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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年7月28日(2015.7.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】並進型老眼用コンタクトレンズ
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許仮出願第６１／３８６，９５１号（２００７年９月２７日出願）に
対する優先権を主張する非仮出願である。上記の出願は、本明細書に援用されるものとす
る。
【背景技術】
【０００２】
　人々は年をとるにつれ、観測者に比較的近い物体に焦点を合わせるための調節力、すな
わち水晶体を曲げる眼の能力が低下する。この状態は老眼として知られている。老眼に対
処するためにコンタクトレンズを装着することができる。このようなレンズのうちの１つ
のタイプは、遠方視力領域及び近方視力領域がレンズの幾何学的中心部周辺に同心円状に
配置されている。レンズの光学領域を通過する光は、眼の２つの以上の点で集光され、焦
点が合わせられる。
【０００３】
　他のタイプのレンズ、セグメント型レンズ（segmented lens）では、近方及び遠方視力
領域がレンズの幾何学的中心部付近で集結されていない。セグメント型レンズの装着者が
、レンズの近方視力領域にアクセスすることができるのは、レンズが、装着者に眼の瞳孔
に対して並進運動できる、又は縦に移動できるように作られているからである。レンズの
装着者が、読むため下方に視線を移したとき、レンズは縦に移動する。これは装着者の視
線の中心部における近方視力部分を上方に位置付ける。光学領域を通過する光の実質的に
全てが、視線に基づいて、眼の単一点で集結され得る。
【０００４】
　１つのタイプの並進型レンズは切頭形状である。すなわち、連続的に円形又は楕円形の
大半のレンズとは異なり、切頭コンタクトレンズの下方部分は、レンズのその部分を切り
取る、すなわち短くすることによって平坦にされている。これは実質的に、レンズの底部
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において実質的に平坦で厚い縁部となる。このようなレンズの代表的な説明には、本明細
書に援用される米国特許第７，５４３，９３５号、同第７，４３０，９３０号、同第７，
０５２，１３２号、同第４，５４９，７９４号が挙げられる。残念なことに、これらのよ
うなコンタクトレンズ上の比較的平坦な縁部は、快適性を減少させる傾向がある。改善さ
れた快適性を備える並進型コンタクトレンズを有することが望ましい。
【０００５】
　別のタイプの並進型レンズは、連続的に円形又は楕円であるが、その中央の光学領域の
周辺で実質的に厚みを増した部分を含む。この厚くなっている部分は、下眼瞼と接触し、
瞬きと共に並進運動することを意図されている。かかるレンズの代表的な参照文献は、本
明細書で援用する米国特許大７，０４０，７５７号及び米国特許出願公開第２０１００１
７１９２４号に記載されている。これらの実施例では、光学領域外側のレンズの周辺部分
における厚さは、レンズの垂直経線に平行な経線に関して実質的に均一であり、本発明の
レンズは、垂直経線を通過する面に対して鏡面対称を呈する。
【０００６】
　米国特許第７，２１６，９７８号は、上下の瞼が瞬き中に上下のストロークと共に、厳
密には垂直に移動しないということを示している。上瞼は、瞬き中に小さな鼻側構成要素
と共に実質的に垂直に移動し、下瞼は、瞬き中に鼻側を移動させながら、実質的に水平に
移動する。更に、上瞼と下瞼は、垂直経線を通過する面に対して対称ではない。
【０００７】
　レンズ表面は種々の関数を使用して生成され得る。例えば、米国特許第３，１８７，３
３８号及び同第５，９７５，６９４号は、正弦関数を説明し、米国特許第６，８４３，５
６３号は三次多項式関数を使用し、米国特許第５，６５０，８３８号は、正接関数を使用
し、米国特許第６，５４０，３５３号では、レンズ表面は、光学領域における短い距離に
わたる急激な屈折力の変化を使用して生成され、米国特許第５，６０８，４７１号では、
レンズ表面上の急速な遷移は、直線の線形関数によって作られる。
【０００８】
　米国特許第７，００４，５８５号では、並進型レンズの距離及び中心付近は両方とも、
光学領域の垂直二等分線上に位置する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　レンズの並進運動を容易にし、改善された着用の快適性をもたらす、装着者の下瞼と完
全に係合する特徴部を備えるコンタクトレンズを有することは有利である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、垂直経線を中心として非対称な特徴部を備える並進型コンタクトレンズであ
る。本発明の一態様において、この特徴部は擬似切頭部である。
【００１１】
　本発明の他の態様において、この擬似切頭部は、レンズの水平経線より実質的に下方で
ある。
【００１２】
　本発明の更に別の態様において、光学領域は、レンズの垂直経線を中心として非対称で
ある。
【００１３】
　本発明の更に別の態様において、擬似切頭部及び光学領域は両方とも、レンズの垂直経
線を中心として非対称である。
【００１４】
　本発明の更に別の態様において、擬似切頭部は、鼻側を通って上方に回転され、かつレ
ンズの垂直経線を中心として非対称である。
【００１５】
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　本発明の更に別の態様において、擬似切頭部は、経鼻的に約１～１５度鼻側を通って、
好ましくは約７～８度上方に回転される。
【００１６】
　本発明の更に別の態様において、擬似切頭部は、経鼻的に約１～１０度鼻側を通って下
方に回転される。
【００１７】
　本発明の更に別の態様において、光学領域は、擬似切頭部と回転して位置合わせする。
【００１８】
　本発明の更に別の態様において、光学領域は、擬似切頭部と回転して位置合わせしない
。
【００１９】
　本発明の更に別の態様において、光学領域は、鼻側に水平に差し込まれており、かつレ
ンズの垂直経線を中心として非対称である。
【００２０】
　本発明の更に別の態様において、光学領域は、鼻側を通って上方に回転され、かつレン
ズの垂直経線を中心として非対称である。
【００２１】
　本発明の更なる態様では、擬似切頭部は、２つ以上の隆起領域から構成される。
【００２２】
　本発明の更に別の態様において、その最大厚さの少なくとも約８０％のときの擬似切頭
部の視角は、約４０～約１００度である。
【００２３】
　本発明の更に別の態様において、擬似切頭部は、屈折処方における変化と共に、高さ又
は周方向の視角において変化する。
【００２４】
　本発明の更に別の態様において、レンズの周辺における任意の経線での、擬似切頭部の
厚さピーク値の半径方向の位置は実質的に一定であり、その弧はレンズ中心部を中心とす
る同心円の一部である。
【００２５】
　本発明の更に別の態様において、レンズの周辺におけるに任意の経線での、擬似切頭部
の厚さピーク値の半径方向の位置は可変であり、その弧はレンズ中心部を中心とする同心
円の一部ではない。
【００２６】
　本発明の更に別の態様において、レンズの外周は円形ではなく、レンズ中心部を中心と
する同心でもない。
【００２７】
　本発明の更なる態様において、擬似切頭部の斜面部分の幅は、約５０μｍ～約５００μ
ｍ（約５０～約５００マイクロメートル）である。
【００２８】
　本発明の更なる態様において、斜面フランジ接合部の位置は約５～約７ｍｍである。
【００２９】
　本発明の更なる態様において、レンズ斜面接合部における半径方向の最大厚さは、約３
００μｍ～約６００μｍ（約３００～約６００マイクロメートル）である。
【００３０】
　本発明の更なる態様において、斜面フランジ接合部における半径方向の最大厚さは、約
７５μｍ～約２５０μｍ（約７５～約２５０マイクロメートル）である。
【００３１】
　本発明の更なる態様において、擬似切頭部の設計は、母集団、部分母集団、又は群から
測定値に基づく。
【００３２】
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　本発明の更なる態様において、擬似切頭部の設計は、単一個人の測定値に基づく。
【００３３】
　本発明の更なる態様において、擬似切頭部の設計は、固定の規定点の間に適用される数
学的な平滑化関数に基づく。
【００３４】
　発明の更なる態様において、擬似切頭部の設計は、固定の規定点に適用されるｓｉｎ２

関数から算出される値からの尺度に基づく、数学的な平滑化関数に基づく。
【００３５】
　本発明の更なる態様において、擬似切頭部の設計は、以下の方程式からの尺度に基づく
、数学的な平滑化関数に基づく。
　方程式１］　　Ｔ３＝Ｔ１＋（Ｔ２－Ｔ１）＊（Ｓｉｎ（（Ｐ３－Ｐ１）／（Ｐ２－Ｐ

１）＊９０））ｎ

　式中、Ｐ１は、レンズ中心部から光学レンズ接合部までの距離であり、Ｔ１は、光学レ
ンズ接合部における厚さであり、Ｐ２は、レンズ中心部からレンズ斜面接合部までの距離
であり、Ｔ２は、レンズ接合部における厚さである。Ｐ３及びＴ３は、レンズ中心部から
の任意の距離、及び任意の位置における厚さである。
【００３６】
　本発明の更なる態様において、好ましいｎの値は、約１．２５～約４である。より好ま
しいｎの値は約１．５～約２．５である。最も好ましいｎの値は２である。
【００３７】
　本発明の更なる態様において、レンズの表面又はその一部は、レンズ上の２つの点にお
ける固定された厚さを特定し、次いで前述の２点の間の平滑表面をスケーリングすること
によって生成され、尺度は、約１．２５～約４のベキ指数にとられた正弦又は余弦を使用
する。
【００３８】
　本発明の更なる態様において、レンズの表面又はその一部は、レンズ上の２つの点にお
ける固定された厚さを特定し、次いで前述の点の間の平滑表面をスケーリングすることに
よって生成され、尺度は、約２のベキ指数にとられた正弦又は余弦を使用する。
【００３９】
　本発明の更なる態様において、本発明による擬似切頭部は、光学領域に対して周辺では
あるが、縁部の内側である、レンズ内の細長い弓状の厚みを増した部分を含み、ここで前
述の厚みを増した部分は、レンズの垂直経線と非対称であり、厚みを増した部分は、下瞼
と係合して眼の上での並進運動を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】一般的に見られる瞼の非対称。
【図２】平面図における本発明のレンズの一実施形態。
【図３】厚さに陰影が付いている、本発明のレンズの一実施形態。
【図４】平面図における本発明のレンズの他の実施形態。
【図５】厚さに陰影が付いている、本発明のレンズの一実施形態。
【図６】平面図における本発明のレンズの更に他の実施形態。
【図７】本発明による擬似切頭部の断面。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明は、老眼を矯正する方法、かかる矯正のためのコンタクトレンズ、及び本発明の
レンズの製造方法を提供する。本発明のレンズは、擬似切頭部を備える並進型多焦点コン
タクトレンズである。本発明の擬似切頭部は、レンズの垂直経線を中心として非対称であ
る。本発明の並進型コンタクトレンズは、それらの最外周径の付近で実質的に平坦である
か、又は直線部分を有さないレンズである。周径は実質的に環状であってもよく、又は平
滑かつ連続的であってもよく、あるいはそれは非対象であってもよい。本発明のレンズは
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光学領域、及びこの光学領域から半径方向に外側に位置する周辺の擬似切頭部、この周辺
領域から半径方向に外側に位置し、レンズ縁部を包囲する縁部領域を含む。
【００４２】
　「光学領域」は、レンズの実質的に中心部分として定義され、これは装着者の屈折異常
及び老眼のための視力矯正を含む。「屈折異常」は、一般的に遠距離での、良好な視力を
もたらすのに必要とされる屈折力として定義される。これは、近視又は遠視、及びいずれ
かと同時の乱視を含むということが理解される。老眼は代数が加った屈折力を光学領域の
部分に追加することによって矯正され、装着者の近見視力の条件を矯正する。これらの屈
折力は、屈折手段若しくは回折手段、又はその両方によって作られ得るということが認識
されている。
【００４３】
　光学領域は少なくとも１つの近方視力領域、及び少なくとも１つの遠方視力領域を含む
。別の方法としては、光学領域は２つ以上の遠方視力領域及び／又は２つ以上の近方視力
領域、好ましくは遠方視力領域は、実質的にレンズの水平経線に、又はレンズの水平経線
上に位置し、近方視力領域は水平経線に、又は水平経線の下にある。必要に応じて、レン
ズの光学領域は１つ又は２つ以上の中間の視力領域を有する。中間の視力領域は、局所的
又は分割の老眼用追加屈折力を含む。光学領域は、レンズの垂直経線に対して対称又は非
対称であり得る。好ましくは、それは垂直方向に非対称である。「光学領域」は、遠方、
近方、及び必要に応じて中間視力領域の組み合わせである。遠方、近方、及び必要に応じ
て中間領域の間の遷移は急激であり、階段型の屈折力変化で見られるように非常に小さな
距離にわたって生じる場合があるか、又は漸進的な屈折力変化で見られるように、平滑で
あり、より大きな距離にわたって生じる場合がある。好ましい実施形態では、遷移は装着
者の不快感を避けるために、かつ必要とされる並進運動を最小限にするためにも、可能な
限り急激である。
【００４４】
　「遠方視力領域」は、レンズの装着者の遠方視力を所望の程度まで矯正するために必要
とされる遠方屈折力、すなわち屈折力の量である。「近方視力領域」は、レンズの装着者
の近方視力を所望の程度まで矯正するために必要とされる近方屈折力、すなわち屈折力の
量である。「中間視力領域」は、一般的に装着者の好む距離と近方視力の範囲との間の物
体を見るために、装着者の中間視力を矯正するために必要とされる屈折力、すなわち屈折
力の量を提供する領域である。「多焦点の並進コンタクトレンズ」は、二焦点、三焦点、
又は多焦点光学を含む、並進型コンタクトレンズを指す。
【００４５】
　「垂直経線」は、レンズの内側縁部から、レンズの幾何学的中心を通って、レンズの上
位縁部まで走る線として定義される。「水平経線」は、レンズの鼻側縁部から、レンズの
幾何学的中心を通って、レンズの側頭部縁部まで走る線として定義される。「レンズ中心
部」は水平経線と垂直経線との交点において見出される。
【００４６】
　「擬似切頭部」は、光学領域及び光学領域接合部を包囲する周辺領域におけるレンズの
前面に配置された設計特徴部であり、これは、視線の方向が変わると、遠方若しくは近方
の視力がそれに従って矯正されるように、レンズが眼の上で並進運動する、すなわち動く
ことができるようにする。この特徴部は、視線が下方に移され、瞼が、眼の上方部分の方
向において、レンズを動かすように、下瞼と相互作用することによってレンズの並進運動
に関与する。視線が上に移されると、瞼はレンズを眼の下方部分の方向に動かす。好まし
くは、視線が下に移ったときのレンズの並進運動は、擬似切頭部に対する下瞼の押し出し
により生じる。
【００４７】
　本発明による擬似切頭部を備えるレンズは、その下方部分において切頭ではなく、その
周辺部付近のいずれにおいて切頭でなく、また平坦にもされないことが好ましい。本発明
によるレンズのための擬似切頭部は、レンズ部分、レンズ斜面接合部、斜面部分、斜面フ
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ランジ接合部、及びフランジ部分を含み、レンズの垂直経線を中心として非対称である。
【００４８】
　更なる実施形態において、本発明による擬似切頭部は、光学領域に対して周辺ではある
が、縁部の内側である、レンズ内の細長い弓状の厚みを増した部分を含み、ここで前述の
厚みを増した部分は、レンズの垂直経線と非対称であり、厚みを増した部分は、下瞼と係
合して眼の上での並進運動を達成する。
【００４９】
　「レンズ部分」は中心部から半径方向に延在するレンズ表面の部分であり、光学領域レ
ンズ接合部における接合部で始まり、レンズ斜面接合部で終わる。「斜面部分」は中心部
から半径方向に延在するレンズ表面の部分であり、レンズ斜面接合部における接合部で始
まり、斜面フランジ接合部で終わる。「フランジ部分」は中心部から半径方向に延在する
レンズ表面の部分であり、斜面フランジ接合部における接合部で始まり、レンズ縁部で終
わる。
【００５０】
　「レンズ斜面接合部」は、レンズ表面のレンズと斜面部分との間の接合部である。「斜
面フランジ接合部」は、レンズ表面の斜面部分とフランジ部分との間の接合部である。「
半径方向の厚さ」は、裏面上の任意の位置において、裏面から前面までの正接から測定さ
れたときのレンズの厚さである。「光学レンズ接合部」は、近方若しくは遠方光学領域と
、レンズ部分との間の接合部である。
【００５１】
　上記の擬似切頭部は、一般的にレンズの厚みを増した部分（光学領域の残部の厚さに対
して）であり、一般的に急勾配の部分を有する。擬似切頭部の実質的な部分は好ましくは
、レンズの水平経線の下方である（右から左／側頭部から鼻側（又は逆もまた同様）に走
る直径）。より好ましくは、擬似切頭部の最厚部分は主に、水平経線に対して、主にレン
ズの下三分の一に沿って位置し、使用時に下瞼の形状と全体的に一致するように配置され
る。フランジ及びレンズ縁部の周辺の大半部分は、瞼底部の下に位置することが期待され
、かつ、できるだけ薄いことが好ましい。より好ましくは、それらは１５０μ以下である
。
【００５２】
　擬似切頭部は、レンズの下方若しくは鼻側部分に向かってバイアスを備えるレンズの垂
直経線を中心として非対称であることが好ましい。これはレンズ及び下瞼の相互作用を促
進する。大半の場合では、上瞼及び下瞼の形状若しくは湾曲は、眼の垂直経線を横断する
面に対して対称ではない。更に上瞼は、瞬き中に小さな鼻側構成要素と共に実質的に垂直
に移動し、下瞼は、瞬き中に鼻側に移動しながら、実質的に水平に移動する。瞼の解剖学
的形態は人によって、特に上瞼及び下瞼の形状、並びに２つの瞼の間の瞼裂において測定
可能な差異が存在する。非対称の擬似切頭部は、母集団若しくは部分母集団の平均、又は
単一装着者のためのカスタム設計に基づいて設計され得る。
【００５３】
　図１は、患者と対峙して見たときの典型的な右眼の主な特徴部である。瞳孔の垂直軸３
３は、瞳孔３６を垂直に分割し、同様に、瞳孔の水平軸３４は、瞳孔を水平に分割する。
瞳孔の中心部は瞳孔の垂直軸３３と瞳孔の水平軸３４の交点に位置する。瞳孔を包囲する
のは、虹彩３５である。上瞼縁３１及び下瞼縁３２は、一般的な表示で描かれている。２
つの瞼は瞳孔３６の縁部に水平に接しておらず、また瞳孔の水平軸３４に平行に描かれた
線にも接していないということに注意する必要がある。鼻の位置は図１において「Ｎ」と
して示されている。
【００５４】
　瞼は概して、瞳孔３６の縁部に対して傾斜しているか、瞳孔の水平軸３４に対して平行
に描かれた線に接しているということを本発明者らは見出している。通常、両方の瞼は図
１に示されているように鼻側を通って上方に傾斜している。大きな母集団のサンプルでは
、上瞼縁３１の平均傾斜は、眼が読む位置へ下方に約３０度回転されたとき、鼻側を通っ
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て約５°上方に、最高で鼻側を通って約１５°の範囲で上方であるということを本発明者
は見出した。「鼻側を通って上方」によって、鼻側上で、瞼は傾斜されるか、又は更に高
く回転されるということを意味する。同様に、下瞼縁３２の平均傾斜は、眼が読む位置へ
下方に約３０°回転されたとき、鼻側を通って約７°上方に、最高で鼻側を通って約１５
°の範囲で上方であるということを本発明者は見出した。
【００５５】
　瞼縁部は水平経線、又は水平経線に平行な線に対して傾斜し、かつ非対称であるため、
非対称の光学及び擬似切頭部を備えた並進型コンタクトレンズを作製することは、コンタ
クトレンズをより良好に係合し、水平移動を可能にするために有利である。
【００５６】
　好ましい実施形態では、図２を参照して、レンズ１０は、（図示された）前面、及び後
面（図示せず）を有する。レンズ１０の最外周径は、垂直経線１１０及びレンズ中心部１
２０を中心として対称である。線１００及び１１０はそれぞれ、レンズの水平、すなわち
０～１８０度の経線と、垂直、すなわち９０～２７０度の経線を示す。水平１００の線及
び垂直１１０の線の交点はレンズ中心部１２０である。レンズの前面上には、遠方光学領
域１４及び近方光学領域１３であり、両方とも光学レンズ接合部１１で終わっている。
【００５７】
　光学レンズ接合部１１の周辺は、擬似切頭部２１である。前述の擬似切頭部２１は、レ
ンズ部分１５、レンズ斜面接合部１８、斜面部分１２、斜面フランジ接合部１９、及びフ
ランジ部分２０を含む。前述の擬似切頭部２１内でレンズ部分１５は、光学レンズ接合部
１１を包囲する。レンズ部分１５を包囲するのはレンズ斜面接合部１８である。レンズ斜
面接合部１８を更に包囲するのは、斜面部分１２である。斜面部分１２は、斜面フランジ
接合部１９及びフランジ部分２０によって包囲される。好ましい実施形態では、擬似切頭
部２１は垂直経線を中心として非対称である。
【００５８】
　好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１
３は、鼻側を通って約１～１５°上方に傾斜している。より好ましい実施形態では擬似切
頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上
方に傾斜している。他の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１
４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上方に傾斜しており、光学領域１４
、１３の両方は鼻側に約０．５～１．５ｍｍはめ込まれている。別の実施形態では、近方
光学領域１３のみが経鼻的に約０．５～１．５ｍｍ差し込まれている。
【００５９】
　便宜上、図２の全てに示されている様々な領域の境界は、別々の線で示されている。し
かしながら、この境界は融合されるか、又は非球面であり得るということを当業者は理解
するであろう。境界は、レンズ上の２つの点における固定された厚さを特定し、次いで前
述の点の間の平滑な表面をスケーリングすることによって生成される、スケーリング関数
を使用して平滑化され、スケーリングは、約１．２５～約４の好ましいベキ指数に、より
好ましくは約２の値にとられた正弦又は余弦を使用する。
【００６０】
　再び図２を参照して、周方向の方式で説明されているように、擬似切頭部２１は線１６
と１７との間に最大半径方向厚さを有する。線１６及び線１７は、半径方向厚さが、最大
厚さの少なくとも約８０％である位置を示す。線１６と線１７との間の範囲を定める角度
は、約４０°～約１００°、好ましくは約６０°であり得る。この実施例では、半径方向
の最大厚さの領域は垂直経線１１０の周囲で対称ではなく、かつ連続的である。最大厚さ
の領域は、垂直経線１１０から時計回りに２０°回転される。斜面部分１２の幅は、約５
０μｍ～約５００μｍ（約５０μ～約５００μ）、好ましくは約１００μｍ（約１００μ
）であり得る。レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは、約３００μｍ～６００
μｍ（約３００μ～６００μ）、好ましくは約４５０μｍ～約４７５μｍ（約４５０μ～
約４７５μ）である。斜面フランジ接合部１９における半径方向の厚さは、約７５μｍ～
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約２５０μｍ（約７５μ～約２５０μ）であり、より好ましいのは約１２０μｍ～約１７
５μｍ（約１２０μ～約１７５μ）である。
【００６１】
　再び、図２を参照、して、レンズ部分１５の半径方向の厚さは、数学関数の使用により
得られ、ｓｉｎ２関数が好ましい。レンズ部分１５の半径方向の厚さ及び幅は可変である
。光学レンズ接合部１１における半径方向の厚さは、患者の屈折処方の屈折力によって変
化する。斜面部分１２の半径方向の厚さは、数学関数の使用により得られ、ｓｉｎ２関数
が好ましい。斜面部分１２の半径方向の厚さ及び幅は可変である。フランジ部分２０の幅
は、レンズ中心部１２０からの斜面フランジ接合部１９の距離によって定義されるように
可変である。フランジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明され得るか、又は
それは球状又は非球状であり得る。フランジ部分２０は幅において約０．２～約１．４ｍ
ｍであるということが好ましい。
【００６２】
　図３を参照して、図２の平面図で説明されているレンズ１０は、厚さマップとして示さ
れている。より厚い部分は濃い影付きで、薄い部分は明るく影が付けられている。擬似切
頭部２１は、その中間点２３において連続的である。
【００６３】
　他の好ましい実施形態では、図４を参照して、レンズ１０は、（図示された）前面、及
び後面（図示せず）を有する。レンズ１０の最外周径は、垂直経線１１０及びレンズ中心
部１２０を中心として対称である。線１００及び１１０はそれぞれ、レンズの水平、すな
わち０～１８０度の経線と、垂直、すなわち９０～２７０度の経線を示す。水平１００の
線及び垂直１１０の線の交点はレンズ中心部１２０である。レンズの前面上には、遠方光
学領域１４及び近方光学領域１３であり、両方とも光学レンズ接合部１１で終わっている
。
【００６４】
　光学レンズ接合部１１の周辺は、擬似切頭部２１である。前述の擬似切頭部２１は、レ
ンズ部分１５、レンズ斜面接合部１８、斜面部分１２、斜面フランジ接合部１９、及びフ
ランジ部分２０を含む。前述の擬似切頭部２１内でレンズ部分１５は、光学レンズ接合部
１１を包囲する。レンズ部分１５を包囲するのはレンズ斜面接合部１８である。レンズ斜
面接合部１８を更に包囲するのは、斜面部分１２である。斜面部分１２は、斜面フランジ
接合部１９及びフランジ部分２０によって包囲される。好ましい実施形態では、擬似切頭
部２１は垂直経線を中心として非対称である。
【００６５】
　好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１
３は、鼻側を通って約１～１５°上方に傾斜している。より好ましい実施形態では擬似切
頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上
方に傾斜している。他の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１
４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上方に傾斜しており、光学領域１４
、１３の両方は鼻側に約０．５～１．５ｍｍはめ込まれている。別の実施形態では、近方
光学領域１３のみが鼻側に約０．５～１．５ｍｍはめ込まれている。
【００６６】
　便宜上、図４の全てに示されている様々な領域の境界は、別々の線で示されている。し
かしながら、この境界は融合されるか、又は非球面であり得るということを当業者は理解
するであろう。境界は、レンズ上の２つの点における固定された厚さを特定し、次いで前
述の点の間の平滑な表面をスケーリングすることによって生成される、スケーリング関数
を使用して平滑化され、スケーリングは、約１．２５～約４の好ましいベキ指数に、より
好ましくは約２の値にととられた正弦又は余弦を使用する。
【００６７】
　再び図４を参照して、周方向の方式で説明されているように、擬似切頭部２１は線１６
と１７との間に最大半径方向厚さを有する。線１６及び線１７は、半径方向厚さが、最大
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厚さの少なくとも約８０％である位置を示す。線１６と線１７との間の範囲を定める角度
は、約４０°～約１００°、好ましくは約６０°であり得る。この実施例では、半径方向
の最大厚さの領域は垂直経線１１０の周囲で対称ではなく、かつ連続的である。最大厚さ
の領域は、垂直経線１１０から時計回りに２０°回転される。斜面部分１２の幅は、約５
０μｍ～約５００μｍ（約５０μ～約５００μ）、好ましくは約１００μｍ（約１００μ
）であり得る。レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは、約３００μｍ～６００
μｍ（約３００μ～６００μ）、好ましくは約４５０μｍ～約４７５μｍ（約４５０μ～
約４７５μ）である。斜面フランジ接合部１９における半径方向の厚さは、約７５μｍ～
約２５０μｍ（約７５μ～約２５０μ）であり、より好ましいのは約１２０μｍ～約１７
５μｍ（約１２０μ～約１７５μ）である。
【００６８】
　再び、図４を参照して、レンズ部分１５の半径方向の厚さは、数学関数の使用により得
られ、ｓｉｎ２関数が好ましい。レンズ部分１５の半径方向の厚さ及び幅は可変である。
光学レンズ接合部１１における半径方向の厚さは、患者の屈折処方の屈折力によって変化
する。斜面部分１２の半径方向の厚さは、数学関数の使用により得られ、ｓｉｎ２関数が
好ましい。斜面部分１２の半径方向の厚さ及び幅は可変である。フランジ部分２０の幅は
、レンズ中心部１２０からの斜面フランジ接合部１９の距離によって定義されるように可
変である。フランジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明され得るか、又はそ
れは球状又は非球状であり得る。フランジ部分２０は幅において約０．２～約１．４ｍｍ
であるということが好ましい。
【００６９】
　図５を参照して、図４の平面図で説明されているレンズ１０は、厚さマップとして示さ
れている。より厚い部分は濃い影付きで、薄い部分は明るく影が付けられている。擬似切
頭部２１は、その中間点２３で連続的ではなく、遷移領域２１は複数片に分かれている。
【００７０】
　他の好ましい実施形態では、図６を参照して、レンズ１０は、（図示された）前面、及
び後面（図示せず）を有する。線１００及び線１１０はそれぞれ、レンズの水平、すなわ
ち０～１８０度の経線と、垂直、すなわち９０～２７０度の経線を示す。水平１００の線
及び垂直１１０の線の交点はレンズ中心部１２０である。レンズ１０の外周は実質的に円
形でなく、レンズ中心部１２０を中心とする同心でもなく、レンズ１０全体は垂直経線１
１０を中心として非対称である。好ましい実施形態では、レンズ１０は、水平経線１００
の上の前述のレンズの部分に関して、垂直経線１１０を中心として対称であり、並びに、
前述の水平経線１００より下方のレンズの部分に関して非対称である。レンズの前面上に
は、遠方光学領域１４及び近方光学領域１３であり、両方とも光学レンズ接合部１１で終
わっている。
【００７１】
　光学レンズ接合部１１の周辺は、擬似切頭部２１である。前述の擬似切頭部２１は、レ
ンズ部分１５、レンズ斜面接合部１８、斜面部分１２、斜面フランジ接合部１９、及びフ
ランジ部分２０を含む。前述の擬似切頭部２１内でレンズ部分１５は、光学レンズ接合部
１１を包囲する。レンズ部分１５を包囲するのはレンズ斜面接合部１８である。レンズ斜
面接合部１８を更に包囲するのは、斜面部分１２である。斜面部分１２は、斜面フランジ
接合部１９及びフランジ部分２０によって包囲される。好ましい実施形態では、擬似切頭
部２１は垂直経線を中心として非対称である。
【００７２】
　好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１
３は、鼻側を通って約１～１５°上方に傾斜している。より好ましい実施形態では擬似切
頭部２１、並びに遠方光学領域１４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上
方に傾斜している。他の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１、並びに遠方光学領域１
４及び近方光学領域１３は、鼻側を通って約７～８°上方に傾斜しており、光学領域１４
、１３の両方は鼻側に約０．５～１．５ｍｍはめ込まれている。別の実施形態では、近方
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光学領域１３のみが鼻側に約０．５～１．５ｍｍはめ込まれている。
【００７３】
　便宜上、図の全てに示されている様々な領域の境界は、別々の線で示されている。しか
しながら、この境界は融合されるか、又は非球面であり得るということを当業者は理解す
るであろう。境界は、レンズ上の２つの点における固定された厚さを特定し、次いで前述
の点の間の平滑な表面をスケーリングすることによって生成される、スケーリング関数を
使用して平滑化され、スケーリングは、約１．２５～約４の好ましいベキ指数に、より好
ましくは約２の値にとられた正弦又は余弦を使用する。
【００７４】
　再び図６を参照して、周方向の方式で説明されているように、擬似切頭部２１は線１６
と１７との間に最大半径方向厚さを有する。線１６及び線１７は、半径方向厚さが、最大
厚さの少なくとも約８０％である位置を示す。線１６と線１７との間の範囲を定める角度
は、約４０°～約１００°、好ましくは約６０°であり得る。この実施例では、半径方向
の最大厚さの領域は垂直経線１１０の周囲で対称ではなく、かつ連続的である。最大厚さ
の領域は、垂直経線１１０から時計回りに２０°回転される。斜面部分１２の幅は、約５
０μｍ～約５００μｍ（約５０μ～約５００μ）、好ましくは約１００μｍ（約１００μ
）であり得る。レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは、約３００μｍ～６００
μｍ（約３００μ～６００μ）、好ましくは約４５０μｍ～約４７５μｍ（約４５０μ～
約４７５μ）である。斜面フランジ接合部１９における半径方向の厚さは、約７５μｍ～
約２５０μｍ（約７５μ～約２５０μ）であり、より好ましいのは約１２０μｍ～約１７
５μｍ（約１２０μ～約１７５μ）である。
【００７５】
　再び、図６を参照して、レンズ部分１５の半径方向の厚さは、数学関数の使用により得
られ、ｓｉｎ２関数が好ましい。レンズ部分１５の半径方向の厚さ及び幅は可変である。
光学レンズ接合部１１における半径方向の厚さは、患者の屈折処方の屈折力によって変化
する。斜面部分１２の半径方向の厚さは、数学関数の使用により得られ、ｓｉｎ２関数が
好ましい。斜面部分１２の半径方向の厚さ及び幅は可変である。フランジ部分２０の幅は
、レンズ中心部１２０からの斜面フランジ接合部１９の距離によって定義されるように可
変である。フランジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明され得るか、又はそ
れは球状又は非球状であり得る。フランジ部分２０は幅において約０．２～約１．４ｍｍ
であるということが好ましい。
【００７６】
　図７を参照して、図１によるレンズの擬似切頭部２１の最も厚い区分を通る、レンズ中
心部からの、レンズ１０の下方部分に沿った断面が示されている。示されている最内領域
は、近方光学領域１３であり、これは光学レンズ接合部１１で終わる。光学レンズ接合部
１１の外側はレンズ部分１５である。レンズ部分１５を包囲するのはレンズ斜面接合部１
８である。レンズ斜面接合部１８を更に包囲するのは、斜面部分１２である。斜面部分１
２は、斜面フランジ接合部１９及びフランジ部分２０によって包囲される。任意の厚さは
２２で見出されている。本発明によるレンズのための擬似切頭部２１は、レンズ部分１５
、レンズの斜面接合部１８、斜面部分１２、斜面フランジ接合部１９、及びフランジ部分
２０で構築されている。
【００７７】
　再び図７を参照して、レンズの厚さは、レンズ１０の表面上の厚さにおける平滑及び連
続的な変化を達成するために、数学的な平滑化関数によって説明される。多くのそのよう
な関数は当該技術分野において既知であり、ｓｉｎ２に基づくスケーリングの使用は、傾
斜における急激な変化を有さない利点を有するため最適であり、かつその中心点において
、それが０．５の値を有するということが見出されている。それに反して、２つの区域を
接合させるための１つの直線を使用すると、中間値は０．５であり、これは２つの最外末
端部の点において階段形の接合部を呈する。スケーリング値は、第１の１／４区における
正弦関数から得られるが、しかしながら、第４の１／４区における余弦の値もまた使用さ
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れてもいいということが理解される。
【００７８】
　本発明では、再び図７を参照して、ｓｉｎ２関数を使用するスケーリングは、いくつか
の固定点において所望のレンズの厚さを定義し、それらの固定点間の任意の点における表
面の厚さを計算することによって達成される。１つの実施例では、光学レンズ接合部１１
の厚さは、１３７μｍ（１３７μ）で固定され、一方、レンズ斜面接合部１８における厚
さは４６０μｍ（４６０μ）で固定される。これは方程式１で示すことができ、式中、Ｐ
１は、レンズ中心部から光学レンズ接合部１１までの距離であり、Ｔ１は光学レンズ接合
部１１における厚さである。同様に、Ｐ２は、レンズ中心部からレンズ斜面接合部１８ま
での距離であり、Ｔ２はレンズ接合部１８における厚さである。Ｐ３及びＴ３は、レンズ
中心部からの任意の距離、及びこの位置２２における厚さである。
　方程式１］　　Ｔ３＝Ｔ１＋（Ｔ２－Ｔ１）＊（Ｓｉｎ（（Ｐ３－Ｐ１）／（Ｐ２－Ｐ

１）＊９０））ｎ

【００７９】
　好ましいｎの値は約１．２５～約４である。より好ましいｎの値は約１．５～約２．５
である。最も好ましいｎの値は２である。この実施例がレンズ１０の中心部からの半径方
向における平滑な厚さの変化を説明する一方で、これは周方向における様式における厚さ
及び厚さの変化を説明するために使用することができるということが、当業者によって理
解される必要がある。
【００８０】
　本発明の１つの好ましい実施形態において、この擬似切頭部２１は、レンズの水平経線
１００の実質的に下方である。本発明の他の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１は、
２つ以上の隆起領域から構成される。本発明の更に他の好ましい実施形態では、擬似切頭
部２１は、個々の装着者からのデータを基準に、高さ又は周方向の視角が変化する。本発
明の更に別の好ましい実施形態において、レンズの周辺におけるに任意の経線での、擬似
切頭部２１の厚さピーク値の半径方向の位置は実質的に一定であり、その弧はレンズ中心
部を中心とする同心円の一部である。本発明の更に別の好ましい実施形態において、レン
ズの周辺におけるに任意の経線での、擬似切頭部２１の厚さピーク値の半径方向の位置は
可変であり、その弧はレンズ中心部を中心とする同心円の一部ではない。本発明の更に他
の好ましい実施形態において、レンズ１０の外周は実質的に環状であるか、又はレンズ中
心部１２０を中心とする一定半径を有する同心である。本発明の更に他の好ましい実施形
態において、レンズ１０の外周は実質的に環状でなく、また、レンズ中心部１２０を中心
とする同心ではない。
【００８１】
　本発明の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１の傾斜、幅及び高さのパラメータは、
母集団の平均から決定される。他の好ましい実施形態では、擬似切頭部２１の傾斜、幅及
び高さのパラメータは、個々の装着者からのデータから決定される場合がある。他の好ま
しい実施形態では、擬似切頭部２１の傾斜、幅及び高さのパラメータは、屈折処方データ
から決定される場合がある。
【００８２】
　レンズの１つ又は２つ以上の光学領域１３、１４は概して、非光学的レンズ領域によっ
て包囲される。光学領域１３、１４は例えば、本明細書において援用される米国特許第７
，５０３，６５２号に説明されているように、少なくとも１つの近方視力領域及び１つの
遠方視力領域を有する。多くの異なる形状の視力領域が可能である。オプティクスは、二
焦点、三焦点、又は更に多くの視力領域を有することができる。光学領域は環状又は非環
状の形状であってもよく、弓状、直線、複数の同心性の、半径方向に変動する同心性の、
漸進的に変化する屈折度関数であり、かつ幾何学的に差し込み区分であってもよい。
【００８３】
　本発明による多焦点の並進コンタクトレンズの前面及び後面の少なくとも１つの光学領
域は、遠方視力領域、中間視力領域、及び近方視力領域を含んでもよい。多焦点の並進コ
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ンタクトレンズは、主な視線（例えば運転）、半下向きの視線（例えばコンピュータでの
作業）における中間視力矯正、及び完全に下向きの視線（例えば本及び新聞を読む）にお
ける近方視力の矯正をもたらすることができる。
【００８４】
　一実施形態では、本発明の多焦点の並進型レンズにおける中間視力区域は、漸進的な屈
折力の領域であり、これは遠方視力から近方視力まで連続的に変化する屈折力を有する。
漸進的な屈折力領域を有する三焦点の並進コンタクトレンズ、又は多焦点の並進コンタク
トレンズの効果的な使用は、距離において、ある物体を凝視すること（主な視線）から、
ある物体を中間距離（部分的に、下方又は半下方の視線）又は近くの物体（完全に下向を
向く視線）における視線まで眼が変化するとき、眼の表面にわたって変化する並進運動の
量を必要とする。これは擬似切頭部の存在により制御される。
【００８５】
　本発明のレンズは所望により、安定のためにレンズを方向付けるための特徴部を含んで
もよい。擬似切頭部に加えて、装着されたときに、レンズの底面上で擬似切頭部が下瞼に
確実に隣接するように機能する。安定化及び方向付け特徴部には、安定化領域、プリズム
バラスト、スラブオフ加工、動的安定化等が挙げられる。
【００８６】
　本発明のコンタクトレンズは、ハード又はソフトレンズのいずれかであり得るが、ソフ
トコンタクトレンズであるのが好ましい。かかるレンズを製造するうえで適した任意の材
料で形成されたソフトコンタクトレンズが好ましくは使用される。本発明の方法を利用し
てソフトコンタクトレンズを形成するのに好適な好ましい材料には、シリコーンエラスト
マー、限定するものではないが、参照によって全てが本願に組み込まれる米国特許第５，
３７１，１４７号、同第５，３１４，９６０号、及び同第５，０５７，５７８号に開示さ
れているものを含むシリコーン含有マクロマー、ヒドロゲル、シリコーン含有ヒドロゲル
など、並びにそれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない。よ
り好ましくは、レンズ材料はシロキサン官能基を含有し、ポリジメチルシロキサンマクロ
マー、メタクリルオキシプロピルポリアルキルシロキサン、及びそれらの混合物、ヒドロ
キシ基、カルボキシル基又はそれらの組み合わせを含有するモノマーから形成されたシリ
コーンヒドロゲル又はヒドロゲルを含むが、これらに限定されない。ソフトコンタクトレ
ンズを作製するための材料は周知であり、商業的に入手可能である。材料は、セノフィル
コン、ナラフィルコン、アクアフィルコン、エタフィルコン、ゲンフィルコン、レネフィ
ルコン、バラフィルコン、又はロトラフィルコンが好ましい。
【００８７】
　本発明のレンズは、乱視の矯正のための円柱屈折力、又は視能矯正又は眼球運動問題の
ためのプリズム屈折力など、矯正など、遠近の屈折力以外に様々な補正光学特性の任意の
ものを表面に有することができる。
【００８８】
　本発明は、以下の例を検討することによって更に明確になり得る。
【実施例】
【００８９】
　実施例１（理論上）
　図２によるセノフィルコンレンズが準備される。再び図２を参照して、擬似切頭部２１
は、最大半径方向の厚さを有し、ここで半径方向の厚さは、最大厚さ約４６２マイクロメ
ートルの約８０％である。この実施例では、半径方向の最大厚さの領域は垂直経線１１０
の周囲で対称であり、かつ連続的である。レンズ斜面の厚さが最大であるレンズ中心部１
２０からの経線に沿ってとられて、レンズ部分１５の幅は約２．６２５ｍｍであり、斜面
部分１２の幅は約０．４０ｍｍであり、フランジ部分２０の幅は約０．２０ｍｍである。
レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは４６０μｍ（４６０μ）である。斜面フ
ランジ接合部１９における半径方向の厚さは約１２０μｍ～２８９μｍ（約１２０μ～２
８９μ）である。レンズ部分１５の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２関数の使用によって得ら
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れる。斜面部分１２の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２関数の使用によって得られる。フラン
ジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明されるか、又はそれは球状又は非球状
であり得る。本実施例によるレンズは約１ｍｍ、眼の上で並進運動し、装着者にとって快
適である。
【００９０】
　実施例２（理論上）
　図２によるセノフィルコンレンズが準備される。再び図２を参照して、擬似切頭部２１
は、最大半径方向の厚さを有し、ここで半径方向の厚さは、最大厚さ約４６２マイクロメ
ートル（４６２°）の約８０％である。この実施例では、半径方向の最大厚さの領域は垂
直経線１１０の周囲で対称ではなく、かつ連続的である。レンズ斜面の厚さが最大である
レンズ中心部１２０からの経線に沿ってとられて、レンズ部分１５の幅は約１．２５ｍｍ
であり、斜面部分１２の幅は約１００μｍ（約１００μ）であり、フランジ部分２０の幅
は約１．４ｍｍである。レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは４６０μｍ（４
６０μ）である。斜面フランジ接合部１９における半径方向の厚さは約１２０μｍ～２８
９μｍ（約１２０μ～２８９μ）である。レンズ部分１５の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２

関数の使用によって得られる。斜面部分１２の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２関数の使用に
よって得られる。フランジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明されるか、又
はそれは球状又は非球状であり得る。本実施例によるレンズは約１ｍｍ、眼の上で並進運
動し、装着者にとって快適である。
【００９１】
　実施例３（理論上）
　図２によるセノフィルコンレンズが準備される。再び図２を参照して、擬似切頭部２１
は、最大半径方向の厚さを有し、ここで半径方向の厚さは、最大厚さ約４６２マイクロメ
ートル（４６２°）の約８０％である。この実施例では、半径方向の最大厚さの領域は垂
直経線１１０の周囲で対称であり、連続的ではない。レンズ斜面の厚さが最大であるレン
ズ中心部１２０からの経線に沿ってとられて、レンズ部分１５の幅は約２．２５ｍｍであ
り、斜面部分１２の幅は約２００μｍ（約２００μ）であり、フランジ部分２０の幅は約
０．６０ｍｍである。レンズ斜面接合部１８における半径方向の厚さは４６０μｍ（４６
０μ）である。斜面フランジ接合部１９における半径方向の厚さは約１２０～２８９μｍ
（約１２０～２８９μ）である。レンズ部分１５の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２関数の使
用によって得られる。斜面部分１２の半径方向の厚さは、ｓｉｎ２関数の使用によって得
られる。フランジ部分２０は、ｓｉｎ２関数によって数学的に説明されるか、又はそれは
球状又は非球状であり得る。本実施例によるレンズは約１ｍｍ、眼の上で並進運動し、装
着者にとって快適である。
【００９２】
〔実施の態様〕
（１）　光学領域、及び垂直経線を中心として非対称な擬似切頭部を備える、並進型老眼
用コンタクトレンズの設計又は製造方法であって、前記擬似切頭部が、前記レンズ内の前
記光学領域の周辺ではあるが縁部の内側に、細長い弓状の厚みを増した部分を含み、前記
厚みを増した部分が、前記レンズの前記垂直経線に対して非対称である、方法。
（２）　実施態様１に記載の方法により製造された並進型老眼用コンタクトレンズ。
（３）　前記擬似切頭部が、鼻側を通って上向きに回転する、実施態様２に記載のコンタ
クトレンズ。
（４）　前記擬似切頭部が、１～１５度鼻側を通って上向きに回転する、実施態様３に記
載のコンタクトレンズ。
（５）　前記擬似切頭部が、約７～８度鼻側を通って上向きに回転する、実施態様３に記
載のコンタクトレンズ。
【００９３】
（６）　前記擬似切頭部が、鼻側を通って下向きに回転する、実施態様２に記載のコンタ
クトレンズ。
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（７）　前記擬似切頭部が、約１～１０度鼻側を通って下向きに回転する、実施態様６に
記載のコンタクトレンズ。
（８）　前記擬似切頭部及び前記光学領域が、実質的に同じ量だけ回転して位置合わせす
る、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（９）　前記擬似切頭部及び前記光学領域が、実質的に同じ量だけ回転して位置合わせし
ない、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（１０）　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれている、実施態様２に記載のコ
ンタクトレンズ。
【００９４】
（１１）　前記光学領域が、鼻側を通って上向きに回転する、実施態様２に記載のコンタ
クトレンズ。
（１２）　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれており、かつ鼻側を通って上向
きに回転する、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（１３）　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれており、鼻側を通って上向きに
回転し、かつ更に上方に移動する、実施態様２又は４に記載のコンタクトレンズ。
（１４）　前記擬似切頭部が、単一の隆起領域から構成される、実施態様２に記載のコン
タクトレンズ。
（１５）　前記擬似切頭部が、２つ以上の隆起領域から構成される、実施態様２に記載の
コンタクトレンズ。
【００９５】
（１６）　前記擬似切頭部の視角が、その最大厚さの８０％のとき、前記レンズの周辺で
周方向において４０～１００度である、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（１７）　前記擬似切頭部が、屈折処方における変化と共に、高さ又は周方向の視角にお
いて変化する、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（１８）　前記擬似切頭部が、個人の装着者からのデータを基準に、高さ又は周方向の視
角において変化する、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（１９）　前記擬似切頭部が、母集団、部分母集団、又は群からのデータを基準に、高さ
又は周方向の視角において変化する、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２０）　前記レンズの周辺における任意の経線での、前記擬似切頭部の厚さピーク値の
半径方向の位置は実質的に一定であり、その弧は前記レンズ中心部を中心とする同心円の
一部である、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
【００９６】
（２１）　前記レンズの周辺における任意の経線での、前記擬似切頭部の厚さピーク値の
半径方向の位置は可変であり、その弧は前記レンズ中心部を中心とする同心円の一部では
ない、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２２）　前記レンズの外周が実質的に円形であるか、又は前記レンズ中心部を中心とす
る一定半径を有する同心である、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２３）　前記レンズの外周が円形ではなく、前記レンズ中心部を中心とする同心ではな
い、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２４）　斜面部分の幅が、約５０μｍ～約５００μｍ（約５０μ～約５００μ）である
、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２５）　斜面フランジ接合部の位置が約５～約７ｍｍである、実施態様２に記載のコン
タクトレンズ。
【００９７】
（２６）　レンズ斜面接合部の半径方向の最大厚さが約３００μｍ～約６００μｍ（約３
００μ～約６００μ）である、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２７）　斜面フランジ接合部の厚さが約７５μｍ～約２５０μｍ（約７５μ～約２５０
μ）である、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
（２８）　前記レンズが眼に装着されたとき、前記厚みを増した部分が、前記装着者の下
瞼と係合し、前記眼の上の並進運動を達成する、実施態様２に記載のコンタクトレンズ。
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【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学領域、及び垂直経線を中心として非対称な擬似切頭部を備える、並進型老眼用コン
タクトレンズの設計又は製造方法であって、前記擬似切頭部が、前記レンズ内の前記光学
領域の周辺ではあるが縁部の内側に、細長い弓状の厚みを増した部分を含み、前記厚みを
増した部分が、前記レンズの前記垂直経線に対して非対称である、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法により製造された並進型老眼用コンタクトレンズ。
【請求項３】
　前記擬似切頭部が、鼻側を通って上向きに回転する、請求項２に記載のコンタクトレン
ズ。
【請求項４】
　前記擬似切頭部が、１～１５度鼻側を通って上向きに回転する、請求項３に記載のコン
タクトレンズ。
【請求項５】
　前記擬似切頭部が、約７～８度鼻側を通って上向きに回転する、請求項３に記載のコン
タクトレンズ。
【請求項６】
　前記擬似切頭部が、鼻側を通って下向きに回転する、請求項２に記載のコンタクトレン
ズ。
【請求項７】
　前記擬似切頭部が、約１～１０度鼻側を通って下向きに回転する、請求項６に記載のコ
ンタクトレンズ。
【請求項８】
　前記擬似切頭部及び前記光学領域が、実質的に同じ量だけ回転して位置合わせする、請
求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項９】
　前記擬似切頭部及び前記光学領域が、実質的に同じ量だけ回転して位置合わせしない、
請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１０】
　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれている、請求項２に記載のコンタクトレ
ンズ。
【請求項１１】
　前記光学領域が、鼻側を通って上向きに回転する、請求項２に記載のコンタクトレンズ
。
【請求項１２】
　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれており、かつ鼻側を通って上向きに回転
する、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１３】
　前記光学領域が、鼻側に水平方向にはめ込まれており、鼻側を通って上向きに回転し、
かつ更に上方に移動する、請求項２又は４に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１４】
　前記擬似切頭部が、単一の隆起領域から構成される、請求項２に記載のコンタクトレン
ズ。
【請求項１５】
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　前記擬似切頭部が、２つ以上の隆起領域から構成される、請求項２に記載のコンタクト
レンズ。
【請求項１６】
　前記擬似切頭部の視角が、その最大厚さの８０％のとき、前記レンズの周辺で周方向に
おいて４０～１００度である、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１７】
　前記擬似切頭部が、屈折処方における変化と共に、高さ又は周方向の視角において変化
する、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１８】
　前記擬似切頭部が、個人の装着者からのデータを基準に、高さ又は周方向の視角におい
て変化する、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項１９】
　前記擬似切頭部が、母集団、部分母集団、又は群からのデータを基準に、高さ又は周方
向の視角において変化する、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２０】
　前記レンズの周辺における任意の経線での、前記擬似切頭部の厚さピーク値の半径方向
の位置は実質的に一定であり、その弧は前記レンズ中心部を中心とする同心円の一部であ
る、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２１】
　前記レンズの周辺における任意の経線での、前記擬似切頭部の厚さピーク値の半径方向
の位置は可変であり、その弧は前記レンズ中心部を中心とする同心円の一部ではない、請
求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２２】
　前記レンズの外周が実質的に円形であるか、又は前記レンズ中心部を中心とする一定半
径を有する同心である、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２３】
　前記レンズの外周が円形ではなく、前記レンズ中心部を中心とする同心ではない、請求
項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２４】
　斜面部分の幅が、約５０μｍ～約５００μｍ（約５０μ～約５００μ）である、請求項
２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２５】
　斜面フランジ接合部の位置が約５～約７ｍｍである、請求項２に記載のコンタクトレン
ズ。
【請求項２６】
　レンズ斜面接合部の半径方向の最大厚さが約３００μｍ～約６００μｍ（約３００μ～
約６００μ）である、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２７】
　斜面フランジ接合部の厚さが約７５μｍ～約２５０μｍ（約７５μ～約２５０μ）であ
る、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
【請求項２８】
　前記レンズが眼に装着されたとき、前記厚みを増した部分が、前記装着者の下瞼と係合
し、前記眼の上の並進運動を達成する、請求項２に記載のコンタクトレンズ。
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