
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
屈折力の異なる第１および第２の視野部分を有する眼鏡用多焦点レンズにおいて、
前記第２の視野部分の屈折力から前記第１の視野部分の屈折力を引いた値を加入度Ａｄｄ
としたときに、物体側の面の前記第１の視野部分の平均面屈折力Ｄ１１および第２の視野
部分の平均面屈折力Ｄ１２と、眼球側の面の前記第１の視野部分の平均面屈折力Ｄ２１お
よび第２の視野部分の平均面屈折力Ｄ２２とが次の関係を満たすことを特徴とする眼鏡用
多焦点レンズ。
－（Ｌ・ｎ／ｔ）Ａｄｄ＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・（Ａ）
Ｄ２１－Ｄ２２＝Ａｄｄ－（Ｄ１２－Ｄ１１）　・・（Ｂ）
ただし、前記Ｌは頂間距離 (ｍ )、前記ｔは前記眼鏡用多焦点レンズの中心厚 (ｍ )、前記ｎ
は前記眼鏡用多焦点レンズの屈折率、Ｄ１２－Ｄ１１≠０である。
【請求項２】
請求項１において、前記平均面屈折力Ｄ１１および前記平均面屈折力Ｄ１２が次の関係を
満たすことを特徴とする眼鏡用多焦点レンズ。
０＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・・（Ｃ）
【請求項３】
請求項１において、前記第１および第２の視野部分の間で屈折力が累進的に変化する累進
部を有することを特徴とする眼鏡用多焦点レンズ。
【請求項４】
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請求項１に記載の前記眼鏡用多焦点レンズを眼鏡フレームの形状に合わせて玉型加工した
眼鏡レンズ。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、視力補正用の眼鏡用多焦点レンズ、および、これを用いた眼鏡レンズに関する
ものである。
背景技術
屈折力の異なる複数の視野部分、例えば遠用部および近用部を備えた多焦点レンズは１つ
のレンズで異なる屈折力の視野を得ることができるので、老視などの視力を補正するため
の眼鏡レンズとして用いられている。さらに、多焦点レンズの１つとして屈折力の異なる
視野部分の間に、屈折力が累進的に変わる視野部分を設けた累進多焦点レンズがあり、視
野部分に境目がないので連続的な視野が得られ、さらに外観的にも優れているので眼鏡レ
ンズとして多く用いられている。図１１に、眼鏡レンズとして多く用いられている従来の
累進多焦点レンズの一般的な構造を示してある。この累進多焦点レンズ１は、図１１（ａ
）に平面的な構成で示してあるように、遠距離の物を見るための視野部分である遠用部１
１が上方に設けられ、遠用部１１と異なる屈折力を備えた近距離の物を見るための視野部
分が近用部１２として遠用部１１の下方に設けられている。そして、これら遠用部１１と
近用部１２が、連続的に変化する屈折力を備えた遠距離と近距離の中間距離の物を見るた
めの視野部分である累進部１３によって滑らかに連絡されている。
眼鏡用に用いられる単板のレンズ１においては、図１１（ｂ）に断面を用いて示すように
眼球側の屈折面３と、注視する物体側の屈折面２の２つの面を有し、これらの面によって
眼鏡レンズに要求される全ての性能、例えば、ユーザーの度数に合った頂点屈折力、乱視
を矯正するための円柱屈折力、老視を補正するための加入屈折力、さらには斜位を矯正す
るためのプリズム屈折力などを付与する必要がある。このため、従来の多焦点レンズ１に
おいては、物体側の屈折面２の曲率を変えて面屈折力を調整し、遠用部１１および近用部
１２、さらに累進多焦点レンズにおいては累進部１３を構成している。そして、眼球側の
屈折面３には乱視の矯正が必要な場合にはトーリック面を設けるようにしている。なお、
以下においては、簡単のため乱視矯正を行わない累進多焦点レンズを仮定して説明を行う
ことにする。
図１２に従来の累進多焦点レンズ１で得られる非点収差を示してある。物体側の面２に設
けられた累進屈折面５は、面屈折力を連続的に変化させるように非球面になるので、面の
各領域によって曲率が変化する。例えば、図１１には、遠用部１１の屈折力が０．００Ｄ
で加入度Ａｄｄが３．００Ｄの累進多焦点レンズ１の概略構成を示してあるが、遠用部１
１の平均面屈折力Ｄ１１を４．００ディオプトリ（Ｄ）とすると、近用部１２の平均面屈
折力Ｄ１２は７．００Ｄとなる。従って、物体側の面２には、遠用部１１から近用部１２
にわたってｘ方向（眼に装着したときにレンズに沿って水平となる方向とする）およびｙ
方向（ｘ方向に垂直なレンズに沿って鉛直となる方向とする）の曲率に差ができるので非
点収差が発生する。一方、眼球側の面３は曲率が一定の球面でよく、本例の累進多焦点レ
ンズ１においては、遠用部１１の平均面屈折力と同じ値、すなわち４．００Ｄの平均面屈
折力Ｄ２１を備えた球面で構成することができる。このため、眼球側の面は、ｘおよびｙ
方向の曲率が一定になり、基本的には非点収差は発生しない。従って、図１１に示したレ
ンズ１では、レンズ全体の非点収差は物体側の面２の非点収差と同じとなり、非点収差を
ディオプトリ（Ｄ）単位で表して所定のディオプトリの領域を等高線でつないで示したも
のが図１２に示した非点収差図である。なお、本明細書においては、平均面屈折力は主注
視線の近傍における面屈折力を示しており、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１は
物体側の面の遠用部１１の主注視線１４の近傍の平均面屈折力であり、また、近用部の平
均面屈折力Ｄ１２は物体側の面の近用部１２の主注視線１４の近傍の平均面屈折力を示し
ている。
乱視を伴わない眼鏡の使用者（ユーザー）は、レンズに現れた非点収差が１．０ディオプ
トリ、望ましくは０．５ディオプトリ以下であれば、像のボケをそれほど知覚せずに明瞭
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な視覚が得られる。このため、累進多焦点レンズ１においては、非点収差が１．０ディオ
プトリあるいは望ましくは０．５ディオプトリ以下となる比較的広い明視域２１を、眼の
動く範囲の大きな遠用部１１に配置している。さらに、遠用部１１から近用部１２に向か
って、目の輻輳を加味して若干鼻側に曲がって延びた主注視線１４の近傍で、ｘ方向およ
びｙ方向の曲率差をほとんど０とすることによって、この主注視線１４に沿って必要な明
視域を確保している。そして、このようなレンズ１を眼鏡のフレームに合わせた形状に玉
型加工して眼鏡用レンズ９を形成し、ユーザーに提供している。
累進多焦点レンズなどの多焦点レンズにおいては、視力の補正対象となる度数が大きいほ
ど像の揺れや歪みが発生しやすい。さらに、遠用部と近用部の屈折力の差を示す加入度Ａ
ｄｄが大きいと、遠用部と近用部の曲率差が大きく異なるので像の揺れや歪みがさらに大
きくなる。累進多焦点レンズにおいては、累進屈折面の非球面化が進むのでレンズに現れ
る非点収差も大きなものになり、明視域が狭くなる。また、非点収差の大きく変動する領
域では、視線の移動によって像が歪んだり揺れたりするので、快適な視野が得られない。
このため、累進屈折面の形状を改良し、非点収差が大きく現れる領域を通常使用するレン
ズの領域から外したり、急激な非点収差の変動を防止してユーザーに快適な視野を提供す
るべく累進屈折面が改良されている。
さらに、多焦点レンズにおいては、遠用部と近用部の屈折力（パワー）の違いによって倍
率が異なり、これによっても像のゆれや歪みが発生する。すなわち、遠用部１１は遠方に
焦点が合うような屈折力を備えており、一方、近用部１２は近傍に焦点が合うように遠用
部１１と異なる屈折力を備えている。従って、倍率も同じにならず、累進部１３を設けた
場合には、累進部において倍率が徐々に変動するので、眼鏡を装着したときに得られる像
が揺れたり歪んだりする原因となっている。
そこで、本発明においては、コンピュータの計算能力を活かした累進面の設計などによっ
てほぼ限界まで非点収差の改善が行われている累進多焦点レンズあるいはバイフォーカル
レンズといった多焦点レンズに対し、さらに揺れや歪みを抑制し、より快適な視野が得ら
れる多焦点レンズおよび眼鏡レンズを提供することを目的としている。すなわち、本発明
においては、現状の累進屈折面で得られる限界よりもさらに非点収差を改善できる多焦点
レンズおよび眼鏡レンズを提供することを目的としている。また、視力を補正するための
屈折力を持ちながら倍率の差を改善でき、倍率差に伴う像の揺れや歪みを低減できる多焦
点レンズおよび眼鏡レンズを提供することを目的としている。
発明の開示
上述したように、従来の眼鏡用の多焦点レンズにおいては、屈折力の異なる２つの視野部
分を形成するために、例えば、第１の視野部分として遠方に焦点を合わせやすい視野を形
成するための平均面屈折力を物体側の面に与えて遠用部を形成し、さらに、第２の視野部
分として近傍に焦点を合わせやすい視野を形成するために遠用部の平均面屈折力に対し加
入度を加えた平均面屈折力を物体側の面に与えて近用部を形成している。これに対し、本
発明においては、物体側の面の第２の視野部分である近用部の平均面屈折力が、第１の視
野部分である遠用部の平均面屈折力に加入度を加えた値に達しない、すなわち、物体側の
面の遠用部の平均面屈折力と近用部の平均面屈折力の差を加入度より数学的に小さな値に
するという、上述した従来の眼鏡用の多焦点レンズの設計方針と全く異なる設計方針によ
って製造された眼鏡用多焦点レンズを提供するようにしている。さらに、本発明の眼鏡用
多焦点レンズにおいては、眼球側の面の第１の視野部分である遠用部の平均面屈折力、お
よび第２の視野部分である近用部の平均面屈折力を制御することにより、レンズ全体とし
ては、所定の加入度を備えた眼鏡用多焦点レンズを提供できるようにしている。
すなわち、本発明の屈折力の異なる第１および第２の視野部分を有する眼鏡用多焦点レン
ズは、第２の視野部分の屈折力から第１の視野部分の屈折力を引いた値を加入度Ａｄｄと
したときに、物体側の面の第１の視野部分の平均面屈折力Ｄ１１および第２の視野部分の
平均面屈折力Ｄ１２と、眼球側の面の第１の視野部分の平均面屈折力Ｄ２１および第２の
視野部分の平均面屈折力Ｄ２２とが次の関係を満たすことを特徴としている。
－（Ｌ・ｎ／ｔ）Ａｄｄ＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・（１）
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Ｄ２１－Ｄ２２＝Ａｄｄ－（Ｄ１２－Ｄ１１）　・・（２）
ただし、Ｌはメートル（ｍ）を単位とする頂間距離であり、ｔもメートル（ｍ）を単位と
する眼鏡用多焦点レンズの中心厚であり、さらに、ｎは眼鏡用多焦点レンズの屈折率であ
る。本発明の眼鏡用多焦点レンズには、バイフォーカルレンズの様な多焦点レンズはもち
ろん、第１および第２の視野部分の間で屈折力が累進的に変化する累進部を有する累進多
焦点レンズも含まれている。従って、本発明の累進多焦点レンズには、物体側の面および
眼球側の面の両面に累進屈折面を備えた多焦点レンズも含まれる。
このような従来と異なる設計方針の本発明の眼鏡用多焦点レンズによって、遠用部と近用
部の倍率差を軽減でき、また、収差性能を従来にも増して改善できるので、像の揺れや歪
みの少ない眼鏡用多焦点レンズおよびこれを玉型加工した眼鏡レンズを提供することが可
能になる。
まず、遠用部と近用部の倍率差について説明すると、レンズの倍率ＳＭは、一般的に次の
式で表される。
ＳＭ＝Ｍｐ×Ｍｓ　・・・（３）
ここで、Ｍｐはパワー・ファクター、また、Ｍｓはシェープ・ファクターと呼ばれる。レ
ンズの眼球側の面の頂点（内側頂点）から眼球までの距離を頂間距離Ｌ、内側頂点の屈折
力（内側頂点屈折力）をＰｏ、レンズ中心の厚みをｔ、レンズの屈折率をｎ、レンズの物
体側の面の面屈折力（ベースカーブ）をＰｂとすると以下のように表される。
Ｍｐ＝１／（１－Ｌ×Ｐｏ）　・・・（４）
Ｍｓ＝１／（１－（ｔ×Ｐｂ）／ｎ）　・・・（５）
なお、式（４）および（５）の計算にあたっては、内側頂点屈折力Ｐｏおよび物体側の面
の面屈折力Ｐｂについてはディオプトリ（Ｄ）を、また、距離Ｌおよび厚みｔについては
メートル（ｍ）を用いる。これらの式から判るように、多焦点レンズにおいては、遠用部
と近用部で屈折力Ｐｏが異なるので遠用部の倍率ＳＭ１および近用部の倍率ＳＭ２は異な
り、この倍率差に応じてユーザーが視覚で捉えられる画像の大きさも変わる。従って、こ
の倍率差も遠用部および近用部で像の揺れや歪みなどが発生する原因となる。
これに対し、本発明の眼鏡用多焦点レンズは、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１
と近用部の平均面屈折力Ｄ１２の差が加入度Ａｄｄ未満となるようにした、平均面屈折力
Ｄ１２およびＤ１１を制御できる多焦点レンズである。このため、式（５）で表されるシ
ェープ・ファクターＭｓを調整することが可能となる。従って、式（４）で表されるパワ
ー・ファクターＭｐによる倍率差を低減することが可能であり、遠用部および近用部の倍
率差を軽減することができる。一方、遠用部および近用部において視力の補正に寄与する
のは内側頂点屈折力Ｐｏであり、物体側の面の近用部の平均面屈折力Ｄ１２が遠用部の平
均面屈折力Ｄ１１に加入度Ａｄｄを加えた値に達しない場合でも、本発明の眼鏡用多焦点
レンズにおいては、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２１およびＤ２２によって制御すること
により所定の視力補正機能を持った多焦点レンズを提供することが可能である。従って、
本発明の多焦点レンズを採用することにより、遠用部と近用部の倍率差を抑制するように
物体側の面の平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を設定することが可能となり、また、累進
部を設けた累進多焦点レンズにおいても累進部における倍率の変動を抑制することができ
る。このため、倍率の差に起因する像の歪みや揺れを低減できる。
このように、本発明の眼鏡用多焦点レンズは、物体側の面の屈折力のみによって遠用部お
よび近用部の屈折力を調整していた従来の眼鏡用多焦点レンズと比較し、遠用部および近
用部の倍率差を縮小することが可能であり、詳しくは後述するが、倍率差を縮小する効果
の得られる範囲を考慮すると、上記の式（１）で示す範囲に物体側の平均面屈折力Ｄ１１
およびＤ１２を設定することが望ましい。近用部と遠用部、すなわち、第２および第１の
視野部分の物体側の面の平均面屈折力Ｄ１２およびＤ１１の差が上記の式（１）に達しな
い範囲でも、第１および第２の視野部分の倍率差を縮小することはできる。しかしながら
、上記の式（１）の範囲を下回ると、レンズが厚くなり、また、非点収差も大きくなるの
で眼鏡用の多焦点レンズとしては実用性が乏しくなる。このため、眼鏡用の多焦点レンズ
としては、第２および第１の視野部分の物体側の面の平均面屈折力Ｄ１２およびＤ１１の
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差を上記の式（１）の範囲とすることが望ましい。
また、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２１およびＤ２２は、上記の範囲で設定された平均面
屈折力Ｄ１１およびＤ１２を用いて所定の度数および加入度を満足するような値を決める
ことができ、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２１およびＤ２２の関係は上記の式（２）で示
すようになる。
さらに、本発明の眼鏡用多焦点レンズは、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１と近
用部の平均面屈折力Ｄ１２の差が加入度Ａｄｄに達しないようにしてあるので、物体側の
近用部と遠用部の平均面屈折力Ｄ１２およびＤ１１の差を従来の眼鏡用多焦点レンズより
も小さくすることができる。すなわち、本発明の眼鏡用多焦点レンズにおいては、物体側
の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１および近用部の平均面屈折力Ｄ１２が次の式（６）の
範囲にすることができる。
０＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・・（６）
このような範囲に遠用部および近用部の平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を設定すること
により、物体側の面の遠用部および近用部の平均面屈折力の差を軽減して、物体側の面の
曲率の変化（平均面屈折力の差）を削減できる。そして、加入度Ａｄｄを実現するための
遠用部と近用部の曲率の差をレンズの眼球側の面にも分散できるので、非点収差を従来の
多焦点レンズよりもさらに改善することが可能となる。従って、本発明の眼鏡用多焦点レ
ンズにおいては、倍率差を軽減できる効果に加えて、非点収差も改善することができるの
で、遠用部および近用部、あるいは累進部における像の揺れや歪みがさらに少ない快適な
視野を備えた眼鏡用多焦点レンズおよび眼鏡レンズを提供することが可能となる。
このように、従来の眼鏡用多焦点レンズでは物体側の凸面のみの平均面屈折力の違いによ
って、乱視矯正を目的とする以外の度数や加入度Ａｄｄなどの視力補正機能を得るように
していたのに対し、本発明の多焦点レンズにおいては物体側の面および眼球側の面の両面
の第１の視野部分（例えば遠用部）および第２の視野部分（例えば近用部）の平均面屈折
力をそれぞれ制御することにより所定の加入度Ａｄｄを得ることができる。従って、双方
の面の遠用部と近用部の平均面屈折力の違いを小さくすることが可能であり、これら遠用
部および近用部の曲率差を削減し、曲率差に起因して発生する遠用部、近用部、さらには
累進部の非点収差を少なくすることができる。従って、度数や加入度といった条件が同一
のレンズにおいては、より明視域が広く、視線を移動したときに像の揺れなどの少ない多
焦点レンズを提供することができる。
非点収差を少なくして大きな明視域を確保するという点では、平均面屈折力Ｄ１２から平
均面屈折力Ｄ１１を引いた物体側の面の平均面屈折力の差ＤＤ１が、平均面屈折力Ｄ２１
から平均面屈折力Ｄ２２を引いた眼球側の面の平均面屈折力の差ＤＤ２にほぼ等しくなる
ことを目指して平均面屈折力Ｄ１１、Ｄ１２、Ｄ２１およびＤ２２を設定することが望ま
しい。平均面屈折力の差ＤＤ１およびＤＤ２を同じ程度に設定することにより、物体側の
面で発生する非点収差および眼球側の面で発生する非点収差を共に小さくできる。本願発
明者が種々の設計を行ってみたところ、一方の面に非点収差が集中した従来のレンズと比
較し、本発明のレンズのように両方の面に非点収差を分散した方が、これらの面を合成し
て得られるレンズ全体としての非点収差については小さくなることが確認できた。
また、本発明の多焦点レンズにおいては、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１と、
近用部の平均面屈折力Ｄ１２を同じ値にすることができる。すなわち、遠用部の平均面屈
折力Ｄ１１と近用部の平均面屈折力Ｄ１２が次の式（７）を満足する場合は、物体側の面
を球面などの製造の容易な面で成形することができるので、遠用部と近用部で倍率差の少
ない本発明の多焦点レンズを短時間で安価に提供することが可能になる。従って、ユーザ
ー個々の条件にマッチしたカスタマイズされた眼鏡レンズを提供するのに適している。
Ｄ１２－Ｄ１１＝０　・・・（７）
さらに、本発明の眼鏡用多焦点レンズにおいては、第１および第２の視野部分の物体側の
面の平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２と、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２１およびＤ２２
を制御することが可能なので、遠用部と近用部、すなわち、第１の視野部分と第２の視野
部分の倍率がほぼ等しくなるよう、あるいは、裸眼との倍率差が少なくなるように各々の
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平均面屈折力を設定し、眼鏡を使用するユーザーの視覚に係る負担をさらに少なくするこ
とが可能である。このような場合は、平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を第１および第２
の視野部分、遠用部と近用部の倍率が等しくなるように、あるいは裸眼の倍率である１に
近づくように選択すれば良い。例えば、近用部および遠用部の倍率を裸眼の倍率と等しく
なるようにするには、（３）式にもとづき、遠用部の倍率ＳＭ１および近用部の倍率ＳＭ
２が次の関係に近づけるようにすれば良い。
ＳＭ１　　　　＝ＳＭ２　　　　＝１
Ｍｐ１×Ｍｓ１＝Ｍｐ２×Ｍｓ２＝１　・・・（８）
このように、本発明の多焦点レンズは、物体側の面および眼球側の面の双方の第１および
第２の視野部分の面屈折力を調整することにより、第１および第２の視野部分の非点収差
および倍率差を低減することができる。従って、単一の累進屈折面の性能を向上すること
により非点収差を改善し光学的性能を向上させた従来の累進多焦点レンズの限界を越えて
、さらに像のゆれ・ゆがみが低減された累進多焦点レンズおよび眼鏡レンズを提供するこ
とができ、ユーザーにいっそう快適な視野を提供することができる。特に、加入度の大き
な累進多焦点レンズにおいては、ゆれ・ゆがみを大幅に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の第１の実施の形態の累進多焦点レンズの概略構成を示す図であり、図１
（ａ）は概略構成を示す平面図であり、図１（ｂ）は主注視線に沿った断面図である。
図２は、図１に示す累進多焦点レンズの物体側および眼球側の面の収差図である。
図３は、図１に示す累進多焦点レンズ全体の収差図である。
図４は、本発明の第２の実施の形態の累進多焦点レンズの概略構成を示す図であり、図４
（ａ）は概略構成を示す平面図であり、図４（ｂ）は主注視線に沿った断面図である。
図５は、図４に示す累進多焦点レンズの物体側および眼球側の面の収差図である。
図６は、図４に示す累進多焦点レンズにトーリック面としての要素を付加した累進多焦点
レンズの概要を示す図であり、図６（ａ）は正面図、図６（ｂ）は主注視線に沿った断面
図である。
図７は、図６に示す累進多焦点レンズの非点収差を示す図である。
図８は、図６に示す累進多焦点レンズの主注視線に沿った非点収差の変化を、他の方式で
トーリック面を加算した多焦点レンズの主注視線に沿った非点収差の変化と対比して示す
グラフである。
図９は、本発明の第３の実施の形態の累進多焦点レンズの概略構成を示す図であり、図９
（ａ）は概略構成を示す平面図であり、図９（ｂ）は主注視線に沿った断面図である。
図１０は、本発明の第３の実施の形態の累進多焦点レンズの異なった例を示す図であり、
図１０（ａ）は概略構成を示す平面図であり、図１０（ｂ）は主注視線に沿った断面図で
ある。
図１１は、従来の累進多焦点レンズの概略構成を示す図であり、図１１（ａ）は概略構成
を示す平面図であり、図１１（ｂ）は主注視線に沿った断面図である。
図１２は図１１に示す累進多焦点レンズの収差図である。
発明を実施するための最良の形態
〔第１の実施の形態〕
以下に実施の形態を示す図面を参照しながら本発明をさらに詳しく説明する。図１に、本
発明の多焦点レンズの例として物体側の面２および眼球側の面３にそれぞれ累進屈折面５
ａおよび５ｂを設けた累進多焦点レンズ１０を示してある。本例の累進多焦点レンズ１０
は、図１１に示した従来の累進多焦点レンズと同様に、上方に遠距離の物を見るための視
野部分である遠用部１１が設けられ、下方に遠用部１１と異なる屈折力を備えた近距離の
物をみるための視野部分が近用部１２として設けられ、さらに、これら遠用部１１と近用
部１２が連続的に屈折力が変化する累進部１３によって連絡された累進多焦点レンズであ
る。図１（ｂ）に示してあるように、本例の累進多焦点レンズ１０は、物体側の遠用部１
１の平均面屈折力Ｄ１１が４．００Ｄ、近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２が５．５０Ｄ、
眼球側の遠用部１１の平均面屈折力Ｄ２１が４．００Ｄおよび近用部の平均面屈折力Ｄ２
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２が２．５０Ｄに設定され、遠用部１１に対する近用部１２の加入度Ａｄｄが３．００Ｄ
の多焦点レンズである。従って、本例の累進多焦点レンズ１０は、物体側の面の遠用部１
１の平均面屈折力Ｄ１１と近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２の差が加入度Ａｄｄに達しな
い本発明に係る多焦点レンズである。さらに、本例の累進多焦点レンズ１０は、遠用部１
１の屈折力が０．００Ｄで加入度Ａｄｄが３．００Ｄなので、図１１に示した従来の累進
多焦点レンズ１と同様の視力補正機能を備えたレンズである。
本例の累進多焦点レンズ１０の遠用部１１および近用部１２の倍率は、上述した式（３）
、（４）および（５）を遠用部１１および近用部１２に当てはめて、それぞれの視野部分
の倍率ＳＭ１およびＳＭ２を求めると次のようになる。まず、遠用部１１の倍率ＳＭ１は
以下のように表される。
ＳＭ１＝Ｍｐ１×Ｍｓ１　・・・（９）
ここで、Ｍｐ１は遠用部のパワー・ファクター、Ｍｓ１は遠用部のシェープ・ファクター
であり、面屈折力Ｐｂが物体側の面２の平均面屈折力Ｄ１１で現されることを考慮すると
次のようにようになる。
Ｍｐ１＝１／（１－Ｌ×Ｐｏ）　・・・（１０）
Ｍｓ１＝１／（１－（ｔ／ｎ）×Ｄ１１）　・・・（１１）
同様に、近用部１２の倍率ＳＭ２は次のように表される。
ＳＭ２＝Ｍｐ２×Ｍｓ２　・・・（１２）
Ｍｐ２＝１／（１－Ｌ×（Ｐｏ＋Ａｄｄ））　・・・（１３）
Ｍｓ１＝１／（１－（ｔ／ｎ）×Ｄ１２）　・・・（１４）
ここで、Ｍｐ２は近用部のパワー・ファクター、Ｍｓ２は近用部のシェープ・ファクター
であり、面屈折力Ｐｂが物体側の面２の平均面屈折力Ｄ１２で現され、さらに、近用部１
２の屈折力は遠用部１１の屈折力に加入度Ａｄｄを加えた値となる。
頂間距離Ｌが１５．０ｍｍ（０．０１５０ｍ）、中心厚ｔが３．０ｍｍ（０．００３０ｍ
）、さらに、屈折率ｎが１．６６２とすると、本例の累進多焦点レンズ１０においては、
内側頂点屈折力Ｐｏが０．０Ｄ、加入度Ａｄｄが３．００Ｄ、遠用部の平均面屈折力Ｄ１
１が４．００Ｄ、さらに、近用部の平均面屈折力Ｄ１２が５．５０Ｄであるので、それぞ
れの倍率ＳＭ１およびＳＭ２、および倍率差は次のようになる。
ＳＭ１＝１．００７、ＳＭ２＝１．０５８、
ＳＭ２－ＳＭ１＝０．０５１　・・・（１５）
これに対し、図１１に示した従来の累進多焦点レンズ１においては、近用部の平均面屈折
力Ｄ１２が７．００Ｄになるので、それぞれの倍率ＳＭ１およびＳＭ２、および倍率差は
次のようになる。
ＳＭ１＝１．００７、ＳＭ２＝１．０６１、
ＳＭ２－ＳＭ１＝０．０５４　・・・（１６）
このように、本例の累進多焦点レンズ１０においては、従来よりも遠用部１１と近用部１
２の倍率差が６％程度緩和されており、より像の歪みや揺れの少ない視野をユーザーに提
供することができことが判る。このように上述した本例の累進多焦点レンズ１０は、従来
のレンズ１と比較し、遠用部１１と近用部１２の倍率差が削減されており揺れの少ない快
適な視野を提供することができる。
本発明の多焦点レンズにおいては、遠用部１１と近用部１２の倍率差を軽減できる範囲を
検討すると次のようになる。例えば、遠用部１１と近用部１２の倍率差をなくすことを考
えると上記の式（９）および（１２）から次のようになる。
Ｍｐ１×Ｍｓ１＝Ｍｐ２×Ｍｓ２　・・・（１７）
式（１０）、（１１）、（１３）および（１４）を代入して変形すると次のようになる。
（１－Ｌ×Ｐｏ）・（１－（ｔ／ｎ）×Ｄ１１）
＝（１－Ｌ×（Ｐｏ＋Ａｄｄ））・（１－（ｔ／ｎ）×Ｄ１２）　・・・（１８）
さらに、式（１８）の頂間距離Ｌおよびｔ／ｎは小数点以下２位または３位の係数である
ので、展開して得られる２次の項を無視（削除）すると倍率差のほぼ等しい遠用部および
近用部が得られる平均面屈折力の差ＤＤ１（＝Ｄ１２－Ｄ１１）は近似的に次のようにな
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る。
Ｄ１２－Ｄ１１＝－（Ｌ・ｎ／ｔ）×Ａｄｄ　・・・（１９）
さらに、従来の多焦点レンズにおいては、遠用部１１の平均面屈折力Ｄ１１と近用部１２
の平均面屈折力Ｄ１２の差ＤＤ１と加入度Ａｄｄとの関係は上述したように次の関係を満
たす。
Ｄ１２－Ｄ１１＝Ａｄｄ　・・・（２０）
従って、次の式（１）で表す本発明の多焦点レンズにおいては平均面屈折力の差ＤＤ１が
式（１９）および式（２０）の間となるので、従来の多焦点レンズよりも倍率差の少ない
多焦点レンズを提供できることが判る。
－（Ｌ・ｎ／ｔ）Ａｄｄ＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・（１）
すなわち、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１および近用部の平均面屈折力Ｄ１２
が上記の式（１）の条件の範囲内で従来よりも倍率差が少なく、それに伴う像の揺れや歪
みの少ない多焦点レンズを提供することが可能になる。近用部の平均面屈折力Ｄ１２と遠
用部の平均面屈折力Ｄ１１との差が上記の式（１）よりも小さな範囲、すなわち、上記の
式（１）の下限に達しない範囲においても、従来の多焦点眼鏡レンズと比較し遠用部と近
用部との倍率差を小さくできる。しかしながら、平均面屈折力Ｄ１２とＤ１１との差が上
記の式（１）の範囲を下回ると、レンズが厚肉となると共に非点収差も大きくなるので、
眼鏡用の多焦点レンズとしては実用性に乏しくなる。
また、眼球側の面の遠用部１１の平均面屈折力Ｄ２１および近用部１２の平均面屈折力Ｄ
２２は、式（１）の範囲内で設定された平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を用いて所定の
度数および加入度を満足するように決定することができ、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２
１およびＤ２２の関係は下記の式（２）で示すようになる。
Ｄ２１－Ｄ２２＝Ａｄｄ－（Ｄ１２－Ｄ１１）　・・（２）
ただし、上記式（１）および（２）において、Ｌはメートル（ｍ）を単位とする頂間距離
であり、ｔもメートル（ｍ）を単位とする眼鏡用多焦点レンズの中心厚であり、ｎは眼鏡
用多焦点レンズの屈折率である。
さらに、本発明の多焦点レンズにおいては、物体側の面の平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１
２を次の式（６）の範囲とすることにより、遠用部の平均面屈折力Ｄ１１および近用部の
平均面屈折力Ｄ１２との差ＤＤ１を従来の累進多焦点レンズよりも小さくできる。このた
め、物体側の面２の非点収差特性を改善することが可能となる。
０＜Ｄ１２－Ｄ１１＜Ａｄｄ　・・・（６）
この範囲に平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を設定することにより、物体側の面の平均屈
折力の差ＤＤ１を加入度Ａｄｄより小さくでき、さらに、式（２）から判るように眼球側
の面の近用部１２の平均面屈折力Ｄ２２と遠用部１１の平均面屈折力Ｄ２１の差ＤＤ２も
加入度Ａｄｄより小さくできる。従って、多焦点レンズ１０全体としての非点収差特性を
改善することが可能であり、倍率差により像の揺れや歪みと共に非点収差による像の揺れ
や歪みも低減することができ、明視域が広くいっそう快適な視野の得られる多焦点レンズ
を提供することができる。
図１に示した本例の累進多焦点レンズ１０は、上記式（６）の範囲に含まれる累進多焦点
レンズであり、さらに、物体側の面２の平均面屈折力の差ＤＤ１と、眼球側の面３の平均
面屈折力の差ＤＤ２が等しい例を示してある。図２に、本例の累進多焦点レンズ１０の物
体側の面２および眼球側の面３で得られる非点収差図を示してある。本例の累進多焦点レ
ンズ１０は、物体側の面２および眼球側の面３におけるそれぞれの遠用部１１と近用部１
２の平均面屈折力の差ＤＤ１およびＤＤ２はいずれも１．５０Ｄであり、累進部１３にお
ける曲率の変化をほぼ同様に設定することによりほとんど同じ非点収差図を得ることがで
きる。そして、物体側の面２の平均面屈折力の差ＤＤ１（＝Ｄ１２－Ｄ１１）と、眼球側
の面３の平均面屈折力の差ＤＤ２（＝Ｄ２１－Ｄ２２）がいずれも１．５０Ｄと、従来の
累進多焦点レンズ１の平均面屈折力の差３．００Ｄの半分になっている。このため、図２
に示すように物体側の面２および眼球側の面３で発生する非点収差も非常に小さくなる。
図３に、本例の累進多焦点レンズ１０として得られる非点収差を示してある。図３に示し
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た非点収差は、物体側の面２および眼球側の面３のそれぞれで発生する非点収差を合成し
たものである。図３に示した本発明の累進多焦点レンズの収差図と、図１２に示した従来
の累進多焦点レンズ１の収差図を比較すると判るように、本例の累進多焦点レンズ１０に
おいては、非点収差１．０Ｄを示すラインが近用部１２の方向に下がっており、遠用部１
１における明視域が広がっている。さらに、近用部１２の非点収差１．０Ｄを示すライン
の位置も従来の累進多焦点レンズ１より左右に広がっており、近用部１２においても明視
域が広がっていることが判る。また、非点収差１．５Ｄ等を示すラインの位置を比較する
と判るように、本例の累進多焦点レンズ１０の非点収差の値は、従来の累進多焦点レンズ
１の同じ場所の非点収差よりも小さくなっており、レンズ全体にわたって非点収差が小さ
くなっている。さらに、等しい非点収差の場所を繋いだラインの間隔も本例の累進多焦点
レンズ１０の方が広くなっており非点収差の変動も少なくなっていることが判る。このよ
うに、本例の累進多焦点レンズ１０は、従来の累進多焦点レンズ１よりも非点収差の分布
を比較すると全ての面で改善されている。従って、本例の累進多焦点レンズ１０を眼鏡フ
レームの形状に合わせて玉型加工することにより、いっそう広く明るい視野と、揺れや歪
みの少ない像をユーザーに対し提供可能な眼鏡レンズ９を製造し供給することができる。
本例の累進多焦点レンズ１０は、物体側の面の平均面屈折力の差ＤＤ１と、眼球側の面の
平均屈折力の差ＤＤ２と同じに設定されており、物体側の面２および眼球側の面３におけ
る曲率差が同一となっている。従って、収差特性として現れる曲率差の負荷が双方の面で
同じ程度であるので、物体側の面２と眼球側の面３とを合成した累進多焦点レンズ１０と
しては最も収差特性の改善可能な条件であると考えられる。
本例の累進多焦点レンズに限らず、上記の式（６）に示される範囲であれば平均面屈折力
の差ＤＤ１およびＤＤ２が異なっている累進多焦点レンズにおいて収差特性を改善できる
ことはもちろんである。物体側の面の平均面屈折力の差ＤＤ１が加入度Ａｄｄに一致して
いた従来の累進多焦点レンズ１と比較すると、本発明に係る累進多焦点レンズ１０におい
ては、眼球側の面の平均面屈折力の差ＤＤ２を設けることにより、物体側の平均面屈折力
の差ＤＤ１を従来よりも低減することが可能であり、これによって非点収差を抑制するこ
とができる。眼球側の面に平均面屈折力の差ＤＤ２を設けることにより眼球側の面２に非
点収差が発生する。しかしながら、物体側の面の負担を低減することにより、一方の面の
非点収差を改善できる効果が大きく累進多焦点レンズ１０全体として非点収差を改善でき
ることは上記に示した通りである。従って、若干でも眼球側の面の平均面屈折力の差ＤＤ
２を設定し、眼球側の面の平均面屈折力Ｄ２１およびＤ２２に違いを設けることにより、
上記の式（６）に示される関係の物体側の面の平均面屈折力Ｄ１１およびＤ１２を得るこ
とができ、累進多焦点レンズ１０の非点収差を改善することができる。もちろん、式（６
）の範囲内には、眼球側の面の平均面屈折力の差ＤＤ２が物体側の面の平均面屈折力の差
ＤＤ１より大きな多焦点レンズも含まれており、このような多焦点レンズにおいても、物
体側の面の平均面屈折力に差を設けることにより、さらに良好な非点収差特性を得ること
ができる。このように、本例の累進多焦点レンズ１０は、双方の面の平均面屈折力の差Ｄ
Ｄ１およびＤＤ２を同じに設定することにより、平均的に良好な非点収差特性を備えた２
つの面を形成し、これらによってレンズ全体の非点収差を大幅に改善できるようにしてい
る。
このように、本例の累進多焦点レンズ１０は、遠用部１１および近用部１２の倍率差を小
さくできると共に、非点収差特性も改善することが可能であり、像の揺れや歪みを抑制し
、広い明視域を得ることができる。従って、本例の累進多焦点レンズによって、より快適
な視野を提供することができる。
〔第２の実施の形態〕
図４に、本発明の異なった累進多焦点レンズの例を示してある。本例の累進多焦点レンズ
１０も上方に遠距離の物を見るための視野部分である遠用部１１が設けられ、下方に近距
離の物をみるために遠用部１１と異なる屈折力を備えた視野部分が近用部１２として設け
られている。また、これら遠用部１１と近用部１２を連続的に屈折力が変化する累進部１
３によって滑らかに連絡されている。本例の累進多焦点レンズ１０は、物体側の面２の遠
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用部１１の平均面屈折力Ｄ１１が４．００Ｄ、近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２が４．０
０Ｄであり、また、眼球側の面３の遠用部１１の平均面屈折力Ｄ２１が６．００Ｄ、近用
部１２の平均面屈折力Ｄ２２が４．００Ｄであり、加入度数Ａｄｄが２．００Ｄに設定さ
れている。また、遠用部１１の球面屈折力Ｓは－２．００Ｄで、レンズの中心厚さｔが３
．０ｍｍ、レンズ径ｄが７０．０ｍｍとなっている。このような条件で、図５に示すよう
な非点収差を持った累進多焦点レンズ１０を得ることができる。
上記にして説明した式（３）、（４）および（５）によって本例の累進多焦点レンズ１０
の遠用部１１と近用部１２との倍率差を求めると次のようになる。
ＳＭ１＝０．９７６、ＳＭ２＝１．００７、
ＳＭ２－ＳＭ１＝０．０３１　・・（１５’）
また、本例の累進多焦点レンズ１０は、物体側の面２に２．００Ｄの加入度Ａｄｄが付加
された従来の設計では、物体側の面２の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１が４．００Ｄ、近用
部の平均面屈折力Ｄ１２が６．００Ｄ、眼球側の面３の遠用部および近用部の平均面屈折
力Ｄ２１およびＤ２２が共に６．００Ｄのレンズに相当する。従って、本例のレンズに相
当する従来の累進多焦点レンズの遠用部および近用部の倍率差を求めると次のようになる
。
ＳＭ１＝０．９７６、ＳＭ２＝１．０１１、
ＳＭ２－ＳＭ１＝０．０３５　・・（１６’）
従って、本例の累進多焦点レンズ１０においては、遠近の倍率差が従来の１２～１３％程
度改善できていることが判る。このように倍率差が縮小されることにより、本例の累進多
焦点レンズ１０においては、倍率差に起因して累進多焦点レンズに起きる像の揺れや歪み
を従来にも増して改善することが可能になる。このため、本例の累進多焦点レンズ１０を
眼鏡フレームに合わせて玉型加工することにより、明るく、揺れや歪みが大幅に改善され
た眼鏡レンズ９を提供することができる。
さらに、本例の累進多焦点レンズ１０では、物体側の面２の遠用部１１の平均面屈折力Ｄ
１１と、近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２を等しく設定してある。すなわち、遠用部１１
の平均面屈折力Ｄ１１と、近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２が次の式（７）を満足してい
る。
Ｄ１２－Ｄ１１＝０　・・・（７）
このため、物体側の面２を球面などの極めて簡単な曲面で構成することが可能であり、製
造が簡単に行えるので短期間で安価に提供することができる。従って、本例の累進多焦点
レンズ１０を採用することにより、ユーザー個々の仕様に合わせた眼鏡レンズで、遠用部
および近用部の倍率差が少なく、像の揺れや歪みの少ない快適な視野が得られる眼鏡レン
ズを安価に提供することができる。
なお、上記では、乱視矯正を行わない累進多焦点レンズを例に本発明を説明しているが、
眼球側の屈折面３に乱視を矯正するためのトーリック面を設けることももちろん可能であ
る。図６に上述した累進多焦点レンズ１０の眼球側の面２に乱視矯正のためのトーリック
面６の特性を付加した累進多焦点レンズ１０を示してある。本例の累進多焦点レンズ１０
は、乱視軸が９０度で、球面屈折力Ｓが－２．００Ｄ、円柱屈折力Ｃが－２．００Ｄのト
ーリック面の特性が付加された累進多焦点レンズであり、眼球側の面３の遠用部１１の平
均面屈折力Ｄ２１が６．００Ｄ、近用部１２の平均面屈折力Ｄ２２が４．００Ｄという累
進屈折面と、トーリック面を合成するために次の合成式（２１）を用い眼球側の面２のｚ
座標の値Ｚを求めている。
　
　
　
　
　
上記の合成式（２１）においては、眼鏡装用状態で物体側から眼球側に累進屈折面の中心
を通る軸をｚ軸、下方から上方に向かいｚ軸に直交する軸をｙ軸、左から右に向かいｚ軸
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に直交する軸をｘ軸とし、ＸおよびＹは、それぞれ眼球側の面のｘおよびｙ座標の任意の
点の座標を示し、Ｚは眼球側の面の垂直方向のｚ座標を示しいる。また、曲率Ｃｐは、ト
ーリック面の特性を付加していないオリジナルの累進屈折面の任意の点ｐ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）
における近似曲率であり、曲率Ｃｘは乱視矯正用のトーリック面のｘ方向の曲率、曲率Ｃ
ｙはｙ方向の曲率である。なお、本例においては、近似曲率Ｃｐとして半径方向の平均曲
率を採用しており、オリジナルの累進屈折面上の任意の点ｐ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を含みｚ軸（
レンズ中心または内側頂点（０，０，０）を通る）に垂直なｘｙ平面において、点ｐと回
転対称にある点ｐ’（－Ｘ，－Ｙ，Ｚ）および内側頂点（０，０，０）の３点を通る円の
半径の逆数を用いている。ただし、オリジナルの累進屈折面上の点ｐが内側頂点に位置す
るときは、半径方向平均曲率Ｃｐを定義しないで（２１）式においてＺ＝０としている。
上記では、レンズの上下方向（ＡＸＩＳ９０度）にトーリック面の球面屈折力を設定した
処方を施した場合（すなわち、レンズの左右方向にトーリック面の円柱屈折力を設定した
処方を施した場合）を例に示しているが、これに限定されないことはもちろんである。す
なわち、ｘｙ軸の方向は上述した方向にかぎらず、適当な方向に設定することができ、そ
の座標系で上述した処理を行うことができる。例えば、レンズの左右方向にトーリック面
の球面屈折力を設定した処方を施す場合であっても、それに合わせてｘｙ座標のｘ軸とｙ
軸の方向を上記に示した例に対しそれぞれ左に９０度回転させる操作を施すだけで本例の
式（２１）を用いた合成方法を適用することができる。さらに、レンズの任意の方向（斜
めの方向を含む）にトーリック面の球面屈折力を設定した処方を施す場合であってもｘｙ
座標のｘ軸とｙ軸の方向を上記に示した例に対しそれぞれ左にα度（αは０～３６０度の
任意の角度）回転させる操作を施すだけで本例の式（２１）を用いた合成方法を適用でき
る。
このような合成式（２１）を用いて、乱視矯正特性を付加していないオリジナルの累進屈
折面の座標とトーリック面の座標を合成することにより、乱視矯正の能力を備えた本発明
の累進多焦点レンズを得ることができる。この乱視矯正の能力を備えた本発明の累進多焦
点レンズの収差は図７に示す通りであり、収差特性に関しては、従来の物体側の面２だけ
に累進面としての特性を付加し眼球側の面３だけにトーリック面としての特性を付加した
レンズとほぼ同じ特性を得ることができる。一方、乱視矯正能力を付加していないオリジ
ナルの累進屈折面の座標に、トーリック面の座標を単に加算して眼球側の面３の座標を求
めることも可能である。しかしながら、単に加算した座標を用いると図８に破線３２で示
してあるように主注視線に沿って乱視矯正を目的とした２Ｄの非点収差が得られてはする
が、実線３１で示した合成式（２１）を用いた場合と比較すると安定した非点収差を確保
することが難しい。特に、レンズの周辺部において非点収差の変動が大きく、乱視矯正用
の非点収差を確保することが難しくなる。また、非点収差の変動も比較的大きいので、合
成式（２１）を用いて製造した累進多焦点レンズ１０と比較すると主注視線に沿って眼球
を動かした際に像が揺れたり歪みやすいことが判る。
これに対し、本例の合成式（２１）を用いて形成した乱視矯正用の累進多焦点レンズ１０
の主注視線１４に沿った非点収差の絶対値（黒丸の実線３１）は、主注視線のほぼ全域に
わたって乱視矯正を目的とした視力補正能力を害することのない２Ｄの非点収差が非常に
安定して確保できている。従って、合成式（２１）を用いて眼球側の面３においてオリジ
ナルの累進屈折面とトーリック面とを合成することにより、乱視矯正機能も備えた快適で
揺れの少ない視野の確保された累進多焦点レンズを提供できることが判る。
このように、遠用部１１の平均面屈折力Ｄ２１と近用部１２の平均面屈折力Ｄ２２が異な
る眼球側の面３に乱視矯正用のトーリック面の曲率を付加することが可能であり、物体側
の面２の遠用部１１の平均面屈折力Ｄ１１と近用部１２の平均面屈折力Ｄ１２の差が加入
度Ａｄｄに達しない本発明の多焦点レンズを用いて乱視矯正能力を持った眼鏡用の多焦点
レンズを提供することが可能である。従って、本発明により、遠用部１１と近用部１２の
倍率差を少なくでき、像の揺れや歪みが改善された乱視矯正能力を備えた多焦点レンズも
提供することが可能である。従って、本発明に基づく眼鏡レンズのラインアップの一環と
して乱視矯正を目的とした眼鏡レンズも含めることが可能であり、乱視の有無も含めた全
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てのユーザーに対していっそう快適な視野の得られる眼鏡レンズを提供することができる
。
〔第３の実施の形態〕
本発明の多焦点レンズを採用することにより上述したように遠用部１１と近用部１２の倍
率差の少ない眼鏡レンズをユーザーに提供することが可能である。本発明においては、さ
らに、遠用部１１と近用部１２の倍率差がほとんどない、遠用部１１と近用部１２の倍率
ＳＭ１とＳＭ２がほぼ同じ多焦点レンズを提供することも可能である。図９に、その一例
を示してある。図９に示した累進多焦点レンズ１０は、主な構成は上述した累進多焦点レ
ンズとほぼ同じであり、遠用部１１の屈折力Ｐｏが－３．００Ｄ、加入度Ａｄｄが１．０
０Ｄ、物体側の遠用部の面の平均面屈折力Ｄ１１が８．００Ｄおよび眼球側の面の遠用部
の平均面屈折力Ｄ２１が１１．００Ｄの累進多焦点レンズである。本例の累進多焦点レン
ズ１０の頂間距離Ｌは１５．０ｍｍ（０．０１５０ｍ）、中心厚ｔは３．０ｍｍ（０．０
０３０ｍ）、屈折率ｎが１．６６２であり、さらに、物体側の面の近用部の平均面屈折力
Ｄ１２を０．００Ｄ、眼球側の面の近用部の平均面屈折力Ｄ２２を２．００Ｄとしてある
。従って、本例の累進多焦点レンズ１０は、上述した式（１）の条件を満足する多焦点レ
ンズである。
本例の累進多焦点レンズ１０の遠用部１１と近用部１２との倍率差を求めると次のように
なる。
ＳＭ１＝０．９７、ＳＭ２＝０．９７、
ＳＭ２－ＳＭ１＝０．００　・・（１５ ''）
従って、本例の多焦点レンズ１０は、遠用部１１と近用部１２の倍率が等しい累進多焦点
レンズであり、この多焦点レンズを用いることにより、倍率差による揺れや歪みのない眼
鏡レンズを提供することができる。
さらに、本発明の多焦点レンズにおいては、遠用部１１および近用部１２の倍率を裸眼の
倍率である１に近づけることも可能である。上述した式（９）および（１２）において遠
用部の倍率ＳＭ１および近用部の倍率ＳＭ２が１を満たすように、本発明の範囲内、すな
わち、上述した式（１）の範囲内で、それぞれの平均面屈折力Ｄ１１、Ｄ１２、Ｄ２１お
よびＤ２２を決定することが可能である。例えば、上記の累進多焦点レンズ１０において
は、物体側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ１１を２４．００Ｄ、近用部の平均面屈折力Ｄ
１２を１５．７０Ｄ、さらに、眼球側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ２１を２７．００Ｄ
、近用部の平均面屈折力Ｄ２２を１７．７０Ｄに設定することにより、遠用部の倍率ＳＭ
１および近用部の倍率ＳＭ２が裸眼と同じ倍率１．００の多焦点レンズを提供することが
できる。
遠用部１１の屈折力Ｐｏの絶対値が小さな多焦点レンズにおいては比較的実現し易い形状
として遠用部１１および近用部１２が裸眼の倍率１となった多焦点レンズを提供すること
ができる。図１０に示した多焦点レンズ１０は、遠用部１１の屈折力Ｐｏが－１．５０Ｄ
、加入度Ａｄｄが１．００Ｄ、物体側の遠用部の面の平均面屈折力Ｄ１１が１１．００Ｄ
および眼球側の面の遠用部の平均面屈折力Ｄ２１が１２．５０Ｄの累進多焦点レンズであ
る。この多焦点レンズ１０において、頂間距離Ｌ、中心厚ｔおよび屈折率ｎが上述した条
件と同じであるとすると、物体側の面の近用部の平均面屈折力Ｄ１２を３．００Ｄ、眼球
側の面の近用部の平均面屈折力Ｄ２２を３．５０Ｄとすることにより、遠用部の倍率ＳＭ
１および近用部の倍率ＳＭ２が裸眼と同じ倍率１．００の多焦点レンズを実現することが
できる。累進多焦点レンズにおいては、このようにして求められた平均面屈折力を満足す
るように累進屈折面を備えた累進部によって遠用部および近用部を連絡することにより、
累進的に屈折力が変わりながら倍率の変動の非常に少ない累進多焦点レンズを提供するこ
とができる。
なお、上記においては、累進多焦点レンズに基づき本発明を説明しているが、累進部を備
えていないバイフォーカルレンズにおいても同様に倍率差が少なく像の揺れの少ない眼鏡
用レンズを提供することができる。また、物体側の平均面屈折力の差を従来のレンズより
小さくできるので遠近の境も緩やかとなり、境目の目立たないバイフォーカルレンズを提
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供することができる。さらに、上記では、遠用部および近用部の２種類の距離に焦点を合
わせる視野領域を備えた眼鏡レンズを例に説明しているが、さらに、第３、あるいはそれ
以上の屈折力の異なる視野領域を備えた多焦点レンズおよび眼鏡レンズに対しても本発明
を適用できることはもちろんである。また、上述したレンズに限らず、本発明の多焦点レ
ンズおよび眼鏡レンズの眼球側の面に乱視を矯正するトーリック面の要素を付加できるこ
とはもちろんである。
以上に説明したように、本発明においては、眼鏡用の多焦点レンズにおいて、従来の眼鏡
用多焦点レンズの設計方針と異なり、物体側の面の遠用部の平均面屈折力と近用部の平均
面屈折力の差を加入度より小さくなるようにしている。そして、眼球側の面の遠用部の平
均面屈折力と近用部の平均面屈折力によってレンズ全体としては、所定の加入度を備えた
眼鏡用多焦点レンズを提供できるようにしている。これにより、乱視以外の視力を補正す
るための光学的特性を物体側の面および眼球側の面の双方に付加することができるので、
視力を補正するための光学的特性を物体側の面だけに付加していた従来の眼鏡用の多焦点
レンズと比較し、物体側の面の平均面屈折力の差を低減して非点収差をさらに改善するこ
とが可能である。また、倍率に大きな影響をもつ物体側の面の平均面屈折力を、眼球側の
面の平均屈折力との組み合わせで自由に設定することが可能になり、第１および第２の視
野部分の倍率差を低減することも可能になる。その結果、例えば、遠用部と近用部の倍率
差をほとんどなくしたり、あるいは、裸眼と同じ倍率の遠用部および近用部を形成するこ
とも可能になる。また、倍率差をなくすことができなくとも、本発明により、遠用部と近
用部との倍率差を従来の多焦点眼鏡レンズよりも大幅に改善することが可能となる。
このように、本発明により、倍率差を低減可能であると共に、非点収差性能も改善できる
眼鏡用多焦点レンズを提供することが可能である。従って、本発明の眼鏡用多焦点レンズ
を用いることにより、より広い明視域と揺れや歪みなどの少ない快適な視野をユーザーが
得られる眼鏡レンズを提供することができる。
産業上の利用可能性
本発明は、眼鏡レンズとして用いられる多焦点レンズに関するものであり、本発明により
遠用部と近用部の倍率差が少なく像の揺れや歪みの少ない眼鏡レンズを提供することが可
能であり、さらに、非点収差性能の改善も可能な眼鏡レンズを提供することができる。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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