
JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

(57)【要約】
　ガラス基板の反り曲がりを抑制することができる撮像
光学系及び撮像用レンズの製造方法を提供する。本発明
の撮像光学系は、ガラス基板上に硬化性樹脂製のレンズ
部を形成した撮像用レンズを有する撮像光学系であって
、前記撮像用レンズを少なくとも１群以上有し、前記ガ
ラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートがそれぞれ
形成されていることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板上に硬化性樹脂製のレンズ部を形成した撮像用レンズを有する撮像光学系で
あって、
　前記撮像用レンズを少なくとも１群以上有し、
　前記ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートがそれぞれ形成されていることを特
徴とする撮像光学系。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像光学系において、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚ｒ１と、前記ガラス
基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚ｒ２との総膜厚比率ｒが、式（１
）の条件を満たすことを特徴とする撮像光学系。
　　　０．９≦ｒ（＝ｒ１／ｒ２）≦１．１　…　（１）
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の撮像光学系において、
　前記ＩＲカットコートが、低屈折率材料から構成された低屈折率層Ａと、高屈折率材料
から構成された高屈折率層Ｂとを交互に複数積層した交互多層膜であり、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの低屈折率層Ａ１の総膜厚ｒ
（Ａ１）と、前記ガラス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの低屈折率層Ａ２
の総膜厚ｒ（Ａ２）との総膜厚比率ｒ（Ａ）が、式（２）の条件を満たし、かつ、前記ガ
ラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの高屈折率層Ｂ１の総膜厚ｒ（Ｂ１）
と、前記ガラス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの高屈折率層Ｂ２の総膜厚
ｒ（Ｂ２）との総膜厚比率ｒ（Ｂ）が、式（３）の条件を満たすことを特徴とする撮像光
学系。
　　０．９≦ｒ（Ａ）（＝ｒ（Ａ１）／ｒ（Ａ２））≦１．１　…　（２）
　　０．９≦ｒ（Ｂ）（＝ｒ（Ｂ１）／ｒ（Ｂ２））≦１．１　…　（３）
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記撮像用レンズのガラス基板上には、前記レンズ部の周辺に設けられる硬化性樹脂製
の周辺部が形成され、前記ガラス基板の一方の面に形成された前記周辺部の厚さをｔ１と
、前記ガラス基板の一方の面に形成された前記周辺部の厚さをｔ２とし、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚をｒ１と、前記ガラ
ス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚をｒ２としたとき、
　式（４）又は式（５）の条件を満たすことを特徴とする撮像光学系。
　　ｔ１＞ｔ２，ｒ１＜ｒ２　…　（４）
　　ｔ１＜ｔ２，ｒ１＞ｒ２　…　（５）
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記撮像用レンズを２群以上有し、
　前記撮像用レンズのうち、ガラス基板に対し前記ＩＲカットコートが形成されていない
前記撮像用レンズが像面側に配置されることを特徴とする撮像光学系。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記硬化性樹脂が光硬化性樹脂であり、
　前記ＩＲカットコートが、波長３６５ｎｍの光に対し５０％以上の透過率を有すること
を特徴とする撮像光学系。
【請求項７】
　請求項６に記載の撮像光学系において、
　前記光硬化性樹脂がアクリル樹脂又はエポキシ樹脂であることを特徴とする撮像光学系
。
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【請求項８】
　ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートを形成する工程と、
　前記ＩＲカットコート上にシランカップリング処理を実行する工程と、
　前記シランカップリング処理後の前記ＩＲカットコート上に複数の硬化性樹脂製のレン
ズ部を形成する工程と、
　前記レンズ部ごとに前記ガラス基板を切断する工程と、
　を備えることを特徴とする撮像用レンズの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像光学系及び撮像用レンズの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学レンズの製造分野においては、ウエハ状のガラス基板に対し硬化性樹脂製の
レンズ部を複数設け（所謂「ウエハレンズ」を作製し）、そのウエハ状のガラス基板をレ
ンズ部ごとに切断・断片化してその１つ１つを撮像用レンズとして使用しようという試み
がなされている。近年では、これを応用した技術として、撮像用レンズのガラス基板に対
しＩＲ（Infrared Rays，赤外線）カットコートを形成した例が開示されており（特許文
献１参照）、ガラス基板の表裏両面のうち少なくとも一方の面にＩＲカットコートが形成
される旨の記載がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開２００７／００２４９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献1の手法に拠れば、少なくとも一方の面にＩＲカットコートを
形成されるとの記載より両面にＩＲカットコートを形成することが示唆されるが、本発明
が課題としている基板の反りに関する言及はなく、意図的にその対処に関しても言及して
いないことより、膜の応力によってガラス基板が反り曲がってしまう可能性がある。
【０００５】
　したがって、本発明の解決課題は、ガラス基板の反り曲がりを抑制することができる撮
像光学系及び撮像用レンズの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る上記課題は、以下の手段により解決される。
【０００７】
　１．ガラス基板上に硬化性樹脂製のレンズ部を形成した撮像用レンズを有する撮像光学
系であって、
　前記撮像用レンズを少なくとも１群以上有し、
　前記ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートがそれぞれ形成されていることを特
徴とする撮像光学系。
【０００８】
　２．前記１に記載の撮像光学系において、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚ｒ１と、前記ガラス
基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚ｒ２との総膜厚比率ｒが、式（１
）の条件を満たすことを特徴とする撮像光学系。
【０００９】
　　　０．９≦ｒ（＝ｒ１／ｒ２）≦１．１　…　（１）
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　３．前記１又は２に記載の撮像光学系において、
　前記ＩＲカットコートが、低屈折率材料から構成された低屈折率層Ａと、高屈折率材料
から構成された高屈折率層Ｂとを交互に複数積層した交互多層膜であり、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの低屈折率層Ａ１の総膜厚ｒ
（Ａ１）と、前記ガラス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの低屈折率層Ａ２
の総膜厚ｒ（Ａ２）との総膜厚比率ｒ（Ａ）が、式（２）の条件を満たし、かつ、前記ガ
ラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの高屈折率層Ｂ１の総膜厚ｒ（Ｂ１）
と、前記ガラス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの高屈折率層Ｂ２の総膜厚
ｒ（Ｂ２）との総膜厚比率ｒ（Ｂ）が、式（３）の条件を満たすことを特徴とする撮像光
学系。
【００１０】
　　０．９≦ｒ（Ａ）（＝ｒ（Ａ１）／ｒ（Ａ２））≦１．１　…　（２）
　　０．９≦ｒ（Ｂ）（＝ｒ（Ｂ１）／ｒ（Ｂ２））≦１．１　…　（３）
　４．前記１～３のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記撮像用レンズのガラス基板上には、前記レンズ部の周辺に設けられる硬化性樹脂製
の周辺部が形成され、前記ガラス基板の一方の面に形成された前記周辺部の厚さをｔ１と
、前記ガラス基板の一方の面に形成された前記周辺部の厚さをｔ２とし、
　前記ガラス基板の一方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚をｒ１と、前記ガラ
ス基板の他方の面に形成されたＩＲカットコートの総膜厚をｒ２としたとき、
　式（４）又は式（５）の条件を満たすことを特徴とする撮像光学系。
【００１１】
　　ｔ１＞ｔ２，ｒ１＜ｒ２　…　（４）
　　ｔ１＜ｔ２，ｒ１＞ｒ２　…　（５）
　５．前記１～４のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記撮像用レンズを２群以上有し、
　前記撮像用レンズのうち、ガラス基板に対し前記ＩＲカットコートが形成されていない
前記撮像用レンズが像面側に配置されることを特徴とする撮像光学系。
【００１２】
　６．前記１～５のいずれか一項に記載の撮像光学系において、
　前記硬化性樹脂が光硬化性樹脂であり、
　前記ＩＲカットコートが、波長３６５ｎｍの光に対し５０％以上の透過率を有すること
を特徴とする撮像光学系。
【００１３】
　７．前記６に記載の撮像光学系において、
　前記光硬化性樹脂がアクリル樹脂又はエポキシ樹脂であることを特徴とする撮像光学系
。
【００１４】
　８．ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートを形成する工程と、
　前記ＩＲカットコート上にシランカップリング処理を実行する工程と、
　前記シランカップリング処理後の前記ＩＲカットコート上に複数の硬化性樹脂製のレン
ズ部を形成する工程と、
　前記レンズ部ごとに前記ガラス基板を切断する工程と、
　を備えることを特徴とする撮像用レンズの製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の上記手段により、ガラス基板の反り曲がりを抑制することができる撮像光学系
及び撮像用レンズの製造方法を提供することができる。
【００１６】
　すなわち、本発明によれば、ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートが形成され
るから、ガラス基板の一方の面へのＩＲカットコート成膜時のガラス基板の反りが、他方
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の面へのＩＲカットコート成膜時のガラス基板の反りで相殺され、ガラス基板の反り曲が
りを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の好ましい実施形態に係る撮像ユニットの概略構成を示す分解斜視図であ
る。
【図２】本発明の好ましい実施形態に係る撮像用レンズの概略構成を示す断面図である。
【図３】本発明の好ましい実施形態に係る撮像ユニットの概略的な製造方法を説明するた
めの図面である。
【図４】本発明の好ましい実施形態に係る撮像ユニットの概略的な製造方法を説明するた
めの図面であって、図３の後続の図面である。
【図５】本発明の好ましい実施形態に係る撮像光学系の変形例を示す概略断面図である。
【図６】コート種タイプＩの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【図７】コート種タイプＩＩの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【図８】コート種タイプＩＩＩの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【図９】コート種タイプＩＶの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【図１０】コート種タイプＶの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【図１１】コート種タイプＶＩの波長と透過率との概略的な関係を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の撮像光学系は、ガラス基板上に硬化性樹脂製のレンズ部を形成した撮像用レン
ズを有する撮像光学系であって、前記撮像用レンズを少なくとも１群以上有し、前記ガラ
ス基板の表裏両面に対しＩＲカットコートがそれぞれ形成されていることを特徴とする。
この特徴は、請求項１から請求項８に係る発明に共通する技術的特徴である。
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本発明の好ましい実施形態について詳細な説明をする。
【００２０】
　図１に示す通り、本発明の好ましい実施形態に係る撮像ユニット１は主に、レンズユニ
ット２、センサデバイス４及びケーシング５で構成されており、レンズユニット２及びセ
ンサデバイス４がケーシング５で覆われた構成を有している。
【００２１】
　ケーシング５は円筒状の円筒部５１と直方体状のベース部５３とで構成されている。円
筒部５１とベース部５３は一体に成形されており、円筒部５１がベース部５３上に立設さ
れている。円筒部５１の内部にはレンズユニット２が配置されている。円筒部５１の天板
部には円形状の光透過孔５１ａが形成されている。ベース部５３の内部（底部）にはセン
サデバイス４が配置されている。センサデバイス４としては例えばＣＣＤやＣＭＯＳなど
が使用される。
【００２２】
　図１拡大図に示す通り、レンズユニット２は主には絞り２１、撮像用レンズ２３及びス
ペーサ２５で構成されている。これら部材は、絞り２１とスペーサ２５との間に撮像用レ
ンズ２３が配置された状態で互いに重ね合わせられている。撮像用レンズ２３の中央部は
表裏両面においてそれぞれ凸状を呈しており、この部位が基本的には光学機能を発揮する
ようになっている。絞り２１は撮像用レンズ２３に入射する光の光量を調節する部材であ
り、その中央部には円形状の開口部２１ａが形成されている。スペーサ２５はケーシング
５の円筒部５１におけるレンズユニット２の配置位置（高さ位置）を調整するための部材
であり、その中央部にも円形状の開口部２５ａ（図１上段参照）が形成されている。
【００２３】
　図２に示す通り、撮像用レンズ２３はガラス基板１００を有している。ガラス基板１０
０の表面１０２にはＩＲカットコート１１０が形成されており、ガラス基板１００の裏面
１０４にもＩＲカットコート１２０が形成されている。ＩＲカットコート１１０，１２０
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は赤外線を遮光するための膜であり、波長３６５ｎｍの光に対しては５０％以上の透過率
を有している。詳しくは、ＩＲカットコート１１０，１２０は低屈折率材料から構成され
た低屈折率層Ａ１，Ａ２と、高屈折率材料から構成された高屈折率層Ｂ１，Ｂ２とを、交
互に複数積層した交互多層膜である。ＩＲカットコート１１０，１２０においては、好ま
しくは低屈折率層Ａ１，Ａ２がガラス基板１００に対し直に接している。
【００２４】
　低屈折率層Ａ１，Ａ２を構成する低屈折率材料としてはＳｉＯ２などが使用される。他
方、高屈折率層Ｂ１，Ｂ２を構成する高屈折率材料としてはＴｉＯ２，Ｔａ２Ｏ５，Ｎｂ

２Ｏ３，ＺｒＯ２などが使用される。ＩＲカットコート１１０，１２０は低屈折率層Ａ１
，Ａ２が互いに異なる材料で構成されていてもよいし、高屈折率層Ｂ１，Ｂ２も互いに異
なる材料で構成されていてもよい。また、ＩＲカットコート１１０，１２０は通常１０～
４０層程度で構成されるが、その層数は互いに同じであってもよいし、異なっていてもよ
い。
【００２５】
　撮像用レンズ２３では、好ましくはガラス基板１００の表面１０２に形成されたＩＲカ
ットコート１１０の総膜厚ｒ１と、ガラス基板１００の裏面１０４に形成されたＩＲカッ
トコート１２０の総膜厚ｒ２との総膜厚比率ｒが、式（１）の条件を満たしている。
【００２６】
　　０．９≦ｒ（＝ｒ１／ｒ２）≦１．１　…　（１）
　さらに、撮像用レンズ２３では、好ましくはガラス基板１００の表面１０２に形成され
たＩＲカットコート１１０の低屈折率層Ａ１の総膜厚ｒ（Ａ１）と、ガラス基板の裏面１
０４に形成されたＩＲカットコート１２０の低屈折率層Ａ２の総膜厚ｒ（Ａ２）との総膜
厚比率ｒ（Ａ）が、式（２）の条件を満たし、かつ、ガラス基板１００の表面１０２に形
成されたＩＲカットコート１１０の高屈折率層Ｂ１の総膜厚ｒ（Ｂ１）と、ガラス基板１
００の裏面１０４に形成されたＩＲカットコート１２０の高屈折率層Ｂ２の総膜厚ｒ（Ｂ
２）との総膜厚比率ｒ（Ｂ）が、式（３）の条件を満たしている。
【００２７】
　　０．９≦ｒ（Ａ）（＝ｒ（Ａ１）／ｒ（Ａ２））≦１．１　…　（２）
　　０．９≦ｒ（Ｂ）（＝ｒ（Ｂ１）／ｒ（Ｂ２））≦１．１　…　（３）
　また、図２に示す通り、ＩＲカットコート１１０上には樹脂部１３０が形成されている
。樹脂部１３０は硬化性樹脂１３０Ａで構成されている。樹脂部１３０は凸状を呈したレ
ンズ部１３２とその周辺を覆う周辺部１３４とを有しており、レンズ部１３２と周辺部１
３４とが一体成形されている。これと同様に、ＩＲカットコート１２０下にも樹脂部１４
０が形成されている。樹脂部１４０は硬化性樹脂１４０Ａで構成されている。樹脂部１４
０は凸状を呈したレンズ部１４２とその周辺を覆う周辺部１４４とを有しており、レンズ
部１４２と周辺部１４４とが一体成形されている。
【００２８】
　撮像用レンズ２３では、ガラス基板１００の表面１０２側に形成された周辺部１３４の
厚さをｔ１と、ガラス基板１００の裏面１０４に形成された周辺部１４４の厚さをｔ２と
したとき、ＩＲカットコート１１０の総膜厚ｒ１とＩＲカットコート１２０の総膜厚ｒ２
との関係において、式（４）又は式（５）の条件を満たしている。
【００２９】
　　ｔ１＞ｔ２，ｒ１＜ｒ２　…　（４）
　　ｔ１＜ｔ２，ｒ１＞ｒ２　…　（５）
　なお、ガラス基板１００の表面１０２と裏面１０４とのうち、いずれか一方の側に樹脂
部１３０，１４０（レンズ部１３２，１４２）を設けてもよい。この場合には、レンズ部
がガラス基板１００の片側にのみ設けられ、レンズ部が設けられた側のＩＲカットコート
（例えばＩＲカットコート１１０）よりもレンズ部が設けられない側のＩＲカットコート
（例えばＩＲカットコート１２０）の厚みを厚くすることで、撮像用レンズ２３全体の応
力の偏りを抑制し、更に反りを抑制することが可能となる。
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【００３０】
　樹脂部１３０，１４０を構成する硬化性樹脂１３０Ａ，１４０Ａとしては光硬化性樹脂
が使用可能であり、好ましくはアクリル樹脂やアリルエステル樹脂、エポキシ樹脂などが
使用可能である。下記では使用可能な樹脂について説明する。
（１）アクリル樹脂
　重合反応に用いられる(メタ)アクリレートは特に制限はなく、一般的な製造方法により
製造された下記(メタ)アクリレートを使用することができる。エステル(メタ)アクリレー
ト、ウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、エーテル(メタ)アクリ
レート、アルキル(メタ)アクリレート、アルキレン(メタ)アクリレート、芳香環を有する
(メタ)アクリレート、脂環式構造を有する(メタ)アクリレートが挙げられる。これらを１
種類又は２種類以上を用いることができる。
【００３１】
　特に脂環式構造を持つ(メタ)アクリレートが好ましく、酸素原子や窒素原子を含む脂環
構造であってもよい。例えば、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、シクロペンチル(メ
タ)アクリレート、シクロヘプチル(メタ)アクリレート、ビシクロヘプチル(メタ)アクリ
レート、トリシクロデシル(メタ)アクリレート、トリシクロデカンジメタノール(メタ)ア
クリレートや、イソボロニル(メタ)アクリレート、水添ビスフェノール類のジ(メタ)アク
リレート等が挙げられる。また特にアダマンタン骨格を持つと好ましい。例えば、２－ア
ルキル－２－アダマンチル（メタ）アクリレート（特開２００２－１９３８８３号公報参
照）、アダマンチルジ（メタ）アクリレート（特開昭５７－５００７８５）、アダマンチ
ルジカルボン酸ジアリル（特開昭６０―１００５３７号公報参照）、パーフルオロアダマ
ンチルアクリル酸エステル（特開２００４－１２３６８７号公報参照）、新中村化学製　
2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート、1,3-アダマンタンジオールジアクリレート、1
,3,5-アダマンタントリオールトリアクリレート、不飽和カルボン酸アダマンチルエステ
ル（特開２０００－１１９２２０号公報参照）、３，３’－ジアルコキシカルボニル-1,1
’ビアダマンタン（特開２００１－２５３８３５号公報参照）、１，１’－ビアダマンタ
ン化合物（米国特許第３３４２８８０号明細書参照）、テトラアダマンタン（特開２００
６－１６９１７７号公報参照）、２－アルキル－２－ヒドロキシアダマンタン、２－アル
キレンアダマンタン、１，３－アダマンタンジカルボン酸ジ－ｔｅｒｔ－ブチル等の芳香
環を有しないアダマンタン骨格を有する硬化性樹脂（特開２００１－３２２９５０号公報
参照）、ビス(ヒドロキシフェニル)アダマンタン類やビス（グリシジルオキシフェニル）
アダマンタン（特開平１１－３５５２２号公報、特開平１０－１３０３７１号公報参照）
等が挙げられる。
【００３２】
　また、その他反応性単量体を含有することも可能である。(メタ)アクリレートであれば
、例えば、メチルアクリレート、メチルメタアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｎ
－ブチルメタアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタ
アクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタアクリレート、tert－ブチルア
クリレート、tert－ブチルメタアクリレート、フェニルアクリレート、フェニルメタアク
リレート、ベンジルアクリレート、ベンジルメタアクリレート、シクロヘキシルアクリレ
ート、シクロヘキシルメタアクリレート、などが挙げられる。
【００３３】
　多官能(メタ)アクリレートとして、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールト
リ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペン
タエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）
アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリ
トールオクタ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトールセプタ（メタ）アクリレ
ート、トリペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトー
ルペンタ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート
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、トリペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレートなどが挙げられる。
（２）アリルエステル樹脂
　アリル基を持ちラジカル重合による硬化する樹脂で、例えば次のものが挙げられるが、
特に以下のものに限定されるわけではない。
【００３４】
　芳香環を含まない臭素含有（メタ）アリルエステル（特開２００３－６６２０１号公報
参照）、アリル（メタ）アクリレート（特開平５－２８６８９６号公報参照）、アリルエ
ステル樹脂（特開平５－２８６８９６号公報、特開２００３－６６２０１号公報参照）、
アクリル酸エステルとエポキシ基含有不飽和化合物の共重合化合物（特開２００３－１２
８７２５号公報参照）、アクリレート化合物（特開２００３－１４７０７２号公報参照）
、アクリルエステル化合物（特開２００５－２０６４号公報参照）等が挙げられる。
（３）エポキシ樹脂
　エポキシ樹脂としては、エポキシ基を持ち光又は熱により重合硬化するものであれば特
に限定されず、硬化開始剤としても酸無水物やカチオン発生剤等を用いることができる。
エポキシ樹脂は硬化収縮率が低いため、成形精度の優れたレンズとすることができる点で
好ましい。
【００３５】
　エポキシの種類としては、ノボラックフェノール型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキ
シ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂が挙げられる。その一例として、ビスフェ
ノールＦジグリシジルエーテル、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、２，２’－ビ
ス（４－グリシジルオキシシクロヘキシル）プロパン、３，４－エポキシシクロヘキシル
メチル－３，４－エポキシシクロヘキサンカーボキシレート、ビニルシクロヘキセンジオ
キシド、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）－５，５－スピロ－（３，４－エポキ
シシクロヘキサン）－１，３－ジオキサン、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシル）ア
ジペート、１，２－シクロプロパンジカルボン酸ビスグリシジルエステル等を挙げること
ができる。
【００３６】
　硬化剤は硬化性樹脂材料を構成する上で使用されるものであり特に限定はない。また、
本発明において、硬化性樹脂材料と、添加剤を添加した後の光学材料の透過率を比較する
場合、硬化剤は添加剤には含まれないものとする。硬化剤としては、酸無水物硬化剤やフ
ェノール硬化剤等を好ましく使用することができる。酸無水物硬化剤の具体例としては、
無水フタル酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、ヘキサヒド
ロ無水フタル酸、３－メチル－ヘキサヒドロ無水フタル酸、４－メチル－ヘキサヒドロ無
水フタル酸、あるいは３－メチル－ヘキサヒドロ無水フタル酸と４－メチル－ヘキサヒド
ロ無水フタル酸との混合物、テトラヒドロ無水フタル酸、無水ナジック酸、無水メチルナ
ジック酸等を挙げることができる。また、必要に応じて硬化促進剤が含有される。硬化促
進剤としては、硬化性が良好で、着色がなく、熱硬化性樹脂の透明性を損なわないもので
あれば、特に限定されるものではないが、例えば、２－エチル－４－メチルイミダゾール
（２Ｅ４ＭＺ）等のイミダゾール類、３級アミン、４級アンモニウム塩、ジアザビシクロ
ウンデセン等の双環式アミジン類とその誘導体、ホスフィン、ホスホニウム塩等を用いる
ことができ、これらを１種、あるいは２種以上を混合して用いてもよい。
【００３７】
　以上の撮像ユニット１では、外部光が光透過孔５１ａを通じてレンズユニット２に入射
し、その入射光は絞り２１の開口部２１ａで光量が調節され、撮像用レンズ２３を透過し
、スペーサ２５の開口部２５ａから出射される。その後、その出射光はセンサデバイス４
に入射するような構成となっている。
【００３８】
　続いて、撮像ユニット１の製造方法（撮像用レンズ２３の製造方法を含む。）について
説明する。
【００３９】
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　始めに、ウエハ状のガラス基板１００を準備し、その表面１０２と裏面１０４とに対し
それぞれＩＲカットコート１１０，１２０を形成する。ＩＲカットコート１１０，１２０
の形成方法としては、公知の真空蒸着法やスパッタ、ＣＶＤ（Chemical Vapour Depositi
on）法などを使用する。
【００４０】
　その後、ＩＲカットコート１１０，１２０に対する樹脂部１３０，１４０の密着性を高
める目的で、ＩＲカットコート１１０，１２０上に対しシランカップリング処理を実行す
る。詳しくは、シランカップリング剤（東レダウコーニング製SZ-6030）をエタノールで
０．１～２．０ｗｔ％に希釈し、これに酢酸を加えてｐＨを３～５に調整する。そしてそ
の溶液をＩＲカットコート１１０，１２０上に塗布して乾燥させる。その結果、ＩＲカッ
トコート１１０，１２０にはシラノール結合による強固に化学結合した表面が形成される
。当該表面は硬化性樹脂（１３０Ａ，１４０Ａ）との密着性がよく、ＩＲカットコート１
１０，１２０上に形成される樹脂部１３０，１４０との密着性が大きく改善される。
【００４１】
　その後、図３（ａ）に示す通り、金型２００のキャビティ２０２に対し硬化性樹脂１３
０Ａを充填する。この場合、金型２００の上部に硬化性樹脂１３０Ａを載置し、その上方
からガラス基板１００を押圧しながら下方へ移動させ、キャビティ２０２に硬化性樹脂１
３０Ａを充填する。硬化性樹脂１３０Ａを充填する場合には、真空引きしながら硬化性樹
脂１３０Ａを充填してもよい。真空引きしながら硬化性樹脂１３０Ａを充填すれば、硬化
性樹脂１３０Ａに気泡が混入するのを防止することができる。
【００４２】
　その後、金型２００の上方に配置した光源２１０を点灯させ、硬化性樹脂１３０Ａに光
照射して硬化性樹脂１３０Ａを硬化させる。光源２１０としては、高圧水銀ランプ、メタ
ルハライドランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプ、蛍光灯、ブラックライト、Ｇラン
プ、Ｆランプ等を使用でき、線状光源であってもよいし点状光源であってもよい。
【００４３】
　光源２１０から光照射する場合には、複数の線状又は点状の光源２１０を格子状に配置
して硬化性樹脂１３０Ａに一度に光が到達するようにしてもよいし、線状又は点状の光源
２１０をガラス基板１００に対し平行にスキャニングして硬化性樹脂１３０Ａに順次光が
到達するようにしてもよい。この場合、好ましくは光照射時の輝度分布や照度（強度）分
布を測定し、その測定結果に基づき照射回数，照射量，照射時間等を制御する。
【００４４】
　ここで、上記の通り、ＩＲカットコート１１０，１２０は波長３６５ｎｍの光に対し５
０％以上の透過率を有するから、光源２１０から発された光は、ＩＲカットコート１１０
，１２０（ガラス基板１００を含む。）を十分に透過し、ＩＲカットコート１１０，１２
０が硬化性樹脂１３０Ａの硬化を妨げるような要因とはならない。
【００４５】
　なお、金型２００が透明な材料（ガラス，樹脂など）から構成される場合には、金型２
００の下方に配置した光源２１０をも点灯させ、ガラス基板１００側と金型２００側との
両側から光照射してもよい。
【００４６】
　その後、光照射により硬化性樹脂１３０Ａが硬化すると、ガラス基板１００の表面１０
２上に樹脂部１３０（レンズ部１３２）が形成される。その後、図３（ｂ）に示す通り、
ガラス基板１００を金型２００から離型する。その後、図３（ｃ）に示す通り、ガラス基
板１００を裏返して、ガラス基板１００の表面１０２に樹脂部１３０を形成したのと同様
に、金型２００に硬化性樹脂１４０Ａを載置してガラス基板１００を押圧し、硬化性樹脂
１４０Ａに光照射し、ガラス基板１００の裏面１０４に樹脂部１４０（レンズ部１４２）
を形成する。
【００４７】
　以上の処理により図４上段のレンズアレイ２７が製造される。
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【００４８】
　なお、図３では、その内容を明瞭にするためＩＲカットコート１１０，１２０を省略し
ている。
【００４９】
　その後、図４上段に示す通り、複数のレンズ部１３２，１４２が形成されたレンズアレ
イ２７に加えて、レンズ部１３２と同数の開口部２１ａが形成された絞りアレイ２６と、
レンズ部１４２と同数の開口部２５ａが形成されたスペーサアレイ２８とを、準備する。
絞りアレイ２６とスペーサアレイ２８は硬化性樹脂にカーボンを混ぜることにより黒色に
着色させ、樹脂を射出成形法にて成形したものである。
【００５０】
　その後、接着剤により、レンズアレイ２７に対し絞りアレイ２６とスペーサアレイ２８
とを接合し、レンズユニットアレイ２９を製造する。その後、図４中段，下段に示す通り
、レンズユニットアレイ２９をエンドミルにてレンズ部１３２，１４２ごとに個々に個片
化して複数のレンズユニット２を製造し、各レンズユニット２をケーシング５の円筒部５
１に組み込み（接着し）、撮像ユニット１が製造される。
【００５１】
　以上の本実施形態によれば、撮像用レンズ２３において、ガラス基板１００の表面１０
２と裏面１０４とに対しそれぞれＩＲカットコート１１０，１２０が形成されるから、ガ
ラス基板１００の一方の面（表面１０２）にＩＲカットコート１１０を形成した際の膜応
力を、他方の面（裏面１０４）へのＩＲカットコート１２０の形成により緩和することが
できる。
【００５２】
　すなわち、ガラス基板１００の一方の面（表面１０２）へのＩＲカットコート１１０成
膜時のガラス基板１００の反りが、他方の面（裏面１０４）へのＩＲカットコート１２０
成膜時のガラス基板１００の反りで相殺され、全体としてガラス基板１００の反り曲がり
を抑制することができる。
【００５３】
　この場合、特に上記式（１）～（３）の条件を満たせば（ＩＲカットコート１１０，１
２０の総膜厚や低屈折率層Ａ１，Ａ２の総膜厚、高屈折率層Ｂ１，Ｂ２などをガラス基板
１００の表面１０２と裏面１０４とでほぼ同一とすれば）、ガラス基板１００の反り曲が
りをより正確に抑制することができる。
【００５４】
　さらに本実施形態によれば、ガラス基板１００の表面１０２と裏面１０４とに対しそれ
ぞれＩＲカットコート１１０，１２０が形成されるから、ＩＲカットコート１１０で遮光
できる赤外領域と、ＩＲカットコート１２０で遮光できる世紀外領域との２つの赤外領域
にわたり、広い赤外領域で赤外線を遮光することも可能となる。
［変形例］
　上記実施形態では、１群の撮像用レンズ２３で撮像光学系を構成した例を示したが、こ
れに代えて、図５に示すように複数群（２群以上）の撮像用レンズで撮像光学系を構成し
てもよい。
【００５５】
　図５の撮像光学系では、３群の撮像用レンズ３００，４００，５００で構成されている
。撮像用レンズ３００はガラス基板３１０を有し、その表面３１２にＩＲカットコート１
１０が形成されており、その裏面３１４にＩＲカットコート１２０が形成されている。Ｉ
Ｒカットコート１１０上には樹脂部３２０が、ＩＲカットコート１２０上には樹脂部３３
０が形成されている。
【００５６】
　これとほぼ同様に、撮像用レンズ４００はガラス基板４１０を有しており、その表面４
１２には樹脂部４２０が、その裏面４１４には樹脂部４３０が形成されている。撮像用レ
ンズ５００もガラス基板５１０を有しており、その表面５１２には樹脂部５２０が、その
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裏面５１４には樹脂部５３０が形成されている。ガラス基板３１０，４１０，５１０は撮
像用レンズ２３のガラス基板１００に相当するものであり、樹脂部３２０，３３０，４２
０，４３０，５２０，５３０は撮像用レンズ２３の樹脂部１３０，１４０に相当するもの
である。
【００５７】
　当該撮像光学系では、センサデバイス４から最も遠い位置に配置された撮像用レンズ３
００においてＩＲカットコート１１０，１２０が形成されており（ＩＲカットコート１１
０，１２０は撮像用レンズ４００のガラス基板４１０に形成されてもよい。）、センサデ
バイス４に対向する最も近い位置に配置された撮像用レンズ５００においてはＩＲカット
コート１１０，１２０が形成されていない。すなわち、ＩＲカットコート１１０，１２０
が形成されていない撮像用レンズ５００が像面側に配置されている。
【００５８】
　ここで、上記の通り、ＩＲカットコート１１０，１２０はトータル１０～４０層程度の
低高屈折率膜の交互積層膜であり、この程度の多層膜を真空蒸着法にて成膜する途中で、
数μｍ程度のゴミなどが膜中にコンタミネーションとして混在し、表面異物として問題に
なることがある。この異物が像としてセンサデバイス４面に結像すると、画像に異物が写
りこむことになって問題になり、特にセンサ面に近いほど、光が集光されるので許容でき
る異物の大きさは厳しくなる。これに対し、本変形例によれば、センサデバイス４のセン
サ面から遠い（物体面側の）ガラス基板３１０上にＩＲカットコート１１０，１２０を形
成しているので、外観許容規格が緩和され、撮像光学系としての良品率が向上する。
【実施例】
【００５９】
（１）サンプルの作製
　３枚のガラス基板（平面硝子ウエハ，大きさ８インチ，厚さ３ｍｍ）の各表裏両面に対
し所定形状を有する光硬化性樹脂製のレンズ部を形成し、撮像用レンズを形成した。レン
ズ部の形成（光硬化性樹脂の硬化）に際しては６０００ｍＪ／ｃｍ２のＵＶランプを照射
した。その後、各撮像用レンズ同士を、スペーサを介して張り合わせて図５と同様の撮像
光学系を複数作製した。
（１．１）実施例１
　複数の撮像光学系のうち、第１の撮像用レンズのガラス基板の表面（ａ面）に表１中「
コート種タイプＩ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｂ面）に表１中「コート種タイプ
ＩＩ」のＩＲカットコートを形成したものを「実施例１」のサンプルとした。
【００６０】
　ＩＲカットコートの形成に際しては、ガラス基板を真空蒸着装置内に設置してその片側
の表面（ａ面）に対し、表１中「コート種タイプＩ」に示す態様で、真空蒸着法により低
屈折率層としてＳｉＯ２膜を、高屈折率層としてＴｉＯ２膜を交互に積層（計１８層）し
、ＩＲカットコートを形成した。その後、一旦、真空蒸着装置を大気開放してガラス基板
を反転させ、表面にＩＲカットコートを形成したのと同様に、逆側の裏面（ｂ面）に対し
ても表１中「コート種タイプＩＩ」に示す態様でＩＲカットコートを形成した（後述の実
施例２～６，比較例１においてもＩＲカットコートの形成方法は同じである。）。
【００６１】
　なお、ＩＲカットコートの形成後は、真空蒸着装置からガラス基板を取り出してＩＲカ
ットコート上にシランカップリング処理を施し（シランカップリング剤（東レダウコーニ
ング製SZ-6030）をエタノールで０．１～２．０ｗｔ％に希釈し、これに酢酸を加えてｐ
Ｈを３～５に調整し、その溶液をＩＲカットコート上に塗布して乾燥させる）、その処理
後のガラス基板の表裏両面に対し所定形状を有する光硬化性樹脂製のレンズ部を形成した
。
（１．２）実施例２
　複数の撮像光学系のうち、第２の撮像用レンズのガラス基板の表面（ｃ面）に表１中「
コート種タイプＩ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｄ面）に表１中「コート種タイプ
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た。
（１．３）実施例３
　複数の撮像光学系のうち、第３の撮像用レンズのガラス基板の表面（ｅ面）に表１中「
コート種タイプＩ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｆ面）に表１中「コート種タイプ
ＩＩ」のＩＲカットコートを形成し、当該レンズユニットを「実施例３」のサンプルとし
た。
（１．４）比較例１
　複数の撮像光学系のうち、第１の撮像用レンズのガラス基板の表面（ａ面）にのみ表１
中「コート種タイプＩ」，「コート種タイプＩＩ」のＩＲカットコートを形成し、当該レ
ンズユニットを「比較例１」のサンプルとした。
【００６２】
　なお、比較例１のサンプルでは、ガラス基板にまずコート種タイプＩのＩＲカットコー
トを形成し、その上にコート種タイプＩＩのＩＲカットコートを形成した。
（１．５）実施例４
　複数の撮像光学系のうち、第１の撮像用レンズのガラス基板の表面（ａ面）に表２中「
コート種タイプＩＩＩ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｂ面）に表２中「コート種タ
イプＩＶ」のＩＲカットコートを形成したものを「実施例４」のサンプルとした。
（１．６）実施例５
　複数の撮像光学系のうち、第１の撮像用レンズのガラス基板の表面（ａ面）に表３中「
コート種タイプＶ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｂ面）に表３中「コート種タイプ
ＶＩ」のＩＲカットコートを形成したものを「実施例５」のサンプルとした。
【００６３】
　なお、実施例５のサンプルでは、ＩＲカットコートのＴｉＯ２膜の成膜時において成膜
速度を８Å／秒とし、ＴｉＯ２膜の成膜速度をコート種タイプＩ～ＩＶより大きくした。
この場合、波長３６５ｎｍの光に対するＩＲカットコートの透過率が減少する（表４参照
）。
（１．７）実施例６
　複数の撮像光学系のうち、第１の撮像用レンズのガラス基板の表面（ａ面）に表３中「
コート種タイプＩ」のＩＲカットコートを、その裏面（ｂ面）に表３中「コート種タイプ
ＩＩ」のＩＲカットコートを形成したものを「実施例６」のサンプルとした。
【００６４】
　なお、実施例６のサンプルでは、ＩＲカットコートの形成後においてシランカップリン
グ処理を施さなかった。
【００６５】



(13) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

20

30

【表１】

【００６６】
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【表２】

【００６７】
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【表３】

【００６８】
（２）サンプルの評価
（２．１）ガラス基板の反り量の測定
　各サンプルにおいて、ガラス基板にＩＲカットコートを形成した時の中心部と外周部と
の高さの差を測定し、ガラス基板の反り量（変形量）を算出した。その算出結果を表４に
示す。表４中、「○」，「△」，「×」の基準は以下の通りとした。
【００６９】
　　○…１ｍｍ未満の変形
　　△…１～２ｍｍの変形
　　×…２ｍｍを超える変形
　なお、ガラス基板において２ｍｍを超える変形があると、スペーサとの接着時において
不具合があると考えられる。
（２．２）異物の許容大きさの測定
　各サンプルにおいて、ＩＲカットコートへの異物の混入がどの程度の大きさまで許容さ
れるかを測定した。その測定結果を表４に示す。異物の長辺が２０μｍ以下であると外観
良品率が９０％を割り込み不良品とされることから、表４では異物の長辺が２０μｍを越
える場合には「○」と、その長辺が２０μｍ以下である場合には「△」としている。
（２．３）レンズ部の硬化性評価
　各サンプルをアセトン中に１０分間浸漬させ、レンズ部（樹脂）の重量減％を測定し、
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その測定結果からレンズ部の硬化性を評価した。その評価結果を表４に示す。表４では、
１０％減に満たない場合には硬化が十分であるとして「○」と、１０％減以上の溶出が認
められたときに硬化不足と判断して「△」としている。
（２．４）ガラス基板とレンズ部との密着性評価
　各サンプルおいてレンズ部にテープを貼り付け、そのテープを剥がしたときにレンズ部
がガラス基板から剥離するか否かを試験し（テープ剥離試験をおこない）、その試験結果
からガラス基板とレンズ部との密着性を評価した。その評価結果を表４に示す。表４では
、レンズ部の剥離が認められない場合は密着性は十分であるとして「○」と、レンズ部の
剥離が認められる場合には密着性が不足していると判断して「△」としている。
【００７０】
【表４】

【００７１】
（３）まとめ
　表４の結果から、ガラス基板の表裏両面に対しそれぞれＩＲカットコートを形成したサ
ンプルでは、ガラス基板の反り量が小さく、ガラス基板の表裏両面に対しＩＲカットコー
トを形成することが、ガラス基板の反り曲がりを抑制する上で有用であることがわかる。
【符号の説明】
【００７２】
　１　撮像ユニット
　２　レンズユニット
　２１　絞り
　２１ａ　開口部
　２３　撮像用レンズ
　２５　スペーサ
　２５ａ　開口部
　２６　絞りアレイ
　２７　レンズアレイ
　２８　スペーサアレイ
　４　センサデバイス
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　５　ケーシング
　５１　円筒部
　５１ａ　光透過孔
　５３　ベース部
　１００　ガラス基板
　１０２　表面
　１０４　裏面
　１１０，１２０　ＩＲカットコート
　１３０，１４０　樹脂部
　１３２，１４２　レンズ部
　１３４，１４４　周辺部
　２００　金型
　２０２　キャビティ
　２１０　光源
　３００，４００，５００　撮像用レンズ
　３１０，４１０，５１０　ガラス基板
　３２０，３３０，４２０，４３０，５２０，５３０　樹脂部
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【図９】



(24) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

【図１０】

【図１１】



(25) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(26) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

20

30

40



(27) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

20

30

40



(28) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

20

30

40



(29) JP WO2009/157273 A1 2009.12.30

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

