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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリズムシニングが施された累進屈折力眼鏡レンズの製造方法において、
　前記レンズの累進面からなる一方の光学面を形成するための成形面を備えた第１の成形
型と、他方の光学面を形成するための成形面を備えた第２の成形型とがそれぞれの成形面
を内側に対向して配置されたレンズ成形型を形成するレンズ成形型形成工程と
　形成された前記レンズ成形型内にモノマー組成物を含むレンズ原料液を充填する充填工
程と、
　充填された前記レンズ原料液を重合硬化させて前記レンズを成形する硬化工程と、を有
し、
　前記第１成形型の成形面は、前記第１成形型の基準軸と交わる点における法線が、前記
第１成形型の基準軸に対して垂直方向に傾斜するように形成されており、
　前記レンズ成形型形成工程は、
　前記第１成形型の基準軸が、前記第２成形型の基準軸に対して垂直方向に傾斜するよう
に両成形型を保持する成形型保持工程と、
　前記成形型保持工程により保持されている前記両成形型の外周面に粘着テープを粘着面
を内側にして巻き付ける粘着テープ巻付け工程と、を有している
　ことを特徴とする累進屈折力眼鏡レンズの製造方法。
【請求項２】
　前記レンズ成形型形成工程が、玉形加工後のレンズ形状におけるコバ厚を減少させるた
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めの両光学面の互いの垂直方向の成形面傾斜角の傾斜角度を算出する成形面傾斜角算出工
程と、前記成形面傾斜角算出工程により得られた前記成形面傾斜角と、前記第１成形型に
対する第１成形型成形面傾斜角の傾斜角度との差に基づいて、前記成形型保持工程におけ
る前記第２成形型に対する前記第１成形型の成形型傾斜角の傾斜角度を算出する成形型傾
斜角算出工程とを有し、前記成形型保持工程は、前記成形型傾斜角算出工程により得られ
た成形型傾斜角に従って、前記第２成形型に対して前記第１成形型を傾斜させて保持する
ことを特徴とする請求項１記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法。
【請求項３】
　前記両成形型の外周面はそれぞれの成形型の基準軸にほぼ平行な円柱面からなり、前記
粘着テープ巻付け工程は、前記粘着テープを伸張させてその粘着面を両成形型の外周面に
接着させることを特徴とする請求項１または２に記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法
。
【請求項４】
　前記粘着テープ巻付け工程は、前記粘着テープをいずれか一方の成形型の基準軸を回転
軸として巻きつけることを特徴とする請求項３記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法。
【請求項５】
　前記成形型保持工程において、前記第２の成形型は、その基準軸を中心に回転位置を調
節可能に保持されているとともにその基準軸方向の位置を調節可能に保持され、前記第１
の成形型は、垂直方向にその基準軸の傾斜角度を調節可能に保持されていることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一つに記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法。
【請求項６】
　前記粘着テープは、前記硬化工程における重合硬化中に前記粘着テープの粘着面が前記
両成型用レンズ成形型の少なくとも一方の外周面からはがれるように保持力が設定されて
いることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造
方法。
【請求項７】
　前記粘着テープの保持力が、５～３０分間であることを特徴とする請求項６に記載の累
進屈折力眼鏡レンズの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注型重合法により、プリズムシニングが施された眼鏡用累進屈折力プラスチ
ックレンズを製造する方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　累進屈折力眼鏡レンズ（以下、累進レンズともいう）は、年齢に伴う調節力の低下に対
応する眼鏡レンズとして普及している。この累進レンズは、眼鏡装用者の使用環境や目的
に応じた様々なタイプの設計を有する上に、個々の装用者の屈折異常や調節異常に応じた
光学性能を備える必要があることから、製造にあたって、多くの設計条件（例えば、遠用
部屈折力（球面屈折力、乱視屈折力、乱視軸）、加入屈折力、プリズム屈折力、光学設計
タイプ、累進帯長、インセット量、中心厚、コバ厚、外径等）を必要とし、その組み合わ
せは極めて膨大となる。
【０００３】
　このため、予め全ての種類のフィニッシュトレンズ（両光学面が光学的に仕上げられて
いるレンズ）を備蓄しておくことは非常に困難であるため、累進レンズの製造は、顧客の
注文を受けてから予め製造してあるレンズブランクを個別の設計条件に基づいて加工する
受注生産が一般的である。例えば、レンズ前面（凸面）に光学的に仕上げられた累進面が
形成され、レンズ後面（凹面）は光学的に仕上げられずに肉厚に形成されたセミフィニッ
シュトレンズブランクを備蓄しておき、顧客の注文に応じて最適なセミフィニッシュトレ
ンズを選択する。そして、このセミフィニッシュトレンズの後面側を、顧客の注文内容に
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応じて、切削加工機（カーブジェネレータ）や研磨加工機を用いて切削・研磨加工して光
学的に仕上げて、所望の光学性能を備えた累進レンズを製造している（例えば、特許文献
１参照）。
　さらに、累進レンズでは、レンズをより薄く、また軽くする目的で、基底方向が垂直の
プリズムを左右のレンズに同じだけ付加するように、セミフィニッシュトレンズの後面を
切削加工するプリズムシニング加工が従来から行なわれている（例えば、特許文献２参照
）。
【０００４】
　また、セミフィニッシュトレンズブランクを製造する方法の一つとして、レンズの前面
および後面を成形する２枚の成形型を所定の間隔で保持し、その周囲に粘着テープを巻き
つけてレンズ成形型を形成し、その成形型にプラスチックレンズ原料液を注入し重合硬化
させてレンズを成形する、テープモールド法を用いた注型重合法が従来から用いられてい
る（例えば特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開ＷＯ００／６２１１６号
【特許文献２】特開平５－３４１２３８号公報
【特許文献３】特開昭５５－１０５５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のように、レンズブランクを切削・研磨加工して累進屈折力レンズ
を製造する場合は、少ない種類のレンズブランクで様々な注文内容に対応できるようにす
る必要から、レンズブランクの非仕上げ面側を厚めに形成しなければならないため、体積
の大きいレンズブランクを大量に製造し備蓄することになる。このため、最終的に形成さ
れるレンズに使われる原料液よりも多くの原料液が必要となり、その分製造コストがかか
るという問題がある。
【０００７】
　そこで、レンズ原料液の利用率を向上させる方法として、注文内容通りの仕様のフィニ
ッシュトレンズ、あるいは、注文内容に基づいて設定された少ない切削しろや研磨しろを
備えたレンズブランクを、注型重合法により成形する方法が考えられる。しかしながら、
前述した通り、累進レンズは、注文毎に設計条件が多様であるため、様々な注文内容に対
応するためには多くの種類の成形型を用意する必要があり、製造コストがかかったり、管
理が複雑になったりするという問題がある。しかも、上述のプリズムシニングが施された
フィニッシュトレンズをこの方法により成形しようとすると、さらに多くの種類の成形型
が必要となるため、この方法は現実的に難しい。
【０００８】
　上述した問題の解決のため、本発明においては、プリズムシニングが施された累進プラ
スチックレンズを、少ない成形型で多様な設計値に対応させ、かつ、レンズ原料液の利用
率を向上させて製造する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、鋭意検討した結果、一方の面を形成する成形型を他方の面を形成する成形
型に対して傾斜させて保持してレンズ成形型を形成することに着目した。従来のテープモ
ールド法においては、前面を形成するための成形型と後面を形成するための成形型は同一
径であり、それらの外周面が同一円柱面上に位置するように対向配置している。そこで、
従来のテープモールド法において、一方の成形型を傾斜させた場合、粘着テープとその傾
斜させた成形型のシール性が不十分となり、充填されたレンズ原料液の硬化過程中に、レ
ンズ原料液が漏れたり、レンズ成形型内に空気を引き込んでしまったり、粘着テープの両
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成形型の間の部分にしわが入り硬化時の収縮が不均一になってレンズに意図しない肉厚の
傾きができてしまったりする問題が生じてしまう場合があった。そこで、本発明はこのよ
うな問題を解決するためになされたものであり、以下の特徴を有する。
【００１０】
　本発明の第１の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、プリズムシニングが施され
た累進屈折力眼鏡レンズの製造方法において、前記レンズの累進面からなる一方の光学面
を形成するための成形面を備えた第１の成形型と、他方の光学面を形成するための成形面
を備えた第２の成形型とがそれぞれの成形面を内側に対向して配置されたレンズ成形型を
形成するレンズ成形型形成工程と、形成された前記レンズ成形型内にモノマー組成物を含
むレンズ原料液を充填する充填工程と、充填された前記レンズ原料液を重合硬化させて前
記レンズを成形する硬化工程とを有し、前記第１成形型の成形面は、この第１成形型の基
準軸と交わる点における法線が、前記第１成形型の基準軸に対して垂直方向に傾斜するよ
うに形成されており、前記レンズ成形型形成工程は、前記第１成形型の基準軸が、前記第
２成形型の基準軸に対して垂直方向に傾斜するように両成形型を保持する成形型保持工程
と、前記成形型保持工程により保持されている前記両成形型の外周面に粘着テープを粘着
面を内側にして巻き付ける粘着テープ巻付け工程と、を有していることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、前記レンズ成形型形成工程が、玉形
加工後のレンズ形状におけるコバ厚を減少させるための両光学面の互いの垂直方向の成形
面傾斜角の傾斜角度を算出する成形面傾斜角算出工程と、前記成形面傾斜角算出工程によ
り得られた前記成形面傾斜角と、前記第１成形型に対する第１成形型成形面傾斜角の傾斜
角度との差に基づいて、前記成形型保持工程における前記第２成形型に対する前記第１成
形型の成形型傾斜角の傾斜角度を算出する成形型傾斜角算出工程とを有し、前記成形型保
持工程は、前記成形型傾斜角算出工程により得られた成形型傾斜角に従って、前記第２成
形型に対して前記第１成形型を傾斜させて保持することを特徴とする。
【００１２】
　第３の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、第１または２の発明において、前記
両成形型の外周面はそれぞれの成形型の基準軸にほぼ平行な円柱面からなり、前記粘着テ
ープ巻付け工程は、前記粘着テープを伸張させてその粘着面を両成形型の外周面に接着さ
せることを特徴とする。
【００１３】
　第４の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、第３の発明において、前記粘着テー
プ巻付け工程は、前記粘着テープをいずれか一方の成形型の基準軸を回転軸として巻きつ
けることを特徴とする。請求項３記載の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法。
【００１４】
　第５の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、第１～４のいずれか一つの発明にお
いて、前記成形型保持工程において、前記第２の成形型は、その基準軸を中心に回転位置
を調節可能に保持され、前記第１の成形型は、垂直方向にその基準軸の傾斜角度を調節可
能に保持されていることを特徴とする。
【００１５】
　第６の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、第１～５のいずれか一つに記載の発
明において、前記粘着テープは、前記硬化工程における重合硬化中に前記粘着テープの粘
着面が前記両レンズ成形型の少なくとも一方の外周面からはがれるように保持力が設定さ
れていることを特徴とする。
【００１６】
　第７の発明の累進屈折力眼鏡レンズの製造方法は、第６の発明において、前記粘着テー
プの保持力が、５～３０分間であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、一方の成形型の他方の成形型に対する傾きを設計値に従って調節する
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ことにより、同じ1組の成形型で、異なるプリズムシニングが施された眼鏡用累進屈折力
プラスチックレンズを成形することが可能になる。これにより、少ない成形型で多様な設
計値の累進屈折力プラスチックレンズを製造することができ、また、レンズ原料液の利用
率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】Ａは従来のレンズブランクの製造方法で使用する成型用レンズ成形型の斜視図で
ある。Ｂは同成型用レンズ成形型の断面図である。
【図２】図１に示す成型用レンズ成形型の粘着テープ近傍の拡大図である。
【図３】本発明の実施の形態の累進屈折力プラスチックレンズの製造方法に係る成型用レ
ンズ成形型の斜視図である。
【図４】Ａは図３に示す成型用レンズ成形型のプリズム測定位置対応点を通る垂直方向の
断面図である。Ｂは図３に示す成型用レンズ成形型のプリズム測定位置対応点を通る水平
方向の断面図である。
【図５】図４Ａに示す成型用レンズ成形型の断面図の上端側近傍の拡大図である。
【図６】成型用レンズ成形型内のモノマーの重合収縮の前後の成形用レンズ成形型の様子
を説明するための図である。
【図７】粘着テープが不規則に変形した状態の成型用レンズ成形型の粘着テープ近傍の拡
大図である。
【図８】Ａは本発明の製造方法により成形された累進屈折力プラスチックレンズの正面図
、Ｂは同レンズのプリズム測定位置を通る垂直方向の断面図である。
【図９】本発明の実施の形態の累進屈折力プラスチックレンズの製造方法のフローチャー
トである。
【図１０】モノマー組成物が充填された成型用レンズ成形型の加熱硬化工程における、時
間と温度の関係を示す図である。
【図１１】レンズ成形型形成装置を含むレンズ成形型形成システムの構成図である。
【図１２】Ａ，Ｂはレンズ成形型形成装置の成形型保持装置の動作説明図である。
【図１３】Ｃ，Ｄはレンズ成形型形成装置の成形型保持装置の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の具体的な実施の形態の説明に先立ち、一方の面が累進面からなり、他方の面が
球面からなるプリズムシニングなしのプラスチック製セミフィニッシュトレンズを、テー
プモールド法により形成されたレンズ成形型を用いて、注型重合法により製造する従来の
方法について説明する。
【００２０】
図１Ａに、レンズ成形型１０の斜視図を示す。また、図１Ｂにレンズ成形型１０の断面図
を示す。図１Ａ及び図１Ｂに示すように、レンズ成形型１０は、レンズ前面形成用成形型
１１（以下、前面成形型ともいう）、レンズの後面形成用成形型１２（以下、後面成形型
ともいう）、及び、前面成形型１１と後面成形型１２の外周部分に巻かれた粘着テープ１
３から構成されている。
【００２１】
　前面成形型１１と後面成形型１２は、ガラス製で、正面視外形状が同一径の円形をした
レンズ状の形状をしている。前面成形型１１の一方の面には、レンズ前面を転写形成する
ための凹面状の成形面１１Ａ（以下、前面成形面ともいう）が形成されており、他方の面
（非成形面）には、凸の球面が形成されている。また、後面成形型１２の一方の面には、
レンズ後面を転写形成するための凸面状の成形面１２Ａ（以下、後面成形面ともいう）が
形成されており、他方の面（非成形面）には、凹の球面が形成されている。前面成形面１
１Ａは累進面からなるレンズ前面を成形する面形状をしており、後面成形面１２Ａは球面
からなるレンズ後面を形成するための面形状をしている。前面成形型１１の外周面１１Ｂ
及び後面成形型１２の外周面１２Ｂは、円柱面または僅かに傾斜した円錐面で構成されて
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いる。ここで、外周面１１Ｂの中心軸を前面成形型１１の基準軸Ａ１とし、外周面１２Ｂ
の中心軸を後面成形型１２の基準軸Ａ２とする。なお、以下の説明においては、外周面１
１Ｂ、１２Ｂが円柱面の場合について説明する。
　前面成形面１１Ａは、前面成形型１１の基準軸Ａ１に対して、その基準軸Ａ１と交わる
前面成形面１１Ａ上の位置（以下、前面成形面基準点ともいう）の法線が一致するように
前面成形型１１上に形成されている。
　また、後面成形面１２Ａは、この後面成形型１２の基準軸Ａ２と交わる位置（以下、後
面成形面基準点ともいう）の法線が基準軸Ａ２に一致するように後面成形型１２上に形成
されている。
　粘着テープ１３は帯状の樹脂製フィルムからなり、一方の面に粘着剤層が形成されてい
る。
【００２２】
　レンズ成形型１０において、前面成形型１１及び後面成形型１２は、それぞれの基準軸
Ａ１，Ａ２を一致させた状態でそれぞれの成形面１１Ａ，１２Ａが所定の間隔で対向する
ように配置されている。そして、前面成形型１１の外周面１１Ｂ及び後面成形型１２の外
周面１２Ｂに、粘着テープ１３が、その粘着剤層側を内側にして１周より少し多く巻き付
けて貼り付けられている。この粘着テープ１３により、前面成形型１１及び後面成形型１
２の位置が固定されている。これにより、前面成形型１１と後面成形型１２との間に、間
隙が設けられ、前面成形型１１の前面成形面１１Ａ、後面成形型１２の後面成形面１２Ａ
、及び、粘着テープ１３の内面とで囲まれて閉塞したキャビティ１４が形成される。
【００２３】
　次に、図１Ｂに示したレンズ成形型１０の断面図の粘着テープ１３近傍の拡大図を図２
に示す。前面成形型１１と後面成形型１２とは上述したとおり同一径であり、かつ、それ
ぞれの基準軸Ａ１，Ａ２を一致させて配置していることから、前面成形型１１の外周面１
１Ｂと後面成形型１２の外周面１２Ｂとは同一円柱面上に位置し、図２に示すように、外
周面１１Ｂ、１２Ｂの断面は同一線Ｌ上に並ぶ。
　また、粘着テープ１３は、張力をかけながら巻かれるため、図２に示すように、前面成
形型１１の外周面１１Ｂと密着する部分、及び、後面成形型１２の外周面１２Ｂと密着す
る部分以外では、レンズ成形型１０の中心方向へのたわみが若干発生する。
【００２４】
　上記のようにして形成されたレンズ成形型１０のキャビティ１４に熱硬化性の重合成分
であるモノマー組成物を含むプラスチックレンズ原料液を注入する。
【００２５】
　前記レンズ原料液のレンズ成形型１０への注入は、例えば、形成したレンズ成形型１０
から、粘着テープ１３を一部剥がしてキャビティ１４へ通じる注入口を形成し、この注入
口からキャビティ１４へレンズ原料液を注入することにより行なう。原料液がキャビティ
１４を満たし、注入口まで達したところで注入を停止し、注入口に再び粘着テープ１３を
貼り直す。
　このレンズ原料液が充填されたレンズ成形型１０を重合炉に投入し、所定の温度でモノ
マー組成物を重合、硬化させる。そして、重合終了後、レンズ成形型１０を重合炉から取
り出して冷却した後、粘着テープ１３、前面成形型１１、及び、後面成形型１２を取り外
し、成形されたレンズブランクを取り出す。以上の方法により、セミフィニッシュトレン
ズブランクが製造される。
【００２６】
　このようにして形成された、前面が累進面からなるセミフィニッシュトレンズブランク
は、後面が厚めに形成されており、顧客の処方データに従って所望の光学性能（遠用部屈
折力（球面屈折力、乱視屈折力、乱視軸）や加入屈折力）が得られるように、後面を切削
研磨加工し、個々の注文内容に応じた累進レンズを製造している。また、後面を切削する
際に、プリズムシニング加工を施し、レンズを薄軽化することもできる。
【００２７】
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　次に、本発明の実施の形態であるプリズムシニングが施されたフィニッシュトレンズか
らなる累進屈折力プラスチックレンズを注型重合法により製造する方法について説明する
。なお、本実施の形態は処方プリズムがない場合について説明する。
　まず、図３に、本実施の形態の累進レンズの製造方法に係るレンズ成形型２０の斜視図
を示し、図４Ａ及び図４Ｂに、その断面図を示す。図４Ａは、レンズ成形型２０により成
形される累進レンズにおける幾何学中心の位置を通る垂直方向の断面図である。また、図
４Ｂは、レンズ成形型２０により製造される累進レンズにおける幾何学中心の位置を通る
水平方向の断面図である。
　なお、本明細書において、成形型（レンズ成形型１０、２０、前面成形型１１、後面成
形型１２、第１成形型２１、第２成形型２２）や成形面（前面成形面１１Ａ、後面成形面
１２Ａ、第１成形面２１Ａ、第２成形面２２Ａ）の説明で用いる「垂直方向」とは、成形
される累進屈折力レンズの垂直方向（上下方向）を意味し、水平方向とは、同レンズの水
平方向（左右方向）を意味する。
【００２８】
　これら図に示すように、累進屈折力プラスチックレンズを製造するためのレンズ成形型
２０は、累進面からなる一方の光学面を形成するための第１の成形型２１、他方の光学面
を形成するための第２の成形型２２、及び、これら成形型２１、２２の外周部分に巻かれ
た粘着テープ２３から構成されている。本実施の形態では、前面（凸面）が累進面からな
り、後面（凹面）が球面、非球面、トロイダル面、又は、非トロイダル面からなるフィニ
ッシュトレンズ（レンズの両面が光学的に仕上げられたレンズ）を製造する場合について
説明する。従って、この実施の形態では、レンズ前面形成用の成形型（前面成形型）が第
１成形型２１であり、レンズ後面形成用の成形型（後面成形型）が第２成形型２２である
。
【００２９】
　第１成形型２１と第２成形型２２とは、ガラス製で、正面視外形状が同一径の円形をし
たレンズ状の形状をしている。第１成形型２１には、レンズ前面を転写形成するための凹
面状の成形面２１Ａ（以下、第１成形面ともいう）が形成されており、他方の面（非成形
面）には、凸の球面が形成されている。第２成形型２２には、レンズ後面を転写形成する
ための凸面状の成形面２２Ａ（以下、第２成形面ともいう）が形成されており、他方の面
（非成形面）には、凹の球面が形成されている。第１成形面２１Ａは累進面からなるレン
ズ前面を成形する面形状をしており、第２成形面２２Ａは球面、回転対称非球面、トロイ
ダル面、又は、非トロイダル面からなるレンズ後面を形成するための面形状をしている。
第１成形型２１の外周面２１Ｂ（以下、第１外周面ともいう）及び第２成形型２２の外周
面２２Ｂ（以下、第２外周面ともいう）は、円柱面または僅かに傾斜した円錐面で構成さ
れている。ここで、外周面２１Ｂの中心軸を第１成形型２１の基準軸Ａ１（以下、第１基
準軸ともいう）とし、外周面２２Ｂの中心軸を第２成形型１２の基準軸Ａ２（以下、第２
基準軸ともいう）とする。
　また、第１成形型２１の第１成形面２１Ａの周縁には、第１基準軸Ａ１に垂直な平面Ｒ

１からなる基準面２５が形成されている。なお、以下の説明においては、外周面２１Ｂ、
２２Ｂが円柱面の場合について説明する。
【００３０】
　第１成形面２１Ａは、第１成形型２１の基準軸Ａ１に対して、その基準軸Ａ１と交わる
第１成形面２１Ａ上の位置Ｐｍ（以下、第１成形面基準点ともいう）の法線Ｎ1が垂直方
向に傾斜して交わるように第１成形型２１上に形成されている。この第１成形型２１Ａに
おける第１成形面２１Ａの傾斜角度θ1（すなわち法線Ｎ１と基準軸Ａ１の角度。以下、
第１成形面傾斜角ともいう）は、左右の玉形加工前のレンズ（アンカットレンズ）におけ
るレンズの厚さを最適化するためのプリズムシニング（以下、アンカットプリズムシニン
グともいう）が得られる傾斜角度に基づいて設定されている。
【００３１】
　また、第２成形面２２Ａは、第２成形型２２の基準軸Ａ２に対して、その基準軸Ａ２と
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交わる第２成形面２２Ａ上の位置（以下、第２成形面基準点ともいう）の法線が一致する
ように第２成形型２２上に形成されている。なお、第２成形面２２Ａがトロイダル面又は
非トロイダル面の場合においてはその二つの主経線の交点は第２基準軸Ａ２上に位置し、
回転対称非球面の場合においてはその回転対称軸が第２基準軸Ａ２と一致している。
　粘着テープ２３は帯状の樹脂製フィルムからなり、一方の面に粘着剤層が形成されてい
る。この粘着テープ２３の詳細については後述する。
【００３２】
　レンズ成形型２０において、第１成形型２１及び第２成形型２２は、第１基準軸Ａ１が
第２基準軸Ａ２に対して垂直方向に傾斜して交差した状態で、第１成形面２１Ａと第２成
形面２２Ａが所定の間隔で対向するように配置されている。この第１成形型２１と第２成
形型２２との相対的な傾斜の角度θ２（すなわち基準軸Ａ１と基準軸Ａ２の角度。以下、
成形型傾斜角ともいう）は、左右の玉形加工後のレンズ（玉形加工済みレンズ）における
レンズの厚さを最適化するためのプリズムシニング（以下、玉形プリズムシニングともい
う）が得られる両成形面２１Ａ，２２Ｂの相対的な傾斜角θ３（すなわち法線Ｎ１と基準
軸Ａ２の角度。以下、成形面傾斜角ともいう）から第１成形面傾斜角θ1を引いた値に基
づいて設定されている。なお、第２基準軸Ａ２に垂直な平面Ｒ２に対する基準面２５の傾
斜角度は前記成形型傾斜角θ２に等しいので、第１成形型２１と第２成形型２２との相対
的傾斜角を設定する際に、この基準面２５を基準にしても良い。
【００３３】
　第２基準軸Ａ２に垂直な方向における第２成形型２２に対する第１成形型２１の位置は
、第２基準軸Ａ２の方向からみた第１成形型２２の外形状における幾何学中心位置（その
外形状の垂直中心線と水平中心線との交点位置）が、第２基準軸Ａ２上に位置するように
設定されている。すなわち、図４に示したように第１成形型２１が第２成形型２２に対し
て上側の間隔が狭くなるように垂直方向に傾斜して配置されている場合には、第２基準軸
Ａ２方向からみた第１成形型２１の外形状の垂直中心線上の上端は第１成形型２１の非成
形面と外周面２１Ｂとの角部分であり、下端は基準面２５と外周面２１Ｂとの角部分であ
る。そしてその上下端の垂直中心線上の中心位置が第２基準軸Ａ２上に位置している。
【００３４】
　なお、プリズムシニング及びその基底方向（垂直）は、左右のレンズで同じにする必要
があるが、本実施の形態のように処方プリズムがない場合には、左右のレンズ成形型にお
ける成形面傾斜角θ３は、成形される左右のレンズのプリズム測定基準点におけるプリズ
ム屈折力およびその基底方向（垂直）が同じになるようにそれぞれ設定されている。また
、第２基準軸Ａ２方向における第１成形型２１と第２成形型の間隔は、成形されるレンズ
の厚さ（プリズム測定基準点の法線方向の厚さ）が所定の値になるように設定されている
。
【００３５】
　このように第１成形型２１と第２成形型２２の相対的な位置及び向きを保持した状態で
、第１成形型２１の外周面２１Ｂ及び第２成形型２２の外周面２２Ｂに、粘着テープ２３
が、その粘着剤層側を内側にして１周より少し多く巻き付けて貼り付けられている。この
粘着テープ２３により、第１成形型２１及び第２成形型２２の位置が固定されている。こ
れにより、第１成形型２１と第２成形型２２との間に、間隙が設けられ、第１成形型２１
の成形面２１Ａ、第２成形型２２の成形面２２Ａ、及び、粘着テープ２３の内面とで囲ま
れて閉塞したキャビティ２４が形成される。
　このように形成されたレンズ成形型２０の第１成形面２１Ａと第２成形面２２Ａの間隔
は、図４Ａに示すように、垂直方向において上端が狭く、下端が広くなっている。
【００３６】
　また、図４Ｂに示すように、レンズ成形型２０において、水平方向の断面図では、第１
成形面２１Ａと第２成形面２２Ａの間隔は、左右ほぼ同じである。
【００３７】
　本実施の形態では、第１成形型２１と第２成形型２２とを対向配置させるときの相対的
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位置及び相対的傾斜角度を制御することにより、レンズ成形型２０により成形される累進
屈折力プラスチックレンズに、プリズムシニングを形成している。上述のとおり、第１成
形型２１に対して第１成形面２１Ａが垂直方向に予め傾斜して形成されているので、第２
成形型２２に対して第１成形型２１を垂直方向に傾斜させることにより、第１成形面傾斜
角θ1と成形型傾斜角θ２が合わさった角度が第２成形面２２Ａに対する第１成形面２１
Ａの傾斜角度（成形面傾斜角）θ３となる。そして、両成形型２１、２２を成形型傾斜角
θ２で相対的に傾斜させた状態で、両成形型２１，２２の位置と間隔を粘着テープ２３で
固定することにより、成形されるレンズにプリズムシニングが設定できる成形型が形成さ
れる。
【００３８】
　本実施の形態においては、上述の通り、第１成形面傾斜角θ1を、玉形加工前の左右の
レンズにおけるレンズの厚さ（特にコバ厚）を最適化すための傾斜角度に基づいて設定し
ているので、玉形加工後の左右のレンズにおけるレンズの厚さ（特にコバ厚）を最適化す
るための成形面傾斜角θ３を設定するのに、成形型傾斜角θ２を設定することにより行な
うことができ、プリズムシニングの制御が容易になる。すなわち、アンカットプリズムシ
ニングを施したレンズを成形する場合は成形型傾斜角θ２を０度に設定し、玉形プリズム
シニングを施したレンズを成形する場合は、成形型傾斜角θ２を、目標とする成形面傾斜
角θ３から第１成形面傾斜角θ１を引いた角度に設定する。また、第１成形面傾斜角θ1

を設けることにより、成形型傾斜角θ２の設定範囲を小さくできるので、後述する粘着テ
ープの密着性も制御しやすくなる。
【００３９】
　成形型傾斜角θ２の角度は、製造する累進多焦点プラスチックレンズの設計値により異
なるが、０．０１度以上３度以下、より好ましくは０．０１度以上１度以下の範囲内で設
定すると好ましい。０．０１度以上では、累進屈折力プラスチックレンズに効果的なプリ
ズムシニングを形成することができ、３度以下であれば、両成形型２１，２２を粘着テー
プ２３で固定する際に、粘着テープ２３の密着性、及び、固定性が良好であるため、キャ
ビティ２４内に注入されるレンズ原料の漏れが生じにくい。
【００４０】
　次に、図４Ａに示したレンズ成形型２０の垂直方向の断面図における、上側の粘着テー
プ２３近傍２４Ａの拡大図を図５に示す。
　図５に示すように、レンズ成形型２０では、第１成形型２１と第２成形型２２は相対的
に傾斜させて対向配置させているので、第２成形型２２の外周面２２Ｂの延長線上に第１
成形型２１の外周面２１Ｂが位置していない。すなわち、第１成形型２１の外周面２１Ｂ
と、第２成形型２２の外周面２２Ｂとはその断面が同一線上にはなく、第２成形型２２の
外周面２２Ｂに対して第１成形型２１の外周面２１Ｂは傾斜している。
　また、粘着テープ２３は、張力をかけながら巻かれるため、図５に示すように第１成形
型２１の外周面２１Ｂと密着する部分、及び、第２成形型２２の外周面２２Ｂと密着する
部分以外は、レンズ成形型２０の中心方向へのたわみが若干発生している。
【００４１】
　なお、本実施の形態は処方プリズムを有さないレンズの場合であるためプリズム屈折力
の基底方向は垂直方向にあることから、第１成形面傾斜角θ1、成形型傾斜角θ２、およ
び、成形面傾斜角θ３は、レンズ成形型２０において第２基準軸Ａ２を通る垂直面内の角
度で設定されているが、処方プリズムを有する場合は、第２基準軸Ａ２を通る、処方プリ
ズムと玉形プリズムシニングを合成したプリズムの基底方向の平面内の角度で設定すると
よい（以下、処方プリズムと玉形プリズムシニングを合成したプリズムを合成玉形プリズ
ムともいう）。この場合は、第１成形面傾斜角度θ１は第１成形型２１に対して第１基準
軸Ａ１を通る合成玉形プリズムの基底方向の平面内の角度で設定し、また、成形型傾斜角
θ２は、合成玉形プリズムが得られる両成形面２１Ａ，２２Ｂの相対的な傾斜角θ３から
第１成形面傾斜角θ1を引いた角度で、かつ、第２基準軸Ａ２を通る合成玉形プリズムの
基底方向平面内の角度で設定するとよい。以下、第１成形面傾斜角θ1、成形型傾斜角θ
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２、および、成形面傾斜角θ３を設定する方向を単に傾斜方向ともいう。
【００４２】
　次に、上述のレンズ成形型２０を用いた累進屈折力プラスチックレンズの製造方法、及
び、そのレンズを取り付けた眼鏡の製造方法について説明する。
　図９は、本実施の形態にかかる累進屈折力プラスチックレンズ及びそのレンズを用いた
眼鏡の製造方法を示すフローチャートである。本実施の形態にかかる製造方法は、後述す
るレンズ成形型形成工程を有し、この工程はレンズ成形型形成装置を用いて行なう。以下
、オンラインで眼鏡レンズの注文を受け付けて、その注文内容に基づいて眼鏡レンズを成
形するための成形型を組み立てるレンズ成形型形成システムおよびそこに組み込まれたレ
ンズ成形型形成装置について説明する。図１１はレンズ成形型形成システムの概略構成を
示す図であり、図１２Ａ，Ｂ及び図１３Ｃ，Ｄはレンズ成形型形成装置を構成する成形型
保持装置の動作を説明する図である。
【００４３】
　図１１に示したレンズ成形型形成システム５０は、発注元からのオンラインでの注文に
応じて眼鏡レンズを製造する眼鏡レンズ供給システムの一部を構成しており、発注元の例
として眼鏡店６０を、レンズ製造元の例としてレンズメーカの工場８０を示している。眼
鏡店６０と工場８０とは通信媒体５１を介して接続されており、通信媒５１としては例え
ば、公衆通信回線、専用回線、インターネット等を利用することができ、途中に中継局を
設けるようにしても良い。なお、以下、発注元が眼鏡店６０の場合で説明するが、これに
限定されず、例えば眼科医院、個人、レンズメーカの営業所等であっても良い。また、図
１１においては、発注元は一つしか示していないが、通信媒体５１を介して多数の発注元
が製造元に接続可能になっている。
【００４４】
　眼鏡店６０には、オンライン注文用端末としてのコンピュータ６１と、眼鏡フレームの
形状（リム枠の内周形状や玉形となるレンズの外周形状）を測定するフレーム形状測定装
置６２が設置されている。注文用端末６１は、通信媒体５１を介して工場８０側に接続す
るための通信手段を有し、レンズを注文するために必要な情報が送受信可能になっている
。
【００４５】
　工場８０には、注文用端末６１からの注文を受注する処理と、その受注内容に基づいて
レンズの製造に必要なデータを作成する処理とを行うとともに、それらデータを記憶する
コンピュータである工場サーバ９０と、受注内容や作成されたデータ等に基づいてレンズ
成形型を形成するレンズ成形型形成装置１００とを有している。
【００４６】
　工場サーバ９０は処理部９１と記憶部９２を有している。処理部９１は、注文用端末６
１からの注文を受注し受注データ９２１として記憶する受注処理機能９１１と、この受注
データ９２１に基づいて眼鏡レンズの形状を計算し設計データ９２２として記憶する設計
データ作成機能９１２と、これら受注データ９２１や設計データ９２２に基づいて各種製
造工程における装置の制御データや加工条件を作成し加工データ９２３として記憶する加
工データ作成機能９１３とを有する。前記記憶部は、上記した受注データ９２１、設計デ
ータ９２２、及び、加工データ９２３の他に、処理部９１での処理に必要な、レンズ情報
９２４、フレーム情報９２５、第１及び第２成形型の情報である成形型情報９２６、傾斜
角設定具情報９２７等も記憶されている。
【００４７】
　前記設計データ作成機能９１２は、アンカットレンズのレンズ形状とそのレンズ上に想
定される玉形加工後のレンズ形状を計算する機能を有する。また、受注したレンズが累進
屈折力レンズの場合には、アンカットプリズムシニングを施したレンズ形状を設計する機
能と、玉形プリズムシニングを施したレンズ形状を設計する機能とを有している。そして
、それぞれのレンズ形状におけるレンズ前面及び後面の形状情報、その前後面の配置に関
する情報、レンズ上に想定される玉形形状情報、プリズム測定基準点位置情報、プリズム
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屈折力等が前記設計データ９２２に記憶される。なお、受注データに処方プリズムが指定
されていない場合、前記プリズム屈折力は、アンカットプリズムシニングおよびその基底
方向（垂直）、並びに、玉形プリズムシニングおよびその基底方向（垂直）となる。
【００４８】
　前記加工データ作成機能９１３は、受注したレンズが累進屈折力レンズの場合に、前記
設計データ９２２に記憶されているアンカットプリズムシニングを施した場合のプリズム
屈折力（処方プリズムを有さない場合はアンカットプリズムシニング）と玉形プリズムシ
ニングを施した場合のプリズム屈折力（処方プリズムを有さない場合は玉形プリズムシニ
ング）に基づいて、第１成形面傾斜角θ１、成形型傾斜角θ２、成形面傾斜角θ３、およ
び、傾斜方向を算定する機能を有する。また、これら算出された角度θ１，θ２，θ３、
傾斜方向を含む設計データ９２２、成形型情報９２６、傾斜角設定具情報９２７に基づい
て使用する第１成形型２１、第２成形型２２、成形型保持装置１１０で使用する傾斜角設
定具１１６Ａ，１１６Ｂが選定される。また、処方プリズムが指定されている場合には傾
斜角設定具１１６Ａ，１１６Ｂの取り付け回転角度も決定される。また、成形型の保持間
隔が算出される。算出されたこれら角度θ１，θ２，θ３、使用するツール（第１成形型
２１、第２成形型２２、傾斜角設定具１１６Ａ，１１６Ｂ）、傾斜角設定具の取り付け回
転角度、成形型保持間隔等は、前記加工データ９２３に記憶される。
【００４９】
　ここで、受注データとしては、例えば、眼鏡レンズ情報、眼鏡フレーム情報、処方値、
レイアウト情報などがある。眼鏡レンズの情報としては、レンズ材質、屈折率、レンズ前
後面の光学設計の種類、レンズ外径、レンズ中心厚、コバ厚、偏心、ベースカーブ、累進
帯長、インセット量、ヤゲン加工の種類、染色カラー、コーティングの種類、プリズムシ
ニングの種類（アンカットプリズムシニング、玉形プリズムシニング）などがある。眼鏡
フレーム情報としては、製品識別名、フレームサイズ、素材、フレームカーブ、玉形形状
、フレームトレーサによって測定されたフレーム形状やレンズ形状などがある。処方値と
しては、球面屈折力、乱視屈折力、乱視軸、処方プリズム、加入屈折力などがある。レイ
アウト情報としては、瞳孔間距離、近用瞳孔間距離、アイポイント位置などがある。
【００５０】
　レンズ成形型形成装置１００は、成形型保持装置１１０、保持位置設定装置１２０、テ
ープ巻付装置１３０、これら装置を制御するコンピュータである制御装置１４０を有して
いる。
【００５１】
　成形型保持装置１１０は、第１成形型２１を保持する第１成形型保持部１１１Ａと、こ
の第１成形型保持部１１１Ａによる第１成形型２１の保持する傾斜角度を設定するための
第１傾斜角度設定部１１５Ａと、第２成形型２２を保持する第２成形型保持部１１１Ｂと
、この第２成形型保持部１１１Ｂによる第２成形型２２の保持角度を設定するための第２
傾斜角度設定部１１５Ｂとを有している。
【００５２】
　第１成形型保持部１１１Ａは、第１吸引管部１１２Ａと、その先端側に設けられた第１
吸着パッド部１１３Ａと、この第１吸引管部１１２Ａと第１吸着パッド部１１３Ａとを通
気した状態で連結する第１ジョイント部１１４Ａとを有する。同様に、第２成形型保持部
１１１Ｂは、第２吸引管部１１２Ｂと、その先端側に設けられた第２吸着パッド部１１３
Ｂと、この第２吸引管部１１２Ｂと第２吸着パッド部１１３Ｂとを通気した状態で連結す
る第２ジョイント部１１４Ｂとを有する。吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂは図示しない真空
発生手段（例えば真空うポンプやエジェクタ）に連結されており、図示しない駆動手段に
より、回転軸Ｂを中心に回転可能に構成されているとともに、回転軸Ｂの内方及び外方に
移動可能に構成されている。吸着パッド部１１３Ａ，１１３Ｂをゴム製のパッドからなり
、成形型の非成形面と密着した状態で吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂからの吸引により吸着
パッド部１１３Ａ，１１３Ｂ内が負圧になることにより成形型を保持するものである。ジ
ョイント部１１４Ａ、１１４Ｂは、吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂに対して吸着パッド部１



(12) JP 5331874 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

１３Ａ，１１３Ｂを全方向に傾斜可能でかつ回転軸Ｂに垂直な平面内に移動可能に連結す
る。この吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂの傾斜と垂直面内移動の、可動と固定の切り替え
は遠隔操作可能になっている。前記吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂは回転軸Ｂ上に配置され
、前記吸着パット１１３Ａ，１１３Ｂは回転軸Ｂの内方に対向して配置されている。なお
、第２ジョイント部は吸着パッド１１３Ｂの傾斜をできないように構成しても良い。この
場合は成形型保持工程において、第２成形型２２はその基準軸Ｂを中心に回転位置を調節
可能に保持し、前記第１成形型２１は、垂直方向にその基準軸Ｂの傾斜角度を調節可能に
保持するようにできるため成形型保持装置１１０の構造を簡単にすることができる。
【００５３】
　第１傾斜角度設定部１１５Ａは、回転軸Ｂに対する第１成形型２１の保持角度を設定す
るための第１傾斜設定具１１６Ａとこの第１傾斜設定具１１６Ａを固定するための第１固
定部１１７Ａとからなる。第１固定部１１７Ａは、円筒状をしており、その中心軸が回転
軸Ｂに一致するように、吸引管部１１２Ａの周りに固定されている。同様に、第２傾斜角
度設定部１１５Ｂは、回転軸Ｂに対する第２成形型２２の保持角度を設定するための第２
傾斜設定具１１６Ｂとこの第２傾斜設定具１１６Ｂを固定するための第２固定部１１７Ｂ
とからなる。第２固定部１１７Ｂは、円筒状をしており、その中心軸が回転軸Ｂに一致す
るように、吸引管部１１２Ｂの周りに固定されている。固定部１１７Ａ，１１７Ｂの回転
軸Ｂ内方の端部は傾斜設定具１１６Ａ，１１６Ｂを取り付け可能に構成されている。
【００５４】
　第１傾斜設定具１１６Ａは、円筒状をしており、その中心軸が回転軸Ｂに一致するよう
に、第１固定部１１７Ａの先端に固定されている。同様に第２傾斜設定具１１６Ｂは、円
筒状をしており、その中心軸が回転軸Ｂに一致するように、第２固定部１１７Ｂの先端に
固定されている。傾斜設定具１１６Ａ，１１６Ｂは、回転軸Ｂ外方の端部に前記固定部１
１７Ａ，１１７Ｂへの接続部が設けられ、回転軸Ｂ内方の先端（以下、傾斜設定端ともい
う）は同一平面上位置するように形成されている。本実施の形態では、第２成形型２２は
回転軸Ｂに垂直に保持し、第１成形型２１は回転軸Ｂに傾斜するように吸引管部１１２Ａ
，１１２Ｂに保持するので、第１傾斜設定具１１７Ａの回転軸Ｂ内方の先端が位置する平
面は回転軸Ｂに対して傾斜しており、第２傾斜設定具１１７Ｂの回転軸Ｂ内方の先端が位
置する平面は回転軸Ｂに対して垂直になっている。傾斜設定具１１６Ａ，１１６Ｂは、固
定部１１７Ａ，１１７Ｂに対しての回転軸Ｂ周りの取り付け方向は任意に設定可能になっ
ている。
【００５５】
　保持位置設定装置１２０は、成形型保持部１１１Ａ，１１１Ｂに対する成形型２１,２
２の垂直方向の保持位置を所定の位置に設定するための装置であり、保持軸Ｂ方向からみ
た成形型２１，２２の幾何学中心を保持軸Ｂ上に位置させる機能を有する。保持位置設定
装置１２０は保持軸Ｂに平行な面を備えた複数の当接面部と、これら当接面部を回転軸Ｂ
の垂直方向に回転軸Ｂに向かって同時に接近後退可能に移動させる駆動手段とを有する。
この当接面部は、略等間隔で３方向以上から成形型２１，２２にそれぞれ当接するように
なっていると好ましい。
【００５６】
　テープ巻付装置１３０は、粘着テープのロールを回転軸Ｂと平行な軸で回転可能に保持
するテープ保持部と、粘着テープロールから粘着テープを引き出し、その引き出された先
端の粘着面を成形型２１，２２の外周に貼り付けるテープ貼付機構部と、粘着テープを巻
き付けた後にテープを切るテープカット機構部とを有している。
【００５７】
　制御装置１４０は、工場サーバ９０にネットワークを介して接続されており、工場サー
バ９０の記憶部９２に記憶された受注データ、設計データ、加工データ等をデータ受信可
能になっている。そして、前記成形型保持装置１１０の吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂの回
転駆動手段及び移動駆動手段、真空発生手段、ジョイント部の可動固定切替手段、テープ
貼付機構部駆動手段、テープカット機構部駆動手段、保持位置設定装置１２０の当接部駆
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動手段等を制御する制御部を備えている。この制御装置は、コンピュータ、プログラマブ
ルコントローラ、それらの組み合わせなどを用いることができる。
【００５８】
　次に、レンズ成形型形成装置１００の動作について、図９、図１１、図１２、図１３を
用いて説明する。なお、図１２及び図１３において、図１２Ａは成形型保持装置の側面図
、図１２Ｂ及び図１３Ｃ，Ｄは断面図（ただし、第１成形型保持部１１１Ａと第２成形型
保持部１１１Ｂは側面図）で示している。なお、成形する累進レンズに処方プリズムがな
い場合について以下説明する。
【００５９】
　初めに、工場サーバ９０は、眼鏡店６０からの累進屈折力レンズの注文を受け付けると
、受注処理部９１１、設計データ処理部９１２により、受注データ及び設計データを作成
する。そして、加工データ作成処理部は、受注データ及び設計データを取得し（受注デー
タ及び設計データ取得工程（ステップＳ１））、これを基に加工データを作成する。この
時、加工データ処理部９１３は、第１成形面傾斜角θ1、成形面傾斜角θ３を算出する（
成形面傾斜角算出工程（ステップＳ２））。そして、これら算出された角度および設計デ
ータ９２２に基づいてレンズ成形型２０に用いる第１成形型２１及び第２成形型２２を選
定する。
　また、その算出した成形面傾斜角θ３と前記選定した第１成形型２１の第１成形型成形
面傾斜角θ1に基づいて、成形型傾斜角θ２を算出し、それに基づいて使用する傾斜角設
定具１１６Ａ，１１６Ｂを選定する。また、両成形型２１,２２の保持間隔が算出し、そ
れに基づいて成形型保持装置１１０の成形型保持部１１１Ａ，１１１Ｂの回転軸方向の移
動を制御するためのデータを作成する（成形型傾斜角及び間隔算出工程（ステップＳ３）
）。
【００６０】
　次に、ステップＳ２で選定された第１成形型２１及び第２成形型２２を、前記成形型保
持装置１１０の成形型保持部１１１Ａ，１１１Ｂにそれぞれに取り付けて、ステップＳ２
で算出された成形面傾斜角θ３およびステップＳ３で算出された成形型保持間隔になるよ
うに第１成形型２１及び第２成形型２２の相対位置及び相対傾斜角を設定し、その状態で
保持する（成形型保持工程（ステップＳ４））。この成形型保持工程については、以下、
図１２及び図１３を用いてさらに詳細に説明する。
【００６１】
　初めに加工データ９２３で選定されている第１傾斜設定具１１６Ａを第１固定部１１７
Ａに取り付けるとともに、第２傾斜設定具１１６Ｂを第２固定部１１７Ｂに取り付ける。
次に、加工データ９２３で選定されている第１成形型２１及び第２成形型２２をその幾何
学中心位置が保持軸Ｂに略一致するように第１吸着パッドと第２吸着パッドの間に配置す
る（図１１（ａ））。この時、第２成形型２２の成形面２２Ａがトロイダル面又は非トロ
イダル面からなる場合には、第１成形型２１と第２成形型２２の相対的回転位置は受注デ
ータの乱視軸の角度に基づいて設定する。なお、成形型２１，２２に取り付けた後に吸引
管部１１２Ａ，１１２Ｂを回転させて両成形型の相対的回転位置を設定しても良い。
【００６２】
　次に、第１吸引管部１１２Ａと第２吸引管部１１２Ｂを回転軸Ｂの内方にそれぞれ前進
させ、第１成形型２１の非成形面と第１吸着パッド１１３Ａ、並びに、第２成形型２２の
非成形面と第２吸着パッド１１３Ｂを密着させる。そして、真空発生手段により吸引管部
１１２Ａ，１１２Ｂ及び吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂ内を負圧にして成形型２１，２２
を吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂに取り付ける。この時、吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂ
の中心が保持軸Ｂ上に位置するとともに、吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂの向きが保持軸
に対して傾斜しない状態に保持されるようにジョイント部１１４Ａ，１１４Ｂは固定して
おく（図１１（ｂ））。
【００６３】
　続いて、吸着パッド１１３Ａ，１１３Ｂの保持軸に対する垂直方向及び傾斜方向が可動
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するようにジョイント部１１４Ａ，１１４Ｂを可動状態に切り替え、吸引管部１１２Ａ，
１１２Ｂを回転軸Ｂ外方に移動させ、第１成形型２１の非成形面と第１傾斜設定具１１６
Ａの先端部並びに第２成形型２２の非成形面と第２傾斜設定具１１６Ｂの先端部を密着さ
せる。そして保持位置設定装置１２０の当接面部を４方向（上側２方向、下側２方向）か
ら同時に回転軸Ｂの垂直方向で回転軸に向かって移動させて、第1成形型２１の外周部に
全ての当接面部を回転軸Ｂから等距離の位置で当接させた後、第１ジョイント部１１４Ａ
を固定状態に戻す。同様に第２成形型２２の外周部にも全ての当接面部を回転軸Ｂから等
距離の位置で当接させた後、第２ジョイント部１１４Ｂを固定状態に戻す。これにより、
第１成形型２１は所定の傾斜角度で保持されるとともに、第２成形型２２は垂直に保持さ
れる。また、両成形型２１，２２の回転軸Ｂ方向から見た外形状における幾何学中心がそ
れぞれ回転軸Ｂ上に位置する（図１１（ｃ））。
　次に、吸引管部１１１Ａ，１１１Ｂを、加工データで設定された成形型保持間隔になる
ように回転軸Ｂ内方にそれぞれ前進させる（図１１（ｄ））。
【００６４】
　次に、粘着テープ巻付装置１３０のテープ貼付機構部は、回転軸と平行な軸で回転可能
に保持された粘着テープロールから粘着テープを引き出して成形型の外周面に貼り付ける
とともに、吸引管部１１２Ａ，１１２Ｂを回転軸を中心に同時に一周以上回転させること
により、粘着テープ２３の両成形型の周囲に巻きつける。その後テープカット機構部を駆
動して余ったテープを切断する（粘着テープ巻付け工程（ステップＳ５））。この粘着テ
ープの巻きつけは、両成形型２１、２２の外周面２１Ｂ、２２Ｂが粘着テープの粘着面に
接触するように張力をかけて巻きつける。なお、巻きつける際の回転軸は、例えば一方の
成形型の基準軸Ａ１，Ａ２と同じにしてもよいし、それぞれの基準軸Ａ１，Ａ２の中間の
角度の回転軸にしても良い。
　なお、上記ステップＳ２からステップＳ５までの工程をレンズ成形型形成工程ともいう
。このようにして形成されたレンズ成形型２０は、次の原料液注入工程に移される。
【００６５】
　次に、前記ステップＳ５で作製したレンズ成形型２０の粘着テープ２３を一部剥がして
キャビティ２４と外部とをつなぐ注入口を形成する。そして、この注入口から、プラスチ
ックレンズの原料液をキャビティ２４へ注入する。レンズ原料液がキャビティ２４を満た
し、注入口まで達したところで注入を停止し、注入口に再び粘着テープ２３を貼り直す（
レンズ原料液注入工程（ステップＳ６））。
【００６６】
　本発明で用いるレンズ原料液を構成するモノマー組成物は特に限定されないが、特に本
発明の製造方法の効果が得られるモノマー組成物として、ポリチオウレタン樹脂を含む組
成物が挙げられる。ポリチオウレタン樹脂としては、ポリイソシアネート化合物とポリチ
オール化合物との組み合わせ、あるいはビス(β－エピチオプロピル)スルフィド及びビス
(β－エピチオプロピル)ジスルフィドなどのエピチオ基含有化合物などが挙げられる。上
記ポリイソシアネート化合物としては、１，３-ジイソシアナトメチル－シクロヘキサン
及びキシレンジイソシアネートなどが挙げられる。上記ポリチオール化合物としては、ペ
ンタエリスリトールテトラキス－（２－メルカプトアセテート）、２，５－ジメルカプト
メチル－１，４－ジチアン、メルカプトメチル－ジチア－オクタンジチオール及びビス(
メルカプトメチル)－トリチアウンデカン－ジチオールなどが挙げられる。
　本発明で用いるモノマー組成物には、通常プラスチックレンズの製造に用いる公知の添
加剤を、本発明の効果を損なわない範囲で添加することができる。
　上記添加剤としては、例えば、吸光特性を改良するための、紫外線吸収剤、色素及び顔
料等、耐候性を改良するための、酸化防止剤及び着色防止剤等、成形加工性を改良するた
めの離型剤等を挙げることができる。
　ここで、紫外線吸収剤としては、例えばベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系及び
サリチル酸系等が、色素や顔料としては、例えばアントラキノン系及びアゾ系等が挙げら
れる。酸化防止剤や着色防止剤としては、例えばモノフェノール系、ビスフェノール系、
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高分子型フェノール系、硫黄系及びリン系等が、離型剤としては、例えばフッ素界面活性
剤、シリコーン系界面活性剤、酸性リン酸エステル及び高級脂肪酸等が挙げられる。
【００６７】
　次に、モノマー組成物を充填したレンズ成形型２０を重合炉に投入し、所定の温度に加
熱して原料のモノマーを重合させる（硬化工程（ステップＳ７））。重合終了後、レンズ
成形型２０を重合炉から取り出し、室温まで冷却した後、粘着テープ２３、第１成形型２
１、第２成形型２２を取り外し、成形された累進屈折力プラスチックレンズを取り出す（
レンズ成形型除去工程（ステップＳ８））。
　上述のように、レンズ成形型２０を構成し、このレンズ成形型２０を使用してレンズを
注型重合法により成形することにより、レンズ前面に累進面を有し、プリズムシニングが
施された、アンカットレンズ（玉形加工前のフィニッシュトレンズ）としての累進屈折力
プラスチックレンズを製造することができる。
【００６８】
　このように形成されて累進レンズは、受注内容に応じてレンズの表裏面に各種表面処理
が施され（各種コーティング工程（ステップＳ９））、その後、所望の玉形に玉形加工（
縁摺り加工）され（玉形加工工程（ステップＳ１０））、眼鏡フレームに取り付けられて
眼鏡となる（眼鏡フレーム取り付け工程（ステップＳ１１））。上記ステップＳ９～Ｓ１
１については公知の従来技術が利用できるので詳細な説明は省略する。
【００６９】
　上述した製造方法により製造された玉形加工前の累進屈折力プラスチックレンズ３０の
例を図８に示す。図８Ａは累進屈折力レンズの正面図であり、図８Ｂは同レンズのプリズ
ム測定基準点位置Ｐ１を通る垂直面Ｖによる断面図である。
　図８に示した累進屈折力プラスチックレンズ３０は、累進面を有するレンズ前面３０Ａ
と、球面、非球面、トロイダル面、又は非トロイダルレンズを有するレンズ後面３０Ｂと
を有し、レンズ前後面３０Ａ，３０Ｂの周りには、外周面３０Ｃが形成されている。この
レンズ正面視形状は円形であり、プリズム測定位置Ｐ１はレンズ前面の中心に位置してい
る。
【００７０】
　この図８に示したレンズ３０は、玉形プリズムシニングが施されている。これにより、
プリズム測定位置における法線ＮＬが、このプリズム測定位置Ｐ１を通るレンズ後面の法
線に対して、垂直方向に傾斜しており、このレンズ３０上端と下端でコバ厚が異なってい
る（この例では、上端のコバ厚が下端のコバ厚より薄くなっている）。そして、このレン
ズ３０上に玉形形状Ｓを想定した場合、プリズム測定位置Ｐ１を通る水平面Ｈに平行な玉
形形状Ｓの最上端の接線Ｔｔの位置及び最下端の接線Ｔｂの位置での前記垂直面Ｖの断面
における上下のコバ厚Ｄｔｅ、Ｄｂｅは、プリズムシニングを施さない場合や、アンカッ
トプリズムシニングを施す場合のコバ厚よりも小さくなっている。なお、プリズムシニン
グを施さない場合のレンズ前面の例を点線３１に示し、その場合の上端のコバ厚をＤｔ１
、下端のコバ厚をＤｂで示している。また、アンカットプリズムシニングを施した場合の
レンズ前面の例を点線３２に示し、その場合の上端のコバ厚をＤｔ２、下端のコバ厚をＤ
ｂで示している。このようなプラスチックレンズ３０は、両面が光学的仕上げられている
ので、従来のような切削・研磨工程は必要ない。
【００７１】
　上述の製造方法において、前記硬化工程（ステップＳ７）について、さらに詳しく説明
する。レンズ原料液を充填したレンズ成形型２０を重合炉に投入し、所定の温度で原料の
モノマーを重合させる際、モノマーが重合することにより、キャビティ２４を充填してい
る組成物が重合収縮する。この重合による重合収縮の様子を図６に示す。図６において、
図面左側に重合収縮前のレンズ成形型２０の様子を示し、図面右側にキャビティ２４に充
填された組成物が重合収縮した状態のレンズ成形型２０の様子を示す。
【００７２】
　図６に示すように、モノマーの重合収縮に伴って第１成形型２１と第２成形型２２の一
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方あるいは両方が、粘着テープ２３の内面（粘着面）に沿って、成形面２１Ａ、２２Ａの
向きを維持しながら他方の成形型に接近するように滑り動いている。このとき、第１成形
型２１と第２成形型２２とが粘着テープ２３の内面（粘着面）に沿って前周囲均一に滑り
動くためには、粘着テープ２３の保持力が好適な範囲である必要がある。
【００７３】
　粘着テープ２３の保持力が好適な範囲である場合には、モノマーの重合中に粘着テープ
２３の粘着性が適度に低下し、第１成形型２１と第２成形型２２少なくとも一方が重合収
縮の応力により容易に移動する。つまり、第１成形型２１及び第２成形型２２の移動が、
外周面２１Ｂ，２２Ｂにおいて粘着テープ２３の内面に沿って内側に移動する。このため
、第１成形型２１及び第２成形型２２全体が、全周囲均一に他方の成形型に近づく方向に
移動する。
【００７４】
　このように、第１成形型２１及び第２成形型２２の均一な移動により、重合収縮による
成形型の挙動が想定どおりに行なわれ、重合収縮分を考慮して形成されたレンズ成形型２
０で製造される累進屈折力プラスチックレンズの形状は、設計値との誤差をなくすことが
でき、高い精度で製造することができる。
【００７５】
　しかし、粘着テープの保持力が好適範囲より強すぎると、重合収縮時に、第１成形型２
１や第２成形型２２が粘着テープから剥がれずに粘着テープが不規則に変形する。この粘
着テープ２３が変形した状態のレンズ成形型２０の、粘着テープ２３近傍の拡大図を図７
に示す。
　図７に示すように、粘着テープ２３が、レンズ成形型２０のキャビティ２４の側方にお
いて変形している。このような粘着テープ２３の変形が、もしもレンズ成形型２０の全周
囲で均一に生じるのであれば、上述の粘着テープの保持力が好適な範囲である場合と同様
に、第１成形型２１と第２成形型２２とがそれぞれの成形型の向き維持したまま移動する
ので、問題にはならない可能性があるが、通常は部分的に変化するため、第１成形型２１
の成形面２１Ａと第２成形型２２の成形面２２Ａとの相対的な位置及び向きがくずれてし
まい、累進屈折力プラスチックレンズの設計値からの誤差が大きくなってしまう。
【００７６】
　従来のレンズブランクを用いた累進レンズの製造方法では、レンズブランクの光学的に
仕上げられていない面を切削・研磨する工程があるため、成形されたレンズブランクの厚
さや、切削する側の成形面の形状が厳密でなくてもよい。しかし、本実施の形態の製造方
法では、累進屈折力プラスチックレンズの設計値に基づき重合収縮分を考慮してレンズ成
形型を構成し、このレンズ成形型による成形で累進屈折力プラスチックレンズのプリズム
シニングを形成する。このため、重合収縮後のレンズ成形型のキャビティの形状、すなわ
ち第１成形型と第２成形型との間隔や傾きが、累進屈折力プラスチックレンズの精度に直
接影響を与える。
　従って、本実施の形態のレンズ成形型を用いた累進屈折力プラスチックレンズの製造方
法では、好適な保持力を有する粘着テープを使用することが必要となる。
【００７７】
　以下、粘着テープ及びその保持力について説明する。
　レンズ成形型を構成する粘着テープは、基材となるフィルムと粘着剤とから構成される
。
　基材は特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、
ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート
等のポリエステルを、フィルム状に加工することにより使用される。
　粘着剤は、例えば、アクリル系、シリコン系等が好適に使用される。
　また、基材及び粘着剤の密着性を改善させる目的で中間層を設けてもよい。
【００７８】
　粘着テープは、第１成形型及び第２成形型の外周面を固着し、レンズ原料液の注入から
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重合反応までの間、両成形型を所定の位置に固定するための保持力が維持できるとともに
、両成形型に巻き付ける操作が容易となるようにする必要があることから、前記基材は、
適度な保持力と柔軟性を有するように厚さが設定されている。また、レンズ原料液に対す
る耐性と、重合反応時の加熱や反応熱により変形しない耐熱性が得られるように設定する
必要がある。
　また、粘着剤は、レンズ原料液がレンズ成形型内に注入された際や熱硬化時に、レンズ
原料液中に溶解して、レンズに光学的欠損を発生させないように、レンズ原料液に対して
耐性を有するものを用いる。
【００７９】
　モノマー組成物の重合反応は、重合触媒や重合開始剤を含んだモノマー組成物への加熱
や、紫外線照射等により行う。このモノマー組成物の重合反応の一例として、一般的な加
熱重合の場合を説明する。また、図１０に、重合反応における、時間と温度の関係を示す
。
　まず、モノマー組成物を含めレンズ原料液が注入された成形用鋳型を比較的低温、例え
ば２０℃以下で保ち、モノマー組成物の粘度をゆっくりと上昇させる。次に、レンズ成形
型の温度を除々に上昇させ、モノマーの反応温度、例えば１００℃以上まで除々に上昇さ
せることにより、モノマーをゲル化、固化させる。そして、充分な温度まで上げたところ
で、温度を一定に保持する。この温度において、モノマーの重合反応を充分に進行させ、
レンズ原料液を硬化させてレンズを形成する。
【００８０】
　粘着テープの粘着剤は、低温状態でレンズ成形型の形状を保つために充分な保持力が必
要となる。また、レンズ成形型を昇温した際の、モノマーの重合収縮時には、第１成形型
及び第２成形型が収縮に伴って容易に移動できるように、粘着テープの粘着性が低下する
必要がある。
【００８１】
　熱硬化時に粘着テープの粘着性の低下が不充分であると、第１成形型及び第２成形型の
移動が難しくなる。この結果、前記図７を用いて説明したとおり、重合収縮により生じる
応力が、粘着テープのキャビティ側方に集中し、粘着テープが変形してしまう。
【００８２】
　また、低温時の粘着テープの粘着性が不充分であると、粘着テープと、第１成形型外周
面及び第２成形型外周面との密着性が低くなる。このため、モノマー組成物の漏れや、キ
ャビティへの空気の流入が発生する。
【００８３】
　このため本発明においては、粘着テープの保持力を好適な範囲に設定する。この粘着テ
ープの保持力（粘着性）の好適な範囲について説明する。
　粘着テープの粘着性は、温度に依存して大きく変化する。このため、レンズ成形型に使
用する粘着テープの粘着性は、粘着テープに加わる温度での粘着性を考慮する必要がある
。
【００８４】
　モノマー重合時の昇温工程において重合収縮による体積挙動を観察すると、モノマーの
重合反応中に体積が急激に小さくなる温度帯が存在する。この温度帯は、温度を除々に上
昇し、モノマーをゲル化、固化させるときに発生する。例えば、硬化工程において図１０
に示すグラフのように昇温した場合に、昇温中のＴで示す温度帯において、体積が急激に
小さくなるとき、この温度帯Ｔの中心値を重合収縮時の温度と定義する。
　この重合収縮時の温度は、レンズの原料となるモノマーの種類や、添加剤により異なる
が、原料モノマーに混合する反応開始剤、重合触媒の種類や混合量を調製することで調製
することができる。重合収縮時の温度は、製造工程で扱いやすい温度に調整され、４０～
８０℃であることが好ましい。粘着テープの粘着力は、室温よりも重合収縮時の温度の方
が低下するテープを用いると好ましい。
【００８５】
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　粘着テープの粘着性は、上述の重合収縮時の温度において、後述するＪＩＳ　Ｚ０２３
７に準拠した方法により測定し、保持力が５分間以上３０分間以下であることが好ましい
。さらに好ましくは、１０分間以上２０分間以下であることが好ましい。粘着テープの保
持力が５分間以上であると、第１成形型及び第２成形型の固定が充分でき、モノマー組成
物の注入から重合収縮前に、第１成形型及び第２成形型が動いたり、粘着テープの剥離に
よる、モノマー組成物の漏れや、空気の流入が起きたりする虞がない。保持力が３０分間
以下であると、重合収縮時に粘着テープの粘着性の低下が充分となり、重合収縮による第
１成形型及び第２成形型の移動が容易になり、粘着テープが変形してしまう虞がない。
【００８６】
　上述のＪＩＳ　Ｚ０２３７に準拠した粘着テープの粘着性の測定方法について説明する
。
　まず、試験片として、２５ｍｍ幅の粘着テープを準備する。この２５ｍｍ幅の粘着テー
プを、試験板に１０ｍｍの長さで貼付ける。試験板には鏡面仕上げのＳＵＳ３０４鋼板を
使用する。この状態で２０分以上保持した後、試験板及び粘着テープが鉛直に垂れ下がる
ように保持する。そして、粘着テープの端に１ｋｇの重りを取り付ける。試験板から粘着
テープが落下するまでの時間を測定し、この時間を粘着テープの保持力とする。
【００８７】
　次に本発明の製造方法により製造したプリズムシニングを施した累進屈折力プラスチッ
クレンズの実験例について説明する。
（実験例１）
　まず、レンズ成形型を作製した。レンズ成形型を構成する累進面からなる成形面を有す
る第１成形型（凸面形成用成形型）には、外径７６．０ｍｍ、コバ厚４ｍｍ、遠用部の平
均曲率半径１２２ｍｍ、中心肉厚５．０ｍｍ、水平方向有効径７５．５ｍｍとなる基準面
（平面フランジともいう）を有する累進屈折力プラスチックレンズ用の成形型を用いた。
また、成形用鋳型を構成する球面からなる成形面を有する第２成形型（凹面形成用成形型
）には、外径７６．０ｍｍ、曲率半径１２１ｍｍ、中心肉厚２．５ｍｍの累進屈折力プラ
スチックレンズ用の成形型を用いた。そして、Ｓａｍｂｏ　ｔｅｃｈ社製のＡｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｍｏｌｄ　ｔａｐｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ　ＴＰＭ－２０００を用いて、第１成
形型の基準軸が、第２成形型の基準軸に対して垂直方向に上方に３度傾斜するとともに、
第２成形型の基準軸方向から見た第１成形型の外形状の幾何学中心位置が第２成形型の基
準軸上に位置するように位置決めした後、粘着テープ（基材：ポリエステルフィルム、粘
着剤：シリコーン系粘着剤、テープ厚：０．０６８ｍｍ、粘着力：５．３Ｎ／１０ｍｍ（
２３℃））を第１成形型及び第２成形型の周外周面に巻いて貼付けて固定した。なお、第
１成形型の外周面と第２成形型の外周面は、ほぼそれぞれの成形型の基準軸に対して平行
な同一径の円柱面で構成されているので、第１成形型の外周面は、第２成形型の外周面に
対して３度傾斜している。
【００８８】
　次に、レンズの原料となるモノマー組成物を調製した。
　まず、撹拌装置を備えた５リットル（Ｌ）セパラブルフラスコを用意し、水浴で５℃に
冷却した。
　また、１Ｌのポリエチレン製ビーカーに、５℃に冷却した１，３－ジイソシアネートメ
チル－シクロヘキサン１４２６ｇを計り取り、これに紫外線吸収剤として２－（２’－ヒ
ドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール（シプロ化成製シーソーブ
７０９）３．０ｇ、離型剤としてブトキシエチルアシッドフォスフェート（城北化学工業
製ＪＰ－５０６Ｈ）４．８ｇ、重合触媒としてジメチルチンジクロリド２４．０ｇを加え
、２０分撹拌した。この撹拌により、紫外線吸収剤、離型剤及び重合触媒は、１，３－ジ
イソシアネートメチル－シクロヘキサンに溶解し、均一な溶液となった。
　次に、１，３－ジイソシアネートメチル－シクロヘキサンの溶液を、セパラブルフラス
コに移した。そして、セパラブルフラスコに、５℃に冷却したペンタエリスリトールテト
ラキス－（２－メルカプトアセテート）７９４ｇと、２，５－ジメルカプトメチル－１，
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４－ジチアン７８０ｇとを加え、１０分間撹拌した。
　撹拌を停止し、セパラブルフラスコを真空ポンプに接続し、減圧脱泡を行った。減圧脱
泡では、内部のモノマー組成物の発泡状態を確認しながら撹拌を再開し、除々に撹拌速度
を上げたところ、減圧度が４０Ｐａで安定した。この状態で３０分間保持してから、常圧
に戻し、モノマー組成物の調製を完了した。
【００８９】
　次に、モノマー組成物の調製後直ちにセパラブルフラスコを、ノズル直前に５ミクロン
のテフロン（登録商標）メディアディスクフィルタを取り付けたシリコンチューブからな
る注入ラインに接続した。そして、レンズ成形型の粘着テープを一部剥離して注入口を形
成し、この注入口に、乾燥窒素０．３ｋｇｆで加圧しながらローラポンプを用いて、注入
口からレンズ成形型に調製したモノマー組成物を注入した。注入したモノマー組成物が、
レンズ成形型のキャビティ部内を満たし、注入口まで達したところで注入を停止し、粘着
テープを貼り直してレンズ成形型を密閉した。
　以上により、モノマー組成物が注入されたレンズ成形型を作製した。
【００９０】
　次に、レンズ成形型を熱風循環式重合炉に入れ、１６℃で５時間保持した後、１２５℃
まで３時間かけて昇温し、さらに、１２５℃で１．５時間保持した。その後、レンズ成形
型を７０℃まで冷やして重合炉から取り出し、粘着テープ、第１成形型及び第２成形型を
外し、プリズムシニングが施されていない、フィニッシュトレンズである累進レンズを得
た。
　製造した累進レンズは、無色透明で、屈折率ｎｅ：１．６０、アッベ数νｅ：４１、比
重：１．３２の物性を有しており、脈理、異物、汚れ及び曇り等の異常も見られず、眼鏡
用レンズとして好適なものであった。
　ここで、前記成形用鋳型で使用した粘着テープの保持力について説明する。先ず、上記
した重合工程におけるモノマー組成物の重合収縮時の温度を測定するため、メスシリンダ
ーに３０ｍｌの前記モノマー組成物を取り、レンズ成形型と同じ熱風循環式重合炉に入れ
て、液面の変化を重合完了まで観察した。この結果、モノマー組成物の重合収縮時の温度
は７０℃であった。
【００９１】
　次に、重合収縮時の温度７０℃における粘着テープの保持力を、上述のＪＩＳ　Ｚ０２
３７に準拠した粘着性の測定方法により測定した。測定の結果、この重合収縮時の温度７
０℃における、この実験例１で使用した粘着テープの保持力は１４分間であった。
【００９２】
（実験例２）
　粘着テープを変更（基材：ポリエステルフィルム、粘着剤：シリコーン系粘着剤、テー
プ厚：０．０６９ｍｍ、粘着力：５．８Ｎ／１０ｍｍ（２３℃））した以外は、実験例１
と同様の方法で累進屈折力プラスチックレンズを製造した。
　この実験例２で使用した粘着テープの保持力は、重合収縮時の温度７０℃において１１
分間であった。
【００９３】
（実験例３）
　粘着テープを変更（基材：ポリエステルフィルム、粘着剤：シリコーン系粘着剤、テー
プ厚：０．０６８ｍｍ、粘着力：４．８Ｎ／１０ｍｍ（２３℃））した以外は、実験例１
と同様の方法で累進屈折力プラスチックレンズを製造した。
　この実験例３で使用した粘着テープの保持力は、重合収縮時の温度７０℃において３２
分間であった。
【００９４】
（実験例４（比較例１））
　成形用鋳型の製造において、第１成形型の基準軸と第２成形型基準軸とを同じ軸線上に
位置するように位置決めした以外は、実験例１と同様の方法で累進屈折力プラスチックレ
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ンズを製造した。この実験例４のレンズは、プリズムシニングが施されていない累進屈折
力プラスチックレンズであり、上記実験例１～３のレンズの光学性能を評価する基準レン
ズとして使用した。
【００９５】
　（評価）
　上述の実験例１～４の方法で、３０組の第１成形型と第２成形型を用いて、累進レンズ
をそれぞれ３０枚製造し、その製造したそれぞれの各累進レンズについて、プリズム測定
位置における垂直方向のプリズム屈折力をレンズメータで測定した。また、同じ第１成形
型と第２成形型の組を用いて作製した実験例１～３のレンズ毎について、垂直方向プリズ
ム屈折力の実験例４との差を求めた。そして、垂直方向プリズムの最大値と最小値、垂直
方向プリズム屈折力の実験例４との差の最大値と最小値、それら最大値と最小値との差（
交差）、垂直方向プリズムの平均値、垂直方向プリズム屈折力の実験例４との差の平均値
を求めた。その測定結果を表１に示す。
【００９６】

【表１】

【００９７】
　表１に示したとおり、粘着テープの保持力が、５分間以上３０分間以内であった実験例
１及び実験例２は、重合工程において第１成形型及び第２成形型の移動が安定して行われ
たため、レンズ成形型を構成した際に施したプリズムシニングが累進屈折力プラスチック
レンズに再現性よく転写され、公差も小さい。これに対し、粘着テープの保持力が、３２
分間であった実験例３では、実験例１、２に比べて再現性が低く、公差が大きくなる結果
となった。
　従って、上述のＪＩＳ　Ｚ０２３７に準拠した粘着テープの保持力が、５分間以上３０
分間以下であることにより、熱硬化時に粘着テープの粘着性が充分低下し、重合収縮によ
る第１成形型及び第２成形型の移動が安定しておこなわれ、精度よく累進屈折力プラスチ
ックレンズを製造することができ、好ましい。
　なお、粘着テープの保持力が５間分以上３０分間以下に含まれない場合にも再現性には
劣るものの、粘着テープに変形が起きなかった場合には、累進レンズとして問題ない精度
で製造することができた。このため、粘着テープの保持力が５分間未満又は３０分間を超
える場合にも、累進屈折力プラスチックレンズを製造することが可能である。
【００９８】
　なお、本発明は上述の実施形態例において説明した構成に限定されるものではなく、そ
の他本発明構成を逸脱しない範囲において種々の変形、変更が可能である。例えば、本実
施の形態では、フィニッシュットレンズを成形する場合について説明したが、玉形形状に
基づいて最小限の研磨しろ、切削しろをもうけたレンズブランクを形成する場合にも適用
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できる。また、本実施の形態では、レンズ前面が累進面の片面面累進屈折力レンズの場合
で説明したが、レンズ後面が累進面からなる片面累進屈折力レンズにも適用できる。この
場合は、第１成形型をレンズ後面形成用成形型とし、第２成形型をレンズ前面形成用成形
型とすればよい。
　また、上述の実施の形態では、成形型保持装置１１０の傾斜角度設定部１１５Ａ，１１
５Ｂは、両成形型２１，２２の回転軸Ｂ方向外方にそれぞれ設置し、成形型２１,２２の
非成形面と傾斜設定具１１６Ａ，１１６Ｂ傾斜設定端を接触させて成形型２１,２２の傾
斜角度を設定したが、両端に傾斜設定端が設けられた円筒形状に傾斜設定部を形成しても
よい。そして、成形型保持工程において、この傾斜設定部をその中心軸と回転軸Ｂを一致
させた状態で、両成形型２１、２２の間に設置して、傾斜設定端を成形型２１、２２の成
形面２１Ａ、２２Ａと接触させて成形型の傾斜角度を設定しても良い。この場合、傾斜設
定部は、一方の傾斜設定端を備えた部分と、他方の傾斜設定端を備えた部分を分離可能に
構成し、それらの組み合わせ及び回転位置を変更可能に接続できるように構成するとより
好ましい。
【符号の説明】
【００９９】
　１０，２０　成型用レンズ成形型
　１１，２１　レンズ前面（凸面）形成用成形型（第１成形型）
　１１Ａ，２１Ａ　レンズ前面（凸面）形成用成形型の成形面（第１成形面）
　１１Ｂ，２１Ｂ　第１成形面の周縁に形成される外周面（第１外周面）
　１２，２２　レンズの後面（凹面）形成用成形型（第２成形型）
　１２Ａ，２２Ａ　レンズの後面（凹面）形成用成形型の成形面（第１成形面）
　１２Ｂ，２２Ｂ　第２成形面の周縁に形成される外周面（第２外周面）
　１３，２３　粘着テープ
　１４，２４　キャビティ
　２５　基準面
　３０　累進屈折力プラスチックレンズ
　３０Ａ　レンズ前面
　３０Ｂ　レンズ後面
　３０Ｃ　外周面
　３１　点線
　５０　レンズ成形型形成システム
　５１　通信媒体
　６０　メガネ店
　６１　注文用端末
　６２　フレーム形状測定装置
　８０　工場
　９０　工場サーバ
　９１　処理部
　９２　記憶部
　１００　レンズ成形型形成装置
　１１０　成形型保持装置
　１１１Ａ　第１成形型保持部
　１１１Ｂ　第２成形型保持部
　１１２Ａ　第１吸引管部
　１１２Ｂ　第２吸引管部
　１１３Ａ　第１吸着パッド部
　１１３Ｂ　第２吸着パッド部
　１１４Ａ　第１ジョイント部
　１１４Ｂ　第２ジョイント部
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　１１５Ａ　第１傾斜角度設定部
　１１５Ｂ　第２傾斜角度設定部
　１１６Ａ　第１傾斜設定具
　１１６Ｂ　第２傾斜設定具
　１１７Ａ　第１固定部
　１１７Ｂ　第２固定部
　１２０　保持位置設定装置
　１３０　粘着テープ巻付装置
　１４０　制御装置
　９１１　受注処理
　９１２　設計データ作成
　９１３　加工データ作成
　９２１　受注データ
　９２２　設計データ
　９２３　加工データ
　９２４　レンズ情報
　９２５　フレーム情報
　９２６　成形型情報
　９２７　傾斜設定具情報
　Ａ１，Ａ２　基準軸
　Ｂ　回転軸
　Ｄｔｅ、Ｄｂｅ　コバ厚
　Ｄｔ１，Ｄｔ２上端のコバ厚
　Ｄｂ　下端のコバ厚
　Ｈ　水平面
　ＮＬ　法線
　Ｐｌ　プリズム測定位置
　Ｐｍ　第１成形面基準点
　Ｒ１，Ｒ２　基準面
　Ｓ　玉形形状
　Ｔｔ　最上端の接線
　Ｔｂ　最下端の接線
　Ｖ　垂直面
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