
JP 4738600 B2 2011.8.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のチャンネルおよび第１のチャンネル屈折力プロファイルを有する第１の表面部分
と、および第２のチャンネルおよび第２のチャンネル屈折力プロファイルを有する第２の
表面部分とから成る眼鏡レンズにおいて、当該眼鏡レンズのチャンネル屈折力プロファイ
ルが前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび第２のチャンネル屈折力プロファイ
ルのベクトル和であり、かつ前記の１個のチャンネルの主要な基準点が前記の別のチャン
ネルの主要な基準点から下方にずれている眼鏡レンズ。
【請求項２】
　前記第１の表面が凸状の進行型表面部分であり、前記第２の表面が凹状の進行型表面部
分である請求項１に記載の眼鏡レンズ。
【請求項３】
　前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび前記第２のチャンネル屈折力プロファ
イルが概ね同一である請求項１に記載の眼鏡レンズ。
【請求項４】
　前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび前記第２のチャンネル屈折力プロファ
イルが異なっている請求項１に記載の眼鏡レンズ。
【請求項５】
　前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび前記第２のチャンネル屈折力プロファ
イルが概ね同一である請求項２に記載の眼鏡レンズ。
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【請求項６】
　前記第１のチャンネルおよび前記第２のチャンネルが０．１ｍｍ乃至２０ｍｍずれてい
る請求項５に記載の眼鏡レンズ。
【請求項７】
　第１のチャンネルおよび第１のチャンネル屈折力プロファイルを有する第１の表面部分
と、および第２のチャンネルおよび第２のチャンネル屈折力プロファイルを有する第２の
表面部分とから成る眼鏡レンズにおいて、当該眼鏡レンズのチャンネル屈折力プロファイ
ルが前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび第２のチャンネル屈折力プロファイ
ルのベクトル和であり、かつ前記の１個のチャンネルの主要な基準点が前記の別のチャン
ネルの主要な基準点から下方に０．１ｍｍ乃至２０ｍｍずれている眼鏡レンズ。
【請求項８】
　前記第１の表面は凸状の進行型表面部分であり、前記第２の表面は凹状の進行型表面部
分である請求項７に記載の眼鏡レンズ。
【請求項９】
　前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび前記第２のチャンネル屈折力プロファ
イルが概ね同一である請求項７に記載の眼鏡レンズ。
【請求項１０】
　　前記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび前記第２のチャンネル屈折力プロフ
ァイルが異なっている請求項７に記載の眼鏡レンズ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は多焦点眼鏡レンズに関する。特に、本発明はチャンネル式の屈折力の進行度が装
着者の見る姿勢にそれぞれ適合するレンズを提供する。
【０００２】
【発明の背景】
屈折異常（非正規）症の補正のために眼鏡レンズを使用することが周知である。例えば、
進行付加型レンズ（「ＰＡＬ：progressive addition lens」）のような多焦点レンズが
老眼の治療に使用される。一般に、ＰＡＬは遠視野領域、中間領域、および近視野領域を
これらのジオプトリ屈折力が漸進的で連続的に進行して増加する状態で備えている。この
ＰＡＬは、二焦点型および三焦点型のような別の種類の多焦点レンズに見られる光屈折力
の領域間において目で見える境目がないことの便利さを装着者に訴えている。
【０００３】
装着者の目がＰＡＬの遠視野領域から中間領域を経て近視野領域に移動する時に、装着者
の目が収束してそれらの瞳が近づいて集合する。理想的には、ＰＡＬの構成が、遠視野領
域から中間領域を経て近視野領域に進行する屈折力が目によるレンズ走査時の装着者の要
求に対応できるように行なわれることである。しかしながら、従来のＰＡＬの構成におい
ては、屈折力の進行度の分配とレンズの不所望な非点収差の程度との間で作用効果が互い
に打ち消し合う関係になっている。
【０００４】
不所望な非点収差は１個以上のレンズ表面により誘導または生じる非点収差であり、装着
者における画像のぼやけ、ゆがみ、ずれを生じる。このような不所望な非点収差を減少す
るためには、屈折力の進行領域を特定の構成においてより広い長さにわたって分配する必
要がある。しかしながら、このように長さを広げた分配により、屈折力領域の分配状態が
装着者の要求に適合しなくなり、装着者はそれぞれの自然な見る姿勢や頭部および目の位
置を変えてレンズの中間領域および近視野領域を使用する必要がある。一方、屈折力の進
行領域が比較的狭い長さで分配されているレンズ構成ほどより自然な見る姿勢が与えられ
るが、不所望な非点収差の程度が増大してレンズの使用可能な領域が狭くなる。
【０００５】
それゆえ、装着者の自然な目の経路の必要条件に適合した屈折力の進行領域の分配状態を
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提供するが、レンズの不所望な非点収差を増大しないＰＡＬが要望されている。加えて、
装着者の好ましい見る姿勢を決定して装着者がレンズの使用に適合する見る姿勢を個別に
採る必要性を排除するための方法が要望されている。
【０００６】
【発明およびその好ましい実施形態の説明】
本発明はレンズおよび当該レンズの構成および製造のための方法を提供し、当該方法にお
いて、遠視野領域および近視野領域の間の屈折力領域の分配状態が装着者の目の経路およ
び眼球の屈折力の必要条件を概ね満足する。このような屈折力領域の分配状態は、付加的
な不所望な非点収差を導入することによる使用可能なレンズ表面を減少することなく得る
ことができる。
【０００７】
実施形態の一例において、本発明は第１のチャンネルおよび第１のチャンネル屈折力プロ
ファイルを有する第１の表面部分および第２のチャンネルおよび第２のチャンネル屈折力
プロファイルを有する第２の表面部分から成る、またはこれらの第１の表面部分および第
２の表面部分により概ね構成されている、またはこれらの第１の表面部分および第２の表
面部分のみにより構成されているレンズを提供し、当該レンズのチャンネル屈折力プロフ
ァイルは上記第１のチャンネル屈折力プロファイルおよび第２のチャンネル屈折力プロフ
ァイルのベクトル合計である。この場合の「レンズ（lens）」とは、眼鏡レンズ、コンタ
クトレンズ、眼内レンズ等を含むがこれらに限らない任意の眼用レンズを意味する。好ま
しくは、本発明のレンズは眼鏡レンズである。
【０００８】
本発明のレンズにおいて使用する表面部分は進行付加型または後退型の表面部分とするこ
とができる。この「進行付加型の表面部分（progressive addition surface）」とは、遠
視野領域および近視野領域、およびこれらの遠視野領域と近視野領域を連接する増加する
ジオプトリ値の屈折力領域を有する連続的で非球面状の表面部分を意味する。また、「後
退型の表面部分（regressive surface）」とは、遠視野領域および近視野領域、およびこ
れらの遠視野領域と近視野領域を連接する減少するジオプトリ値の屈折力領域を有する連
続的で非球面状の表面部分を意味する。また、「チャンネル（channel）」とは、装着者
の目が中間領域を経て近視野領域に走査する時およびその逆の時に約０．７５ジオプトリ
以上の不所望な非点収差の無い視野の通路を意味する。さらに、「チャンネル屈折力プロ
ファイル（channel power profile）」または「屈折力プロファイル」とは、チャンネル
の長さに沿った屈折力領域の分配を意味する。また、「チャンネルの長さ「（channel le
ngth）」とは、レンズのフィッティング点からジオプトリ付加屈折力が表面部分のジオプ
トリ付加屈折力の約８５％になるチャンネルに沿う点までの距離を意味する。さらに、こ
の場合の「フィッティング点（fitting point）」とは、装着者が前方をまっすぐに見て
いる状態で遠視野位置にある装着者の瞳に位置合わせしているレンズ上の点を意味する。
また、「ジオプトリ付加屈折力（dioptric add power）」とは、レンズまたはレンズ表面
部分における近視野領域および遠視野領域の間のジオプトリ値における屈折力の差の量を
意味する。
【０００９】
本発明により発見したことの一つは、特定のレンズ装着者の必要条件に適合するチャンネ
ル屈折力プロファイルがそれぞれ一定のチャンネル屈折力プロファイルを有している少な
くとも２個の表面部分により実現できることである。このチャンネル屈折力プロファイル
はほぼ同一であってもよく、異なっていてもよい。また、これらの表面部分のチャンネル
は整合していてもよく、ずれていてもよい。この「整合している（aligned)」とは、１個
のチャンネルにおける主要な基準点が別のチャンネルにおける主要な基準点と重なってい
ることを意味する。さらに、「主要な基準点（major reference point)」とは、主経線と
チャンネルの開始部すなわちｘ＝０、ｙ＝０との交差点を意味する。また、「ずれている
（displaced)」とは、１個のチャンネルの主要な基準点が別のチャンネルの主要な基準点
から下方にずれていることを意味する。いずれの実施形態も、大きな範囲のチャンネル屈
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折力プロファイルを可能にしながら、必要な表面部分の数を制限することができる。
【００１０】
一般に、進行型レンズのチャンネル屈折力プロファイルすなわちＰ（ｘ，ｙ）は当該レン
ズの各表面部分のプロファイルのベクトル和として計算できる。例えば、各表面部分がチ
ャンネル屈折力プロファイルＰ’（ｘ，ｙ）およびＰ”（ｘ，ｙ）をそれぞれ有している
２個の進行型表面部分Ｓ’およびＳ”を有するレンズの場合に、このレンズの屈折力プロ
ファイルは以下の式に従って計算できる。Ｐ（ｘ，ｙ）＝Ｐ’（ｘ，ｙ）＋Ｐ”（ｘ－ｄ
ｘ，ｙ－ｄｙ）　（１）
この式において、ｄｘおよびｄｙは表面部分Ｓ”に対する表面Ｓ’のフィッティング点の
ずれのｘおよびｙの成分である。
【００１１】
例えば、Ｓ’が凸状の進行型表面部分であり、Ｓ”が凹状の表面部分とすることができる
。この場合に、表面部分Ｓ”はＳ’に対して距離ｄｙだけ垂直下方にずれていてもよい。
さらに、Ｌ’が表面部分Ｓ’のチャンネルの長さであり、Ｌ”が表面部分Ｓ”のチャンネ
ルの長さであって、Ｌ”＞Ｌ’である場合に、表面部分Ｓ’およびＳ”を組み合わせて形
成したこのレンズのチャンネルの長さＬはＬ＝Ｌ”＋ｄｙとして計算できる。このチャン
ネル屈折力プロファイルは式１に従って変化する。しかしながら、Ｌ”＜Ｌ’＋ｄｙであ
れば、Ｓ”のＳ’に対する下方のずれはレンズのチャンネルの長さを変化せずにＬ＝Ｌ’
のままとなるが、このチャンネル内のチャンネル屈折力プロファイルを変更する。一方、
Ｓ’およびＳ”がずれていない場合、すなわち、ｄｘ＝ｄｙ＝０の場合は、チャンネルの
長さＬはＬ’およびＬ”のより長いものとなり、その屈折力プロファイルは変化して式１
に従うベクトル和になる。
【００１２】
それゆえ、個々の表面部分およびずれの距離のチャンネル屈折力プロファイルのいずれか
一方または両方を選択することにより、特定の装着者に対してチャンネル屈折力プロファ
イルを独立して適合することができる。また、このチャンネル・プロファイルの差および
ずれのいずれか一方または両方により、各表面部分の最大の不所望な非点収差の領域間の
ずれが生じて、レンズの全体的な最大の非点収差が個々の表面部分の和よりも小さくなる
。
【００１３】
好ましくは、２個の進行型の表面部分で、１個が凸状で１個が凹状の表面部分であって、
同一または類似のチャンネル屈折力プロファイルを有するものが使用されていて、レンズ
の変化するチャンネル屈折力プロファイルがずれにより得られる。このような表面部分の
チャンネルのずれは、各チャンネルの中心線および各チャンネルの横方向の端部の整合の
いずれか一方、好ましくはこれらの両方が維持されるような様式で行う必要がある。この
ようにすることにより、チャンネル内のゆがみの程度を許容不能にすることが回避できる
。さらに、このずれは、装着者の視覚を乱すように作用する許容不能なプリズム屈折力が
生じないように行う必要がある。さらに好ましくは、このずれは表面部分のチャンネルの
各中心線に沿っていて、中心線の整合が維持されている。このずれは約０．１ｍｍ乃至約
２０ｍｍ、好ましくは約１ｍｍ乃至約１０ｍｍ、さらに好ましくは約２ｍｍ乃至約７ｍｍ
とすることができる。
【００１４】
別の実施形態においては、本発明は、（ａ）装着者が遠視野域、中間域および近視野域の
各位置にある目的物を見ている時のレンズ装着者の経路および必要な屈折力を測定する工
程と、（ｂ）当該レンズ装着者の目の経路および必要な屈折力に基づいたチャンネル屈折
力プロファイルを有するレンズを備える工程とから成る、または概ねこれらの工程（ａ）
および工程（ｂ）により構成されている、またはこれらの工程（ａ）および工程（ｂ）の
みにより構成されている方法を提供する。なお、「目の経路（eye path）」とは、装着者
の目がフィッティング点から装着者の自然な近視野位置まで走査する時のレンズ装着者の
瞳に整合した進行型または後退方表面部分上の経路を意味する。
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【００１５】
本発明の上記の方法において、レンズ装着者に対応するチャンネル屈折力はレンズ装着者
の目の経路および当該目の経路に沿って装着者が必要とする屈折力を決定することにより
得られる。この目の経路は任意の既知の技法により決定できる。例えば、装着者は１個以
上のレンズを備えることができる。その後、装着者は自然な見る姿勢を維持しながら遠視
野域、中間域、および近視野域の場所における少なくとも３個の目的物を見る。この場合
に、目の経路に沿って測定を多く行うほど、得られる屈折力プロファイルの精度が高くな
ることが考えられる。それゆえ、この目の経路に沿って少なくとも３個の点を測定するこ
とが好ましい。その後、例えば、目の経路に沿ってレンズ表面を標識することにより、目
の瞳の位置が記録される。さらに、従来的な眼球チャート（図表）または固定した標的物
を使用して、この測定中に安定な瞳の位置が維持されていることを確認することができる
。
【００１６】
各測定場所において装着者が必要とする屈折力は試行レンズまたはホロプター（phoropte
r）の使用を含むがこれらに限らない当業界において周知の技法を使用することにより決
定できる。その後、装着者が必要とするチャンネル屈折力プロファイルを目の経路に沿っ
た各位置における屈折力の測定値から計算する。使用可能な従来法の一例はフィッティン
グ点よりも下方の長さの関数としてプロットした場合に滑らかな曲線により各屈折力測定
値を図画的に繋げることである。当該技術分野における通常の熟練者であれば、各測定値
を通して最良の式により適合する方法等の任意の種々の別の方法が使用できることが理解
され、これらの方法は全て本発明の範囲内に含まれる。装着者の目のはそれぞれ通常は特
異的な目の経路を有しているので、レンズ装着者に対応する目の経路の測定はそれぞれの
目に対して別個に行うのが好ましい。
【００１７】
本発明のレンズおよび方法は個々の装着者に対応する種々の屈折力プロファイルを提供す
るために使用でき、各プロファイルは装着者により行われる特定の使用目的を達成するの
に適している。例えば、ずれによりチャンネル・プロファイルの長さを増大させて、中間
域の用途に対応する屈折力の平坦な部分を構成できる。あるいは、このプロファイルを短
小化して読書用の細長い近視野領域を構成できる。
【００１８】
本発明のレンズにおいて使用する進行型の表面部分または後退型の表面部分は市販の設計
ソフトウエアの使用を含むがこれに制限されない任意の既知の方法により構成および最適
化できる。このような表面部分は凸状表面部分、凹状表面部分、凸状表面部分および凹状
表面部分の中間の表面部分、またはこれらの組み合わせの上に構成できる。なお、当該技
術分野における通常の熟練者であれば、進行型表面部分がレンズの凸状表面部分を形成し
ている場合に、その遠視野領域部分の曲率が近視野領域部分の曲率よりも小さくなること
が理解できると考える。逆に、進行型表面部分がレンズの凹状表面部分と成っている場合
には、遠視野領域部分の曲率が近視野領域部分の曲率よりも大きくなる。
【００１９】
各表面部分のチャンネル屈折力プロファイルは線形関数、スプライン関数、三角関数等を
含むがこれらに限らない任意の既知の屈折力プロファイルから選択できる。また、各表面
部分に対応するチャンネル屈折力プロファイルは同一であってもよく、あるいは、異なっ
ていてもよい。いずれの場合においても、各レンズに対応するチャンネル屈折力プロファ
イルは、装着者が自然な見る姿勢を維持している時における装着者の目の経路および屈折
率における必要条件を概ね満足する必要がある。
【００２０】
屈折力の進行度が遠視野領域から近視野領域まで減少している表面部分が使用されている
場合に、この表面のジオプトリ付加屈折力はゼロ以下となる。本発明において使用する各
表面部分のジオプトリ付加屈折力は、これらの表面部分が組み合わされて１個のレンズを
構成する場合に、このレンズの付加屈折力が装着者の近視野領域における視覚の鮮明さを
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補正するのに必要な屈折力に等しくなるように選択される。
【００２１】
本発明において使用する各表面部分のジオプトリ付加屈折力は個々に約－３．００ジオプ
トリ乃至約＋６．００ジオプトリ、好ましくは約－２．００ジオプトリ乃至約＋５．００
ジオプトリ、さらに好ましくは約－１．００ジオプトリ乃至約＋４．００ジオプトリとす
ることができる。また、各表面部分は球面屈折力、円柱面屈折力および軸、またはこれら
の組み合わせを含むことができる。
【００２２】
本発明のレンズは任意の従来手段により製造でき、眼鏡レンズの製造に適する任意の既知
の材料により構成できる。適当な材料としては、ポリカーボネート、アリル・ジグリコー
ル、ポリメタクリレート等が含まれるがこれらに限らない。このような材料は市販のもの
であるか、その製造方法が既知のものである。さらに、（本発明の）レンズは研削、全体
レンズ・キャスティング、成形、熱成形、ラミネート処理、表面キャスティング、または
これらの組み合わせ等を含むがこれらに限らない任意の従来的なレンズ製造技法により製
造できる。キャスティング（注入成形）は任意の手段により行うことができるが、本明細
書に参考文献として含まれる米国特許第５，１４７，５８５号、同第５，１７８，８００
号、同第５，２１９，４９７号、同第５，３１６，７０２号、同第５，３５８，６７２号
、同第５，４８０，６００号、同第５，５１２，３７１号、同第５，５３１，９４０号、
同第５，７０２，８１９号および同第５，７９３，４６５号に記載されているものを含む
がこれらに限らない表面キャスティングにより行われる。
【００２３】
本発明を以下の非制限的な実施例によりさらに鮮明に説明する。
【００２４】
【実施例】
実施例１
装着者が遠視野域、中間視野域、および近視野域の各位置における目的物を見ている時の
当該レンズ装着者の瞳の位置を撮影する。この装着者は遠視野域および中間視野域用の各
単一視野レンズおよび近視野域用の読書用レンズを装着する。遠視野域を見る場合に、Sn
ellen 眼球チャートを装着者の瞳から３ｍの位置に配置し、中間視野域を見る場合には、
このチャートを瞳から６４ｍｍの位置にあるテーブル上に配置した。さらに、近視野域を
見る場合には、このチャートを当該装着者の自然な読書位置に配置し、実施例１の装着者
の場合においては、この位置は瞳から約４０ｍｍとした。この結果、装着者は上記の遠視
野域、中間視野域、および近視野域に対してそれぞれ０．００ジオプトリ，１．００ジオ
プトリおよび２．００ジオプトリの球面屈折力を必要とすることが分かった。この結果、
中間視野域および近視野域を見ている場合に対応するレンズの各凸状表面部分の上に投影
した瞳の位置が、遠視野域を見ている時の瞳の位置よりも、それぞれ、垂直下方に８．５
ｍｍおよび１７．５ｍｍになることが分かった。従って、このレンズ装着者が必要とする
近視野領域の中心点をそのチャンネル端部の下方約４ｍｍに配置して、そのチャンネル長
を１７．５ｍｍ－４．０ｍｍ＝１３．５ｍｍにすればよいことが分かる。
【００２５】
実施例２
凸状の進行型表面部分および凹状の進行型表面部分を備える。この凸状表面部分は遠視野
領域の曲率が６．００ジオプトリで近視野領域の曲率が７．００ジオプトリである。この
凸状表面部分のチャンネル屈折力プロファイルを凸状プロファイルＡとして図２に示す。
この表面部分のチャンネル長は１１ｍｍである。一方、凹状表面部分は遠視野領域の曲率
が６．００ジオプトリで近視野領域の曲率が５．００ジオプトリである。この凹状表面部
分のチャンネル屈折力プロファイルを凹状プロファイルＣとして図２に示し、このチャン
ネル長は１３ｍｍである。また、この凹状表面部分のチャンネルの主基準点は凸状表面部
分の光学的中心に対して下方に２ｍｍずれている。この結果として得られるレンズは０．
００ジオプトリおよび２．００ジオプトリの遠視野域屈折力領域および付加屈折力領域を
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それぞれ有し、当該付加屈折力における１．００ジオプトリが各表面部分による寄与を受
けている。さらに、この結果として得られるチャンネル屈折力プロファイルは実施例１の
レンズ装着者により必要とされ、かつ、図１に示される屈折力プロファイルに適合する。
このレンズのチャンネル長は１３．５５ｍｍであり、その中間視野領域の位置はフィッテ
ィング点の下方８．５ｍｍであって、実施例１における装着者の瞳の計測値に一致してい
る。
【００２６】
実施例３乃至実施例４
実施例１の方法により２人の装着者を測定し、中間視野域および近視野域を見る場合のそ
れぞれの瞳の位置の測定値が実施例３の装着者の場合に９．５ｍｍおよび１９ｍｍで、実
施例４の装着者の場合に１０．５ｍｍおよび２１ｍｍであることが分かった。この結果、
両方の装着者が遠視野域、中間視野域および近視野域に対してそれぞれ０．００ジオプト
リ，１．００ジオプトリおよび２．００ジオプトリの屈折力補正を必要としていることが
分かった。
【００２７】
本発明によるレンズは各装着者に対応して作成される。各レンズの凸状の進行型表面部分
は６．００ジオプトリの遠視野領域の曲率および７．００ジオプトリの近視野領域の曲率
を有している。このような凸状表面部分のチャンネル屈折力プロファイルを凸状プロファ
イルＡとして図２に示し、そのチャンネル長は１１ｍｍである。また、凹状の進行型表面
部分は６．００ジオプトリの遠視野領域の曲率および５．００ジオプトリの近視野領域の
曲率を有している。このような凹状表面部分のチャンネル屈折力プロファイルを凹状プロ
ファイルＤおよび凹状プロファイルＥとして図２にそれぞれ示し、このチャンネル長は１
１ｍｍである。さらに、各レンズの凹状表面部分のチャンネルにおける主基準点は凸状表
面部分の主基準点に対して実施例３および実施例４の場合にそれぞれ４ｍｍおよび６ｍｍ
だけ下方にずれている。この結果として得られる各レンズのチャンネル屈折力プロファイ
ルを図１に示す。すなわち、実施例３および実施例４に対応する各チャンネル長は近視野
域を見る場合の各レンズ装着者の瞳の位置により必要とされるようにそれぞれ１５ｍｍお
よび１７ｍｍであり、各中間視野領域の位置はそれぞれ９．５ｍｍおよび１０．５ｍｍだ
けフィッティング点から下方である。
【００２８】
実施例５乃至実施例６
実施例１の方法により２人の装着者を測定し、中間視野域および近視野域を見る場合のそ
れぞれの瞳の位置の測定値が実施例５の装着者の場合にフィッティング点から５ｍｍおよ
び１５ｍｍ下方であり、実施例６の装着者の場合に７．５ｍｍおよび１５ｍｍ下方である
ことが分かった。この結果、両方の装着者が遠視野域、中間視野域および近視野域に対し
てそれぞれ０．００ジオプトリ，１．００ジオプトリおよび２．００ジオプトリの補正を
必要としているが、実施例５の装着者は実施例６の装着者に比べてそのチャンネルの上部
においてより迅速な屈折力の進行を必要としていることが分かった。
【００２９】
図４は上記の装着者用に作成したレンズ・チャンネルプロファイルを示している図である
。各レンズの凸状表面部分は６．００ジオプトリの遠視野領域の曲率および７．００ジオ
プトリの近視野領域の曲率を有しており、凸状プロファイルＦとして図３に示されている
。このチャンネル長は１１ｍｍである。また、凹状表面部分は６．００ジオプトリの遠視
野領域の曲率および５．００ジオプトリの近視野領域の曲率を有している。この凹状表面
部分のチャンネル屈折力プロファイルを凹状プロファイルＧおよび凹状プロファイルＨと
して図３にそれぞれ示されている。これら両方の凹状表面部分の場合のチャンネル長は５
．５ｍｍである。実施例６の場合の凹状表面部分の光学的中心は凸状表面部分の光学的中
心に一致している。一方、実施例５の場合は、凸状表面部分の光学的中心が凹状表面部分
の光学的中心よりも下方に４ｍｍずれている。この結果として得られる双方のレンズの各
遠視野域屈折力および付加屈折力は０．００ジオプトリおよび２．００ジオプトリであり
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各レンズのチャンネル屈折力プロファイルは各装着者の瞳の位置および屈折力進行度につ
いての必要条件を満たしている。従って、各レンズのチャンネル長は１１ｍｍであるが、
各中間視野領域の位置がフィッティング点から５ｍｍおよび７．５ｍｍ下方にそれぞれ位
置している。
【００３０】
実施例７
実施例１の方法によりレンズ装着者を測定して、その中間視野域および近視野域を見る場
合の瞳の位置の測定値をそれぞれ７ｍｍおよび１５．５ｍｍと決めて、そのチャンネル長
を１５．５ｍｍ－４．００ｍｍ＝１１．５ｍｍとした。この装着者は遠視野域、中間視野
域、および近視野域に対して０．００ジオプトリ，１．００ジオプトリおよび２．００ジ
オプトリの屈折力補正が必要である。さらに、この装着者に適合するレンズ・チャンネル
屈折力プロファイルを図５に示す。
【００３１】
レンズは凸状の進行型表面部分および凹状の後退型表面部分により形成されている。凸状
の表面部分は６．００ジオプトリの遠視野領域の曲率および９．００ジオプトリの近視野
領域の曲率を有しており、凸状プロファイルＩとして図６に示すチャンネル屈折力プロフ
ァイルを有している。このチャンネル長は１４ｍｍである。また、凹状表面部分は６．０
０ジオプトリの遠視野領域の曲率および７．００ジオプトリの近視野領域の曲率を有して
おり、凹状プロファイルＪとして図６に示すチャンネル屈折力プロファイルを有している
。このチャンネル長は１３．５ｍｍである。この凹状表面部分の光学的中心は凸状表面部
分の光学的中心に対して２ｍｍ下方にずれている。この結果として得られるレンズの遠視
野域屈折力および付加屈折力はそれぞれ０．００ジオプトリおよび２．００ジオプトリで
あり、付加屈折力の内の３．００ジオプトリが凸状表面部分による寄与を受けており、付
加屈折力の－１．００ジオプトリが凹状表面部分により寄与を受けている。結果として得
られるチャンネル屈折力プロファイルを図５に示す。このチャンネル長は１５ｍｍであり
、中間視野領域の位置はフィッティング点から約８ｍｍ程度下方であって、装着者の瞳の
測定値に一致している。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例２，実施例３および実施例４のレンズのレンズ・チャンネル屈折力プロ
ファイルの概略図である。
【図２】　実施例２，実施例３および実施例４のレンズにおける表面チャンネル屈折力プ
ロファイルの概略図である。
【図３】　実施例５および実施例６のレンズにおける表面チャンネル屈折力プロファイル
の概略図である。
【図４】　実施例５および実施例６のレンズにおけるレンズ・チャンネル屈折力プロファ
イルの概略図である。
【図５】　実施例７のレンズにおけるレンズ・チャンネル屈折力プロファイルの概略図で
ある。
【図６】　実施例７のレンズにおける表面チャンネル屈折力プロファイルの概略図である
。
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