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(57)【要約】
【課題】高い設計自由度で表面での光の反射を軽減する
。
【解決手段】レンズ基板１００は、所定の光量の光ビー
ムを照射されるとその焦点近傍における温度が局所的に
上昇することにより熱化学反応が生じ、空孔が形成され
る光学ガラスにより構成される。レンズ加工装置１は統
括制御部１１の制御に基づき、レンズ基板１００に対し
て光ビームを照射することにより、レンズ基板１００に
おける表面から内部へ向かうに連れて、全てほぼ同一の
体積でなる空孔を徐々に低い密度となるように形成する
。このためレンズ基板１００は、空気側からレンズ基板
１００の内部へ向かうに連れて連続的に屈折率が変化す
る。これによりレンズ加工装置１は、レンズ基板１００
における深さ範囲屈折率を入射面１００Ｎから内部へ進
むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率へ徐々に変化
させ得ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定
することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の光ビームが集光されるとその焦点近傍に空孔を形成する材料でなり、光が入射さ
れる入射面からの距離ごとの上記材料に対する上記空孔が占める体積の割合が、上記入射
面から遠くなるに連れて小さくなるよう、複数の上記空孔が形成された空孔形成部
　を有する光学素子。
【請求項２】
　上記空孔形成部は、
　上記複数の空孔それぞれにおける上記入射面からの距離が少なくとも同一でない
　請求項１に記載の光学素子。
【請求項３】
　上記空孔形成部は、
　上記入射面から遠くなるに連れて、入射面からほぼ一定の距離における上記空孔の密度
が低くなるよう、ほぼ同一の体積でなる複数の上記空孔が形成されている
　請求項２に記載の光学素子。
【請求項４】
　上記空孔形成部は、
　上記入射面から遠くなるに連れて上記空孔の体積が小さくなる
　請求項２に記載の光学素子。
【請求項５】
　上記空孔形成部と同一の材料でなり、上記空孔形成部における上記入射面と反対側に位
置するよう上記空孔形成部と一体化され、上記空孔形成部を介して入射された光に対し所
定の光学作用を呈する光学作用部
　をさらに有する
　請求項１に記載の光学素子。
【請求項６】
　上記入射面は、凹凸形状に形成されている
　請求項１に記載の光学素子。
【請求項７】
　上記材料は、
　上記空孔形成部における上記入射面と反対側の面に接する他の光学素子の材料と、ほぼ
同等の屈折率を有する
　請求項１に記載の光学素子。
【請求項８】
　光ビームを出射する光源と、
　上記光ビームを集光することにより、所定材料でなる光学素子の内部に空孔を形成する
対物レンズと、
　上記光ビームの焦点位置を移動させる移動部と、
　上記光源及び上記移動部を制御することにより、上記光学素子に光が入射する入射面か
らの距離ごとの上記材料に対する上記空孔が占める体積の割合が、上記入射面から遠くな
るに連れて小さくなるよう、上記光学素子内部に複数の上記空孔を形成させる制御部と
　を有する反射低減加工装置。
【請求項９】
　上記制御部は、
　上記入射面に対して遠い位置から近い位置へ向かう方向へ上記空孔を順次形成させるよ
う、上記光源及び上記移動部を制御する
　請求項８に記載の反射低減加工装置。
【請求項１０】
　所定の光ビームが集光されるとその焦点近傍に空孔を形成する材料でなる光学素子に対
して、上記光ビームの焦点位置を移動させる焦点位置移動ステップと、
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　上記光ビームを照射し、上記光学素子に光が入射する入射面からの距離ごとの上記材料
に対する上記空孔が占める体積の割合が、上記入射面から遠くなるに連れて小さくなるよ
う、上記光学素子内部に複数の上記空孔を形成させる光ビーム照射ステップと
　を有する反射低減加工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学素子、反射低減加工装置及び反射低減加工方法に関し、例えば表面での
光の反射を防止する光学素子に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学素子としてガラスやプラスチック等の透光性基板を用いたレンズが広く用い
られている。かかるレンズにおいては、表面反射による光を減少させると共に透過特性を
上げるために、表面に酸化物等を蒸着し反射防止膜を形成する、多層膜コーティングが用
いられることがある。
【０００３】
　そのような多層膜コーティングにおいては、コーティングする膜の層数を増加させるこ
とにより、入射角依存性や波長依存性を低減させる。このため設計が複雑になると共に、
製造する際の工程数が増加してしまう。
【０００４】
　そこで近年、レンズ表面に光の波長かそれ以下の微細な凹凸形状を形成し、レンズの厚
み方向の屈折率を連続的に変化させる、いわゆるモスアイ構造を形成するものが提案され
ている。（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　かかるモスアイ構造は、外部からの光の入射角度に依存せず、比較的幅広い波長に渡っ
て反射防止効果を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１３１３９０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながらこのようなモスアイ構造の場合、光学素子の表面に形成された微細な凹凸
形状により厚み方向の屈折率を変化させるため、厚み方向に対して所望の屈折率の変化の
度合いを得られるような凹凸形状の設計が困難であるという問題があった。
【０００８】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、高い設計自由度で表面での光の反射を軽
減する光学素子、反射低減加工装置及び反射低減加工方法を提案しようとするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる問題を解決するため本発明の光学素子においては、所定の光ビームが集光される
とその焦点近傍に空孔を形成する材料でなり、光が入射される入射面からの距離ごとの材
料に対する空孔が占める体積の割合が、入射面から遠くなるに連れて小さくなるよう、複
数の空孔が形成された空孔形成部を設けるようにした。
【００１０】
　この光学素子では、入射面から法線方向に距離の等しい所定範囲における平均的な屈折
率を、入射面から内部へ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率へ徐々に変化させ得
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ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【００１１】
　また本発明の反射低減加工装置においては、光ビームを出射する光源と、光ビームを集
光することにより、所定材料でなる光学素子の内部に空孔を形成する対物レンズと、光ビ
ームの焦点位置を移動させる移動部と、光源及び移動部を制御することにより、光学素子
に光が入射する入射面からの距離ごとの材料に対する空孔が占める体積の割合が、入射面
から遠くなるに連れて小さくなるよう、光学素子内部に複数の空孔を形成させる制御部と
を設けるようにした。
【００１２】
　この反射低減加工装置では、光学素子の入射面から法線方向に距離の等しい所定範囲に
おける平均的な屈折率を、入射面から内部へ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率
へ徐々に変化させ得ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、光学素子の入射面から法線方向に距離の等しい所定範囲における平均
的な屈折率を、入射面から内部へ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率へ徐々に変
化させ得ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定することができる。かくして本
発明は、高い設計自由度で表面での光の反射を軽減する光学素子、反射低減加工装置及び
反射低減加工方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１及び第２の実施の形態によるレンズ加工装置の構成を示す略線図である。
【図２】空孔形成の概念図を示す略線図である。
【図３】第１の実施の形態による空孔形成方法を示す略線図である。
【図４】第１の実施の形態によるレンズ基板を示す略線図である。
【図５】空孔が形成されていないレンズ基板を示す略線図である。
【図６】第２の実施の形態によるレンズ基板を示す略線図である。
【図７】第３の実施の形態による空孔形成装置の構成を示す略線図である。
【図８】第３の実施の形態による空孔形成方法を示す略線図である。
【図９】第３の実施の形態による反射防止シート及びレンズを示す略線図である。
【図１０】他の実施の形態によるレンズ基板を示す略線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について説明する。なお、
説明は以下の順序で行う。
　１．第１実施の形態（空孔の分布密度を変化させる例）
　２．第２実施の形態（個々の空孔の体積を変化させる例）
　３．第３実施の形態（反射防止シートを用いる例）
　４．他の実施の形態
【００１６】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．レンズ加工装置の構成］
　図１に示すレンズ加工装置１は全体として、加工対象としてのレンズ基板１００を切削
することにより所望の形状に加工すると共に、光ビームをレンズ基板１００に照射し空孔
を形成するようになされている。
【００１７】
　統括制御部１１は、レンズ加工装置１を統括制御するようになされている。この統括制
御部１１は、図示しないＣＰＵ(Central Processing Unit)と、各種プログラム等が格納
されるＲＯＭ(Read Only Memory)と、当該ＣＰＵのワークメモリとして用いられるＲＡＭ
(Random Access Memory)とによって構成されている。
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【００１８】
　実際上統括制御部１１は、各種プログラムを実行することにより、駆動制御部１２を介
してスピンドルモータ１３をＺ軸回りに回転駆動させ、主軸１４を所望の速度で回転させ
る。主軸１４にはレンズ固定部１５が取り付けられている。このためレンズ固定部１５は
主軸１４と共に回転するようになされている。
【００１９】
　レンズ固定部１５には、加工対象であるレンズ基板１００が固定されている。このため
レンズ基板１００はレンズ固定部１５と共に回転するようになされている。
【００２０】
　このように統括制御部１１は駆動制御部１２を介してスピンドルモータ１３を回転駆動
することにより、レンズ基板１００を所望の速度で回転させるようになされている。
【００２１】
　レンズ基板１００は光学ガラスにより構成されており、所定の光量の光ビームを照射さ
れるとその焦点近傍における温度が局所的に上昇することにより熱化学反応が生じ、空孔
が形成されるようになされている。また切削加工を行われる前のレンズ基板１００は、レ
ンズ固定部１５と接する面を底面とする略円柱状の形状となっている。
【００２２】
　光学ガラスは、珪石、酸化ランタン、硼酸等の５～６種類以上の材料を調合され、約１
２００～１４００度で溶解されることで製造されており、一面から入射される光をその反
対面へ高い透過率で透過させるようになされている。また当該光学ガラスの屈折率はほぼ
１．５となっている。
【００２３】
　レンズ基板１００に空孔が形成されると、当該空孔内には光学ガラスが熱で分解された
ことにより発生した気体が充満する。レンズ基板１００は主成分が珪石等の酸化物系であ
るため、空孔内の成分は酸素であると考えられる。また酸素の屈折率はほぼ１．０であり
、空気の屈折率とほぼ同様であるが、光学ガラスの屈折率とは異なっている。
【００２４】
　一方統括制御部１１は各種プログラムを実行することにより、駆動制御部１２を介して
支持部１６をＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸の軸に沿った３方向と、Ｘ軸回りの回転方向とに駆動制
御し得るようにもなされている。
【００２５】
　支持部１６には、バイト固定部１７が取り付けられている。またバイト固定部１７には
、レンズ基板１００を切削する、例えばダイヤモンドでなるバイト１８が固定されている
。
【００２６】
　このように統括制御部１１は駆動制御部１２を介して支持部１６を駆動制御することに
より、バイト固定部１７に固定されたバイト１８を所望の位置とレンズ基板１００に対す
る所望の角度とに制御するようになされている。
【００２７】
　ところで支持部１６には、バイト固定部１７と共に光学ユニット１９が取り付けられて
いる。このため光学ユニット１９は、駆動制御部１２の駆動制御によりバイト固定部１７
と共に移動することとなる。
【００２８】
　光学ユニット１９は、一般的な光ピックアップとほぼ同様に構成されており、レーザ駆
動部２０、レーザダイオード２１、アクチュエータ２２、レンズホルダ２３及び対物レン
ズ２４により構成されている。
【００２９】
　統括制御部１１はレンズ基板１００に空孔を形成する場合、例えば形成する空孔の体積
等の情報を信号処理部２５へ供給して所定の処理を施すことにより、当該情報に応じたレ
ーザ制御信号を生成し、これを光学ユニット１９のレーザ駆動部２０へ供給する。
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【００３０】
　さらに統括制御部１１は、駆動制御部１２を介して光学ユニット１９のアクチュエータ
２２を駆動制御する。これにより統括制御部１１は、対物レンズ２４が搭載されたレンズ
ホルダ２３をレンズ基板１００に近接又は離隔させる方向に細かく移動させ、対物レンズ
２４の位置調整を行う。このため統括制御部１１は、レンズ基板１００の深さ方向（Ｚ方
向）に光ビームの焦点を移動させることができる。
【００３１】
　レーザ駆動部２０は、信号処理部２５から供給されるレーザ制御信号を基にレーザ駆動
信号を生成し、レーザダイオード２１に供給する。またレーザダイオード２１は、レーザ
駆動信号を供給されると、当該レーザ駆動信号に対応した空孔形成用の光ビームを出射し
、位置調整された対物レンズ２４を介してレンズ基板１００へ照射する。これにより光学
ユニット１９は、レンズ基板１００に空孔を形成し得るようになされている。
【００３２】
　信号処理部２５は統括制御部１１の制御に基づき、レーザ駆動部２０に加えるレーザ制
御信号のピーク値、パルス幅、周期等を制御する。これにより信号処理部２５は、レンズ
基板１００に照射する光ビームの光強度のピーク値、照射する時間、周期等を制御するこ
とができる。レンズ基板１００に照射される光ビームの光強度が高いほど、また照射され
る時間が長いほど、形成される空孔の体積は大きいものとなる。
【００３３】
　実際上レンズ基板１００に対して切削と共に空孔の形成を行う際、駆動制御部１２は統
括制御部１１の制御に基づきスピンドルモータ１３を回転させることにより、主軸１４と
共に、レンズ固定部１５に固定されたレンズ基板１００を回転させる。
【００３４】
　続いて駆動制御部１２は支持部１６を移動させ、回転しているレンズ基板１００に対し
てバイト１８を接触させることでレンズ基板１００を切削し、所望の形状のレンズを作成
していく。
【００３５】
　このとき信号処理部２５は統括制御部１１の制御によりレーザダイオード２１を駆動し
、所定の光強度でなる光ビームを出射させる。光ビームは位置制御された対物レンズ２４
により、レンズ基板１００の表面からの距離（Ｚ方向）について、所望の距離（即ち深さ
）に合焦される。
【００３６】
　図２にレンズ基板１００の切削と空孔の形成との概念図を示す。図２においては、レン
ズ固定部１５、レンズ基板１００、対物レンズ２４及びバイト１８のみを記載し、他は省
略している。因みにレンズ基板１００は、Ｚ１側から入射された平行光を透過させると共
に集光し、Ｚ２側において焦点を合わせるような平凸レンズになるよう切削されている。
【００３７】
　レンズ固定部１５がＺ軸回りに回転方向Ｒに回転することによりレンズ基板１００も同
様に回転する。このためレンズ基板１００は、表面と接触しているバイト１８により切削
される。その後レンズ基板１００は、対物レンズ２４から光ビームを照射されることによ
り、空孔が形成される。
【００３８】
　図１に示したように、対物レンズ２４が設けられている光学ユニット１９は、バイト１
８が固定されているバイト固定部１７と同様に支持部１６に取り付けられている。このた
め対物レンズ２４は、バイト１８に追従してＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸の軸に沿った３方向と、
Ｘ軸回りの回転方向とに移動する。但し対物レンズ２４は、アクチュエータ２２により、
レンズ基板１００に近接又は離隔する方向に関してはバイト１８から独立して移動するよ
うになされている。
【００３９】
　このようにレンズ加工装置１は、バイト１８を移動させてレンズ基板１００の切削を行
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いながら、バイト１８に追従させて対物レンズ２４を移動させると共に、レンズ基板１０
０に離接する方向へ対物レンズ２４を細かく移動させて光ビームをレンズ基板１００に照
射することにより、空孔を形成するようになされている。
【００４０】
［１－２．空孔の形成］
　次に、レンズ基板１００に空孔を形成する手順について説明する。レンズ基板１００は
、対物レンズ２４側（即ちＺ１側）の表面（以下、入射面１００Ｎとも呼ぶ）に、外部か
らの光の反射を防止するための空孔を形成されるようになされている。
【００４１】
　図３（Ａ）～（Ｅ）は、それぞれ図２に示したレンズ基板１００のＺ１側の一部分であ
るレンズ基板部分ＰＴ１を拡大して示す断面図であり、空孔が形成されていく様子を表し
ている。
【００４２】
　まずレンズ加工装置１は、駆動制御部１２により支持部１６と共に対物レンズ２４を移
動させ、図３（Ａ）に示すレンズ基板１００に対して、図３（Ｂ）に示すように入射面１
００Ｎから所定の距離を経た内部に光ビームの焦点位置を合わせる。続いてレンズ加工装
置１は、信号処理部２５によりレーザ駆動部２０を制御して、レーザダイオード２１から
所定の時間だけ所定の光強度で光ビームを出射させ、空孔を形成する。またレンズ加工装
置１は、入射面１００Ｎからの距離を変化させずに、同じ光強度の光ビームを同じ時間だ
け複数箇所に照射することで、全てほぼ同じ体積でなる空孔を複数形成する。
【００４３】
　このため図３（Ｂ）に示したように、レンズ基板１００には入射面１００Ｎからの一定
の距離（即ち深さ）において、複数の空孔が１つの層（以下、空孔層Ｌ１とも呼ぶ）を構
成するように配置される。因みに実際に形成される空孔は略球状の形状となるが、図３に
おいては円形で表されている。
【００４４】
　続いてレンズ加工装置１は駆動制御部１２により対物レンズ２４を制御し、図３（Ｃ）
に示すように、光ビームの焦点位置を空孔層Ｌ１よりも入射面１００Ｎ側へ移動させて光
ビームを照射して、空孔層Ｌ１におけるそれぞれの空孔とほぼ同様の体積でなる空孔を複
数形成する。このため空孔層Ｌ１と同様に、レンズ基板１００には入射面１００Ｎからの
距離が一定の位置に、複数の空孔が１つの層（以下、空孔層Ｌ２とも呼ぶ）を構成するよ
うに配置される。
【００４５】
　このときレンズ加工装置１は、空孔層Ｌ１において形成した空孔よりも多くの空孔を形
成する。このためレンズ基板１００の空孔層Ｌ２は、空孔層Ｌ１よりも層内における空孔
の密度を高められることになる。
【００４６】
　以後も同様にレンズ加工装置１は、駆動制御部１２により対物レンズ２４を制御し、光
ビームの焦点位置を徐々に入射面１００Ｎ側へ移動させながらレンズ基板１００に光ビー
ムを照射して、他の空孔層とほぼ同様の体積でなる空孔を、入射面１００Ｎに対して１段
階遠い空孔層よりも多く形成していく。
【００４７】
　このようにレンズ加工装置１は、駆動制御部１２により支持部１６と共に対物レンズ２
４を制御し、光ビームの焦点位置をレンズ基板１００の入射面１００Ｎに対して遠い位置
から近い位置へ徐々に移動させながら光ビームを照射する。
【００４８】
　このため、図３（Ｄ）に示した空孔が形成されたレンズ基板１００は、全体としてＸ方
向、Ｙ方向及びＺ方向の３次元方向に空孔が並び、Ｚ方向に関しては複数の層のように構
成される。
【００４９】
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　またレンズ加工装置１は、全てほぼ同一の体積でなる空孔を、入射面１００Ｎに対して
遠い位置から近い位置へ徐々に密度が高くなるようにレンズ基板１００に形成していく。
【００５０】
　ここで仮にレンズ加工装置１が、上述した手順とは逆にレンズ基板１００における入射
面１００Ｎに対して近い位置から遠い位置へ徐々に移動するように空孔を形成しようとす
ると、光ビームを照射した際に、近い位置に既に形成されている空孔を光ビームが通過す
る可能性がある。
【００５１】
　このような場合空孔を通過した光ビームは、レンズ基板１００の屈折率と空孔の屈折率
との違いの影響を受け、所望の焦点位置に合焦されなくなるなど、品質が劣化していまう
。
【００５２】
　これによりレンズ加工装置１は、レンズ基板１００における所望の位置に空孔を形成で
きない、所望の体積の空孔を形成できないなどの恐れがある。
【００５３】
　このためレンズ加工装置１は、既に形成した空孔の影響を回避すべく、レンズ基板１０
０において入射面１００Ｎに対して遠い位置から、近い位置へ向かって順次空孔を形成す
るようになされている。
【００５４】
　続いてレンズ加工装置１は、図３（Ｅ）に示すように、光ビームの焦点位置をレンズ基
板１００の入射面１００Ｎへ移動させて、図３（Ｄ）に示したような入射面１００Ｎに最
も近い空孔層ＬＮよりも、空孔の密度を高めるように光ビームを照射する。
【００５５】
　但し、図３（Ｅ）においてはレンズ基板１００の表面に光ビームが照射されるため、レ
ンズ基板１００内部に形成した空孔のほぼ半分の体積となるような、略半球状の窪みが入
射面１００Ｎには形成される。これによりレンズ基板１００の入射面１００Ｎには、凹凸
形状が形成されることとなる。
【００５６】
　なお以下では、レンズ基板１００において空孔が形成されている部分を空孔形成部１０
０Ｈとも呼び、入射面１００Ｎから空孔形成部１００Ｈを介してさらに内部に位置する、
空孔が形成されていない部分を光学作用部１００Ｌとも呼ぶ。
【００５７】
　因みにレンズ基板１００は、例えばエッチング等の化学処理により表面に凹凸形状を形
成されても良い。但し化学処理を行うよりは光ビームを照射した方が、レンズ加工装置１
の装置構成を簡易にし、作業工程も削減することができる。
【００５８】
［１－３．屈折率の変化］
　図４（Ａ）に示すように、レンズ基板１００は、全てほぼ同一の体積でなる空孔を、レ
ンズ基板１００の内部に形成される。
【００５９】
　ここで、入射面１００Ｎに対して距離の等しい位置から入射面１００Ｎの法線方向（即
ち深さ方向）に所定の幅を有する範囲を深さ範囲ＤＲとする。例えば深さ範囲ＤＲを１層
の空孔層を含む範囲とすると、深さ範囲ＤＲは、レンズ基板１００の材料と空孔とが所定
の体積の割合で存在している。以下において深さ範囲ＤＲは、入射面からの所定の距離に
位置する１層の空孔層を含む範囲とする。
【００６０】
　この深さ範囲ＤＲにおける平均的な屈折率（以下、これを深さ範囲屈折率とも呼ぶ）は
、レンズ基板１００の材料に対する空孔の体積の割合に応じて、レンズ基板１００の材料
の屈折率と空孔の屈折率との間の値になると考えられる。
【００６１】
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　また上述したように、空孔の屈折率はレンズ基板１００外部における空気の屈折率とほ
ぼ同じでおよそ１．０であり、光学ガラスでなるレンズ基板１００の屈折率は、ほぼ１．
５である。
【００６２】
　このため所定の深さ範囲ＤＲにおいて、レンズ基板１００の材料に対して空孔の体積が
減ると、深さ範囲屈折率は１．５に近づき、レンズ基板１００の材料に対して空孔の体積
が増えると、深さ範囲屈折率は１．０に近づくこととなる。
【００６３】
　ところで図４（Ａ）に示したように、レンズ基板１００においては入射面１００Ｎに近
いほど多くの空孔が形成され、入射面１００Ｎから内部へ向かうに連れて、形成される空
孔は徐々に少なくなっている。因みに図４（Ａ）には、レンズ基板１００の外部である空
気側からレンズ基板１００に照射される光である入射光ＬＴ１が示されている。
【００６４】
　このため、図４（Ｂ）に示したように、レンズ基板１００において入射面１００Ｎの近
くから内部へ向かうに連れて、深さ範囲屈折率は１．０から１．５へ徐々に大きくなって
いく。
【００６５】
　また空孔層ＬＮにおいては、層内に形成された空孔の数が極めて多く空孔の密度が高い
ため、深さ範囲屈折率はほぼ１．０となる。一方空孔層Ｌ１においては、層内に形成され
た空孔の数が極めて少なく空孔の密度が低いため、深さ範囲屈折率はほぼ１．５となる。
これにより、空気とレンズ基板１００との境界面における屈折率の差は小さくなる。
【００６６】
　一般的に、光がある物質から他の物質に入射した場合、この２つの物質間に屈折率の差
があると、入射した光の一部が物質の境界面で反射する。また２つの物質の屈折率の差が
小さいほど、入射光に対する反射光の割合は小さいものとなる。
【００６７】
　これにより図４（Ａ）に示すように、入射光ＬＴ１がレンズ基板１００により反射され
た反射光ＬＴ２は、入射光ＬＴ１の光量に対して極めて小さくなる。
【００６８】
　さらにレンズ基板１００は、入射面１００Ｎに凹凸形状が形成される。このためレンズ
基板１００は、空気の屈折率とレンズ基板１００の屈折率との差をさらに小さくし、屈折
率を連続的に変化させることができる。かくしてレンズ基板１００は、外部からの光の反
射を抑えることができる。
【００６９】
［１－４．動作及び効果］
　以上の構成においてレンズ加工装置１は、光学ガラスにより構成されるレンズ基板１０
０に対して光ビームを照射する。
【００７０】
　レンズ基板１００は、所定の光量の光ビームを照射されるとその焦点近傍における温度
が局所的に上昇することにより熱化学反応が生じ、空孔が形成される。レンズ加工装置１
は、入射面１００Ｎの近くから内部へ向かうに連れて、全てほぼ同一の体積でなる空孔を
徐々に低い密度となるように形成する。またレンズ加工装置１は、レンズ基板１００の入
射面１００Ｎにも光ビームを照射し、凹凸形状を形成する。
【００７１】
　このためレンズ基板１００において、入射面１００Ｎから内部へ向かうに連れて、材料
に対し空孔の占める体積の割合が徐々に小さくなっていく。
【００７２】
　ここで、空気の屈折率はほぼ１．０でありレンズ基板１００の屈折率はほぼ１．５であ
るため、仮に図５（Ａ）に示すようにレンズ基板１００に空孔を形成されていない場合、
空気とレンズ基板１００の入射面１００Ｎとの境界面では、図５（Ｂ）に示すように屈折
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率が急激に変化する。
【００７３】
　このため図５（Ａ）に示すように、外部からレンズ基板１００に入射された入射光ＬＴ
１が入射面１００Ｎで反射された反射光ＬＴ２は、入射光ＬＴ１に対して比較的大きい割
合となってしまう。
【００７４】
　これに対して本実施の形態によるレンズ基板１００（図４）は、空気側からレンズ基板
１００の内部へ向かうに連れて連続的に屈折率が変化するように、即ち屈折率が急激に変
化しないようにした。
【００７５】
　このため、空気とレンズ基板１００との境界面における屈折率の差は小さくなる。これ
によりレンズ基板１００は、外部から光が入射された際の表面での光の反射を抑えること
ができる。
【００７６】
　またレンズ加工装置１は、レンズ基板１００に照射する光ビームを統括制御部１１によ
り制御するようにしたため、レンズ基板１００における空孔の分布密度を自由に設定する
ことができる。
【００７７】
　これによりレンズ加工装置１は、レンズ基板１００の入射面１００Ｎから内部までにお
ける、屈折率の変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【００７８】
　また従来の反射防止加工において入射面の法線方向の屈折率の変化の度合いを調整する
ためには、多層膜コーティングの場合、高屈折率層と低屈折率層との組み合わせ方を調整
する、モスアイ構造の場合、凹凸形状の高さを調整するなども考えられるが、そのような
場合設計的な難易度が高かった。
【００７９】
　これに対し本実施の形態によるレンズ加工装置１は、レンズ基板１００に形成する空孔
の密度を入射面１００Ｎに対する距離ごとに調整するだけで、レンズ基板１００における
入射面１００Ｎの法線方向の屈折率の変化の度合いを調整することができる。
【００８０】
　また従来のモスアイ構造は、反射防止加工を施す対象の表面にのみ凹凸形状が形成され
る。これに対し本実施の形態によるレンズ基板１００は、レンズ基板１００における入射
面１００Ｎの法線方向に空孔を形成されるため、比較的深い箇所まで入射面１００Ｎの法
線方向に多くの層を形成されることで、より一層屈折率の変化を小さくすることができる
。またレンズ加工装置１は、光透過性の高い光学ガラスに光ビームを照射するだけでレン
ズ基板１００の内部まで空孔を形成することができるため、簡易な装置構成とすることが
できる。
【００８１】
　また従来の多層膜コーティングでは、反射防止加工を施す対象とは別に酸化物等の材料
が必要になる。これに対して本実施の形態によるレンズ基板１００は、光ビームを照射さ
れるだけで良く、別の材料を必要としない。これによりレンズ加工装置１は、反射防止加
工を行う際の装置構成が簡易になると共に、材料のコストを削減することができる。
【００８２】
　以上の構成によれば、レンズ加工装置１は統括制御部１１の制御に基づき、レンズ基板
１００に対して光ビームを照射することにより、レンズ基板１００における表面から内部
へ向かうに連れて、全てほぼ同一の体積でなる空孔を徐々に低い密度となるように形成す
る。このためレンズ基板１００は、空気側からレンズ基板１００の内部へ向かうに連れて
連続的に屈折率が変化する。これによりレンズ加工装置１は、レンズ基板１００における
深さ範囲屈折率を入射面１００Ｎから内部へ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率
へ徐々に変化させ得ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定することができる。



(11) JP 2011-48081 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

【００８３】
＜２．第２の実施の形態＞
［２－１．空孔の形成］
　第２の実施の形態によるレンズ加工装置１（図１）は、第１の実施の形態によるレンズ
加工装置１と同様に構成されている。
【００８４】
　図６に示すレンズ基板２００は、図４と同様にレンズ基板の一部分を拡大して示す断面
図であり、レンズ基板２００の対物レンズ２４側（即ちＺ１側）の表面である入射面２０
０Ｎに、外部からの光の反射を防止するための空孔を形成するようになされている。
【００８５】
　第２の実施の形態によるレンズ加工装置１は第１の実施の形態と同様に、駆動制御部１
２により対物レンズ２４を制御し、光ビームの焦点位置をレンズ基板２００の入射面２０
０Ｎに対して遠い位置から近い位置へ徐々に移動させながら光ビームを照射して空孔を形
成していく。
【００８６】
　このときレンズ加工装置１はレンズ基板２００の入射面２００Ｎに対して遠い位置から
近い位置へ焦点位置を移すに連れて、信号処理部２５の制御により、例えばレンズ基板２
００に光ビームを照射する時間を徐々に延長していく。但しレンズ加工装置１は、入射面
２００Ｎからの距離が等しい位置においては、それぞれの空孔を形成する際に同一の時間
ずつ光ビームを照射する。
【００８７】
　このためレンズ基板２００には、内部から入射面２００Ｎへ向かうにつれ徐々に体積が
大きくなる空孔が形成される。但しレンズ基板２００の同一の層内においては、形成され
るそれぞれの空孔の体積はほぼ同一となっている。またレンズ基板２００は、入射面２０
０Ｎに凹凸形状が形成される。
【００８８】
　なお以下では、レンズ基板２００において空孔が形成されている部分を空孔形成部２０
０Ｈとも呼び、入射面２００Ｎから空孔形成部２００Ｈを介してさらに内部に位置する、
空孔が形成されていない部分を光学作用部２００Ｌとも呼ぶ。
【００８９】
［２－２．屈折率の変化］
　図６（Ａ）に示したようにレンズ基板２００は、内部における入射面２００Ｎに対して
近い位置から遠い位置へ向かうにつれ徐々に体積が小さくなる空孔を形成される。
【００９０】
　このためレンズ基板２００は、入射面２００Ｎの近くから内部へ向かうに連れて、深さ
範囲ＤＲごとの、レンズ基板２００の材料に対する空孔の体積の割合が徐々に小さくなる
。
【００９１】
　上述したように、空孔の屈折率はレンズ基板２００外部における空気の屈折率とほぼ同
じでおよそ１．０であり、光学ガラスでなるレンズ基板２００の屈折率は、ほぼ１．５で
ある。
【００９２】
　このため図６（Ｂ）に示したように、レンズ基板２００において入射面２００Ｎの近く
から内部へ向かうに連れて、深さ範囲屈折率は１．０から１．５へ徐々に大きくなってい
く。
【００９３】
　また空孔層ＬＮにおいては、層内に形成された個々の空孔の体積が大きくレンズ基板２
００の材料に対する空孔の体積の割合が大きいため、深さ範囲屈折率はほぼ１．０となる
。一方空孔層Ｌ１においては、層内に形成された個々の空孔の体積が小さくレンズ基板２
００の材料に対する空孔の体積の割合が小さいため、深さ範囲屈折率はほぼ１．５となる
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。これにより、空気とレンズ基板２００との境界面における屈折率の差は小さくなる。
【００９４】
　これにより図６（Ａ）に示したように、入射光ＬＴ１がレンズ基板２００により反射さ
れた反射光ＬＴ２は、入射光ＬＴ１の光量に対して極めて小さくなる。
【００９５】
　さらにレンズ基板２００は、入射面２００Ｎに凹凸形状が形成される。このためレンズ
基板２００は、空気の屈折率とレンズ基板２００の屈折率との差をさらに小さくし、屈折
率を連続的に変化させることができる。かくしてレンズ基板２００は、外部からの光の反
射を抑えることができる。
【００９６】
［２－３．動作及び効果］
　以上の構成においてレンズ加工装置１は、光学ガラスにより構成されるレンズ基板２０
０に対して光ビームを照射する。
【００９７】
　レンズ基板２００は、所定の光量の光ビームを照射されるとその焦点近傍における温度
が局所的に上昇することにより熱化学反応が生じ、空孔が形成される。レンズ加工装置１
は、入射面２００Ｎの近くから内部へ向かうに連れて、徐々に体積が小さくなる空孔を形
成する。またレンズ加工装置１は、レンズ基板２００の入射面２００Ｎにも光ビームを照
射し、凹凸形状を形成する。
【００９８】
　このためレンズ基板２００において、入射面２００Ｎから内部へ向かうに連れて、材料
に対し空孔の占める体積の割合が徐々に小さくなっていく。
【００９９】
　これによりレンズ基板２００は、空気側からレンズ基板２００の内部へ向かうに連れて
連続的に屈折率が変化するように、即ち屈折率が急激に変化しないようにすることができ
、外部から光が入射された際の、表面での光の反射を抑えることができる。
【０１００】
　またレンズ加工装置１は、レンズ基板２００に照射する光ビームを統括制御部１１によ
り制御するようにしたため、レンズ基板２００における個々の空孔の体積を自由に設定す
ることができる。
【０１０１】
　これによりレンズ加工装置１は、レンズ基板２００の入射面２００Ｎから内部までにお
ける、屈折率の変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【０１０２】
　その他、第２の実施の形態によるレンズ基板２００は、第１の実施の形態によるレンズ
基板１００とほぼ同様の作用効果を奏し得る。
【０１０３】
　以上の構成によれば、レンズ加工装置１は統括制御部１１の制御に基づき、レンズ基板
２００に対して光ビームを照射することにより、レンズ基板２００における表面から内部
へ向かうに連れて徐々に体積が小さくなる空孔を形成する。このためレンズ基板２００は
、空気側からレンズ基板２００の内部へ向かうに連れて連続的に屈折率が変化する。これ
によりレンズ加工装置１は、レンズ基板２００における深さ範囲屈折率を入射面２００Ｎ
から内部へ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率へ徐々に変化させ得ると共に、そ
の変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【０１０４】
＜３．第３の実施の形態＞
［３－１．空孔形成装置の構成］
　第３の実施の形態による空孔形成装置３１（図７）は第１の実施の形態によるレンズ加
工装置１と異なり、反射防止シート３００に対して光ビームを照射し、空孔を形成するよ
うになされている。
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【０１０５】
　空孔形成装置３１はレンズ加工装置１と比較して、バイト固定部１７及びバイト１８が
省略されている点が異なっている。またレンズ固定部１５に代えて、反射防止シート３０
０が固定されるシート固定部３１５が設けられているものの、それ以外は同様に構成され
ている。
【０１０６】
　反射防止シート３００は、第１の実施の形態によるレンズ基板１００と同様に、所定の
光量の光ビームを照射されるとその焦点近傍における温度が局所的に上昇することにより
熱化学反応が生じ、空孔が形成される材料により構成されている。
【０１０７】
　また反射防止シート３００は、一面から入射される光をその反対面へ高い透過率で透過
させるようになされており、第１の実施の形態におけるレンズ基板１００と同様にほぼ１
．５となる屈折率を有している。
【０１０８】
　さらに反射防止シート３００は、レンズ基板１００と比べて厚み（Ｚ方向）が薄く、柔
軟性を有するシート状となっている。このため反射防止シート３００は、様々な物体の表
面形状に合わせて貼り付けられることが可能になっている。
【０１０９】
　実際上反射防止シート３００に対して空孔の形成を行う際、駆動制御部１２は統括制御
部１１の制御に基づきスピンドルモータ１３を回転させることにより、主軸１４と共に、
レンズ固定部１５に固定された反射防止シート３００を回転させる。
【０１１０】
　続いて駆動制御部１２は支持部１６を移動させ、光学ユニット１９を反射防止シート３
００に対し近接させる。
【０１１１】
　さらに、信号処理部２５は統括制御部１１の制御によりレーザダイオード２１を駆動し
、所定の光強度でなる光ビームを出射させる。光ビームは位置制御された対物レンズ２４
により、反射防止シート３００の表面からの距離（Ｚ方向）について、所望の深さに合焦
される。
【０１１２】
　このように空孔形成装置３１は、支持部１６を移動させ光学ユニット１９を大きく移動
させると共に、対物レンズ２４を反射防止シート３００に離接する方向へ移動させて光ビ
ームを照射することにより、空孔を形成するようになされている。
【０１１３】
［３－２．空孔の形成］
　図８（Ａ）は、本実施の形態による反射防止シート３００を示している。空孔形成装置
３１は第１の実施の形態と同様に、駆動制御部１２により対物レンズ２４を制御し、光ビ
ームの焦点位置を反射防止シート３００の入射面３００Ｎに対して遠い位置から近い位置
へ徐々に移動させながら光ビームを照射して空孔を形成していく。
【０１１４】
　このとき空孔形成装置３１は反射防止シート３００の入射面３００Ｎに対して遠い位置
から近い位置へ焦点位置を移すに連れて、信号処理部２５の制御により、第１の実施の形
態と同様に全てほぼ同じ体積でなる空孔を、徐々に密度が高くなるように形成する。
【０１１５】
　図８（Ａ）に示した反射防止シート３００の内の一部分である反射防止シート部分ＰＴ
２の断面図を図８（Ｂ）に拡大して示す。図８（Ｂ）に示すように、空孔が形成された反
射防止シート３００は、全体としてＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向の３次元方向に空孔が並び
、Ｚ方向に関しては複数の層のように構成されている。
【０１１６】
　ここで、第１の実施の形態によるレンズ基板１００においては、空孔がレンズ基板１０
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０の入射面１００Ｎからある程度の距離（即ち空孔形成部１００Ｈ）までは形成されてい
た。しかしレンズ基板１００においては、さらにレンズ基板１００の内部まで進んだ光学
作用部１００Ｌにおいては空孔は形成されておらず、レンズ基板１００の材料のみで構成
されていた。即ちレンズ基板１００においては、レンズ基板１００の表面近傍にのみ空孔
が形成されていた。
【０１１７】
　これに対して反射防止シート３００は、レンズ基板１００よりも厚みが薄く、反射防止
シート３００において光ビームを照射される入射面３００Ｎ（Ｚ１側）から、レンズ４０
０と接触する透過面３００Ｔ（Ｚ２側）までのどの距離においても空孔が形成されている
。なお以下では、反射防止シート３００において空孔が形成されている部分を空孔形成部
３００Ｈとも呼ぶ。空孔形成部３００Ｈは、第１の実施の形態によるレンズ基板１００の
空孔形成部１００Ｈと同様に、入射面３００Ｎから内部へ向かうに連れて、全てほぼ同じ
体積でなる空孔を徐々に密度が低くなるように形成される。
【０１１８】
　図８（Ｃ）に示すように、本実施の形態においては、空孔を形成された反射防止シート
３００を、表面での反射を防止したいレンズ４００に対して貼り付けることにより、光の
反射を防ぐようになされている。
【０１１９】
　空孔が形成された反射防止シート３００は、図８（Ｄ）に示すように反射防止シート３
００の透過面３００Ｔがレンズ４００の曲面に合うように、貼り付けられる。またレンズ
４００の屈折率はほぼ１．５となっている。
【０１２０】
［３－３．屈折率の変化］
　図９（Ａ）は図８（Ｄ）に示した反射防止シート３００とレンズ４００との一部分であ
る反射防止シート部分ＰＴ３を拡大して示す断面図である。
【０１２１】
　図９（Ａ）に示すように反射防止シート３００は、全てほぼ同一の体積でなる空孔を、
反射防止シート３００の内部における、入射面３００Ｎに対して近い位置から遠い位置へ
徐々に密度が低くなるように形成される。因みに図９（Ａ）には、反射防止シート３００
の外部である空気側から、反射防止シート３００が貼り付けられたレンズ４００に光が照
射されたときの入射光ＬＴ１が示されている。
【０１２２】
　このため反射防止シート３００は、入射面３００Ｎの近くから透過面３００Ｔへ向かう
に連れて、深さ範囲ＤＲごとの反射防止シート３００の材料に対する空孔の体積の割合が
徐々に小さくなる。
【０１２３】
　また、空孔の屈折率は反射防止シート３００外部における空気の屈折率とほぼ同じでお
よそ１．０であり、反射防止シート３００の屈折率は、ほぼ１．５である。
【０１２４】
　このため図９（Ｂ）に示したように、第１の実施の形態と同様に、反射防止シート３０
０において入射面３００Ｎの近くから透過面３００Ｔへ向かうに連れて、深さ範囲屈折率
は１．０から１．５へ徐々に大きくなっていく。
【０１２５】
　また空孔層ＬＮにおいては、層内に形成された空孔の数が極めて多く空孔の密度が高い
ため、深さ範囲屈折率はほぼ１．０となる。このため、空気と反射防止シート３００との
境界面における屈折率の差は小さくなる。
【０１２６】
　一方空孔層Ｌ１においては、層内に形成された空孔の数が極めて少なく空孔の密度が低
いため、深さ範囲屈折率はほぼ１．５となる。このため反射防止シート３００の透過面３
００Ｔ付近の深さ範囲屈折率は、レンズ４００の屈折率とほぼ同様のおよそ１．５となる
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。よって反射防止シート３００とレンズ４００との境界面における屈折率の差は小さくな
る。
【０１２７】
　これにより図９（Ａ）に示したように、入射光ＬＴ１が反射防止シート３００により反
射された反射光ＬＴ２は、入射光ＬＴ１の光量に対して極めて小さくなる。
【０１２８】
　さらに反射防止シート３００は、入射面３００Ｎに凹凸形状が形成される。このため反
射防止シート３００は、空気の屈折率と反射防止シート３００の屈折率との差をさらに小
さくし、屈折率を連続的に変化させることができる。かくして反射防止シート３００は、
外部からの光の反射を抑えることができる。
【０１２９】
［３－４．動作及び効果］
　以上の構成において空孔形成装置３１は、所定の光量の光ビームを照射されるとその焦
点近傍における温度が局所的に上昇することにより熱化学反応が生じ、空孔を形成する材
料により構成された反射防止シート３００に対して光ビームを照射する。
【０１３０】
　空孔形成装置３１は、柔軟性を有し薄いシート状でなる反射防止シート３００に対して
、入射面３００Ｎから透過面３００Ｔへ向かうに連れて、全てほぼ同一の体積でなる空孔
を徐々に低い密度となるように形成する。
【０１３１】
　このため反射防止シート３００において、入射面３００Ｎから透過面３００Ｔへ向かう
に連れて、反射防止シート３００の材料に対し空孔の占める体積の割合が徐々に小さくな
っていく。
【０１３２】
　また空孔が形成された反射防止シート３００は、入射面３００Ｎに対する反対面である
透過面３００Ｔがレンズ４００に接するように、貼り付けられる。
【０１３３】
　このため反射防止シート３００は、空気側からレンズ４００までの屈折率を連続的に変
化させ、屈折率が急激に変化しないようにすることができ、反射防止シート３００の外部
から光が入射された際の光の反射を抑えることができる。
【０１３４】
　さらに反射防止シート３００は、レンズ４００とほぼ等しい屈折率を有するようにした
。このため反射防止シート３００は、光が外部から入射され当該反射防止シート３００を
通過してレンズ４００に入射するときの、反射防止シート３００とレンズ４００との屈折
率の違いによる光の反射を軽減することができる。
【０１３５】
　また本実施の形態による反射防止シート３００はシート状でなるため、光ビームを照射
することでは空孔が形成できないような材質でなるレンズ等に対しても、当該反射防止シ
ート３００を貼り付けることにより、外部からの光の反射を抑えることができる。
【０１３６】
　さらに、レンズ４００の表面が複雑な形状を有しており、空孔を形成する際に光ビーム
を高い精度で合焦させることが困難であるような場合でも、反射防止シート３００を貼り
付けることで、外部からの光の反射を抑えることができる。
【０１３７】
　また空孔形成装置３１は、反射防止シート３００に照射する光ビームを統括制御部１１
により制御するようにしたため、反射防止シート３００における空孔の分布密度を自由に
設定することができる。
【０１３８】
　これにより空孔形成装置３１は、反射防止シート３００の表面から、反射防止シート３
００が貼り付けられたレンズ４００までにおける、屈折率の変化の度合いを高い自由度で
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設定することができる。
【０１３９】
　その他、第３の実施の形態による反射防止シート３００は、第１の実施の形態によるレ
ンズ基板１００とほぼ同様の作用効果を奏し得る。
【０１４０】
　以上の構成によれば、空孔形成装置３１は統括制御部１１の制御に基づき、反射防止シ
ート３００における入射面３００Ｎから透過面３００Ｔへ向かうに連れて全てほぼ同一の
体積でなる空孔を徐々に低い密度となるように形成する。さらに空孔が形成された反射防
止シート３００は、透過面３００Ｔがレンズ４００に接するように、レンズ４００に貼り
付けられる。これにより空孔形成装置３１は、反射防止シート３００における深さ範囲屈
折率を入射面３００Ｎから透過面３００Ｔへ進むに連れて空気の屈折率から材料の屈折率
へ徐々に変化させ得ると共に、その変化の度合いを高い自由度で設定することができる。
【０１４１】
＜４．他の実施の形態＞
　なお上述した第１の実施の形態においては、入射面１００Ｎからの距離に応じてレンズ
基板１００に形成する空孔の分布密度を変化させ、第２の形態においては、入射面２００
Ｎからの距離に応じて個々の空孔の体積を変化させる場合について述べた。
【０１４２】
　本発明はこれに限らず、例えば図１０（Ａ）に示すレンズ基板５００ように、レンズ基
板５００内の層ごとに空孔の分布密度が変化し、かつ個々の空孔の体積も変化するなどの
ように、空孔の分布密度の変化と個々の空孔の体積の変化とを組み合わせても良い。
【０１４３】
　また上述した第１の実施の形態においては、レンズ基板１００の入射面１００Ｎから内
部へ向かうに連れて、層ごとに空孔を徐々に低い密度となるように形成する場合について
述べた。
【０１４４】
　本発明はこれに限らず、例えば図１０（Ｂ）に示すレンズ基板６００のように、層内の
空孔の密度が同じ層が複数あっても良く、図示しないが第２の実施の形態についても同様
に、同じ個々の体積の空孔を有する層が複数あっても良い。また、図１０（Ｃ）に示すレ
ンズ基板７００のように、入射面７００Ｎの近傍に１層だけ空孔の層があるだけでも良い
。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【０１４５】
　要はレンズ基板１００の外部から内部へ向かうに連れて、深さ範囲屈折率が空気と同程
度からレンズ基板１００の材料と同程度へ徐々に変化するように空孔が形成されていれば
良い。
【０１４６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、レンズ基板１００の入射面１００Ｎに光
ビームを照射し、レンズ基板１００の入射面１００Ｎに凹凸形状を形成する場合について
述べた。
【０１４７】
　本発明はこれに限らず、例えば図１０（Ｄ）に示すレンズ基板８００のように、レンズ
基板の表面に凹凸形状を形成しなくても良い。これによりレンズ基板８００は、外部から
の接触による損傷や液体の付着に対して影響されることなく、光の反射を抑えることがで
きる。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【０１４８】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、レンズ基板２００に光ビームを照射する
時間を変化させることで、形成する空孔の体積を調整する場合について述べた。
【０１４９】
　本発明はこれに限らず、レンズ基板２００に照射する光ビームの光強度を変化させるこ
とにより、形成する空孔の体積を調整してもよいし、光ビームを照射する時間と光強度と
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の変化を組み合わることにより、形成する空孔の体積を調整してもよい。
【０１５０】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、レンズ基板１００は、所定の光量の光ビ
ームを照射されるとその焦点近傍における温度が局所的に上昇することにより熱化学反応
が生じ、空孔が形成される光学ガラスにより構成される場合について述べた。
【０１５１】
　本発明はこれに限らず、焦点近傍の温度の上昇に加えて、光ビームが光として照射され
ていることに起因して空孔が形成されるような光学ガラスであっても良い。
【０１５２】
　また光学ガラスではなく、蛍石、石英、シリコン、ゲルマニウム等の光学結晶や、ポリ
カーボネート等の樹脂であるプラスチックであっても良い。
【０１５３】
　また必ずしも空孔を形成する必要はなく、例えば光重合型フォトポリマでなり、光ビー
ムの焦点近傍で光重合反応又は光架橋反応或いはその両方が生じることにより、焦点近傍
の屈折率を変化させても良い。
【０１５４】
　要は光ビームが照射されることで焦点近傍に種々の反応が生じて状態が変化することに
より、光の屈折率が変化するような材料であれば良い。第２及び第３の実施の形態につい
ても同様である。
【０１５５】
　さらに反射防止加工を行う対象は必ずしもレンズである必要はなく、例えば太陽電池パ
ネルや、ディスプレイの保護パネル等であっても良い。要は、入射される光に対する透過
度を保ちつつ、表面での光の反射を防止したい対象に適用することができる。
【０１５６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、レンズ基板１００内部の所定の層におい
てはほぼ同一の体積でなる空孔を形成する場合について述べた。
【０１５７】
　本発明はこれに限らず、ある程度であれば同じ層内の空孔の体積は異なっていても良い
。但し、同じ層内において同一の体積でなる空孔がＸＹ平面に広がっている（図３）ほど
、ＸＹ平面に広い面積で、ばらつきのない反射防止効果を得ることができる。
【０１５８】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、深さ範囲ＤＲを、入射面１００Ｎからの
所定の距離に位置する１層の空孔層を含む範囲とする場合について述べた。
【０１５９】
　本発明はこれに限らず、深さ範囲ＤＲを、入射面１００Ｎの法線方向において複数の空
孔が含まれるような範囲としても良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である
。
【０１６０】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、レンズ基板１００における光学作用部１
００Ｌは、入射された平行光を透過させると共に集光するような光学作用を有する場合に
ついて述べた。
【０１６１】
　本発明はこれに限らず、例えば入射された平行光を透過させると共に発散させるような
光学作用を有していても良く、種々の光学作用を有していて良い。また、例えば入射され
た光を単純に透過させるだけの光学作用でも良い。第２の実施の形態についても同様であ
る。
【０１６２】
　さらに上述した実施の形態においては、対物レンズ２４を細かく移動させることで、光
ビームの焦点位置を移動させる場合について述べた。
【０１６３】
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　本発明はこれに限らず、例えばレーザダイオード２１から出射された光ビームが、光ビ
ームの光路方向に移動可能なエキスパンダレンズを通過して対物レンズ２４により集光さ
れるように構成し、当該エキスパンダレンズを移動させて対物レンズ２４に入射される光
ビームの発散角を変化させることで焦点位置を移動させるようにしても良い。
【０１６４】
　さらに上述した第３の実施の形態においては、反射防止シート３００とレンズ４００と
の屈折率をほぼ等しくする場合について述べた。
【０１６５】
　本発明はこれに限らず、反射防止シート３００とレンズ４００との屈折率は、ある程度
であれば異なっていても良い。但し反射防止シート３００とレンズ４００との屈折率が近
いほど、反射防止シート３００とレンズ４００との境界面において反射される光は少なく
なる。
【０１６６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、駆動制御部１２によって対物レンズ２４
を制御することにより、光ビームの焦点位置を入射面１００Ｎの法線方向に移動させて順
次空孔を形成させる場合について述べた。
【０１６７】
　本発明はこれに限らず、駆動制御部１２によって支持部１６と共に対物レンズ２４を制
御することにより、光ビームの焦点位置を入射面１００Ｎの法線方向に移動させても良い
。第２の実施の形態についても同様である。
【０１６８】
　さらに上述した実施の形態においては、空孔形成部としての空孔形成部１００Ｈ、２０
０Ｈ又は３００Ｈによって光学素子としてのレンズ基板１００、２００又は反射防止シー
ト３００を構成する場合について述べた。
【０１６９】
　本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる空孔形成部によって光学素子を構成す
るようにしても良い。
【０１７０】
　さらに上述した実施の形態においては、光源としてのレーザダイオード２１と、対物レ
ンズとしての対物レンズ２４と、移動部としての駆動制御部１２と、制御部としての統括
制御部１１及び信号処理部２５とによって反射低減加工装置としてのレンズ加工装置１又
は空孔形成装置３１を構成する場合について述べた。
【０１７１】
　本発明はこれに限らず、その他種々の回路構成でなる光源と、対物レンズと、移動部と
、制御部とによって、反射低減加工装置としてのレンズ加工装置１又は空孔形成装置３１
を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１７２】
　　本発明は、表面での光の反射を防止する光学素子でも利用できる。
【符号の説明】
【０１７３】
　１……レンズ加工装置、３１……空孔形成装置、１１……統括制御部、１２……駆動制
御部、１３……スピンドルモータ、１４……主軸、１５……レンズ固定部、１６……レン
ズ、１７……バイト固定部、１８……バイト、１９……光学ユニット、２０……レーザ駆
動部、２１……レーザダイオード、２２……アクチュエータ、２３……レンズホルダ、２
４……対物レンズ、２５……信号処理部、１００、２００……レンズ基板、１００Ｎ、２
００Ｎ、３００Ｎ……入射面、３００Ｔ……透過面、１００Ｈ、２００Ｈ、３００Ｈ……
空孔形成部、１００Ｌ、２００Ｌ……光学作用部、３００……反射防止シート、４００…
…レンズ、ＰＴ１……レンズ基板部分、ＰＴ２、ＰＴ３……反射防止シート部分、深さ範
囲……ＤＲ。
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