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(57)【要約】
【課題】光学特性を確保しつつ、光センサーの生産性を
向上させることが可能な光センサー用のワイヤグリッド
偏光子を提供する。
【解決手段】本発明のワイヤグリッド偏光子（１）は、
ワイヤグリッド偏光子（１）の投光用偏光部（１１）に
入光する投射光を発するように配設された投光器と、前
記ワイヤグリッド偏光子（１）の受光用偏光部（１２）
を透過する測定光を受光するように配設された受光器と
、を備えた光センサーに用いられるワイヤグリッド偏光
子（１）であって、同一基材表面に、透過軸方向が互い
に異なる前記投光用偏光部（１１）と前記受光用偏光部
（１２）とが作り込まれていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤグリッド偏光子の投光用偏光部に入光する投射光を発するように配設された投光
器と、前記ワイヤグリッド偏光子の受光用偏光部を透過する測定光を受光するように配設
された受光器と、を備えた光センサーに用いられるワイヤグリッド偏光子であって、同一
基材表面に、透過軸方向が互いに異なる前記投光用偏光部と前記受光用偏光部とが作り込
まれていることを特徴とするワイヤグリッド偏光子。
【請求項２】
　前記投光用偏光部は、凹凸構造が延在する方向に垂直な断面において、凹凸構造が所定
の間隔をもって第１の方向に延在する第１の凹凸構造部と、前記第１の凹凸構造部の凸部
のいずれか一方側面に偏在するように設けられた第１の導電体とを有し、前記受光用偏光
部は、凹凸構造が所定の間隔をもって前記第１の方向と異なる第２の方向に延在する第２
の凹凸構造部と、前記第２の凹凸構造部のいずれか一方側面に偏在するように設けられた
第２の導電体とを有することを特徴とする請求項１に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項３】
　前記凹凸構造は、樹脂からなる基材によって構成されることを特徴とする請求項２に記
載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項４】
　前記凹凸構造が延在する方向に垂直な断面において、前記凹凸構造は概略正弦波状の形
状であり、前記凹凸構造の凸部の頂部を通り前記凸部の立設方向に沿う凸部軸に対して、
前記導電体の頂部を通り前記導電体の立設方向に沿う導電体軸を異ならせたことを特徴と
する請求項２または請求項３に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項５】
　前記基材表面の前記投光用偏光部と前記受光用偏光部との境界部を、前記投光用偏光部
または前記受光用偏光部を形成する前記凹凸構造と連なる凹凸構造がない領域とすること
を特徴とする請求項２から請求項４のいずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項６】
　前記凹凸構造は、同一面上に凹凸構造が設けられた領域を有する鋳型から作製される金
属スタンパを用いて、同一工程で形成されたことを特徴とする請求項２から請求項５のい
ずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項７】
　前記鋳型は、凹凸構造を表面に有する複数の版が接合されることで作製されることを特
徴とする請求項６に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項８】
　前記鋳型は、凹凸構造を表面に有する複数の版の凹凸構造面を低粘着性粘着シートに貼
合した後、複数の版を接合することで作製することを特徴とする請求項６に記載のワイヤ
グリッド偏光子。
【請求項９】
　前記投光用偏光部または前記受光用偏光部において、前記第１の導電体の延在方向のば
らつき、または前記第２の導電体の延在方向のばらつきが、±３度以内であることを特徴
とする請求項２から請求項８のいずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項１０】
　前記第１の導電体および前記第２の導電体が接着性樹脂で包埋されていることを特徴と
する請求項２から請求項９のいずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項１１】
　前記投光用偏光部と前記受光用偏光部との境界部が低透過率であることを特徴とする請
求項１から請求項１０のいずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子。
【請求項１２】
　前記基材に基板を備えたことを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれか１項に記
載のワイヤグリッド偏光子。
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【請求項１３】
　前記投光用偏光部の偏光軸の延在方向と、前記受光用偏光部の偏光軸の延在方向とは直
交関係にあり、前記投光用偏光部の偏光軸の延在方向または前記受光用偏光部の偏光軸の
延在方向が、前記基板のＭＤ方向と４５度で交わることを特徴とする請求項１２に記載の
ワイヤグリッド偏光子。
【請求項１４】
　ワイヤグリッド偏光子の投光用偏光部に入光する投射光を発するように配設された投光
器と、前記ワイヤグリッド偏光子の受光用偏光部を透過する測定光を受光するように配設
された受光器と、を備えた光センサーに用いられるワイヤグリッド偏光子であって、
　所定方向に延在する導電体を備えた偏光部の一部を所定の形状に切り出して、切り出さ
れた部材と前記切り出された部材に対応する開口部を有する切り出し元の部材とに分離し
、前記切り出された部材が有する導電体の延在方向と前記切り出し元の部材が有する導電
体の延在方向とが所定の角度をなすように前記切り出された部材又は前記切り出し元の部
材を回転させて前記切り出された部材を前記切り出し元の部材の開口部に固定することに
より形成された前記投光用偏光部および前記受光用偏光部を備えたことを特徴とするワイ
ヤグリッド偏光子。
【請求項１５】
　前記切り出された部材はｎ回対称の形状を有し、前記切り出された部材又は前記切り出
し元の部材の回転角度は３６０°／ｎであることを特徴とする請求項１４に記載のワイヤ
グリッド偏光子。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５のいずれか１項に記載のワイヤグリッド偏光子を用いることを
特徴とする光センサー。
【請求項１７】
　前記基材表面に前記投光用偏光部及び前記受光用偏光部の凹凸構造と導電体とが設けら
れたワイヤグリッド偏光子の、前記基材表面の逆の面側に、投光器と受光器が配設される
ことを特徴とする請求項１６に記載の光センサー。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過軸方向が互いに異なる投光用偏光部と受光用偏光部を有する光センサー
用のワイヤグリッド偏光子に関する。また、これを用いた光センサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　回帰反射型光電センサーや生体認証装置の中には、検出精度を向上させるため、投光器
に投光用偏光子を、受光器に受光用偏光子を有しているものがある。偏光子を有した光セ
ンサーの多くは、装置の小型化や感知精度向上の観点から投光器と受光器を近接させてお
り、例えば、図７に示す光センサー２０１のように、透過軸方向が互いに異なる前記投光
用偏光子２０２および受光用偏光子２０３を、装置設計の観点から、概略同一平面上（図
７においては、光センサー２０１の筐体の一つの面上）となるように配設している。この
ような光センサーを製造する際には、透過軸方向が異なる投光用偏光子２０２および受光
用偏光子２０３を一つずつ組み込むこととなるが、偏光子の偏光軸方向を通常光で判別す
ることは難しく、誤組み込みを防止するためには、投光用偏光子２０２と受光用偏光子２
０３の形状を変える等の工夫が必要となる。これにより、部品点数は増加し、コスト上昇
の要因となる。
【０００３】
　このような課題の解決方法として、例えば特許文献１に開示される技術が提案されてい
る。この技術の概略は次の通りである。まず、投光用偏光子３０１の一対角線３０１ａお
よび受光用偏光子３０２の一対角線３０１ｂが一直線上に位置し、それらの対向する角が
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連結部３０３で結合された２つの四角形となるように偏光子３０４を裁断加工する（図８
Ａ参照）。次に、連結部３０３で結合された２つの四角形のうち一方の四角形を、連結部
３０３を中心として面方向に９０度回転することにより、透過軸方向が互いに異なる投光
用偏光子３０１および受光用偏光子３０２とする（図８Ｂ参照）。そして、このようにし
て作製された偏光子を光センサーに組み込む。しかし、この技術では、偏光子の形状設計
に制限を与えることとなる。また、厚みのある偏光子を折り曲げて光センサーの筐体に組
み込むこととなるため、作業効率が低下する。また、偏光子を、連結部３０３を中心とし
て回転させる（折り曲げる）ため、連結部３０３周辺が湾曲・隆起し、投射光が投光用偏
光子３０１を通過せずに出光する、または、受光用偏光子３０２を透過せずに測定光が受
光器に入光してしまうといった、光センサーの感知精度の低下といった問題が生じ易い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２２０５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、従来の技術では光センサーの感知精度を低下させることなく、光センサー
の生産性を向上させることは難しかった。本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり
、光学特性を確保しつつ、光センサーの生産性を向上させることが可能な光センサー用の
ワイヤグリッド偏光子を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のワイヤグリッド偏光子は、ワイヤグリッド偏光子の投光用偏光部に入光する投
射光を発するように配設された投光器と、前記ワイヤグリッド偏光子の受光用偏光部を透
過する測定光を受光するように配設された受光器と、を備えた光センサーに用いられるワ
イヤグリッド偏光子であって、同一基材表面に、透過軸方向が互いに異なる前記投光用偏
光部と前記受光用偏光部とが作り込まれていることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成により、投光用偏光部および受光用偏光部が同一基材表面に作り込まれ
ているため、光センサーへの組み込み工程の簡略化と誤組み込みの防止が可能となる。ま
た、同一基材表面に透過軸方向が異なる投光用および受光用偏光部を備えるため、偏光子
を折り曲げる等の加工が不要となる。これにより、偏光子の光漏れによる誤感知の発生を
防止できるため、光センサーの感知精度は低下しない。
【０００８】
　また、前記投光用偏光部は、凹凸構造が延在する方向に垂直な断面（以下、「断面視」
と記す）において、凹凸構造が所定の間隔をもって第１の方向に延在する第１の凹凸構造
部と、前記第１の凹凸構造部の凸部のいずれか一方側面に偏在するように設けられた第１
の導電体と、を有し、前記受光用偏光部は、凹凸構造が所定の間隔をもって前記第１の方
向と異なる第２の方向に延在する第２の凹凸構造部と、前記第２の凹凸構造部のいずれか
一方側面に偏在するように設けられた第２の導電体と、を有することができる。
【０００９】
　このような構成により、各凹凸構造部のいずれか一方側面に導電体が偏在することとな
るため、各偏光部の偏光分離特性を向上させることができる。
【００１０】
　また、前記凹凸構造は、樹脂からなる基材によって構成することができる。
【００１１】
　このような構成により、ロールプロセスが可能になるため、ワイヤグリッド偏光子の生
産性を高めることができる。また、光漏れなどの問題を生じさせることなくワイヤグリッ
ド偏光子を湾曲させて用いることが可能となる他、軽量化も可能となる。
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【００１２】
　また、前記凹凸構造が延在する方向に垂直な断面において、前記凹凸構造は概略正弦波
状の形状であり、前記凹凸構造の凸部の頂部を通り前記凸部の立設方向に沿う凸部軸に対
して、前記導電体の頂部を通り前記導電体の立設方向に沿う導電体軸を異ならせることが
できる。
【００１３】
　このような構成により、導電体と凹凸構造の接触面積を増やすことができるため、導電
体の剥離を防止でき、また、高さが高い導電体を形成し易くなるため、ワイヤグリッド偏
光子の偏光分離特性を向上できる。
【００１４】
　また、前記基材表面の前記投光用偏光部と前記受光用偏光部との境界部を、前記投光用
偏光部または前記受光用偏光部を形成する前記凹凸構造と連なる凹凸構造がない領域とす
ることができる。
【００１５】
　このような構成により、投光用偏光部と受光用偏光部の境界部と連なる凹凸構造が存在
しないこととなり、塗料などを境界部の基材表面に塗布する際に、塗料等が毛細管現象で
凹凸構造に流れ込み、投光用偏光部または受光用偏光部を侵す可能性を低くすることがで
きる。
【００１６】
　また、前記凹凸構造は、同一面上に前記凹凸構造に対応する凹凸構造が設けられた領域
を有する鋳型から作製される金属スタンパを用いて、同一工程で形成することができる。
【００１７】
　このような構成により、ワイヤグリッド偏光子の凹凸構造を同一工程で形成することが
できるため、ワイヤグリッド偏光子の生産性を高めることができる。また、凹凸構造の延
在方向を金属スタンパの作製時に定めることができるため、基材表面への凹凸構造作製時
における各偏光部の凹凸構造の延在方向のばらつきを抑制でき、製造される製品の性能ば
らつきを低減することができる。
【００１８】
　また、前記鋳型は、凹凸構造を表面に有する複数の版を接合されることで、作製するこ
とができる。
【００１９】
　このような構成により、鋳型の同一面内に凹凸構造の延在方向が異なる複数の領域を作
製することが容易となり、最終製品に即したワイヤグリッド偏光子のカスタマイズ、鋳型
の製作期間の短縮が可能となる。
【００２０】
　また、前記鋳型は、凹凸構造を表面に有する複数の版の凹凸構造面を低粘着性粘着シー
トに貼合した後、複数の版を接合することで、作製することができる。
【００２１】
　このような構成により、凹凸構造を有した複数の版の固定が容易となり、鋳型の作製時
における作業性を向上できる。
【００２２】
　また、前記投光用偏光部または前記受光用偏光部において、前記第１の導電体の延在方
向のばらつき、または前記第２の導電体の延在方向のばらつきを、±３度以内とすること
ができる。
【００２３】
　このような構成により、偏光性能を高め、光センサーの感知精度を高めることができる
。
【００２４】
　また、前記第１の導電体および前記第２の導電体は、接着性樹脂で包埋することができ
る。
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【００２５】
　このような構成により、導電体が接着性物質で包埋されることになるため、ワイヤグリ
ッド偏光子の損傷を防止することができる。
【００２６】
　また、前記投光用偏光部と前記受光用偏光部との境界部を低透過率とすることができる
。
【００２７】
　このような構成により、境界部を容易に視認できるようになるため、光センサーの投光
器と投光用偏光部との位置合わせや、光センサーの受光器と受光用偏光部との位置合わせ
が容易となる。また、光センサー装置内部の投光光路と受光光路とを分離することが容易
となり、装置内部で投射光が直接受光器に入射しないようにすることができる。
【００２８】
　また、前記基材に基板を備えることができる。基板を備えることで、ワイヤグリッド偏
光子の強度を向上させることができる。
【００２９】
　また、前記投光用偏光部の偏光軸の延在方向と、前記受光用偏光部の偏光軸の延在方向
とは直交関係であり、前記投光用偏光部の偏光軸の延在方向または前記受光用偏光部の偏
光軸の延在方向が、前記基板のＭＤ方向と４５度で交わるようにすることができる。
【００３０】
　このような構成により、製造工程において、蒸着源を基板のＭＤ方向に置くことが可能
となるため、生産効率を高めることができる。
【００３１】
　本発明のワイヤグリッド偏光子は、ワイヤグリッド偏光子の投光用偏光部に入光する投
射光を発するように配設された投光器と、前記ワイヤグリッド偏光子の受光用偏光部を透
過する測定光を受光するように配設された受光器と、を備えた光センサーに用いられるワ
イヤグリッド偏光子であって、所定方向に延在する導電体を備えた偏光部の一部を所定の
形状に切り出して、切り出された部材と前記切り出された部材に対応する開口部を有する
切り出し元の部材とに分離し、前記切り出された部材が有する導電体の延在方向と前記切
り出し元の部材が有する導電体の延在方向とが所定の角度をなすように前記切り出された
部材又は前記切り出し元の部材を回転させて前記切り出された部材を前記切り出し元の部
材の開口部に固定することにより形成された前記投光用偏光部および前記受光用偏光部を
備えたことを特徴とする。
【００３２】
　このような構成により、投光用偏光部および受光用偏光部を透過する透過光の偏光方向
を正確に制御可能である。さらに、回転させた後に切り出された部材を開口部に固定する
ため、寸法合わせ等が容易である。
【００３３】
　また、前記切り出された部材はｎ回対称の形状を有し、前記切り出された部材又は前記
切り出し元の部材の回転角度は３６０°／ｎであっても良い。
【００３４】
　本発明の光センサーは、上記のワイヤグリッド偏光子を用いることを特徴とする。
【００３５】
　このような配設により、光センサーの製造時にひとつずつ組み込んでいた偏光子を、一
度に同時に組み込むことが可能となり、工程の簡略化と誤組み込みの防止が可能となる。
また、同一基材表面に透過軸方向が異なる投光用偏光部および受光用偏光部を備えるため
、偏光子を折り曲げる等の加工が不要となり、偏光子の光学特性を確保することが容易に
なる。これにより、偏光子の光漏れによる誤感知の発生を防止できる。
【００３６】
　また、基材表面に前記投光用偏光部及び前記受光用偏光部の凹凸構造と導電体とが設け
られたワイヤグリッド偏光子の、前記基材表面の逆の面側に、光センサーの投光器と受光
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器を配設することが好ましい。
【００３７】
　このような配設により、ワイヤグリッド偏光子の基材、および、基板を有する場合には
基板の面内位相差が変化したとしても、光センサーは、優れた感知精度を維持できる。
【発明の効果】
【００３８】
　投光偏光子および受光用偏光子を備えた光センサーの製造時に前記ワイヤグリッド偏光
子を用いることで、投光用偏光子および受光用偏光子が同時に組み込まれることになるた
め、これらを個別に組み込む場合と比較して、偏光子の組み込み工程の簡略化と誤組み込
みの防止が可能となる。また、同一基材上に透過軸方向が異なる投光用および受光用偏光
部を備えるため、偏光子を折り曲げる等の加工が不要となり、偏光子の光学特性を確保す
ることが容易になる。これにより、偏光子の光漏れによる誤感知の問題の発生を防止でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施の形態１に係るワイヤグリッド偏光子の構成を示す模式図である。
【図２】実施の形態１に係るワイヤグリッド偏光子の構成を示す断面模式図である。
【図３】実施の形態１に係るワイヤグリッド偏光子の構成を示す模式図である。
【図４】実施の形態１に係る金属スタンパの作製工程を説明する断面模式図である。
【図５】実施の形態１に係る光センサーの構成を示す模式図である。
【図６】実施の形態１に係る光センサーが物体を検出する様子を示す模式図である。
【図７】光センサーの構成を示す模式図である。
【図８】光センサー用の偏光子の作製工程を示す模式図である。
【図９】実施の形態２に係るワイヤグリッド偏光子の一構成を示す模式図である。
【図１０】実施の形態２に係るワイヤグリッド偏光子の別の構成を示す模式図である。
【図１１】実施の形態２に係るワイヤグリッド偏光子の作製方法について示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
（実施の形態１）
　発明の実施の形態について、以下具体的に説明する。
＜ワイヤグリッド偏光子＞
　本実施の形態のワイヤグリッド偏光子は、ワイヤグリッド偏光子の投光用偏光部に投光
器が発する投射光が入光するように、且つ前記ワイヤグリッド偏光子の受光用偏光部に入
光し透過する測定光を受光するように受光器を配設した光センサーに用いられる。このワ
イヤグリッド偏光子は、同一基材表面に透過軸方向が互いに異なる投光用偏光部と受光用
偏光部とが作り込まれてなることを特徴とする光センサー用ワイヤグリッド偏光子である
。このワイヤグリッド偏光子は、独立した投光用偏光部と受光用偏光部をそれぞれ１つ以
上有している。
【００４１】
　図１に、基材１３表面に投光用偏光部１１と受光用偏光部１２とを有するワイヤグリッ
ド偏光子１の例を示す。図１において、投光用偏光部１１における横方向（Ｘ方向）に延
びる線と、受光用偏光部１２における縦方向（Ｙ方向）に延びる線は、細線状の導電体を
示しており、ワイヤグリッド偏光子１の投光用偏光部１１または受光用偏光部１２におい
て、複数の細線状の導電体が、互いに略平行に（ストライプ状に）設けられていることを
示している。このような構造の導電体を有するワイヤグリッド偏光子１は、導電体が延在
する方向に垂直な方向（透過軸方向）の偏光を透過させることができる。ワイヤグリッド
偏光子１は、導電体の延在方向が、投光用偏光部１１と受光用偏光部１２で９０°異なっ
ており、偏光方向が９０°異なる二種類の偏光を透過させることができるため、二種類の
偏光を利用する光センサーに用いることが可能である。
【００４２】
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　図２は、投光用偏光部１１の部分断面模式図である。なお、図２に示す断面は、導電体
が延在する方向に垂直な方向についての断面である。ワイヤグリッド偏光子１において、
投光用偏光部１１は、基材１３に形成された凹凸構造２２と、凹凸構造２２上に形成され
た導電体２１とを有している。投光用偏光部１１では、凹凸構造２２（第１の凹凸構造）
が所定の間隔（ピッチ）をもって所定の方向（第１の方向、図２では紙面奥行き方向、Ｘ
方向）に延在している。また、導電体２１が、凹凸構造２２の凸部のいずれか一方側面に
偏在するように設けられている。つまり、投光用偏光部１１において、導電体２１は、凹
凸構造２２が延在する方向と平行な方向に延在している。
【００４３】
　受光用偏光部１２についても、導電体２１と凹凸構造２２の延在方向を除き、投光用偏
光部１１と同様である。受光用偏光部１２では、凹凸構造２２（第２の凹凸構造）が所定
の間隔（ピッチ）をもって所定の方向（第２の方向、Ｙ方向）に延在している。また、導
電体２１は、凹凸構造２２の凸部のいずれか一方側面に偏在するように設けられており、
凹凸構造２２が延在する方向と平行な方向に延在している。
【００４４】
　このように、二つの異なる方向（第１の方向と第２の方向）に導電体２１を延在させる
ことで、投光部を透過する偏光と、受光部を透過する偏光とを異ならせることができるた
め、光センサーの感知精度の向上が可能となる。また、光センサーの多くが投光用偏光部
１１の透過軸方向と受光用偏光部１２の透過軸方向を概略直交の関係としていることから
、第１の方向と第２の方向を概略直交関係とすることが好ましい。また、光センサーの光
学設計に応じた投光用偏光部１１および受光用偏光部１２の配置の自由度は高いため、同
一基材上に投光用偏光部１１と受光用偏光部１２をそれぞれ１つ以上有することができる
。例えば、図３のように、投光用偏光部１１を４箇所、受光用偏光部１２を１箇所とする
ことができる。
【００４５】
　また、同一の偏光部（例えば、投光用偏光部１１または受光用偏光部１２）内の任意の
３点における導電体の延在方向は±３度以内であることが、偏光性能と光センサーに用い
た場合の感知精度の観点から、好ましい。
【００４６】
　投光用偏光部１１と受光用偏光部１２の境界部１４は、難透過性の導電体や難透光性樹
脂で被覆することにより、所定の波長の光について低透過率とすることができる。これに
より、その境界を容易に視認できるようになるため、投光器と投光用偏光部１１との位置
合わせや、受光器と受光用偏光部１２との位置合わせが容易となる。また、光センサー装
置内部の投光光路と受光光路とを分離することが容易となり、装置内部で投射光が直接受
光器に入射しないようにすることができる。なお、低透過率とは、所定の波長の光の透過
率が、投光用偏光部１１および受光用偏光部１２の所定の波長における光の透過率よりも
低いことを意味する。好ましい自然光入光時の透過率は２５％以下であり、さらに好まし
くは１５％以下である。投光用偏光部１１と受光用偏光部１２の境界部１４を前記難透過
性の導電体や難透光性樹脂で被覆する際は、境界部１４の基材１３表面には、投光用偏光
部１１または受光用偏光部１２を形成する凹凸構造と連なる凹凸構造が存在しないことが
好ましい。これにより、難透光性樹脂を含む塗料を境界部の基材表面に塗布する際に、前
記塗料が毛細管現象で凹凸構造に流れ込み、投光用偏光部１１または受光用偏光部１２を
侵す可能性を低くすることができる。
【００４７】
　なお、導電体２１は、基材１３に設けられた凹凸構造２２の凸部のいずれか一方側面に
選択的に設けることが、光学特性上、好ましい。また、凹凸構造２２の凸部の頂部より導
電体２１の少なくとも一部が上方に存在する構成であることが好ましい。導電体２１を、
凸部の頂部より上方に伸びるよう設けることで、偏光分離特性は向上し、光の損失を減ら
すことができる。また、凹凸構造２２が延在する方向に垂直な面（図２に示される断面、
以下、「断面視」と記す）において、凸部の頂部より上方の導電体２１の側面は、鉛直方
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向に対して傾斜していて、その形状は先細りし、三角形に似た尖鋭形状であることが好ま
しい。断面視における凸部の頂部より上方の導電体２１の形状を尖鋭形状とすることで、
接着性樹脂をワイヤグリッド偏光子１の導電体２１構造面に設け、前記導電体を接着性樹
脂で包埋した場合の平行透過率の低下を抑制することができる。また、凹凸構造２２は、
断面視において、概略正弦波状であることが好ましい（図２参照）。これにより、斜め蒸
着法と等方性エッチングで、断面視における凸部の頂部より上方の導電体２１の形状を尖
鋭形状としながら、基材１３に設けられた凹凸構造２２の凸部の最高部から高さ方向に１
／３下った位置の凸部の厚みに対する導電体の厚み（基材１３の主面と平行方向の厚み）
を、同じかそれ以上することができる。また、これにより、ワイヤグリッド偏光子１の導
電体２１を接着性樹脂で包埋した場合の平行透過率および偏光度の低下を抑制することが
できる。また、凸部の頂部を通り凸部の立設方向に沿う凸部軸と、導電体２１の頂部を通
り立設方向に沿う導電体軸は異なる（重畳しない）構成であることが好ましい。これによ
り、導電体２１と凹凸構造２２の接触面積を増やすことができるため、導電体２１の剥離
を防止できる。また、導電体２１の厚み（高さ）を十分に大きくすることができるため、
ワイヤグリッド偏光子１の偏光分離特性を向上できる。
【００４８】
＜基材＞
　凹凸構造２２を構成する基材１３としては、例えば、ガラスなどの無機材料や樹脂材料
を用いることができる。中でも樹脂材料を用いることにより、ロールプロセスが可能にな
る、ワイヤグリッド偏光子１にフレキシブル性（屈曲性）を持たせることができる、等の
メリットがあるため好ましい。基材１３に用いることができる樹脂としては、例えば、ポ
リメタクリル酸メチル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、シクロオレフィ
ン樹脂（ＣＯＰ）、架橋ポリエチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアクリレート樹脂
、ポリフェニレンエーテル樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリエーテルイミド
樹脂、ポリエーテルサルフォン樹脂、ポリサルフォン樹脂、ポリエーテルケトン樹脂など
の非晶性熱可塑性樹脂や、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂、ポリエチレンナ
フタレート樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブチレンテレフタレート
樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂などの結晶性熱可
塑性樹脂や、アクリル系、エポキシ系、ウレタン系などの紫外線（ＵＶ）硬化型樹脂や熱
硬化型樹脂が挙げられる。また、ＵＶ硬化型樹脂や熱硬化型樹脂と、ガラスなどの無機材
料や、上記熱可塑性樹脂、トリアセテート樹脂などを組み合わせて用いることができ、ま
たは、これらの材料を単独で用いることができる。また、凹凸構造２２を構成する基材１
３と導電体２１の密着性を向上させるための薄膜を、凹凸構造２２の表面に備えても構わ
ない。
【００４９】
　また、基材１３として、導電体２１が形成される表面にあらかじめ凹凸構造２２が設け
られた基材１３を用いることができる。また、上述したように、凹凸構造が延在する方向
に垂直な断面視において、基材１３でなる凹凸構造２２は概略正弦波状であることが好ま
しい。また、基材１３は、目的とする波長領域において実質的に透明であればよい。なお
、所定の方向に延在するとは、凹凸構造２２が所定の方向に実質的に延在していればよく
、凹凸構造２２の凹凸の各々が厳密に平行に延在している必要はない。
【００５０】
　表面に凹凸構造２２を有する基材１３の製造方法は特に限定されない。例えば、本出願
人の出願による特許第４１４７２４７号に係る製造方法を用いることができる。当該製造
方法では、干渉露光法を用いて作製した凹凸構造を有する金属スタンパを用いて、凹凸構
造を熱可塑性樹脂に熱転写し、凹凸構造を付与した熱可塑性樹脂の凹凸構造の延在方向と
平行な方向に自由端一軸延伸加工を施す。その結果、前記熱可塑性樹脂に転写された凹凸
構造のピッチが縮小され、微細な凹凸構造を有する樹脂版（延伸済み）が得られる。続い
て、得られた微細な凹凸構造を有する樹脂版（延伸済み）から、電解メッキ法などを用い
て、微細な凹凸構造を有する金属スタンパを作製する。この金属スタンパにより、基材の
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表面に微細な凹凸構造を転写、形成することで、凹凸構造を有する基材を得ることが可能
となる。
【００５１】
　この場合には、複数の微細な凹凸構造を有する樹脂版（延伸済み）を、所定の凹凸構造
の延在方向で所定の大きさに切り出し、接合することで、同一版上に凹凸構造の延在方向
が互いに異なる領域を有した樹脂版を作製できる。このため、電解メッキ法などを用いて
、同一スタンパ上に凹凸構造の延在方向が互いに異なる領域を有する金属スタンパを作製
できる。
【００５２】
　具体的には、複数の微細な凹凸構造を有する樹脂版（延伸済み）を配置できる平坦な型
枠板３１に、被着体との親和性に優れ、剥離で被着体を汚染しない低粘着・易剥離性の粘
着層を両面に有する低粘着性粘着シート３２を貼合する（図４Ａ参照）。そして、所定の
凹凸構造の延在方向で所定の大きさに切り出した複数の微細な凹凸構造を有する樹脂版（
延伸済み）３３ａ、３３ｂを所定の配置に配して、型枠板上に気泡等が混入しないように
、低粘着性粘着シート３２に凹凸構造面を貼合する（図４Ｂ参照）。ここでは、図１に示
すワイヤグリッド偏光子１用の金属スタンパを作製するために、樹脂版３３ａと樹脂版３
３ｂの凹凸構造が概略直交するように樹脂版３３ａ、３３ｂを配置する。つまり、樹脂版
３３ａの凹凸構造が、ワイヤグリッド偏光子１の投光用偏光部１１の凹凸構造に相当し、
樹脂版３３ｂの凹凸構造が、ワイヤグリッド偏光子１の受光用偏光部１２の凹凸構造に相
当する。その後、必要に応じて、複数の微細な凹凸構造を有する樹脂版（延伸済み）３３
ａおよび３３ｂの間隙に接合用樹脂３４を充填し、所定の方法で硬化処理を行い、接合す
る。さらに、粘着層を有する板３５を樹脂版（延伸済み）３３ａおよび３３ｂの凹凸構造
を有する面の逆側に貼合する（図４Ｃ参照）。低粘着性粘着シート３２に微細な凹凸構造
を有する樹脂版（延伸済み）３３ａ、３３ｂの凹凸構造面を貼合することで、接合用樹脂
３４が毛細管現象で樹脂版３３ａ、３３ｂの凹凸構造を侵す可能性を低くすることができ
る。接合用樹脂３４としては特に制限は無いが、硬化型を用いる場合には、樹脂版３３ａ
、３３ｂの端部の変形や配置位置の変化を防止するため、硬化前後での体積収縮率を１０
％以下とすることが好ましく、より好ましい体積収縮率は５％以下である。また粘度は、
１０００ｃｐｓ（温度２５度）以上であれば、接合時に接合用樹脂３４が凹凸構造を侵す
可能性を低くすることができる。硬化型の接合用樹脂３４としては、例えば、アクリル系
、エポキシ系、ウレタン系等の光硬化型樹脂などがあり、必要に応じて、窒素雰囲気下で
硬化処理（光照射）を実施することが好ましい。接合用樹脂３４を硬化させた後、前記型
枠板３１上の粘着シート３２から剥離することで、同一版上に凹凸構造の延在方向が互い
に異なる領域を有した樹脂版が作製でき（図４Ｄ参照）、電解メッキ法などを用いて、同
一スタンパ上に凹凸構造の延在方向が互いに異なる領域を有する金属スタンパを作製でき
る。
【００５３】
　その他、半導体製造のフォトリソグラフィを応用して、シリコン系基板等に微細な凹凸
構造を形成し、用いる方法がある。この方法では、例えば、微細な凹凸構造が形成された
シリコン系基板を、先述した方法と同様の手法を用いて接合し、接合したシリコン系基板
を鋳型として微細な凹凸構造を表面に有する樹脂版を作製する。そして、樹脂版から、電
解メッキ法などを用いて、微細な凹凸構造を有する金属スタンパを作製する。
【００５４】
＜導電体＞
　導電体２１は、凹凸構造２２を有する基材１３の表面に設けられている。上述したよう
に、表面に凹凸構造２２が形成された基材１３上に導電体２１を設ける場合には、凸部の
一方側面に接し、上部が凸部の頂部より上方に伸びるように設けることが好ましい。
【００５５】
　導電体２１は、所定の方向に延在する凹凸構造２２の凸部と概略平行に所定の間隔（周
期）をとって直線状に形成されるが、この直線状の導電体２１の周期が可視光の波長より
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も小さい場合、導電体２１に対して平行に振動する偏光成分を反射し、垂直な偏光成分は
透過する偏光素子となる。導電体２１としては、アルミニウム、銀、銅、白金、金または
これらのいずれかを成分とする合金を使用することができ、斜めスパッタリング法や斜め
蒸着法により形成することができる。特に、アルミニウムまたは銀を用いて導電体２１を
形成することにより、可視域光の吸収損失を小さくすることができるため、好ましい。
【００５６】
　一般にワイヤグリッド構造を有する偏光子は、導電体２１の間隔（ピッチ）が小さくな
るほど、広い波長帯域で良好な偏光特性を示す。導電体２１が空気（屈折率１．０）と接
し、接着性物質で包埋されない場合には、導電体２１のピッチを対象とする光の波長の１
／４～１／３とすることで、実用上の十分な偏光特性を示すことになるが、導電体を接着
性樹脂で包埋する場合、接着性樹脂の屈折率の影響を考慮して、対象とする光の波長の１
／５～１／４のピッチとすることがさらに好ましい。
【００５７】
　光センサーで用いられる光の波長は、多くの場合、６００ｎｍ以上である。したがって
、ピッチが１５０ｎｍ以下であるワイヤグリッド偏光子であれば、導電体の損傷を防止す
るために接着性樹脂で包埋したとしても、光学特性面で実用上の問題は生じない。しかし
、高偏光特性を有し、且つ高耐損傷性のワイヤグリッド偏光子を必要とする場合には、ピ
ッチを小さくするだけではなく、断面視における導電体の形状を最適化することが有効と
なる。
【００５８】
　接着性樹脂で包埋する場合の好ましい導電体の形状としては、前述したように、断面視
において、基材表面の凹凸構造の凸部の最高部から高さ方向に１／３下った位置の凸部の
厚みに対し、導電体の厚みを、同じかそれ以上とすることである。また、前記基材表面の
凹凸構造の凸部の頂部より上方の導電体の側面が、基材表面の垂直方向に対して傾斜して
いて、その形状は先細りし、三角形に似た尖鋭形状とすることが好ましい。このような形
状の導電体は、断面視において、基材表面の凹凸構造を正弦波形状とし、後述する斜め蒸
着法と等方性エッチングを用いることで、達成が容易となる。このような導電体の形状を
有したワイヤグリッド偏光子を作製することにより、導電体を接着性樹脂で包埋したとし
ても、６００ｎｍ以上の波長の光に関する偏光度の低下を抑制すると共に６００ｎｍ未満
の短波長の光に関する偏光度の低下を抑制でき、汎用性に富んだ光センサー用ワイヤグリ
ッド偏光子とすることができる。
【００５９】
＜導電体形成方法＞
　導電体２１の形成方法としては、生産性や光学特性等を考慮し、基材１３（凹凸構造２
２）の垂直方向に対して傾斜した方向から蒸着を行う方法（斜め蒸着法）を用いる。斜め
蒸着法とは、基材１３表面に垂直な方向に対して所定の角度から金属粒子が入射するよう
に金属を蒸着、積層させていく方法である。入射角度は、凹凸構造２２の凸部と作製する
導電体２１の断面形状から好ましい範囲が決まり、一般には、５°～４５°が好ましく、
より好ましくは５°～３５°である。さらに、蒸着中に積層した金属の射影効果を考慮し
ながら、入射角度を徐々に減少または増加させることは、導電体２１の高さなど断面形状
を制御する上で好適である。なお、基材１３表面が湾曲している場合には、基材１３表面
の法線方向に対して傾斜した方向から蒸着を行うこととしてもよい。
【００６０】
　具体的には、特定方向に所定のピッチをもって略平行に延在する凹凸構造を表面に有し
た基材１３表面の被蒸着領域の中心における垂直方向に対して５°以上４５°未満となる
方向に蒸着源の中心を設け、前記凹凸構造上に導電体２１を形成する。さらに好ましくは
、前記基材１３表面の被蒸着領域の中心における垂直方向に対して５°以上３５°未満、
且つ基材１３表面上の凹凸構造２２の延在方向に対して４０°以上９０°以下の角度方向
に蒸着源の中心を設けることである。これにより、導電体２１を、基材１３上に有する凹
凸構造２２の凸部のいずれか一方側面に、選択的に設けることが可能となる。なお、基材
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１３を搬送しながら蒸着する場合には、ある瞬間における被蒸着領域の中心と蒸着源の中
心が先述した条件となるように蒸着を行うようにしてもよい。
【００６１】
　また、投光用偏光部１１と受光用偏光部１２の凹凸構造２２の延在方向から蒸着するこ
とを避けるようにすれば導電体２１は形成可能である。光センサーの多くは、投光用偏光
部１１の透過軸方向と受光用偏光部１２の透過軸方向を概略直交の関係とするため、先述
した蒸着源の位置条件を考慮すると、ワイヤグリッド偏光子１の投光用偏光部１１の凹凸
構造２２の延在方向と受光用偏光部１２の凹凸構造２２の延在方向が、基材１３のＭＤ方
向と概略４５度で交わるようにすることが好ましい。これにより、蒸着源を基材１３のＭ
Ｄ方向に置くことが可能となるため、生産効率の向上が可能となる。
【００６２】
　先述した斜め蒸着法を用いた場合、基材表面の凹凸構造２２の凸部と導電体２１の延在
方向は等しくなる。導電体２１の形状を達成するための金属蒸着量は、凹凸構造２２の凸
部の形状によって決まるが、一般には、平均蒸着厚みは５０ｎｍ～２００ｎｍ程度である
。ここでいう平均厚みとは、平滑ガラス基板上にガラス面に垂直方向から物質を蒸着させ
たと仮定した時の蒸着物の厚みのことを指し、金属蒸着量の目安として使用する。
【００６３】
　また、光学特性の観点から、不要な導電体２１はエッチングにより除去することが好ま
しい。エッチング方法は、凹凸構造２２を構成する基材１３、誘電体層等に悪影響を及ぼ
さず、導電体２１部分が選択的に除去できる方法であれば特に限定は無いが、生産性の観
点および導電体２１の形状制御の観点から、アルカリ性の水溶液に浸漬させる方法が好ま
しい。
【００６４】
＜誘電体＞
　本実施の形態で示すワイヤグリッド偏光子１において、基材１３を構成する材料と導電
体２１との密着性向上のため、両者の間に両者と密着性が高い誘電体材料を好適に用いる
ことができる。例えば、二酸化珪素などの珪素（Ｓｉ）の酸化物、窒化物、ハロゲン化物
、炭化物の単体またはその複合物（誘電体単体に他の元素、単体または化合物が混じった
誘電体）や、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、イットリウム（Ｙ）、ジルコニア
（Ｚｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、バリウム（Ｂａ）、インジウム（Ｉｎ）
、錫（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、セリウム（
Ｃｅ）、銅（Ｃｕ）などの金属の酸化物、窒化物、ハロゲン化物、炭化物の単体またはそ
れらの複合物を用いることができる。誘電体材料は、透過偏光性能を得ようとする波長領
域において実質的に透明であればよい。誘電体材料の積層方法には特に限定は無く、例え
ば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの物理的蒸着法を好適
に用いることができる。
【００６５】
＜基板＞
　本発明のワイヤグリッド偏光子１は、凹凸構造２２を有する基材１３を保持する基板を
用いることも可能である。基板としては、ガラスなどの無機材料や樹脂材料を用いること
ができるが、ロールプロセスによりワイヤグリッド偏光子１の製造が可能となる平板状の
樹脂材料を用いることが好ましい。なお、基板はワイヤグリッド偏光子１において必須の
構成ではない。例えば、基材１３のみを用いてワイヤグリッド偏光子１を構成することも
可能である。
【００６６】
　樹脂材料としては、例えば、ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネ
ート樹脂、ポリスチレン樹脂、シクロオレフィン樹脂（ＣＯＰ）、架橋ポリエチレン樹脂
、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、変性ポリ
フェニレンエーテル樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルサルフォン樹脂、ポリ
サルフォン樹脂、ポリエーテルケトン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）
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、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブチレ
ンテレフタレート樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂
、トリアセチルセルロース樹脂（ＴＡＣ）等や、アクリル系、エポキシ系、ウレタン系な
どのＵＶ硬化型樹脂や熱硬化型樹脂が挙げられる。また、ＵＶ硬化型樹脂や熱硬化型樹脂
と、ガラスなどの無機基板、熱可塑性樹脂等を組み合わせたり、これらの材料を単独で用
いたりしてもよい。
【００６７】
　偏光度低下を避けるため、所定の波長における基板の面内位相差値は低くすることが好
ましく、例えば可視光の利用を考えるのであれば、波長５５０ｎｍにおける面内位相差値
を３０ｎｍ以下とすることが好ましい。さらに好ましくは、１５ｎｍ以下である。また、
ワイヤグリッド偏光子１が与える偏光の偏光度の面内ムラ発生を防止するため、基板面内
の任意の２点における位相差値管理が必要であり、例えば可視光の利用を考えるのであれ
ば、波長５５０ｎｍの面内位相差値の差が１０ｎｍ以下であることが好ましく、さらに好
ましくは位相差値の差が５ｎｍ以下である。このような特性を有する基板としては、ＴＡ
Ｃ（トリアセチルセルロース）樹脂、ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）、ＰＣ（ポリ
カーボネート）、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）などがあり、これらの樹脂材料を
用いることが好ましい。
【００６８】
＜接着性樹脂＞
　本発明のワイヤグリッド偏光子１は、その導電体２１の形状から、接着性樹脂を前記ワ
イヤグリッド偏光子１の導電体２１構造面に設け、前記導電体２１を接着性樹脂で包埋し
た場合であっても、平行透過率および偏光度の低下幅を小さくできる。このため、接着性
樹脂をワイヤグリッド偏光子１の導電体構造面に設けることも可能である。また、その逆
の面に接着性樹脂を設けることも可能である。接着性樹脂を設けることにより、他光学部
材との貼合が可能となる。また、ワイヤグリッド偏光子１の基板に樹脂材料（光学用途の
フィルム等に用いられる材料）を用いる場合に、高温高湿度環境下での製品信頼性を向上
させることができる。また、接着性樹脂を前記ワイヤグリッド偏光子１の導電体２１構造
面に設けることによって、導電体２１は接着性物質で包埋されるため、接着性樹脂を損傷
防止のための保護層とすることが可能となる。
【００６９】
　面内位相差値が制御された光学用途のフィルムの遅相軸方向は、一般的に、基板として
用いるフィルムのＭＤ方向あるいはＴＤ方向と概略一致している。例えば、ワイヤグリッ
ド偏光子１の投光用偏光部１１の透過軸方向と受光用偏光部１２の透過軸方向を概略直交
の関係とした場合、投光用偏光部１１の凹凸構造の延在方向と受光用偏光部１２の凹凸構
造の延在方向は基板のＭＤ方向と概略４５度で交わるようにすることが好ましいが、この
ような構成にすると、光学用途のフィルムを基板として用い、ロールプロセスで作製され
たワイヤグリッド偏光子の各偏光部の透過軸方向は、基板の遅相軸方向に対して斜めとな
り、一致しない。光学用途のフィルムは、高温高湿度環境下で長期保管すると、フィルム
の配向状態が変化し、その結果、面内位相差値が変化することがあり、例えば、ＴＡＣ樹
脂からなるフィルムの中には、面内位相差値が増大するものがある。本発明のワイヤグリ
ッド偏光子１は、基板の遅相軸方向と投光用偏光部１１および受光用偏光部１２の凹凸構
造の延在方向、つまり、透過軸方向とが概略一致していないため、前記面内位相差値の増
大の影響を受け易く、偏光度が低下することがある。フィルムの配向状態の変化を小さく
し、ワイヤグリッド偏光子１の各偏光部の偏光度低下を防止するためには、ＴＡＣ樹脂か
らなるフィルムを基板として用いたワイヤグリッド偏光子１を、さらに固定材、例えば、
ガラス板に接着性樹脂で接着することが有効である。これにより、製品信頼性を向上させ
ることが可能となる。
【００７０】
　接着性樹脂としては、例えば、ＵＶ照射により硬化するＵＶ硬化型樹脂や粘着剤をシー
ト状にした粘着シートを用いることができる。特に導電体構造面に接着性樹脂を備え、導
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電体２１を包埋する場合には、前記接着性樹脂に酸を極力含まない材料を用いることが好
ましい。酸を極力含まない材料でワイヤグリッド偏光子１の導電体２１を被覆することに
より、接着性樹脂に含まれる酸に起因した導電体２１の劣化を生じることなく、導電体２
１の傷付き防止と先述した各偏光部の偏光度低下の抑制が可能となる。また、前記接着性
樹脂を基材表面あるいは基板表面に備えた場合には、接着性樹脂に含まれる酸に起因した
基材１３あるいは基板の劣化を生じることなく、先述した各偏光部の偏光度低下の抑制が
可能となる。
【００７１】
　また、粘着シートを用いることで、高温高湿度環境下で長期保管した場合、ワイヤグリ
ッド偏光子１の基板等の膨張および収縮を緩和することができ、基板等の面内位相差値の
変化を抑制できるため、好ましい。粘着シートとしては、ガラスに対する粘着力が１．５
Ｎ／２５ｍｍ以上、好ましくは５．０Ｎ／２５ｍｍ以上のものを用いるのが好ましい。例
えば、アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキ
シ系樹脂等の樹脂からなる粘着シートは、光学特性や接着力、コストなどの観点から好ま
しい。
【００７２】
　なお、ワイヤグリッド偏光子１は、可視光、近赤外光、そして赤外光の領域において、
光学特性を損なうことなく用いることができるため、該領域を用いる回帰反射型光電セン
サーや生体認証装置といった光センサーの用途において好ましく用いられる。ただし、上
記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することができる。また、上記実施の形態
における材質、数量などについては一例であり、適宜変更することができる。その他、本
発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施することができる。
【００７３】
＜光センサー＞
　光センサーにおいて、ワイヤグリッド偏光子１の投光用偏光部１１に投光器が発する投
射光が入光するように投光器を配設し、且つ前記ワイヤグリッド偏光子１の受光用偏光部
１２に入光し透過する測定光を受光するように受光器を配設する。投光器としては、例え
ば、ＬＥＤが用いられ、受光器としては、例えば、フォトレジスタが用いられる。
【００７４】
　光センサーとしては、例えば、回帰反射型光電センサー１０１がある（図５参照）。回
帰反射型光電センサー１０１は、投光部１０２および受光部１０３が隣接していて、それ
ぞれの偏光子は概略同一平面上（図５においては、回帰反射型光電センサー１０１の筐体
の一つの面上）にあり、その透過軸は概略直交の関係となっている。回帰反射型光電セン
サー１０１にワイヤグリッド偏光子１を用いる場合、投光部１０２に投光用偏光部１１が
配置され、受光部１０３に受光用偏光部１２が配置される。
【００７５】
　回帰反射型光電センサー１０１は、その使用方法の一例として、製造ラインでの製品搬
送状況等の検出に用いられる。この場合には、反射によって偏光状態を変化させることが
できる回帰反射板１０４を用いる。また、回帰反射板１０４は、回帰反射型光電センサー
１０１の投光部１０２からの光を、反射させて受光部１０３に入射させることができるよ
うに配置する。投光部１０２から発せられる偏光が回帰反射板１０４で反射された場合、
入射光に対する反射光の偏光状態が変化するため、反射光は受光用偏光子を透過でき、受
光器が受ける光の強度は大きくなる（図６Ａ参照）。一方で、投光部１０２から発せられ
る偏光が、センサーおよび回帰反射板の間を通過する物体１０５に当たると、受光器が受
ける光の強度は小さくなる（図６Ｂ参照）。このため、反射光の強度によって、回帰反射
型光電センサー１０１および回帰反射板１０４の間を通過する物体の有無を検出すること
が可能となる。
【００７６】
　このように、図１などに示すような本実施の形態のワイヤグリッド偏光子１を光センサ
ーに用いることで、偏光子光センサーの製造時にひとつずつ組み込んでいた偏光子を、一
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度に同時に組み込むことが可能となり、工程の簡略化と誤組み込みの防止が可能となる。
また、ワイヤグリッド偏光子１は、投光用偏光部１１と受光用偏光部１２の境界部１４を
低透過率とすることができるため、投射光と入射光の分離性が良好となり、センサーの検
知精度の向上および誤感知の防止が可能となる。
【００７７】
　また、同一基材１３表面に透過軸方向が異なる投光用偏光部１１および受光用偏光部１
２を備えるため、偏光子を折り曲げる等の加工が不要となり、偏光子の光学特性を確保す
ることが容易になる。これにより、偏光子の光漏れによる誤感知の問題の発生を防止でき
る。
【００７８】
　なお、ワイヤグリッド偏光子１の前記投光用偏光部と前記受光用偏光部の凹凸構造と導
電体が設けられた基材表面とは逆の面（裏面）側に、投光器と受光器を配設することが好
ましい。このような配設とすることで、ワイヤグリッド偏光子の基板の面内位相差が変化
したとしても、光センサーは、優れた感知精度を維持できる。
【００７９】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態とは異なる態様のワイヤグリッド偏光子について説
明する。なお、本実施の形態では、上記実施の形態とは異なる部分についてのみ説明し、
共通する部分については省略する。図９および図１０は、本実施の形態に係るワイヤグリ
ッド偏光子２およびワイヤグリッド偏光子３の構成を示す模式図である。図１１は、本実
施の形態に係るワイヤグリッド偏光子２の作製方法について示す図である。
【００８０】
　図９に示すように、本実施の形態に係るワイヤグリッド偏光子２は、横方向（Ｘ方向）
に延びる細線状の導電体を含む投光用偏光部１１と、縦方向（Ｙ方向）に延びる細線状の
導電体を含む受光用偏光部１２とを含んで構成されている。投光用偏光部１１の外形は略
正方形状になっており、投光用偏光部１１の中央付近には、略正方形状の外形を有する受
光用偏光部１２が配置されている。また、図１０に示すように、本実施の形態に係るワイ
ヤグリッド偏光子３は、横方向（Ｘ方向）に延びる細線状の導電体を含む投光用偏光部１
１と、縦方向（Ｙ方向）に延びる細線状の導電体を含む受光用偏光部１２とを含んで構成
されている。投光用偏光部１１の外形は略正方形状になっており、投光用偏光部１１の中
央付近には、ひし形状の外形を有する受光用偏光部１２が配置されている。なお、設計に
応じ、ワイヤグリッド偏光子２およびワイヤグリッド偏光子３は基板などに固定しても良
い。投光用偏光部１１及び受光用偏光部１２の構成は、ワイヤグリッド偏光子１と同様で
ある。
【００８１】
　次に、ワイヤグリッド偏光子２の作製方法について説明する。図１１Ａに示すように、
まず、偏光部４１を備えたワイヤグリッド偏光子を作製する。偏光部４１を備えたワイヤ
グリッド偏光子は、凹凸構造を構成する基材の表面に凹凸構造の延在方向に延在する細線
状の導電体を形成することで作製できる。次に、図１１Ｂに示すように、後に受光用偏光
部１２となる偏光部４１の一部Ｐを正方形状に切り出す。これにより、正方形状の開口部
Ｑを有する投光用偏光部１１が形成される。ここでは、偏光部４１の中央付近の一部Ｐを
切り出しているが、切り出す部分は投光用偏光部１１の一部であれば特に限られない。そ
の後、図１１Ｃに示すように、切り出した部材（偏光部４１の一部Ｐ）を９０°回転させ
て、投光用偏光部１１の開口部Ｑに固定する。これにより、所定方向に導電体が延在する
投光用偏光部１１と、切り出した部材により構成され所定方向に対して９０°の角度で導
電体が延在する受光用偏光部１２と、を備えたワイヤグリッド偏光子２が得られる。なお
、投光用偏光部１１と受光用偏光部１２との関係は入れ替えても良い。つまり、切り出し
た部材を投光用偏光部１１として機能させても良い。また、切り出した部材（偏光部４１
の一部Ｐ）ではなく切り出し元の部材を回転させても良い。なお、ワイヤグリッド偏光子
３の作製方法は、ワイヤグリッド偏光子２の作製方法と同様である。
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【００８２】
　このように、投光用偏光部１１から切り出された部材を用いて受光用偏光部１２を構成
する場合、切り出し（図１１Ｂ参照）を高精度に行うことで回転（図１１Ｃ参照）に係る
角度を高精度に制御できるため、投光用偏光部１１において透過する偏光方向と受光用偏
光部１２において透過する偏光方向とを正確に制御可能である。つまり、投光用偏光部１
１において透過する偏光方向と受光用偏光部１２において透過する偏光方向とを正確に直
交させることが可能であり、光センサーに使用する際のコントラスト性能を高めることが
できる。さらに、回転させた後に切り出された部材を開口領域に固定するため、寸法合わ
せ等が容易である。
【００８３】
　なお、ここでは、投光用偏光部１１の一部Ｐを正方形状に切り出しているが、切り出さ
れる形状はこれに限られない。投光用偏光部１１において透過する偏光方向と受光用偏光
部１２において透過する偏光方向とを正確に直交させるためには、少なくとも、切り出さ
れる形状は４回対称であれば良い。一般に、ｎ回対称（ｎ回回転対称）とは、ある形状を
中心の周りに３６０°／ｎの角度で回転させると自らと重なることをいう。つまり、４回
対称とは、ある形状を中心の周りに３６０°／４＝９０°の角度で回転させると自らと重
なることをいう。
【００８４】
　また、投光用偏光部１１において透過する偏光方向と受光用偏光部１２において透過す
る偏光方向とは、直交（９０°）以外で制御しても良い。投光用偏光部１１において透過
する偏光方向と受光用偏光部１２において透過する偏光方向とのなす角度は、切り出した
部材の回転角度で制御できる。ここで、回転角度を３６０°／ｎ（ｎは正整数）とする場
合、切り出される形状はｎ回対称とすれば良い。ｎ回対称の形状としては、例えば、正ｎ
角形を挙げることができる。切り出される形状をこのように制御することで、回転させる
角度を正確に制御できるため、投光用偏光部１１において透過する偏光方向と受光用偏光
部１２において透過する偏光方向とのなす角度を正確に制御することができる。
【００８５】
　また、切り出される領域は複数個所であっても良い。さらに、切り出された複数の部材
の回転角度は、用途に応じて異ならせても良い。例えば、ある領域においては３回対称の
形状で切り出して１２０°回転させ、別の領域においては５回対称の形状で切り出して７
２°回転させるといったことも可能である。
【００８６】
　また、本実施の形態において示す製造方法は、上述したように透過型のワイヤグリッド
偏光子の製造に用いられる他、一般的な反射型偏光板である樹脂積層型の偏光板、ガラス
基材を用いたワイヤグリッド偏光子などにおいて偏光方向を制御する場合にも用いること
が可能である。これらの場合にも、偏光方向の正確な制御が実現できる。
【００８７】
　以上のように、本実施の形態に係るワイヤグリッド偏光子２およびワイヤグリッド偏光
子３は単一のワイヤグリッド偏光子を用いて作製できるため、偏光方向を実現するために
特殊な鋳型を用いる必要がない。これにより、製造コストを抑制することができる。なお
、本実施の形態の構成は、他の実施の形態の構成と適宜組み合わせて用いることができる
。
【００８８】
（実施例１）
　本実施例では、図１などに示されるワイヤグリッド偏光子において、凹凸構造を正弦波
状とした場合の光学特性等を確認した。以下、詳しく説明するが、本発明は実施例の構成
に限定されるものではない。
【００８９】
＜ＵＶ硬化型樹脂を用いた転写フィルムの作製＞
　まず、ワイヤグリッド偏光子に用いられる、凹凸構造の延在方向が異なる領域を有する
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転写フィルムを作製する。凹凸構造の延在方向が異なる領域を有する転写フィルムの作製
には、Ｎｉ製金型を用いた。断面視において、概略正弦波状の凹凸構造を有する複数の樹
脂版を接合して、同一版上に凹凸構造の延在方向が互いに直交となる領域を有した樹脂版
（鋳型）を作製し、樹脂版（鋳型）から電解メッキ法でＮｉ製金型を作製した。当該Ｎｉ
製金型を金型Ａとする（図４等）。
【００９０】
　基板としては、厚み８０μｍのトリアセチルセルロース系樹脂からなるＴＡＣフィルム
（ＴＤ８０ＵＬ－Ｈ：富士写真フィルム社製）を用いた。ＴＡＣフィルムの波長５５０ｎ
ｍにおける面内位相差値は３．３ｎｍで、遅相軸はＭＤ方向と概略一致していた。なお、
面内位相差値の測定機器として、平行ニコル法を利用した偏光解析装置である王子計測機
器製ＫＯＢＲＡ－ＷＲを用いた。測定光の波長を５５０ｎｍとし、入光角度が０度の場合
の位相差値を面内位相差値とした。
【００９１】
　上述のＴＡＣフィルムにアクリル系ＵＶ硬化型樹脂（屈折率１．５２）を約３μｍ塗布
し、金型Ａの凹凸構造の延在方向とＴＡＣフィルムのＭＤ方向のなす角度が４５度となる
ように、ＴＡＣフィルム上に金型Ａを重畳させた。中心波長が３６５ｎｍであるＵＶラン
プを操作して、ＴＡＣフィルム側から１０００ｍＪ／ｃｍ２のＵＶ照射を行い、金型Ａの
凹凸構造をＵＶ硬化型樹脂上に転写した。その後、ＴＡＣフィルムを金型から剥離し、縦
３００ｍｍ、横２００ｍｍの凹凸構造がＵＶ硬化型樹脂からなる基材表面に転写された転
写フィルムＡを得た。転写フィルムＡは、凹凸構造の延在方向とＴＡＣフィルムのＭＤ方
向のなす角度が４５度であった。転写フィルムＡの断面視を確認したところ、凹凸構造の
ピッチ幅は１４５ｎｍで、概略正弦波状であった。
【００９２】
＜スパッタリング法を用いた誘電体層の形成＞
　次に、転写フィルムＡの凹凸構造を有する基材表面に、スパッタリング法により、誘電
体層として二酸化珪素を成膜した。スパッタリング装置の条件は、Ａｒガス圧力が０．２
Ｐａ、スパッタリングパワーが７７０Ｗ／ｃｍ２、被覆速度が０．１ｎｍ／ｓであった。
この条件によって、転写フィルムＡ上の誘電体層の厚みが平膜換算で３ｎｍとなるように
、誘電体層を成膜した。
【００９３】
＜斜め蒸着法を用いた導電体の形成＞
　次に、誘電体層を成膜した転写フィルムＡの凹凸構造を有する基材表面に、真空蒸着に
よりアルミニウム（Ａｌ）膜を成膜した。アルミニウム膜の成膜条件は、温度は常温、真
空度が２．０×１０－３Ｐａ、蒸着速度が４０ｎｍ／ｓであった。アルミニウム膜の厚み
を測定するため、表面が平滑なガラス基板を転写フィルムＡと同時に装置に挿入し、平滑
ガラス基板上のアルミニウム膜の厚みをアルミニウム膜の平均厚みとした。基板のフィル
ム幅方向（ＴＤ方向）と垂直に交わる平面内において、基板の垂直方向に対し、蒸着源が
３０度の角度方向に存在するように転写フィルムＡを調整し、また、基板に垂直な平面で
あって、転写フィルムＡの凹凸構造の延在方向と４５度の角度をなす平面内に蒸着源が存
在するように転写フィルムＡを調整して、アルミニウム膜の平均厚みが１２０ｎｍとなる
よう、Ａｌを蒸着した。なお、ここでいう平均厚みとは、平滑ガラス基板上にガラス面に
垂直方向から物質を蒸着させたと仮定した時の蒸着物の厚みを指し、蒸着量の目安として
使用している。
【００９４】
＜不要なアルミニウム膜の除去＞
　次に、不要なアルミニウム膜の除去を目的として、アルミニウム膜を蒸着した転写フィ
ルムＡを０．１重量％水酸化ナトリウム水溶液に室温下で７０秒間浸漬させた。その後す
ぐに水洗し、フィルムを乾燥させた。
【００９５】
＜光学特性の評価＞
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　転写フィルムＡを元に作製したワイヤグリッド偏光子Ａの任意の偏光部の平行透過率お
よび直交透過率を測定し、偏光度の算出を行った。平行透過率および直交透過率は、日本
分光株式会社製ＶＡＰ－７０７０を用いて測定した。測定装置は光源近傍に測定用偏光子
を備えるものとし、ワイヤグリッド偏光子Ａの平行透過率および直交透過率を測定する際
は、ワイヤグリッド偏光子Ａの基材上の導電体構造面と逆の面(基板面)から入光するよう
に配置した。
【００９６】
　波長λにおける偏光度Ｐ’（λ）は、導電体に対して平行に振動する波長λの光の透過
率をＩｍｉｎ、直交方向に振動する波長λの光の透過率をＩｍａｘとし、以下の式から求
めた。
　Ｐ’（λ）＝［（Ｉｍａｘ－Ｉｍｉｎ）／（Ｉｍａｘ＋Ｉｍｉｎ）］×１００　％
【００９７】
　表１に、前記透過率測定方法から算出した単体透過率（視感度補正値）と、波長５５０
ｎｍにおける偏光度を記載する。
【００９８】
　なお、ワイヤグリッド偏光子Ａの導電体の延在方向は、基板のＭＤ方向に対して４５度
の角度を有しており、同一の偏光部における導電体の延在方向のばらつきは、±０．６度
以内であった。ワイヤグリッド偏光子Ａは、任意の偏光部の断面視において、導電体が基
材上の凹凸構造の凸部の一方側面に偏在していた。また、凹凸構造の凸部の頂部より導電
体の一部が上方に存在しており、導電体の凸部の頂部より上方の側面は、鉛直方向に対し
て傾斜し、その形状は三角形に似た尖鋭形状であった。凸部側面にある導電体の、基材に
対して平行方向の厚みは３０ｎｍ以上であった。また、基材上の凹凸構造の凸部の頂部を
通り、凸部の立設方向に沿う凸部軸と、導電体の頂部を通り、立設方向に沿う導電体軸は
異なっていた。
【００９９】
（実施例２）
　本実施例では、図１などに示されるワイヤグリッド偏光子において、凹凸構造を矩形状
とした場合の光学特性等を確認した。以下、詳しく説明するが、本発明は実施例の構成に
限定されるものではない。
【０１００】
＜ＵＶ硬化型樹脂を用いた転写フィルムの作製＞
　まず、ワイヤグリッド偏光子に用いられる、凹凸構造の延在方向が異なる領域を有する
転写フィルムを作製する。凹凸構造の延在方向が異なる領域を有する転写フィルムの作製
には、Ｎｉ製金型を用いた。断面視において、概略矩形状の凹凸構造を有する複数の樹脂
版を接合して、同一版上に凹凸構造の延在方向が互いに直交となる領域を有した樹脂版（
鋳型）を作製し、前記樹脂版（鋳型）から電解メッキ法でＮｉ製金型を作製した。当該Ｎ
ｉ製金型を金型Ｂとする。実施例１における金型Ａとの相違は、凹凸構造が概略矩形状で
ある点のみである。
【０１０１】
　実施例１と同様の工程によって、凹凸構造がＵＶ硬化型樹脂からなる基材表面に転写さ
れた転写フィルムＢを得た。なお、転写フィルムＢは、金型Ａに代えて金型Ｂを用いた点
を除き、実施例１と同様の工程で作製された。転写フィルムＢの断面視を確認したところ
、凹凸構造のピッチ幅は１４５ｎｍで、概略矩形状であった。
【０１０２】
＜スパッタリング法を用いた誘電体層の形成＞
　その後、実施例１と同様の工程によって、転写フィルムＢの凹凸構造を有する基材表面
に、スパッタリング法により、誘電体層として二酸化珪素を成膜した。
【０１０３】
＜斜め蒸着法を用いた導電体の形成＞
　次に、誘電体層を成膜した転写フィルムＢの凹凸構造を有する基材表面に、真空蒸着に
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よりアルミニウム（Ａｌ）膜を成膜した。工程の詳細は、実施例１と同様である。
【０１０４】
＜不要なアルミニウム膜の除去＞
　次に、不要なアルミニウム膜の除去を目的として、アルミニウム膜を蒸着した転写フィ
ルムＢを０．１重量％水酸化ナトリウム水溶液に室温下で７０秒間浸漬させた。その後す
ぐに水洗し、フィルムを乾燥させた。
【０１０５】
＜光学特性の評価＞
　転写フィルムＢを元に作製したワイヤグリッド偏光子Ｂの任意の偏光部の平行透過率お
よび直交透過率を測定し、偏光度の算出を行った。測定の詳細は、実施例１と同様である
。
【０１０６】
　表１に、前記透過率測定方法から算出した単体透過率（視感度補正値）と、波長５５０
ｎｍにおける偏光度を記載する。
【０１０７】
　なお、ワイヤグリッド偏光子Ｂの導電体の延在方向は、基板のＭＤ方向に対して４５度
の角度を有しており、同一の偏光部における導電体の延在方向のばらつきは、±０．７度
以内であった。ワイヤグリッド偏光子Ｂは、任意の偏光部の断面視において、導電体が基
材上の凹凸構造の凸部の一方側面に偏在していた。また、凹凸構造の凸部の頂部より導電
体の一部が上方に存在していたが、凸部の頂部より上方の側面は、鉛直方向に対して概略
平行であり、その形状は概略矩形あるいは概略台形形状であった。また、基材上の凹凸構
造の凸部の頂部を通り、凸部の立設方向に沿う凸部軸と、導電体の頂部を通り、立設方向
に沿う導電体軸は異なっていた。
【０１０８】
（実施例３）
　本実施例では、ワイヤグリッド偏光子の導電体を、接着性樹脂で包埋した場合の光学特
性等を確認した。以下、詳しく説明するが、本発明は実施例の構成に限定されるものでは
ない。
【０１０９】
　まず、両面に剥離フィルムを有するアクリル系粘着シートの一方の剥離フィルムを剥離
し、ワイヤグリッド偏光子Ａの基材上の導電体構造面にアクリル系粘着シートを貼合した
。その後、導電体が包埋されたワイヤグリッド偏光子Ａの粘着シートの剥離フィルムを剥
離し、平板状のガラス板（テンパックス、厚み１．１ｍｍ）に貼合した後、室温で２４時
間保管した。これを貼合体１とする。また、同様にして、ワイヤグリッド偏光子Ｂを用い
た貼合体２を作製した。
【０１１０】
＜接着強度の測定＞
　貼合体１において、アクリル系粘着シートのガラスとの接着強度を測定した。粘着シー
トの接着強度は、試験板をＳＵＳ鋼板からガラス板へと変更した以外は、ＪＩＳ－Ｚ－０
２３７に則って測定した。両面に剥離フィルムを有する粘着シートを幅２５ｍｍに切り出
し、その一方の面をＰＥＴフィルムに貼合して作製した試験片を、試験板であるガラス板
に貼合した。試験板に貼合し、２０分間室温放置後、引張試験機（剥離速度３００ｍｍ／
分、剥離角度１８０°の条件）を用いてガラスと粘着剤の接着力を測定した。このように
して測定されたアクリル系粘着シートのガラスとの接着強度は８．６Ｎ／２５ｍｍであっ
た。
【０１１１】
＜光学特性の評価＞
　貼合体１、貼合体２の任意の偏光部の平行透過率および直交透過率を測定し、偏光度の
算出を行った。表１に、前記透過率測定方法から算出した単体透過率（視感度補正値）と
、波長５５０ｎｍにおける偏光度を記載する。
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【０１１２】
　貼合体１および貼合体２は、ワイヤグリッド偏光子Ａおよびワイヤグリッド偏光子Ｂの
基材上の導電体構造面にアクリル系粘着シートを貼合し、導電体を包埋したものである。
粘着シート貼合前後での視感度補正された単体透過率および波長５５０ｎｍにおける偏光
度の変化は、ワイヤグリッド偏光子Ｂに比較してワイヤグリッド偏光子Ａの方が小さく、
透過率および偏光度の低下は小さいものであった。これは、断面視において、ワイヤグリ
ッド偏光子Ａの基材の凹凸構造が概略正弦波状であり、凹凸構造の凸部の頂部より上方の
導電体形状は尖鋭形状で、また、凸部側面にある導電体の基材に対して平行方向の厚みが
３０ｎｍ以上と十分に厚いものであったためである。
【０１１３】
（実施例４）
　本実施例では、ワイヤグリッド偏光子を固定材に貼合した場合の光学特性等を確認した
。以下、詳しく説明するが、本発明は実施例の構成に限定されるものではない。
【０１１４】
　まず、両面に剥離フィルムを有するアクリル系粘着シートの一方の剥離フィルムを剥離
し、ワイヤグリッド偏光子の基材上の導電体構造面と逆の面（基板面）にアクリル系粘着
シートを貼合した。その後、基板面に前記粘着シートを備えた前記ワイヤグリッド偏光子
Ａの粘着シートの剥離フィルムを剥離し、平板状のガラス板（テンパックス、厚み１．１
ｍｍ）に貼合した後、室温で２４時間保管した。これを貼合体３とする。なお、アクリル
系粘着シートは、実施例３と同様とした。
【０１１５】
　ワイヤグリッド偏光子Ａおよび貼合体３を温度８５度、相対湿度８５％とした恒温恒湿
槽（型式：μ―２００２　いすゞ製作所社製）に入れ、恒温恒湿試験を６００時間行った
。表２に、ワイヤグリッド偏光子Ａ、貼合体３の任意の偏光部の偏光度の変化を示す。
【０１１６】
　先述条件にて、恒温恒湿試験を６００時間行ったところ、上記のように、ワイヤグリッ
ド偏光子Ａは偏光度の低下が生じたが、ガラス板に基板面を貼合した貼合体３は変化が見
られなかった。また、ワイヤグリッド偏光子Ａの外観を観察すると、恒温恒湿試験以前に
は見られなかった外観異常（ワイヤグリッド偏光子Ａのカールやシワの発生）を確認した
が、貼合体３には顕著な外観変化は見られなかった。これは、ワイヤグリッド偏光子Ａの
基板に用いたＴＡＣ樹脂からなるフィルムが、高温高湿度環境下での長期保管により、フ
ィルムの配向状態が変化して、面内位相差が変化したためである。貼合体３は、粘着シー
トによって、ＴＡＣ樹脂からなるフィルムを基板としたワイヤグリッド偏光子を固定材に
貼合したものであり、高温高湿度環境下での長期保管による前記フィルムの配向状態の変
化を小さくすることができたため、貼合体３の任意の偏光部の偏光度低下を防止すること
ができた。
【表１】
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【０１１７】
　以上の実施例から、凹凸構造が正弦波状のワイヤグリッド偏光子では、凹凸構造が矩形
状のワイヤグリッド偏光子と比較して、高い偏光度が得られることが分かる。また、凹凸
構造が正弦波状のワイヤグリッド偏光子の基材上の導電体構造面にアクリル系粘着シート
を貼合し、導電体を包埋した貼合体は、凹凸構造が矩形状のワイヤグリッド偏光子の基材
上の導電体構造面にアクリル系粘着シートを貼合し、導電体を包埋した貼合体と比較して
、透過率および偏光度の低下を小さくできることが分かる。また、ワイヤグリッド偏光子
を固定材に貼合することで、高温高湿度環境下での長期保管によるフィルムの配向状態の
変化を小さくすることができ、偏光度低下を防止できることが分かる。また、これらを用
いて作製された光センサーは、長期間に渡って製品の性能変化が少ないことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明のワイヤグリッド偏光子は、例えば、二つの異なる偏光を利用する光センサーに
用いることが可能である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１、２、３　ワイヤグリッド偏光子
　１１　投光用偏光部
　１２　受光用偏光部
　１３　基材
　２１　導電体
　２２　凹凸構造
　１０１　回帰反射型光電センサー
　１０２　投光部
　１０３　受光部
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