JP 5881966 B2 2016.3.9

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
反射機能部分と円偏光機能部分と力学的補強機能部分とが、反射機能部分を対物側、力
学的補強部分を接眼側にして、この順序で積層されていることを特徴とするレンズであっ
て、前記円偏光機能部分は、前記力学的補強機能部分からの入射光を円偏光に変換する円
偏光機能部分であり、
前記反射機能部分は、少なくとも、前記円偏光機能部分において生じた円偏光を反射し、
前記円偏光とは逆向きの円偏光を生じさせる反射機能部分である、レンズ。
【請求項２】
反射機能部分の全光線反射率が１０％以上であり、反射機能部分からレンズ内面へ反射
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する光を防止することを特徴とする請求項１記載のレンズ。
【請求項３】
反射機能部分が多層膜を含み、前記多層膜は特定波長の制御を行う多層膜であることを
特徴とする、請求項１または２記載のレンズ。
【請求項４】
反射機能部分が、１層、あるいは多層の無機膜であることを特徴とする請求項１または
２記載のレンズ。
【請求項５】
円偏光機能部分が、位相差機能部分と直線偏光機能部分と接合機能部分の順に積層され
、位相差機能部分側に反射機能部分を配置し、接合機能部分側に力学的補強機能部分を配
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置したことを特徴とする請求項１記載のレンズ。
【請求項６】
接合機能部分が接合用樹脂シートであることを特徴とする請求項５記載のレンズ。
【請求項７】
接合用樹脂シートが、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポ
リアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリウレタン樹脂、およびアシルセルロー
ス樹脂のいずれかのシートであることを特徴とする請求項６記載のレンズ。
【請求項８】
接合機能部分が、接合側に設けられた接合用コーティング層によって補完されているこ
とを特徴とする請求項５記載のレンズ。
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【請求項９】
力学的補強機能部分が、接合機能部分に射出成形されたバックアップ樹脂層であること
を特徴とする請求項１記載の眼鏡レンズ。
【請求項１０】
バックアップ樹脂が、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、
ポリアミド樹脂、ポリアクリル樹脂、およびシクロオレフィン樹脂のいずれかであること
を特徴とする請求項９記載のレンズ。
【請求項１１】
力学的補強機能部分が、接合機能部分を界面にして、接合機能部分に直接キャスト成形
されたバックアップ樹脂層であることを特徴とする請求項１記載のレンズ。
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【請求項１２】
力学的補強機能部分が予め成形されたレンズ状物であり、接着剤あるいは接合用コーテ
ィング層を介して、接合機能部分と接合していることを特徴とする請求項１記載のレンズ
。
【請求項１３】
直線偏光機能部分と接合機能部分が１枚の直線偏光子で兼ねることを特徴とする請求項
５、１１および１２いずれか１記載のレンズ。
【請求項１４】
請求項１〜１３いずれか１記載のレンズを枠入れしたことを特徴とする眼鏡。
【請求項１５】
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力学的補強部分の接眼側に、裏面用の反射防止膜を更に有する、請求項１記載のレンズ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、対物側のレンズ表面部分に加工された単層や多層膜の反射機能部分からレン
ズ内部への反射による、眼の映り込み防止をすることのできるレンズおよび眼鏡に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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現在のサングラスレンズ、度付きレンズ、ゴーグルレンズ、シールド等には、対物側の
レンズ表面に透過率の制御や、特定波長域の反射と透過を目的とする多層膜加工、および
ファッション性の付与などの目的でミラー面装飾加工などが、塗布方式や真空蒸着法およ
び印刷方法などによって加工されている。その他の加工方法としてはフィルムに加工され
た薄膜を転写する転写成形方式や昇華印刷によるレンズへの装飾加工方法などもある。
【０００３】
反射機能部分は、主に無機物や有機物の薄膜が真空蒸着法などにより単層や複層に薄膜
加工され、レンズ表面を金属光沢のミラー面に加工したり、多層膜によって屈折力の低い
無機酸化物と、屈折力の高い金属酸化物などの交互の組合せにより、反射率を制御して特
定波長の反射と透過の制御に多く利用されている。
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【０００４】
これらの反射機能部分は、対物側のレンズ表面に加工され、表面から見ると金属光沢が
あり、ファッション性も高いことからサングラス、ゴーグル、シールド用レンズに多く利
用されている。
【０００５】
反射機能部分は、透過率の制御やファッション性の付与には有効な方法であるが、接眼
側から入射した光がレンズ中を通り、対物側の表面に加工された反射機能部分で反射され
、再度レンズ中を通過して眼に入射するため、装着者の背景や眼および眼周辺が、レンズ
裏面に映ったように見え、視界が悪くなる現象が発生する。
【０００６】

10

一般に、レンズの接眼側からの入射光に対しては、レンズ裏面に多層膜による裏面反射
防止機能が加工され、高い反射防止機能を発揮するが、接眼側の裏面からの反射防止機能
のみで、レンズ表面に加工された反射機能部分から、レンズ内面に反射した光は防ぐこと
ができない。
【０００７】
この映り込み現象は、光量の多い昼間や背面からの入射する太陽光がある場合は、特に
顕著になる。現状は、表面の反射機能部分からの反射を防ぐためには、レンズのフレーム
枠を顔面形状に合わして、顔面とフレーム枠の隙間をできるだけ少なくして、入射光をな
るべく少なくすることや、ゴーグル形状にして顔面を密閉し、入射光の侵入を無くす方法
などの方法があるが、この方法では顔面に密着するため通気性が悪く、曇りの問題や不快
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感があり、長時間装着できないなどの問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、ゴーグル型など特別に密閉されたフレーム形状に左右されることなく、接眼
側の裏面から入射した光が、対物側のレンズ表面に加工された反射機能部分からレンズ内
面へ反射する光を防止することにある。
【０００９】
特に対物側の反射機能部分は、多層膜設計によって透過率の制御や、特定波長域を効率
よく、反射する方法として有用であり、この反射機能を損なうことなく、レンズ表面に加
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工された反射機能部分からの内面への再入射を防止する機能を見出した。
【００１０】
この機能は、特に明るい場所で使用され、裏面からの入射光の多い、サングラスや度付
きサングラス、面積の大きなシールド等に有用である。
【００１１】
この機能は、通常のレンズ形状に応用が可能であり、サングラスや度付きレンズ、ゴー
グル、シールドなどに適用できる。
【００１２】
また、反射機能部分が従来通りの加工方法で可能であり、レンズ表面への加工条件を変
更することなく、表面反射防止機能を有するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記課題を解決するために、次のような手段を発明するに至った。
【００１４】
本発明は、反射機能部分と円偏光機能と力学的補強機能部分からなるレンズであり、対
物側に反射機能部分、次に円偏光機能部分、力学的補強機能部分が接眼側に配置されるこ
とにある。
【００１５】
対物側の反射機能部分は、円偏光機能部分の位相差機能側に加工され、反射機能部分の
反射率が１０％以上であることにある。
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【００１６】
反射機能部分が単層および複層の無機物、有機物からなる薄膜であることにある。
【００１７】
円偏光機能部の偏光機能側に、接合用樹脂シートが配置され、レンズ形状の樹脂が接合
されて力学的機能部分とすることにある。
【００１８】
さらには、接合用樹脂シートが力学的補強部分となり、曲げ加工され、接合用樹脂シー
ト側を接眼側にして曲げレンズとすることにある。
【００１９】
上記の接合用樹脂シートが、接合側に設けられた接合用コーティング層によって補完さ
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れ、レンズ形状の樹脂が接合されて力学的補強部分とすることにある。
【００２０】
接合用樹脂シートがポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ
アクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリウレタン樹脂、およびアシルセルロース
樹脂のいずれかのシートであることにある。
【００２１】
さらには、接合機能の接合用コーティング層が、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポ
リチオウレタン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、またはポリアクリル樹脂であることにある。
【００２２】
さらには、接合用樹脂シートに力学的補強部分としてバックアップされる射出成形樹脂
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が、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアクリル樹脂、ポ
リシクロオレフィン樹脂、およびポリウレタン樹脂のいずれかである成形レンズにするこ
とにある。
【００２３】
さらには、接合用樹脂シートに、キャスト成形法によってレンズ形状の樹脂が溶着され
、力学的補強部分にすることにある。
【００２４】
さらには、接合用樹脂シートに、予め成形されたレンズ形状の樹脂が、接着剤および接
合用コーティングを介して接着され、力学的補強部分とすることにある。
【００２５】
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さらには、円偏光機能部分の偏光機能部分が、直線偏光子であり、接合機能を兼ねてお
り、予め成形されたレンズ形状の樹脂が直線偏光子に直接に接着されることにある。
【００２６】
さらには、キャスト成形される樹脂が直線偏光子に直接溶着され力学的補強部分とする
ことにある。
【００２７】
さらには、反射機能部分を対物側、力学補強部分を接眼側として枠入れされ、表面反射
防止眼鏡にすることにある。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
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【図１】図１は本発明の表面反射機能レンズの断面図である。図１中、１は表面反射機能
レンズを表し、２は多層膜層またはミラー層を表し、反射機能部分に相当し、３は位相差
板を表し、４は偏光板を表し、５は接合用シート板を表し、３、４および５は円偏光機能
部分に相当し、６は成形部を表し、力学的補強機能部分に相当する。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
このレンズは、反射機能部分と円偏光機能部分と力学的補強部分を持つ、新規なレンズ
である。円偏光機能部分の一方の側の位相差機能部分に反射機能部分が加工され、もう一
方の側に力学的補強部分が配置され、レンズ形状とするものである。
【００３０】
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この機能としては、対物側の反射機能部分へ入射した光は、反射機能部分の目的に応じ
た薄膜構成によって選択・選別された光となり円偏光機能部分に入射する。円偏光機能部
分では、位相差機能と偏光機能で減衰はするが、透過特性は維持され、力学的補強部分に
入射して眼に到達する。眼に入射した光は、反射機能部分の特性は維持されている。
【００３１】
一方、接眼側の裏面から入射した光は、力学的補強部分を通り円偏光機能部分で円偏光
となる。円偏光となった光は、表面にある反射機能部分の異種材料による屈折率の違いに
よって反射されるが、反射された光は円偏光の回転方向が逆向きとなるため、円偏光機能
の位相差機能部分と偏光機能部分によって遮断され、通過することができない。
【００３２】
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この機能により、対物側のレンズ表面から入射した光は、反射機能部分で選択・選別さ
れた光となり、レンズ内を通過し眼に到達するが、接眼側の裏面から入射した光は、円偏
光機能部分で円偏光となり、反射機能部分で反射されても円偏光機能部分で遮断され力学
的補強部分に入射できない。対物側に加工された反射機能部分の特性は維持され、反射機
能部分からの反射は防止する機能を有する。
【００３３】
反射機能部分は、対物側の表面となる円偏光機能部分の位相差側に加工される。
【００３４】
反射機能部分を加工する場合は、位相差板表面にキズ防止や薄膜との密着性向上の目的
のため、１〜２層のハードコート層が加工され、反射機能部分が加工されることが多いが
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、密着性に問題がなければ直接加工される場合もある。
【００３５】
反射機能部分は、塗布方式や真空蒸着方式、印刷方式、転写方式などにより単層および
複層の無機物、有機物からなる薄膜が加工され、表面から見ると装飾性に優れた金属光沢
を得ることができる。
【００３６】
多層膜加工では、主に真空蒸着方法によって加工され、装飾性だけでなく、屈折力の低
い無機酸化物と、屈折力の高い金属酸化物などの組合せによって、特定波長域の反射と透
過を制御することができる。また無機物だけでなく、フラーレンなどの有機物の加工も行
うことができる。

30

【００３７】
例えば、視認性を向上させるため、眼の色覚特性に応じた特定波長域の透過を得る薄膜
設計を行った場合、より厳密な透過率スペクトルのコントロールが要求される。４５０±
２５ｎｍと、５４０±２５ｎｍと、６１０±２５ｎｍに透過率ピークを有し、かつ、４５
０±２５ｎｍピークと５４０±２５ｎｍピークの間、５４０±２５ｎｍピークと６１０±
２５ｎｍピークの間に透過率ボトムを有し、場合により、４５０±２５ｎｍピークよりも
短波長側と６１０±２５ｎｍピークよりも長波長側にも透過率ボトムを有する透過率スペ
クトルにする場合には、二酸化珪素と酸化チタンなどの蒸着材料を用いて設計を行うと約
２０層の薄膜が必要となる。
【００３８】
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この場合、視感透過率は約４０%となり、反射率は約６０%となるため、野外で使用する
場合に裏面から入射した太陽光線が、反射機能部分で反射されるため、レンズ裏面に背景
や眼、眼周辺が映りこみ、非常に見難い状態になる。
【００３９】
現状の工程で、特定波長域の制御を行う場合は、この現象は避けられない状況であり、
使用に対して大きな障害となる。本発明は、特に多層膜によって特定波長の制御を行う場
合に非常に有効である。
【００４０】
真空蒸着による方法には、ポリエチレンテレフタレート等の透明フィルムに、無機物を
蒸着加工して、その表面に熱接合樹脂をコーティングした熱転写蒸着フィルムがある。
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【００４１】
射出成形用の熱転写蒸着フィルムは、レンズ金型内にフィルムを挿入して、金型を閉じ
、金型内にレンズ用透明樹脂を射出成形法によって樹脂を充填し、射出成形時の熱と圧力
によってレンズ表面にフィルムの蒸着物を熱転写する方法で、一定品質の金属膜装飾が大
量生産できる。
【００４２】
その他の方法には、熱転写蒸着フィルムをレンズ表面に押しつけて、レンズ曲率と同じ
曲率を持つシリコン製熱ロールで転写する方法等がある。
【００４３】
塗布方法は、アクリル系、ウレタン系などの樹脂に金属粒子を混合して、フローコート
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方法やディピング方法によって、コーティングし乾燥する方法である。
【００４４】
印刷による方法としては、上記の金属粒子混合液を、シルク印刷やパッド印刷等でレン
ズ表面に直接印刷する方法や、グラビア印刷、オフセット印刷でフィルムに印刷加工して
、熱転写フィルムを作り、ホットスタンプ方式などでレンズに転写する方法がある。
【００４５】
上記の加工の場合は、反射率が１０％以上であることが望ましい。反射率が１０％以下
の場合は、反射が少なく、反射防止機能の効果が発揮できない。反射機能部分の加工は、
現状の加工方法で条件を変更することなく適応できる。
【００４６】
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位相差板と偏光子による円偏光機能部分の発明（以下、第１発明とする）には、以下に
順次説明する第１から第５までの５ケースがある。
【００４７】
第１のケースは、直線偏光機能部分が直線偏光子であり、直線偏光子を両面から保護す
る保護シートの片方のシートが位相差機能シート、または位相差板であり、もう片方のシ
ートが熱接合機能を持つ熱接合樹脂シートであることを特徴とする円偏光機能部分である
。
【００４８】
直線偏光子は、通常、厚さ０．１ｍｍ以下の均一な樹脂シートである。ごく一般的には
、ポリビニルアルコールやポリビニルアセタール、ポリビニルブチラールなどポリビニル
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アルコール系樹脂の一軸延伸シートである。
【００４９】
高い直線偏光度を得るために、２〜５倍程度の延伸倍率で延伸したシートへ、さらに、
ヨウ素または二色性染料でドープすることが行われている。
【００５０】
ヨウ素を用いるヨウ素ドープ法は、染料を用いる染料ドープ法に比べ、偏光子に固有の
着色を与えることが少ないうえ、高い偏光度のものが得られやすい特徴を持つ反面、昇華
しやすいヨウ素を使用するため、耐熱性に劣る欠点がある。一方、染料ドープ法は、ヨウ
素ドープ法より高い耐熱性を持つ一方で、染料固有の色相が偏光子に現れる問題や、染料
によって、つまり色相によって偏光度が異なる問題がある。
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【００５１】
後述するように、本発明では、円偏光板を曲げ加工して円偏光レンズを作り、さらに射
出成形法、キャスト成形法により、偏光面側を樹脂でバックアップし、力学的補強部分と
するが、ヨウ素ドープ法の偏光子は、曲げ加工の熱や力学的補強部分の成形時の熱により
、ヨウ素が昇華して偏光度が低下することがある。そのため、本発明では、熱安定性の高
い染料ドープ法や特殊偏光板の偏光子であることが推奨される。
【００５２】
位相差機能シートは、通常、厚さ０．２ｍｍ以下の均一な樹脂シートであり、求められ
る位相差の程度によって、リタデーション値が光学的に設定されるものであり、通常は１
／４λの位相差であり、リタデーション値１００〜１８０ｎｍのものが望ましい。
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【００５３】
位相差の程度に拘わらず、位相差シートに用いられる樹脂は、ポリカーボネート樹脂や
ポリアミド樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリアリレートなどの液晶ポリマー、ポリ
スルホン樹脂、トリアセチルセルロース樹脂（ＴＡＣ）などが一般的である。通常は押出
成形したシートを、１軸方向ないしは２軸方向に延伸したシートである。
【００５４】
樹脂には、紫外線吸収剤や酸化防止剤などの安定剤が添加されることが多い。
【００５５】
熱接合機能を持つ熱接合樹脂シートは、ポリカーボネート樹脂やポリアミド樹脂、ポリ
エステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリ
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スチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリスチレン・メチルメタクリ
レート樹脂、ポリアクリロニトリル・スチレン樹脂、ポリー４−メチルペンテンー１樹脂
など、熱可塑性の透明樹脂から作られる。
【００５６】
なかでも、シート製造の容易性から、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、およびポリウレタン樹脂の
いずれかが好ましく用いられる。
【００５７】
熱接合樹脂シートは、力学的補強部分の樹脂との熱接合適合性があるため、熱接合樹脂
シートとバックアップの樹脂とは、化学的に同系統の樹脂であるか、あるいは、熱接合樹
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脂シートと力学的補強部分の樹脂のどちらか一方が、熱接合性の高いポリウレタン樹脂で
ある場合が好ましい。
【００５８】
これらの樹脂には、紫外線吸収剤や酸化防止剤などの安定剤が添加されることが多い。
【００５９】
熱接合樹脂シートは、１軸や２軸延伸されている必要はない。むしろ、延伸されていな
い方が、曲げ加工やバックアップ射出成形の際に熱収縮が起こらないので、完成レンズに
歪みが生じにくい。
【００６０】
熱接合樹脂シートの好ましい厚さは、０．０１〜１ｍｍ程度、より好ましくは０．０２
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〜０．８ｍｍ程度である。シートの厚さが０．０１未満では、円偏光板および円偏光レン
ズが薄くなりすぎて取扱いにくく、厚さが１ｍｍを超えると、位相差シートとの厚さバラ
ンスが損なわれて、円偏光板にソリが出やすくなる問題がある。
【００６１】
円偏光機能部分は、少なくとも、直線偏光子と位相差シートを組み合わせた積層体であ
り、直線偏光子の向き（延伸方向）と１／４λ位相差シートの向き（延伸方向）の角度に
よって、右回りの円偏光板になったり、左回りの円偏光板になったり、楕円偏光板になっ
たりする。
【００６２】
位相差板としては、位相差シートの片面、または両面に、トリアセチルセルロース（Ｔ
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ＡＣ）のような光学的異方性の少ないシートを貼り合わせた厚さ０．１〜０．５ｍｍ程度
の積層シートを使用しても良い。
【００６３】
本発明には、右回り、左回りのどちらを使用しても反射防止機能は維持されるが、直線
偏光子と位相差シートの配置角度が大切であり、円偏光性能が得られるように、また、円
偏光性能が変化しないように、両者の組合せ積層体を、接着剤などによって相互に固定す
るのが普通である。
【００６４】
直線偏光子と、位相差シートまたは位相差板、ならびに熱接合樹脂シートを貼付するの
に用いる接着剤または粘着剤は、水や熱、紫外線などに対する長期の耐久性が必要であり

50

(8)

JP 5881966 B2 2016.3.9

、基本的には、それらに合格するものであれば特に限定しない。長期耐久性は、紫外線吸
収剤や酸化防止剤などの安定剤の添加によって補われることが多い。
【００６５】
接着剤について例を挙げると、イソシアネート化合物、ポリウレタン樹脂、ポリチオウ
レタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリアクリル樹脂、ワックスなどがあ
る。粘着剤としては、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂などが挙げられる。
【００６６】
貼付するに際し、これらの接着剤または粘着剤は、グラビアコーティング法やオフセッ
トコーティング法など一般的な塗布方法により、直線偏光子や位相差シート、熱接合樹脂
シートへ均一に塗布される。
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【００６７】
接着剤層または粘着剤層の厚さは、通常０．１〜１００μｍ、好ましくは０．５〜８０
μｍである。接着剤層または粘着剤層の厚さが０．１μｍ未満では接着力が低く、１００
μｍを超えると円偏光板の端面から接着剤や粘着剤がしみ出ることがある。
【００６８】
第２のケースは、直線偏光機能部分が、直線偏光子と、それを挟持する２枚の保護シー
トからなる偏光板であり、片方の保護シートの上に位相差機能を持つ位相差機能シート、
または位相差板が配置され、もう片方の保護シートの上に熱接合機能を持つ熱接合シート
が配置されている円偏光板の場合である。
【００６９】
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ポリビニルアルコール系樹脂の偏光子は、一般に物理強度が弱く、また、吸湿性がある
ので、取扱い性の良いものとは言えない。そのため、偏光子に保護シートを貼付して補強
したものを偏光板と呼称し、偏光子の取扱い性を良くした偏光板を、流通や加工の基本形
態にすることが一般に行われている。
【００７０】
偏光板の一般構造は、１枚の偏光子のそれぞれの面に、保護シートを貼付したものであ
る。すなわち、保護シート−直線偏光子−保護シートの順に積層された３層構成の積層体
である。
【００７１】
保護シートは、円偏光機能を維持するため、光学異方性のない材質で一般的にはキャス
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ト成形法で作られるが、光学異方性の少ない材料であれば押出成形法でも良い。
【００７２】
代表的なキャスト成形法シートの製法として、アシルセルロスシート樹脂がある。
【００７３】
キャスト成形法では、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、トリプロピル
セルロース、ジプロピルセルロースのようなアシルセルロース類を、例えばアセトンや塩
化メチレンに溶解し、溶液を作る。次いで、その溶液をベルトまたは平板の上へ流延し、
加熱あるいは減圧処理により脱溶媒してシートにする。
【００７４】
ポリシクロオレフィン樹脂も、溶液流延法でシートに作られることがある。また、例え
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ば、メチルメタクリレートを主体にする（メタ）アクリレート類をガラス板の間に封入し
、いわゆる板間重合法でキャスト成形するポリアクリル樹脂シートもある。
【００７５】
板間重合法シートには、このほか、ポリウレタン樹脂シートがある。板間重合のポリウ
レタン樹脂シートは、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）、メタキシレンジイソシアネ
ート（ＭＤＩ）、ジフェニルメタン−４，４'−ジイソシアネートなどの芳香族ポリイソ
シアネート類やヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネートなどの脂
肪族ポリイソシアネート類と、エチレングリコール、１，３−プロパングリコールなどの
脂肪族グリコール類やポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどのポリエ
ーテル系グリコール類、カプロラクトン系、アジペート系などのポリエステル系グリコー
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ル類などのポリオール類とを混合し、板間に充填し、加熱重合する。
【００７６】
キャスト成形法の保護シートとしては、すでにシートの工業生産技術が確立されている
ものが好ましく、そのようなシートの工業生産技術が確立されている樹脂としては、トリ
アセチルセルロース（ＴＡＣ）などのアシルセルロース樹脂やポリシクロオレフィン樹脂
、ポリアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂が挙げられる。
【００７７】
これらの樹脂には、紫外線吸収剤や酸化防止剤などの安定剤が添加されることが多い。
【００７８】
保護シートの好ましい厚さは、シートの製造方法にかかわりなく、０．０１〜１．０ｍ
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ｍ程度、より好ましくは０．０２〜０．８ｍｍ程度である。０．０１ｍｍ未満の厚さでは
、偏光子の保護作用が弱くなる。一方、厚さが１．０ｍｍを超えると、後述するように、
偏光板の曲げ加工が難しくなることがある。
【００７９】
偏光子をサンドイッチにする２枚の保護シートは、樹脂の種類やシート成形法、延伸倍
率、シート厚みなどが一致する必要はないが、偏光板の調製のしやすさや、ソリのなさ、
取扱いのしやすさから、実質的に同じシートであることが好ましい。
【００８０】
偏光子と保護シートは、接着剤または粘着剤を用いて貼付するのが一般的である。
【００８１】
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偏光子と保護シートを貼付する接着剤または粘着剤は、水、熱、光などに対する長期の
耐久性が必要であり、基本的には、第1発明の第１のケースで用いた接着剤と粘着剤であ
れば問題はない。
【００８２】
接着剤について例を挙げると、イソシアネート化合物、ポリウレタン樹脂、ポリチオウ
レタン樹脂、エポキシ樹脂、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、ワックスなどがある。粘着
剤としては、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂などが挙げられる。
【００８３】
貼付するに際し、これらの接着剤または粘着剤を、グラビアコーティング法やオフセッ
トコーティング法などの一般的な塗布方法により、保護シートまたは偏光子へ均一に塗布

30

する。
【００８４】
接着剤層または粘着剤層の厚さは、通常０．１〜１００μｍ、好ましくは０．５〜８０
μｍである。接着剤層または粘着剤層の厚さが０．１μｍ未満では接合力が低く、１００
μｍを超えると偏光板の端面から接着剤や粘着剤がしみ出ることがある。
【００８５】
偏光板の好ましい厚さは０．１〜２ｍｍ、より好ましくは０．２〜１．６ｍｍである。
０．１ｍｍ未満の偏光板は作りにくく、２ｍｍを超えると、偏光板の曲げ加工を行う際、
偏光子にクラックが入ったり、保護シートに皺がよったりして、うまくレンズ状に曲がら
ない傾向がある。
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【００８６】
ＴＡＣ偏光板は、ポビニルアルコール系直線偏光子を、調製した２枚のＴＡＣシートで
挟んだものである。特に、力学的補強部分とするバックアップする樹脂との熱接合性が万
全でないＴＡＣ偏子板は、第２のケースが有用である。
【００８７】
第２のケースにおいて、偏光板の片面に貼付する位相差機能シート、または位相差板は
、第１発明の第１のケースで述べた位相差機能シート、および位相差板と同じでよい。
【００８８】
もう片面（位相差機能シートを貼付しない面）に貼付する熱接合樹脂シートは、バック
アップする樹脂との熱接合性によって選択されるべきであり、第1発明の第１のケースで
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述べた熱接合樹脂シートの原則がそのまま適用される。
【００８９】
すなわち、ポリカーボネート樹脂やポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン
樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニ
ル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリスチレン・メチルメタクリレート樹脂、ポリアクリロニ
トリル・スチレン樹脂、ポリー４−メチルペンテンー１樹脂など、熱可塑性の透明樹脂か
ら作られるシートである。
【００９０】
なかでも、シート製造の容易性から、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂、およびポリウレタン樹脂の
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いずれかが好ましく用いられる。
【００９１】
熱接合樹脂シートは、バックアップする樹脂との熱接合適合性があるため、熱接合樹脂
シートとバックアップの樹脂とは、化学的に同系統の樹脂であるか、あるいは、熱接合樹
脂シートとバックアップの樹脂のどちらか一方が、熱接合性の高いポリウレタン樹脂であ
る場合が好ましい。
【００９２】
これらの樹脂には、紫外線吸収剤や酸化防止剤などの安定剤が添加されることが多い。
【００９３】
熱接合樹脂シートは、１軸や２軸延伸されている必要はない。むしろ、延伸されていな
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い方が、曲げ加工やバックアップ射出成形の際に熱収縮が起こらないので、円偏光レンズ
に歪みが生じにくい。
【００９４】
熱接合樹脂シートの好ましい厚さは、０．０１〜１ｍｍ程度、より好ましくは０．０２
〜０．８ｍｍ程度である。シートの厚さが０．０１未満では、円偏光機能部分が薄くなり
すぎて取扱いにくく、厚さが１ｍｍを超えると、位相差シートとの厚さバランスが損なわ
れて、円偏光機能部分にソリが出やすくなる問題がある。
【００９５】
偏光板に位相差機能シート、または位相差板と熱接合樹脂シートを貼付するのに用いる
接着剤や粘着剤は、第１発明の第１のケースで述べた接着剤や粘着剤と同じであってよい
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。
【００９６】
偏光板としてＴＡＣ偏光板を用いる場合、バックアップする樹脂としては、引張強度や
曲げ剛性の高さ、強靭性があること、硬度が大きいことから、ポリカーボネート樹脂やポ
リアミド樹脂、ポリエステル樹脂などの熱可塑性樹脂を用いることが勧められる。バック
アップする樹脂とＴＡＣ製保護シートとの間の熱接合性が十分でないので、ＴＡＣ製保護
シートの上に、バックアップの樹脂と熱接合が可能なポリカーボネート樹脂やポリアミド
樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂などの熱接合性シートを貼付することが勧め
られる。
【００９７】
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ＴＡＣ偏光板以外の偏光板、例えばポリカーボネート偏光板の場合であっても、ポリカ
ーボネート製保護シートとバックアップする樹脂との間の熱接合性が問題になることがあ
る。その場合は、ポリカーボネート製保護シートの上に、バックアップする樹脂と熱接合
が可能な熱接合樹脂シートを貼付することが勧められる。
【００９８】
第３のケースは、直線偏光子の片方の保護シートの上に位相差機能を持つ位相差機能シ
ート、または位相差板が配置され、もう片方の保護シートが熱接合機能を持つ熱接合樹脂
シートである円偏光機能部分の場合である。
【００９９】
第３のケースは、基本的には第２のケースと同様の偏光板を用いる。位相差機能シート
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および位相差板も、第１のケースや第２のケースと同じものを用いる。
【０１００】
偏光板に位相差機能シート、または位相差板を貼付するのに用いる接着剤や粘着剤は、
第１のケースや第２のケースで述べた接着剤や粘着剤と同じであってよい。
【０１０１】
第３のケースは、熱接合する側の保護シートが、力学的補強部分となるバックアップ樹
脂と化学的な馴染みがあり、よく熱接合する場合である。このケースの保護シートとバッ
クアップする樹脂とは、第２のケースで述べた熱接合樹脂シートとバックアップする樹脂
を見習って選択されるべきである。
【０１０２】
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第３のケースは、特にポリカーボネート偏光板からレンズを作るのに有益である。
【０１０３】
第４のケースは、熱接合機能が、熱接合側に設けられた熱接合用コーティング層によっ
て補完されている円偏光機能部分である場合である。
【０１０４】
すなわち、熱接合機能部分とバックアップする樹脂との熱接合性が、熱接合用コーティ
ング層によって補完されている。
【０１０５】
さらに、第１〜第３のケースにおいて具体的に記述すると、第１〜第３のケースの熱接
合樹脂シートに、熱接合用コーティング層を設けることによって達成できる。
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【０１０６】
かかる熱接合用コーティング層に用いる樹脂としては、ポリウレタン樹脂やポリチオウ
レタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリアクリル樹脂などが挙げられる。
【０１０７】
これらの熱接合用コーティング層は、グラビアコーティング法やオフセットコーティン
グ法などの一般的な塗布方法により、熱接合シートに均一に塗布する。
【０１０８】
熱接合用コーティング層の厚さは、通常０．１〜５００μｍ、好ましくは０．５〜４０
０μｍである。熱接合用コーティング層の厚さが０．１μｍ未満では接着力が低く、５０
０μｍを超えると、バックアップする樹脂を射出成形した時、円偏光レンズの端面から熱
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接合用コーティング層が滲み出たり、はみ出したりすることがある。
【０１０９】
第５のケースは、円偏光機能部分が、位相差板と直線偏光子の場合である。
【０１１０】
この場合は、直線偏光子の一方の側に位相差板が配置され、直線偏光子に予め成形され
たレンズ形状の樹脂が、接着やキャスト成形によって配置され、力学補強部分とする場合
である。
【０１１１】
位相差機能シートおよび位相差板は、第１のケースや第２のケースと同じものを用いる
。偏光板に位相差機能シート、または位相差板を貼付するのに用いる接着剤や粘着剤は、
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第１のケースや第２のケースで述べた接着剤や粘着剤と同じであってよい。
【０１１２】
接着工程の場合には、予め成形されたレンズの表面にスピンコートによって接着剤を均
一に塗布し、直線偏光子に直接接着される。
【０１１３】
キャスト成形の場合は、ガラスモールド型の対物側表面になるよう曲げ加工をした円偏
光機能部分を対物側に配置し、ガラスモールド型の空間にキャスト成形用モノマーを注入
して、硬化させる。キャスト成形品の構成は、対物側から位相差機能シート、または位相
差板、直線偏光子、キャスト成形されたレンズ形状となる。
【０１１４】
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キャスト成形法の樹脂としては、チオポリウレタン系樹脂、ＣＲ−３９樹脂等が好まし
い。
【０１１５】
第５のケースの接着、キャスト成形の場合は、第１〜第４までの熱接合シートのない円
偏光機能部分を使用しても良いし、熱接合シートがあっても目的は達成される。
【０１１６】
第５のケースは円偏光機能部分の直線偏光子に、予め成形されたレンズを直接に接着す
る場合とキャスト成形する場合である。
【０１１７】
本発明の、２番目（以下、第２発明とする）は、第１発明のケース１からケース５で開
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示された円偏光機能部分のシート積層体を曲げ加工して作成したレンズに関する。
【０１１８】
曲げ加工には、以下に説明するように色々な方法がある。いずれの方法にしても、曲げ
加工される前の円偏光機能部分は、曲げ加工装置にセットしやすいような形状や大きさに
切り取ることを通常行っている。
【０１１９】
円偏光機能部分の曲げ加工方法の１つとして、ブロー成形法がある。この方法は、直径
がレンズの大きさにほぼ等しい窪みを設けた曲げ装置を用いる。円偏光板の位相差機能側
を上向きにして、窪みの上に円偏光機能部分を置き、窪みの外周に等しい形状のリング状
固定金具をその上から押し付ける。円偏光機能部分は、リング状固定金具によって、曲げ
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装置に固定される。
【０１２０】
上部から電熱ヒータや赤外線ヒータを配置し、円偏光機能部分を加熱、軟化して、曲げ
やすくする。
【０１２１】
円偏光部分が所定温度に達しところで、窪みの内部へ圧空を導入し、内部から加圧する
。その結果、円偏光機能部分が上方へ膨らみ、レンズ状に変形する。
【０１２２】
目的の形状まで膨らんだ時点で、ヒータ加熱を停止するとともに内部加圧を停止する。
リング状固定金具の押し付けをゆるめ、曲げ加工済みの円偏光機能部分を曲げ装置から取
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り出す。必要に応じて、円偏光機能部分の不要部分を切り取ると、位相差機能側が対物側
、熱接合機能側が接眼側に配置された円偏光機能レンズが得られる。
【０１２３】
円偏光機能部分を曲げ加工するその他の方法として、バキューム成形法がある。この方
法は、円偏光機能部分の固定方法や加熱方法がブロー成形法とほぼ同形式であるが、位相
差機能部分を下向きにして円偏光機能部分を曲げ装置の上に置くところが異なる。
【０１２４】
円偏光機能部分が所定温度に達しところで、窪みの部分を内部から減圧する。その結果
、円偏光機能部分が下方へ引き込まれ、レンズ状に変形する。
【０１２５】
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目的の形状まで引き込まれた時点で、ヒータ加熱を停止するとともに減圧を停止する。
リング状固定金具の押し付けをゆるめ、曲げ加工済みの円偏光機能部分を曲げ装置から取
り出す。必要に応じて、円偏光機能部分の不要部分を切り取ると、位相差機能側が対物側
、熱接合機能側が接眼側になる円偏光機能レンズが得られる。
【０１２６】
円偏光機能部分を曲げ加工するその他の方法として、圧空真空成形法がある。この方法
は、技術思想的には、ブロー成形法とバキューム成形を合体させたものである。
【０１２７】
リング状固定金具で固定した円偏光機能部分の上部に加圧室（あるいは減圧室）、下部
に減圧室（あるいは加圧室）が設けられており、加圧と減圧を同時に行うことにより、加
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圧側の膨らみ変形と減圧側の引っ込み変形との加算により、変形をより容易に行うもので
ある。円偏光機能部分は、位相差機能側が対物側に来るように、装置上にセットする。
【０１２８】
ブロー成形法やバキューム成形や圧空真空成形法は、厚さ０．２ｍｍ程度以下の円偏光
板の曲げ加工には有効であるが、それより厚さの大きい円偏光機能部分に対しては、曲げ
加工した部分に厚さムラが出たり、皺が寄ったり、ひび割れしたりしやすくなる。
【０１２９】
そうした厚さムラや皺やひび割れは、位相差シートや直線偏光子の局部的な伸びにつな
がり、十分な円偏光性能が得られないことになる。
【０１３０】
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そこで、曲げ加工した部分に厚さムラが出たり、皺が寄ったり、ひび割れしたりしない
円偏光板の曲げ加工方法が重要になり、円偏光機能部分を曲げ加工するその他の方法とし
て、特開平１−２２５３８号公報に示されるような方法がある（本発明では、この方法を
吸引式フリー曲げ加工方法と呼称する）。
【０１３１】
吸引式フリー曲げ加工方法は、ブロー成形法やバキューム成形や圧空真空成形法で用い
るリング状固定金具を用いないが、形式的にはバキューム成形法に近い。
【０１３２】
すなわち、曲げ形状にほぼ等しい曲率形状に窪んだ金型の上に、円偏光機能部分を固定
しないまま置く。雰囲気温度と金型温度を曲げ加工温度に設定し、金型の底から減圧して

20

行くと、金型と同形の形状になるまで、円偏光機能部分が金型に引き込まれる。
【０１３３】
雰囲気温度と金型温度を一定温度まで下げてから、円偏光機能部分を金型から取り出す
。
【０１３４】
吸引式フリー曲げ加工方法は、厚さ０．２ｍｍ程度以下の円偏光機能部分の曲げ加工に
は、皺が寄ったりして、良品のレンズが得られにくい問題があるが、０．２ｍｍより厚い
円偏光機能部分に対しては、比較的スムーズに曲げ加工のできる長所がある。本発明の第
２発明の円偏光機能レンズを得る上で、とくに推奨される方法である。
【０１３５】
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本発明の第２発明に沿って作られた円偏光機能レンズは、第１発明の第１〜第４ケース
までは、レンズ表面にハードコート加工することができる。ハードコートとしては、シラ
ン系、エポキシ系などの熱硬化型ハードコートと、アクリル系、エポキシ系などの活性光
線硬化型ハードコートが一般的である。
【０１３６】
本発明の、３番目の発明（以下、第３発明とする）は、第２発明で開示された円偏光機
能レンズの熱接合機能部分に、バックアップの樹脂を射出成形、キャスト成形および予め
成形されたレンズを接着し、力学的補強部分とするレンズに関する。
【０１３７】
バックアップ樹脂の射出成形法は、射出成形機の金型に、第２発明で得た円偏光機能レ
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ンズをインサートし、対物側となる側（すなわち、熱接合機能側）にバックアップの樹脂
を射出成形し、力学的補強部分する、いわゆるインサート射出成形法である。
【０１３８】
生産性や成形の精密性などから、基本的には特開平１１−２４５２５９号公報に示され
るようなインサート射出成形法が好ましい。
【０１３９】
すなわち、バックアップする側に熱接合する面を向けて、円偏光機能レンズを金型に配
置し、バックアップする樹脂層をインサート射出成形する方法である。なかでも、射出圧
縮成形法は、金型の中に樹脂を低圧で射出した後、金型を高圧で閉じて樹脂に圧縮力を加
える方法をとるため、成形体に成形歪みや樹脂分子の局所的配向に起因する光学異方性を
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生じにくい。また、樹脂に対して均一に加わる金型圧縮力を制御することにより、一定比
容で樹脂を冷却することができるので、寸法精度の高い成形品が得られる。
【０１４０】
バックアップする樹脂は、第２発明の円偏光機能レンズと熱接合することが求められる
ので、熱接合樹脂シートに用いた樹脂とバックアップする樹脂とは、化学的に同系統であ
ることが好ましい。
【０１４１】
すなわち、熱接合樹脂シートがポリカーボネート樹脂の時はポリカーボネート樹脂、ポ
リアミド樹脂の時はポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂の時はポリエステル樹脂、ポリア
クリル樹脂の時はポリアクリル樹脂、ポリシクロオレフィン樹脂の時はポリシクロオレフ
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ィン樹脂、ポリウレタン樹脂の時はポリウレタン樹脂であることが好ましい。
【０１４２】
バックアップする樹脂がポリカーボネート樹脂の場合は、ポリエステル樹脂製の熱接合
樹脂シートと熱接合することがある。
【０１４３】
また、バックアップする樹脂がポエステル樹脂の場合は、ポリカーボネート樹脂製の熱
接合樹脂シートと熱接合することがある。
【０１４４】
また、バックアップする樹脂がポリウレタン樹脂である場合は、ポリウレタン樹脂に限
らず、多くの化学構造の熱接合樹脂シートと熱接合することがある。
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【０１４５】
また、熱接合機能が、第１発明の第４のケースで開示したような熱接合用コーティング
層によって補完されている場合は、バックアップする樹脂の化学種が限定されないか、一
部を除き限定されないことがある。
【０１４６】
樹脂をバックアップして厚さを増した円偏光機能レンズが、レンズ全域にわたり同じ厚
さである場合は、矯正度数の入らないレンズ、いわゆるプラノレンズである。プラノレン
ズは、レンズの厚さが大きくなるにつれ、レンズ端部の視線にマイナスサイドの屈折力が
つくようになり、歪んだ視覚を生じやすい。その対応策として、球面レンズやトーリック
レンズのフロントカーブとバックカーブの中心をずらしたり、曲率半径を変更したりする
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光学設計によって、レンズ端面に向かって徐々に厚みを減らし、プラスサイドの屈折力を
つけ、マイナスサイドの屈折力をキャンセルすることが好ましく行われている。
【０１４７】
プラノレンズの場合は、バックアップ樹脂を成形した後のレンズの中心厚さは、０．７
〜３ｍｍ程度、好ましくは０．８〜２．８ｍｍであることが推奨される。０．７ｍｍ未満
の厚さではインサート射出成形しにくいのと、耐衝撃強度に対する補強効果が十分でない
ことがある。また、３ｍｍを超えると、レンズが重くなるのと、眼鏡にした場合、レンズ
端部がぶあつくなり、見栄えのよくない傾向がある。
【０１４８】
また、第２発明に沿って作られた円偏光機能レンズのフロントカーブ曲率と、バックア
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ップ後の力学的補強部分のバックカーブ曲率を変えることにより、プラスサイドやマイナ
スサイドの度数を付けた円偏光機能矯正レンズを作ることができる。
【０１４９】
また、いわゆるセミフィニッシュレンズ（セミレンズと略称されることがある）を作る
ことができ、バックアップした樹脂部分のマイナスサイド、あるいはプラスサイドの研磨
によって、円偏光機能矯正レンズを作ることができる。
【０１５０】
キャスト成形方法による力学的補強部分の成形は、対物側、接眼側のガラス面が研磨さ
れ、光学的に補正された曲面を持つガラス製モールド型で、ガスケットによって空間を備
えている。この空間の前面部分に円偏光曲げレンズの位相差側がガラス製モールドの対物
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側に密着するよう挿入し、直線偏光子や透明シート部分とガラス製モールドの凸面との空
間部分に熱硬化樹脂を充填する。硬化後、できた球面レンズは、対物側に位相差側が配置
され、接眼側面の曲率はガラス製モールドの球面曲率が熱硬化樹脂に転写され、光学的に
補正された円偏光成形レンズとなる。
【０１５１】
キャスト成形の場合もガラスモールド型の空間を調整することにより度付きレンズやセ
ミフィニッシュレンズを作ることができる。
【０１５２】
キャスト成形法の樹脂としては、チオポリウレタン系樹脂、ＣＲ−３９樹脂等が好まし
い。
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【０１５３】
接着による力学的補強部分の接着は、予め成形されたレンズの表面にスピンコートによ
り接着剤を均一に塗布し、円偏光機能部分を接着する。予め成形されたレンズを、度付き
レンズやセミフィニッシュレンズにする事により円偏光機能矯正レンズを作ることができ
る。
【０１５４】
本発明の第３発明に沿って作られた円偏光機能部分と力学的補強部分は、レンズ表面に
ハードコート加工することができる。ハードコートとしては、シラン系、エポキシ系など
の熱硬化型ハードコートと、アクリル系、エポキシ系などの活性光線硬化型ハードコート
が一般的である。
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【０１５５】
ハードコートは通常０．５〜１５μｍ程度の膜厚で付与するが、密着性や耐衝撃性の向
上を目的に、アクリレート系やウレタン系などのプライマーコート層をレンズ表面に設け
、プライマーコート層の上にハードコート層を設けることも行われる。
【０１５６】
また、本発明の第３発明の円偏光機能レンズは、裏面に反射防止加工や防曇加工が行わ
れることもある。
【０１５７】
本発明の、４番目（以下、第４発明とする）は、本発明の第２発明、および第３発明で
開示された円偏光機能レンズの対物側の位相差板に反射機能部分があり、接眼側を力学的
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補強部分として枠入れした表面反射防止機能眼鏡に関する。
【０１５８】
反射機能部分と円偏光機能部分と力学的補強部分を持つレンズ（以下レンズ）を入れる
眼鏡フレームの形状やタイプは特に限定しないが、レンズがしっかり固定されものが好ま
しい。
【０１５９】
円偏光機能は、位相差板の遅相軸方向と偏光子の吸収軸方向の、貼り合わせ角度が重要
である。円偏光積層板を偏光面方向（接眼側）から見て、偏光子の吸収軸を水平にした時
、遅相軸方向が、偏光子の吸収軸方向に対して、−４５°か４５°の位置で、左回り、右
回りの円偏光となる。
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【０１６０】
フレームに入れる円偏光レンズの吸収軸の方向性、左回り、右回りの種類は、特に限定
しない。吸収軸方向が、垂直や水平でも円偏光機能があれば、表面からの反射防止機能は
維持される。
【０１６１】
フレームへの枠入れ時に、片眼に右回りの円偏光レンズ、もう片眼に左回りの円偏光レ
ンズを入れるか、どちらとも右回り、左回りの円偏光レンズでもあっても表面反射防止機
能は維持されるが、実際の野外での使用では、左右の眼に同じ種類の円偏光光線が入る事
が望ましい。
【実施例】
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【０１６２】
実施例１

円偏光板の調製

直線偏光子として、ポリビニルアルコールシート（クラレ製）を２色染料溶液中で１軸
方向に４倍延伸し、染色して乾燥した。偏光度９９パーセントの厚み約３０μｍのポリビ
ニールアルコール系偏光子を調整した。
【０１６３】
位相差シートとして厚さ約５０μｍのリタデーション値１２５ｎｍのポリカーボネート
製シート（恵和(株)製）、次いで熱接合シート樹脂として、粘度平均分子量３００００の
ポリカーボネート樹脂を、押出成形法により、幅３００ｍｍのダイから押し出してロール
プレスし、厚み約０．５ｍｍのポリカーボネート製透明シートを調製した。

10

【０１６４】
上記の位相差シート厚み約５０μｍと、押出シート厚み約０．５mmの片面に、ウレタン
系接着剤を、ロールリバース式塗布装置（松下工機製）で、厚み約３０μｍ塗布した。
【０１６５】
熱接合シートの接着剤塗布面を上にして、先に調整したポリビニルアルコール系偏光子
を接着面に重ね、更にその上から接着剤塗布面を下面にした位相差シートの遅相軸方向を
偏光子の吸収軸方向に対して４５±２°の角度で貼り合わせ、接着用ロールプレス機のロ
ール間に挿入し、上下のロールを回転させ、ロール間でプレスしながら貼り合わせを行っ
た。貼り合わせたシートは、そりが発生しないように厚み約１．０ｍｍのステンレス板を
20

乗せて、２４時間常温で硬化させた。
【０１６６】
ポリカーボネート製位相差シート−直線偏光子−押出成形ポリカーボネート製シートの
円偏光積層板を製作した。厚みは約０．６ｍｍであった。
【０１６７】
実施例２

円偏光板の調製

０．５ｍｍポリカーボネート製シート（ユーピロンシートＥ２０００

寸法２１０ｍｍ

×３００ｍｍ）の片面に、ウレタン系接着剤を、リバース型ロールコーター（松下工機製
）で約３０μｍの厚さに均一塗布した。
【０１６８】
この０．５ｍｍポリカーボネートシートの接着剤塗布面に、円偏光板（ポラテクノ製円
偏光板

厚み０．３ｍｍ、寸法

２１０ｍｍ×３００ｍｍ

30

透過率４８％、リタデーショ

ン値１４０ｎｍ）の偏光面にポリカーボネートシート接着面を合わせ、ロールプレス機で
圧着して貼合せを行った。この貼り合わせした円偏光板は、寸法２１０ｍｍ×３００ｍｍ
、全体厚みが約０．８５ｍｍとなり、そりが発生しないように、厚み約２．０ｍｍガラス
板の間に挟み、熱風乾燥炉に入れて６０℃−１時間の硬化処理を行った後、熱風乾燥炉か
ら取り出して、室内で２４時間放置し硬化処理させた。この円偏光板シートは、厚み約０
．８５ｍｍ、サイズ２１０ｍｍ×３００ｍｍの円偏光積層板シートを調製した。
【０１６９】
実施例３

円偏光板の調製

実施例１の直線偏光子を用いて、保護シートとして、トリアセチルセルロース製シート

40

厚み約８０μｍ（富士フィルム製）と、熱接合シートとして、透明ポリアミド樹脂（グリ
ルアミド

ＴＲ−９０

ＥＭＳ社製）を押出成形して、厚さ約０．４ｍｍの透明シートを

調製した。
【０１７０】
トリアセチルセルロース製シートと透明ポリアミド樹脂製シートの片面に、ウレタン系
接着剤をリバース型ロールコーター（松下工業製）で厚み約３０μｍにて均一塗布した。
【０１７１】
接着剤を均一に塗布した透明ポリアミド樹脂製シート面を上にして、直線偏光子を重ね
て、更に上からトリアセチルセルロース製シートの接着剤塗布面を下にして重ね、接着用
ロールプレス機のロール間に入れて圧着して貼合せを行った。トリアセチルセルロース製
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シート−直線偏光子−透明ポリアミド樹脂シートの偏光積層板を調製した。
【０１７２】
次いで、実施例１の位相差シートを用いて、位相差シートの片面に同じウレタン系接着
剤を均一に塗布して、先に調製したトリアセチルセルロース製シート−直線偏光子−透明
ポリアミド樹脂シートの偏光積層板の吸収軸方向に対して、位相差シートの遅相軸方向を
、４５±２°の角度でトリアセチルセルロース製シート面に重ねて、接着用ロールプレス
機で貼合せした。
【０１７３】
ポリカーボネート樹脂製位相差シート−トリアセチルセルロース製シート−直線偏光子
−透明ポリアミド樹脂シートの厚み約０．７ｍｍの円偏光積層板を調製した。

10

【０１７４】
実施例４
実施例１で用いた円偏光積層板の熱接合シート側（ポリカーボネート樹脂側）に、架橋
性ウレタンアクリレート（ペンタエリスリトールトリアクリレートヘキサメチレンジイソ
シアネートウレタンプレポリマー；共栄社化学社のウレタンアクリレートＵＡ−３０６Ｈ
）のイソプロピルアルコール溶液を塗布した。
【０１７５】
塗布後、熱風オーブンに入れ、イソプロピルアルコールを除去して、架橋性ウレタンア
クリレート層を形成した。次いで、架橋性ウレタンアクリレート層に紫外線を照射して熱
接合用コーティング層を調製した。熱接合用コーティング層の厚さは約３５μｍであった

20

。
【０１７６】
実施例５
実施例１のポリカーボネート製位相差シート（恵和(株)製）の片面にウレタン系接着剤
をリバース型ロールコーター（松下工業製）で厚み約３０μｍにて均一塗布した。実施例
１で調製した直線偏光子の吸収軸方向と位相差シートの遅相軸方向を４５±２°の角度で
合わせ、接着用ロールプレス機で貼合せを行った。
【０１７７】
ポリカーボネート位相差シート−直線偏光子の厚み約０．１５ｍｍの円偏光積層板を調
製した。この０．１５ｍｍ円偏光積層板の両面に、耐熱用マスキングフィルム（厚み１０

30

０μポリエステル製）を両面に貼り合わせて、厚み０．３５ｍｍの耐熱マスキング付き円
偏光積層板を調製した。
【０１７８】
実施例６
実施例１で調製した円偏光積層板を、トムソン型で７５Φの円形に打ち抜き、７０℃に
設定した熱風乾燥機中で５時間乾燥した。次いで、対物側に位相差シート、接眼側が熱接
合シートになるようにして、曲率半径１３０ｍｍの曲げ金型を備えた、吸引式フリー曲げ
加工装置にセットした。吸引式フリー曲げ加工装置は、１３５℃に設定した熱風乾燥炉の
中に曲げ金型があり、曲げ金型は中心に吸引孔があり、真空吸引装置と連結している。
【０１７９】

40

打ち抜いた７５Φの円偏光板は、吸引式フリー曲げ加工装置にセットすると同時に、曲
げ金型側から減圧吸引される。その状態で１３５℃の熱風乾燥炉中で、０．０５ＭＰａの
条件で吸引した。およそ１５分後に減圧吸引を停止し、曲げ金型から取り出した。
【０１８０】
得られた曲げレンズは、対物側が位相差シート、接眼側が熱接合シートである曲率半径
が約１３０ｍｍとなる曲げ円偏光レンズであった。
【０１８１】
実施例７
実施例２で調製した円偏光積層板を、実施例６と同様に７５Φ打ち抜き、７０℃で乾燥
した。吸引式フリー曲げ加工装置で、実施例６と同条件で曲げ加工を行った。
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【０１８２】
得られた曲げレンズは、対物側が位相差シート、接眼側が熱接合シートである曲率半径
が約１３０ｍｍとなる曲げ円偏光レンズであった。
【０１８３】
実施例８
実施例３で調製した円偏光積層板をトムソン型で、８０Φの円形に打ち抜き、７０℃に
設定した熱風乾燥機中で５時間乾燥した。次いで、対物側に位相差シート、接眼側が熱接
合シートになるようにして、曲率半径８７ｍｍの曲げ金型を備えた、吸引式フリー曲げ加
工装置にセットした。吸引式フリー曲げ加工装置は、１２０℃に設定した熱風乾燥炉の中
に曲げ金型があり、曲げ金型は中心に吸引孔があり、真空吸引装置と連結している。

10

【０１８４】
打ち抜いた８０Φの円偏光板は、吸引式フリー曲げ加工装置にセットすると同時に、曲
げ金型側から減圧吸引される。その状態で１２０℃の熱風乾燥炉中で、０．０５ＭＰａの
条件で吸引した。およそ１５分後に減圧吸引を停止し、曲げ金型から取り出した。
【０１８５】
得られた曲げレンズは、対物側が位相差シート、接眼側が熱接合シートである曲率半径
が約９０ｍｍとなる曲げ円偏光レンズであった。
【０１８６】
実施例９
実施例４で調製した円偏光積層板を、トムソン型で７３Φの円形に打ち抜き、７０℃に

20

設定した熱風乾燥機中で５時間乾燥した。次いで、対物側に位相差シート、接眼側が熱接
合コーティング側になるようにして、曲率半径２６０ｍｍの曲げ金型を備えた、吸引式フ
リー曲げ加工装置にセットした。吸引式フリー曲げ加工装置は、１３５℃に設定した熱風
乾燥炉の中に曲げ金型があり、曲げ金型は、中心に吸引孔があり真空吸引装置と連結して
いる。打ち抜いた７３Φの円偏光板は、吸引式フリー曲げ加工装置にセットすると同時に
、曲げ金型側から減圧吸引される。その状態で１３５℃の熱風乾燥炉中で、０．０３ＭＰ
ａの条件で吸引した。およそ１５分後に減圧吸引を停止し、曲げ金型から取り出した。
【０１８７】
得られた曲げレンズは、対物側が位相差シート、接眼側が熱接合コーティング側である
曲率半径が約２６０ｍｍとなる曲げ円偏光レンズであった。

30

【０１８８】
実施例１０
実施例５で調製した円偏光積層板を、トムソン型で７３φの円形に打ち抜き、６０℃に
設定した熱風乾燥機中で５時間乾燥した。次いで、対物側に位相差シート、接眼側が偏光
子側になるようにして、曲率半径２６０ｍｍの曲げ金型を備えた、吸引式フリー曲げ加工
装置にセットした。吸引式フリー曲げ加工装置は、８０℃に設定した熱風乾燥炉の中に曲
げ金型があり、曲げ金型は中心に吸引孔があり、真空吸引装置と連結している。
【０１８９】
打ち抜いた７３Φの円偏光板は、吸引式フリー曲げ加工装置にセットすると同時に、曲
げ金型側から減圧吸引される。その状態で８０℃の熱風乾燥炉中で、０．０３ＭＰａの条

40

件で吸引した。およそ１５分後に減圧吸引を停止し、曲げ金型から取り出した。
【０１９０】
得られた曲げレンズは、対物側が位相差シート、接眼側が直線偏光子である曲率半径が
約２６０ｍｍとなる曲げ円偏光レンズであった。
【０１９１】
実施例１１
射出成形機にインサート成形用の４Ｃ（カーブ）＝（曲率半径１３０ｍｍ）の金型を取
り付けた。金型を開き、金型では凹面の対物側に、実施例６で調製した曲げ円偏光レンズ
の位相差シート面を挿入し、金型凹面側に設けた細孔を通じて減圧吸引し、曲げ偏光レン
ズを金型凹面側に固定した。金型を閉じ、曲げ円偏光レンズの接眼側（熱接合シート側）
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にポリカーボネート樹脂（粘度平均分子量２５０００、帝人化成製、パンライトＬ−１２
５０Ｚ）を射出成形して、直径７５ｍｍ、中心厚さが１．８ｍｍの力学的補強部分がポリ
カーボネート樹脂製の円偏光プラノレンズを製作した。
【０１９２】
実施例１２
実施例７で調製した円偏光曲げレンズを、実施例１１と同様にしてインサート成形した
。直径７５ｍｍ、中心厚み２．０ｍｍの力学的補強部分がポリカーボネート樹脂製の円偏
光プラノレンズを製作した。
【０１９３】
実施例１３

10

実施例８で調製した曲率半径約９０ｍｍの円偏光曲げレンズを、インサート成形用の６
Ｃ（カーブ）＝（曲率半径８７ｍｍ）の金型内にインサートして、実施例１１と同様に、
曲げ偏光レンズを金型凹面側に固定した。金型を閉じ、曲げ円偏光レンズの接眼側（熱接
合シート側）にポリアミド樹脂（ＥＭＳ社製、ＴＲ−９０）を射出成形して、直径７５ｍ
ｍ、中心厚み２．０ｍｍの力学的補強部分がポリアミド樹脂製の円偏光プラノレンズを製
作した。
【０１９４】
実施例１４
実施例９で調製した曲率半径約２６０ｍｍの円偏光曲げレンズを、インサート成形用の
２Ｃ（カーブ）＝（曲率半径２６１ｍｍ）の金型内にインサートして、実施例１１と同様

20

に、曲げ偏光レンズを金型凹面側に固定した。金型を閉じ、曲げ円偏光レンズの接眼側（
熱接合コーティング側）にポリエルテル樹脂（イーストマン・コダック社製、トライタン
２００１）を射出成形して、直径７５ｍｍ、中心厚み２．０ｍｍの力学的補強部分がポリ
エステル樹脂製の円偏光プラノレンズを製作した。
【０１９５】
実施例１５
キャスト成形用ガラスモールド型｛２Ｃ（カーブ）＝（曲率半径２６１ｍｍ）レンズ厚
み２．０ｍｍ用｝に、実施例１０で調製した曲率半径約２６０ｍｍの円偏光曲げレンズの
マスキングを両面剥がして、位相差シート側を対物側ガラス製モールド面に密着させ、偏
光子と接眼側ガラス製モールド型との空間に、ＣＲ−３９樹脂を充填して、１００℃・２

30

４時間で硬化処理させた。直径７３ｍｍ、中心厚み２．０ｍｍの力学的補強部分がＣＲ−
３９製の円偏光プラノレンズを製作した。
【０１９６】
実施例１６
予め成形された７５φポリカーボネート製の曲率半径２Ｃ（カーブ）＝（曲率半径２６
１ｍｍ）中心レンズ厚み約１０ｍｍレンズの対物側表面に、ウレタン系接着剤をスピンコ
ートにより、均一に塗布した。実施例１０で調製した曲率半径約２６０ｍｍの円偏光曲げ
レンズのマスキングを両面剥がして接着面に置き、エアー式卓上プレス機（圧力約３０kg
/ｃｍ２）を用いて、フラットな軟らかいシリコン製パッドで中心部分から、少しずつ押
し付けて全体を圧着して、２４時間硬化処理させた。

40

【０１９７】
直径７５ｍｍ、中心厚み約１０ｍｍの力学的補強部分が予め成形されたポリカーボネー
ト製レンズの円偏光セミフィニッシュレンズを製作した。
【０１９８】
この円偏光セミフィニッシュレンズの偏光子の透過軸方向を水平方向にして、接眼面側
を、ガーバー製ジェネレーター機で、球面屈折力−４．０、円柱屈折力−１．５、乱視（
円柱）軸１７５°に研磨加工し、円偏光度付きレンズを製作した。
【０１９９】
実施例１７
実施例１１〜１６の各円偏光レンズを、ハードコート処理用治具に装着し、超音波洗浄
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後、ＵＶ硬化による両面ハードコート処理を行った。ハードコート付きの各円偏光レンズ
を製作した。
【０２００】
実施例１８
実施例１７のハードコート付き各円偏光レンズを、真空蒸着用レンズ固定治具に装着し
て、真空蒸着機に入れ、各円偏光レンズの対物側表面に、二酸化珪素、クロム、および二
酸化珪素の順に真空蒸着加工を行い、３層の薄膜を加工した。加工された各円偏光レンズ
は、対物側の反射率が約４０%のシルバーミラー色の表面反射防止機能レンズを製作した
。
【０２０１】
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実施例１９
実施例１７のハードコート付き各円偏光レンズを、真空蒸着用レンズ固定治具に装着し
て、真空蒸着機に入れ、各円偏光レンズの対物側表面に、特定波長域を制御する薄膜設計
を行い、二酸化珪素、および酸化チタンの蒸着材料を交互に蒸着して、２１層の視認性向
上レンズを製作した。加工された各円偏光レンズは、視感透過率２０%、表面反射率４０%
の表面反射防止機能の視認性向上レンズを製作した。
【０２０２】
実施例２０
実施例１８、１９のシルバーミラー加工、視認性向上加工の表面反射防止機能レンズを
、真空蒸着用レンズ固定治具に装着して、真空蒸着機に入れ、各円偏光レンズの接眼側に

20

、二酸化珪素、ジルコニア、二酸化珪素、ジルコニア、二酸化珪素、およびフッ素系化合
物の順に真空蒸着加工を行い、６層の薄膜を加工して、裏面用の反射防止膜加工を行い、
対物側がシルバーミラー加工と視認性向上の多層膜加工レンズ、接眼側が裏面用反射防止
加工を行った表面反射防止機能レンズを製作した。
【０２０３】
実施例２１
実施例２０の各表面反射防止機能レンズをフレーム枠に合わせてレンズカットを行い、
フレームに装着した。野外でこの眼鏡を掛けて、太陽を背にしてレンズ面の反射を確認し
たところ、表面のミラー面からの映り込みがない表面反射防止機能を有する眼鏡であった
30

。
【符号の説明】
【０２０４】
１；表面反射機能レンズ
２；多層膜層またはミラー層
３；位相差板
４；偏光板
５；接合用シート板
６；成形部

(21)
【図１】
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