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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂をキャビティに射出するための第一の注入口である第一のゲート対応部を有する芯
レンズと、前記芯レンズの第一の面および第二の面に、被覆プラスチックを射出するため
の第二の注入口である第二のゲート対応部を有する成形部を有するプラスチック光学部材
であって、
　前記成形部は、前記第二のゲート対応部と前記第一の面および第二の面との間にリブ部
が形成されており、
　前記第一のゲート対応部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分と、前記第二のゲート対応
部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分とのなす角度が、前記プラスチック光学部材の光軸
方向から見て、９０度以上１８０度以下であることを特徴とするプラスチック光学部材。
【請求項２】
　前記芯レンズと前記成形部は、同一の材料であることを特徴とする請求項１記載のプラ
スチック光学部材。
【請求項３】
　前記芯レンズは、長方形、丸角四角形状、小判形状であって、前記ゲート対応部は、前
記形状の短辺側に形成されていることを特徴とする請求項１または２記載のプラスチック
光学部材。
【請求項４】
　樹脂をキャビティに射出するための第一の注入口である第一のゲート対応部を有する芯
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レンズと、前記芯レンズの第一の面および第二の面に、被覆プラスチックを射出するため
の第二の注入口である第二のゲート対応部を有する成形部を有するプラスチック光学部材
であって、
　前記第一のゲート対応部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分と、前記第二のゲート対応
部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分とのなす角度が、前記プラスチック光学部材の光軸
方向から見て、９０度以上１８０度以下（ただし１８０度は除く）であることを特徴とす
るプラスチック光学部材。
【請求項５】
　前記成形部は、前記第二のゲート対応部と前記第一の面および第二の面との間にリブ部
が形成されていることを特徴とする請求項４記載のプラスチック光学部材。
【請求項６】
　前記芯レンズと前記成形部は、同一の材料であることを特徴とする請求項４または５記
載のプラスチック光学部材。
【請求項７】
　前記芯レンズは、長方形、丸角四角形状、小判形状であって、前記ゲート対応部は、前
記形状の短辺側に形成されていることを特徴とする請求項４乃至６いずれか一項記載のプ
ラスチック光学部材。
【請求項８】
　プラスチック製の芯レンズの表面に、被覆プラスチックを流し込み、プラスチック光学
部材を製造するプラスチック光学部材の製造方法において、
　第一のゲートからキャビティにプラスチックを流し込み、ゲート対応部を有する芯レン
ズを成形する工程と、
　前記芯レンズの前記光軸方向から見た前記芯レンズの中心と前記芯レンズのゲート対応
部とを結ぶ線分と、前記光軸方向から見た前記芯レンズの中心と結ぶ線分が９０度以上１
８０度以下の角度となる位置に形成された、第二のゲート対応部より、前記芯レンズの第
一の面および第二の面に前記被覆プラスチックを流し込み、前記第一の面および第二の面
との間にリブ部を形成する工程と、を備えることを特徴とするプラスチック光学部材の製
造方法。
【請求項９】
　プラスチック製の芯レンズの表面に、被覆プラスチックを流し込み、プラスチック光学
部材を製造するプラスチック光学部材の製造方法において、
　第一のゲートからキャビティにプラスチックを流し込み、ゲート対応部を有する芯レン
ズを成形する工程と、
　前記芯レンズの前記光軸方向から見た前記芯レンズの中心と前記ゲート対応部とを結ぶ
線分と、前記光軸方向から見た前記芯レンズの中心と結ぶ線分が９０度以上１８０度以下
（ただし１８０度を除く）の角度となる位置に形成された第二のゲートから、前記芯レン
ズの表面に、前記被覆プラスチックを流し込むことを特徴とするプラスチック光学部材の
製造方法。
【請求項１０】
　前記芯レンズの表面は、第一の面および第二の面を有し、
　前記被覆プラスチックは、前記第二のゲートから前記被覆プラスチックを、前記第一の
面および第二の面の間に形成されたリブ部に流し込み、前記リブ部から前記芯レンズの第
一の面および第二の面に前記被覆プラスチックを流し込むことを特徴とする請求項９記載
の光学部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルカメラや複写機等の光学機器に使用されるプラスチック光学部材およ
びプラスチック光学部材の製造方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、射出成形法を用いた厚肉の光学部材を製造する需要が高まっている。しかし光学
部材の厚さが増加するに伴って、成形中に先に硬化する表面プラスチック層と、遅れて硬
化する内部プラスチック部との間の、硬化収縮の差による応力の増加がみられる。そのこ
とで光学部材内部に真空泡（ボイド）の発生や、内部応力の残留という問題点がある。ま
た、このような厚肉の光学部材については、金型内における冷却時間が、厚さの増加によ
り急激に長くなるため、成形サイクルが著しく増大するという問題点もある。
【０００３】
　そこでこのような問題点を解決するために特許文献１にはプラスチック製の芯レンズが
内部に収容され、該芯レンズの表裏光学面を被覆プラスチックで覆い、一体化するという
発明が提案されている。（特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０８－１８７７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、射出成形法を用いて製造する光学部材においては、射出時にせん断応力が生じ
ることで成形材料中の高分子鎖が一方向に配列し、光学的な異方性が生じる。この高分子
鎖の配列による光学的な異方性は複屈折と呼ばれ、レンズの集光性能を悪化させる。
【０００６】
　上記特許文献１に記載の方法では、芯レンズの複屈折と、芯レンズの表面に被覆された
プラスチックの複屈折によって、通常の射出成形で得られる光学部材に比較して、複屈折
が悪化してしまうという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明のプラスチック光学部材は、樹脂をキャビティに射出
するための第一の注入口である第一のゲート対応部を有する芯レンズと、前記芯レンズの
第一の面および第二の面に、被覆プラスチックを射出するための第二の注入口である第二
のゲート対応部を有する成形部を有するプラスチック光学部材であって、前記成形部は、
前記第二のゲート対応部と前記第一の面および第二の面との間にリブ部が形成されており
、前記第一のゲート対応部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分と、前記第二のゲート対応
部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分とのなす角度が、前記プラスチック光学部材の光軸
方向から見て、９０度以上１８０度以下であることを特徴とする。
　また、本発明のプラスチック光学部材は、樹脂をキャビティに射出するための第一の注
入口である第一のゲート対応部を有する芯レンズと、前記芯レンズの第一の面および第二
の面に、被覆プラスチックを射出するための第二の注入口である第二のゲート対応部を有
する成形部を有するプラスチック光学部材であって、前記第一のゲート対応部と前記芯レ
ンズの中心とを結ぶ線分と、前記第二のゲート対応部と前記芯レンズの中心とを結ぶ線分
とのなす角度が、前記プラスチック光学部材の光軸方向から見て、９０度以上１８０度以
下（ただし１８０度は除く）であることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明のプラスチック光学部材の製造方法は、プラスチック製の芯レンズの表面
に、被覆プラスチックを流し込み、プラスチック光学部材を製造するプラスチック光学部
材の製造方法において、第一のゲートからキャビティにプラスチックを流し込み、ゲート
対応部を有する芯レンズを成形する工程と、前記芯レンズの前記光軸方向から見た前記芯
レンズの中心と前記芯レンズのゲート対応部とを結ぶ線分と、前記光軸方向から見た前記
芯レンズの中心と結ぶ線分が９０度以上１８０度以下の角度となる位置に形成された、第
二のゲート対応部より、前記芯レンズの第一の面および第二の面に前記被覆プラスチック
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を流し込み、前記第一の面および第二の面との間にリブ部を形成する工程と、を備えるこ
とを特徴とする。
　また、本発明のプラスチック光学部材の製造方法は、プラスチック製の芯レンズの表面
に、被覆プラスチックを流し込み、プラスチック光学部材を製造するプラスチック光学部
材の製造方法において、第一のゲートからキャビティにプラスチックを流し込み、ゲート
対応部を有する芯レンズを成形する工程と、前記芯レンズの前記光軸方向から見た前記芯
レンズの中心と前記ゲート対応部とを結ぶ線分と、前記光軸方向から見た前記芯レンズの
中心と結ぶ線分が９０度以上１８０度以下（ただし１８０度を除く）の角度となる位置に
形成された第二のゲートから、前記芯レンズの表面に、前記被覆プラスチックを流し込む
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のプラスチック光学部材およびその製造方法においては、芯レンズと被覆プラス
チックのゲートの位置を変えることにより、複屈折が低減されたプラスチック光学部材を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一の実施形態に係るプラスチック光学部材を示す図
【図２】本発明の第一の実施形態に係る芯レンズを示す図
【図３】本発明の第一の実施形態に係るプラスチック光学部材の変形例を示す図
【図４】本発明の第一の実施形態に係るプラスチック光学部材の製造方法を示す図
【図５】本発明の第二の実施形態に係るプラスチック光学部材を示す図
【図６】本発明の第二の実施形態に係るプラスチック光学部材の製造方法を示す図
【図７】実施例１に係る複合プラスチック光学部材を説明する図
【図８】実施例１に係る芯レンズを説明する図
【図９】実施例２に係る複合プラスチック光学部材を説明する図
【図１０】実施例２に係る芯レンズを説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第一の実施形態）
　本発明のプラスチック光学部材およびプラスチック光学部材の製造方法に係る一例であ
る、第一の実施形態について述べる。
【００１２】
　まず、本実施形態におけるプラスチック光学部材について図１を用いて説明する。図１
（ａ）は、光軸方向から見た際のプラスチック光学部材の平面図であり、図１（ｂ）は、
図１（ａ）のＦ－Ｆ線にそって切断した断面図である。本発明のプラスチック光学部材は
、芯レンズ２の表面に、被覆プラスチックによる成形部２１１を有している。図２は、芯
レンズ２について説明する図であり、図２（ａ）は、光軸方向から見た際の芯レンズの平
面図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）のＧ－Ｇ線にそって切断した断面図である。図１
と同一部分には同一符号を付し説明する。
【００１３】
　図１、図２において、１はプラスチック光学部材、２は芯レンズ、２１１は被覆プラス
チックによる成形部、３は成形部のゲート対応部、４は芯レンズのゲート対応部、５は芯
レンズの光学的な有効領域を示す。
【００１４】
　芯レンズは、プラスチック成形品であり、透明なプラスチックを射出成形により成形し
たものを言う。透明なプラスチックは、例えば、ポリカーボネート、シクロオレフィンポ
リマー、シクロオレフィンとα－オレフィンの共重合体、ポリスチレン、スチレンとメタ
クリル酸メチルとの共重合体、フルオレン系ポリエステル、メタクリル酸メチル等を挙げ
ることができる。
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【００１５】
　また、プラスチック光学部材は、芯レンズの表面に、被覆プラスチックによる成形部を
有するものを言う。被覆プラスチックは、例えば、ポリカーボネート、シクロオレフィン
ポリマー、シクロオレフィンとα－オレフィンの共重合体、ポリスチレン、スチレンとメ
タクリル酸メチルとの共重合体、フルオレン系ポリエステル、メタクリル酸メチル等の透
明なプラスチックを挙げることができる。プラスチック光学部材は、この透明なプラスチ
ックを射出成形等により芯レンズの表面に被覆し、成形部とし、成形部と芯レンズとが一
体化したものである。芯レンズのプラスチックと成形部の被覆プラスチックは、同じ材料
を用いてもよいし、異なる材料を用いてもよい。
【００１６】
　６はプラスチック光学部材の光学面であり、芯レンズの表面に被覆される成形部によっ
て成形される。本明細書においては、プラスチック光学部材の第一の光学面と称する。７
はプラスチック光学部材の光学面であり、芯レンズの表面に被覆される成形部によって形
成される。これを本明細書においては、プラスチック光学部材の第二の光学面と称する。
８は芯レンズの光学面であり、本明細書においては、芯レンズの第一の光学面と称し、９
は芯レンズの光学面であり、本明細書においては、芯レンズの第二の光学面と称する。８
１は芯レンズの側面であり、本明細書においては、芯レンズの非光学面と称する。
【００１７】
　１０はプラスチック光学部材の光学的な有効領域を示す。Ｄは、プラスチック光学部材
および芯レンズの光軸を示す。１２、１３はそれぞれ、芯レンズ２の表面に形成された成
形部の光軸上の厚み、１４は芯レンズの光軸上の厚みを示す。Ａは光軸方向（矢印Ｅまた
は矢印Ｅ‘の方向）から見た芯レンズの中心、Ｂは光軸方向から見た芯レンズのゲート対
応部４の任意の位置、Ｃは光軸方向から見たプラスチック光学部材の成形部に形成された
ゲート対応部３の任意の位置を示す。ゲート対応部とは、成形品における樹脂の流入部の
ことであって、キャビティに樹脂を流し込むために金型に形成される注入口（ゲート）に
位置する成形品の表面部を示す。図中では芯レンズの表面に形成された成形部のゲート対
応部３、芯レンズのゲート対応部４、は便宜上凸形状で示されているがゲートの飛び出し
量、形状、ゲートカットの処理は特に問わない。しかし、成形部のゲート対応部３、芯レ
ンズのゲート対応部４が飛び出している形状の場合、飛び出し部の体積はできるだけ小さ
くするほうが好ましい。
【００１８】
　本発明のプラスチック光学部材は、芯レンズのゲート対応部Ｂと前記芯レンズの中心Ａ
を結ぶ線分ＡＢと、成形部のゲート対応部Ｃと前記芯レンズの中心Ａを結ぶ線分ＡＣとの
なす角度θを、光軸方向Ｅ（またはＥ’）から見て、９０度以上１８０度以下とする。本
明細書においては、光軸方向から見て、芯レンズのゲート対応部Ｂと前記芯レンズの中心
Ａを結ぶ線分ＡＢと、成形部のゲート対応部Ｃと前記芯レンズの中心Ａを結ぶ線分ＡＣと
のなす角度のうち、小さいほうの角度を、なす角度θと呼ぶこととする。
【００１９】
　また、Ｂは芯レンズのゲート対応部４であれば任意の点でよいが、より好ましくは、芯
レンズのゲート対応部４の中心がよい。Ｃは、成形部のゲート対応部３であれば任意の位
置でよいが、より好ましくは、成形部のゲート対応部３の中心がよい。ゲート対応部の中
心とは、光軸方向から見た時のゲート対応部の形状が円形状である場合においては円の中
心とする。円形状以外の場合においては、光軸方向から見た時のゲート対応部の形状の重
心とする。
【００２０】
　本実施形態ではメニスカスレンズ形状を例として構成されているが、本発明はこれに限
定されるものではない。凸レンズ、凹レンズ、シリンドリカルレンズ、ｆθレンズ、フレ
ネルレンズ等の各種レンズ等の光学部材に広く適用できるものである。
【００２１】
　次に本発明におけるプラスチック光学部材の製造方法の一実施形態を図４に示す。図１



(6) JP 5804692 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

または図２と同一部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。図４は本実施形
態に係る、金型の断面図（ａ）～（ｄ）である。１６は芯レンズ射出成形用金型、１７は
キャビティ、１８はゲート、１９はランナー、２０はスプルーを示す。また２１はプラス
チック光学部材成形用の金型、２２はゲート、２３はランナー、２４はスプルーを表す。
【００２２】
　まず、図４（ａ）に示す、芯レンズ射出成形用金型１６のキャビティ１７に、溶融した
プラスチックをスプルー２０、ランナー１９、ゲート１８を介して流入させることで、芯
レンズ２を得る（図４（ｂ））。ここで、芯レンズ２には、ゲート１８に対応した位置に
芯レンズのゲート対応部４が形成される。次に芯レンズ２を、図４（ｃ）に示されたプラ
スチック光学部材成形用の金型２１に、公知の位置決め機構等を用いてインサートする。
公知の位置決め機構とは、例えば、光学的な有効領域以外の領域をエジェクタピンにより
保持する方法、または金型に直接当接させて保持する方法が挙げられる。
【００２３】
　プラスチック光学部材成形用の金型２１において、被覆プラスチックを流入させる際の
ゲート位置は、なす角度θが９０度以上１８０度以下となるように配置する。つまり、キ
ャビティにインサートされる芯レンズの光軸方向から見て、芯レンズのゲート対応部と前
記芯レンズの中心を結ぶ線分と、ゲートと前記芯レンズの中心を結ぶ線分とのなす角度θ
が９０度以上１８０度以下となるようにゲート位置を配置する。図４（ｃ）、（ｄ）にお
いては、なす角度θが１８０度の場合を示す。そして図４（ｄ）に示されたスプルー２４
、ランナー２３、ゲート２２を介して、当該芯レンズ２の表面（第一の光学面８、第二の
光学面９）に同時に溶融プラスチックを流入させる。その結果、芯レンズのゲート対応部
４付近に発生する複屈折と、成形部のゲート対応部３付近に発生する複屈折の合算が抑え
られ、結果として複屈折が低減されたプラスチック光学部材１が得られる。
【００２４】
　得られたプラスチック光学部材１における光学面形状は、球面、非球面、自由曲面等特
に限定されない。但し、少なくともプラスチック光学部材の光学的な有効領域１０におい
ては、芯レンズ２の第一の光学面８の形状とプラスチック光学部材の第一の光学面６の形
状とをほぼ相似にすることが好ましい。また、芯レンズ２の第二の光学面９の形状とプラ
スチック光学部材の第二の光学面７の形状とをほぼ相似にすることが好ましい。さらに、
少なくとも光学的な有効領域１０においては、芯レンズ２の第一の光学面８、芯レンズ２
の第二の光学面９を被覆する被覆プラスチック１１によって成形される成形部の厚みがほ
ぼ同じであることが好ましい。加えて、少なくとも光学的な有効領域においては、光軸と
平行な軸上の芯レンズ２の厚み１４と、被覆プラスチック１１の厚み１２、１３との関係
は、芯レンズ２の厚みが被覆プラスチック１１の厚みの和以上であることが好ましい。こ
れらは、プラスチック光学部材を成形した後の収縮による変形を低減できる効果がある。
【００２５】
　本発明では、芯レンズのゲート対応部と前記芯レンズの中心を結ぶ線分ＡＢと、成形部
のゲート対応部と前記芯レンズの中心を結ぶ線分ＡＣとのなす角θを９０度以上１８０度
以下の範囲に配置する。このようにすることで、複屈折を低減することができることを見
出したものである。射出成形法を用いて製造する光学部材においては、光学部材のゲート
対応部には大きなせん断応力がかかり、複屈折が悪化する。なす角θを０度以上９０度以
下の範囲に配置した場合では、芯レンズのゲート対応部付近に発生する複屈折と、成形部
のゲート対応部付近に発生する複屈折が合算してしまう。その結果、複合プラスチック光
学部材の複屈折が大きくなってしまい、光学性能が悪化したプラスチック光学部材となっ
てしまう。それに対して、なす角θを９０度以上１８０度以下の範囲に配置した場合では
、ゲート対応部付近の複屈折合算の影響を抑えられ、複屈折による影響を少なくすること
ができる。特になす角θが１８０度の時、最も複屈折による影響を抑えることができる。
本発明のプラスチック光学部材ではこのなす角θが、光軸方向から見た時、９０度以上１
８０度以下の範囲に配置されている。その結果、芯レンズのゲート対応部付近に発生する
複屈折と、成形部のゲート対応部付近に発生する複屈折の合算が抑えられ、複屈折が低減
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された光学レンズを提供できる。
【００２６】
　本実施形態では、芯レンズ、プラスチック光学部材の光軸方向から見た形状が、ともに
円形状である場合を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、光軸方向か
ら見た形状が、楕円形状、小判形状、多角形等であっても構わない。
【００２７】
　次に、本実施形態におけるプラスチック光学部材の変形例を図３に示す。図３は、光軸
と垂直に交わる平面で切断した切断面を、光軸方向から図である。図３に示すように、角
部が丸い長方形であるプラスチック光学部材を示している。この形状を本明細書において
は、丸角四角形状と称することにする。図３においては、なす角度θを、１８０度とした
プラスチック光学部材を示しているが、９０度以上１８０度以下の範囲であれば、本発明
の効果を得ることができる。また、図３においては、丸角四角形状の短辺側に芯レンズの
ゲート対応部Ｂ、および、プラスチック光学部材の成形部のゲート対応部Ｃを配置してい
る。光軸方向から見た際の形状が円形状でない場合では、なす角θに対して複数のゲート
配置が考えられるが、このように、線分ＢＣの距離を長くするような配置が好ましい。
【００２８】
　（第二の実施形態）
　次に、本発明のプラスチック光学部材およびプラスチック光学部材の製造方法に係る一
例である、第二の実施形態について述べる。
【００２９】
　図５（ａ）は本実施形態に係る、光軸方向から見た、プラスチック光学部材の平面図で
ある。図５（ｂ）は、図５（ａ）のＨ－Ｈ線にそって切断した断面図である。図１または
図２と同一部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。１５は被覆プラスチッ
クをキャビティに流し込むために、プラスチック光学部材の成形部のゲート対応部に設け
られた分岐被覆用のリブ部である。本実施形態では、第一の実施形態で説明したプラスチ
ック光学部材と同様に、線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが、光軸方向から見た時、９０度
以上１８０度以下の範囲に配置されている。その結果、芯レンズのゲート対応部付近に発
生する複屈折と、成形部のゲート対応部付近に発生する複屈折の合算が抑えられ、複屈折
が低減されたレンズ等の光学部材を提供できる。さらに分岐被覆用のリブ部１５を設ける
ことにより、芯レンズ表面に被覆される被覆プラスチックを、第一の光学面方向および第
二の光学面方向に同時に充填できる。そのため充填時間を短縮でき、かつ被覆プラスチッ
クを流し込む際の樹脂圧による芯レンズの変形を防止できる。またリブ部を設けることに
より、リブ部以外の部分のプラスチック光学部材の外径を、芯レンズの外径と同じ大きさ
にすることができる。
【００３０】
　次に本実施形態におけるプラスチック光学部材の製造方法を図６に示す。図６は本実施
形態に係る、金型の断面図である。図４と同一部分には同一符号を付し、その詳細な説明
は省略する。
【００３１】
　まず、図６（ａ）に示す、芯レンズ射出成形用金型１６のキャビティ１７に、例えば図
２に示すような芯レンズ２を成形するための溶融プラスチックを、スプルー２０、ランナ
ー１９、ゲート１８を介して流入させることで、芯レンズ２を得る。次に、芯レンズ２を
図６（ｃ）に示すプラスチック光学部材成形用の金型２１に、図示していない位置決め機
構を用いてインサートする。ただし、プラスチック光学部材成形用の金型２１において被
覆プラスチックを流入させる際のゲート位置は、プラスチック光学部材の成形後、なす角
θが９０度以上１８０度以下となるように配置する。そして図６（ｄ）に示されたスプル
ー２４、ランナー２３、ゲート２２、分岐被覆用のリブ部１５を介して芯レンズ２の第一
の光学面および第二の光学面方向に同時に流入させる。
【００３２】
　その結果、芯レンズのゲート対応部付近に発生する複屈折と、被覆プラスチックによる
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成形部のゲート対応部付近に発生する複屈折の合算が抑えられ、結果として複屈折が低減
されたプラスチック光学部材１が得られる。さらに分岐被覆用のリブ部１５を設けたこと
により、第一の光学面および第二の光学面方向に同時に樹脂を充填できる。そのため充填
時間を短縮でき、かつ被覆プラスチックを流し込む際の樹脂圧による芯レンズの変形を防
止できる。またリブ部を設けることにより、リブ部以外の部分のプラスチック光学部材の
外径を、芯レンズの外径と同じにすることができる。
【００３３】
　光学面の形状は、球面、非球面、自由曲面等特に限定されない。また、第一の実施形態
同様、芯レンズ２の第一の光学面８の形状と、プラスチック光学部材の第一の光学面６の
形状をほぼ相似にすることが好ましい。また、芯レンズ２の第二の光学面９の形状と、プ
ラスチック光学部材の第二の光学面７の形状とをほぼ相似にすることが好ましい。さらに
、少なくとも光学的な有効領域１０においては、プラスチック製芯レンズ２の第一、第二
の光学面８、９を被覆する被覆プラスチックによる成形部の厚みがほぼ同じであることが
好ましい。また少なくとも光学的な有効領域においては、光軸と平行な軸上において、プ
ラスチック製芯レンズ２の厚みは、芯レンズの第一の光学面および第二の光学面を被覆す
る被覆プラスチックの成形部の厚みの和以上であることが好ましい。これらは、複合プラ
スチック光学部材を成形した後の収縮による変形を低減できる効果がある。
【００３４】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【実施例１】
【００３５】
　本実施例において、なす角θが１８０度、１３５度、９０度になるようにプラスチック
光学部材を作成し、それぞれのプラスチック光学部材の複屈折の関係について測定した。
複屈折の測定は、プラスチック光学部材を２枚の偏光板（偏光子・検光子）の間に設置し
、単一波長光束を偏光子側から照射し、偏光子・検光子を平行ニコルに保ちながら光線軸
回りに一回転したときの、透過光強度の角度依存性から位相差を求める方法を用いた。王
子計測機器株式会社から提供されている装置を用いて測定した。
【００３６】
　まず、プラスチック光学部材を作成した。プラスチック光学部材の製造方法は、第二の
実施形態に示す方法を用いて製造した。
【００３７】
　まず芯レンズ射出成形用金型にプラスチック製芯レンズ用の溶融プラスチックをスプル
ー、ランナー、ゲート、を介してキャビティに流入させた後、冷却工程、型開き工程、突
き出し工程を経ることで製造した。得られた芯レンズを図８に示すが、図２と同一部分に
は同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。具体的には、芯レンズ外径２７が１６ｍ
ｍの円形状であり、光学的な有効領域の外径２８が１４ｍｍ、中心肉厚１４が６ｍｍの両
凸レンズを製造した。
【００３８】
　次に、芯レンズをプラスチック光学部材成形用金型にインサートした。その際のゲート
の位置は、それぞれ成形されるプラスチック光学部材における線分ＡＢと線分ＡＣのなす
角θが１８０度、１３５度、９０度となるように配置した。
【００３９】
　次に被覆プラスチックを、スプルー、ランナー、ゲート、分岐被覆用のリブ部を介して
芯レンズの第一、第二光学面方向に同時に流入させた。その後、冷却工程、型開き工程、
突き出し工程を経ることで製造した。その結果、線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θがそれぞ
れ１８０度、１３５度、９０度に配置されたプラスチック光学部材が得られた。得られた
それぞれのプラスチック光学部材を図７に示すが、図５と同一部分には同一符号を付し、
その詳細な説明は省略する。リブ部を除く、プラスチック光学部材の外径２５は、芯レン
ズの外径２７と同じであった。また、芯レンズの第一の光学面、第二の光学面を被覆する
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、被覆プラスチックによって成形される成形部の光軸上の厚みは、それぞれ３ｍｍであっ
た。
【００４０】
　（比較例１）
　芯レンズをプラスチック光学部材成形用金型にインサートする際のゲートの位置が、そ
れぞれ成形されるプラスチック光学部材における線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが４５度
、０度となるように配置した。それ以外は、実施例１同様の方法でプラスチック光学部材
を作成した。
【００４１】
　次に、実施例１、比較例１で得られたそれぞれのプラスチック光学部材について、なす
角θと、複屈折の関係を表１に示す。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　得られた結果より、それぞれ線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが９０度以上１８０度以下
において複屈折が良好であった。よって、なす角θを、光学面方向から見た際に９０度以
上１８０度以下の範囲に配置することで、複屈折が良好なプラスチック光学部材が得られ
ることがわかった。なお実施例１、比較例１において用いた材料は、芯レンズ、被覆プラ
スチック共にシクロオレフィン樹脂であるが、本発明を実施する上で材料については光学
用途の樹脂であれば特に問わない。
【実施例２】
【００４４】
　本実施例においては、丸角四角形状のメニスカスレンズであるプラスチック光学部材を
、それぞれ線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが１８０度、１３５度、９０度になるように作
成した。そして、それぞれのプラスチック光学部材の複屈折の関係について測定した。複
屈折の測定は、プラスチック光学部材を２枚の偏光板（偏光子・検光子）の間に設置し、
単一波長光束を偏光子側から照射し、偏光子・検光子を平行ニコルに保ちながら光線軸回
りに一回転したときの、透過光強度の角度依存性から位相差を求める方法を用いた。王子
計測機器株式会社から提供されている装置を用いて測定した。
【００４５】
　プラスチック光学部材の製造方法は、第二の実施形態に示す方法を用いた。
まず芯レンズ射出成形用金型にプラスチック製芯レンズ用の溶融プラスチックをスプルー
、ランナー、ゲート、を介してキャビティに流入させた後、冷却工程、型開き工程、突き
出し工程を経ることで製造した。得られた芯レンズを図１０に示すが、図２と同一部分に
は同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。具体的には、芯レンズ高さ３１が１６ｍ
ｍ、芯レンズ幅３２が１８ｍｍの丸角四角形状であり、内部に光学有効領域高さ３５が１
０ｍｍ、光学有効領域幅３６が１２ｍｍの丸角四角形状の光学有効領域を設けた中心肉厚
６ｍｍのメニスカスレンズを製造した。
【００４６】
　次に、芯レンズをプラスチック光学部材成形用金型にインサートした。その際のゲート
の位置は、それぞれ線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが１８０度、１３５度、９０度となる
ように配置した。
【００４７】
　次に被覆プラスチックを、スプルー、ランナー、ゲート、分岐被覆用のリブ部を介して
芯レンズの第一、第二の光学面方向に同時に流入させた。その後、冷却工程、型開き工程
、突き出し工程を経ることで製造した。その結果、線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θがそれ
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られたそれぞれのプラスチック光学部材を図９に示すが、図５と同一部分には同一符号を
付し、その詳細な説明は省略する。プラスチック光学部材の高さ２９、幅３０は、芯レン
ズの高さ３１、幅３２と同じであった。また、芯レンズの第一の光学面、第二の光学面を
被覆する、被覆プラスチックによって成形される成形部の光軸上の厚みは、それぞれ３ｍ
ｍであった。
【００４８】
　（比較例２）
　芯レンズをプラスチック光学部材成形用金型にインサートする際のゲートの位置が、そ
れぞれ成形されるプラスチック光学部材における線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが４５度
、０度となるように配置した。それ以外は、実施例２同様の方法でプラスチック光学部材
を作成した。
【００４９】
　得られた実施例２、比較例２それぞれのプラスチック光学部材について、なす角θと、
複屈折の関係を表２に示す。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　得られた結果より、それぞれ線分ＡＢと線分ＡＣのなす角θが９０度以上１８０度以下
において複屈折が良好であった。よって、なす角θが、光学面方向から見た際に９０度以
上１８０度以下の範囲に配置することで、複屈折が良好なプラスチック光学部材が得られ
ることがわかった。なお実施例２において用いた材料は、芯レンズ２、被覆プラスチック
１１共にシクロオレフィン樹脂であるが、本発明を実施する上で材料については光学用途
の樹脂であれば特に問わない。
【符号の説明】
【００５２】
　１　プラスチック光学部材
　２　芯レンズ
　２１１　成形部
　３　成形部のゲート対応部
　４　芯レンズのゲート対応部
　５　芯レンズの光学的な有効領域
　６　プラスチック光学部材の第一の光学面
　７　プラスチック光学部材の第二の光学面
　８　芯レンズの第一の光学面
　９　芯レンズの第二の光学面
　１０　プラスチック光学部材の光学的な有効領域
　θ　線分ＡＢと線分ＡＣのなす角
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【図７】 【図８】
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