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1枚走査レンズ及びマルチステップ回折レンズを用いた走査

光学系 
The Scanning Optical System that Adopted Single Scanning Lens and Multi-Step 

Diffraction Lens 

宮武 直樹* 齊所 賢一郎* 甲斐 聡** 畠山 寿治** 

Naoki MIYATAKE Kenichiroh SAISHO Satoshi KAI Toshiharu HATAKEYAMA 

要   旨 

１枚構成の走査レンズと，回折レンズを採用し，小型，低コストに対応可能なタンデムカラー

走査光学系を開発した．１枚構成の走査レンズの採用は，Ａ３タンデムカラー機としては業界初

であり，走査光学系を構成する各光学素子レイアウトの自由度を向上させ小型化に大きく寄与し

ている．走査レンズ設計では，光束の収束・発散性を設計パラメータに加え最適化することで，

広画角・等速性・良好な結像特性を獲得している．１枚構成の走査レンズで課題となる環境変化

時の結像位置変動に対しては，リコー独自のマルチステップ回折レンズの採用により解決した．

マルチステップ回折面は光学平面と等価な面となるため，偏心等の加工誤差に対する光学特性の

安定性が高い．また，高アスペクト比の微細構造を形成する必要が無く，金型加工，形状測定が

し易い．これらの加工面での優位性を活かし，内部歪みを低減した高精度プラスチック回折レン

ズを得ることを可能とした．本走査光学系は，コンパクトボディを商品コンセプトとした，リ

コーのＡ３デジタルカラー複合機に搭載されている． 

ABSTRACT 

This report presents a newly developed scanning optical system for compact and low cost A3 tandem 

full color imaging devices. The optical system features a single scanning lens, which is the first use for A3 

imaging devices. Adopting a single scanning lens contributes to downsizing by improving the flexibility of 

the optical arrangement. In designing the scanning lens, the optimization of convergence or divergence of 

light flux gives wide scanning angle, high linearity, and excellent imaging characteristics. Defocuses 

caused by thermal change, that is particular problem in adopting the single scanning lens, were solved by 

deploying our innovative multi-step diffraction lens. The multi-step diffraction surface is stable toward a 

decentering due to machining errors because of the equivalence to an optical flat. In addition, the multi-

step diffraction surface doesn’t need to be formed microstructure in high-aspect ratio. Consequently, the 

forming mold tool and the form measurement were simplified. Above superiority achieved high precision 

and low internal distortion plastic lens. The optical system is mounted on the A3 tandem full color 

multifunctional printer of RICOH with downsizing concept. 
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 1．背景 

近年，デジタルカラー複合機の市場では，省設置ス

ペース実現に向け，小型化への要求が高くなっている．

また，同時に多彩な先進機能の搭載を低コストで実現

することも重要な商品コンセプトとなっている． 

本報は，１枚構成の走査レンズと回折レンズを採用

し，小型，低コストを実現した走査光学系の紹介であ

る． 

 

 2．走査光学系の構成 

走査光学系の小型化，低コスト化への要求を実現す

るために，Ａ３カラーに対応する走査光学系としては，

業界初となる1枚構成の走査レンズを採用した． 

従来の走査光学系は，Fig.1に示すような2枚構成の

走査レンズが多く用いられている． 
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Fig.1 Layout of Laser Scanning System with Two 
Scanning Lenses. 

感光体側に配置される第2走査レンズに，副走査方向

に強い正の屈折力を配分することで，ポリゴンミラー

と感光体表面間の横倍率を小さく設定でき，環境温度

の変化や光学素子の形状ばらつきにより生じる結像位

置変動を小さくし，安定した光学特性を得ることがで

きるというメリットがある． 

ここで、ポリゴンミラーによる光束の偏向方向を主

走査方向，主走査方向に直交する方向を副走査方向と

定義する． 

一方，2枚構成の走査レンズは，感光体に光を導くた

めの光学レイアウトにおいて，第2走査レンズを配置す

るスペースの確保が制約となり，光走査装置の小型化

の弊害となってしまうデメリットがある． 

本報で紹介する走査光学系は，1枚構成の走査レンズ

を採用している（Fig.2）．第2走査レンズを持たない

ことで，前記光学レイアウトの課題を解決している．

更に，画角を約84度（走査レンズ2枚構成の前身機：約

72度）と広角化することで，ポリゴンミラーから感光

体表面までの光路長を短く設定し，コンパクトな光走

査装置を実現している． 

また，1枚構成の走査レンズ実現に向け大きな課題と

なる，環境温度変化による結像位置変動は，後述する

回折レンズの採用により解決した． 
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Fig.2 Layout of Laser Scanning System with Single 
Scanning Lens. 

 3．走査レンズ 

3-1 走査レンズの設計 

1枚構成の走査レンズは，主走査方向の結像機能と等

速走査維持のためのｆθ特性機能という2つの機能の両

立が課題となる． 
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結像機能を満足させるためには，光線高さごとに最

適な正の屈折力を持たせる必要がある．一方，ｆθ特

性を満足させるためには，走査レンズの光軸から離れ

るに従い光線を光軸側に曲げる必要が生じる．この偏

角は，広角になるほど大きくなる． 

一般的に，走査レンズに入射する光束は平行光束と

することが多いが，本走査光学系の画角においては，

走査レンズ周辺部分で，ｆθ特性を満足させるための

偏角を得ようとした場合，屈折力が強くなりマイナス

の像面湾曲が発生する．そこで本走査光学系では，走

査レンズに入射する光束を発散性の光束とし，ｆθ特

性を満足する走査レンズ面の形状で像面湾曲を補正し，

1枚の走査レンズであるにも関わらず2つの機能を両立

させている． 

本走査光学系の像面湾曲，及び，ｆθ特性をFig.3に

示す． 
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Fig.3 Aberrations. 

本走査光学系の走査レンズ形状は，主走査方向は両

面ともに非円弧形状，副走査方向は主走査方向の各光

線高さにおいて副走査方向の曲率半径の最適化が可能

な特殊なトロイダル面を採用している．前記レンズ面

形状は，像面湾曲などの光学特性を良好に補正するた

めに有効な面である． 

一方で，走査レンズ成形時の入射面と射出面の金型

位置精度による相対的な偏心が発生した場合，光線高

さ毎の屈折力が変化し像面湾曲が増加する． 

そこで，走査レンズの主走査方向の形状を両凸形状

とし，正の屈折力を2つの面に分配することで，各面で

は光線高さ毎の曲率変化を緩くし，相対的な偏心によ

る主走査方向の像面湾曲の発生を低減した．更に，副

走査方向においても光線高さ毎での曲率半径の変化を

緩くすることで，副走査方向の像面湾曲の発生を低減

し，走査レンズ面の相対的な偏心発生時においても安

定した結像性能を維持している． 

3-2 走査レンズの特徴 

本走査光学系は，シアン，マゼンタ，イエロー，ブ

ラックの4色の感光体に対応する．各々の光源から射出

された光束は，単一のポリゴンミラーにより対向する

方向に振り分けられ，走査レンズ透過後対応する感光

体に結像する（Fig.4）．（以降対向走査方式） 

 

 

Fig.4 Opposite-placed Scanning Method. 

走査レンズの主走査方向両端には，感光体を走査す

る光束が透過する領域とは別に，同期光が透過する領

域を設けている．走査レンズ形状をFig.5に示す． 
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Fig.5 Scanning Lens. 

一般的な同期方式は，同期光束が主走査方向に屈折

力を持つ走査レンズを透過する．この場合，環境温度

変化に伴う走査レンズの屈折力変化の影響を受け，主

走査方向の書込開始位置が変動する．カラー対応の対

向走査方式の走査光学系においては，Fig.4に示す如く

書込開始側が対向する走査光学系で反転するため，

各々の感光体に書き込まれるドットの位置は相対的に

ずれ，出力画像において色ずれとなってしまう． 

本光学系では，同期光と感光体を走査する光束の透

過領域を分離し，同期光透過領域は主走査方向に屈折

力を持たない面としている．この結果，環境温度変化

が発生した時の屈折力変化は小さくなり，同期光によ

る書込開始位置の変動を低減することが可能となる．

カラー画像においては，各々の感光体に書込まれる

ドットの位置は，光軸近傍を中心に走査線が伸縮する

ように変化するが，相対的なドット位置は略一致させ，

色ずれを改善している． 

一方，感光体を走査する光束は，環境温度変化によ

る光学素子の膨張，収縮の影響を受け，屈折力が変化

し結像位置ずれが発生する．従来の2枚構成の走査光学

系に対し，本走査光学系は副走査方向でポリゴンス

キャナと感光体表面間の横倍率が高い拡大系の走査光

学系であるため，光学素子などの形状誤差による結像

位置ずれは大きくなるが，後述する回折レンズを搭載

し所望の光学特性を維持している． 

尚、走査レンズの光軸方向の厚みを均肉化する設計

と独自の成形技術により，走査レンズ成形時の形状誤

差発生を低減し，高い形状精度を得ている． 

 

 4．回折レンズ 

4-1 マルチステップ回折面 

本光学系で用いられている回折レンズ(DOE)の外観

及び模式図をFig.6に示す．入射面側にシリンドリカル

面，出射面側に微細な段差を設けた回折面をもつ樹脂

製光学素子である． 

 

シリンドリカル面

回折面  

Fig.6 Appearance and Illustration of Diffractive 
Optical Elements. 

一般的な走査光学系には，入射光束をポリゴンミ

ラーの反射面上に主走査方向に長い線像として結像す

る作用をもつシリンドリカルレンズが設けられている． 

本報では回折レンズの入射面にシリンドリカル面，

射出面にマルチステップ回折面を設けることで，シリ

ンドリカルレンズの機能と温度補償機能を集約させ，

従来用いられていたガラス製のシリンドリカルレンズ

を樹脂製回折レンズで置き換えた．以下より，回折レ

ンズ形状の特徴的な点に関して述べる． 

回折面には，約1μmの段差が，数μm～数100μm

のピッチで階段状に設けられている．回折面を正面か

ら見たとき，段差は主走査方向に平行な数十本の直線

群として観測される．また，直線群は回折面の外周に

近づくにつれその間隔が狭くなるように形成されてい

る(Fig.7)． 
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Fig.7 Shape of Optical Surface. 

普通，段差によって区切られた面は傾斜面或いは曲

面であり，段差の間隔が狭くなるのに伴いその傾斜角

が増加していく所謂フレネルレンズによく似た形状が

一般的である．便宜上このような回折面をフレネル型

回折面と呼ぶ．それに対して，我々が考案した回折面

は，段差によって区切られた面が全て光軸に対して垂

直な形状になっており，本報ではそのような回折面を

マルチステップ回折面と呼ぶ．マルチステップ回折面

は，従来のフレネル型回折面に比べ，以下のような利

点がある． 

第1に，光学的安定性が挙げられる．段差が使用波長

に合わせて設計されている場合，マルチステップ回折

面は，光学平面と等価になる．従って，回折レンズか

ら射出する光束は，面間偏心の影響を殆ど受けない． 

第2に，加工面でのメリットが挙げられる．マルチス

テップ回折面はフレネル型のような鋭角部分を持たず

全て直角から成る階段形状であり，互いに符号が逆の

パワーをもつ凹面とフレネル型回折面の組合せとして

解釈することができる(Fig.8)．回折面のパワーは，後

述する温度補償機能を実現するべく設定されている．

但し，従来のフレネル型回折面においては，強い回折

面のパワーを設定しようとすると，高アスペクト比の

微細形状を形成する必要に迫られてしまう．対してマ

ルチステップ回折面は，そのような必要がない．従っ

てマルチステップ回折面は，加工の容易性によりフレ

ネル型回折面に比べて自由なパワー設定が可能な面で

あると言える． 

また，マルチステップ回折面は，射出成形における

キャビティを切削加工するのが容易であり(詳細は3-2

にて後述する．)，製品検査時の形状精度測定において

も，全てプローブに対して垂直な面から成る為，精度

良く計測ができるという利点も持っている． 

 

+
フレネル型回折面 凹面 マルチステップ回折面  

Fig.8 Multi-step Diffractive Surface. 

以上に述べたように，マルチステップ回折面は後述

する温度補償機能と合わせて本光学系の独自性の1つに

なっている． 

4-2 回折面加工 

4-2-1 金型加工技術 

回折レンズを成形する金型の加工法について述べる． 

まず，従来のフレネル型回折面用金型と，マルチス

テップ回折面用金型の切削工程の違いをFig.9に示す． 
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Fig.9 Difference of Cutting Processes. 

フレネル型回折面で，回折面BACの切削を行う場合，

まずⅰの状態で，立ち壁となるAB面の切削を行い，そ

の後，工具傾け角を変化させ，ⅱの状態にして傾斜面

であるAC面の切削を行う． 

以上のように，フレネル型回折面の場合，立ち壁部

と傾斜面のなす角度が個々に異なるため，1つの回折面

を複数回加工する必要があり，金型加工精度の確保が

難しい問題がある． 

それに対して，マルチステップ回折面の場合，Fig.9

（2）に示すように，ＡＢ面とＡＣ面を同時に加工する

ことが可能である．また，加工時の負荷を低減するよ

うに工具形状を設計し，切削条件を適正化することに

より，形状精度も確保できた．以上より，金型加工時

間の短縮とともに，回折面に要求される精度を達成す

ることができた． 

4-2-2 成形技術 

次に上記マルチステップ回折レンズを製造する為の

手法について述べる． 

本回折レンズは，生産性の良い一般的な射出成形法

を用いて製造した．射出成形法は，加熱して溶融状態

となった樹脂(プラスチック材料)を，温度制御手段に

より，一定温度に保たれた金型のキャビティ（レンズ

形状をした空洞）内に射出充填し，冷却固化させた後，

金型から取り出して成形品を得る方法である． 

本回折レンズは，組み込まれる走査光学系を省スペース

化するために，小型化する必要がある．そのような小型な

回折レンズを射出成形する上で，次の2点の課題が生じた． 

①ゲート近傍における内部歪み 

射出成形法では，キャビティ内からの樹脂の逆流を

防ぐために，ゲート（溶融状態のプラスチック材料が，

金型のキャビティ内へ充填される入口）が固化するま

で保持圧力をかけておく必要があることから，ゲート

近傍では内部歪みが大きくなる．本回折レンズのよう

に小型なレンズの場合，光線透過有効領域とゲートと

の距離が近いため，特に影響を受けやすい． 

②エジェクタピン周辺に生じる内部歪み 

成形品を金型から取り出す際には，金型の可動側に

設けられたエジェクタピンで突き出しを行うが，エ

ジェクタピンの接触面近傍に，突き出し力の影響で内

部歪みが発生する． 

これらの内部歪みは，レンズにおいては，屈折率を

乱す原因となる． 

そこで，ゲート近傍及び成形品突き出し部に内部歪

みの影響を回避可能な大きさのコバ部を設けることに

より，光線透過有効領域に内部歪みの影響を与えない

形状とした． 

更に，微細形状の転写と成形品のソリ変形に対して，

成形条件の最適化を図ることにより，高精度なプラス

チック回折レンズを得ることを可能とした． 

 

Fig.10 Optimized Lens Shape to Shift the Influence 
of Internal Stress Distribution. 
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4-3 回折レンズによる温度補償 

本走査光学系では，上記のような回折レンズを用い

て，光学系の温度安定性を向上させている．Fig.11は，

副走査断面内における結像位置の温度補償機能を説明

するための図である． 

 

負分散特性波長変化

回折レンズカップリング
レンズ

感光体面

半導体
レーザ

全光学系温度膨張
ピントずれ

温度変動

補正

走査レンズ

ポリゴンミラー
反射面

 

Fig.11 Diagram of Thermal Compensation. 

駆動中の書込ユニット内では，主にポリゴンミラー

が熱源となり温度上昇が起こる．このとき各光学素子

の膨張が起こるため，光学系の結像位置は感光体表面

に対してオーバー側にずれる． 

回折レンズは，焦点距離が入射光束の波長に反比例

するという性質をもつ．これは，通常のレンズ材料が

もつ分散特性とは逆の性質で，且つその影響が極めて

強い．このような回折レンズの性質を一般的に「強い

負分散特性」と呼ぶことがある． 

温度上昇時，半導体レーザの発振波長はわずかに長

くなる．このとき光学系に回折レンズが設けてあると，

先述の「強い負分散特性」により，結像位置は感光体

表面に対してアンダー側に引き寄せられる． 

ここで，回折レンズに適切なパワーを設定していれ

ば，光学素子の膨張と回折レンズの強い負分散特性に

よる結像位置ずれを相殺することができる． 

本光学系においても，回折レンズには環境温度変化

時の結像位置ずれを相殺するような回折面のパワーが

設定されており，光学系の温度安定性を向上させてい

る． 

特に1枚構成の走査光学系は副走査方向の横倍率が大

きいため，温度上昇に伴う結像位置ずれは副走査方向

に関して顕著に起こる．そこで本光学系の回折レンズ

は，Fig.6に示したように主走査方向に平行な直線群か

らなるマルチステップ回折面，即ち副走査方向の結像

位置ずれを選択的に補正する回折面を用いている． 
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Fig.12 Thermal stability of focus in sub-scanning 
direction. 

回折レンズの有無に対する本光学系の副走査方向に

おける結像位置温度依存性測定結果をFig.12に示す． 

Fig.12からわかるように，温度変動による結像位置

ずれは回折面を持たない従来のガラス製シリンドリカ

ルレンズ搭載時に比べ，回折レンズ搭載時はその温度

補償機能により結像位置ずれが抑えられていることが

わかる． 

以上より，樹脂製回折レンズの導入により，温度安

定化と加工成形の簡便さによる低価格化を両立するこ

とが可能となった． 

 

 5．まとめ 

我々は，Ａ３デジタルカラー複合機の小型化，低コ

スト化の要求に応えるため，業界初となるプラスチッ

ク1枚構成の走査レンズと，独自技術であるマルチス

テップ回折レンズを採用した走査光学系を開発した． 

本走査光学系は，リコーのＡ３デジタルカラー複合

機に搭載されている． 
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