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(54)【発明の名称】光学レンズ接合装置
(57)【要約】
【課題】

レーザー応用装置等の高解像度化・高精度化

を達成すること。
【解決手段】

光学レンズ接合装置は、鏡筒２００、レ

ンズ群２１〜２６及びシュリンクフィッタ２１０を備え
ている。このシュリンクフィッタ２１０は、一体型とな
っている。シュリンクフィッタ２１０は、熱膨張係数が
アルミニウム等の金属の鏡筒２００よりも大きい高分子
材料の円筒形状の機械要素であり、ここでは一例とし
て、耐熱高分子材料のポリイミドまたはアクリル等を材
料として使用している。

( 2 )

特開２０００−２０６３８７

1

2

【特許請求の範囲】

するものである。

【請求項１】第１の径を有する第１の光学レンズと、

【０００４】

前記第１の光学レンズの径と異なる径を有する第２の光

【発明が解決しようとする課題】上述のような高解像度

学レンズと、

化・高精度化を実現するためには、走査レンズ群の位置

前記第１及び第２の光学レンズを内部に収容する鏡筒

決めを高精度にする必要がある。しかしながら、従来技

と、

術では走査レンズ群と鏡筒の接合方法は、基本的にすき

熱膨張係数が前記鏡筒よりも大きい高分子材料で形成さ

まばめでするため、接合時に各レンズは偏心が生じる場

れ、前記第１及び第２の光学レンズの径に対応して異な

合がある。そのため、従来においては、レーザーの絞り

る内径の接合部分を有し、前記鏡筒と前記第１及び第２
の光学レンズとを接合するための接合部材とを備えた光

込み精度に限界が生じていた。また、この方法では量産
10

が難しく、加えて接合時に各レンズが偏心しやすいた

学レンズ接合装置。

め、レーザーの結像精度に限界が生じる。また、レンズ

【請求項２】前記第１及び第２の光学レンズは、同形及

と鏡筒では熱膨張係数に大きな差があることにより、温

び／又は異形の形状の複数のレンズ群であることを特徴

度変化の影響をうけてしまい、結像性能がさらに悪くな

とする請求項１に記載の光学レンズ接合装置。

る。

【請求項３】前記接合部材は、円周方向に溝を備えたこ

【０００５】本発明では、レンズの偏心を最小限におさ

とを特徴とする請求項１又は２に記載の光学レンズ接合

えるために、一例としてシュリンクフィッタ（接合部

装置。

材）を用いた締りばめによる光学レンズ接合装置を提供

【請求項４】前記接合部材は、一部又は全部の厚さにわ

し、レーザー応用装置等の高解像度化・高精度化を達成

たって半径方向にスリットを備えたことを特徴とする請

することを目的とする。

求項１乃至３のいずれかに記載の光学レンズ接合装置。
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【０００６】本発明は、レンズ群と鏡筒を一体型の高分

【請求項５】前記接合部材は、前記光学レンズをその外

子材料の接合部材を用いることにより、締りばめによる

周の幅より狭い接合幅で接合するための接合面を備えた

レンズの接合を可能とした光学レンズ接合装置を提供す

ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の光

ることを目的とする。本発明は、鏡筒内のレンズ群が異

学レンズ接合装置。

径又は同径でも、異形又は同形の形状でも、複数又は単

【発明の詳細な説明】

数でも締りばめを適用することができる光学レンズ接合

【０００１】

装置を提供することを目的とする。また、本発明は、レ

【発明の属する技術分野】本発明は、光学レンズ接合装

ンズ群を接合部材に挿入する時点でレンズの軸間距離を

置に係り、特に、一体型のプラスチックリング等の接合

正確に位置決めすることができ、その上で鏡筒にレンズ

部材を用いることにより光学レンズを鏡筒に組み込むよ

を組み込むことができるようにした光学レンズ接合装置

うにした光学レンズ接合装置に関する。

30

を提供することを目的とする。さらに、本発明は、レン

【０００２】

ズの偏心を改善し、分解や再組立を容易に行うことがで

【従来の技術】近年、レーザープリンターやコピー機、

きる光学レンズ接合装置を提供することを目的とする。

レーザー顕微鏡など、レーザーの応用分野の拡大に伴っ

【０００７】

て、レーザー応用装置の高解像度化・高精度化が望まれ

【課題を解決するための手段】本発明の解決手段による

てきている。このような高解像度化・高精度化のために

と、第１の径を有する第１の光学レンズと、前記第１の

は、レーザービーム径を広い走査幅にわたって安定的に

光学レンズの径と異なる径を有する第２の光学レンズ

絞り込むことが必要である。一般的に、顕微鏡は、解像

と、前記第１及び第２の光学レンズを内部に収容する鏡

度を上げるとその視野は狭くなり、例えばレーザー顕微

筒と、熱膨張係数が前記鏡筒よりも大きい高分子材料で

鏡もその例外ではない。また、高解像度化の実現のため
には、例えばレーザースキャナー等の高性能化が必要で

形成され、前記第１及び第２の光学レンズの径に対応し
40

て異なる内径の接合部分を有し、前記鏡筒と前記第１及

ある。そのために光学系の中で、レーザーを広い走査幅

び第２の光学レンズとを接合するための接合部材とを備

にわたって結像する走査用レンズの高精度化が重要とな

えた光学レンズ接合装置を提供する。

ってくる。

【０００８】

【０００３】図６は、従来技術における走査用レンズ系

【発明の実施の形態】図１は、本発明に係る光学レンズ

の縦断面図を示す。鏡筒６００は、図中右側のレーザー

接合装置の第１の実施の形態の縦断面図を示す。ここで

が入射する方向から順にレンズ６１〜６６を備えてい

は一例として走査用レンズ群等について説明するが、こ

る。各レンズ６１〜６６は、すきまばめによる接合方法

れに限定されるものではなく、様々なレーザー応用装置

で鏡筒６００内に接合されている。これらの各レンズ６

等の光学装置に適用することもできる。また、図中の寸

１〜６６は、レーザーを矢印１方向から入射し、通過さ

法は、一例を示すものであり、これに限定されない。

せてイメージプレート２上のイメージポイント３に結像
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【０００９】図１（Ａ）中の光学レンズ接合装置は、鏡
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筒１００、走査用レンズ群１１〜１６及びシュリンクフ

タ１１１とレンズ１６の接合幅がレンズの厚みより小さ

ィッタ（接合部材）１１０、１１１を備えている。鏡筒

くなるようにし、また、中心付近のレンズが変形しにく

１００は、例えばアルミニウム等の金属で形成すること

い部分に接合面を集中するようにしている。このような

ができる。鏡筒１００は、レーザーが入射する方向（例

接合面１３０は、適宜の位置の適宜の形状のレンズに対

えば図中右側）から順にレンズ１１〜１６、及びシュリ

して設けることができる。

ンクフィッタ１１０、１１１を備えている。各レンズ１

【００１２】図２は、本発明に係る光学レンズ接合装置

１〜１６は、この図では複数個備えられているが、個数

の第２の実施の形態の縦断面図を示す。図２中の光学レ

は適宜変えることができ、また、ひとつの場合でもよ

ンズ接合装置は、鏡筒２００、レンズ群２１〜２６及び

い。各レンズ１１〜１６は、鏡筒１００内でシュリンク
フィッタ１１０及び１１１により接合されている。ま

シュリンクフィッタ２１０を備えている。図２（Ａ）の
10

光学レンズ接合装置の鏡筒２００、レンズ群２１〜２６

た、各レンズ１１〜１６の径は、異径でも同径でもよ

及びシュリンクフィッタ２１０の材料・構成等は、図１

く、さらには、各レンズ１１〜１６の形は、凸または凹

における場合と同様のものを用いている。ただし、図１

等適宜の形状とすることもできる。

（Ａ）では、シュリンクフィッタ１１０及び１１１は分

【００１０】シュリンクフィッタ１１０及び１１１は、

離していたが、図２（Ａ）中のシュリンクフィッタ２１

熱膨張係数がアルミニウム等の金属の鏡筒１００よりも

０は、一体型となっている点が異なる。

大きい高分子材料の円筒形状の機械要素である。ここで

【００１３】鏡筒２００は、レーザーが入射する方向

は一例として、耐熱高分子材料のポリイミドまたはアク

（例えば図中右側）から順に、レンズ２１〜２６及びシ

リル等を材料として使用している。本発明の光学レンズ

ュリンクフィッタ２１０を備えている。各レンズ２１〜

接合装置では、このようなシュリンクフィッタ１１０及

２６は、上述の図１（Ａ）と同様に複数個あるが、個数

び１１１を用いることにより、締りばめを適用すること

20

は適宜変えることができ、ひとつの場合でもよく、ま

を可能としている。シュリンクフィッタ１１１は、レン

た、レンズの径は異径又は同径とすることができる。さ

ズ群を囲んでいる外周の円周方向に溝１２０、１２１を

らには、レンズの形は、凸または凹とすることもでき

有しているが、この溝１２０及び１２１は、必要に応じ

る。シュリンクフィッタ２１０は、レンズ群を囲んでい

て設けることができる。この実施の形態では、溝１２０

る外周の円周方向に溝２２０、２２１を有している。ま

及び１２１がある場合を示しており、溝１２０及び１２

た、レンズ２６を締め付ける部分や内外径などの寸法・

１は、針金・ひもなどを通すことによって、レンズ群を

形状は、シュリンクフィッタ２１０が個別の分離してい

接合しているシュリンクフィッタ１１０を固定するため

た図１の場合と同様にし、温度変化を考慮せずシュリン

のものである。また、シュリンクフィッタ１１０又は１

クフィッタ２１０にスリットをいれないで作成すること

１１は、レンズ群の半径方向にスリットをいれるように

もできる。

しても良い。このスリットは、シュリンクフィッタを完

30

【００１４】図２（Ｂ）は、本発明に係る光学レンズ接

全に分割するようにいれてもよいし、一部残して分割し

合装置の部分拡大図を示す。図２（Ｂ）は、図２（Ａ）

ないようにしても良い。シュリンクフィッタ１１０及び

の破線で囲まれた部分の部分拡大図である。

１１１に、半径方向に上述のようなスリットをいれ、か

【００１５】図２（Ｂ）中のレンズ２６は、図１（Ｂ）

つ、シュリンクフィッタ１１０及び１１１の厚みを最適

と同様に両面が凹面であるためにわずかな締め付け圧力

にすることで、レンズの半径方向の熱膨張を有効に活用

で変形が生じる。このような変形をふせぐために、図１

でき、シメシロの減少を防ぐことが可能となる。なお、

（Ｂ）と同様に、図示のような接合面２３０を設けて、

シメシロを大きくするとレンズの偏心は小さくなるが、

シュリンクフィッタ２１０とレンズ２６の接合幅がレン

レンズ球面が大きく変形して結像精度が悪化してしま

ズの厚みより小さくなるようにしている。

う。そのため、最適な寸法設計を行えば、温度変化によ
らずにシメシロを一定にすることが可能であり、締りば

【００１６】次に、本発明と従来技術との比較結果を説
40

明する。図３は、本発明に係る光学レンズ接合装置の特

めを光学部品の接合に適用することができる。このシメ

性を測定する実験装置の構成図を示す。図３の実験装置

シロの設定は、例えば、３次元ＦＥＭ解析により求める

は、４５度に切断されたミラー３０、本発明又は従来の

ことができる。

光学レンズ接合装置３００及びスポット測定装置３２を

【００１１】図１（Ｂ）は、本発明に係る光学レンズ接

備えている。

合装置の部分拡大図を示す。図１（Ｂ）は、図１（Ａ）

【００１７】次に、この実験装置の動作を説明する。光

の破線で囲まれた部分の部分拡大図である。図１（Ｂ）

源からのレーザー光は、４５度に切断されたミラー３０

中のレンズ１６は、両面が凹面であり接合面が広いため

を回転させることにより、走査幅−１５ｍｍ〜＋１５ｍ

に、わずかな締め付け圧力で変形が生じやすい。このよ

ｍで走査させられる。走査されたレーザー光は、結像面

うな変形を防ぐために、図からわかるようにレンズの外

３３で結像し、結像面３３上のスポット径が測定され

周厚より狭い接合面１３０を設けて、シュリンクフィッ

50

る。測定は、ビームスポットの半値幅と１／ｅ

２

の両方

( 4 )
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について行う。

にレンズ群を接合するとき、レンズの偏心を改善するだ

【００１８】図４に、測定されたレーザー光の説明図を

けでなく、分解や再組立を行うのも容易にすることがで

示す。図４（Ａ）は、図３の実験装置により測定された

きる。さらに、スペーサーの一つの軸方向の寸法を変え

レーザーの強度分布図を示す。また、図４（Ｂ）は、図

てレンズ２３とレンズ２４の距離を設計値より０．２ｍ

３の実験装置により測定されたスポット形状の特性図を

ｍ離すことで、６．９μｍまで絞り込むことが可能であ

示す。一般に、レーザースキャナー等のレーザー応用装

る。

置では、図４（Ａ）における１／ｅ

２

の幅が、光学レン

【００２２】

ズ接合装置の性能に特に関わってくる。

【発明の効果】本発明によると、レンズの偏心を最小限

【００１９】図５に、本発明及び従来の光学レンズ接合
装置によるスポット径の特性図を示す。ここでは、レー

におさえるために、一例としてシュリンクフィッタ（接
10

合部材）を用いた締りばめによる光学レンズ接合装置を

ザーはＸ方向にのみ走査する。図５（Ａ）は、Ｘ方向の

提供し、レーザー応用装置等の高解像度化・高精度化を

スポット径、図５（Ｂ）は、Ｙ方向のスポット径をそれ

達成することができる。

ぞれ示す。図５（Ａ）及び（Ｂ）中それぞれにおいて、

【００２３】本発明によると、レンズ群と鏡筒を一体型

○プロットの線は従来の光学レンズ接合装置によるも

の高分子材料の接合部材を用いることにより、締りばめ

の、□プロットの線は本発明に係る分離したシュリンク

によるレンズの接合を可能とした光学レンズ接合装置を

フィッタを用いた第１の実施の形態の光学レンズ接合装

提供することができる。本発明によると、鏡筒内のレン

置のもの、◇プロットの線は本発明に係る一体型のシュ

ズ群が異径又は同径でも、複数または単数でも締りばめ

リンクフィッタを用いた第２の実施の形態の光学レンズ

を適用することができる。また、本発明によると、レン

接合装置のものをそれぞれ表している。

ズ群を接合部材に挿入する時点でレンズの軸間距離を正

【００２０】図示のように従来の平均スポット径は、１

20

確に位置決めすることができ、その上で鏡筒にレンズを

３．４μｍであり、中央部から離れるにしたがって、理

組み込むことができる。さらに、本発明によると、レン

論値６．６μｍに対して極端にスポット径が広がってい

ズの偏心を改善し、分解や再組立を容易に行うことがで

ることがわかる。一方、本発明に係る分離したシュリン

きる。

クフィッタを用いた第１の実施の形態の光学レンズ接合

【図面の簡単な説明】

装置の場合には、平均スポット径は９．４μｍとなり、

【図１】本発明に係る光学レンズ接合装置の第１の実施

両端部に近づくにしたがって明らかにスポット径が改善

の形態の縦断面図。

されていることがわかる。しかし、両端部ではまだスポ

【図２】本発明に係る光学レンズ接合装置の第２の実施

ット径が広がっている。これは、シュリンクフィッタを

の形態の縦断面図。

レンズの径に合わせて個別に作成したことにより、形状

【図３】本発明に係る光学レンズ接合装置の特性を測定

誤差の影響が顕著に現れていると考えられる。また、本
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する実験装置の構成図。

発明に係る一体型のシュリンクフィッタを用いた第２の

【図４】測定されたレーザー光の説明図。

実施の形態の光学レンズ接合装置の場合は、図からもわ

【図５】本発明及び従来の光学レンズ接合装置によるス

かるように分離したシュリンクフィッタを用いたものよ

ポット径の特性図。

りも良くなっていることがわかる。

【図６】従来技術における走査用レンズ系の縦断面図。

【００２１】以上の実験の結果から、シュリンクフィッ

【符号の説明】

タを個別に分離して作成した場合よりも一体型として作

２１〜２６

成した第２の実施の形態の光学レンズ接合装置の場合の

２００

鏡筒

方が、スポット径の改善を一層はかれることがわかる。

２１０

一体型のシュリンクフィッタ

シュリンクフィッタを一体型とすることにより、鏡筒内

２３０

接合面

レンズ
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