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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２種類の分散の異なる材質から構成される２つ以上の回折格子を重ね合わせ
た回折光学素子において、
　前記回折格子が形成される基板が曲面からなり、前記基板の曲面における屈折に起因し
た光学的パワーと前記回折格子の回折に起因した光学的パワーが異なる符号を有する回折
格子が前記２つ以上の回折格子の内、格子厚が最も薄い回折格子であり、
　前記格子厚が最も薄い回折格子は、該回折格子の格子エッジと格子面のなす角度が、前
記最も薄い回折格子における格子先端を連ねた面と格子先端が交わる位置での面法線と、
格子面がなす角度より鈍い角度となるように構成されていることを特徴とする回折光学素
子。
【請求項２】
　前記回折格子の格子エッジは、光軸と平行となるように形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の回折光学素子。
【請求項３】
　前記格子先端を連ねた面の曲率が、前記２つ以上重ね合わされた各回折格子間において
、ほぼ等しい曲率に構成されていることを特徴とする請求項２に記載の回折光学素子。
【請求項４】
　前記２つ以上の回折格子の内、少なくとも１つの回折格子は２種類の分散の異なる材質
の境界に形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の回折光学
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素子。
【請求項５】
　前記２つ以上重ね合わされた回折格子は、非格子領域で接合されていることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の回折光学素子。
【請求項６】
　前記２つ以上重ね合わされた回折格子において、格子の厚さの向きが異なる形状の格子
が少なくとも一つ以上含まれていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載
の回折光学素子。
【請求項７】
　前記回折光学素子は、使用波長の可視光域全域で特定次数の回折効率を高くする回折光
学素子であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の回折光学素子。
【請求項８】
　前記使用波長の範囲内に、次の条件式を満たす波長が複数あることを特徴とする請求項
１～７のいずれか１項に記載の回折光学素子。
　±（ｎ０１－１）ｄ１±（ｎ０３－１）ｄ２±（ｎ０２－１）ｄ２＝ｍλ０
　ここで、ｎ０１：波長λ０での第１の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｎ０２：波長λ０での第２の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｎ０３：波長λ０での第３の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｄ１、ｄ２：第１の回折格子と第２、３の回折格子の格子厚
　　　　　ｍ：回折次数
【請求項９】
　前記基板が、レンズ作用を有することを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載
の回折光学素子。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれか１項に記載の回折光学素子を有することを特徴とする回折光学系
。
【請求項１１】
前記光学系は、結像光学系であることを特徴とする請求項１０に記載の光学系。
【請求項１２】
前記回折光学素子が、前記結像光学系を構成するレンズの貼り合せ面、またはレンズ表面
、あるいはレンズ内等に設けられていることを特徴とする請求項１１に記載の光学系。
【請求項１３】
前記光学系は、観察光学系であることを特徴とする請求項１０に記載の光学系。
【請求項１４】
前記回折光学素子が、前記観察光学系を構成するレンズにおいて、対物レンズ側に設けら
れていることを特徴とする請求項１３に記載の光学系。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回折光学素子及び該回折光学素子を有する光学系に関するものであり、特に、
複数の波長、あるいは帯域光で使用する回折光学素子及びそれを用いた光学系に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、硝材の組み合わせにより色収差を減じる方法に対して、レンズ面やあるいは光学系
の１部に回折作用を有する回折光学素子（以下回折格子とも言う）を設けることで、色収
差を減じる方法がＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．１３５４　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｅｎｓ
　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ（１９９０）等の文献、あるいは特開平４－２１
３４２１号公報、特開平６－３２４２６２号公報、米国特許第５０４４７０６号明細書等
により開示されている。これらは、光学系中の屈折面と回折面とでは、ある基準波長の光
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線に対する色収差の出方が逆方向に発現するという物理現象を利用したものである。さら
に、このような回折光学素子は、その周期的構造の周期を変化させることで、非球面レン
ズ的な効果をも持たせることができ、収差の低減に大きな効果がある。
【０００３】
ここで、屈折においては、１本の光線は屈折後も１本の光線であるのに対し、回折におい
ては、各次数に光が分かれてしまう。そこで、レンズ系として回折光学素子を用いる場合
には、使用波長領域の光束が１つの特定次数（以後設計次数とも言う）に集中するように
格子構造を決定する必要がある。特定の次数に光が集中している場合では、それ以外の回
折光の光線強度は低いものとなり、強度が０の場合にはその回折光は存在しないものとな
る。
【０００４】
そのため、前記特長を活用する上で、使用波長域全域において設計次数の光線の回折効率
が十分高いことが必要になる。また、設計次数以外の回折次数をもった光線が存在する場
合は、設計次数の光線とは別な所に結像するため、フレア光となる。従って回折効果を利
用した光学系においては、設計次数での回折効率の分光分布及び設計次数以外の光線の振
る舞いについても十分考慮する事が重要である。
【０００５】
図１３に示すような回折光学素子をある面に形成した場合、特定の回折次数に対する回折
効率の特性を図１４に示す。以下、回折効率の値は全透過光束に対する各回折光の光量の
割合であり、格子境界面での反射光などは説明が複雑になるので考慮していない値になっ
ている。この図で、横軸は波長をあらわし、縦軸は回折効率を表している。この回折光学
素子は、１次の回折次数（図中実線）において、使用波長領域でもっとも回折効率が高く
なるように設計されている。即ち設計次数は１次となる。さらに、設計次数近傍の回折次
数（１次±１次の０次と２次）の回折効率も併せ並記しておく。図１４に示されるように
、設計次数では回折効率はある波長で最も高くなり（以下設計波長と言う）それ以外の波
長では序々に低くなる。この設計次数での回折効率の低下分は、他の次数の回折光となり
、フレアとなる。また、回折光学素子を複数個使用した場合には特に、設計波長以外の波
長での回折効率の低下は透過率の低下にもつながる。
【０００６】
従来例において、この回折効率の低下を減少できる構成が特開平９－１２７３２２号公報
に開示されている。これは図１５に示すように３種類の異なる材料と、２種類の異なる格
子厚を最適に選び、等しいピッチ分布で近接して配置することで可視域全域で高い回折効
率を実現している。
この図１５に示されている回折光学素子は、２層に重ね合わされた積層断面形状を有し、
この２層を構成する材質の屈折率、分散特性および各格子厚を最適化することにより、高
い回折効率を実現している。
さらに、これ以外にも、従来例として、複数の回折光学素子を組み合わせる場合、図１６
に示すように格子面の向きを異なる構成としたほうが入射角特性が良くなること、等が提
案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例において、特開平９－１２７３２２号公報や、あるいは図１６
に示す格子面の向きを異なるように構成したものでは、格子先端を連ねた面は平面形状で
あり、曲面上に回折光学素子を形成するようにする具体的構成については、何も示されて
いない。
【０００８】
また、従来、図１７に示すように曲面上に回折光学素子の格子形状を形成することが、提
案されているが、これにおいても格子ピッチや格子厚に関しては開示されているものの、
複数の格子を組み合わせる方式などに関しては、具体的な開示はない。このように、曲面
上に積層構造を有する回折光学素子を形成する際に格子の組み合わせる方式が規定されて
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いないと、実際には、曲面上の回折光学素子を、型での成形などによって精度良く作れず
、また、場合によっては、平面上に形成した積層構造の回折光学素子と同等の性能が得ら
れないこともある。
【０００９】
そこで、本発明は、上記課題を解決し、曲面上に積層構造の回折光学素子を形成した場合
においても、高い回折効率を維持することが可能な回折光学素子を提供することができ、
また、このような回折光学素子を組み込むことによって、フレア等を有効に抑制すること
ができる光学系を提供することを目的とするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を達成するために、つぎの（１）～（１４）のように構成した回折
光学素子及び該回折光学素子を有する光学系を提供するものである。
（１）少なくとも２種類の分散の異なる材質から構成される２つ以上の回折格子を重ね合
わせた回折光学素子において、
　前記回折格子が形成される基板が曲面からなり、前記基板の曲面における屈折に起因し
た光学的パワーと前記回折格子の回折に起因した光学的パワーが異なる符号を有する回折
格子が前記２つ以上の回折格子の内、格子厚が最も薄い回折格子であり、
　前記格子厚が最も薄い回折格子は、該回折格子の格子エッジと格子面のなす角度が、前
記最も薄い回折格子における格子先端を連ねた面と格子先端が交わる位置での面法線と、
格子面がなす角度より鈍い角度となるように構成されていることを特徴とする回折光学素
子。
（２）前記回折格子の格子エッジは、光軸と平行となるように形成されていることを特徴
とする上記（１）に記載の回折光学素子。
（３）前記格子先端を連ねた面の曲率が、前記２つ以上重ね合わされた各回折格子間にお
いて、ほぼ等しい曲率に構成されていることを特徴とする上記（２）に記載の回折光学素
子。
（４）前記２つ以上の回折格子の内、少なくとも１つの回折格子は２種類の分散の異なる
材質の境界に形成されていることを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の回
折光学素子。
（５）前記２つ以上重ね合わされた回折格子は、非格子領域で接合されていることを特徴
とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の回折光学素子。
（６）前記２つ以上重ね合わされた回折格子において、格子の厚さの向きが異なる形状の
格子が少なくとも一つ以上含まれていることを特徴とする上記（１）～（５）のいずれか
に記載の回折光学素子。
（７）前記回折光学素子は、使用波長の可視光域全域で特定次数の回折効率を高くする回
折光学素子であることを特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の回折光学素子
。
（８）前記使用波長の範囲内に、次の条件式を満たす波長が複数あることを特徴とする上
記（１）～（７）のいずれかに記載の回折光学素子。
　±（ｎ０１－１）ｄ１±（ｎ０３－１）ｄ２±（ｎ０２－１）ｄ２＝ｍλ０
　ここで、ｎ０１：波長λ０での第１の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｎ０２：波長λ０での第２の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｎ０３：波長λ０での第３の回折格子の材質の屈折率
　　　　　ｄ１、ｄ２：第１の回折格子と第２、３の回折格子の格子厚
　　　　　ｍ：回折次数
（９）前記基板が、レンズ作用を有することを特徴とする上記（１）～（８）のいずれか
に記載の回折光学素子。
（１０）上記（１）～（９）のいずれかに記載の回折光学素子を有することを特徴とする
回折光学系。
（１１）前記光学系は、結像光学系であることを特徴とする上記（１０）に記載の光学系
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。
（１２）前記回折光学素子が、前記結像光学系を構成するレンズの貼り合せ面、またはレ
ンズ表面、あるいはレンズ内等に設けられていることを特徴とする上記（１１）に記載の
光学系。
（１３）前記光学系は、観察光学系であることを特徴とする上記（１０）に記載の光学系
。
（１４）前記回折光学素子が、前記観察光学系を構成するレンズにおいて、対物レンズ側
に設けられていることを特徴とする上記（１３）に記載の光学系。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態においては、上記構成を適用することによって、曲面上に回折光学素
子を設けた場合においても、回折効率の低下を抑制することが可能となり、広い波長域で
高い回折効率を有する回折光学素子を曲面上に形成する場合の最適な格子形状を提供する
ことができる。特に、向きが異なる格子形状を曲面上に形成する場合の最適な格子形状を
実現することができ、これにより、平板上に形成した回折光学素子と同等の高い回折効率
が維持でき、且つ製造上からも型での成形など量産性の良い製造方式を使用することが可
能となる。
また、２つの回折光学素子が各素子の非格子領域で接合されるようにした構成を適用する
ことで、回折光学素子の取扱い性が大幅に改善され、また格子部へのゴミの付着のない良
好な回折光学素子を提供することができる。
また、非格子領域の格子高さ規制箇所を設けるようにした構成を適用することで、２つの
格子の位置合わせが格子輪帯方向のみの合せとすることができ、作業性を改善することが
できる。さらに、位置合わせ中に格子同士が干渉し、格子先端部が変形するなどの事故を
大幅に低減することができる。
また、基板と回折光学素子の格子部を形成する材料を同一とし、基板と回折光学素子を一
体で作成するようにした構成を適用することで、基板外径と格子中心の位置精度や、基板
がレンズの場合は、基板レンズの芯と格子中心を精度良く合せることができ、上記偏心に
よる結像性能の劣化を大幅に低減でき、性能の良いレンズ系を提供することができる。
また、上記した構成の回折光学素子を撮影レンズに使用すれば、安価で高精度な撮影レン
ズを提供することができる。
また、上記した構成の回折光学素子を観察光学系に使用すれば、安価で高精度な観察光学
系を提供することができる。
【００１２】
【実施例】
以下に、本発明の実施例について説明する。
［実施例１］
図１は、本発明の実施例１における回折光学素子の正面図及び側面図である。回折光学素
子１は第１の回折光学素子２と第２の回折光学素子３が近接した構成となっている。図中
回折格子は同心円状の格子形状からなり、レンズ作用を有している。また、格子面６、７
、８は曲面上に形成されている。
【００１３】
図２は、図１の回折光学素子を図中Ａ－Ａ’断面で切断した断面形状の一部である。図２
において格子深さ方向にかなりデフォルメされた図となっている。また、解りやすくする
ために格子ピッチも実際よりは少なく描かれている。
本回折光学素子の断面格子形状は、基板４の表面に回折格子６が作成された第１の回折光
学素子２と、基板５の表面に第２の回折格子７、第３の回折格子８が作成された第２の回
折光学素子３とが空気９を介して近接した構成となっている。そして、全層を通して一つ
の回折光学素子として作用することを特徴としている。
【００１４】
また、回折格子８の格子面１１と反対の面１２は格子が形成されていない曲面で、基板５
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の格子を形成する側の曲面と実効的に等しい曲率を有している。
さらに、基板４、基板５ともに、格子形成面及び反対の面は曲面であり、基板自体で屈折
レンズとしての作用を有する。
【００１５】
まず、回折光学素子の回折効率について説明する。
通常の図１３に示すような１層の透過型回折格子で、設計波長λ０で回折効率が最大とな
る条件は、光束が格子に対して垂直入射した場合は、回折格子の山と谷の光学光路長差が
波長の整数倍になればよく
(n01-1)d=mλ0　　　　　（１）
となる。ここでｎ０１は波長λ０での材質の屈折率である。ｄは格子厚、ｍは回折次数で
ある。
【００１６】
２層以上の構造からなる回折光学素子でも、基本は同様で、全層を通して一つの回折格子
として作用させるためには、各材質の境界に形成された回折格子の山と谷の光学光路長差
を求め、それを全層にわたって加え合わせたものが、波長の整数倍になるように決定する
。従って図２に示した積層構造の回折光学素子に光束が垂直入射する場合の回折効率が最
大となる条件式は、
±(n01-1)d1±(n03-1)d2±(n02-1)d2=mλ0　　　　（２）
となる。
【００１７】
ここでｎ０１は波長λ０での第１の回折格子の材質の屈折率、ｎ０２は波長λ０での第２
の回折格子の材質の屈折率、ｎ０３は波長λ０での第３の回折格子の材質の屈折率である
。ｄ１とｄ２はそれぞれ第１の回折格子と第２、３の回折格子の格子厚である。回折格子
７と回折格子８は格子厚は同じｄ２となっている。ここで回折方向を図２中の０次回折光
から下向きに回折するのを正の回折次数とすると、（２）式での各層の加減の符号は、図
に示すように上から下に格子厚が増加する格子形状（図中、回折格子６、７）の場合が正
となり、逆に下から上に格子厚が増加する格子形状（図中、回折格子８）の場合が負とな
る。従って（２）式は図２の構成においては
(n01-1)d1+(n02-1)d2-(n03-1)d2=mλ0　　　　（３）
となる。
【００１８】
以下に具体的な例を引用し説明する。
まず、第１の回折光学素子２は以下の構成をとる。格子部を形成する材質は第１の回折光
学素子２は紫外線硬化樹脂（ｎｄ＝１．６３５、νｄ＝２３．０）であり、格子厚は３．
５４μｍとする。
同様に第２の回折光学素子３は以下の構成をとる。第２の回折光学素子３は第２の回折格
子７と第３の回折格子８から構成されている。格子部を形成する材質は第２の回折格子７
は大日本インキ化学工業（株）製の紫外線硬化樹脂ＲＣ８９２２（ｎｄ＝１．５１２９、
νｄ＝５０．８）、第３の回折格子８はアーデル（ＡＤＥＬＬ）（株）製の紫外線硬化樹
脂ＨＶ１６（ｎｄ＝１．５９８、νｄ＝２８．０）、格子厚ｄ２は１９．５μｍである。
この構成での、１次回折光及び近傍の０次２次の回折効率を図３（ａ）、（ｂ）に示す。
図からわかるように１次回折光が可視域全域で高い回折効率を維持していることがわかる
。また、０次及び２次回折光は図１４の従来例に比べて大幅に低減されていることがわか
る。
【００１９】
次に、本発明の曲面上に回折格子が形成された場合の形状について図２、図４を用いなが
ら順をおって説明する。
構成としては、曲率半径Ｒをもつ曲面（以下基準曲面という）上に上記回折光学素子が形
成されるとする。また図２に示すように回折格子面１０、１１の格子面の向きが異なる場
合について説明する。
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ここでは、図１６に示すように、回折格子の格子面の向きを異ならせて構成することで、
図１７に示したような格子面の向きが同じ回折光学素子よりも、入射角の変化による回折
効率の変動を抑制している。
【００２０】
また、図２に示す回折光学素子は、格子部を形成するベース面の曲率を除いた格子部のみ
で、正の回折レンズとして作用するように構成されている。第１の回折格子６は、同様に
格子部のみで正の回折レンズとして作用する。第２の回折格子７と第３の回折格子８は、
合成された状態では、格子部のみで負の回折レンズとして作用する。そしてこれらの回折
格子は、近接または密接することで、全体として前述したように正の回折レンズとして作
用する。全体として１つの回折光学素子の作用をするために、第１の回折格子の格子頂点
を連ねた曲面１４、第３の回折格子の格子面と反対の曲面１２、第２、第３の回折格子の
格子頂点を連ねた曲面１３は、ほぼ等しい曲率、厳密には各面の曲率中心が一致する曲率
となっている。このことは面を凹凸として考えれば、曲面１３と曲面１４の一方が凸面、
一方が凹面となることを意味している。（図４では曲面１３が凸面、曲面１４が凹面とな
っている。）
図２、図４において、第１の回折格子６は凹面１４の上に正の回折レンズが作成されてい
る。さらに第１の回折格子６の格子エッジは曲面１４に垂直になるように形成されている
。同様に第２の回折格子７は凸面１３の上に正の回折レンズが作成されている。そして、
第３の回折格子８を第２の回折格子７の格子部を埋めるように形成することで、第２の回
折光学素子２は格子形状のみで負の回折レンズとなっている。また第２、第３の回折格子
の格子エッジも曲面１３に垂直になるように形成されている。
【００２１】
次に、本発明の構成の回折光学素子を作成することを考える。
量産性を考えると、金型に格子形状を作成し、これを用いて成形により回折光学素子を複
製するなどが好ましい。金型により成形する場合には、成形したものを金型から離す必要
がある。
図２、図４の第１の回折格子６を型から離型する状態を図５に記載する。金型１６から離
型するのに図中光軸Ｏの方向に剥がしていくわけであるが、格子エッジ部１５がベース曲
面に垂直に形成されているため型に引っ掛かっていることがわかる。従ってこの形状では
、光軸方向に離型することは不可能である。
そこで、図６に示すように回折格子のエッジ部１５を光軸と平行になるように形成する。
このような格子形状にすることで光軸方向に型から離型できるようになる。この場合、曲
面１４に格子頂点から下ろした垂線と格子エッジのなす角度はθ１となる。格子輪帯が光
軸から離れるにしたがって、θ１は除々に大きくなる。
【００２２】
次に、図６に示したような格子形状が回折効率にどう影響するかを説明する。図２の構成
で第２の回折光学素子は、成形による複製を考えた場合、格子エッジが曲面１３に垂直で
あっても離型には問題ない形状になっている。
実際は、図６に示す第１の回折光学素子と、第２の光学素子を合わせた回折光学素子とし
て回折効率を説明するのが望ましいが、第２の回折光学素子は特に製造を考慮して形状を
変更していないので、第１の回折光学素子が単独で図２から図６に示す形状に変わること
で特性がどう変わるかを定性的に説明する。
【００２３】
格子の性能は格子の周期方向のベクトルとそれに直交する成分で説明される。そこで説明
を簡単にするため、格子周期ベクトルが常に一定の方向になるような形状を考える。格子
周期ベクトルが常に一定の方向になるということは、格子が平面上に形成されていること
を意味している。そこで図７に図６の回折光学素子のベース曲面１４が平面となるように
形状をベンディングした図を表わす。図６のように格子エッジを光軸と平行になるように
形成することは、図７においては、各格子のエッジ面はθ１だけ傾くことである。この傾
きを格子周期方向に射影すると、その成分Δｐは
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Δｐ＝ｄ１＊ｔａｎθ１
と書き表される。
【００２４】
ここで、ｄ１は第１の回折光学素子の格子厚である。従って、格子厚が厚いほど、エッジ
傾き角が大きいほど、Δｐは大きくなる。そして、一般に格子ピッチに対してこのΔｐが
占める割合が大きくなればなるほど、エッジが格子周期ベクトルに垂直である理想形状の
回折光学素子の性能からからずれてくることが知られている。本実施例の積層回折光学素
子の場合も同様で、第２の回折光学素子と合成された状態でも、単独で第１の回折光学素
子の性能が低下すると、それに応じて性能は低下してくる。このΔｐの発生を抑制するた
めには、傾き角θ１を小さくするか、格子厚ｄ１を薄くするか格子ピッチを大きくするか
である。
【００２５】
この中で、格子ピッチを大きくすることは、回折レンズのパワーを小さくすることであり
、本実施例の回折光学素子を光学系の一部に組み込んだときに、回折レンズの効果を制限
することになり好ましくない。同様に傾き角θ１を小さくすることは、ベース曲率を緩く
することで、光学素子としての性能に制限を加えるので好ましくない。そこで、格子構造
としては、格子厚ｄ１を小さくなるような構成をとることが望ましい。
【００２６】
以上説明したように回折光学素子を形成する基板が曲面からなる場合、凹面に凸のパワー
の回折格子、凸面に凹のパワーの回折格子を形成する際に、積層回折光学素子を構成する
格子の順番を適切に設定すればよい。具体的には、積層回折光学素子を構成する各回折光
学素子の格子厚とその符号（凸か凹か）と、基板曲面の符号を比較して、前述のように異
なる符号（例えば凹面に凸の回折格子）が存在する場合には、その面には一番薄い格子厚
を選べばよい。
【００２７】
これは、図４において回折格子の格子ピッチが最も大きな格子箇所となる格子面（図４で
は第１輪帯）の曲率（図中ｘ２、ｘ３）の中で、前記回折格子の内、格子厚の最も薄い回
折格子に対応する前記格子面の曲率（図中ｘ３）が基板の曲率（図中ｘ１）と異符号にな
るように構成することに対応している。
以上の説明は、基準曲面が球面となる回折光学素子について行ったが、図８に示す１次元
格子や、基準曲面が非球面や、シリンドリカル面、トーリック面など任意の面に適応でき
ることはいうまでもない。
【００２８】
［実施例２］
実施例１では、第１の回折光学素子と第２の回折光学素子を近接して配置する構成となっ
ていた。ここで２つの回折光学素子の相対的な位置はかなり精度良く合せられる必要があ
る。そこで、実施例２では図９に示すように回折光学素子の格子が存在しない非格子部で
２つの回折光学素子を接着する構成をとる。
このような構成にすることで、接着までをクリーンルームなどのゴミの少ない環境で組み
立てれば、格子面にゴミの付着は大幅に低減できる。また接着後は格子面に触れることは
なくなるので、本光学素子を他の光学系に組込む際の作業性についても大幅に改善される
。
【００２９】
［実施例３］
前記各実施例における回折光学素子は、第１の回折光学素子と第２の回折光学素子を近接
して配置する構成となっている。実施例２において２つの光学素子間の相対位置は３次元
的に誤差を生じるため、接着前の位置合わせにかなりの時間を要していた。そこで実施例
３では図１０に示すように非格子領域に格子高さ方向の間隔を規制する箇所１８を設ける
ことで、格子深さ方向の相対間隔は精度良く出すことができる。このような構成により格
子の位置合わせは、基板の曲面内の２次元方向のみの位置合わせを行うことになり作業性
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は大幅に改善される。
また、位置合わせ中に格子同士が干渉し格子先端が変形するなどの問題もなくなる。なお
、本実施例の格子高さ規制箇所１８は格子部を作成するときに格子と同じ材料で一体に製
造すれば、精度、コストともに好ましい。さらに、図１に示すような基板がレンズ形状を
有する場合には、位置合わせ調整時に２つのレンズの相対的な偏心が相殺されるような調
整を実施すれば、回折光学素子１は透過光学偏心の少ない良好な性能の素子を提供できる
。
【００３０】
［実施例４］
前記各実施例における回折光学素子は、基板と回折格子面を形成する材料が異なっていた
が、これに限定するものではなく、格子面を形成する材料を基板と同じ材料で構成し基板
と一体で製造してもよい。そこで、実施例４では、このように格子面を形成する材料を基
板と同じ材料で構成することで、基板外径と格子中心の位置が精度良くあわせられるよう
に構成した。或いは基板がレンズ形状を有する場合は、基板レンズの芯と格子中心を良子
に合せることが可能になる。従って、本実施例においては、回折光学素子を他のレンズに
組込む際の光軸合せ精度が向上し、素子が偏心することによって生じる結像性能等の収差
の劣化を大幅に低減することができる。
【００３１】
［実施例５］
本発明に係る実施例５の構成を図１１に示す。
図１１はカメラ等の撮影光学系の断面を示したものであり、同図中１０１は撮影レンズで
、内部に１０２の絞りと本発明の回折光学素子１を持つ。１０３は結像面であるフィルム
またはＣＣＤである。
このような回折光学素子構造にすることで、回折効率の波長依存性は大幅に改善されてい
るので、フレアが少なく低周波数での解像力も高い高性能な撮影レンズが得られる。また
、ここでの回折光学素子は、簡単な製法で作成できるので、撮影光学系としては量産性に
優れた安価な光学系を提供できる。
【００３２】
図１１では前玉のレンズの貼り合せ面に本発明の構成を適用した回折光学素子を設けたが
、これに限定するものではなく、レンズ表面に設けても良いし、撮影レンズ内に複数、こ
の回折光学素子を使用しても良い。
また、本実施例では、カメラの撮影レンズの場合を示したが、これに限定するものではな
く、ビデオカメラの撮影レンズ、事務機のイメージスキャナーや、デジタル複写機のリー
ダーレンズなど広波長域で使用される結像光学系に使用しても同様の効果が得られる。
【００３３】
［実施例６］
本発明に係る実施例６の構成を図１２に示す。
図１２は、双眼鏡等観察光学系の断面を示したものであり、同図中１は回折光学素子であ
る対物レンズ、１０４は像を成立させるためのプリズム、１０５は接眼レンズ、１０６は
評価面（瞳面）である。図中１は本発明の回折光学素子である。１は対物レンズの結像面
１０３での色収差等を補正する目的で形成されている。
このような回折光学素子構造にすることで、回折効率の波長依存性は大幅に改善されてい
るので、フレアが少なく低周波数での解像力も高い高性能な対物レンズが得られる。また
、ここでの回折光学素子は、簡単な製法で作成できるので、観察光学系としては量産性に
優れた安価な光学系を提供できる。
【００３４】
本実施例では、対物レンズ部に回折光学素子を形成した場合を示したが、これに限定する
ものではなく、プリズム表面や接眼レンズ内の位置であっても同様の効果が得られる。し
かしながら、結像面より物体側に設けることで対物レンズのみでの色収差低減効果がある
ため、肉眼の観察系の場合すくなくとも対物レンズ側に設けることが望ましい。
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や天体観測用望遠鏡などであってもよく、またレンズシャッターカメラやビデオカメラな
どの光学式のファインダーであっても同様の効果が得られる。
【００３５】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明によれば、曲面上に積層構造の回折光学素子を形成した場
合においても、高い回折効率を維持することができ、これを光学系に組み込むことによっ
て、フレア等を有効に抑制することが可能な光学系を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例１における回折光学レンズを示す図。
【図２】　本発明の実施例１における断面回折格子形状を示す図。
【図３】　本発明の実施例１における回折光学素子の回折効率を示す図。
【図４】　本発明の実施例１における断面回折格子形状を示す図。
【図５】　本発明の実施例１における第１の回折光学素子の複製説明図。
【図６】　本発明の実施例１における第１の回折光学素子を示す図。
【図７】　本発明の実施例１における第１の回折光学素子の変形図。
【図８】　本発明の実施例１における１次元回折光学素子を示す図。
【図９】　本発明の実施例２における回折光学素子を示す図。
【図１０】　本発明の実施例３における回折光学素子を示す図。
【図１１】　本発明の実施例５における撮影光学系を示す図。
【図１２】　本発明の実施例６における観察光学系を示す図。
【図１３】　従来例の格子形状（三角波形状）を示す図。
【図１４】　従来例の回折効率を示す図。
【図１５】　従来例の積層型回折光学素子の断面形状を示す図。
【図１６】　従来例の他の積層型回折光学素子の断面形状を示す図。
【図１７】　従来の曲面上に形成された回折光学素子の断面形状を示す図。
【符号の説明】
　　　　　１：回折光学素子
　　　　　２：第１の回折光学素子
　　　　　３：第２の回折光学素子
　　　　　４、５：回折光学素子の基板部
　　　　　６、７、８：回折格子部
　　　　　９：空気層
　　　　　１０、１１：格子面
　　　　　１２：第３の回折格子の曲面部
　　　　　１３、１４：格子先端曲面
　　　　　１５：エッジ部
　　　　　１６：成形用型
　　　　　１７：接着層
　　　　　１８：格子高さ規制部
　　　　　１０１：撮影レンズ
　　　　　１０２：絞り
　　　　　１０３：結像面
　　　　　１０４：像反転プリズム
　　　　　１０５：接眼レンズ
　　　　　１０６：評価面（瞳面）
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