
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は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱを提供するように
更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７４】
（Ｇ５７）
　近距離範囲において少なくとも０．１、０．１３、０．１７、０．２、０．２２５、又
は０．２５のＲＩＱ、中距離範囲において少なくとも０．２７、０．３、０．３３、０．
３５、０．３７、又は０．４のＲＩＱ、及び遠距離範囲において少なくとも０．３５、０
．３７、０．４、０．４２、０．４５、０．４７、又は０．５のＲＩＱの２つ以上を提供
するように更に構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７５】
（Ｇ５８）
　ＲＩＱは、多焦点レンズが、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生が最小
化されていること又は無いことを可能にするよう構成されるように近距離、中距離、及び
遠距離範囲において選択される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７６】
（Ｇ５９）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７７】
（Ｇ６０）
　近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を実質的に無くすか又は実質的に減
少させるように構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７７８】
（Ｇ６１）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲である、Ｇの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０７７９】
（Ｇ６２）
　近距離は３３ｃｍ～５０ｃｍ又は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ
～１００ｃｍ、５０ｃｍ～８０ｃｍ、又は５０ｃｍ～７０ｃｍの範囲であり、遠距離は１
００ｃｍ以上、８０ｃｍ以上、又は７０ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠
距離は、合焦される物体からの距離によって決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０７８０】
（Ｇ６３）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８１】
（Ｇ６４）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ以上の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、合焦される
物体からの距離によって決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８２】
（Ｇ６５）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レ
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ンズ。
【０７８３】
（Ｇ６６）
　近距離は４０ｃｍ～５０ｃｍの範囲であり、中距離は５０ｃｍ～１００ｃｍの範囲であ
り、遠距離は１００ｃｍ～光学的無限遠の範囲であり、近距離、中距離、及び遠距離は、
合焦される物体からの距離によって決定される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８４】
（Ｇ６７）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８５】
（Ｇ６８）
　眼の上で使用されると、近距離、中距離、及び遠距離においてゴースト発生を最小化す
るか又は減少させるように構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８６】
（Ｇ６９）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８７】
（Ｇ７０）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、４０ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｇの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８８】
（Ｇ７１）
　実質的に連続の距離の範囲は連続的であり、３３ｃｍ～光学的無限遠に及ぶ、Ｇの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７８９】
（Ｇ７２）
　近距離、中距離、及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受け
る個人の少なくとも４０％、５０％、６０％、又は７０％が、近距離、中距離、及び遠距
離においてゴースト発生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成され
る、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７９０】
（Ｇ７３）
　中距離及び遠距離における、ランダムに選択される群の１５人の影響を受ける個人の少
なくとも６０％、７０％、８０％、又は９０％が、中距離及び遠距離においてゴースト発
生が最小化されていること又は無いことを知覚するように構成される、Ｇの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０７９１】
（Ｇ７４）
　単焦点レンズは、遠方視距離において少なくとも２０／２０、少なくとも２０／３０、
少なくとも２０／４０、少なくとも約２０／２０、少なくとも約２０／３０、少なくとも
約２０／４０の１つ以上のユーザ用の視力を提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０７９２】
（Ｇ７５）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、２つ以上、３つ、３つ
以上、４つ、４つ以上、５つ、５つ以上、６つ、６つ以上、７つ、７つ以上、８つ、８つ
以上、９つ、９つ以上、１０、１０以上の球面収差項から構成される、Ｇの例の１以上に
記載の多焦点レンズ。
【０７９３】
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（Ｇ７６）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、少なくとも２つ、３つ、４つ、５つ、６
つ、７つ、８つ、９つ、又は１０の球面収差項から構成される、Ｇの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０７９４】
（Ｇ７７）
　収差プロファイルは、デフォーカス項、及び、Ｃ（４，０）とＣ（６，０）との間、Ｃ
（４，０）とＣ（８，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１０，０）との間、Ｃ（４，０）
とＣ（１２，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１４，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１
６，０）との間、Ｃ（４，０）とＣ（１８，０）との間、又はＣ（４，０）とＣ（２０，
０）との間の球面収差項から構成される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７９５】
（Ｇ７８）
　単焦点レンズは最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）である視力
を提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７９６】
（Ｇ７９）
　最も良好に矯正された視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）は、単焦点レンズの度数を
更に操作することによって実質的に改善されることができない視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃ
ｕｉｔｙ）である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７９７】
（Ｇ８０）
　２つの光学表面を有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０７９８】
（Ｇ８１）
　少なくとも１つの収差プロファイルはレンズの光軸に沿う、Ｇの例の１以上に記載の多
焦点レンズ。
【０７９９】
（Ｇ８２）
　焦点距離を有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８００】
（Ｇ８３）
　収差プロファイルは、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０
）の少なくとも一方を含む高次収差を含む、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０１】
（Ｇ８４）
　収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に対し、眼の成長の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品
質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内
の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度
の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択され
る波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｇの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０８０２】
（Ｇ８５）
　収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ焦点距離に等しい軸上長を有
するモデル眼に対し、眼の成長の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品
質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３のＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内
の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度
の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択され
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る波長において実質的に光軸に沿って測定される視覚ストレール比である、Ｇの例の１以
上に記載の多焦点レンズ。
【０８０３】
（Ｇ８６）
　光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、焦点距
離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくと
も一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ
焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向
に劣化するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３の
ＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について
、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を
含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って
測定される視覚ストレール比である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０４】
（Ｇ８７）
　光軸及びその光軸を中心とする収差プロファイルを有し、収差プロファイルは、焦点距
離を有し、１次球面収差成分Ｃ（４，０）及び２次球面収差成分Ｃ（６，０）の少なくと
も一方を含む高次収差を含み、収差プロファイルは、収差が無いか又は実質的に無くかつ
焦点距離に等しいか又は実質的に等しい軸上長を有するモデル眼に対し、眼の成長の方向
に改善するスルーフォーカス傾斜を有する網膜像品質（ＲＩＱ）及び少なくとも０．３の
ＲＩＱを提供し、ＲＩＱは、３ｍｍ～６ｍｍ範囲内の少なくとも１つの瞳孔直径について
、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲にわたり、両端点を
含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において実質的に光軸に沿って
測定される視覚ストレール比である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０５】
（Ｇ８８）
　焦点距離は、近視、遠視、乱視、及び／又は老視眼用の処方焦点距離であり、焦点距離
は、収差プロファイルのＣ（２，０）ツェルニケ係数用の焦点距離と異なる、Ｇの例の１
以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０６】
（Ｇ８９）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つの球面収
差項を含む、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０７】
（Ｇ９０）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも３つの球面収
差項を含む、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０８】
（Ｇ９１）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも５つの球面収
差項を含む、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８０９】
（Ｇ９２）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１０】
（Ｇ９３）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１１】
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（Ｇ９４）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に劣化
する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１２】
（Ｇ９５）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる平均傾斜は、眼の成長の方向に改善
する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１３】
（Ｇ９６）
　少なくとも－２０度～＋２０度の水平視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１４】
（Ｇ９７）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１５】
（Ｇ９８）
　水平視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｇの例の１以上
に記載の多焦点レンズ。
【０８１６】
（Ｇ９９）
　少なくとも－２０度～＋２０度の垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分についての
傾斜は眼の成長の方向に劣化する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１７】
（Ｇ１００）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、全ての視野角度である、Ｇの例の１以上
に記載の多焦点レンズ。
【０８１８】
（Ｇ１０１）
　垂直視野にわたる視野角度のかなりの部分は、視野角度の少なくとも７５％、８５％、
９５％、又は９９％である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８１９】
（Ｇ１０２）
　収差プロファイルは、３ｍｍ～６ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０８２０】
（Ｇ１０３）
　収差プロファイルは、４ｍｍ～５ｍｍの範囲内の瞳孔直径のかなりの部分についての焦
点長において少なくとも０．３のＲＩＱを提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０８２１】
（Ｇ１０４）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｇの例の１以上に記
載の多焦点レンズ。
【０８２２】
（Ｇ１０５）
　収差プロファイルは、１次又は２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長
の方向に改善するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｇの例の１以上に記
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載の多焦点レンズ。
【０８２３】
（Ｇ１０６）
　１次又は２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２
）、Ｃ（６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の
収差プロファイルに付加される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８２４】
（Ｇ１０７）
　収差プロファイルは、２次乱視が収差プロファイルに付加されると、眼の成長の方向に
劣化するスルーフォーカス傾斜を有するＲＩＱを提供する、Ｇの例の１以上に記載の多焦
点レンズ。
【０８２５】
（Ｇ１０８）
　２次乱視は、項Ｃ（２，－２）、Ｃ（２，２）、Ｃ（４，－２）、Ｃ（４，２）、Ｃ（
６，－２）、及び／又はＣ（６，２）の１つ以上を変更することによって所望の収差プロ
ファイルに付加される、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８２６】
（Ｇ１０９）
　ＲＩＱは、

を特徴とし、上記式において、
Ｆｍｉｎは０サイクル／度であり、Ｆｍａｘは３０サイクル／度であり、
ＣＳＦ（ｘ，ｙ）は、コントラスト感度関数を示し、
ＣＳＦ（Ｆ）＝２．６（０．０１９２＋０．１１４ｆ）ｅ－（０．１１４ｆ）＾１．１で
あり、
上記式において、ｆは、Ｆｍｉｎ～Ｆｍａｘの範囲で、試験される空間周波数を指定し、
ＦＴは２Ｄ高速フーリエ変換を示し、
Ａ（ρ，θ）は瞳孔直径を示し、
Ｗ（ρ，θ）は、ｉ＝１～２０について測定される試験事例の波面位相を示し、

であり、
Ｗｄｉｆｆ（ρ，θ）は回折限界事例の波面位相を示し、
ρ及びθは、正規化極座標であり、ρは半径座標を表し、θは角度座標又はアジマスを表
し、
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λは波長を示す、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８２７】
（Ｇ１１０）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いか又は実質的に無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範
囲の少なくとも１つの瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／
度の空間周波数範囲にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択さ
れる波長において光軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５
であり、第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少
なくとも１．８ディオプトリである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８２８】
（Ｇ１１１）
　光軸及び光軸に沿う収差プロファイルを含み、収差プロファイルは、Ｃ（２，０）ツェ
ルニケ係数用の焦点距離と、スルーフォーカス範囲内のピーク視覚ストレール比（「第１
の視覚ストレール比」）
　と、前記焦点距離を含むスルーフォーカス範囲にわたって第２の視覚ストレール比のま
まであるか又はそれを超えたままである視覚ストレール比とを提供し、視覚ストレール比
は、収差が無いモデル眼に対し測定され、かつ、３ｍｍ～６ｍｍの範囲の少なくとも１つ
の瞳孔直径について、両端点を含む０サイクル／度～３０サイクル／度の空間周波数範囲
にわたり、両端点を含む５４０ｎｍ～５９０ｎｍの範囲内から選択される波長において光
軸に沿って測定され、第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３５であり、第２の視覚
ストレール比は少なくとも０．１であり、スルーフォーカス範囲は少なくとも１．８ディ
オプトリである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８２９】
（Ｇ１１２）
　第１の視覚ストレール比は少なくとも０．３、０．３５、０．４、０．５、０．６、０
．７、又は０．８である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３０】
（Ｇ１１３）
　第２の視覚ストレール比は少なくとも０．１、０．１２、０．１５、０．１８、又は０
．２である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３１】
（Ｇ１１４）
　スルーフォーカス範囲は少なくとも１．７、１．８、１．９、２、２．１、２．２５、
又は２．５ディオプトリである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３２】
（Ｇ１１５）
　スルーフォーカス範囲の端の、両端点を含む、０．７５、０．５、０．３、又は０．２
５ディオプトリ以内に位置する処方焦点距離を有する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０８３３】
（Ｇ１１６）
　スルーフォーカス範囲の端は負の度数端である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０８３４】
（Ｇ１１７）
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　スルーフォーカス範囲の端は正の度数端である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０８３５】
（Ｇ１１８）
　視覚ストレール比は、スルーフォーカス範囲にわたってかつ少なくとも１ｍｍ、１．５
ｍｍ、２ｍｍ、２．５ｍｍ、又は３ｍｍの瞳孔直径の範囲にわたって第２の視覚ストレー
ル比のままであるか又はそれを超えたままである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０８３６】
（Ｇ１１９）
　高次収差の組合せは、１次球面収差及び２次球面収差の少なくとも一方を含む、Ｇの例
の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３７】
（Ｇ１２０）
　高次収差は、群Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）から選択される少なくとも２つ、３つ、
又は５つの球面収差項を含む、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３８】
（Ｇ１２１）
　収差プロファイルは、球面収差ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）を使用し
て実質的に特徴付けられる、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８３９】
（Ｇ１２２）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．４である、Ｇの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４０】
（Ｇ１２３）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３５である、Ｇの例
の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４１】
（Ｇ１２４）
　少なくとも－１０度～＋１０度、－２０度～＋２０度、又は－３０度～＋３０度の水平
視野にわたる角度のかなりの部分についてのＲＩＱは少なくとも０．３である、Ｇの例の
１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４２】
（Ｇ１２５）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つ以上である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４３】
（Ｇ１２６）
　コンタクトレンズ、角膜アンレー、角膜インレー、前眼房眼内レンズ、又は後眼房眼内
レンズの１つである、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４４】
（Ｇ１２７）
　第１の多焦点レンズがＧの例の１つ以上に基づいて提供され、第２の多焦点レンズがＧ
の例の１つ以上に基づいて提供されて、一対のレンズを形成する、Ｇの例の１以上に記載
の多焦点レンズ。
【０８４５】
（Ｇ１２８）
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　第１の多焦点レンズがＧの例の１つ以上に基づいて提供され、第２のレンズが提供され
て、一対のレンズを形成する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４６】
（Ｇ１２９）
　一対の多焦点レンズは、個人による使用のために提供されて、その個人の視力を実質的
に矯正する、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４７】
（Ｇ１３０）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レン
ズ。
【０８４８】
（Ｇ１３１）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｇの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８４９】
（Ｇ１３２）
　１つ以上のＧの例の多焦点レンズの１つ以上を作製又は使用するための方法。
【０８５０】
Ｈの例の組：
（Ｈ１）
　一連のレンズを備えるレンズのシステムであって、一連のレンズ内のレンズは、以下の
特性、すなわち、Ｃ（４，０）～Ｃ（２０，０）までの球面収差係数を含む群から少なく
とも部分的に選択される少なくとも２つの球面収差項を有し、少なくとも２つの球面収差
項は、回転安定性のあるトーリックレンズ設計フィーチャを実質的に使用することなく、
最大１ディオプトリの乱視の矯正を可能にし、一連のレンズ内のレンズは、０．５、０．
７５、及び１Ｄの円柱度数に関連する乱視矯正についての追加在庫を維持することについ
ての必要性を無くし、各球面度数について少なくとも６、８、１２、１６、１８、３６、
５４、又は１０８倍だけの在庫管理単位（ｓｔｏｃｋ　ｋｅｅｐｉｎｇ　ｕｎｉｔ）の低
減をもたらす、システム。
【０８５１】
Ｊの例の組：
（Ｊ１）
　眼用の多焦点レンズであって、少なくとも１つの光軸と、光軸に関連する少なくとも１
つの波面収差プロファイルと、レンズの処方焦点屈折力とを備え、眼用の少なくとも１つ
の波面収差プロファイルの操作により、所定の距離範囲にわたる網膜像品質を変更するこ
とによって眼の焦点深度を増大させるように構成される、多焦点レンズ。
【０８５２】
（Ｊ２）
　眼用の多焦点レンズであって、少なくとも１つの光軸、光軸に関連する少なくとも１つ
の波面収差プロファイルを備え、収差プロファイルは、少なくとも２つの球面収差項及び
レンズの処方焦点屈折力から構成され、レンズは、眼用の少なくとも１つの波面収差プロ
ファイルの操作により、所定の距離範囲にわたる網膜像品質を変更することによって眼の
焦点深度を増大させるように構成される、多焦点レンズ。
【０８５３】
（Ｊ３）
　眼用の多焦点レンズであって、少なくとも１つの光軸、光軸に関連する少なくとも１つ
の波面収差プロファイルを備え、収差プロファイルは、ツェルニケ係数Ｃ（４，０）～Ｃ
（２０，０）を含む群から少なくとも部分的に選択される少なくとも２つの球面収差項、
及び、１つ以上の処方オフセット項が有るか又は無い状態でＣ（２，０）ツェルニケ係数
項によって少なくとも部分的に提供されることができるレンズの処方焦点屈折力から構成



(133) JP 2015-514233 A 2015.5.18

10

20

30

40

50

され、多焦点レンズは、少なくとも１つの波面収差プロファイルの操作により、所定の距
離範囲にわたる網膜像品質を改善することによって眼の焦点深度を増大させるように構成
される、多焦点レンズ。
【０８５４】
（Ｊ４）
　１つ以上のＪの例のレンズであって、レンズを通過する光の量を実質的に減少させない
、レンズ。
【０８５５】
（Ｊ５）
　１つ以上のＪの例のレンズであって、レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、
８５％、９０％、９５％、又は９９％である、レンズ。
【０８５６】
Ｋの例の組：
（Ｋ１）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
単調である関数によって試験により特徴付けられる、レンズ。
【０８５７】
（Ｋ２）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
単調である関数によって特徴付けられる、レンズ。
【０８５８】
（Ｋ３）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的である関数によって特徴付けられる、レンズ。
【０８５９】
（Ｋ４）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的である関数によって試験により特徴付けられる、レンズ。
【０８６０】
（Ｋ５）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的でかつ非単調である関数によって特徴付けられる、レンズ。
【０８６１】
（Ｋ６）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的でかつ非単調である関数によって試験により特徴付けられる、レンズ。
【０８６２】
（Ｋ７）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
単調であるように構成される、レンズ。
【０８６３】
（Ｋ８）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
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ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的であるように構成される、レンズ。
【０８６４】
（Ｋ９）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、レンズの半コード光学ゾーンのかなりの部分にわたって非
周期的でかつ非単調であるように構成される、レンズ。
【０８６５】
（Ｋ１０）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、度数プロファイルの１次微分の絶対値が少なくとも５つの
ピークを有し、その振幅の絶対値が半コードに沿って０．０１ｍｍ当たり１Ｄのユニット
の場合に０．０２５より大きくなるように構成される、レンズ。
【０８６６】
（Ｋ１１）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、度数プロファイルの１次微分の絶対値が少なくとも５つの
ピークを有し、その振幅の絶対値が半コードに沿って０．０１ｍｍ当たり１Ｄのユニット
の場合に０．０２５より大きくなるように特徴付けられる、レンズ。
【０８６７】
（Ｋ１２）
　光軸、少なくとも２つの表面を備える多焦点レンズであって、度数プロフィルを有し、
度数プロフィルは、半コード直径の関数としての度数プロファイルの１次微分の絶対値が
少なくとも５つのピークを有し、その振幅の絶対値が半コードに沿って０．０１ｍｍ当た
り１Ｄのユニットの場合に０．０２５より大きいようなものである、多焦点レンズ。
【０８６８】
（Ｋ１３）
　光軸に関連する収差プロファイルに少なくとも部分的に基づいて構成される、Ｋの例の
１以上に記載のレンズ。
【０８６９】
（Ｋ１４）
　デフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差項から構成される、Ｋの例の１以上に記
載のレンズ。
【０８７０】
（Ｋ１５）
　多焦点又は２焦点である、Ｋの例の１以上に記載のレンズ。
Ｋ１５
　半コードのかなりの部分は、半コードの５０％、６０％、７０％、８０％、９０％又は
９５％である、Ｋの例の１以上に記載のレンズ。
【０８７１】
（Ｋ１６）
　レンズ度数プロファイルを特徴付ける方法であって、空間的に分解される度数プロファ
イルを測定するステップと、度数プロファイルの１次微分を計算するステップと、度数プ
ロファイルの１次微分として度数プロファイルを分析又は記述するステップとを含む、方
法。
【０８７２】
（Ｋ１７）
　度数プロファイルの微分の第１は、度数プロファイルの１次微分の絶対値である、Ｋの
例の１以上に記載の方法。
【０８７３】
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（Ｋ１８）
　レンズ度数プロファイルを特徴付ける方法であって、度数プロファイルを測定するステ
ップと、度数プロファイルのフーリエ変換を計算するステップと、フーリエスペクトルと
して度数プロファイルを記述するステップとを含み、度数プロファイルのフーリエ変換の
正規化振幅絶対値は、１．２５サイクル／ｍｍにおける又はそれを超える１つ以上の空間
周波数において０．２より大きい、Ｋの例の１以上に記載の方法。
【０８７４】
（Ｋ１９）
　度数プロファイルのフーリエスペクトルはフーリエスペクトルの振幅である、Ｋの例の
１以上に記載の方法。
【０８７５】
（Ｋ２０）
　度数プロファイルのフーリエスペクトルはフーリエスペクトルの位相である、Ｋの例の
１以上に記載の方法。
【０８７６】
（Ｋ２１）
　度数プロファイルのフーリエスペクトルはフーリエスペクトルの絶対値である、Ｋの例
の１以上に記載の方法。
【０８７７】
（Ｋ２２）
　度数プロファイルのフーリエスペクトルはフーリエスペクトルの実数である、Ｋの例の
１以上に記載の方法。
【０８７８】
（Ｋ２３）
　度数プロファイルのフーリエスペクトルはフーリエスペクトルの正規化絶対値である、
Ｋの例の１以上に記載の方法。
【０８７９】
（Ｋ２４）
　光軸、少なくとも２つの表面を備えるレンズであって、少なくとも１つの度数プロフィ
ルを有し、度数プロフィルは、１．２５サイクル／ｍｍにおける又はそれを超える１つ以
上の空間周波数において０．２より大きい度数プロファイルのフーリエ変換の正規化振幅
絶対値を特徴とする、多焦点レンズ。
【０８８０】
（Ｋ２５）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｋの例の１以上に記載のレンズ。
【０８８１】
（Ｋ２６）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｋの例の１以上に記載のレンズ。
【０８８２】
Ｌの例の組：
（Ｌ１）
　光軸、少なくとも１Ｄの有効近方加入度数、収差プロファイルを有する光軸に関連する
光学ゾーンを備える多焦点レンズであって、収差プロファイルは少なくとも２つの球面収
差項から構成され、多焦点レンズは、近距離、中距離、遠距離を含む特定の範囲の視距離
に沿ってゴースト発生が最小化されていることを可能にするように構成される、多焦点レ
ンズ。
【０８８３】
（Ｌ２）
　ゴースト発生が最小化されていることは、１～１０の視覚アナログスケール上で少なく
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とも１５人の被検者の群について２以下の平均評価である、Ｌの例の１以上に記載の多焦
点レンズ。
【０８８４】
（Ｌ３）
　ゴースト発生が最小化されていることは、１～１０の視覚アナログスケール上で少なく
とも１５人の被検者の群について２以下の平均評価であるり、少なくとも１５人の被検者
は、以下の状態、すなわち、近視、遠視、乱視、及び老視の１つ以上を有する個人の代表
的な母集団から選択される、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８８５】
（Ｌ４）
　ゴースト発生が最小化されていることは、１～１０の視覚アナログスケール上で少なく
とも１５人の被検者の群について２以下の平均評価であるり、少なくとも１５人の被検者
は、正常視の老視者の代表的な母集団から選択される、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レ
ンズ。
【０８８６】
（Ｌ５）
　ゴースト発生が最小化されていることは、近視、遠視、乱視、正常視、及び老視の１つ
以上について、視力矯正及び／又は治療を必要とする人の１サンプルに関して使用中のレ
ンズの平均視覚性能を利用する視力アナログ評価スケール１～１０ユニット上で２．４、
２．２、２、１．８、１．６、又は１．４以下のスコアである、Ｌの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０８８７】
（Ｌ６）
　試験される個人の少なくとも３０％は、複数の近方視距離及び複数の遠方視距離におい
てゴースト発生無しを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８８８】
（Ｌ７）
　試験される個人の少なくとも３０％は、近距離、中距離、遠距離を含む特定の範囲の実
質的に連続の視距離に沿う複数の視距離に関しゴースト発生無しを報告する、Ｌの例の１
以上に記載の多焦点レンズ。
【０８８９】
（Ｌ８）
　試験される個人の少なくとも４０％は、複数の近方視距離及び複数の遠方視距離におい
てゴースト発生無しを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８９０】
（Ｌ９）
　試験される個人の少なくとも４０％は、近距離、中距離、遠距離においてゴースト発生
無しを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８９１】
（Ｌ１０）
　試験される個人の少なくとも４０％は、報告される複数の近方視距離と複数の遠方視距
離の両方におけるゴースト発生に関し２未満の評価を報告する、Ｌの例の１以上に記載の
多焦点レンズ。
【０８９２】
（Ｌ１１）
　多焦点レンズであって、光軸を有し、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルを含み、収差プロファイルは、デフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差
項から構成され、少なくとも１Ｄの有効加入度数を備え、多焦点レンズは、少なくとも１
５人の参加者であって、両眼において少なくとも６／６であるか又はそれより良好となる
よう矯正可能であり、１．５Ｄ未満の乱視を有し、異常を有する母集団から選択される、
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少なくとも１５人の参加者の１サンプルに関して試験されると、１～１０の視覚アナログ
スケール上での遠方視力に関する少なくとも９の平均評価、視覚アナログスケール上での
中間視力に関する少なくとも８．５の平均評価を、視覚アナログスケール上での近方視力
に関する少なくとも７．５の平均評価を、視覚アナログスケール上での遠方視力用のゴー
スト発生に関し２未満の平均評価、視覚アナログスケール上での近方視力用のゴースト発
生に関し２未満の平均評価を提供するように構成される、多焦点レンズ。
【０８９３】
（Ｌ１２）
　多焦点レンズであって、光軸を有し、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルを含み、収差プロファイルは、デフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差
項から構成され、少なくとも１Ｄの有効加入度数を備え、多焦点レンズは、複数の遠方視
距離に関して試験される個人の少なくとも６０％が１と１０との間の範囲の視覚アナログ
スケール上で９を超えるスコアを報告すること、複数の中間視距離に関して試験される個
人の少なくとも５０％が視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告すること、複
数の近方視距離に関して試験される個人の少なくとも３０％が視覚アナログスケール上で
９を超えるスコアを報告すること、遠距離におけるゴースト発生に関して試験される個人
の１５％未満が視覚アナログスケール上で３より小さいスコアを報告すること、遠距離か
又は近距離におけるゴースト発生に関して試験される個人の少なくとも４０％未満が視覚
アナログスケール上で２より小さいスコアを報告すること、及び、試験される個人の少な
くとも２５％が、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距離においてゴースト発生
が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し視覚アナログスケール上
で９を超えるスコアを報告すること、を可能にするように構成される、多焦点レンズ。
【０８９４】
（Ｌ１３）
　試験される個人の少なくとも３０％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０８９５】
（Ｌ１４）
　試験される個人の少なくとも３５％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０８９６】
（Ｌ１５）
　試験される個人の少なくとも４０％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０８９７】
（Ｌ１６）
　中間視距離に関して被験者の少なくとも５５％は、１～１０の範囲の視覚アナログスケ
ール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８９８】
（Ｌ１７）
　近方視距離に関して試験される個人の少なくとも３５％は、１～１０の範囲の視覚アナ
ログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０８９９】
（Ｌ１８）
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　近方視距離に関して試験される個人の少なくとも４０％は、１～１０の範囲の視覚アナ
ログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０９００】
（Ｌ１９）
　近方視距離に関して試験される個人の少なくとも４５％は、１～１０の範囲の視覚アナ
ログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０９０１】
（Ｌ２０）
　試験される個人の少なくとも３０％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０９０２】
（Ｌ２１）
　試験される個人の少なくとも３０％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０９０３】
（Ｌ２２）
　試験される個人の少なくとも３５％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０９０４】
（Ｌ２３）
　試験される個人の少なくとも４０％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０９０５】
（Ｌ２４）
　試験される個人の少なくとも４５％は、遠距離、中距離、近距離を含む累積視力、遠距
離においてゴースト発生が無いこと、及び近距離においてゴースト発生が無いことに関し
視覚アナログスケール上で９を超えるスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点
レンズ。
【０９０６】
（Ｌ２５）
　遠距離か又は近距離におけるゴースト発生に関して試験される個人の少なくとも４５％
未満は視覚アナログスケール上で２より小さいスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載
の多焦点レンズ。
【０９０７】
（Ｌ２６）
　遠距離か又は近距離におけるゴースト発生に関して試験される個人の少なくとも５０％
未満は視覚アナログスケール上で２より小さいスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載
の多焦点レンズ。
【０９０８】
（Ｌ２７）
　遠距離か又は近距離におけるゴースト発生に関して試験される個人の少なくとも５５％
未満は視覚アナログスケール上で２より小さいスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載
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の多焦点レンズ。
【０９０９】
（Ｌ２８）
　遠距離か又は近距離におけるゴースト発生に関して試験される個人の少なくとも６０％
未満は視覚アナログスケール上で２より小さいスコアを報告する、Ｌの例の１以上に記載
の多焦点レンズ。
【０９１０】
（Ｌ２９）
　多焦点レンズであって、光軸を有し、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルを含み、収差プロファイルは、デフォーカス項及び少なくとも２つの球面収差
項から構成され、少なくとも１Ｄの有効加入度数を備え、多焦点レンズは、少なくとも１
５人の参加者であって、両眼において少なくとも６／６であるか又はそれより良好となる
よう矯正可能であり、１．５Ｄ未満の乱視を有する、少なくとも１５人の参加者の１サン
プルに関して試験されると、ＬｏｇＭＡＲ視力チャート（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）
上での少なくとも０．００の複数の遠方視距離用の平均視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔ
ｙ）、ＬｏｇＭＡＲ視力チャート（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）上での少なくとも０．
００の複数の中間視距離用の平均視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）、ｌｏｇＭＡＲ視
力チャート（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）上での少なくとも０．０２の複数の近方視距
離用の平均視力（ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ）、視覚アナログスケール上での遠方視力
用のゴースト発生に関し２より小さい平均評価を提供するように構成される、多焦点レン
ズ。
【０９１１】
（Ｌ３０）
　少なくとも１．２５Ｄの有効加入度数を有する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０９１２】
（Ｌ３１）
　少なくとも１．５Ｄの有効加入度数を有する、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ。
【０９１３】
（Ｌ３２）
　レンズを通過する光の量を実質的に減少させない、Ｌの例の１以上に記載のレンズ。
【０９１４】
（Ｌ３３）
　レンズを通過する光の量は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、又は９９％
である、Ｌの例の１以上に記載のレンズ。
【０９１５】
（Ｌ３４）
　参加者は、異常を有する母集団から選択される、Ｌの例の１以上に記載の多焦点レンズ
。
【０９１６】
（Ｌ３５）
　多焦点レンズであって、光軸を有し、多焦点レンズの光学特性は光軸に関連する収差プ
ロファイルに基づいて構成又は記述され、収差プロファイルは、デフォーカス項及び少な
くとも２つの球面収差項から構成され、多焦点レンズは、異常を有する母集団から選択さ
れる少なくとも１５人の参加者の１サンプルに関して試験されたときに、視覚アナログス
ケール上での遠方視力に対する少なくとも９の平均主観的視覚評価、視覚アナログスケー
ル上での中間視力に対する少なくとも８．５の平均主観的視覚評価、視覚アナログスケー
ル上での近方視力に対する少なくとも７．５の平均主観的視覚評価、ゴースト発生アナロ
グスケール上での遠方視力に対する２未満の平均主観的視覚評価、及び／又はゴースト発
生アナログスケール上での近方視力に対する２未満の平均主観的視覚評価を提供するよう
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に構成される、多焦点レンズ。
【０９１７】
　本明細書で開示及び規定される本発明が、本文又は図面に記載されているか、又はこれ
らから明らかである個々の特徴の２つ以上の代替の組合せに拡張されることが理解される
であろう。これらの異なる組合せは、開示の実施形態の種々の代替の態様を構成する。
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