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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向（ｚ）に延びた開口（５７，６７）を有するハウジング（４１，５６，６６）と
、
　前記開口（５７，６７）を横切って配置され、一定量（Ｖ，Ｖ１，Ｖ２）の流体が充填
された少なくとも１つのチャンバ（４４，４５，４６，６０，７８，７９）を前記ハウジ
ング（４１，５６，６６）の内部に形成する少なくとも１つの膜（４２，４３，５９，６
８）であって、第１の区分（８０）及び第２の区分（８１，６４）を有する少なくとも１
つの膜（４２，４３，５９，６８）と、
　前記流体の移動によって前記膜（４２，４３，５９，６８）の第１の区分（８０）の形
状を変化させ、これにより、光学系（４０，５５，６５）の光学特性を変化させる少なく
とも１つのアクチュエータ（１１，１２）と、
を備える、光学系（４０，５５，６５）であって、
　前記膜（４２，４３，５９，６８）の第１の区分（８０）及び第２の区分（８１，６４
）は、少なくとも１つの環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）に取り付けられて
おり、
　前記アクチュエータは、前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）を前記ハウ
ジング（４１，５６，６６）に対して軸方向（ｚ）に移動させるように該環状保持フレー
ム（４７，４８，６１，６９）に結合されており、
　前記アクチュエータは、固定配置された第１の支持体（８４）と、中心軸（ｚ）を中心



(2) JP 5210383 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

に前記第１の支持体（８４）に対して回転可能に配置された第２の支持体（８６）とを有
し、
　前記アクチュエータは、前記第２の支持体（８６）を前記第１の支持体（８４）に対し
て回転させることによって、前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）が前記軸
方向（ｚ）に移動させられ、これにより前記膜（４２，４３，５９，６８）が変形させら
れるように構成されていることを特徴とする、光学系。
【請求項２】
　前記膜（４２，４３，５９，６８）の第１の区分（８０）及び第２の区分（８１，６４
）は、同じ環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）に取り付けられていることを特
徴とする、請求項１記載の光学系。
【請求項３】
　前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）は、前記膜（４２，４３，５９，６
８）を、前記第１の区分（８０）と前記第２の区分（８１，６４）とに分離していること
を特徴とする、請求項２記載の光学系。
【請求項４】
　前記アクチュエータは、前記膜（４２，４３，５９，６８）の第２の区分（８１，６４
）に結合されていることを特徴とする、請求項１から３までのいずれか１項記載の光学系
。
【請求項５】
　環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）は、前記開口（５７，６７）の内側面に
対して距離（ｄ２）だけ離れて配置されていることを特徴とする、請求項１から４までの
いずれか１項記載の光学系。
【請求項６】
　前記ハウジング（４１，５６，６６）は、一定の体積（Ｖ）を取り囲んでおり、前記少
なくとも１つの膜（４２，４３，５９，６８）は、前記ハウジング（４１，５６，６６）
の内部を、同じか又は異なる屈折率を有する第１の流体及び第２の流体で充填された第１
のチャンバと第２のチャンバ（４４，４５，４６，６０，７８，７９）とに分離している
、請求項１から５までのいずれか１項記載の光学系。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの膜（４２，４３，５９，６８）を移動させるアクチュエータは、
前記ハウジング（４１，５６，６６）内に配置されていることを特徴とする、請求項１か
ら６までのいずれか１項記載の光学系。
【請求項８】
　前記膜（４２，４３，５９，６８）を移動させるアクチュエータは、前記ハウジング（
４１，５６，６６）の外部から電気信号によって制御されることを特徴とする、請求項７
記載の光学系。
【請求項９】
　前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）は、前記ハウジング（４１，５６，
６６）の外部から、磁界、又は機械的な力の伝達機構によって作動されることを特徴とす
る、請求項１から８までのいずれか１項記載の光学系。
【請求項１０】
　前記膜（４２，４３，５９，６８）は、強磁性又は磁性、特に磁性又は強磁性のリング
を含むことを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項記載の光学系。
【請求項１１】
　前記膜（４２，４３，５９，６８）の第１の区分（８０）は、吸収性、屈折性、回折性
、拡散性又は反射性の構造を含むことを特徴とする、請求項１から１０までのいずれか１
項記載の光学系。
【請求項１２】
　前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）を前記軸方向（ｚ）に移動させるこ
とによって、平面－凸面、平面－凹面、又は平面－平面のレンズ系（４０，５５，６５）
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を得ることができるように構成されていることを特徴とする、請求項１から１１までのい
ずれか１項記載の光学系。
【請求項１３】
　前記第１の支持体（８４）は、軸方向に配置された第１の切欠（８３）を有し、
　前記第２の支持体（８６）には、らせん状に形成された第２の切欠（８５）が配置され
ており、
　前記環状保持フレーム（４７，４８，６１，６９）は、前記第１の切欠（８３）と前記
第２の切欠（８５）とにそれぞれ係合する、半径方向のピン（８２）を有することを特徴
とする、請求項１から１２までのいずれか１項記載の光学系。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの膜（４２，４３，５９，６８）は、張力を受けながら延伸及び／
又は予備延伸させられた状態で、前記ハウジング（４１，５６，６６）の開口（５７，６
７）に配置されており、
　前記膜（４２，４３，５９，６８）は、弾性により延伸させられながら、前記環状保持
フレーム（４７，４８，６１，６９）に取り付けられていることを特徴とする、請求項１
から１３までのいずれか１項記載の光学系。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項の前提部に記載の光学系に関する。
【０００２】
　発明の背景
　流体を含む調節可能な光学レンズ系が従来知られている。
【０００３】
　国際公開第０７／０４９０５８号パンフレットは、例えば、２００７年５月に公開され
ており、可変焦点を備えるレンズに関し、このレンズは、フレキシブルな膜が取り付けら
れた剛性のリングを有する。剛性の透明な前側カバーがフレキシブルな膜に取り付けられ
ており、剛性の後側カバーがリングの後面に取り付けられている。フレキシブルな膜と後
側カバーとの間には、液体が充填される空洞が形成されている。空洞内の液体の量は調節
されることができ、これにより、フレキシブルな膜の曲率を変化させ、ひいてはレンズの
光学特性を変化させる。後側カバーとリングとの間には第２のフレキシブルな膜が配置さ
れることができる。
【０００４】
　米国特許出願公開第２００６／１６４７３１号明細書は、２００６年７月に公開されて
おり、液体充填チャンバ（セル）に基づく可変焦点を備えたレンズの別の例を示している
。液体レンズセルは、４つの部分、すなわち透明な膨張性の膜と、透明な壁膜と、レンズ
セルチャンバに貯蔵された一定の体積を備える液体と、環状周縁シーリングリングとから
成る。環状周縁シーリングリングは、慣用のアイリス絞りと同様に、変更可能である。環
状シーリングリングの半径を調整することにより、レンズセルに貯蔵された液体が、分配
され直され、これによって、膨張性膜の曲率を変化させる。１つの欠点は、液体レンズが
重力及び振動によって影響されるということである。
【０００５】
　国際公開第０６／０１１９３７号パンフレットは、２００６年２月に公開されており、
（第１の隔壁として示された）少なくとも１つのフレキシブルな膜を備えた流体適応性レ
ンズ装置に関する。適応性レンズは、第１の、フレキシブルな、光学的に透明な膜を有す
る。フレキシブルな膜に結合された第２の隔壁は少なくとも部分的に光学的に透明である
。フレキシブルな膜と第２の隔壁との間に第１の空洞が形成されている。レンズ装置は、
空洞内の流体を有する。さらに、装置は、チャンバ内の流体の圧力又は体積を制御するた
めの手段、例えばテフロン塗装されたねじを有する。流体媒体のパラメータが変化すると
、膜が撓み、レンズの光学的特性が変化する。
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【０００６】
　米国特許第２００３０９５３３６号明細書は、２００３年５月に公開されており、主に
矯正レンズ又は処方レンズのためのレンズ配列を示している。処方レンズは、フレキシブ
ルな膜及びベースを有する流体セルに隣接している。流体が流体セル内へ送り込まれたり
、流体セルから送り出されると、レンズ配列全体の矯正力が変化させられる。この装置は
、小型化のための適性が制限されている。
【０００７】
　米国特許第５４４６５９１号明細書は、１９９５年８月に公開されており、望遠鏡のた
めの別の調節可能なレンズアセンブリを開示している。装置は、隣接するガラスレンズエ
レメントの間に含まれた液体レンズエレメントを有する。液体は、液体レンズエレメント
を形成するために、隣接するガラスレンズの間の間隙に導入されている。
【０００８】
　米国特許第４８９０９０３号明細書は、１９８７年５月に公開されており、フレキシブ
ルな膜によって画設されたチャンバを有する調節可能な液体レンズ又はミラーに関する。
フレキシブルな膜は、１対の弾性リングの間に、緊張した状態で指示されている。第１の
流体媒体はチャンバを充填しており、この第１の流体媒体は、レンズの場合に、フレキシ
ブルな膜の他方の側に接触する第２の流体媒体のものとは異なる屈折率を有する。フレキ
シブルな膜のための環状支持部材は、相対移動可能な、第１及び第２の構成部材を有して
おり、支持部材のこれらの第１及び第２の構成部材は、液密式に、調節可能に連結されて
おり、この場合、チャンバの体積は、支持部材の一方の構成部材を、他方の構成部材に対
して移動させることによって調節可能であり、これにより、第１の流体媒体の圧力を変化
させ、前記膜表面の形状を変化させる。
【０００９】
　米国特許第０１５４３８０号明細書は、２００２年１０月に公開されており、電子機械
式に調節可能な凹面レンズとして作用する、マイクロ加工された装置を開示している。レ
ンズ本体自体は、酸化インジウムスズのような導電性で且つ透明な電極を有する媒体と、
異なる屈折率を有する２つの領域を分離する膜とから形成されている。電極に電圧を印加
すると、レンズ本体内で、静電力が、ある範囲において、フレキシブルな電極に作用し、
中間におけるレンズ本体の厚さが減じられ、光学特性が変化する。
【００１０】
　特開平１０－１４４９７５号公報は、１９９８年５月に公開されており、環状の圧電ア
クチュエータを用いる調節可能な液体充填レンズを示している。アクチュエータの内部開
口において、透明カバーが光を透過させるのに対し、外縁部はある深さを備えながら剛性
リングに固定されている。リングの中央において、圧電アクチュエータの反対方向に、フ
レキシブルで且つ透明な膜が、アクチュエータと共に、液体充填空間を包囲しており、ア
クチュエータの電圧を印加することによって、延在する体積が変化する。体積が変化する
ことによって、膜は１つの方向へ撓み、円蓋状の調節可能なレンズを構成する。
【００１１】
　国際公開第２００５／０９６０２８号パンフレットは、２００５年１０月に公開されて
おり、同様に、環状の圧電アクチュエータを用いる調節可能な液体充填レンズを示してい
る。この場合、ピエゾの横方向に生ぜしめられる撓みは、円筒状の液体体積の直径を変化
させる。液体自体の位邸の体積は、同じ密度を備えるが、異なる屈折率を備える、隣接す
る、不混和性の液体に対して圧力を生ぜしめる。ピエゾに電圧を印加することによって、
液体の境界面の位置が変化し、調節可能なレンズが生ぜしめられる。
【００１２】
　英国特許第１３２７５０３号明細書は、１９７３年８月に公開されており、ピエゾ駆動
式の、調節可能な液体レンズを示している。ある体積の液体は、閉鎖された円筒状の、軸
方向で光学的に透明な、ピエゾ活性箱を包囲している。液体自体は、１つの上部において
、弾性で且つ透明な膜によって閉鎖された剛性の箱によって包囲されている。ピエゾに電
圧を印加することによって、内部体積が変化し、膜が撓まされ、これにより調節可能なレ
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ンズが生ぜしめられる。
【００１３】
　米国特許出願公開２００６／１６４７３１号明細書は、２００６年７月に公開されてお
り、調節可能な液体充填レンズを示しており、この場合、円筒状チャンバの体積は、壁部
の直径を機械的に調節することによって変化させられる。軸方向で、システムはフレキシ
ブルな膜によって閉鎖されており、箱の直径を変化させながら撓むことができる。このよ
うにして、調節可能なレンズが容易に生ぜしめられることができる。
【００１４】
　国際公開第０８／０２０３５６号パンフレットは、２００８年２月に公開されており、
可変焦点レンズに関する。レンズは、内部チャンバを有する容器を含む。第１の流体媒体
と第２の流体媒体とは、チャンバ内に配置されており、メニスカスによって分離されてい
る。メニスカスの形状を制御するためのメニスカス制御システムは、第１の制御エレメン
トと第２の制御エレメントを有している。第１の制御エレメントはメニスカスに結合され
ており、実質的に光軸に対して平行な方向に可動である。第１の制御エレメントと第２の
制御エレメントは、電界又は磁界を用いて相互作用するように構成されている。内部チャ
ンバは、チャンバの壁部を貫通するいかなるエレメントをも備えない閉鎖されたチャンバ
である。したがって、チャンバからの流体媒体の漏れの可能性が減じられる。１つの問題
は、第１の制御エレメントとチャンバの側壁との間の封止から生じる。
【００１５】
　従来技術から知られる光学レンズ系の１つの欠点は、これらの光学レンズが、相対的な
内圧及び体積が影響されることができるように流体を交換するための手段を備えた複雑な
構成を有するということである。
【００１６】
　本発明の目的は、単純で且つ頑丈な構成を有する改良された液体レンズ系を提供するこ
とである。
【００１７】
　本発明によるレンズ系の実施形態は、従来公知のレンズ系とは異なり、外側ハウジング
内に配置された少なくとも１つの主チャンバを備えた、原理的に閉鎖されたシステムであ
る。少なくとも１つの主チャンバは、一方の側において、フレキシブルな膜によって、少
なくとも１つの付加的なチャンバ又は外部に対して仕切られている。少なくとも１つのチ
ャンバは、通常、隣接する領域に存在する流体と同じ又は異なる屈折率を有する流体（気
体及び／又は液体）で完全に充填されている。
【００１８】
　本発明の意味における閉鎖されたシステムの下で、システムは、通常の作動中は外部と
の流体の交換（外部交換）が不要であると理解される。しかしながら、適切であるならば
、ある量の流体が、例えば膜の初期の一又は形状を調節するために、外部と交換されるこ
とができる。少なくとも２つのチャンバ、ひいてはこれらのチャンバに含まれた流体は、
互いに対して、少なくとも部分的に、フレキシブルな膜によって仕切られている。適用分
野に応じて、膜は、１つの連続する膜として、又は同じ又は異なる機械的特性及び光学的
特性を有する区分から成る膜として設計されていることができる。形状、それぞれ流体の
間の膜（バリヤ層）の撓み、及びひいてはシステムの光学特性は、少なくとも１つの膜に
機械的に相互結合された又は一体に形成されたアクチュエータを介して、調節可能である
。特別な用途において、例えば、バリヤ層を平行に（例えば同相変位用途において）撓ま
せる必要があるならば、膜の一部は剛性の部分として形成されることができる。アクチュ
エータは、レンズ系の外側ハウジングに完全に一体に形成されるか、又は少なくとも部分
的に外部に配置されることができる。良好な結果が、クーロン力に基づいて膜に作用する
アクチュエータによって、又は外部から膜に作用する磁気アクチュエータによって得られ
る。
【００１９】
　レンズ系の１つの実施形態は、通常、膜の一方の側において、システム内の流体の体積
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を交換するために、及びこれによってレンズ系の光学特性に影響するために、例えばチャ
ネル又は開口を介して互いに接続された複数のチャンバ又は領域を有する。レンズ系内の
チャンバは通常一定量の流体によって充填されているので、重力と、この重力に関連する
局所的な変形が補償されることができる。なぜならば、流体圧力は、システム内の全ての
場所である公差において同じであるからである。従来技術から知られる実施形態とは異な
り、本発明による光学系は、通常、位置に依存せず、重力は、不都合な影響を与えない。
流体の体積を変形させるための少なくとも１つのアクチュエータ手段がシステムに一体化
されているので、外部の貯蔵容器を回避することが可能である。さらに、封止されたシス
テムは、汚染が回避されることができるという利点を提供する。膜は、少なくとも２つの
チャンバを、チャンバ自体に対して、又は少なくとも１つのチャンバを周囲環境に対して
分離しているので、単純で且つ効率的な構成が可能である。従来技術から知られるような
封止の問題は生じない。
【００２０】
　本発明によるレンズ系は、概して、ハウジングを軸方向に貫通した中央主開口を備えた
外側ハウジングを有する。開口は、少なくとも１つの側において、ガラス、プラスチック
、エラストマ又は金属等の光学的に活性の又は透明の剤用から形成された剛性の又はフレ
キシブルなパネルによって閉鎖されることができる。適切であるならば、複数のレンズ系
が、並列されて、互いに光学的に接続されてもよい。これにより、分離パネルを省略する
ことが可能になる。パネル自体は、レンズとして形成されているか、又は回折性、屈折性
又は反射性の構造を有することができる。択一的に又は付加的に、可変焦点又は固定焦点
であることができる別のレンズが、光路に影響すると予想される。
【００２１】
　ある実施形態において、ＣＣＤ配列（又は同様のデバイス）が、レンズ系に組み込まれ
ており、一緒に完全なモジュールを形成していてよい。適切であるならば、モジュールは
、系の作動及び焦点を制御するために及び／又はＣＣＤ配列によって記録されたピクチャ
情報を処理するために電子回路を有している。
【００２２】
　少なくとも１つの膜は、ハウジングの開口に配置されており、適切であるならば張力を
受けながら延伸及び／又は予備延伸させられた状態で、開口を横切って延びており、これ
により開口を軸方向で２つの対向したチャンバに分離している。膜は、作動中に概して逆
平行の撓みの少なくとも２つの領域を含んでおり、予備延伸させられる及び／又は形状は
チャンバ内に充填された液体の相対的な量によって決定されてよい。適用分野に応じて、
２つ以上の膜が設けられていてもよい。外端部において、膜は通常外側ハウジングに固定
されている。後でより詳細に説明するように、膜は、延伸され、ある領域を仕切るために
開口内に配置された付加的な保持手段（環状の保持フレーム）に固定されてよい。適用分
野に応じて、膜は少なくとも部分的に非平坦に配置されている。
【００２３】
　膜は、通常、付加的な保持手段に取り付けられており、この場合、より高い張力／ひず
みを受ける膜の領域が、より低い張力／ひずみを受ける膜の領域に隣接している。レンズ
系を形成する過程において、このことは、膜が第１の程度に延伸させられ、次いで例えば
フレーム状の保持手段に固定されることによって達成されることができる。次いで、保持
手段を包囲する膜の領域が第２の程度に延伸させられる。延伸は、機械的手段又は熱手段
（例えば高温ガス又は放射によって）生じてよい。択一的に又は付加的に、膜の初期位置
は、少なくとも１つのチャンバを流体で充填することによって決定されてよい。
【００２４】
　レンズ系の実施形態において、保持手段として作用する環状の保持フレームは、膜が同
心状に取り付けられるハウジングの開口の内側に配置されている。膜は環状の保持フレー
ムに取り付けられる。適用分野に応じて、保持フレームの内側に配置された膜の領域は、
通常、保持フレームとハウジングとの間に配置された膜の外側領域よりも、小さく延伸さ
せられている。保持フレームの内側の膜の領域は、光学的に活性であり、光学特性に関し
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て調節可能である。レンズ系の光学特性は、膜の光学的に活性の部分に直接又は間接に接
続されたアクチュエータによって調節される。光学的に活性のエレメントは、膜の外側領
域よりも小さなひずみを受けるので、膜の外側領域と、環状の保持手段の軸方向の位置と
は、流体の移動によって膜の光学的に活性の内側部分の形状を支配する。実施形態におい
て、アクチュエータは、保持フレームを包囲する膜の環状の外側部分に直接に作用し、前
記膜の部分の撓みを生ぜしめる。保持フレームの内側に配置された膜の光学活性部分の撓
みは、両側においてチャンバに配置された流体によって間接に生ぜしめられ、これによっ
て、膜を機械的に接続する。流体の一部は、膜の外側部分の作動させられた移動、保持手
段の位置又はこれらの組合せによって移動させられるので、光学活性内側膜は、その結果
撓まされる。
【００２５】
　実施形態において、膜の光学活性部分は、ある半径を備えた円蓋形状を有する。これは
、膜の異なる区分における異なるひずみ（それぞれ応力）と、チャンバに充填された流体
の相対的な量とによって達成される。アクチュエータは、膜の異なる区分における相対的
なひずみを変化させるので、流体は、少なくとも１つのチャンバにおいて移動させられ、
膜材料の接触する傾向により、円蓋の形状は、例えば、半径を増減させることによって、
変化させられる。膜の厚さの分配により、円蓋の形状に影響すること、例えば放物線状又
は別の適切な設計にすることが可能である。これによって、光学的な誤差を補正すること
が可能になる。
【００２６】
　良好な結果は、膜のそれぞれの側又は膜の区分に、概して互いに向き合って配置された
、２つの電極の形式のアクチュエータによって達成される。択一的に又は付加的に、膜は
、膜が磁界によって撓まされることができるように、磁性層によって被覆されているか又
は磁性層自体から形成されていることができる。ハウジングの内側又は外側に配置された
少なくとも１つの電気コイルは、膜を撓ませるのに適している。アクチュエータは、例え
ばエラストマ材料から成る、弾性変形可能な、適切であるならば予備延伸された膜を包囲
している。実施形態に応じて、電極は、不都合な電流を回避するために、互いに対して十
分に電気的に隔離されながら配置されている。
【００２７】
　膜が２つの向き合った電極によって被覆されている場合、第１の電極と第２の電極との
間に電圧を印加することによって、第１の電極と第２の電極との間の領域における中間層
は、クーロン力によって圧縮され、それぞれマクスウェル応力が、予備延伸された膜材料
の厚さの局所的な減少（第１の方向）を生ぜしめる。膜材料のポアソン比は、膜の、横方
向の、平面内膨張を生ぜしめる（二次的な変形）。適切であるならば、別の変形が重ね合
わされてよい。横方向の膨張は、通常のように延伸された膜の面外撓みを生ぜしめ、これ
により、光学的に活性の膜の特性が、決定された形式で変化する。
【００２８】
　特別な光学的効果を得るために、膜は、三次元に成形されているか、又は可変厚さを有
するか、又は回折構造、屈折構造、反射構造、散乱構造又は吸収構造を含むことができる
。択一的に又は付加的に、位相ずらし機能、調節可能なマイクロレンズ配列又は調節可能
なミラー等のその他の光学的な機能が実施されてもよい。適切であるならば、膜は、区分
ごとに、異なる材料又は層から形成されることができる。良好な結果は、膜が、３Ｍの市
販のＶＨＢ４９１０、ＶＨＢ４９０５、ＶＨＢ９５６０テープから成ることにより得られ
る。この材料は、１．４７の範囲の屈折率を有する。良好な結果は、シリコン、シリコン
ゲル又はウレタンを含む弾性の膜を使用することによっても得られる。
【００２９】
　レンズ誤差を補正するための装置は、膜がハウジングの内部に配置されており、ハウジ
ングを、概して同じ屈折率を有する液体によって充填される第１及び第２のチャンバに分
離し、膜が異なる屈折率を有する材料から形成されていることによって得ることができる
。膜が上述のように、例えば円蓋を形成するように撓まれることにより、膜の光学的に活
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性の部分が、中央において、より小さな傾斜を有しており、この傾斜は、（半径方向で）
中央までの距離が増大するとともに増大している。レンズ系を通過する光は、中央よりも
、外側領域においてより長い経路を通過する。これにより、例えば、相互結合されたレン
ズ又は別の光学デバイスの光学誤差を補償することができる。効果を最適化するために、
膜は、フレキシブルレンズ自体として作用する厚さ分布を含んでいてよい。膜の設計等の
構成に応じて、球面収差又は色収差等の収差を補償することができる。
【００３０】
　位相ずらし装置は、上述のような弾性の膜が、アクチュエータによって軸方向に（光路
に沿って）撓み可能である変形不能な平坦な中央部分を有することによって、得られるこ
とができる。装置は、異なる屈折率を有する流体によって充填された少なくとも２つのチ
ャンバを有する。平坦な中央部分が撓まされることにより、異なる媒体における光路は変
化し、これは、位相ずらし効果を生じる。平坦な中央部分は、透明な又は反射性の材料か
ら形成されることができる。
【００３１】
　適応性のマイクロレンズ配列は、光学的に透明な材料の弾性の変形可能な層によって被
覆された、小さな開口の配列を含む剛性の変形不可能な中央部分を配置することによって
達成されることができる。内部チャンバ内の流体の体積を変化させることによって、開口
上の変形可能な層の形状が変化し、装置の光学特性が影響される。
【００３２】
　少なくとも１つのチャンバに吸光流体が充填されることにより、光ビームの強度分布が
影響されることができる。ここでは、横方向位置に関して、吸光流体内の光路が変化させ
られ、これにより、内部チャンバ内の特定の光路における合計吸収が制御される。
【００３３】
　本発明によるレンズ系において、膜は、反射防止層で被覆されていることができる。少
なくとも１つの膜は、多層構造を有することができ、この場合、個々の層の屈折率と、層
の厚さとは、反射されるビームが弱め合う干渉によって排除されるように、調節される。
【００３４】
　膜及び／又はハウジングの表面に、種々異なる形式で塗膜が提供されてもよい。良好な
結果は、気相成長、プラズマコーティング、ドーピング、自己組織化単分子膜（SAM's）
、ラングミュア・ブロジェット膜、両親媒性界面活性剤、又はスピンコーティング等の慣
用の方法によって得られる。方法は、膜自体への、ある三次元構造の提供である。サブ波
長範囲における十分に分配された突起又は物体を備えた表面を構造化することによって、
反射防止効果が生ぜしめられることができる。効果を生ぜしめるための方法は、膜のエッ
チング、成形、膜への粒子の提供である。
【００３５】
　適切であるならば、塗膜の分子は、隣り合うチャンバの内の一方に存在する流体におけ
るある溶解性を有しており、膜の表面への沈降が生じる。同様の効果は、弾性材料の材料
への高い化学的親和性及び周囲の液体（流体）における低い溶解性を備えた、高い粘性の
液体層が、膜の表面に提供されることにより達成されることができる。例えば、油の層が
膜の親油性表面に提供される。
【００３６】
　本発明によるレンズ系は、携帯電話又は個人用デジタルアシスタント、プロジェクタ、
カメラ、光学測定のための物体、高パワーレーザ制御用途、干渉計、ディスプレイ又は顕
微鏡等の手に持つ装置における、焦点距離を変化させるための、コンパクトな、制御及び
操作機構が重要である用途において使用されてよい。適切な材料、例えば生体適合性材料
を使用することにより、哺乳動物における医療用途又は移植のために、視力の矯正のため
に、使用されることができる。従来技術とは異なり、１つの利点は、本発明によるレンズ
系が容易に小型化されるか又は寸法調節されることができる。
【００３７】
　チャンバに配置された流体は、好適には、シリコーン油、油、溶剤、水、透明又は反射
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性の液体、気体のグループから選択される。適切であるならば、流体を、少なくとも部分
的に、例えばWackerのSilge 612 A&B、又はDow CorningのSylgard 527又はSylgard 528等
のゲルによって代用することが可能である。ゲルは、封止の問題が小さいという利点を有
する。好適には、流体の内の少なくとも一方が、液体、例えば油又は水等の非圧縮性であ
る。ある用途のためには、流体は、光学的作用に影響するための粒子又は物体を含んでい
てよい。このような分散は、視距離とは異なる電磁波の伝播及び拡散に強く影響するため
に使用されることができる。これにより、レンズ系は、種々異なる電磁波スペクトルのた
めに使用されることができる。
【００３８】
　レンズ系の１つのチャンバは、水銀等の反射性材料によって充填されるので、レンズ系
のミラータイプを形成することができる。択一的に又は付加的に、膜自体は、ガリウム、
インジウム及びスズからガリンスタン（Galinstan）として形成された合金又はその他の
共融合金等の薄い、フレキシブルな又は液体金属によって被覆されるか、又は反射性材料
自体から成ることができる。同じ効果は、単に光学活性部分の一方の側にミラーを配置す
ることによって得られることができる。
【００３９】
　適切であるならば、膜は、少なくとも１つのチャンバに配置された液体の内部のガスの
通過を許容する、半透性材料から形成されることができる。チャンバ内の液体のより高い
内圧により、ガスは、膜を通ってチャンバから追い出される。これにより、不都合な効果
を有する気泡は排除されることができる。
【００４０】
　適切であるならば、例えばビーマ又は高性能スポットライトにおいて、レンズ系は、閉
鎖された冷却回路及び／又は対流式の冷却によって冷却されることができる。冷却回路は
好適には、意図せずに膜の位置に影響しないように、等圧である。
【００４１】
　予備延伸された膜を備えた、本発明によるレンズ系を形成するための方法は、概して以
下のステップを含む：
１．膜材料を第１の程度に延伸する
２．延伸された膜を保持フレーム、すなわち環状の保持フレームに取り付ける
３．保持フレームを包囲する膜を第２の程度に延伸する
４．膜をハウジングの開口に配置し、膜をハウジングに取り付ける
５．実施形態に応じて、向き合った電極及び／又は少なくとも１つの磁性層を膜の区分に
取り付ける
６．第１の程度に延伸された膜の一部が円蓋を形成するように、膜の第１の側によって仕
切られたチャンバを、第１の屈折率を有する第１の流体で充填する
７．実施形態に応じて、膜の第２の側によって仕切られた第２のチャンバを、異なる屈折
率を有する第２の流体で充填する。
【００４２】
　適切であるならば、膜は、製造の間は予備延伸された形式で配置されないが、チャンバ
に適切な量の流体を充填することによって延伸された形状にされる。初期位置は、膜に隣
接するチャンバに充填された液体の相対的な量によって決定される。
【００４３】
　適切であるならば、液体は、膜ホルダを固定する前に、チャンバに充填されることがで
きる。これにより、組立てプロセス自体の間に最終形状が生ぜしめられる。膜の材料は、
半透性材料から形成されているので、捕捉された気泡は膜を通って放散することができる
。真空の適用はより迅速な脱気を可能にする。この製造方法は、いわゆるウェハレベルプ
ロセスを可能にする。
【００４４】
　発明の実施形態は、軸方向に延びた開口を備えたハウジングを有する光学系に関する。
少なくとも１つの膜は開口を横切って配置されており、ハウジングの内側に、概して一定
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量の流体で充填された少なくとも１つのチャンバを形成している。膜は、光学的に活性の
区分と、光学的に不活性の区分と、好適には流体の移動によって膜の光学的に活性の区分
の形状に影響し、これにより光学系の光学特性を変化させるための少なくとも１つのアク
チュエータとを有している。膜の光学的に活性の区分と光学的に不活性の区分とは、通常
、少なくとも１つの環状の保持フレームに取り付けられている。好適な実施形態において
、膜の光学的に活性の区分と光学的に不活性の区分とは、同じ環状の保持フレームに取り
付けられている。環状の保持フレームは、膜を、光学的に活性の区分と光学的に不活性の
区分とに分離している。実施形態において、アクチュエータは、膜の光学的に不活性の区
分に結合されている。択一的に又は付加的に、アクチュエータは、環状の保持フレームを
軸方向に移動させるために環状の保持フレームに結合されている。環状の保持フレームは
、開口の内側の面に対して距離を置いて配置されている。実施形態において、膜を移動さ
せるためのアクチュエータは、膜に結合された、互いに対して電気的に隔離された、膜の
１つの区分を少なくとも部分的に包囲する、少なくとも２つの電極から成る。良好な結果
は、電極が、金属粉末、導電性共融合金、カーボンブラック、又は光学的にと植三奈電極
材料から形成されている場合に得られる。実施形態において、少なくとも１つの膜は、ハ
ウジングの内部を、同じ又は異なる屈折率を有する第１及び第２の流体で充填された第１
及び第２のチャンバに分離させている。適切であるならば、膜の光学的に活性の部分は、
剛性、吸収性、屈折性、回折性、拡散性又は反射性の構造を有することができる。適用分
野に応じて、膜は、開口の軸線に対して垂直に又は開口の軸線に対してある角度を成して
配置されている。
【００４５】
　ここで説明される発明は、以下に提供される説明と、添付の請求項に記載された発明に
限定すると考えられるべきではない実施形態を示す図面とからより完全に理解されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明によるレンズ系の第１の実施形態を示す上面図である。
【図２】図１によるレンズ系を線Ａ－Ａに沿って見た断面図である。
【図３】図２に示された細部Ｂの図である。
【図４】図１に示された実施形態を示す、部分的に切断された斜視図である。
【図５】本発明によるレンズ系の第２の実施形態を示す上面図である。
【図６】図５に示されたレンズ系を線Ｂ－Ｂに沿って見た断面図である。
【図７】レンズ系の第３の実施形態を３つの異なる作動モードで示した概略図である。
【図８】レンズ系の第４の実施形態を２つの異なる作動モードで示した概略図である。
【図９】レンズ系の第５の実施形態を２つの異なる作動モードで示した概略図である。
【図１０】レンズ系の第６の実施形態を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示されたレンズ系を示す上面図である。
【図１２】図１０に示されたレンズ系を示す断面図である。
【図１３】図１０に示されたレンズ系を示す分解図である。
【図１４】レンズ系の第７の実施形態を示す斜視図である。
【図１５】レンズ系の第８の実施形態を示す斜視図である。
【図１６】図１５に示された細部Ａを示す図である。
【図１７】レンズ系の第９の実施形態を示す斜視図である。
【図１８】レンズ系の第１０の実施形態を示す上面図である。
【図１９】図１８の切断線ＤＤに沿った断面図である。
【００４７】
　実施形態の説明
　図１は、本発明によるレンズ系１の第１の実施形態を上面図で示しており、図２は、線
Ａ－Ａに知ったレンズ系の断面図を示しており、図３は、図２に示された細部Ｂを示して
いる。
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【００４８】
　レンズ系１は、ハウジング２を貫いて軸方向（Ｚ軸）に延びた中央開口３を備える外側
ハウジング２を有する。中央開口３は、ハウジング２のそれぞれの側において上部及び下
部の剛性のパネル４，５によって閉鎖されている。膜６は、開口３を、流体（液体又は気
体、詳しく示されていない）によって充填された第１の上側チャンバ７と第２の下側チャ
ンバ８とに分離している。示された実施形態において、膜６は、膜をハウジング２の上側
部分２．１と下側部分２．２との間に締め付けることによって、外側の端部において、延
伸されながらハウジング２に固定されている。中央開口３内には、膜６を、（直径ｄ１を
備える）第１の円形の内側領域６．１と、第２の環状の外側領域６．２とに分離する環状
保持フレーム９が示されている。示された実施形態において、環状保持フレーム９は、外
側のハウジング２と同心に、ハウジング２の内側側壁２６に対して距離ｄ２だけ離れて配
置されている。内側領域６．１と外側領域６．２との間において、膜８は保持フレーム９
に固定されている。膜６は、弾性張力を受けながら、延伸された状態で取り付けられてい
る。レンズ系１を形成するプロセスの間、膜６は、内側領域６．１の弾性張力が外側領域
６．２の弾性張力よりも小さくなるように幾つかの段階を経て延伸される。これにより、
外側領域は、ほぼ平坦であり、内側領域はＺ方向に撓まされている。しかしながら、ある
実施形態において、例えばチャンバに充填された体積によって初期形状が決定される場合
、膜を予備延伸する必要がない。少なくとも１つのチャンバ７，８における流体は、初期
の及び作動中の、膜の内側領域６．１及び外側領域６．２の相対的な変形を決定する。
【００４９】
　示された実施形態において、膜６の内側領域６．１及び外側領域６．２の間の機械的な
接続は、主に上側チャンバ７と下側チャンバ８とに含まれた流体によって行われる。環状
保持フレーム９は、下側チャンバ８の第１の内側部分８．１と第２の外側部分８．２との
間の流体の交換を可能にする開口１０を有する。別の実施形態において、保持フレーム９
は、固定されずに、例えば軸方向に移動可能に配置されていてよい。
【００５０】
　図２に最も詳しく示されているように、上側及び下側のチャンバの体積は、膜６の中央
部分６．１が円蓋状に配置されているように選択されている。膜の中央部分６．１が膜の
外側部分６．２よりも小さなひずみを受けるので、初期位置において、中央部分が撓まさ
れ、外側部分はほぼ撓まされない。
【００５１】
　図３に最も詳しく示されているように、第１の上側電極１１と第２の下側電極１２とが
、膜６の外側領域６．２を環状に包囲しながら互いに向き合って配置されている。良好な
結果は、電極が、電極を膜にスタンピングすることによって、イオン注入プロセスによっ
て、又はガリンスタン等のフレキシブルな又は液体金属の塗布によって、カーボンブラッ
クから形成されていることによって達成される。電極は、例えばフレーム９，２．１，２
．２に一体に形成された電気コネクタによって外側に電気的に接続されている。電圧を印
加することにより、電極１１，１２はクーロン力、すなわちマクスウェル応力により互い
に引き付け合い、これにより、電極の間に配置されたひずんだ膜６．２を圧縮する。材料
のポアソン比により、膜が側方へ拡張し、半径方向及び周方向の寸法を増大させる。この
ジオメトリの変化は、膜６の外側環状部分６．２の材料におけるひずみをも減じる。膜の
円形の内側部分における応力がここで膜６の外側部分における応力を超えることにより、
内側領域の変形が減じられ、外側領域の変形が増大される。
【００５２】
　図４は、図１から図３までに示されたレンズ系１を斜視図で示している。装置１は、内
側を良く示すために部分的に切り取られている。膜６の外側環状部分６．２は、Ｘ－Ｙ平
面から逸脱した変形した状態で示されている。保持フレーム９は、膜６に結合されており
、膜を、より小さな応力を備える内側円形部分６．１と、より大きな応力を備える環状外
側部分６．２とに分離している。変形させられていない時の応力のこの差により、環状外
側部分６．２は内側円形部分６．１を支配する。チャンバ７，８における体積の合計は同
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じままなので、膜の外側管状部分６．２の面外変形は、少なくとも１つのチャンバ７，８
における流体を介して内側部分の変形に影響する。上述のように、変形は、電極１１，１
２によって加えられるクーロン力に関連しており、これは、電極の間に挟まれて配置され
た膜の圧縮を生ぜしめる。このことは、膜の内側領域におけるひずみがここで膜の外側領
域におけるひずみを超えるので、膜の内側領域と外側領域との間の相対的なひずみの変化
を生じる。これにより、膜の内側領域の面外変形は減じられ、このことが光学特性の変化
を生ぜしめる。
【００５３】
　図５は、拡張されたレンズ系２０を上面図で示しており、図６は、図５に示された実施
形態を線Ｂ－Ｂに沿った断面図で示している。拡張されたレンズ系２０は、互いに機能的
に結合された、図１から図４までに示された２つのレンズ系１．１，１．２から成る。２
つのレンズ系１．１，１．２は互いに鏡面対称で配置されており、第１の液体（詳しく示
されていない）によって充填された第１のチャンバ７を共有している。２つのレンズ系１
．１，１．２は剛性の中間部材によって互いに分離されていない。適切であるならば、例
えばガラスパネル又はレンズ（両方とも示されていない）の分離を予見することが可能で
ある。外側ハウジング２は別個の部材として示されているが、１つの部分として形成され
ていることもできる。両方の膜６．１，６．２の両側に、チャンバ７における第１の流体
と比較して異なる屈折率を有する流体（詳しく示されていない）によって充填された２つ
の第２のチャンバ８．１，８．２が示されている。３つのチャンバ７，８．１，８．２の
体積は作動中は通常一定である。図示のように、下側のレンズ系１．２の膜２１が撓まさ
れている一方で、上側のレンズ系２．２の膜２２は撓まされていない。
【００５４】
　図７は、本発明によるレンズ系４０の第３の実施形態を、変形されていない状態（図７
ａ）と、２つの変形された段階（図７ｂ及び図７ｃ）とにおいて概略的に示している。レ
ンズ系４０は、少なくとも作動中は通常は一定である体積Ｖを取り囲んだ外側ハウジング
４１を有する。ハウジング４１の内部には、ハウジング４１の内部体積を３つのチャンバ
４４，４５，４６に分離する、弾性材料から形成された第１の膜４２及び第２の膜４３が
配置されている。チャンバ４４，４５，４６には、異なる光学特性を有する異なる流体が
充填されている。各膜４２，４３は、延伸された状態で保持リング（環状保持フレーム）
４７，４８に取り付けられており、これらの保持リングは、この実施形態においては、外
側縁部における膜の縁部からある距離を置いて配置されている。本実施形態においては、
保持リング４７，４８はほぼ同じ直径を有する。特別な効果を達成するために、この直径
は異なることができる。膜４２，４３は、外側縁部においてハウジング４１に取り付けら
れている。膜４２，４３は、膜をハウジング４１の構成部材の間に固定することによって
取り付けられる。保持リング４７，４８はハウジング４１において軸方向（Ｚ方向）に可
動であり、これにより、膜の、光学的に活性の、ハウジング４１とチャンバ４４，４５，
４６とに対して封止する部分を撓ませる。ハウジング４１の内部のほぼ一定の体積Ｖによ
り、膜４２，４３の形状は、レンズ系の光学的作用が変化させられるように、チャンバ４
４，４５，４６内部の流体の移動により変化させられる。より単純なレンズ系は、ハウジ
ングのほぼ一定の体積を２つの別個のチャンバに分離するだけの１つの膜を備えて設計さ
れてよい。
【００５５】
　保持リング４７，４８を軸方向（Ｚ方向）に上方へ及び／又は下方へ移動させることに
より、例えば、二重凸面、二重凹面、凸面と凹面、凹面と凸面、又は平坦と凸面のレンズ
系を得ることができる。実施形態において、保持リングは外部からの磁界によって作動さ
せられる。択一的に又は付加的に、電界又は磁界によって誘発される力の伝達によってリ
ングを作動させることができる。適切であるならば、上述のようなレンズ系を機能的に連
続して接続することができる。適用分野に応じて、チャンバを２つの領域に分離する１つ
の膜のみを有するレンズ系を提供することもできる。
【００５６】
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　膜に作用する撓み力は、異なる形式で、つまり膜の保持手段に加えられてもよい。例え
ば保持リング４７，４８が、膜に取り付けられ、磁性材料、例えばネオジム鉄ホウ素（Ｎ
ｄＦｅＢ）又は強磁性材料から形成された磁石に結合されていることにより、膜を、遠隔
で、予見された形式で、外部から磁界を加えることによって撓ませることが可能であり、
これにより、完全に封止された外側ハウジング４１を通過してレンズ系の光学作用を調節
することができる。１つのチャンバは、空気で充填されるならば開放していることができ
る。磁界は、ハウジング４１に沿って配置され且つ適切な磁界を生ぜしめるように設計さ
れた電気コイルによって生ぜしめられることができる。２つ以上のリングが撓まされる必
要がある場合には、各リングに電気コイルを提供することができる。択一的に又は付加的
に、膜は、磁性材料又は強磁性材料から形成された又は磁性材料又は強磁性材料を含むリ
ングによって、撓まされることができる。リングは、ハウジング４１に沿って移動可能に
配置されている。外側ハウジング４１が磁界に対して透明な材料から形成されていること
により、アクチュエータを外部に配置し、これにより、膜に撓み力を遠隔で加えることが
できる。別の実施形態において、アクチュエータは、材料の温度に依存した形状を有する
バイメタル又は形状記憶合金から形成されている。これらのアクチュエータは、膜の保持
手段を介して膜に機械的に結合されており、例えば、膜が対応して撓まされるように電流
によって加熱されることができる。
【００５７】
　図８ａ及び図８ｂは、本発明によるレンズ系２７の第４の実施形態を示している。図８
ａは、撓まされていない状態における実施形態２７を示しており、図８ｂは撓まされた状
態における実施形態２７を示している。レンズ系２７は、中心軸線ｚに関して回転対称の
構成を有する。適切であるならば、矩形の別の形状の断面を有する別の設計が可能である
。レンズ系２７は、フレキシブルな膜３１によって第１のチャンバ２９と第２のチャンバ
３０とに分離された少なくとも部分的に光学的に透明な外側ハウジング２８を有する。達
成されるべき光学的作用に応じて、チャンバ２９，３０は、同じ又は異なる屈折率を有す
る流体（詳しく示されていない）によって完全に充填されている。膜３１は、外縁部に沿
って膜３１の光学的に活性の中央部分３３を包囲する環状の磁性領域３２を有する。磁性
領域３２は、磁気的に活性の材料（例えば磁性又は強磁性の材料）から形成されている。
適切であるならば、磁気的に活性の材料から形成されたフレキシブルなリングの剛性部分
が、膜３１の外側領域３２に組み込まれる又は取り付けられることができる。膜３１は好
適には、膜が撓んだ後に平衡位置へ戻るように、チャンバ２９，３０内の流体に復元力を
加える。概して、チャンバ２９，３０内の流体のうちの少なくとも１つは、好適には非圧
縮性である。
【００５８】
　図８ｂには、概略的に同心円によって示された磁界３４がどのように磁性層３２に加え
られるかが示されている。その結果、膜３１の外側領域３２に作用し且つ膜３１を＋ｚ方
向に局所的に撓ませる力Ｆが生じる。これにより、チャンバ２９，３０内の流体が移動さ
れ、膜３１の中央部分を反対方向（－ｚ方向）に撓ませ、膜の中央部分が円蓋状になる。
概して＋ｚ方向でレンズ系１を通過する、概略的に点線によって示された光ビーム３５は
、垂直に、外側ハウジング２８と、第１のチャンバ２９に存在する第１の流体とに進入し
、第１の端部パネル３６を通過する。次いで、光ビームは、光学的に透明な膜３１を通過
することによって初めて偏向される一方で、第２のチャンバ３０に存在する第２の流体に
進入する。光ビームの第２の偏向は、第２の端部パネル３７を通って外側ハウジング２８
から出る時に生じる。磁界が増大されることにより、膜の撓みが増大される。これにより
、レンズ系の光学作用を調節することができる。磁界３４は、ハウジング２８の外側に配
置されたコイル３８（図１７参照）によって生ぜしめられることができる。
【００５９】
　図９ａ及び図９ｂは、本発明による光学系５５の第５の実施形態を示している。図９ａ
は変形されていない光学系５５を示しており、図９ｂは変形された光学系５５を示してい
る。光学系５５は、軸方向ｚに延びた中央開口５７を備えた外側ハウジング５６を有して



(14) JP 5210383 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

いる。一方の端部において、中央開口５７は剛性の壁部５８によって閉鎖されている。フ
レキシブルな膜５９は、開口５７を横切って延びており、外側端部において外側ハウジン
グ５６に固定されている。体積Ｖを有する、流体（液体又は気体）によって充填されたチ
ャンバ６０は、壁部５８と膜５９とによって仕切られている。環状フレーム６１は、膜５
９の外縁部から距離ｄ２だけ離れて膜５９に結合されている。環状フレーム６１は、（こ
の場合は－ｚ方向に）遠位端部に沿って、直接に又は間接に、膜５９の表面に押し付けら
れるので、チャンバ６０内の流体が移動され、膜は、図９ｂに概略的に示されているよう
に、凸面状の円蓋状に変形させられる。チャンバ６０は、チャンバ６０の外側に存在する
流体とは異なる屈折率を有する流体によって充填されているので、光学系を通過する光ビ
ームは、決定された形式に従って偏向させられる。環状フレームは（この場合は＋ｚ方向
に）引っ張られるので、膜は凹面状に形成される（図示せず）。チャンバ６０は、油又は
水等の非圧縮性流体によって充填されているので、体積Ｖをほぼ一定に保ち、これにより
膜５９の変形を決定することができる。膜６０は、異なる区分から組み立てられて形成さ
れることができ、例えば、内側の光学活性領域は、環状の外側領域とは異なる膜材料から
形成されることができる。チャンバ６０が気体等の圧縮性流体によって充填されている場
合、環状フレーム６１が膜の表面に対して押し付けられ、これにより膜５９の変形を生ぜ
しめた場合、体積Ｖが変化する。択一的に又は付加的に、体積Ｖは、加熱又は冷却によっ
て変化させられてよい。
【００６０】
　環状フレーム６０を外側ハウジング５６に対して移動させるために、環状フレームは、
例えば、光学軸線ｚに沿った直線移動のためのねじ山又は別の適切な手段によって外側ハ
ウジング５６に機械的に結合されることができる。適切であるならば、複数の光学系を互
いに機能的に接続することができる。膜５９及び／又は壁部５８の光学的に活性の表面に
は、回折性エレメント又はその他の光学的に活性の手段が具備されていてよい。例えば、
壁部５８は剛性のレンズとして成形されることができる。
【００６１】
　図１０は、本発明によるレンズ系６５の第６の実施形態を上方からの斜視図で概略的に
示している。図１１は、レンズシステムを上面図で示している。図１２は、レンズ系６５
を、図１１の切断線ＣＣに沿った断面図で示している。図１３は、レンズ系を分解図で示
している。内部構造を見やすくするために、９０゜の区分が切り取られている。
【００６２】
　レンズ系６５は、体積Ｖを取り囲む、中央開口６７を備えた外側ハウジング６６を有す
る（図１２、図１３）。弾性材料から形成された膜６８は、中央開口６７を横切って延び
ており、図示された実施形態において、ハウジング６６の下端部に取り付けられている。
【００６３】
　膜６８は、保持リング７１を介して、円形の開口７０を有する保持フレーム（キャリヤ
）６９に取り付けられている。その他の固定が可能である。適切であるならば、膜６８は
、異なる特性を有する異なる区分から組み立てられることができる。保持フレーム６９は
、後でより詳細に説明される機構によって、外側ハウジング６６に対して軸方向に移動可
能に、中央開口６７内に配置されている。移動可能な環状の保持フレーム６９と、この保
持フレームに結合された駆動機構は、膜６８の内側区分８０と外側区分８１との間の境界
部において移動するためのアクチュエータとして作用する。
【００６４】
　外側ハウジング６６の中央開口６７は、それぞれの端部において第１のカバー７２及び
第２のカバー７３によって閉鎖されており、各カバーは、光学的に透明なガラス７６，７
７によって封止された開口７４，７５を有する。
【００６５】
　膜は、ハウジング６６の内部体積Ｖを、第１の体積Ｖ１と第２の体積Ｖ２とを有する２
つのチャンバ７８，７９に分離している。チャンバの少なくとも一方は、チャンバがほぼ
一定の量の流体（詳しく示されていない）を保持することができるように環境に対して封
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止されている。非圧縮性流体を選択することにより、体積は一定に保たれることができる
。保持フレーム６９を外側ハウジング６６に対して軸方向ｚに移動させることにより、チ
ャンバＶ１，Ｖ２内の少なくとも１つの流体が移動させられ、一定の量により、膜６８を
所定の形式で変形させる。保持フレーム６９は、膜を、光学的に活性の内側区分８０と、
光学的に不活性の環状の外側区分８１とに分割している。内側区分８０の変形は、軸方向
にレンズ系６５を通過する光ビームに影響するために使用されるのに対し、外側区分８１
は主に、移動を補償するために、及び封止のために使用されている。適用分野に応じて、
膜６８の内側区分８０及び外側区分８１は一体に結合されていなくてもよい。膜６８は、
弾性により延伸させられながら保持リング６９に取り付けられており、保持リングは、本
実施形態において、膜の外縁部に対して距離を置いて配置されている。
【００６６】
　膜６８を移動させるために、ひいてはレンズ系６５の光学作用を調節するための機構は
、以下により詳細に説明される。保持フレーム６９は、外縁部において、３つの半径方向
のピン８２を有しており、これらのピンはそれぞれ、固定配置された第１の支持体８４の
垂直に配置された第１の切欠８３と、らせん状の第２の切欠８４とに係合している。第２
の切欠８５は、中心軸線ｚを中心に回転可能に配置された第２の支持体８６に配置されて
いる。第２の支持体８６を第１の支持体８４に対して回転させることによって（矢印ａ１
によって示されている）、保持フレーム６９が軸方向に移動させられ（矢印ａ２）、これ
により、少なくとも１つのチャンバ７８，７９に存在する流体の移動により膜６８が変形
させられる。本実施形態において、１つのチャンバのみが流体で充填されているならば、
寸法及び用途のタイプに依存する。両方チャンバが非圧縮性流体によって充填されている
と、外力又は重力が補償されることができる。適切な封止が必要である。図１２に示され
ているように、第１の支持体８４の遠位端部と第１のカバー７２との間に膜６８が締め付
けられている。第１のカバー７２及び第２のカバー７３は外側ハウジング６６を外部に対
して完全に封止している。第２の支持体８６の回転は、第２の支持体８６に取り付けられ
た第１の磁石８７と、外側回転リング８９に取り付けられた第２の磁石８８とによって伝
達される。第１の磁石８７と第２の磁石８８とは、回転リング８９の回転が第２の支持体
８６に伝達されるように、第２のカバー７３を通過する磁力によって互いに機能的に接続
されている。保持フレーム６９は、開口９０を有するか、又は流体の交換を改良するため
に輪郭だけの構造に設計されてよい。
【００６７】
　保持リング６９を軸方向（ｚ方向）で上方及び／又は下方へ移動させることによって、
例えば平面－凸面、平面－凹面、又は平面－平面のレンズ系を得ることができる。実施形
態において、保持リングは外部から磁界によって作動させられる。これにより、回転移動
は、有利にはスロット又はねじ山から成る機械的な力の伝達機構によって、保持リングの
軸方向移動に変換される。磁界は、ｚ軸の方向又はｚ方向に対して垂直な半径方向に作用
することができる。択一的に又は付加的に、電界又は磁界によって誘発される力の伝達を
用いることなく、純粋に機械的な力の伝達によってリングを作動させることが可能である
。本実施形態において、チャンバ７８，７９のうちの一方における体積は必ずしも一定で
はないが、塵芥が存在しない。適切であるならば、上述のレンズ系を機能的に連続して接
続することができる。適切であるならば、ＣＣＤ配列（詳しく示されていない）が、カバ
ー７４，７５のうちの一方に組み込まれている又は結合されていてよい。
【００６８】
　図１４は、本発明によるレンズ系６５の第７の実施形態を斜視図で概略的に示している
。機能の原理のより良い理解のために、前側部分が切り取られている。さらに、見えない
縁部は破線で示されている。この実施形態は図１０から図１３までに示された第６の実施
形態に関連しているので、同じ参照符号が対応する部材のために使用されている。全体的
な説明については第６の実施形態が参照される。
【００６９】
　第６の実施形態とは異なり、第７の実施形態は、第２のチャンバ７９を区切りこの第２
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のチャンバを周囲環境に対して封止する別の膜区分６４を有する。さらに、第１の切欠８
３を備える第１の固定して配置された支持体８４は、らせん状の第２の切欠８５を有する
第２の回転可能に配置された支持体８６の内部に配置されている。これにより、第２の支
持体８６を第１の支持体８４に対して回転させることにより保持フレーム６９が移動させ
られることができる。また、この場合、保持フレーム６９と、保持フレームに結合された
機構とは、膜６８のためのアクチュエータとして作用する。アクチュエータは、膜６８の
光学的に活性の内側区分８０と膜６８の光学的に不活性の外側区分８１との境界に作用す
る。
【００７０】
　レンズ系６５は、少なくとも作動中に通常は一定の体積を有する２つのチャンバ７８，
７９を有する。体積は、弾性の膜区分８０，８１，６４と、第１及び第２のカバー７２，
７３とによって規定されている。ハウジング６６の内側には、弾性材料から形成された膜
区分６４，８０，８１が、ハウジング６５と保持フレーム６９とに取り付けられている。
示された実施形態において、外側の膜区分６４，８１は、ハウジングの構成部材７２，７
４，８４の間に締め付けることによって取り付けられている。内側の、光学的に活性の、
弾性の膜区分８０は、ハウジング６６の内部体積を２つのチャンバ７８，７９に分離する
ように配置されている。膜区分６４，８０，８１は、通常、延伸された状態で保持フレー
ム６９に取り付けられている。第６の実施形態に関して説明したように、保持フレーム６
９は、ハウジング６６において軸方向（ｚ方向）に移動可能であり、これにより、３つの
膜区分６４，８０，８１を撓ませる。チャンバ７８，７９の内部のほぼ一定の量の流体に
より、光学的に活性の膜８０の形状は、チャンバ７８，７９における流体の移動により変
化させられ、レンズ系６５の光学作用が変化させられる。
【００７１】
　保持フレーム６９を軸方向（ｚ方向）に上方及び／又は下方へ移動させることにより、
例えば平面－凸面、平面－凹面、平面－平面のレンズ系を得ることができる。示された実
施形態において、有利にはスロット又はねじ山機構を使用して、回転移動が保持フレーム
６９の軸方向移動に変換される。その他の軸方向作動が可能である。択一的に又は付加的
に、電界又は磁界によって誘発される力の伝達等のその他の手段によってリングを作動さ
せることができる。適切であるならば、上述のようにレンズ系を機能的に連続して接続す
ることができる。適切であるならば、外側の膜区分６４，８１は、チャンバ７８，７９内
の液体における気泡が逃げ出すことができるように多孔質材料から形成されることができ
る。示された実施形態において、適切な作動のために１つのチャンバ７８，７９だけで十
分である場合には一方の外側の膜区分６４，８１は原理的に省略されることができる。
【００７２】
　図１５は、図１から図４までに示された第１の実施形態に関連した、レンズ系１の第８
の実施形態を示しており、対応する部材のために同じ参照符号が使用されている。全体的
な説明については第１の実施形態が参照される。機能の原理をより良く理解するために、
９０゜の前側区分が切り取られている。さらに、見えない縁部は破線で示されている。図
１６は図１５の細部Ａを示している。
【００７３】
　第１の上部電極１１は、円形の保持フレーム９の方向に、延長された長さを有しており
、これにより、保持フレーム９に電気的に接続されている。保持フレームは導電性材料か
ら形成されている。択一的に又は付加的に、導電性材料によってめっきされていることも
できる。これにより、保持フレーム９をプラスチック材料から形成することができる。第
２の下部電極１２は、外方へ延びており、外側ハウジング２．１の下側部分に電気的に接
続されている。膜６は、ハウジング２と保持フレーム９との間の隔離のために作用する。
電極１１，１２によって被覆されていない膜６の領域は、膜に生じる応力を補償するため
に働く。
【００７４】
　図１７は、レンズ系の第９の実施形態を斜視図で示している。十分な理解と、見やすさ
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のために、レンズ系の内部が見えるように前側区分が切り取られている。レンズ系は、図
８に示された実施形態に関連している。したがって、同じ参照符号が使用されている。全
体的な説明については図８が参照される。
【００７５】
　示されたようなレンズ系２７は、中心軸線ｚに関して回転対称の構成を有している。レ
ンズ系２７は、フレキシブルな膜３１によって第１のチャンバ２９と第２のチャンバ３０
とに分離された少なくとも部分的に光学的に透明な外側ハウジング２８を有している。膜
は撓まされた状態で示されている。達成されるべき光学効果に応じて、チャンバ２９，３
０は、異なる屈折率を有する同じ又は異なる流体（詳しく示されていない）によって完全
に充填されている。膜３１は、外側縁部に沿って膜３１の光学的に活性の中央部分３３を
包囲した、環状の磁性領域３２を有する。磁性領域３２は、磁気的に活性の材料（例えば
磁性材料又は強磁性材料）から形成されている。適切であるならば、磁性の活性材料が、
膜に組み込まれているか又は膜に別個に取り付けられていることができる。膜３１は好適
には、膜が撓みの後に平衡位置へ戻るように、チャンバ２９，３０内の流体に復元力を加
えるように配置されている。概してチャンバ２９，３０内の流体の内の少なくとも１つは
好適には非圧縮性である。
【００７６】
　磁界３４（図８参照）はコイル３８によって生ぜしめられ、磁性層３２に作用する。そ
の結果、力Ｆ（矢印参照）が、膜３１の外側領域３２に作用し、膜３１を上方へ＋ｚ方向
に局所的に撓ませる。これにより、チャンバ２９，３０内の流体は移動させられ、膜の中
央部分が円蓋状になるように膜３１の中央部分を反対方向（－ｚ方向）へ撓ませる。示さ
れた実施形態は、膜３１を軸方向で締め付け且つ膜３１を光学的に活性の内側区分３３と
作動する外側区分３２とに分離する、上部及び下部の保持フレーム３９を有している。内
側区分３２及び外側区分３３は、異なる膜材料から形成されることができる。保持フレー
ム３９は、膜３１の撓みの結果として流体を交換、すなわち移動するために開口６２を有
する。流体の全量（体積）は一定であるので、膜の光学的に活性の内側区分３３は流体の
移動により撓む。適用分野に応じて、１つのチャンバ２９，３０のみが流体で充填されて
いる。より大きなアセンブリの場合、これは重力による歪みを生じる恐れがある。示され
た実施形態において、コイル３８は、軸方向で上方に、つまり膜３１の中央平面の下方に
配置された上側区分と下側区分とに分離されている。
【００７７】
　図１８及び図１９は本発明によるレンズ系９１の第１０の実施形態を示している。図１
８は上面図を示しており、図１９は、図１８の切断線ＤＤに沿った断面図を示している。
【００７８】
　レンズ系９１は、軸方向（ｚ軸）でハウジング９２を貫通して延びた中央開口９３を備
えた外側ハウジング９２を有する。中央開口９３は、ハウジング９２のそれぞれの側にお
いて、体積Ｖを取り囲む上側パネル９４と下側パネル９５とによって閉鎖されている。３
つの膜区分９６，９７，９８は、体積Ｖを、流体（詳しく示されていない）によって充填
された３つのチャンバ９９，１００，１０１に分離している。示された実施形態において
、膜区分９９，１００，１０１は、外側端部において、延伸された状態で、外側ハウジン
グ９９に、つまり上部保持フレーム１０２及び下部保持フレーム１０３に、この場合は膜
をハウジング９２の種々異なる部材の間に締め付けることによって、固定されている。示
された実施形態において、保持フレーム１０２，１０３は、外側ハウジング９２と同心に
、ハウジング９２の内側側壁に対して距離ｄ２だけ離れて配置されている。全ての膜９６
，９７，９８は、延伸された状態で、弾性張力を受けながら取り付けられている。レンズ
系９１の形成のプロセスの間、膜９６，９７，９８は、光学的に活性の膜区分９６の弾性
張力が外側膜区分９７，９８の弾性張力よりも小さくなるように、幾つかの段階を経て延
伸させられる。しかしながら、ある実施形態においては、例えばチャンバに充填された体
積によって初期形状が決定される場合、膜を予備延伸することは不要である。
【００７９】
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　示された実施形態において、光学的に活性の膜９６とアクチュエータ膜９７，９８との
間の機械的結合は、主に、３つのチャンバ９９，１００，１０１に含まれた流体によって
生じる。保持フレーム１０２，１０３は、チャンバ９９，１００の第１の内側区分及び第
２の外側区分９９．１，９９．２，１００．１，１００．２の間の流体の交換を可能にす
る開口１０４を有する。
【００８０】
　３つのチャンバ９９，１００，１０１の体積は、光学的に活性の膜区分９６が平坦であ
り、アクチュエータ膜区分９７，９８がひずんでいるように選択される。適切であるなら
ば、光学的に活性の膜は、最もあり得るのは円蓋状に、予備形成されることができる。
【００８１】
　両方のアクチュエータ膜９７，９８において、アクチュエータ膜９７，９８の表面に第
１の上側電極１０５及び第２の下側電極１０６が互いに向き合って配置されている。良好
な結果は、電極１０５，１０６が、電極を膜にスタンピングすることによって、イオン注
入プロセスによって、又はガリンスタン等のフレキシブルな又は液体金属を塗布すること
によって、カーボンブラックから形成されている。電極の択一的なタイプは適切であって
よい。電極は、電気コネクタによって外部に電気的に接続されており、示された実施形態
において、外側ハウジング９２の側部を形成する外側フレーム１０７，１０８，１０９に
一体化されている。第１の電圧Ｕ１及び／又は第２の電圧Ｕ２を印加することによって、
外側膜区分９７，９８を取り囲む電極１０５，１０６は、クーロン力、つまりマクスウェ
ル応力により互いに引き付け合い、これにより、電極の間に配置された、ひずんだ膜９７
，９８を圧縮する。材料のポアソン比により、膜は側方へ拡張し、これにより半径及び周
方向寸法を増大させる。ジオメトリのこの変化は、アクチュエータ膜９７，９８の材料に
おける応力を減じる、つまり変化させる。不活性のアクチュエータ膜９８における応力が
ここで活性アクチュエータ９７膜における応力を超過することにより、不活性のアクチュ
エータ９８膜及び光学的に活性の膜９６が変形させられ、これが光学特性の変化を生じる
。ｚ方向で反対向きの、光学的に活性の膜９６の変形を達成するために、アクチュエータ
膜９７は不活性（Ｕ１＝０）であり、アクチュエータ膜９８は活性である（Ｕ２≠０）で
ある。
【符号の説明】
【００８２】
　ｚ　中心軸線、　Ｆ　撓み力、　ｄ１　膜の直径、　ｄ２　半径方向距離、　１　レン
ズ系、　２　外側ハウジング、　３　開口、　４　下側の剛性パネル、　５　上側の剛性
パネル、　６　膜、　６．１　内側領域、　６．２　外側領域、　７　第１の上側チャン
バ、　８　第２の下側チャンバ、　８ａ　第１の内側部分、　８ｂ　第２の外側部分、　
９　環状保持フレーム、　１０　開口、　１１　第１の上側電極、　１２　第２の下側電
極、　１３　外側ハウジング、　１４　第１のチャンバ、　１５　第２のチャンバ、　１
６　膜、　１７　磁性膜、　１８　中央領域、　１９　磁界、　２０　レンズ系、　２１
　膜上側系、　２２　膜下側系、　２３　第１の端部パネル、　２４　第２の端部パネル
、　２５　光ビーム、　２６　外側ハウジングの内側側壁、　２７　レンズ系、　２８　
外側ハウジング、　２９　第１のチャンバ、　３０　第２のチャンバ、　３１　膜、　３
２　磁性領域、　３３　光学的に活性の中央部分、　３４　磁界、　３５　光ビーム、　
３６　第１の端部パネル、　３７　第２の端部パネル、　３８　コイル、　３９　環状保
持フレーム、　４０　レンズ系、　４１　外側ハウジング、　４２　第１の膜、　４３　
第２の膜、　４４　第１のチャンバ、　４５　第２のチャンバ、　４６　第３のチャンバ
、　４７　第１の保持リング、　４８　第２の保持リング、　４９　レンズ系、　５０　
外側ハウジング、　５１　第１のチャンバ、　５２　第２のチャンバ、　５５　光学系、
　５６　外側ハウジング、　５７　中央開口、　５８　壁部、　５９　膜、　６０　チャ
ンバ、　６１　環状保持手段、　６２　開口、　６４　別の膜区分、　６５　レンズ系、
　６６　外側ハウジング、　６７　中央開口、　６８　膜、　６９　保持フレーム、　７
０　開口、　７１　保持リング、　７２　第１のカバー、　７３　第２のカバー、　７４
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　開口、　７５　開口、　７６　第１のガラス、　７７　第２のガラス、　７８　第１の
チャンバ、　７９　第２のチャンバ、　８０　内側区分、　８１　外側区分、　８２　半
径方向ピン、　８３　第１の切欠、　８４　第１の支持体、　８５　第２の切欠、　８６
　第２の支持体、　８７　第１の磁石、　８８　第２の磁石、　８９　回転リング、　９
０　開口、　９１　レンズ系、　９２　外側ハウジング、　９３　中央開口、　９４　上
側剛性パネル、　９５　下側剛性パネル、　９６　第１の膜区分、　９７　第２の膜区分
、　９８　第３の膜区分、　９９　第１のチャンバ、　１００　第２のチャンバ、　１０
１　第３のチャンバ、　１０２　第１の保持フレーム、　１０３　第２の保持フレーム、
　１０４　開口、　１０５　上側電極、　１０６　下側電極
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