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走査レンズ金型の高精度仕上げ加工技術 
Precise Fabrication Technology for Molding Die of Plastic Scanning Lens 

寒河江 英利* 遠藤 弘之* 渕上 明弘* 新保 晃平* 稲田 久* 
Eiri SAGAE Hiroyuki ENDO Akihiro FUCHIGAMI Kohei SHIMBO Hisashi INADA 

要   旨 

MFPやレーザプリンタなどにおいて，高速出力，高画質化の要求がある。そのため，書込光学

系においては，複数本のレーザビームを用い，ビームスポットの高密度化および小径化の方向で

開発が進められている．ここで，キーとなる部品が感光体上にビームスポットを形成させる走査

レンズである． 

走査レンズは低コスト化のためにプラスチックが用いられており，ビームスポット径を小径化

するためには，成形に用いる鏡面金型駒の曲率誤差を深さ換算で30nmPV以下（従来の1/2）に向

上させる必要ある．これを実現する加工法として，形状誤差をnm精度で修正できる独自の点接触

研磨技術を開発した．量産時に必要となる金駒精度の確保が可能となり，小径ビームスポット化

への見通しがえられた． 

 

ABSTRACT 

Recently, high printing speed and high image resoluiton are strongly required in MFPs and laser 

printers.  To meet these demands, besides the adoption of multi-beam, development to increase density 

and decrease diameter of the beam spot in the laser scanning unit is pushed forward as a total trend.  A 

key part is the scanning lenses which form beam spots on the exposure bodytop.  

Plastic scanning lenses are widely used in printing systems for cost reducing.  However, to bring out 

high resolution images, the free form optical surface of the molding die must be finished within an 

accuracy less than a depth 30nmPV in curved curvature error.  We developed an original point-contact 

abrasion technology, modifying the surface shape error to the order of nanometers.  This new technology 

makes it possible to fabricate the molding die for mass production with ultrahigh precision, leading to 

improved high resolution images. 
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 1．背景と目的 

1-1 画質向上のために 

オフィスのネットワーク環境向上に伴い，画像出力機器

のカラー化，デジタル化がより一層促進されている．大容量

の画像情報が扱われるなかで，複写機やレーザービームプリ

ンタに対する高速化，高画質化，低コスト化への要求はより

強まっているといえる． 

ここでのキーユニットとなる書込光学系においては，高

速化には複数のレーザービームで書込を行なうマルチビーム

化，高画質化には画像ドットを小さくし狭ピッチにする高密

度化，低コスト化に対しては走査レンズをプラスチック化す

るなどの技術開発が行なわれてきた． 

特に高密度化には，感光体上でのレーザービームの集光

スポット径（ビームスポット径）を小さくすることが重要で

ある．この性能を左右する部品が走査レンズであり，Fig.1

に走査レンズを用いた書込光学系のー例を示す．このような

光学系において，ビームスポット径の小径化は焦点深度を狭

めることから，走査レンズへの要求精度に最も大きく影響を

与えるものである． 

 

Fig.1 An example of laser scanning unit. 

 

 

1-2 走査レンズの光学面形状 

小径のビームスポットを形成するためには，入射光束を

大きくする必要があり収差を発生しやすい．この対応として

近年では，走査レンズで発生する収差を補正できる自由曲面

形状の光学面が設計されるようになった1)．走査レンズの光

学面は，長手方向がポリゴンミラーの走査方向と一致するた

め，これを主走査方向，短手方向は副走査方向と呼ばれてい

る． 

一例としてFig.2に湾曲軸型トロイダル面2)の形状を示す．

主走査方向に奇数次項を含む非球面式，副走査方向はこれに

隣接する円弧の曲率分布を規定したもので，回転対象軸を持

たない形状である．光軸はZ軸方向である．光学面の大きさ

としては光学系の構成によって幅をもつが，A3書込系で，

主走査方向の長さが50～250mm，副走査方向の長さは5～

20mmで構成されている． 

 

Fig.2 Curved axis toroidal surface. 

1-3 形状誤差の光学特性への影響 

ビームスポット径の変動要因は大きく2つに分類できる．

一つは，透過波面収差によってビームウエストの直径が絞れ

ない「ウエスト径太り」，もう一つは焦点位置が像面からず

れてしまう「ウエスト位置ズレ」である．いずれも走査レン

ズ光学面の形状誤差に起因する． 

形状誤差をその空間波長で区分けすると，前者は入射光
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束径以下の短波長成分に，後者は入射光束径相当の波長成分

との相関が高い．ウエスト位置ズレは形状誤差が微小なレン

ズとして作用することで生じる．Fig.3にその概念図を示す． 

従来の書込光学系において，入射光束径は数mm程度であ

る．光学面の形状誤差から入射光束径相当からそれ以下の波

長成分を取り出したものを「うねり」と呼び，部分的な曲率

精度の指標とする．これを正確に除去する加工を行なうこと

が，光学性能向上のためのポイントとなる． 

 

Fig.3 Influence to optics performance of shape error. 

1-4 目的 

走査レンズは，製造コストに優れるプラスチックレンズ

化が進んでいる．プラスチックレンズの精度は，成形転写性

と金型転写面の形状精度によって決まることとなる．量産工

程での転写ばらつきを考慮すると，金型転写面には数十nm

の形状精度が必要とされている．さらにビームスポットの小

径化に対応するためには，曲率精度を従来の2倍以上に高め，

うねりを30nmPV以下とすることが金型精度として要求され

る． 

本報では，高密度A3書込系のプラスチック走査レンズを

成形する上で必要とされる，自由曲面レンズ金型の高精度仕

上げ加工技術について紹介をおこなう． 

 

 2．技術 

2-1 走査レンズ金型の加工工程 

走査レンズ光学面を形成する金型部材を以下，走査レン

ズ金型と呼び，その加工工程を説明する．金型は，母材には

耐食性に優れるステンレス鋼をもちい，光学成形面はダイヤ

モンドバイトで切削が可能な無電解ニッケルメッキ膜で構成

されている．Fig.4はその加工フローを示したものである． 

はじめに，金型母材をマシニングセンタを用いたボール

エンドミル加工によって切削加工する．次に，この切削面に

対し，無電解ニッケルメッキ膜を形成する．メッキ膜表面で

の曲率半径が金型設計値に一致するよう，金型母材形状は，

あらかじめ膜厚分オフセットして形成する． 

金型母材加工での形状精度を向上することは，仕上げ切

削での除去量を低減できるため，リードタイムの短縮と高精

度化につながることから重要項目である．5軸制御マシニン

グセンタをもちいたボールエンドミル先端のむしれ回避，高

真円度工具の採用などにより，金型母材の形状誤差は10μm

以下を達成している． 

メッキ工程の後，単結晶ダイヤモンドバイトを回転させ

て切削をするフライカット方式で仕上げ加工をおこない，光

学成形面を創成する3)．従来の走査レンズ金型においては，

以上の工程で要求精度が満足されてきた． 

しかしながら，小径ビームスポットを形成するためには，

前述のように曲率精度を従来の2倍以上に高めることが必要

で，現行の切削仕上げ工程だけでは対応が困難である．レン

ズ金型のさらなる高精度化を実現するため，前加工面の形状

誤差をnm精度で修正できる独自の点接触研磨技術を開発し

た． 
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Fig.4 Process for molding dice of plastic scanning lens. 

2-2 うねり除去のための点接触研磨法 

形状修正をする加工法としては，工具の運動軌跡を転写

する工法と，工具の圧力によって除去を行なう工法がある． 

前者には切削および研削加工が，後者には，研磨加工が

相当する．切削および研削加工では加工機の位置決め精度が

その精度限界となるが，研磨加工の場合は圧力転写によって

加工が進行するため，加工機の位置決め精度を超えるような

精度を被加工面に転写できる．  

研磨によって形状修正をおこなう手段としては，滞留時

間制御によるものがある．研磨による除去深さはFig.5に示

すプレストンの式とよく一致しており，研磨圧力と工具周速

を一定に保持すれば，加工深さは工具滞留時間のみで制御で

き，これを形状修正に応用したものである4)． 

 

Fig.5 Method of shape compensation by polishing. 

特に短い空間波長のうねりについても滞留時間制御での

修正を可能とするには，工具の接触面積を小さくすることと

除去能率の安定化を両立させることが重要である． 

従来の研磨ではFig.6(a)に示すように被加工面と工具回転

軸を直交させた姿勢をもちいることが一般的であった．しか

し，自由曲面のように，局部的に被加工面の曲率が変化する

場合，接触領域の変化，工具周速の変化を伴い，安定な加工

を継続することが困難であった． 

 

 

Fig.6 Tool's posture of point contact polishing. 

これに対してFig.6(b)に示すように，工具形状を球体とし

工具回転軸を被加工面と平行にすることで，安定に周速を確

保し，工具接触領域を小さくすることが可能となる．この研

磨方法を「点接触研磨法」と呼ぶ．但し，この姿勢では工具

の回転振れによって振動を発生しやすいため，表面粗さの確

保が困難である．これに対しては，弾塑性特性を調整した工

具材料の開発とツルアと呼ばれる工具整形具の改良により，

回転振れを数μm以下とした．  

点接触研磨法による空間的な除去単位をみるために，単

一加工痕を形成した．一例をFig.7に示す．これは工具を走

査せずに一箇所に20～30秒間滞留させて形成したものである．
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単一加工痕は工具の曲率半径や弾性係数などによって変化す

るが，ここでは曲率半径がR12mmの工具を使用した．除去

加工がなされた領域は楕円形状となっておりその長軸と短軸

が工具接触幅に相当している．長軸方向の断面プロファイル

によると，接触幅が0.8mmであり，サブmmの微小領域で研

磨加工が行なわれていることが確認できる． 

 

 

Fig.7 Single removal pattern by point contact polishing. 

 

Fig.8 Transfer function of single removal pattern. 

Fig.8はFig.7右下の加工痕断面プロファイルを多項式近似

し，これをフーリエ変換した結果である．これは，単一加工

痕の空間的な周波数応答を示している．横軸左方向が低周波

側を示しており，空間的な波長としては長波長側に相当する．

縦軸のゲインとは，滞留時間制御指令の伝達効率を示し最大

が1である．空間周波数0.5（空間波長2mm）で約0.9のゲイン

が得られており，これより低周波な形状誤差成分を，滞留時

間制御で修正加工が可能であることが確認できる．つまり， 

R12mmの工具は，波長が2mmまでのうねりを効率よく除去加

工できる能力をもつことを示している． 

2-3 点接触研磨装置 

点接触研磨法によって自由曲面金型を加工するために，

専用の加工装置を開発した． 

点接触研磨装置は，加工点での研磨荷重を正確に一定保

持するために，加工面に立てた法線と研磨荷重軸を常に一致

させる姿勢制御が行なえる構成となっている．Fig.9に示す

ようにXYZAB軸の5軸構成となっており，Table 1がその仕様

である．ここで，研磨荷重軸はNC機のZ軸と平行にレイアウ

トしている．また，微小な除去量を得られるようにするため，

加圧機構であるエアシリンダのピストンを完全非接触構造と

し，機械的摩擦抵抗を排除し加工点での研磨荷重精度を高め

ている．エアスライドは2本使いとすることで加工機として

の機械的剛性を確保している5)． 

研磨工具の除去能率変動を抑えnmオーダの精度を安定的

に確保するために，工具表面の切りくずを加工中にクリーニ

ングする機構を加え，さらに十分なアイドリング加工を実施

している6)．工具軌跡は，Fig.10(a)に示すように，荷重制御

した研磨工具を副走査方向に走査し，光学面端部で主走査方

向に微小量ピックフィードする往復動作としている．加工面

が自由曲面の場合，姿勢制御に伴う加工点の上下動が小さく

なるので，研磨ヘッドの追従動作の負荷が低減される．つま

り，正確な荷重制御を行なう上で有効な工具軌跡である． 

本装置による除去能率の安定性を検証するために，平面

ワークを加工した．結果をFig.10(b)に示す．ここで，加工深

さの安定性は，除去領域底面の真直度により評価ができる．

全長100mm深さ600nmの除去において60nmの真直度が得られ

ており，除去量に対して10％の加工安定性となる．この結果

から，プレストンの式の比例関係を適用すると，修正量が

300nm以下の加工においては，一回の研磨で目標値30nmPV

が可能な能力と推定される． 

 

ワーク：無電解ニッケルメッキ平面 

0.8mm0.8mm0.8mm
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Fig.9 View of point contact polishing machine. 

Table 1 Specification of the point contact polishing 
machine. 

X軸ストローク[mm] 450 

Y軸ストローク[mm] 160 

Z軸ストローク[mm] 80 

A軸回転範囲[deg] ±15 

B軸回転範囲[deg] ±45 

最大送り速度[mm/min] 300 

研磨荷重[N] 0.3～10（可変） 

 

 

 

(a) A tool path for point contact polishing. 

 

ワーク：無電解ニッケルメッキ平面 

(b) A cross-section profile of polishing area. 

Fig.10 Stability of removal rate by point contact polishing. 

2-4 光学面の計測方法 

走査レンズ金型の加工精度を評価するにあたっては，金

型仕様値の5倍以上の測定精度が必要とされる．市販の測定

機では要求精度を満足できないため，5nm（σ）の測定精度

を目標に高精度三次元形状測定機を開発した7)．XYZステー

ジ上に据え付けたプローブで，自由曲面レンズを接触走査し

ながら，プローブ先端球の中心の座標をレーザ測長機により

逐次測定する構成である． 

特徴は測長基準となるリファレンスミラーを駆動軸に対

して斜め配置することで，測長光路をプローブ先端に一致さ

せ，アッベの誤差を完全に回避した点である．総合的な測定

精度は4.7nm（σ）を達成している．模式図をFig.11に，装

置仕様をTable 2に示す．  

 

Fig.11 Schematic view of profile 3-D measurement system. 
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Table 2 Specification of the 3-D measurement system. 

X軸ストローク[mm] 300 

Y軸ストローク[mm] 50 

Z軸ストローク[mm] 40 

測定精度[nm] (※) 5 

接触荷重[mN] 0.2～2.0（可変） 

（※）ばらつきの標準偏差 

 

 

 3．成果 

3-1 走査レンズ金型の加工結果 

前述の高精度三次元形状測定機によって，切削後の走査

レンズ金型の形状評価を行ない，点接触研磨法によって形状

誤差を修正した結果をFig.12に示す．評価した範囲は光学面

の有効域140mm×5mmである．面全体の形状誤差は加工前の

400nm（Fig.12 上段）を，点接触研磨後には35nmPVに向上

させた（Fig.12 下段）．部分的な曲率精度であるうねりは，

目標値30nmPV以下を達成した． 

 

Fig.12 Accuracy of point polishing process. 

 4．今後の展開 

独自開発の点接触研磨技術ならびに超精密形状計測技術

を駆使することにより，高密度小径ビームに対応した自由曲

面レンズ金型の製作が可能となることを示した．高精度プラ

スチックレンズの生産において，更なる高精度および高効率

化を進めるには，光学設計，金型加工，成形，計測評価と

いった関連技術を連携させたシステム化が重要である．シス

テムとしての発展により，ディスプレイ用途の大型素子，更

なる高精細画像素子などへの応用展開が可能になると考えて

いる． 
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