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(57)【要約】
【課題】任意形状のマイクロレンズアレイ用金型を容易
に製造することが可能なマイクロレンズアレイ用金型の
製造方法を提供する。
【解決手段】基板１０の一表面側にレジスト層１１を形
成するレジスト層形成工程（図１（ｂ））と、複数のマ
イクロレンズそれぞれに対応する部位に錐体２１が形成
された転写用金型２０をレジスト層１１に押し付けて転
写用金型２０の各錐体２１の形状をレジスト層１１に転
写する転写工程（図１（ｃ）～（ｅ））と、基板１０の
一表面側から基板１０をドライエッチングすることによ
り基板１０の一表面側に各マイクロレンズそれぞれのレ
ンズ面に対応する複数の曲面１２を形成する曲面形成工
程（図１（ｆ），（ｇ））と、各曲面１２が形成された
基板１０をマスタとして電鋳法によりマスタを複製した
複製型からなるマイクロレンズアレイ用金型１６を形成
する電鋳工程（図１（ｈ），（ｉ））とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の一表面側にレジスト層を形成するレジスト層形成工程と、複数のマイクロレンズ
それぞれに対応する部位に錐体が形成された転写用金型をレジスト層に押し付けて転写用
金型の各錐体の形状をレジスト層に転写する転写工程と、転写工程の後で基板の前記一表
面側から基板をドライエッチングすることにより基板の前記一表面側に各マイクロレンズ
それぞれのレンズ面に対応する複数の曲面を形成する曲面形成工程と、曲面形成工程にて
各曲面が形成された基板をマスタとして電鋳法によりマスタを反転させた型もしくはマス
タを複製した複製型からなるマイクロレンズアレイ用金型を形成する電鋳工程とを備える
ことを特徴とするマイクロレンズアレイ用金型の製造方法。
【請求項２】
　前記転写工程では、前記転写用金型として前記錐体が２次元的に配列され隣り合う前記
錐体間に平坦部が形成されたものを用い、前記曲面形成工程では、前記レジスト層におい
て各平坦部に対応する部分がなくなるまでドライエッチングを行うことを特徴とする請求
項１記載のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法。
【請求項３】
　前記転写工程では、前記転写用金型として前記錐体が角錐状の形状であり前記錐体が隙
間なく２次元的に配列されたものを用いることを特徴とする請求項１記載のマイクロレン
ズアレイ用金型の製造方法。
【請求項４】
　前記転写工程では、前記転写用金型として前記各錐体それぞれが棒状体の先端部に形成
されたものを用いることを特徴とする請求項１または請求項２記載のマイクロレンズアレ
イ用金型の製造方法。
【請求項５】
　前記転写工程では、前記転写用金型として単位格子が正三角形の仮想的な２次元三角格
子の各格子点に対応する各部位に前記錐体が形成されたものを用いることを特徴とする請
求項１または請求項２または請求項４記載のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法。
【請求項６】
　前記転写工程では、前記転写用金型として平面視における外周形状が同じで高さが異な
る複数の錐体が形成されたものを用いることを特徴とする請求項１または請求項２または
請求項４または請求項５記載のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロレンズアレイ用金型の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、マイクロレンズアレイ用金型の製造方法として、超精密加工機を用い、ダイ
ヤモンドのアールバイトを３軸制御駆動して鏡面切削（精密シェーパ加工）することによ
りマイクロレンズアレイ用金型を製造する方法が提案されている（非特許文献１）。
【０００３】
　なお、上記非特許文献１では、１ｍｍ程度のレンズ径のマイクロレンズが２次元的に配
列されたマイクロレンズアレイ用金型が例示されている。
【非特許文献１】「マイクロレンズ（アレイ）の超精密加工と量産化技術」，第１版，株
式会社技術情報協会，２００３年４月２８日，ｐ．１２６－１３１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記非特許文献１に開示されたマイクロレンズアレイ用金型の製造方法では
、各マイクロレンズそれぞれのレンズ形状のレンズ面に対応する各曲面を得るために、超
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精密加工機において、アールバイトを曲面ごとに複数回、動かして加工しているが、曲面
ごとにアールバイトを１回ずつどのように動かせばよいか計算で求め、プログラムに基づ
いて自動で加工が行われる。
【０００５】
　しかしながら、上記非特許文献１に開示されたマイクロレンズアレイ用金型の製造方法
では、レンズサイズが更に小さくなり、ｍｍレベルからμｍレベルに小さくなった場合に
は、各曲面ごとにアールバイトを１回だけ動かして加工するようになり、所望のレンズ形
状におけるレンズ面の曲率半径と同じ曲率半径を有するアールバイトを作製しなければな
らず、所望のレンズ形状ごとにアールバイトを作製する必要があり、アールバイトの作製
に費用および時間がかかっていた。また、上記非特許文献１に開示されたマイクロレンズ
アレイ用金型の製造方法では、レンズサイズが小さくなってマイクロレンズアレイ用金型
に形成する曲面の数が増えた場合、加工時間が長くなり、コストアップの原因となってし
まう。
【０００６】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、任意形状のマイクロレン
ズアレイ用金型を容易に製造することが可能なマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、基板の一表面側にレジスト層を形成するレジスト層形成工程と、複
数のマイクロレンズそれぞれに対応する部位に錐体が形成された転写用金型をレジスト層
に押し付けて転写用金型の各錐体の形状をレジスト層に転写する転写工程と、転写工程の
後で基板の前記一表面側から基板をドライエッチングすることにより基板の前記一表面側
に各マイクロレンズそれぞれのレンズ面に対応する複数の曲面を形成する曲面形成工程と
、曲面形成工程にて各曲面が形成された基板をマスタとして電鋳法によりマスタを反転さ
せた型もしくはマスタを複製した複製型からなるマイクロレンズアレイ用金型を形成する
電鋳工程とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、基板の一表面側にレジスト層を形成するレジスト層形成工程、複数
のマイクロレンズそれぞれに対応する部位に錐体が形成された転写用金型をレジスト層に
押し付けて転写用金型の各錐体の形状をレジスト層に転写する転写工程、基板の前記一表
面側から基板をドライエッチングすることにより基板の前記一表面側に各マイクロレンズ
それぞれのレンズ面に対応する複数の曲面を形成する曲面形成工程を順次行うことにより
、基板に複数の曲面を一括して形成することができるだけでなく、曲面形成工程における
ドライエッチングのエッチング条件を適宜設定してエッチング速度の等方性を高めたり異
方性を高めたりすることにより、曲面の曲率半径を制御することができて曲面形状の設計
変更に容易に対応することができ、電鋳工程において、各曲面が形成された基板をマスタ
として電鋳法によりマスタを反転させた型もしくはマスタを複製した複製型からなるマイ
クロレンズアレイ用金型を形成することができるので、任意形状のマイクロレンズアレイ
用金型を容易に製造することが可能となる。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記転写工程では、前記転写用金型とし
て前記錐体が２次元的に配列され隣り合う前記錐体間に平坦部が形成されたものを用い、
前記曲面形成工程では、前記レジスト層において各平坦部に対応する部分がなくなるまで
ドライエッチングを行うことを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、隣り合うマイクロレンズのレンズ面間に平坦な部位がなく集光効率
の高いマイクロレンズアレイを成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造するこ
とが可能となる。
【００１１】
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　請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記転写工程では、前記転写用金型とし
て前記錐体が角錐状の形状であり前記錐体が隙間なく２次元的に配列されたものを用いる
ことを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、隣り合うマイクロレンズのレンズ面間に平坦な部位がなく集光効率
の高いマイクロレンズアレイを成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造するこ
とが可能となり、しかも、請求項２の発明に比べて、より微細なマイクロレンズを有する
マイクロレンズアレイを成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造することが可
能となる。
【００１３】
　請求項４の発明は、請求項１または請求項２の発明において、前記転写工程では、前記
転写用金型として前記各錐体それぞれが棒状体の先端部に形成されたものを用いることを
特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、前記転写用金型を簡単に低コストで作製することが可能となる。
【００１５】
　請求項５の発明は、請求項１または請求項２または請求項４の発明において、前記転写
工程では、前記転写用金型として単位格子が正三角形の仮想的な２次元三角格子の各格子
点に対応する各部位に前記錐体が形成されたものを用いることを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、平面視における前記レンズ面の外周形状が六角形状で且つ隣り合う
マイクロレンズのレンズ面間に平坦な部位がなく集光効率の高いマイクロレンズアレイを
成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造することが可能となる。
【００１７】
　請求項６の発明は、請求項１または請求項２または請求項４または請求項５の発明にお
いて、前記転写工程では、前記転写用金型として平面視における外周形状が同じで高さが
異なる複数の錐体が形成されたものを用いることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、曲率半径の異なる複数の曲面を有するマイクロレンズ用金型を製造
することができるので、曲率半径の異なる複数のマイクロレンズを備えたマイクロレンズ
アレイを成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造することが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の発明は、任意形状のマイクロレンズアレイ用金型を容易に製造することが可
能になるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法について図１～図５を参照
しながら説明する。
【００２１】
　まず、図１（ａ）に示すシリコン基板からなる基板１０の一表面側に有機材料（熱硬化
性樹脂、光硬化性樹脂など）からなるレジストをスピンコート法により回転塗布してレジ
スト層１１を形成するレジスト層形成工程を行うことによって、図１（ｂ）に示す構造を
得る。なお、レジスト層１１のレジストとしては、一般的なレジストの中で転写性が良く
、且つ、耐熱性の高いものを用いればよい。
【００２２】
　その後、所望形状のマイクロレンズアレイ３０（図６参照）の複数のマイクロレンズ３
１（図６参照）それぞれに対応する部位に錐体（本実施形態では、角錐）２１が形成され
た転写用金型２０をレジスト層１１に押し付けて転写用金型２０の各錐体２１の形状をレ
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ジスト層１１に転写する転写工程を行うことによって、図１（ｅ）および図４に示す構造
を得る。ここにおいて、転写工程では、図１（ｃ）に示すように転写用金型２０をレジス
ト層１１の表面に対向させた後、図１（ｄ）に示すように転写用金型２０をレジスト層１
１にプレスしてからレジスト層１１を硬化させ、続いて、レジスト層１１から転写用金型
２０を離型する。なお、転写用金型２０は、所定の金型材料（本実施形態では、Ｎｉ－Ｐ
）により形成され当該転写用金型２０の基礎となる転写金型用基板２０ａ（図２（ａ）参
照）の一表面を図２（ｂ）に示すようにダイヤモンドバイト２４０により切削加工するこ
とによって作製してあり、図３に示すように、複数の錐体２１が隙間なく２次元的に配列
されており、レジスト層１１は、図４に示すように各錐体２１に対応する部分が凹んだ形
状の凹凸パターンとなる。
【００２３】
　上述の転写工程の後で基板１０の上記一表面側から基板１０を等方性あるいは等方性に
近いエッチング条件でドライエッチングすることにより基板１０の上記一表面側に各マイ
クロレンズ３１（図６参照）それぞれのレンズ面３１ａ（図６の例では凸曲面）に対応す
る複数の曲面（凹曲面）１２を形成する曲面形成工程を行うことによって、図１（ｇ）お
よび図５に示す構造を得る。なお、図１（ｆ）は曲面形成工程の途中（エッチングの途中
）での断面形状を示してある。
【００２４】
　ところで、仮に、図７（ａ）に示すように、基板１０の上記一表面側のレジスト層１１
に微細な円形状の開口部１１ｂが１つだけ形成されているとし、基板１０の上記一表面側
から等方性エッチングを行うと、レジスト層１１も徐々にエッチングされるので、図７（
ｂ）→図７（ｃ）→図７（ｄ）のように断面形状が変化する。すなわち、図７（ｃ）に示
すようにレジスト層１１がなくなるまではレジスト層１１の開口径のサイズで曲面１２が
形成されるが、レジスト層１１がなくなった後もエッチングを続けると、エッチングは基
板１０の上記一表面に対して垂直方向に進むので、図７（ｄ）に示すように曲面１２は曲
率半径が大きくなるようにエッチングされ且つ平面部は平坦なままエッチングされる。
【００２５】
　したがって、レジスト層１１に複数の開口部１１ｂを隣接して形成して等方性エッチン
グを行えば、基板１０の上記一表面側に図８（ａ）の実線イに示すような曲面１２が隣接
した形状を形成することができ、等方性エッチングを更に続ければ図８（ａ）の破線ロ（
エッチング進行面）に示すようにエッチングが進行し、隣接する曲面１２間に残っていた
平面部１２ｂの面積は徐々に減少する（なお、図８中の矢印はエッチングの進行方向を示
している）。ここで、実線ハに示すように曲面１２と平面部１２ｂとの境界部分はエッジ
状に角がついた状態が保たれ、丸みを帯びることはない。したがって、図８（ｂ）に示す
ように最終的に平面部１２ｂがなくなった実線イの状態からエッチングを続けても、図８
（ｂ）の破線ロ（エッチング進行面）に示すようにエッチングが進行し、図８（ｂ）の実
線ハに示すように隣り合う曲面１２と曲面１２との境界がきれいに残るので、これらの曲
面１２を平面視したときの外周形状は、開口部１１ｂの配置により決まることになる。
【００２６】
　ここで、本実施形態では、上述のように複数の錐体２１が２次元的に配列された転写用
金型２０の各錐体２１をレジスト層１１に転写しており、レジスト層１１には各錐体２１
に対応する部位に擂鉢状の凹みが形成されているので、曲面形成工程においてドライエッ
チングを行うと、レジスト層１１における凹みの中央から基板１０が露出し始めるから、
錐体２１のピッチが開口部のピッチとなり、最終的なマイクロレンズ３１のピッチとなる
。また、錐体２１の配置によってマイクロレンズ３１がどのように隣り合うかが決まるこ
ととなる。しかして、転写用金型２０に設ける錐体２１の形状や配置を変えることで種々
のマイクロレンズ３１を隙間なく並べたマイクロレンズアレイを成形するためのマイクロ
レンズアレイ用金型を容易に作製することが可能となる。本実施形態では、レジスト層１
１の断面形状は三角形が並んだ形状であるから、等方性のドライエッチングを行うと、レ
ジスト層１１の厚みの薄いところから基板１０が露出し、露出した部位を基点として基板
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１０がエッチングされ、全方向にエッチングが進行するので、断面形状が円弧状の曲面１
２が形成される。
【００２７】
　ここにおいて、曲面形成工程では、ドライエッチングのエッチング条件（例えば、エッ
チングガス、エッチングガスの流量、エッチング圧力、エッチング時間など）を適宜設定
してエッチング速度の等方性を高めたり異方性を高めたりすることにより、図９に示すよ
うに曲面１２の曲率半径を制御することができる。なお、図９の上段には、各エッチング
方向のエッチング速度を矢印の方向と長さで表したベクトルの矢の先端の包絡面を記載し
、下段にはエッチング後の基板１０の断面形状を記載してあり、図９は、異方性の度合い
が高い（強い）ほど曲面１２の曲率半径が小さく、異方性の度合いが低い（弱い）ほど曲
面１２の曲率半径が大きくなることを示している。
【００２８】
　ここで、本実施形態のように基板１０としてシリコン基板を用いている場合には、例え
ば、エッチングガスとしてＳＦ６ガスを採用することにより、プラズマにより励起された
Ｆラジカルが主としてエッチングに関与し、基板２０表面での反応が化学的に進行しやす
くなるので、等方性の高いエッチングが可能となる。また、エッチングガスとしてＳＦ６

ガスのみを用いるのではなく、Ｏ２ガス、Ｎ２ガス、Ａｒガスなどを混合して、イオンに
よる物理的なエッチング効果を付加することでエッチング速度の等方性の度合いを低くす
る（つまり、異方性の度合いを高める）ことが可能となる。また、レジスト層１１のレジ
スト材料の種類によって基板２０とレジスト層１１とのエッチング速度比（選択比）が変
化するので、レジスト層１１の材料を変えることによってもエッチング後の曲面１２の曲
率半径を変えることができる。また、レジスト材料が同じであっても、エッチング条件を
変えることによってエッチング速度やトータルのエッチング量が変化するので、同様に曲
面１２の曲率半径の制御が可能となる。なお、本実施形態では、基板１０としてシリコン
基板１０を用いているが、基板１０は、シリコン基板に限定するものではなく、例えば、
ガラス基板などを用いてもよく、曲面形成工程では、基板１０の材料に応じてエッチング
ガスを含めたエッチング条件を適宜設定すればよい。
【００２９】
　次に、曲面形成工程にて各曲面１２が形成された基板２０をマスタ（母型）としてマス
タを複製した複製型からなるマイクロレンズアレイ用金型１６を形成する電鋳工程を行う
ことによって、図１（ｉ）に示すマイクロレンズアレイ用金型１６を形成するようにして
いる。ここにおいて、電鋳工程では、図１（ｈ）に示すように各曲面１２が形成された基
板２０をマスタ（母型）として電鋳法によってマスタを反転させたニッケル製の型（以下
、反転型と称する）１５を作製し、その後、反転型１５を型として用いて電鋳法によって
ニッケル製のマイクロレンズアレイ用金型１６を形成している。
【００３０】
　なお、本実施形態では、上述のようにマイクロレンズ３１のレンズ面３１ａが凸曲面な
ので、各曲面１２が形成された基板２０をマスタとしてマスタを複製した複製型をマイク
ロレンズアレイ用金型１６としているが、マイクロレンズ３１のレンズ面３１ａが凹曲面
の場合には、各曲面１２が形成された基板２０をマスタとして反転させた型をマイクロレ
ンズアレイ用金型とすればよい。
【００３１】
　以上説明した本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型１６の製造方法によれば、基板
１０の上記一表面側にレジスト層１１を形成するレジスト層形成工程、複数のマイクロレ
ンズ３１それぞれに対応する部位に錐体２１が形成された転写用金型２０をレジスト層１
１に押し付けて転写用金型２０の各錐体２１の形状をレジスト層１１に転写する転写工程
、基板１０の上記一表面側から基板１０をドライエッチングすることにより基板１０の上
記一表面側に各マイクロレンズ３１それぞれのレンズ面３１ａに対応する複数の曲面１２
を形成する曲面形成工程を順次行うことにより、基板１０に複数の曲面１２を一括して形
成することができるだけでなく、曲面形成工程におけるドライエッチングのエッチング条
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件を適宜設定してエッチング速度の等方性を高めたり異方性を高めたりすることにより、
曲面１２の曲率半径を制御することができて曲面形状の設計変更に容易に対応することが
でき、電鋳工程において、各曲面１２が形成された基板１０をマスタとして電鋳法により
マスタを反転させた型もしくはマスタを複製した複製型からなるマイクロレンズアレイ用
金型１６を形成することができるので、任意形状のマイクロレンズアレイ用金型１６を容
易に製造することが可能となる。また、基板１０としてウェハを用いることにより、大面
積のマイクロレンズアレイ用金型を容易に作製することが可能になるとともに、複数のマ
イクロレンズアレイ用金型１６を一度に作製することも可能となる。
【００３２】
　図６は上述のマイクロレンズアレイ用金型１６を用いて成形したマイクロレンズアレイ
３０の使用例の一例を示したものであり、ベース基板４１の一表面側に複数の赤外線検出
素子からなる受光素子４２が２次元アレイ状に配列されたセンサ素子４０と、センサ素子
４０の各受光素子４２に光を集光するマイクロレンズアレイ３０とを備えたセンサ装置で
ある。なお、受光素子４２は、赤外線検出素子に限らず、フォトダイオードなどでもよい
。
【００３３】
　また、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型１６の製造方法では、転写工程におい
て、転写用金型２０として角錐状の錐体２１が２次元的に配列され隣り合う錐体２１間に
平坦部が形成されたものを用いた場合、図１０（ａ）に示すようにレジスト層１１に転写
されるので、曲面形成工程にて、図１０（ｃ）に示すようにレジスト層１１において転写
用金型２０の各平坦部に対応する部分がなくなるまでドライエッチングを行うようにすれ
ば、隣り合うマイクロレンズ３１のレンズ面３１ａ間に平坦な部位がなく集光効率の高い
マイクロレンズアレイ３０を成形するためのマイクロレンズ用金型１６を容易に製造する
ことが可能となる。なお、図１０（ｂ）は曲面形成工程におけるエッチング途中でのレジ
スト層１１および基板１０の形状を示しており、エッチングで形成される曲面が徐々に広
がっていき、隣り合う曲面１２同士が接すると曲面１２の拡大は止まる。また、図１０（
ａ）～（ｂ）の上段は平面図、下段は上段のＡ－Ａ’断面図である。
【００３４】
　また、転写工程において、転写用金型２０として円錐状の錐体２１が２次元的に配列さ
れ隣り合う錐体２１間に平坦部が形成されたものを用いた場合、図１１（ａ）に示すよう
にレジスト層１１に転写されるので、曲面形成工程にて、図１１（ｃ）に示すようにレジ
スト層１１において転写用金型２０の各平坦部に対応する部分がなくなるまでドライエッ
チングを行うようにすれば、隣り合うマイクロレンズ３１のレンズ面３１ａ間に平坦な部
位がなく集光効率の高いマイクロレンズアレイ３０を成形するためのマイクロレンズ用金
型１６を容易に製造することが可能となる。図１１の見方は図１０と同じである。
【００３５】
　また、転写工程において、転写用金型２０として錐体２１が角錐状の形状であり錐体２
１が隙間なく２次元的に配列されたものを用いた場合、図１２（ａ）に示すようにレジス
ト層１１に転写されるので、曲面形成工程にて、図１２（ｃ）に示すように少なくともレ
ジスト層１１がなくなるまでドライエッチングを行うようにすれば、隣り合うマイクロレ
ンズ３１のレンズ面３１ａ間に平坦な部位がなく集光効率の高いマイクロレンズアレイ３
０を成形するためのマイクロレンズ用金型１６を容易に製造することが可能となり、しか
も、図１０や図１１の例に比べて、より微細なマイクロレンズ３１を有するマイクロレン
ズアレイ３０を成形するためのマイクロレンズ用金型１６を容易に製造することが可能と
なり、センサ素子４０側の微細化にも対応可能となる。また、転写用金型２１の錐体２１
の平面サイズが平面視における曲面１２の外周のサイズと同じになるという利点がある。
図１２の見方は図１０と同じである。
【００３６】
　なお、本実施形態では、錐体２１の形状として角錐状や円錐状の形状を例示したが、角
錐台状や円錐台状の形状でもよい。
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【００３７】
　（実施形態２）
　本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法は実施形態１と略同じであって、
転写工程において、図１３に示すように各錐体２１それぞれが棒状体２２の先端部に形成
されたものを用いる点が相違するだけである。すなわち、実施形態１では、転写用金型２
０を簡易的な切削加工により形成していたのに対して、本実施形態では、転写用金型２０
のベースとなる平板に複数の棒状体２２を所定ピッチでセットしている。また、本実施形
態では、各棒状体２２として丸棒状のものを用いており、各錐体２１が円錐状の形状に形
成されている。
【００３８】
　しかして、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法によれば、転写用金型
２０の作製にあたって、各棒状体２２の先端部のみを加工すればよいので、転写用金型２
０を簡単に低コストで作製することが可能となる。
【００３９】
　（実施形態３）
　本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法は実施形態１と略同じであって、
転写工程において、図１４に示すように各錐体２１それぞれが棒状体２２の先端部に形成
されたものを用いる点が相違するだけである。ここで、本実施形態では、各棒状体２２と
して角棒状のものを用いており、各錐体２１が角錐状の形状に形成されている。
【００４０】
　しかして、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法によれば、転写用金型
２０の作製にあたって、各棒状体２２の先端部のみを加工すればよいので、転写用金型２
０を簡単に低コストで作製することが可能となる。なお、本実施形態のように棒状体２２
を束ねて転写用金型２０のベースとなる平板にセットする場合、棒状体２２の長手方向に
直交する断面は矩形状に限らず、棒状体２２の配列が容易となる断面形状であればよく、
円形状や六角形状でもよい。
【００４１】
　（実施形態４）
　本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法は実施形態１と略同じであって、
転写工程において、実施形態１で説明した転写用金型２０として単位格子が正三角形の仮
想的な２次元三角格子の各格子点に対応する各部位に錐体２１が形成されたものを用いる
点が相違するだけである。
【００４２】
　したがって、転写工程では、転写用金型２０の形状が図１５（ａ）に示すようにレジス
ト層１１に転写されるので、曲面形成工程にて、図１５（ｃ）に示すように隣り合う曲面
１２同士の境界が直線となるまでドライエッチングを行うようにすれば、平面視における
外周形状が六角形状の曲面１２が隙間なく並ぶこととなるから、平面視におけるレンズ面
３１ａの外周形状が六角形状で且つ隣り合うマイクロレンズ３１のレンズ面３１ａ間に平
坦な部位がなく集光効率の高いマイクロレンズアレイ３０を成形するためのマイクロレン
ズ用金型１６を容易に製造することが可能となる。図１５の見方は図１０と同じである。
【００４３】
　（実施形態５）
　ところで、実施形態１にて説明したセンサ装置をカメラなどの撮像装置に利用する場合
、図１６に示すように、マイクロレンズアレイ３０の前方にレンズ（撮像レンズなど）５
０が配置されるが、レンズ５０からマイクロレンズアレイ３０への入射光の角度やレンズ
収差などを考慮すると、マイクロレンズアレイ３０における各マイクロレンズ３１の位置
によって曲率半径を変化させたほうが各マイクロレンズ３１の集光効率が高くなり、マイ
クロレンズアレイ３０全体としての集光効率を高められる場合がある。
【００４４】
　そこで、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法は実施形態１と略同じで
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あって、転写工程において、転写用金型２０として平面視における外周形状が同じで高さ
が異なる複数の錐体２１が形成されたものを用いるようにしている。
【００４５】
　したがって、転写工程では、転写用金型２０の形状が図１７（ａ）に示すようにレジス
ト層１１に転写されるので、曲面形成工程にて、図１７（ｃ）に示すようにレジスト層１
１がなくなり且つ隣り合う曲面１２同士の境界が直線となるまでドライエッチングを行う
ようにすれば、平面視における外周形状が矩形状の曲面１２が隙間なく並ぶこととなる。
図１７の見方は図１０と同じである。
【００４６】
　しかして、本実施形態のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法によれば、曲面形成工
程においてドライエッチングを行ったときに基板１０が露出するタイミングにずれが生じ
るから、曲率半径の異なる複数の曲面を有するマイクロレンズ用金型を製造することがで
きるので、曲率半径の異なる複数のマイクロレンズ３１を備えたマイクロレンズアレイ３
０を成形するためのマイクロレンズ用金型を容易に製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】実施形態１のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための主要工程
断面図である。
【図２】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための主要工程断面図
である。
【図３】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための斜視図である。
【図４】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための斜視図である。
【図５】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための斜視図である。
【図６】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法により製造されたマイクロレンズ
アレイの使用例の概略断面図である。
【図７】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法を説明するための斜視図である。
【図８】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図９】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図１０】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図１１】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図１２】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図１３】実施形態２のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法で用いる転写用金型の概
略斜視図である。
【図１４】実施形態３のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法で用いる転写用金型の概
略斜視図である。
【図１５】実施形態４のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【図１６】実施形態５のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法により製造するマイクロ
レンズアレイの使用例の概略断面図である。
【図１７】同上のマイクロレンズアレイ用金型の製造方法の説明図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　基板
　１１　レジスト層
　１２　曲面
　１６　マイクロレンズアレイ用金型
　２０　転写用金型
　２１　錐体
　３０　マイクロレンズアレイ
　３１　マイクロレンズ
　３１ａ　レンズ面
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