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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モル％表示で、Ｂ２Ｏ３を２０～４５％、Ｌａ２Ｏ３を５～２４％、ＺｎＯを２２～４
２％、ＳｉＯ２を０～２０％、Ｇｄ２Ｏ３を１～２０％、ＺｒＯ２を３．０３～１０％、
Ｔａ２Ｏ５を２．９７～１０％、ＷＯ３を０～１０％含み、Ｌｉ２Ｏを含まず、ガラス成
分としてＴｉＯ２およびＰｂＯを導入していない、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ
数（νｄ）が４０以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下である光学ガラスを精密
プレス成形してなり、メニスカス形状、両凹形状、平凹形状の何れかの形状を有すること
を特徴とするレンズ。
【請求項２】
　凹メニスカス形状または両凹形状を有する、請求項１に記載のレンズ。
【請求項３】
　ガラス素材を加熱、精密プレス成形してレンズを製造する方法において、
　モル％表示で、Ｂ２Ｏ３を２０～４５％、Ｌａ２Ｏ３を５～２４％、ＺｎＯを２２～４
２％、ＳｉＯ２を０～２０％、Ｇｄ２Ｏ３を１～２０％、ＺｒＯ２を３．０３～１０％、
Ｔａ２Ｏ５を２．９７～１０％、ＷＯ３を０～１０％含み、Ｌｉ２Ｏを含まず、ガラス成
分としてＴｉＯ２およびＰｂＯを導入していない、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ
数（νｄ）が４０以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下である光学ガラスからな
るガラス素材を成形型に導入し、精密プレス成形してメニスカス形状、両凹形状、平凹形
状の何れかの形状を有するレンズを作製することを特徴とするレンズの製造方法。
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【請求項４】
　精密プレス成形により凹メニスカス形状または両凹形状を有するレンズを得る、請求項
３に記載のレンズの製造方法。
【請求項５】
　ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を形成するための
成形面が凹面または平面である第１の型および成形面が凸面である第２の型を含む成形型
で加圧する工程、前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるま
で前記成形型を冷却する工程、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記の成形型の冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素
材のガラス転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却する、請求項３または４に記載のレンズ
の製造方法。
【請求項６】
　ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を形成するための
成形面の曲率半径または近軸曲率半径が相対的に大きい第１の型および成形面の曲率半径
または近軸曲率半径が相対的に小さい第２の型を含む成形型で加圧する工程、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記の成形型の冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素
材のガラス転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却して両凹レンズを作製する、請求項３ま
たは４に記載のレンズの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高屈折率低分散特性を有する光学ガラスからなるレンズとその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラの高性能化に伴い、大口径比のズームレンズの需要が高まってい
る。それとともに、撮像光学系のコンパクト化も求められている。このような要求に応じ
るズームレンズとして、特許文献１に記載されているような撮像光学系が提案されている
。
【０００３】
　上記撮像光学系は、物体側から像側に向かって、負の屈折力の第１レンズ群、正の屈折
力の第２レンズ群、正の屈折力の第３レンズ群を備え、第１レンズ群は負の屈折力のレン
ズと正の屈折力のレンズ、第２レンズ群は正の屈折力のレンズと負の屈折力のレンズ、第
３レンズ群は正の屈折力のレンズからなる構成を有し、所要の位置に開放Ｆナンバーの光
束を決定する部材を備えている。
【０００４】
　ここで、第１レンズ群に注目すると、負の屈折力をもつレンズ（以下、レンズＧ１１と
いう。）は、屈折率（ｎｄ）が１．８３を超えるような高屈折率、アッベ数（νｄ）が４
０以上の低分散性を備えたガラスからなり、両面とも非球面形状をした凹メニスカスレン
ズである。一方、正の屈折力をもつレンズ（以下、レンズＧ１２という。）は、屈折率（
ｎｄ）が１．８２以上の高屈折率、アッベ数（νｄ）が２５以下の高分散性を備えたガラ
スからなる球面形状の凸メニスカスレンズである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３３１６４１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記レンズＧ１２は球面レンズであり、研削、研磨加工によって作製すればよい。一方
、レンズＧ１１は非球面レンズであるから、モールドオプティクス成形法とも呼ばれる精
密プレス成形法を用いて作製することが望まれ、レンズＧ１１を構成するガラスには精密
プレス成形に適した低温軟化性が求められる。
【０００７】
　光学特性面からは、コンパクト化のため、レンズＧ１１、Ｇ１２とも高屈折率ガラスに
より構成することが望まれる。また、ズームレンズでは各レンズ群毎に色収差を補正する
ことが望まれる。そして、レンズＧ１１、Ｇ１２を構成するガラスのアッベ数の差を大き
くするとともに、各レンズの屈折率を大きくすることにより、良好な色収差補正とコンパ
クト化を両立することができる。
【０００８】
　このような要求に応えるには、レンズＧ１１を少なくともアッベ数（νｄ）４０以上の
ガラスで作り、負の屈折力を実現する形状にする必要があり、また、レンズＧ１１、Ｇ１
２の屈折率（ｎｄ）を例えば１．８２以上に高くする必要がある。
【０００９】
　レンズＧ１２は前述のように屈折率（ｎｄ）が１．８２以上、アッベ数（νｄ）が２５
以下の高屈折率高分散特性を有するガラスで形成するが、屈折率（ｎｄ）をより高め、ア
ッベ数（νｄ）をより小さくするには、Ｎｂ２Ｏ５、ＴｉＯ２などの高屈折率高分散付与
成分を増量することになる。しかし、これらの成分はガラスの着色を増加させ、可視域の
短波長側の透過率を減少させるおそれのある成分でもある。ズームレンズのようにレンズ
の構成枚数が多い撮像光学系では、できるかぎり、個々のレンズにおける光透過性を高め
たいという要請があるから、レンズＧ１２を構成するガラスのアッベ数（νｄ）を過度に
減少させるよりも、レンズＧ１１を構成するガラスのアッベ数（νｄ）を４０以上とし、
両レンズ間のアッベ数差を大きくすることが望ましい。
【００１０】
　ところで、負の屈折力を実現するには、凹メニスカスレンズ、両凹レンズ、平凹レンズ
といった中心肉厚よりも周辺肉厚の厚いレンズを成形する必要がある。
【００１１】
　このような形状のレンズを成形するには、予備成形した精密プレス成形用のガラス素材
をプレス成形型の中心に配置し、上型と下型でガラス素材をプレス成形型内に押し広げ、
中心よりも周辺の体積分布が大きくなるように成形しなければならず、プレスの前後にお
けるプレス成形型内でのガラスの体積分布変化は両凸レンズの成形に比べて大きい。この
ようなプレス成形では、プレス成形時のガラスの粘性を比較的低くしてガラスをプレス成
形型内に等方に押し広げ、偏肉が生じるのを防止することが望ましいと考えられる。
【００１２】
　しかし、高屈折率低分散ガラスでは屈折率を高めるためにＬａ２Ｏ3、Ｇｄ２Ｏ3などの
高屈折率付与成分を増量しなければならず、ガラス転移温度（Ｔｇ）が上昇し、プレス成
形に適した成形温度が必然的に高くなる。ところが、成形温度が高いと、成形型の耐久性
の劣化、ガラス素材の成形面への融着、成形体表面のクモリの発生、などの問題が発生し
て安定的に高精度のレンズを生産することが困難となる。ガラス転移温度の上昇は、ガラ
ス成分としてＬｉ２Ｏを導入することによってある程度抑えられるが、成形体表面にクモ
リやヤケといった不具合が発生してしまう。
【００１３】
　上記問題はプレス成形の前後でガラスの体積分布変化の大きい凹メニスカスレンズや両
凹レンズで顕著であるが、平凹レンズや凸メニスカスレンズの成形においても問題になる
。
【００１４】
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　本発明は、上記問題を解決し、屈折率（ｎｄ）が１．８３を超え、アッベ数（νｄ）が
４０以上の高屈折率低分散ガラスを精密プレス成形してなる光学機能面にクモリやヤケな
どの欠陥のないメニスカス形状、両凹形状および平凹形状の何れかの形状を有するレンズ
およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は上記課題を解決するための手段として、
（１）モル％表示で、Ｂ２Ｏ３を２０～４５％、Ｌａ２Ｏ３を５～２４％、ＺｎＯを２２
～４２％、ＳｉＯ２を０～２０％、Ｇｄ２Ｏ３を１～２０％、ＺｒＯ２を３．０３～１０
％、Ｔａ２Ｏ５を２．９７～１０％、ＷＯ３を０～１０％含み、Ｌｉ２Ｏを含まず、ガラ
ス成分としてＴｉＯ２およびＰｂＯを導入していない、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、ア
ッベ数（νｄ）が４０以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下である光学ガラスを
精密プレス成形してなり、メニスカス形状、両凹形状、平凹形状の何れかの形状を有する
ことを特徴とするレンズ、
（２）凹メニスカス形状または両凹形状を有する、上記（１）項に記載のレンズ、
（３）ガラス素材を加熱、精密プレス成形してレンズを製造する方法において、
　モル％表示で、Ｂ２Ｏ３を２０～４５％、Ｌａ２Ｏ３を５～２４％、ＺｎＯを２２～４
２％、ＳｉＯ２を０～２０％、Ｇｄ２Ｏ３を１～２０％、ＺｒＯ２を３．０３～１０％、
Ｔａ２Ｏ５を２．９７～１０％、ＷＯ３を０～１０％含み、Ｌｉ２Ｏを含まず、ガラス成
分としてＴｉＯ２およびＰｂＯを導入していない、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ
数（νｄ）が４０以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下である光学ガラスからな
るガラス素材を成形型に導入し、精密プレス成形してメニスカス形状、両凹形状、平凹形
状の何れかの形状を有するレンズを作製することを特徴とするレンズの製造方法、
（４）精密プレス成形により凹メニスカス形状または両凹形状を有するレンズを得る、上
記（３）項に記載のレンズの製造方法、
（５）ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を形成するた
めの成形面が凹面または平面である第１の型および成形面が凸面である第２の型を含む成
形型で加圧する工程、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記の成形型の冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素
材のガラス転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却する、上記（３）または（４）項に記載
のレンズの製造方法、
（６）ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を形成するた
めの成形面の曲率半径または近軸曲率半径が相対的に大きい第１の型および成形面の曲率
半径または近軸曲率半径が相対的に小さい第２の型を含む成形型で加圧する工程（以下、
加圧工程という）、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程（以下、冷却工程という）、
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記の成形型の冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素
材のガラス転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却して両凹レンズを作製する、上記（３）
または（４）項に記載のレンズの製造方法、
を提供するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、屈折率（ｎｄ）が１．８３を超え、アッベ数（νｄ）が４０以上の高
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屈折率低分散ガラスを精密プレス成形してなり、光学機能面にクモリやヤケなどの欠陥の
ないメニスカス形状、両凹形状および平凹形状の何れか形状を有するレンズおよびその製
造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明者らはレンズ表面のクモリやヤケについて調査したところ、次のような結論に至
った。
　クモリやヤケは、ガラス中に含まれるＬｉに起因すると考えられる。ただし、ガラスが
Ｌｉ２Ｏを含むことから直ちにこのような問題が生じるのではなく、プレス成形温度が高
い場合やアニール処理温度が高い場合にクモリやヤケが発生しやすくなる。つまり、所要
の屈折率以上のガラスでは、ガラス成分としてＬｉ２Ｏを導入するものの、その導入量が
屈折率低下を招かない範囲に限られ、精密プレス成形可能な範囲ではあるが、比較的高温
でのプレス成形、アニール処理を余儀なくされる。その結果、ガラス中のＬｉが高温でガ
ラス素材表面を被覆する炭素含有膜と反応したり、精密プレス成形したレンズの内部歪を
解消させる為のアニール処理において雰囲気中に少量ながら存在する炭酸ガスとＬｉが反
応して、レンズ表面にクモリやヤケを生じることになる。したがって、クモリやヤケの発
生を防ぐには、その原因であるＬｉ２Ｏをガラスから排除するとともに、ガラス転移温度
を６４０℃以下に抑えることにより、プレス成形温度やアニール処理温度を下げればよい
。本発明は上記知見に基づき完成に至った。
【００１８】
　すなわち、本発明のレンズは、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ数（νｄ）が４０
以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下、かつＬｉ２Ｏを含まない光学ガラスを精
密プレス成形してなり、メニスカス形状、両凹形状および平凹形状の何れかの形状を有す
ることを特徴とする。
【００１９】
　ここで、Ｌｉ２Ｏを含まない光学ガラスとは、ガラス成分としてＬｉを導入しないガラ
スを意味し、不純物としてＬｉを含むガラスまでも排除するものではない。Ｌｉ不純物の
レベルとしてはＬｉ２Ｏに換算して０．５モル％以下を目安にできるが、Ｌｉ量は少ない
ほうがよいので、Ｌｉ２Ｏに換算して０．２モル％以下とすることが好ましく、０．１モ
ル％以下とすることがより好ましい。
【００２０】
　屈折率（ｎｄ）が高くなるほどガラス転移温度が上昇する傾向があるため、本発明は屈
折率（ｎｄ）１．８４以上の光学ガラスからなるレンズに好適であり、屈折率（ｎｄ）１
．８４以上の光学ガラスからなるレンズにより好適である。
【００２１】
　プレス成形温度やアニール処理温度を低下させ、ガラス表面におけるクモリやヤケの生
成反応を抑えるという観点から、上記ガラスのガラス転移温度（Ｔｇ）を６３０℃以下と
することが好ましく、６２０℃以下とすることがより好ましい。
【００２２】
　本発明は、精密プレス成形の前後でガラスの体積分布変化の大きいメニスカスレンズ、
両凹レンズ、平凹レンズに好適である。このようにガラスの体積分布変化の大きい場合で
もクモリやヤケを生じることなく、しかも偏肉のないレンズを提供することができる。本
発明は上記体積分布変化がより大きい凹メニスカスレンズ、両凹レンズ、平凹レンズに好
適である。
【００２３】
　さらに精密プレス成形してなるレンズであることを活かし、非球面レンズとすることが
好ましい。その場合、上記各形状の一方の光学機能面を非球面形状としてもよいし、平凸
レンズ以外であれば２つの光学機能面とも非球面形状としてもよい。
【００２４】
　本発明のレンズは、屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ数（νｄ）が４０以上のガラ
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スを精密プレス成形してなるので、上記光学特性を付与することができるＢ２Ｏ３および
Ｌａ２Ｏ３を必須成分とするガラスを用いることが好ましい。そして、Ｌｉ２Ｏに替わっ
てガラス転移温度を低下させる働きをするＺｎＯを導入する。そして、Ｂ２Ｏ３、Ｌａ２

Ｏ３およびＺｎＯの各含有量を屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ数（νｄ）が４０以
上、ガラス転移温度（Ｔｇ）が６４０℃以下の各特性が同時に得られるように調整する。
【００２５】
　上記Ｂ２Ｏ３－Ｌａ２Ｏ３－ＺｎＯ系のガラスにおいて、Ｂ２Ｏ３はガラスのネットワ
ーク形成成分であり、必須成分であるから、ガラス中から排除することはできず、２０モ
ル％以上導入することが好ましいが、その含有量を４５モル％以下に抑えて揮発性低下を
図るのが好ましい。Ｂ２Ｏ３は高温下で揮発性を示し、Ｌｉ２Ｏほどではないがガラス表
面のクモリやヤケの要因になると考えられる。以下、各成分、添加物の含有量、合計含有
量はモル％にて表示する。Ｂ２Ｏ３のより好ましい含有量は２０～４３％、さらに好まし
い含有量は２０～４０％、より一層好ましい含有量は２２～３８％、なお一層好ましい範
囲は２４～３８％である。
【００２６】
　Ｌａ２Ｏ３はガラスの失透に対する安定性や低分散性を維持しつつ屈折率を高め、化学
的耐久性を高めるための必須成分であり、５％以上導入することが好ましいが、過剰の導
入によりガラスの失透に対する安定性が低下するので、その含有量を２４％以下とするこ
とが好ましい。より好ましい含有量は６～２３％、さらに好ましい含有量は７～２２％で
ある。
【００２７】
　ＺｎＯはガラス転移温度を低下させる働きをするが、過剰の導入によって化学的耐久性
が低下するとともに分散が大きくなるので、その含有量を２２～４２％とすることが好ま
しい。より好ましい含有量は２３～４１％である。
【００２８】
　上記Ｂ２Ｏ３－Ｌａ２Ｏ３－ＺｎＯ系のガラスの基本的な成分は以上のとおりであるが
、上記光学ガラスには以下の成分を任意成分として導入することができる。
【００２９】
  Ｇｄ２Ｏ３はＬａ２Ｏ３と同様、ガラスの失透に対する安定性や低分散性を悪化させず
にガラスの屈折率や化学的耐久性を向上させる成分である。Ｇｄ２Ｏ３は、２０％を超え
て導入すると失透に対する安定性が悪化し、ガラス転移温度が上昇して精密プレス成形性
が悪化する傾向があるため、０～２０％導入することが好ましい。高屈折率を付与しつつ
、化学的耐久性を高めるため、Ｇｄ２Ｏ３を１～１９％導入することがより好ましい。さ
らに好ましい範囲は２～１８％である。なお、ガラスの安定性を高めるためには、Ｌａ２

Ｏ３とＧｄ２Ｏ３とがガラス成分として共存する組成が好ましい。特に後述するように熔
融ガラスから、ガラスが冷却する過程でガラスを成形して、精密プレス成形用のガラス素
材を成形するような用途への適用を考える場合には、成形過程でガラスが失透しないよう
にするため、上記のようにガラスの安定性をより高めることは重要である。
  なお、アッベ数（νｄ）を４０以上に維持しつつ、より屈折率が高いガラスを得る上か
ら、Ｌａ２Ｏ３とＧｄ２Ｏ３の合計含有量を１０～２４％とすることが好ましく、１２～
２３％とすることがより好ましい。
【００３０】
  ＳｉＯ２はＬａ２Ｏ３やＧｄ２Ｏ３を多量に含有するガラスに対して、ガラスの液相温
度を低下させ、高温粘性を向上させ、さらにガラスの安定性を大きく向上させるが、過剰
の導入により、ガラスの屈折率が下がることに加え、ガラス転移温度が高くなり精密プレ
ス成形が困難になる。そのため、ＳｉＯ２の導入量を０～２０％とすることが好ましく、
０～１８％とすることがより好ましい。
【００３１】
  ＺｒＯ２は高屈折率・低分散の成分として使われる任意成分である。ＺｒＯ２を導入す
ることにより、ガラスの屈折率を低下させずに、高温粘性や失透に対する安定性を改善す
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る効果が得られるが、１０％を超えて導入すると液相温度が急激に上昇し、失透に対する
安定性も悪化するので、その導入量を０～１０％とすることが好ましく、０～８％とする
ことがより好ましい。
【００３２】
  Ｔａ２Ｏ５は高屈折率・低分散の成分として使われる任意成分である。少量のＴａ２Ｏ

５を導入することにより、ガラスの屈折率を低下させずに、高温粘性や失透に対する安定
性を改善する効果があるが、１０％を超えて導入すると液相温度が急激に上昇し、分散が
増大するので、その導入量を０～１０％とすることが好ましく、０～８％とすることがよ
り好ましい。
【００３３】
  ＷＯ３は、ガラスの安定性、熔融性を改善し、屈折率を向上させるために適宜導入され
る成分であるが、その導入量が１０％を超えると、分散が大きくなり、必要な低分散特性
が得られなくなるため、その導入量を０～１０％とすることが好ましく、０～８％とする
ことがより好ましい。
【００３４】
  Ｎｂ２Ｏ５は、ガラスの安定性を維持しつつ屈折率を高める任意成分であるが、過剰導
入により分散が増大するため、その導入量を０～１０％とすることが好ましく、０～８％
とすることがより好ましい。
【００３５】
  ＴｉＯ２は、光学恒数の調整のため導入可能な任意成分であるが、過剰の導入によって
分散が大きくなり、目的とする光学恒数を得ることができなくなるため、その導入量を０
～１０％とすることが好ましく、０～８％とすることがより好ましく、導入しないことが
さらに好ましい。
【００３６】
  Ｂｉ２Ｏ３は、屈折率を高め、ガラスの安定性を向上する働きをするが、過剰導入によ
りガラスの安定性が低下し、液相温度が上昇する。そのため、その導入量を０～１０％と
することが好ましく、０～６％とすることがより好ましい。
【００３７】
  ＧｅＯ２は、屈折率を高めるとともに、ガラスの安定性を向上させる働きをする任意成
分であり、その導入量は０～１０％とすることが好ましく、０～８％とすることがより好
ましい。ただし、他の成分に比べて桁違いに高価であるため導入しないことがより好まし
い。
【００３８】
  Ｇａ２Ｏ３も、屈折率を高めるとともに、ガラスの安定性を向上させる働きをする任意
成分であり、その導入量は０～１０％であることが好ましく、０～８％であることがより
好ましい。ただし、他の成分に比べて桁違いに高価であるため導入しないことがより好ま
しい。
【００３９】
  Ａｌ２Ｏ３はガラスの高温粘性を高めるとともに液相温度を低下させ、ガラスの成形性
を向上する働きをし、化学的耐久性を向上させる働きもする。しかし過剰導入により屈折
率が低下し、失透に対する安定性も低下するので、その導入量を０～１０％とすることが
好ましく、０～８％とすることがより好ましい。
【００４０】
  ＢａＯは高屈折率・低分散の成分として使用される任意成分であり、少量導入する場合
、ガラスの安定性を高め、化学的耐久性を向上させるが、１０％より多く導入するとガラ
スの失透に対する安定性を大きく損ない、転移温度や屈伏点温度を上昇させるため、その
導入量を０～１０％とすることが好ましく、０～８％とすることがより好ましい。
【００４１】
  Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３は高屈折率・低分散の成分として使用される任意成分であり、少
量導入する場合、ガラスの安定性を高め、化学的耐久性を向上させるが、過剰の導入によ
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りガラスの失透に対する安定性を大きく損ない、ガラス転移温度や屈伏点温度を上昇させ
る。そのため、Ｙ２Ｏ３の含有量は０～１０％とすることが好ましく、０～８％とするこ
とがより好ましい。Ｙｂ２Ｏ３の含有量は０～１０％とすることが好ましく、０～８％と
することがより好ましい。
【００４２】
  なお、Ｌａ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＹｂ２Ｏ３の合計含有量は１０～２４
％にすることが好ましい。
【００４３】
  この他、Ｓｂ２Ｏ３が脱泡剤として任意に添加されるが、全ガラス成分の合計含有量に
対してＳｂ２Ｏ３の添加量が１重量％を超えると、精密プレス成形時にプレス成形型の成
形面が損傷を受けるおそれが生じるため、Ｓｂ２Ｏ３は全ガラス成分の合計含有量に対し
て０～１重量％添加することが好ましく、０～０．５重量％添加することがより好ましい
。
【００４４】
  一方、ガラス成分として導入しないことが好ましいものとして、ＰｂＯが挙げられる。
ＰｂＯは有害であるとともに、ＰｂＯを含むガラスからなるガラス素材を非酸化性雰囲気
中で精密プレス成形すると成形品の表面に鉛が析出してレンズとしての透明性が損なわれ
たり、析出した金属鉛がプレス成形型に付着するといった問題が生じる。
【００４５】
  Ｌｕ２Ｏ３は、一般に光学ガラスの成分としては、他の成分に比べて使用頻度が少なく
、また、希少価値が高く光学ガラス原料としては高価であるため、コスト面から導入しな
いことが好ましい。上記組成からなる光学ガラスは、Ｌｕ２Ｏ３を導入しなくても精密プ
レス成形に好適なガラス素材を実現できる。
【００４６】
  カドミウム、テルルなどの環境上問題となる元素、トリウムなどの放射性元素、ヒ素な
どの有毒な元素も含まないことが望ましい。また、ガラス熔融時の揮発などの問題からフ
ッ素も含まないことが望ましい。
【００４７】
  なお、上記光学ガラスは、目的のガラス組成が得られるように、原料である酸化物、炭
酸塩、硫酸塩、硝酸塩、水酸化物などを秤量、調合し、十分に混合して混合バッチとし、
熔融容器内で加熱、熔融し、脱泡、攪拌を行い均質かつ泡を含まない熔融ガラスを作製し
、これを成形することによって得ることができる。具体的には公知の熔融法を用いて作製
することができる。
【００４８】
　精密プレス成形に使用するガラス素材は、プリフォームとも呼ばれ、加熱して精密プレ
ス成形に供されるガラス予備成形体のことである。ガラス素材は、熔融ガラスを鋳型に流
し込んでガラス成形体を成形し、アニールした後、切断もしくは割断によって複数個のガ
ラス片に分割し、各ガラス片を研削、研磨して精密プレス成形品１個分の質量に相当する
ガラス素材に仕上げる方法、流出する熔融ガラスから分離した熔融ガラス塊に風圧を加え
ながらガラス素材成形型上で浮上させながら冷却し、ガラス素材に成形する方法などによ
って作製することができる。ただし、後者の方法でガラス素材を作る場合は、熔融ガラス
塊を分離する際、切断痕が残らないよう、熔融ガラスを滴下したり、流出する熔融ガラス
の下端を支持し、次いで所定のタイミングで支持を取り除いたり、前記熔融ガラスの下端
を支持する支持体を急降下することにより、切断刃を使用することなく、表面張力によっ
て熔融ガラス塊を分離する方法が好ましい。
【００４９】
　精密プレス成形とは、周知のようにモールドオプティクス成形とも呼ばれ、光学素子の
光学機能面をプレス成形型の成形面を転写することにより形成する方法である。なお、光
学機能面とは光学素子において、制御対象の光を屈折したり、反射したり、回折したり、
入出射させる面を意味し、レンズにおけるレンズ面などがこの光学機能面に相当する。
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【００５０】
　前述のように、ガラス素材表面には精密プレス成形時に型内にガラスが十分伸びるよう
に炭素含有膜を被覆することが好ましい。炭素含有膜としては、炭素を主成分とするもの
（膜中の元素含有量を原子％で表したとき、炭素の含有量が他の元素の含有量よりも多い
もの）が望ましい。具体的には、炭素膜や炭化水素膜などを例示することができる。ガラ
ス素材表面を炭素含有膜により被覆することにより、精密プレス成形時にガラスと型成形
面の融着を防止することもできる。好ましい炭素含有膜として、グラファイト状の炭素膜
を例示することができる。炭素含有膜の成膜法としては、炭素原料を使用した真空蒸着法
、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の公知の方法や、炭化水素などの材料ガ
スを使用した熱分解などの公知の方法を用いればよい。
【００５１】
  炭素含有膜は上記のように精密プレス成形時に優れた機能を発揮するものの、Ｌｉ２Ｏ
を含むガラスを精密プレス成形する際、レンズ表面におけるクモリやヤケの原因の一つに
なっていた。これは、高温状態でガラス中のＬｉイオンと膜中の炭素が反応することによ
り、ガラス表面に炭酸塩が発生することによるものと考えられる。本発明のレンズはＬｉ

２Ｏフリーのガラス、好ましくはアルカリ金属フリーのガラスなので、表面に炭素含有膜
を設けて精密プレス成形しても、成形品表面のクモリやヤケの発生を防止することができ
る。
【００５２】
　レンズ表面に発生する炭酸塩は、ガラス表面の膜中に存在する炭素とガラス中のＬｉイ
オンの反応だけでなく、Ｌｉイオンを含むガラスからなるガラス素材やレンズを炭素含有
雰囲気中で高温状態にすることによっても発生する。例えば、ガラス素材の表面に成膜す
る際、炭素含有の雰囲気中においてプリフォームを加熱したり、炭素含有の雰囲気、例え
ば大気中にてレンズをアニールする際にも発生し得る。しかし、本発明においては、この
ような処理を行ってもＬｉ２Ｏフリーのガラスを用いているため、ガラス表面のクモリや
ヤケの発生を防止することができ、レンズ表面の光学薄膜の付着性を改善することができ
る。
【００５３】
　精密プレス成形して得られたレンズは、心取り加工のように光学機能面を囲むレンズ周
辺部を研削加工する場合がある。このように非光学機能面を研削する工程の前にレンズを
アニールして歪みを低減し、研削時のレンズ破損を防ぐことが望まれる。Ｌｉ２Ｏを含む
ガラスからなるレンズの場合はアニール時の加熱によっても光学機能面にクモリやヤケが
生じるが、本発明のレンズはＬｉを含まず、ガラス転移温度も所定以下のガラスを精密プ
レス成形してなるレンズであるので、クモリやヤケを防止することができるとともに、精
密プレス成形された光学機能面に光学薄膜を備えるレンズにおいて、薄膜の付着性をよく
することができる。なお、光学薄膜としては反射防止膜、所定波長の光を反射する膜など
をあげることができる。膜構造としては単層膜でもよいし多層膜でもよい。
【００５４】
　反射防止膜は、フッ化マグネシウム、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウ
ム、酸化チタン、酸化タンタルなどの材料を用い、公知の方法により膜厚や膜構成を設定
し、蒸着法などの方法によりレンズ表面に所定の膜を形成することにより得られる。なお
、撮像光学系に使用する上から、膜構造は多層膜構造とし、可視域全域にわたり反射防止
効果が得られるようにすることが望ましい。
【００５５】
　次に、本発明のレンズの製造方法について説明する。本発明のレンズの製造方法は、ガ
ラス素材を加熱、精密プレス成形してレンズを製造する方法であって、
　屈折率（ｎｄ）が１．８３超、アッベ数（νｄ）が４０以上、ガラス転移温度（Ｔｇ）
が６４０℃以下、かつＬｉ２Ｏを含まない光学ガラスからなるガラス素材を成形型に導入
し、精密プレス成形してメニスカス形状、両凹形状および平凹形状の何れかの形状を有す
るレンズを作製することを特徴とする。
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　上記光学ガラスとして好ましいものは前述のとおりであり、レンズ形状として好ましい
形状も前述のとおりである。
【００５６】
　精密プレス成形に使用するプレス成形型、成形条件等は公知のものを用いてもよいが、
Ｌｉ２Ｏフリーのガラス（好ましくはアルカリ金属成分フリーのガラス）からなるガラス
素材を精密プレス成形するため、Ｌｉ２Ｏを多量に含むガラスに比べプレス成形温度が高
くなる傾向がある。このような状況では耐熱性が極めて高いＳｉＣ製のプレス成形型を使
用することが好ましい。ＳｉＣ製型の成形面には離型膜として炭素含有膜、好ましくはカ
ーボン膜を形成することが好ましい。このカーボン膜は蒸着やＣＶＤ法などにより成膜す
ることができる。この成形型を用いる場合、表面を前述の炭素含有膜で被覆したガラス素
材を用いることが良好な精密プレス成形を行う上から好ましい。
【００５７】
　ＳｉＣ製のプレス成形型、成形面に炭素含有膜を設けたプレス成形型及び表面に炭素含
有膜を被覆したガラス素材の少なくとも何れかを使用する精密プレス成形では、プレス成
形型の成形面あるいは前記成形面に設けた離型膜の酸化防止、ガラス素材表面のコートの
酸化防止のため、窒素ガス、あるいは窒素ガスと水素ガスの混合ガスなどのような非酸化
性ガス雰囲気中で行うことが好ましい。非酸化性ガス雰囲気中ではガラス素材表面を被覆
する炭素含有膜は酸化されずに精密プレス成形された成形品の表面に前記膜が残存するこ
とになる。この膜は、最終的には除去するべきものであるが、炭素含有膜を比較的容易に
しかも完全に除去するには、レンズを酸化性雰囲気、例えば大気中において加熱すればよ
い。レンズを構成するガラスがＬｉ２Ｏフリー、好ましくはアルカリ成分フリーなので、
炭素含有膜中の炭素や大気中の二酸化炭素とガラス中のＬｉイオンが反応してガラス表面
に炭酸塩が生成することがないため、クモリやヤケを防止しつつ、炭素含有膜を除去する
ことができる。
【００５８】
  なお、炭素含有膜の酸化、除去は、レンズが加熱により変形しないような温度以下で行
うべきである。具体的には、ガラスの転移温度未満の温度範囲において行うことが好まし
い。
【００５９】
　本発明のレンズの製造方法は、具体的には、ガラス素材を加熱により軟化させ、得よう
とするレンズの光学機能面を形成するための成形面を有する第１の型および第２の型を含
む成形型で加圧する工程（以下、加圧工程という）、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程（以下、冷却工程という）、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を経てレンズを成形するが、この方法には２つの好ましい態様がある。
【００６０】
　第１の態様は、ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を
形成するための成形面が凹面または平面である第１の型および成形面が凸面である第２の
型を含む成形型で加圧する工程（以下、加圧工程という）、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程（以下、冷却工程という）、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素材のガラス
転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却する方法であり、凹メニスカスレンズ、凸メニスカ
スレンズ、平凹レンズの製造に好適である。
【００６１】
　第２の態様は、ガラス素材を加熱により軟化させ、得ようとするレンズの光学機能面を
形成するための成形面の曲率半径または近軸曲率半径が相対的に大きい第１の型および成
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形面の曲率半径または近軸曲率半径が相対的に小さい第２の型を含む成形型で加圧する工
程（以下、加圧工程という）、
　前記成形型内の前記ガラス素材がガラス転移温度（Ｔｇ）以下になるまで前記成形型を
冷却する工程（以下、冷却工程という）、および
　冷却された前記ガラス素材を前記成形型から取り出す工程、
を含み、
　前記冷却工程で、第１の型の温度が第２の型の温度より先に、前記ガラス素材のガラス
転移温度（Ｔｇ）に達するように冷却して両凹レンズを作製する方法である。
【００６２】
　第１の態様または第２の態様では、ガラス素材を、成形型を用いて精密プレス成形し、
一方の光学機能面が凹形状のレンズ（例えば、凹メニスカスレンズ、凸メニスカスレンズ
、平凹レンズ）を得るにあたり、凹形状の面（レンズの面）の冷却を反対側の面の冷却よ
りも遅らせること、また、両方の面が凹形状のレンズ（両凹レンズ）の場合、曲率半径も
しくは近軸曲率半径が小さい凹形状の面（レンズの面）の冷却を反対側の曲率半径が大き
い凹形状の冷却よりも遅らせることで、転写面の精度の悪化を抑止でき、その結果、高精
度の高屈折率低分散ガラスからなるレンズを安定生産することができる。
【００６３】
　上記方法は、前述のガラス素材を、レンズの形状に対応する対向する成形面を有する第
１の型及び第２の型を有する成形型に供給し、次いで所定の圧力で所定時間加圧成形し、
加圧成形開始時または加圧成形途中または加圧成形終了後に、成形型とともに成形品を冷
却し、所定の温度にまで冷却後、成形型から成形品を取り出すことからなる。成形型への
ガラス素材の供給時及び加圧成形時の成形型の温度条件は、レンズの材質（使用するガラ
ス）、形状及び寸法等を考慮して適宜決定できる。
【００６４】
　たとえば、不活性ガス雰囲気または真空下において、ガラス素材をその軟化温度以上に
加熱し、軟化した状態で所定の加重をかけることにより成形するに当たり、ガラス素材を
ガラス粘度で１０6～１０9dPa・s程度の粘度となるように加熱してから、それより低い温
度、例えばガラス粘度で１０8～１０11 dPa・s相当の成形型に供給してもよい。また、ガ
ラス素材を成形型内に供給した後に、１０7～１０10 dPa・s程度に加熱してもよい。その
後、プレス成形によってガラス素材に成形面形状を転写し、ガラスと型の成形面の密着性
を維持したまま、ガラス転移温度付近まで冷却し、その後成形型を開放（分解）して成形
体を取り出すことができる。
【００６５】
　次に第１の態様、第２の態様におけるより好ましい態様を図１に基づき説明する。図１
は横軸に成形時間、左側縦軸に成形型の温度、右側縦軸に成形圧力をとり、成形型の温度
の時間変化および成形圧力の時間変化を模式的に示したものである。なお、図１において
、温度ｔ１と示されているグラフは下記の第１の態様におけるｔa１、第２の態様におけ
るｔb1を示す。また、温度ｔ２と示されているグラフは下記の第１の態様におけるｔa２
、第２の態様におけるｔb２を示す。
【００６６】
　第１の態様において、冷却工程における冷却を、成形面が凹面または平面である第１の
型の温度ｔa１が、成形面が凸面である第２の型の温度ｔa２より先に、成形対象となって
いるガラスのガラス転移温度（Tg）に達するように行う。好ましくは温度ｔa１がガラス
転移温度（Tg）に達したときに温度ｔa２は、温度ｔa１より５℃以上高くなるように冷却
条件を設定する。特に好ましくは、温度ｔa１がTgに達したときに温度ｔa２は、温度ｔa
１より好ましくは５℃～４０℃、より好ましくは５～３０℃、さらに好ましくは５～２０
℃以上高くなるように冷却条件を設定する。
【００６７】
　　第２の態様において、冷却工程における冷却を、曲率半径が大きい方の成形面を有す
る第１の型の温度ｔb１が、曲率半径が小さい方の成形面を有する第２の型の温度ｔb２よ
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り先に、ガラス転移温度（Tg）に達するように行う。好ましくは、温度ｔb１がガラス転
移温度（Tg）に達したときに温度ｔb２は、温度ｔb１より５℃以上高くなるように冷却条
件を設定する。特に好ましくは、温度ｔb１がガラス転移温度（Tg）に達したときに温度
ｔb２は、温度ｔb１より好ましくは５℃～４０℃、より好ましくは５～３０℃、さらに好
ましくは５～２０℃以上高くなるように冷却条件を設定する。
【００６８】
　なお、図１においてｔ１及びｔ２で示される温度変化を示す型は、それぞれ上型及び下
型のいずれであってもよい。但し、成形の容易さやガラス素材のセンタリング（成形型の
中心にガラス素材を配置すること）の容易さ等を考慮すると、一方の光学機能面が平面又
は凹面であり、他方が凸面又は平面であるレンズを成形する場合は、レンズの凹面を成形
する型が上型であり、レンズの凸面又は平面を形成する型が下型であることが好ましい。
また、両方の面が凹形状であるレンズを成形する場合は、曲率半径Ｒの大きい方の凹面を
成形する型が下型であり、曲率半径Ｒの小さい方の凹面を成形する型が上型であることが
適当である。
【００６９】
　また、本発明の方法においては、２つの型の温度差（ｔ２－ｔ１）は、平面又は凸面を
成形する型または曲率半径Ｒの大きい方の凹面を成形する型の温度が少なくともガラス転
移温度（Ｔｇ）になるまでは５℃以上なるように冷却することが、加圧プレス後、冷却工
程で生じるガラス収縮の不均一さの低減及び歪みの量の減少をさせるという観点から好ま
しい。
　このようにして、所定の光学特性、形状を有し、クモリやヤケがなく、面精度が優れた
各種レンズを得ることができる。
【００７０】
　本発明のレンズおよび本発明の方法で製造したレンズは、その光学特性ならびに精密プ
レス成形してなる光学機能面により、コンパクトな撮像光学系を構成するためのレンズに
好適である。例えば、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話搭載カメ
ラ、車載カメラなどの撮像光学系を構成するレンズとして好適であるが、一眼レフカメラ
の撮像光学系を構成するレンズやマイクロレンズとしても好適である。
【００７１】
　特に高分散ガラス製のレンズと組み合せることにより、コンパクトな構成で色収差を補
正することもできる。
【実施例】
【００７２】
　以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
  なお、光学ガラスの諸特性は、以下に示す方法により測定した。
【００７３】
（１）屈折率（ｎｄ）およびアッベ数（νｄ）
　日本光学硝子工業会規格の屈折率測定法により、ガラス転移温度（Ｔｇ）―屈伏点（Ｔ

ｓ）間の温度で保持した光学ガラスを、降温速度-３０℃／時間にして得られた光学ガラ
スについて、屈折率（ｎｄ）とアッベ数（νｄ）を測定した（カルニュー光学社製「ＧＭ
Ｒ-１」使用）。
【００７４】
（２）ガラス転移温度（Ｔｇ）および屈伏点（Ｔｓ）
　理学電機株式会社製の熱機械分析装置「ＴＭＡ８５１０」により昇温速度を４℃／分、
荷重９８ｍＮとして測定した。
【００７５】
　表１および表２に示すガラス組成になるように、各成分を導入するための原料としてそ
れぞれ相当する酸化物、炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、水酸化物など、例えば、Ｈ３ＢＯ３、
Ｌａ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＺｎＣＯ３、Ｇｄ２Ｏ３、ＺｒＯ２などを用いて２５０～３００ｇ
秤量し、十分に混合して調合バッチと成し、これを白金るつぼに入れ、１２００～１４５
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た。熔融後、熔融ガラスを４０×７０×１５ｍｍのカーボン製の金型に流し、ガラスの転
移温度まで放冷してから直ちにアニール炉に入れ、ガラスの転移温度付近で約１時間アニ
ール処理した後、炉内で室温まで放冷し光学ガラスを得た。得られた光学ガラス中には、
顕微鏡で観察できる結晶は析出しなかった。
  このようにして得られた光学ガラスの特性を表１および表２に示す。
 
【００７６】
【表１】

【００７７】
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【表２】

【００７８】
  次に上記各ガラスを用いて、以下のようにして精密プレス成形用のガラス素材（プリフ
ォーム）を作製した。
【００７９】
  まず、電気炉内で１０５０～１４５０℃に保持された熔融ガラス（ガラス粘度で４～０
．０５ｄＰａ・ｓに相当する）を、１０５０℃（ガラス粘度で４ｄＰａ・ｓに相当する）
に温度調節した白金合金製パイプから一定流速で連続して流下し、ガラス素材成形型で熔
融ガラス流の先端を受け、所定重量の熔融ガラス塊が前記先端から分離するタイミングで
成形型を熔融ガラス流の流下速度よりも十分大きな速度で降下し、熔融ガラス塊を分離し
た。なお、熔融ガラス滴下時のガラス粘度は、７ｄＰａ・ｓであった。
【００８０】
　ガラス素材成形型のガラスを支持する面は多孔質材で構成されており、多孔質材の背面
に高圧のガスが送られ、多孔質材を通して噴出するようにしている。
【００８１】
　分離した熔融ガラス塊を成形型の上記ガラス支持面上で風圧を加えて浮上させながら回
転対称軸を一本有するガラス素材に成形し、アニール処理した。各熔融ガラス塊とそれに
対応する各ガラス素材の質量は等しい。
【００８２】
　上記ガラス素材の成形は、熔融ガラスを一定流量で連続して温度制御した白金製のパイ
プから流出させ、パイプ下方に搬送したガラス素材成形型を上昇させて流出した熔融ガラ
ス流下端を受ける。この状態で熔融ガラス流の下端とパイプ側の途中にくびれ部を生じさ
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せ、所定のタイミングでガラス素材成形型を鉛直方向に急降下させる。この操作によって
くびれ部で熔融ガラス流が分離し、下端部を含む所定質量の熔融ガラス塊を成形型のガラ
ス支持面上に得ることができる。
【００８３】
　複数のガラス素材成形型を次々とパイプ下方に搬送しては上記工程を行って所要質量の
熔融ガラス塊を受けては搬送する。成形型はターンテーブル上に配置されており、このテ
ーブルをインデックス回転させることで上記操作を行う。ガスを連続的に噴出する各成形
型のガラス支持面上で熔融ガラス塊を浮上させながらガラス素材に成形する。ガラス素材
を取り出した成形型を用いて次の熔融ガラス塊を受けてガラス素材に成形する工程を繰り
返してガラス素材を製造した。なお、ガラスの浮上はガラス素材を成形型から取り出すま
で継続して行った。
【００８４】
　ガラス素材は、上記のように熔融ガラス塊から直接、成形する方法の他、熔融ガラスか
らガラスブロックを成形してアニールし、このブロックを切断してガラス片を作り、研削
、研磨することによっても作製することができる。
【００８５】
　次に上記のようにして作製したガラス素材を使用して、図２に示す成形装置を用いて凹
メニスカスレンズを製造した実施例を示す。図２に示す成形装置は、函体によって密閉さ
れた加熱成形室（図示せず）内に、成形面が非球面の凹面である下型（第１の型）１と成
形面が非球面の凸面である上型（第２の型）２が配置され、２つの型は、それぞれベース
プレート３、４を介して下部プレス軸５、上部プレス軸６の先端に固定されている。下部
プレス軸は図示していない加圧シリンダに連結され、加圧時に上昇駆動される。なお、図
２において、７は、上型２及び下型１の半径方向の位置規制をする胴型である。
【００８６】
　ガラス素材として表１におけるＮｏ．５の光学ガラスからなるものを使用して、図２に
示す成形装置によりプレス成形した。ガラス素材には炭素膜をコートし、成形型にはＳｉ
Ｃ製の型材の成形面に離型膜としてＣＶＤによりカーボン膜を被覆したものを使用した。
【００８７】
　上型の温度、下型の温度、及び加圧圧力の各経時変化を図１に示す。加圧成形開始時の
上型の温度（ｔ２）は６５０℃であり、下型の温度（ｔ１）は６３０℃であり、両者の温
度差は２０℃であった。加圧成形中、この温度は維持され、初期加圧終了時において上型
の温度（ｔ２）および下型の温度（ｔ１）はそれぞれ６５０℃、６３０℃であり、両者の
温度差は２０℃であった。
【００８８】
　初期加圧終了と同時に冷却を開始し、下型の温度（ｔ１）がガラス素材のガラス転移温
度（Ｔｇ）、すなわち、６０８℃に達したときの上型の温度（ｔ２）は６１５℃であり、
両者の温度差は７℃であり、ｔ２はｔ１よりも７℃と高かった。さらに、冷却をしながら
初期加圧よりも荷重の少ない２次加圧を行った。この２次加圧終了時の下型の温度（ｔ１
）と上型の温度（ｔ２）の差は４℃であった。２次加圧終了後、上下の成形型を急冷し、
成形品の取り出し可能になった時点で成形型を分解し、成形品（凹メニスカスレンズ）を
取り出した。
【００８９】
　かかるプレス成形工程を１５０回繰り返し、得られた凹メニスカスレンズの面精度を測
定したところ、いずれも良好であって、クモリやワレがなく、かつ偏心精度や非球面形状
が基準値以内であった。また、偏肉も見られなかった。
【００９０】
　表１および表２に示すその他のガラスからなるガラス素材を使用する場合もＮｏ．５の
ガラスからなるガラス素材の場合と同様に各条件を設定し、精密プレス成形すれば、面精
度が良好であって、クモリやワレがなく、かつ偏心精度や非球面形状が基準値以内であり
、偏肉のない凹メニスカスレンズを作製することができる。
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【００９１】
　さらに、同様にして表１および表２に示す各ガラスからなるガラス素材を用い、目的と
するレンズ形状に対応する成形型を使用して、各ガラスの特性、レンズ形状等に基づき上
記各種条件を最適化することにより、両凹レンズ、平凸レンズ、凸メニスカスレンズを製
造することもできる。
【００９２】
　作製した各種レンズをガラス転移温度以下の温度域でアニール処理することによりレン
ズ中の歪みを低減したり、光学特性を微調整するようにしてもよい。このようなアニール
を大気中で行うことによりガラス表面にコートした炭素膜を酸化、除去することができる
。このような処理を行っても、各レンズともクモリやヤケは認められなかった。
　このようにして作製したレンズ表面（光学機能面）には反射防止膜などの光学薄膜をコ
ートしてもよい。
【００９３】
　上記各レンズは、その光学特性ならびに精密プレス成形してなる光学機能面により、コ
ンパクトな撮像光学系を構成するためのレンズに好適である。例えば、デジタルスチルカ
メラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話搭載カメラ、車載カメラなどの撮像光学系を構成
するレンズとして好適であるが、一眼レフカメラの撮像光学系を構成するレンズやマイク
ロレンズとしても好適である。
【００９４】
　特に高分散ガラス製のレンズと組み合せることにより、コンパクトな構成で色収差を補
正することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明は、高屈折率低分散ガラスからなるレンズとその製造方法であって、デジタルス
チルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話搭載カメラ、車載カメラなどの撮像光学系
を構成するレンズとして好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明のレンズの製造方法における成型型の温度の時間変化および成形圧力の時
間変化を示すグラフである。
【図２】本発明のレンズの製造方法に用いるプレス装置の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　上型
　２　下型
　３　ベースプレート
　４　ベースプレート
　５　下部プレス軸
　６　上部プレス軸
　７　胴型
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