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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線をカットする赤外線カットフィルタであって、
　赤外線を吸収する赤外線吸収体と、赤外線を反射する赤外線反射体とを備え、
　前記赤外線吸収体は、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有し、
　前記赤外線反射体は、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
なる光透過特性を有し、
　前記赤外線反射体が５０％の透過率を示す波長は、前記赤外線吸収体が５０％の透過率
を示す波長よりも長く、
　前記赤外線吸収体と前記赤外線反射体の組み合わせにより、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの
波長帯域内の波長で透過率が５０％となり、６７５ｎｍの波長で透過率が２０～４０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が５％未満となる光透過特性を有することを特徴とする
赤外線カットフィルタ。
【請求項２】
　赤外線をカットする赤外線カットフィルタであって、
　赤外線を吸収する赤外線吸収体と、赤外線を反射する赤外線反射体とを備え、
　前記赤外線吸収体は、６４０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有し、
　前記赤外線反射体は、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
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なる光透過特性を有し、
　前記赤外線反射体が５０％の透過率を示す波長は、前記赤外線吸収体が５０％の透過率
を示す波長よりも長く、
　前記赤外線吸収体と前記赤外線反射体の組み合わせにより、６４０ｎｍ～６７０ｎｍの
波長帯域内の波長で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が５％未満となる
光透過特性を有することを特徴とする赤外線カットフィルタ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の赤外線カットフィルタであって、
　前記赤外線反射体は、７００ｎｍの波長で透過率が１５％未満となる光透過特性を有す
ることを特徴とする赤外線カットフィルタ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１つに記載の赤外線カットフィルタであって、
　前記赤外線反射体は、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域内の各波長で８０％以上の透
過率を示し、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域での透過率の平均が９０％以上である光
透過特性を有することを特徴とする赤外線カットフィルタ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の赤外線カットフィルタであって、
　１つの前記赤外線吸収体の一主面に、１つの前記赤外線反射体が設けられていることを
特徴とする赤外線カットフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可視域の光線を透過し、且つ赤外線をカットする赤外線カットフィルタに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なビデオカメラやデジタルスチルカメラ等に代表される電子カメラの光学系では
、光軸に沿って被写体側より、結像光学系、赤外線カットフィルタ、光学ローパスフィル
タ、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ ）又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌ
ｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の撮像デ
バイスが順に配設されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　ここでいう撮像デバイスは、人の目が視認可能な波長帯域（可視域）の光線よりも広い
波長帯域の光線に応答する感度特性を有しており、可視域に加えて、赤外域の光線にも応
答する。
【０００４】
　具体的には、人の目は、暗所において４００ｎｍ～６２０ｎｍ程度の範囲の波長の光線
に応答し、明所において４２０ｎｍ～７００ｎｍ程度の範囲の波長の光線に応答する。こ
れに対し、例えば、ＣＣＤは、４００ｎｍ～７００ｎｍの範囲の波長の光線に加えて、さ
らに、７００ｎｍを越える波長の光線にも応答する。
【０００５】
　このため、下記する特許文献１に記載の撮像デバイスでは、撮像デバイスであるＣＣＤ
のほかに赤外線カットフィルタを設けて、撮像デバイスに赤外域の光線を到達させないよ
うにし、人の目に近い撮像画像が得られるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２０９５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　ところで、ここでいう赤外線カットフィルタとしては、これまで、可視域の光線（可視
光線）を透過し且つ赤外域の光線（赤外線）を吸収する赤外線吸収ガラスや、可視光線を
透過し且つ赤外線を反射する赤外線カットコートなどがある。
【０００８】
　赤外線吸収ガラスとしては、例えば、銅イオン等の色素を分散させた青色ガラスが掲げ
られる。
【０００９】
　赤外線カットコートとしては、例えば、ＴｉＯ2 、ＺｒＯ2 、Ｔａ2 Ｏ5 、Ｎｂ2Ｏ5 
等の高屈折率物質と、ＳｉＯ2 、ＭｇＦ2 等の低屈折率物質とを透明基板上に交互に積層
して数十層とした誘電体多層膜が掲げられる。
【００１０】
　これら赤外線吸収ガラスと赤外線カットコートとを図７及び図８を用いて以下に説明す
る。
【００１１】
　図７は、厚さの異なる２つの赤外線吸収ガラスの光透過特性Ｌ１１，Ｌ１２を示してい
る。具体的には、Ｌ１１の光透過特性を示す赤外線吸収ガラスの厚みは、Ｌ１２の光透過
特性を示す赤外線吸収ガラスの厚みの半分以下とされている。
【００１２】
　赤外線カットフィルタとして、赤外線吸収ガラスを用いた場合、図７のＬ１１及びＬ１
２に示すように、可視域から赤外域に亘って、人の目の感度特性に近い「緩やかに透過率
が減少する特性」を得ることができる。また、Ｌ１１とＬ１２の比較から認められるよう
に、赤外線吸収ガラスの可視域での透過率、特に、６００ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域に
おける透過率は、厚みが薄いほど高い。
【００１３】
　例えば、図７のＬ１１に示す光透過特性を有する赤外線吸収ガラスは、７００ｎｍの波
長の光線に対して約１０％の透過率を有しており、７５０ｎｍ程度の波長の光線を透過す
る。このため、赤外域の光線を十分にカットすることができず、撮像デバイスに、人の目
が感知できない赤外域の画像を撮像させてしまう。
【００１４】
　これに対して、Ｌ１１に示す光透過特性を有する赤外線吸収ガラスの２倍以上の厚みを
有する赤外線吸収ガラスでは、Ｌ１２の光透過特性に示されるように、７００ｎｍの波長
の光線に対する透過率が約０％であり、７００ｎｍを超える波長の光線を十分にカットす
ることが可能である。
【００１５】
　よって、従来の赤外線カットフィルタには、Ｌ１２に示す光透過特性を有する赤外線吸
収ガラスが用いられていた。
【００１６】
　しかし、赤外線カットフィルタとして、Ｌ１２に示す光透過特性を有する赤外線吸収ガ
ラスを用いた場合には、６００ｎｍの波長で透過率が約５０％となる光透過特性を示すた
め、６４０ｎｍの波長で透過率が約５０％となるＬ１１に示す光透過特性を有する赤外線
吸収ガラスを用いた場合に比べて、波長が６００ｎｍ～７００ｎｍの赤色の可視光線に対
する透過率が低く、赤色の可視光線を十分に透過させることができないという不都合を生
じる。ＣＣＤ又はＣＭＯＳ等の撮像デバイスの撮像素子は、青色や緑色に比べて、赤色の
感度が低い。このため、赤色の可視光線の透過が不十分であると、撮像素子で赤色を十分
に感知することができず、撮像デバイスで撮像した画像は赤みの弱い暗い画像となる。
【００１７】
　このように、赤外線カットフィルタとして赤外線吸収ガラスを用いた場合には、赤色の
可視光線を十分に透過しつつ、透過率が約０％となるポイントを７００ｎｍに合わせるこ
とができなかった。
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【００１８】
　次に、赤外線カットフィルタとして赤外線カットコートを用いた場合、図８のＬ１３に
示すように、可視域から赤外域に亘って「透過率が急峻に減少する特性」を得ることがで
きる。このため、赤色の可視光線を十分に透過しつつ、透過率が約０％となるポイントを
７００ｎｍに合わせ込むことが容易である。
【００１９】
　しかしながら、赤外線カットコートは、赤外線を吸収して遮断するのではなく、赤外線
を反射して遮断するものである。このため、赤外線カットコートは、当該赤外線カットコ
ートと結像光学系との間で光の反射が繰り返されることに起因するゴーストの発生を促し
ていた。
【００２０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであって、波長が６００ｎｍ～７００
ｎｍの赤色の可視光線を十分に透過しつつ、波長が７００ｎｍを超える光線をカットする
ことができ、且つ、ゴーストの発生を抑制することができる赤外線カットフィルタを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る第１の赤外線カットフィルタは、赤外線をカットする赤外線カットフィル
タであって、赤外線を吸収する赤外線吸収体と、赤外線を反射する赤外線反射体とを備え
、前記赤外線吸収体は、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有し、前記赤外線
反射体は、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となる光透過特
性を有し、前記赤外線反射体が５０％の透過率を示す波長は、前記赤外線吸収体が５０％
の透過率を示す波長よりも長く、前記赤外線吸収体と前記赤外線反射体の組み合わせによ
り、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となり、６７５ｎｍの
波長で透過率が２０～４０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が５％未満となる光透過
特性を有することを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明に係る第２の赤外線カットフィルタは、赤外線をカットする赤外線カット
フィルタであって、赤外線を吸収する赤外線吸収体と、赤外線を反射する赤外線反射体と
を備え、前記赤外線吸収体は、６４０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５
０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有し、前記
赤外線反射体は、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となる光
透過特性を有し、前記赤外線反射体が５０％の透過率を示す波長は、前記赤外線吸収体が
５０％の透過率を示す波長よりも長く、前記赤外線吸収体と前記赤外線反射体の組み合わ
せにより、６４０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となり、７００
ｎｍの波長で透過率が５％未満となる光透過特性を有することを特徴とする。
【００２４】
　上記した本発明の赤外線カットフィルタによれば、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域
内の波長で透過率が５０％となる光透過特性を示す赤外線吸収体と、６７０ｎｍ～６９０
ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となる光透過特性を示す赤外線反射体との組み
合わせにより、可視域から赤外域に亘って、緩やかに透過率が減少し、７００ｎｍの波長
で透過率が約０％となる人の目の感度特性に近い光透過特性を得ることができる。
【００２５】
　また、本発明の赤外線カットフィルタにおいて、赤外線吸収体には、６２０ｎｍ～６７
０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となる光透過特性を示す赤外線吸収体、例え
ば、図７のＬ１１に示す光透過特性を有する赤外線吸収ガラスが用いられており、透過率
が約０％（５％未満）となるポイントは、赤外線吸収体での赤外線吸収作用に赤外線反射
体での赤外線反射作用を組み合わせることにより、７００ｎｍに合わせられている。この
ため、本発明の赤外線カットフィルタは、図７のＬ１２に示す光透過特性を有する赤外線
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吸収ガラスからなる従来の赤外線カットフィルタと比べて、可視域、特に、６００ｎｍ～
７００ｎｍの波長帯域で、高い透過率を維持することができる。つまり、波長が７００ｎ
ｍを超える赤外線をカットしつつ、撮像デバイスの撮像素子で感知し得る十分な量の赤色
の光線（波長が６００ｎｍ～７００ｎｍの光線）を透過させることができる。よって、撮
像装置の赤外線カットフィルタに、本発明の赤外線カットフィルタを適用することで、撮
像素子の赤色の感度が弱く、撮像デバイスで撮像した画像が暗い画像になり易いという欠
点を解消することが可能となる。
【００２６】
　また、本発明の赤外線カットフィルタでは、赤外線反射体に赤外線吸収体を組み合わせ
ることで、赤外線反射体によって反射される光の量が抑制されている。具体的には、赤外
線反射体３の半値波長（透過率が５０％となる波長）が赤外線吸収体２の半値波長よりも
長く、赤外線吸収体２での赤外線の吸収により、赤外線反射体３によって反射される光（
赤外光）の量が抑制される。このため、赤外線反射体での光の反射によるゴーストの発生
を抑制することができる。
【００２７】
　また、６４０ｎｍの波長で透過率が５０％となる図７のＬ１１に示す光透過特性を有す
る赤外線吸収ガラスの厚みが、従来の赤外線カットフィルタとして用いられる図７のＬ１
２に示す光透過特性を有する赤外線吸収ガラスの厚みの半分以下であることに教示される
ように、本発明の赤外線カットフィルタを構成する６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内
の波長で透過率が５０％となる光透過特性を有する赤外線吸収体には、図７のＬ１２に示
す光透過特性を有する従来の赤外線吸収ガラスからなる赤外線カットフィルタよりも厚み
の薄いものを使用できる。このため、赤外線吸収体のみで構成された従来の赤外線カット
フィルタと同じ厚み又は薄い厚みで、赤色の可視光線を十分に透過しつつ、赤外線をカッ
トし、且つ、可視域において、人の目に近い光透過特性を有する赤外線カットフィルタを
提供できる。
【００２８】
　また、本発明に係る赤外線カットフィルタにおいて、前記赤外線反射体は、７００ｎｍ
の波長で透過率が１５％未満となる光透過特性を有してもよい。
【００２９】
　この赤外線カットフィルタでは、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光
透過特性を示す赤外線吸収体と、７００ｎｍの波長で透過率が１５％未満となる光透過特
性を示す赤外線反射体との組み合わせにより、赤色の可視光線の波長帯域（６００ｎｍ～
７００ｎｍ）で高い透過率を確実に得ることができる。
【００３０】
　また、本発明に係る赤外線カットフィルタにおいて、前記赤外線反射体は、４５０ｎｍ
～６５０ｎｍの波長帯域内の各波長で８０％以上の透過率を示し、４５０ｎｍ～６５０ｎ
ｍの波長帯域での透過率の平均が９０％以上である光透過特性を有してもよい。
【００３１】
　この赤外線カットフィルタでは、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域で赤外線吸収体の
光透過特性に依存した光透過特性が得られるから、可視域から赤外域に亘って、緩やかに
透過率が減少し、７００ｎｍの波長で透過率が約０％となる人の目の感度特性に近い光透
過特性を得ることができる上に、可視域、特に、赤色の可視光線の波長帯域（６００ｎｍ
～７００ｎｍ）で高い透過率を得ることができる。
【００３２】
　また、本発明に係る赤外線カットフィルタにおいて、１つの前記赤外線吸収体の一主面
に、１つの前記赤外線反射体が設けられていてもよい。
【００３３】
　この赤外線カットフィルタでは、１つの赤外線吸収体の一主面に１つの赤外線反射体が
設けられているから、赤外線吸収体と赤外線反射体とが個別に設けられてなる赤外線カッ
トフィルタと比べて、薄型化が可能であり、当該赤外線カットフィルタが内蔵される撮像
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装置を薄型化することができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、波長が６００ｎｍ～７００ｎｍの赤色の可視光線を十分に透過しつつ
、波長が７００ｎｍを超える光線をカットすることができ、且つ、ゴーストの発生を抑制
することができる赤外線カットフィルタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、実施の形態１に係る赤外線カットフィルタを用いてなる撮像装置の概略
構成を示す概略模式図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る赤外線カットフィルタの赤外線反射体の概略構成を
示す部分拡大図である。
【図３】図３は、実施の形態１の実施例１に係る赤外線カットフィルタの光透過特性を示
す図である。
【図４】図４は、実施の形態１の実施例２に係る赤外線カットフィルタの光透過特性を示
す図である。
【図５】図５は、実施の形態１の実施例３に係る赤外線カットフィルタの光透過特性を示
す図である。
【図６】図６は、実施の形態２に係る赤外線カットフィルタを用いてなる撮像装置の概略
構成を示す概略模式図である。
【図７】図７は、赤外線吸収ガラスの光透過特性を示す図である。
【図８】図８は、赤外線カットコートの光透過特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３７】
　＜実施の形態１＞
　本実施の形態１にかかる赤外線カットフィルタ１は、図１に示すように、撮像装置にお
いて、撮像光路の光軸に沿って配列された結像光学系４と撮像デバイス５との間に配置さ
れる。
【００３８】
　この赤外線カットフィルタ１は、可視光線を透過し、且つ赤外線を吸収する赤外線吸収
体２と、可視光線を透過し、且つ赤外線を反射する赤外線反射体３とが接着されてなる。
つまり、赤外線カットフィルタ１は、１つの赤外線吸収体２の一主面（後述する赤外線吸
収ガラス２１の他主面２１２）に、１つの赤外線反射体３が設けられた構成とされている
。
【００３９】
　赤外線吸収体２は、赤外線吸収ガラス２１の一主面２１１に反射防止膜２２（ＡＲコー
ト）が形成されてなる。
【００４０】
　赤外線吸収ガラス２１としては、銅イオン等の色素を分散させた青色ガラスで、例えば
、厚さが０．２ｍｍ～１．２ｍｍの方形薄板状のガラスが使用される。
【００４１】
　また、反射防止膜２２は、赤外線吸収ガラス２１の一主面２１１に対して、ＭｇＦ2か
らなる単層、Ａｌ2Ｏ2とＺｒＯ2とＭｇＦ2とからなる多層膜、ＴｉＯ2とＳｉＯ2とからな
る多層膜のいずれかの膜を周知の真空蒸着装置（図示省略）によって真空蒸着することに
より形成される。なお、反射防止膜２２は、膜厚をモニタしながら蒸着動作を行い、所定
の膜厚に達したところで蒸着源（図示省略）近傍に設けられたシャッター（図示省略）を
閉じるなどして蒸着物質の蒸着を停止することにより行われる。このような反射防止膜２
２は、Ｎ大気中において、大気の屈折率（約１．０）よりも大きく、且つ、赤外線吸収ガ
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ラス２１の屈折率よりも小さい屈折率を有するように形成されている。
【００４２】
　このような赤外線吸収体２は、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が
５０％となって、７００ｎｍの波長で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有する
。なお、このような赤外線吸収体２の光透過特性において、透過率は、４００ｎｍ～５５
０ｎｍの波長帯域内の波長で９０％以上の最大値となる。
【００４３】
　赤外線反射体３は、透明基板３１の一主面３１１に赤外線反射膜３２が形成されてなる
。
【００４４】
　透明基板３１としては、可視光線及び赤外線を透過する無色透明ガラスで、例えば、厚
さが０．２ｍｍ～１．０ｍｍの方形薄板状のガラスを使用している。
【００４５】
　赤外線反射膜３２は、図２に示すように、高屈折率材料からなる第１薄膜３２１と、低
屈折率材料からなる第２薄膜３２２とが交互に複数積層された多層膜である。なお、この
実施の形態１では、第１薄膜３２１にＴｉＯ2を用い、第２薄膜３２２にＳｉＯ2を用いて
おり、奇数層がＴｉＯ2で、偶数層がＳｉＯ2で、最終層がＳｉＯ2となっているが、膜設
計上、最終層がＳｉＯ2であれば、奇数層がＳｉＯ2で、偶数層がＴｉＯ2となっていても
よい。
【００４６】
　この赤外線反射膜３２の製造方法としては、透明基板３１の一主面３１１に対して、周
知の真空蒸着装置（図示省略）によってＴｉＯ2とＳｉＯ2とを交互に真空蒸着し、図２に
示すような赤外線反射膜３２を形成する方法が用いられる。なお、各薄膜３２１，３２２
の膜厚調整は、膜厚をモニタしながら蒸着動作を行い、所定の膜厚に達したところで蒸着
源（図示省略）近傍に設けられたシャッター（図示省略）を閉じるなどして蒸着物質（Ｔ
ｉＯ2 、ＳｉＯ2）の蒸着を停止することにより行われる。
【００４７】
　また、赤外線反射膜３２は、図２に示すように、透明基板３１の一主面３１１側から順
に序数詞で定義される複数層、本実施の形態１では１層、２層、３層・・・から構成され
ている。これら１層、２層、３層・・・それぞれの層は、第１薄膜３２１と第２薄膜３２
２とが積層されて構成されている。これら積層される第１薄膜３２１と第２薄膜３２２と
の光学膜厚が異なることにより１層、２層、３層・・・それぞれの厚さが異なる。なお、
ここでいう光学膜厚は、下記する数式１により求められる。
【００４８】
　［数式１］
　Ｎｄ＝ｄ×Ｎ×４／λ（Ｎｄ：光学膜厚、ｄ：物理膜厚、Ｎ：屈折率、λ：中心波長）
　本実施の形態において、赤外線反射体３は、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域内の各
波長で８０％以上の透過率を示し、この４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域で平均９０％
以上の透過率を示して、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が１５％未満となる光透過特性を有する。また、この赤
外線反射体３が５０％の透過率を示す波長は、赤外線吸収体２が５０％の透過率を示す波
長よりも長い。
【００４９】
　このような赤外線吸収体２と赤外線反射体３とからなる赤外線カットフィルタ１は、例
えば０．４ｍｍ～１．６ｍｍの厚さを有する。つまり、赤外線吸収体２を構成する赤外線
吸収体ガラス２１の厚み、及び赤外線反射体３を構成する透明基板３１の厚みは、赤外線
吸収体２と赤外線反射体３の厚みの合計が、例えば、０．４ｍｍ～１．６ｍｍとなる。
【００５０】
　そして、赤外線カットフィルタ１は、上記した赤外線吸収体２及び赤外線反射体３の光
透過特性の組み合わせにより、４５０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が９
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、７００ｎｍの波長で透過率が５％未満となる光透過特性を有する。
【００５１】
　この実施の形態１に係る赤外線カットフィルタ１の具体例を、実施例１～３として以下
に示し、実施例１～３に係る各赤外線カットフィルタ１の波長特性及び構成を、図３～５
及び以下表１及び２に示す。
【００５２】
　－実施例１－
　本実施例１では、赤外線吸収ガラス２１として、銅イオン等の色素を分散させた青色ガ
ラスで、厚さが０．８ｍｍで、Ｎ大気中における屈折率が約１．５のガラス板を用いた。
そして、この赤外線吸収ガラス２１の一主面２１１に、Ｎ大気中における屈折率が１．６
のＡｌ2Ｏ3膜、Ｎ大気中における屈折率が２．０のＺｒＯ2膜、Ｎ大気中における屈折率
が１．４のＭｇＦ2膜の順に、反射防止膜２２を構成する各膜を真空蒸着により形成して
赤外線吸収体２を得た。
【００５３】
　この赤外線吸収体２は、図３のＬ１に示すような光透過特性を有する。なお、この実施
例１では、光線の入射角を０度、すなわち光線を垂直入射させている。
【００５４】
　つまり、赤外線吸収ガラス２１は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域での透過率が９
０％以上で、５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で透過率が減少し、約６４０ｎｍの波長
で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が約１７％となる光透過特性を有す
る。
【００５５】
　赤外線反射体３の透明基板３１としては、Ｎ大気中における屈折率が１．５で、厚みが
０．３ｍｍのガラス板を用いた。また、赤外線反射膜３２を構成する第１薄膜３２１とし
て、Ｎ大気中における屈折率が２．３０であるＴｉＯ2を用い、第２薄膜３２２として、
Ｎ大気中における屈折率が１．４６であるＳｉＯ2を用い、これらの中心波長を６８８ｎ
ｍとした。
【００５６】
　これら各薄膜３２１，３２２各々の光学膜厚が、表１に示すような値になるようにした
上記した４０層からなる赤外線反射膜３２の製造方法により、透明基板３１の一主面３１
１に対して、各薄膜３２１，３２２を形成し、赤外線反射体３を得た。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　表１は、赤外線カットフィルタ１の赤外線反射膜３２の組成及び各薄膜（第１薄膜３２
１、第２薄膜３２２）の光学膜厚を示している。
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【００５９】
　この赤外線反射体３は、図３のＬ２に示すような光透過特性を有する。つまり、赤外反
射体３（赤外線反射膜３２）の光透過特性は、３９５ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域（４５
０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域を含む波長帯域）で、約１００％の透過率を示し、波長が
約６７０ｎｍを超えると急峻に透過率が減少して約６８０ｎｍの波長で透過率が５０％と
なり、７００ｎｍの波長で透過率が約４％となる光透過特性を有する。
【００６０】
　そして、図１に示すように、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１２に、透明基板３１の
他主面３１２を接着することにより、厚みが１．１ｍｍの実施例１に係る赤外線カットフ
ィルタ１を得た。
【００６１】
　この実施例１に係る赤外線カットフィルタ１は、赤外線吸収体２及び赤外線反射体３の
光透過特性が組み合わさった図３のＬ３に示す光透過特性を有する。つまり、実施例１の
赤外線カットフィルタ１は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域での透過率が９０％以上
で、５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で透過率が減少し、約６４０ｎｍの波長で透過率
が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が約０％となる光透過特性を有する。
【００６２】
　－実施例２－
　本実施例２では、赤外線吸収ガラス２１として、銅イオン等の色素を分散させた青色ガ
ラスで、厚さが０．５５ｍｍで、Ｎ大気中における屈折率が約１．５のガラス板を用いた
。そして、この赤外線吸収ガラス２１の一主面２１１に、Ｎ大気中における屈折率が１．
６のＡｌ2Ｏ3膜、Ｎ大気中における屈折率が２．０のＺｒＯ2膜、Ｎ大気中における屈折
率が１．４のＭｇＦ2膜の順に、反射防止膜２２を構成する各膜を真空蒸着により形成し
て赤外線吸収体２を得た。
【００６３】
　この赤外線吸収体２は、図４のＬ５に示すような光透過特性を有する。なお、この実施
例２では、光線の入射角を０度、すなわち光線を垂直入射させている。
【００６４】
　つまり、赤外線吸収ガラス２１は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域での透過率が９
０％以上で、５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で透過率が減少し、約６５０ｎｍの波長
で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が約２５％となる光透過特性を有す
る。
【００６５】
　赤外線反射体３の透明基板３１としては、Ｎ大気中における屈折率が１．５で、厚みが
０．３ｍｍのガラス板を用いた。また、赤外線反射膜３２を構成する第１薄膜３２１とし
て、Ｎ大気中における屈折率が２．３０であるＴｉＯ2を用い、第２薄膜３２２として、
Ｎ大気中における屈折率が１．４６であるＳｉＯ2を用い、これらの中心波長を７４８ｎ
ｍとした。
【００６６】
　これら各薄膜３２１，３２２各々の光学膜厚が、表２に示すような値になるようにした
上記した４０層からなる赤外線反射膜３２の製造方法により、透明基板３１の一主面３１
１に対して、各薄膜３２１，３２２を形成し、赤外線反射体３を得た。
【００６７】
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【表２】

【００６８】
　表２は、赤外線カットフィルタ１の赤外線反射膜３２の組成及び各薄膜（第１薄膜３２
１、第２薄膜３２２）の光学膜厚を示している。
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【００６９】
　この赤外線反射体３は、図４のＬ６に示すような光透過特性を有する。つまり、赤外線
反射体３（赤外線反射膜３２）の光透過特性は、３８０ｎｍ～４２０ｎｍの波長帯域での
透過率が平均１０％以下で、波長が４３０ｎｍを超えると急峻に透過率が上昇して、４５
０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域（４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域を含む波長帯域）で
、約１００％（平均９０％以上）の透過率を示し、波長が約６７０ｎｍを超えると急峻に
透過率が減少して約６８０ｎｍの波長で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過
率が約３％となる光透過特性を有する。
【００７０】
　そして、図１に示すように、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１２に、透明基板３１の
他主面３１２を接着することにより、厚みが０．８５ｍｍの実施例２に係る赤外線カット
フィルタ１を得た。
【００７１】
　この実施例２に係る赤外線カットフィルタ１は、赤外線吸収体２及び赤外線反射体３の
光透過特性が組み合わさった図４のＬ７に示す光透過特性を有する。つまり、実施例２の
赤外線カットフィルタ１は、７００ｎｍを超える波長の光に加えて、３８０ｎｍ～４２０
ｎｍの波長帯域の光をカットする構成とされており、３８０ｎｍ～４２０ｎｍの波長帯域
での透過率が平均１０％以下で、波長が４３０ｎｍを超えると急峻に透過率が上昇して、
４５０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域で透過率が９０％以上となり、５５０ｎｍ～７００ｎ
ｍの波長帯域で透過率が減少し、約６５０ｎｍの波長で透過率が５０％となり、７００ｎ
ｍの波長で透過率が約０％となる光透過特性を有する。
【００７２】
　－実施例３－
　本実施例３では、赤外線吸収ガラス２１として、銅イオン等の色素を分散させた青色ガ
ラスで、厚さが０．４５ｍｍで、Ｎ大気中における屈折率が約１．５のガラス板を用いた
。そして、この赤外線吸収ガラス２１の一主面２１１に、Ｎ大気中における屈折率が１．
６のＡｌ2Ｏ3膜、Ｎ大気中における屈折率が２．０のＺｒＯ2膜、Ｎ大気中における屈折
率が１．４のＭｇＦ2膜の順に、反射防止膜２２を構成する各膜を真空蒸着により形成し
て赤外線吸収体２を得た。
【００７３】
　この赤外線吸収体２は、図５のＬ８に示すような光透過特性を有する。なお、この実施
例２では、光線の入射角を０度、すなわち光線を垂直入射させている。
【００７４】
　つまり、赤外線吸収ガラス２１は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域での透過率が９
０％以上で、５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で透過率が減少し、約６７０ｎｍの波長
で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が約３４％となる光透過特性を有す
る。
【００７５】
　赤外線反射体３の透明基板３１としては、実施例１と同様に、Ｎ大気中における屈折率
が１．５で、厚みが０．３ｍｍのガラス板を用いた。また、実施例１と同様に、赤外線反
射膜３２を構成する第１薄膜３２１として、Ｎ大気中における屈折率が２．３０であるＴ
ｉＯ2を用い、第２薄膜３２２として、Ｎ大気中における屈折率が１．４６であるＳｉＯ2

を用い、これらの中心波長を６８８ｎｍとした。
【００７６】
　これら各薄膜３２１，３２２各々の光学膜厚が、実施例１と同様に、上記表１に示すよ
うな値になるようにした上記した４０層からなる赤外線反射膜３２の製造方法により、透
明基板３１の一主面３１１に対して、各薄膜３２１，３２２を形成し、赤外線反射体３を
得た。
【００７７】
　この赤外線反射体３は、図５のＬ９に示すような光透過特性を有する。上記した通り、
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本実施例３では、実施例１と同様にして赤外線反射体３を得たが、製造誤差により、本実
施例３の赤外線反射体３（赤外線反射膜３２）は、実施例１の赤外線反射体３（赤外線反
射膜３２）の光透過特性Ｌ２（図３参照）と若干異なる光透過特性Ｌ９を有する。具体的
には、本実施例３の赤外線反射体３（赤外線反射膜３２）の光透過特性Ｌ９は、４００ｎ
ｍ～４４０ｎｍの波長帯域において９０％以上の透過率を示し、４５０ｎｍ～６５０ｎｍ
の波長帯域内（具体的には、４９０ｎｍ～５４０ｎｍの波長帯域）においてリップルの発
生を示すものの、このようなリップルが発生する波長帯域においても、８０％以上の透過
率を示し、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域で平均９０％以上の透過率を示す。また、
赤外線反射体３（赤外線反射膜３２）の光透過特性は、波長が約６７０ｎｍを超えると急
峻に透過率が減少して、約６８０ｎｍの波長で５０％の透過率を示し、７００ｎｍの波長
で約５％の透過率を示す。
【００７８】
　そして、図１に示すように、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１２に、透明基板３１の
他主面３１２を接着することにより、厚みが０．７５ｍｍの実施例３に係る赤外線カット
フィルタ１を得た。
【００７９】
　この実施例３に係る赤外線カットフィルタ１は、赤外線吸収体２及び赤外線反射体３の
光透過特性が組み合わさった図５のＬ１０に示す光透過特性を有する。つまり、実施例３
の赤外線カットフィルタ１は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域での透過率の平均が９
０％以上で、５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で透過率が減少し、約６７０ｎｍの波長
で透過率が５０％となり、７００ｎｍの波長で透過率が約０％となる光透過特性を有する
。
【００８０】
　上記した実施例１～３の赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ３，Ｌ７，Ｌ１０（図
３～５参照）に示されるように、本実施の形態１に係る赤外線カットフィルタ１では、赤
外線吸収体２と赤外線反射体３との組み合わせにより、４５０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯
域内の波長で透過率が９０％以上となり、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で
透過率が５０％となって、７００ｎｍの波長で透過率が約０％（５％未満）となる光透過
特性を得ることができる。つまり、可視域から赤外域に亘って、緩やかに透過率が減少し
、７００ｎｍの波長で透過率が約０％となる人の目の感度特性に近い光透過特性を得るこ
とができる。特に、実施例２に係る赤外線カットフィルタ１では、上記の通り、３８０ｎ
ｍ～４２０ｎｍの波長帯域の透過率、具体的には、人間の目には見えない紫外線が影響を
及ぼす波長帯域の透過率が平均１０％以下に抑えられているため、実施例１及び３に係る
赤外線カットフィルタと比べて、より人の目の感度特性に近い光透過特性を得ることがで
きる。
【００８１】
　図３～５に示す実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ３，Ｌ７，
Ｌ１０を、従来の赤外線カットフィルタの光透過特性Ｌ４との比較により、より具体的に
説明する。
【００８２】
　図３～５のＬ４に示す光透過特性を有する従来の赤外線カットフィルタは、赤外線吸収
ガラスの両面に反射防止膜が形成されてなる赤外線吸収体で構成されたものである。この
従来の赤外線カットフィルタでは、赤外線吸収体である赤外線吸収ガラスの厚みを１．６
ｍｍとすることで、透過率が約０％となるポイントが７００ｎｍに合わせられている。
【００８３】
　これに対して、実施例１～３の赤外線カットフィルタ１では、Ｌ４の光透過特性を有す
る従来の赤外線カットフィルタ（赤外線吸収体）の半分以下の厚さで、且つ、可視域、特
に６００ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域において、従来の赤外線カットフィルタよりも高い
透過率を示す赤外線吸収体２、即ち、Ｌ１、Ｌ５、又はＬ８に示す光透過特性を有する赤
外線吸収体２に、赤外線反射体３を組み合わせることで、透過率が約０％となるポイント
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が７００ｎｍに合わせられている。
【００８４】
　このため、実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ３，Ｌ７，Ｌ１
０は、可視光域、特に、６００ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で、従来の赤外線カットフィ
ルタの光透過特性Ｌ４と比べて高い透過率を示す。また、実施例１～３に係る赤外線カッ
トフィルタ１の光透過特性Ｌ３，Ｌ７，Ｌ１０において、７００ｎｍの波長の光線に対す
る透過率は、従来の赤外線カットフィルタの光透過特性Ｌ４と比べて、より０％に近いも
のとなっている。
【００８５】
　具体的には、従来の赤外線カットフィルタの光透過特性Ｌ４では、６００ｎｍの波長で
の透過率が約５５％で、約６０５ｎｍの波長で透過率が５０％となり、６７５ｎｍの波長
で透過率が約７．５％となって、７００ｎｍの波長で透過率が約３％となる。
【００８６】
　これに対し、実施例１に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ３（図３参照）で
は、６００ｎｍの波長での透過率が約７５％で、約６４０ｎｍの波長で透過率が５０％と
なり、６７５ｎｍの波長で透過率が約２０％となって、７００ｎｍの波長で透過率が約０
％となる。また、実施例２に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ７（図４参照）
では、６００ｎｍの波長での透過率が約８０％で、約６５０ｎｍの波長で透過率が５０％
となり、６７５ｎｍの波長で透過率が約３０％となって、７００ｎｍの波長で透過率が約
０％となる。さらに、実施例３に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ１０（図５
参照）では、６００ｎｍの波長での透過率が約８５％で、約６７０ｎｍの波長で透過率が
５０％となり、６７５ｎｍの波長で透過率が約４０％となって、７００ｎｍの波長で透過
率が約０％となる。
【００８７】
　このように、実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１の光透過特性Ｌ３，Ｌ７，Ｌ
１０は、従来の赤外線カットフィルタの光透過特性Ｌ４と比べて、６００ｎｍ～７００ｎ
ｍの波長帯域、特に、６００ｎｍ～６７５ｎｍの波長帯域での透過率が高く、且つ、７０
０ｎｍの波長での透過率が０％に近いものとなっている。つまり、実施例１～３に係る赤
外線カットフィルタ１は、従来の赤外線カットフィルタに比べ、７００ｎｍを超える赤外
線を十分にカットしつつ、波長が６００ｎｍ～７００ｎｍの赤色の可視光線を十分に透過
させることができるものであることが認められる。このため、実施例１～３に係る赤外線
カットフィルタ１が撮像装置に搭載されると、撮像デバイス５で、従来に比べて、赤みの
強い色合いで画像を撮像することが可能となり、暗所の画像を明るく撮像することが可能
となる。
【００８８】
　また、本実施の形態１に係る赤外線カットフィルタ１では、赤外線反射体３に赤外線吸
収体２を組み合わせることで、赤外線反射体２によって反射される光の量が抑制されてい
る。具体的には、実施例１の赤外線カットフィルタ１において、赤外線反射体３の半値波
長は、図３に示すように、約６８０ｎｍであり、赤外線吸収体２の半値波長（約６４０ｎ
ｍ）よりも長い。また、実施例２の赤外線カットフィルタ１において、赤外線反射体３の
半値波長は、図４に示すように、約６８０ｎｍであり、赤外線吸収体２の半値波長（約６
５０ｎｍ）よりも長い。さらに、実施例３の赤外線カットフィルタ１において、赤外線反
射体３の半値波長は、図５に示すように、約６８０ｎｍであり、赤外線吸収体２の半値波
長（約６７０ｎｍ）よりも長い。このように、実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ
１において、赤外線反射体３の半値波長（透過率が５０％となる波長）は、赤外線吸収体
２の半値波長よりも長く、赤外線吸収体２の光透過特性Ｌ１，Ｌ５，Ｌ８を示す透過率曲
線と、赤外線反射体３の光透過特性Ｌ２，Ｌ６，Ｌ９を示す透過率曲線とが交差する交差
点Ｐの波長（赤外線吸収体２の透過率と赤外線反射体３の透過率とが同一となる波長）は
、赤外線吸収体２の半値波長よりも長い。また、上記交差点Ｐの波長での赤外線吸収体２
及び赤外線反射体３の透過率は、５０％以下である。このため、実施例１～３に係る赤外
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線カットフィルタ１では、赤外線吸収体２での赤外線の吸収により、赤外線反射体３によ
って反射される光の量が抑制され、赤外線反射体２での光の反射によるフレア及びゴース
トの発生が抑制される。
【００８９】
　また、本実施の形態１の実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１では、赤外線反射
体３の半値波長が赤外線吸収体２の半値波長よりも長く、赤外線吸収体２と赤外線反射体
３の組み合わせによる赤外線カットフィルタ１の半値波長が、赤外線吸収体２の半値波長
にほぼ一致するように構成されている。つまり、赤外線反射体３に比べて設計誤差による
透過率のばらつきの少ない赤外線吸収体２により、赤外線カットフィルタ１の半値波長が
設定される構成とされているため、当該赤外線カットフィルタ１の製造において、製造時
の設計誤差による赤外線カットフィルタの光透過特性のばらつきを低減させることが可能
となる。
【００９０】
　また、本実施の形態１の実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１において、赤外線
反射体３は、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域内の各波長で８０％以上の透過率を示し
、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域での透過率の平均が９０％以上である光透過特性を
有している。このため、赤外線カットフィルタ１では、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯
域で赤外線吸収体２の光透過特性に依存した光透過特性が得られるから、可視域から赤外
域に亘って、緩やかに透過率が減少し、７００ｎｍの波長で透過率が約０％となる人の目
の感度特性に近い光透過特性を得ることができる上に、可視域、特に、赤色の可視光線の
波長帯域（６００ｎｍ～７００ｎｍ）で高い透過率を得ることができる。
【００９１】
　また、赤外線カットフィルタ１の半値波長と赤外線吸収体２の半値波長とがほぼ一致す
るように、赤外線反射体３は、赤外線吸収体２の半値波長の光線に対して９０％以上の透
過率を示すように構成されているから、赤外線吸収体の５５０ｎｍ～７００ｎｍの波長で
徐々に透過率が減少する人の目の感度特性に近い光透過特性が、赤外線カットフィルタ１
に備えられ、人の目の感度特性に近い光透過特性が得られる。
【００９２】
　さらに、実施の形態１の実施例１～３に係る赤外線カットフィルタ１において、赤外線
吸収体２は、Ｌ４に示す光透過特性を有する従来の赤外線カットフィルタよりも薄い厚み
で構成することができる。このため、赤外線カットフィルタ１の厚みを、従来の赤外線カ
ットフィルタと同じか、この従来の赤外線カットフィルタよりも薄くすることができる。
【００９３】
　＜実施の形態２＞
　本実施の形態２に係る赤外線カットフィルタ１Ａは、図６に示すように、撮像装置にお
いて、撮像光路の光軸に沿って配列された結像光学系４と撮像デバイス５との間に配置さ
れる。
【００９４】
　本実施の形態２に係る赤外線カットフィルタ１Ａは、図６に示すように、赤外線を吸収
する赤外線吸収体２Ａと、赤外線を反射する赤外線反射体３Ａとからなる。
【００９５】
　撮像装置において、赤外線吸収体２Ａと赤外線反射体３Ａは、撮像光路の光軸に沿って
配列された結像光学系４と撮像デバイス５との間に、離間して配置される。なお、赤外線
吸収体２Ａは、赤外線反射体３Ａよりも結像光学系４の側に配置される。
【００９６】
　この赤外線吸収体２Ａは、赤外線吸収ガラス２１の両主面２１１，２１２に、反射防止
膜２２が形成されてなる。
【００９７】
　赤外線吸収ガラス２１としては、実施の形態１で示した赤外線吸収体２の赤外線吸収ガ
ラス２１と同様に、銅イオン等の色素を分散させた青色ガラスで、例えば、厚さが０．２
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ｍｍ～１．２ｍｍの方形薄板状のガラスを使用している。
【００９８】
　また、反射防止膜２２は、赤外線吸収ガラス２１の両主面２１１，２１２に対して、Ｍ
ｇＦ2からなる単層、Ａｌ2Ｏ2とＺｒＯ2とＭｇＦ2とからなる多層膜、ＴｉＯ2とＳｉＯ2

とからなる多層膜のいずれかの膜を周知の真空蒸着装置（図示省略）によって真空蒸着す
ることにより形成される。なお、反射防止膜２２は、膜厚をモニタしながら蒸着動作を行
い、所定の膜厚に達したところで蒸着源（図示省略）近傍に設けられたシャッター（図示
省略）を閉じるなどして蒸着物質の蒸着を停止することにより行われる。このような反射
防止膜２２は、Ｎ大気中において、大気の屈折率（約１．０）よりも大きく、且つ、赤外
線吸収ガラス２１の屈折率よりも小さい屈折率を有するように形成されている。
【００９９】
　このような赤外線吸収体２Ａは、実施の形態１と同様の赤外線吸収ガラス２１を用いて
なることから、実施の形態１の赤外線吸収体２と同様の光透過特性を有する。つまり、６
２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となって、７００ｎｍの波長
で透過率が１０％～４０％となる光透過特性を有する。なお、このような赤外線吸収体２
Ａの光透過特性において、透過率は、４００ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域内の波長で９０
％以上の最大値となる。
【０１００】
　また、赤外線反射体３Ａは、透明基板３１の一主面３１１に赤外線反射膜３２が形成さ
れ、他主面３１２に反射防止膜３３が形成されてなる。この赤外線反射体３Ａは、撮像装
置において、図６に示すように、赤外線反射膜３２側の面が撮像デバイス５と対向するよ
うに配置される。
【０１０１】
　透明基板３１としては、実施の形態１で示した透明基板３１と同様の可視光線及び赤外
線を透過する無色透明ガラスで、例えば、厚さが０．２ｍｍ～１．０ｍｍの方形薄板状の
ガラスを使用している。
【０１０２】
　赤外線反射膜３２としては、実施の形態１で示した赤外線反射膜３２と同様の高屈折率
材料からなる第１薄膜３２１と、低屈折率材料からなる第２薄膜３２２とが交互に複数積
層された多層膜が使用されている。
【０１０３】
　このような赤外線反射体３Ａは、実施の形態１と同様の赤外線反射膜３２が透明基板３
１に形成されていることから、実施の形態１の赤外線反射体３と同様の光透過特性を有す
る。つまり、赤外線反射体３Ａは、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域内の各波長で８０
％以上の透過率を示し、この４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長帯域で平均９０％以上の透過
率を示して、６７０ｎｍ～６９０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％となり、７０
０ｎｍの波長で透過率が１５％未満となる光透過特性を有する。また、この赤外線反射体
３Ａが５０％の透過率を示す波長は、赤外線吸収体２が５０％の透過率を示す波長よりも
長い。
【０１０４】
　反射防止膜３３は、透明基板３１の他主面３１２に対して、ＭｇＦ2からなる単層、Ａ
ｌ2Ｏ2とＺｒＯ2とＭｇＦ2とからなる多層膜、ＴｉＯ2とＳｉＯ2とからなる多層膜のいず
れかの膜を周知の真空蒸着装置（図示省略）によって真空蒸着することにより形成される
。なお、反射防止膜２２は、膜厚をモニタしながら蒸着動作を行い、所定の膜厚に達した
ところで蒸着源（図示省略）近傍に設けられたシャッター（図示省略）を閉じるなどして
蒸着物質の蒸着を停止することにより行われる。このような反射防止膜３３は、Ｎ大気中
において、大気の屈折率（約１．０）よりも大きく、且つ、透明基板３１の屈折率よりも
小さい屈折率を有するように形成されている。
【０１０５】
　また、このような赤外線吸収体２Ａの厚みと赤外線反射体３Ａの厚みの合計は、例えば
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、０．４～１．６ｍｍとされている。つまり、赤外線吸収体２を構成する赤外線吸収体ガ
ラス２１の厚み、及び赤外線反射体３を構成する透明基板３１の厚みは、赤外線吸収体２
と赤外線反射体３の厚みの合計が、例えば０．４ｍｍ～１．６ｍｍとなるように、適宜調
整されている。
【０１０６】
　そして、赤外線カットフィルタ１Ａでは、上記した赤外線吸収体２Ａ及び赤外線反射体
３Ａの光透過特性の組み合わせにより、実施の形態１に係る赤外線カットフィルタ１と同
様の光透過特性が得られる。即ち、４５０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率
が９０％以上となり、６２０ｎｍ～６７０ｎｍの波長帯域内の波長で透過率が５０％とな
り、７００ｎｍの波長で透過率が５％未満となる光透過特性が得られる。
【０１０７】
　このように、実施の形態２に係る赤外線カットフィルタ１Ａでは、実施の形態１に係る
赤外線カットフィルタ１と同様の光透過特性が得られるから、実施の形態１に係る赤外線
カットフィルタ１と同様の効果を奏する。
【０１０８】
　なお、上記した実施の形態１及び２では、透明基板３１としてガラス板を用いているが
、これに限定されるものではなく、光線が透過可能な基板であれば、例えば、水晶板であ
ってもよい。また、透明基板３１は、複屈折板であってもよく、複数枚からなる複屈折板
であってもよい。また、水晶板とガラス板を組み合わせて透明基板３１を構成してもよい
。
【０１０９】
　また、実施の形態１及び２では、第１薄膜３２１にＴｉＯ2を用いているが、これに限
定されるものではなく、第１薄膜３２１が高屈折材料からなっていればよく、例えば、Ｚ
ｒＯ2、ＴａＯ2、Ｎｂ2Ｏ2等を用いてもよい。また、第２薄膜３２２にＳｉＯ2を用いて
いるが、これに限定されるものではなく、第２薄膜３２２が低屈折材料からなっていれば
よく、例えば、ＭｇＦ2等を用いてもよい。
【０１１０】
　また、実施の形態１及び２の赤外線カットフィルタ１，１Ａは、撮像装置において、赤
外線吸収体２，２Ａが赤外線反射体３，３Ａよりも結像光学系４の側に位置するように配
置されているが、これに限定されるものではない。即ち、赤外線カットフィルタ１，１Ａ
は、赤外線反射体３，３Ａが赤外線吸収体２，２Ａよりも結像光学系４の側に位置するよ
うに配置されてもよい。
【０１１１】
　例えば、撮像装置において、赤外線カットフィルタ１，１Ａを、結像光学系４の側に赤
外線吸収体２，２Ａが位置するように配置した場合、赤外線反射体３，３Ａにより反射さ
れた光を赤外線吸収体２，２Ａで吸収することができるので、結像光学系４の側に赤外線
反射体３，３Ａが位置するように配置した場合と比べ、赤外線反射体３，３Ａにより反射
されて結像光学系４を散乱する光の量を低減させることができ、ゴーストの発生を抑制す
ることができる。一方、赤外線カットフィルタ１，１Ａを、結像光学系４の側に赤外線反
射体３，３Ａが位置するように配置した場合には、結像光学系４の側に赤外線吸収体２，
２Ａが位置するように配置した場合と比べ、赤外線反射体３，３Ａと撮像デバイス５の距
離、具体的には、製造過程で赤外線反射体３，３Ａ内に発生した異物と撮像デバイス５の
距離が離れるので、異物による映像の劣化を抑えることができる。
【０１１２】
　また、実施の形態１及び２では、赤外線吸収体２，２Ａとして、赤外線吸収ガラス２１
の一主面２１１又は両主面２１１，２１２に反射防止膜２２が形成されたものが用いられ
ているが、本発明でいう赤外線吸収体２，２Ａはこれに限定されるものではない。例えば
、赤外線吸収ガラス２１の大気中における屈折率が、大気の屈折率とほぼ同じである場合
には、反射防止膜２２は形成されていなくてよい。つまり、反射防止膜が形成されていな
い赤外線吸収ガラスを赤外線吸収体として用いてもよい。



(18) JP 5013022 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【０１１３】
　また、実施の形態１では、赤外線反射体３として、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１
２に接着された透明基板３１の一主面３１１に赤外線反射膜３２を形成したものが用いら
れ、実施の形態２では、赤外線反射体３Ａとして、透明基板３１の一主面３１１に赤外線
反射膜３２が形成され、他主面３１２に反射防止膜３３が形成されたものが用いられてい
るが、本発明でいう赤外線反射体３，３Ａはこれに限定されるものではない。例えば、赤
外線吸収ガラスの表面に形成された赤外線反射膜を赤外線反射体としてもよい。
【０１１４】
　つまり、実施の形態１では、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１２に接着された透明基
板３１の一主面３１１に赤外線反射膜３２を形成しているが、赤外線吸収ガラス２１の他
主面２１２に直接、赤外線吸収体としての赤外線反射膜３２が形成されていてもよい。具
体例としては、赤外線吸収ガラス２１の他主面２１２に、ＴｉＯ2とＳｉＯ2とを交互に真
空蒸着することにより、赤外線吸収体としての赤外線反射膜３２が赤外線吸収ガラス２１
の他主面２１２に形成されていてもよい。このように赤外線吸収ガラス２１の他主面２１
２に直接、赤外線反射膜３２を形成すれば、赤外線カットフィルタ１を薄型化することが
できる。
【０１１５】
　また、実施の形態２では、透明基板３１の他主面３１２に反射防止膜３３が形成されて
いるが、透明基板３１の大気中における屈折率が、大気の屈折率とほぼ同じである場合に
は、反射防止膜３３は形成されていなくてよい。
【０１１６】
　なお、本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形
で実施することができる。そのため、上述の実施例はあらゆる点で単なる例示にすぎず、
限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって
、明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変
形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
【０１１７】
　また、この出願は、２０１０年６月１８日に日本で出願された特願２０１０－１３９６
８６に基づく優先権を請求する。これに言及することにより、その全ての内容は本出願に
組み込まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、可視域の光線を透過し、且つ赤外線をカットする赤外線カットフィルタに適
用することが可能である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１，１Ａ　赤外線カットフィルタ
　２，２Ａ　赤外線吸収体
　２１　赤外線吸収ガラス
　２１１，２１２　主面
　２２　反射防止膜
　３，３Ａ　赤外線反射体
　３１　透明基板
　３１１，３１２　主面
　３２　赤外線反射膜
　３２１　第１薄膜
　３２２　第２薄膜
　３３　反射防止膜
　４　結像光学系
　５　撮像デバイス
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