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(57)【要約】
　基板１３上に、膜厚方向に屈折率が連続的、周期的に
変化する屈折率傾斜薄膜１２と、反射を低減する微細周
期構造体１１１とを有し、屈折率傾斜薄膜１２の屈折率
が膜厚方向において、基板１３側では、基板１３の屈折
率に近づくように変化し、微細周期構造体１１１側では
、微細周期構造体１１１の屈折率に近づくように変化し
ている光学フィルタまたは反射防止複合体により、反射
を従来よりもさらに低減できる光学フィルタまたは反射
防止複合体を提供することができる。この光学フィルタ
は光学機器または電子機器ディスプレイに利用すること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性を有する基板と、
前記基板上に設けられた膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜とを備え、
前記屈折率傾斜薄膜の上には、可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を設けてなる
ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２】
　前記屈折率傾斜薄膜は、
前記基板の屈折率と前記微細構造体を構成する材料の屈折率との屈折率差を低減するよう
に膜厚方向に屈折率変化することを特徴とする請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項３】
　前記基板の前記微細構造体側とは反対側の面上に、反射防止構造体を備えたことを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の光学フィルタ。
【請求項４】
　前記基板の前記微細構造体側とは反対側の面上に、前記反射防止構造体の屈折率と前記
基板の屈折率との屈折率差を低減するように膜厚方向に屈折率変化する他の屈折率傾斜薄
膜を設け、前記反射防止構造体は、前記他の屈折率傾斜薄膜の上に設けたことを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の光学フィルタ。
【請求項５】
　前記反射防止構造体は、可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を備えることを特
徴とする請求項３または請求項４に記載の光学フィルタ。
【請求項６】
　前記屈折率傾斜薄膜が３種類以上の元素から構成されている事を特徴とする請求項１～
３のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項７】
　前記屈折率傾斜薄膜の基板側の屈折率変化の終点と前記基板との屈折率差は、０．０５
より小さいことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項８】
　前記微細構造体は、可視光の波長よりも短いピッチの周期構造を有すること特徴とする
請求項１～７のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか一項に記載の光学フィルタを撮影光学系に用いたことを特徴とす
る光学機器。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の光学フィルタを表示部に用いたことを特徴とする
電子機器。
【請求項１１】
膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜と、
前記屈折率傾斜薄膜上に微細構造体を密着させる密着層とを備え、
前記屈折率傾斜薄膜の上には、前記密着層を介して
可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を設けてなることを特徴とする反射防止複合
体。
【請求項１２】
　前記屈折率傾斜薄膜の前記微細構造体側には、
前記膜厚方向に前記微細構造体側へ向かって前記微細構造体を構成する材料の屈折率に近
づくように屈折率変化する部分を有することを特徴とする請求項１１に記載の反射防止複
合体。
【請求項１３】
　前記密着層と前記微細構造体を構成する材料との屈折率差、及び、前記密着層と前記屈
折率傾斜薄膜の前記密着層と隣接する部分の屈折率差が０．０５以内であることを特徴と
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する請求項１１または請求項１２に記載の反射防止複合体。
【請求項１４】
　光透過性の基板を備え、
前記屈折率傾斜薄膜は、
前記基板の屈折率と前記微細構造体を構成する材料の屈折率との屈折率差を低減するよう
に膜厚方向に屈折率変化することを特徴とする請求項１１～１３のいずれか一項に記載の
反射防止複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光透過性の基板上に屈折率傾斜薄膜と微細構造体をこの順に設けた反射防止
複合体、及びそれを用いた光学フィルタ、ならびにこの光学フィルタを用いた光学機器及
び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種様々な用途で使用されている多くの光学フィルタは、フィルタ自身の反射に起因し
た問題を抱えている。例えば、場合により、撮像光学系などで使用される光学フィルタで
は、フィルタを透過した光の一部が、他の部材によって反射され、光学フィルタの光出射
面から、再び光学フィルタに入射される現象が起きる。このような場合に、光学フィルタ
がこの入射光の波長領域に反射率を持っていると、他の部材で反射して入射した光が光学
フィルタにより再度反射される。その結果、この光学フィルタで反射された光に起因した
不具合が発生する。従って、光学フィルタにおける反射防止機能の更なる強化が強く望ま
れている。
【０００３】
　光吸収を持つタイプの光学フィルタにおいても、吸収構造体を有する面の反射率を限り
なくゼロに近づけておけば、光吸収特性を調整する事によって所望の透過特性を得る事が
可能である。
【０００４】
　このような所望の波長領域に吸収を持つタイプの光学フィルタとしては、光量絞り装置
などで用いられる、吸収型のＮＤ（Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）フィルタなどが一
般的に広く知られている。
【０００５】
　光量絞りは、銀塩フィルム、或いはＣＣＤやＣＭＯＳセンサと言った固体撮像素子への
入射光量を制御するために光学機器に設けられている。光量絞りには、被写界が明るくな
るにつれ、より小さく絞り込まれていく構造を有するものがある。このような構造の光量
絞りにおいては、快晴時や高輝度の被写界を撮影する際、絞りはいわゆる小絞り状態とな
り、絞りのハンチング現象や光の回折現象などの影響を受け易い事から、像性能に劣化を
生じさせる場合がある。
【０００６】
　これに対する対策として、絞りを通る光路中の絞りの近傍にＮＤフィルタを配置するか
、若しくはＮＤフィルタを絞り羽根に直接貼り付ける工夫をしている。このようにＮＤフ
ィルタを配置する事で光量の制御を行い、被写界の明るさが同一であっても、絞りの開口
をより大きくすることができる。
【０００７】
　近年では撮像素子の感度が向上するに従い、ＮＤフィルタの濃度を濃くして、光の透過
率をさらに低下させる改善がなされてきた。それによって、高感度の撮像素子を使用した
場合であっても、絞りの開口が小さくなり過ぎないようにすることができる。
【０００８】
　ＮＤフィルタを構成する基板には、ガラスやプラスチック材料からなる透明基板が用い
られる。任意形状への加工性や、小型化・軽量化などの要望に伴い、最近では様々なプラ
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スチック材料が基板用として多く使用されるようになってきている。この基板用のプラス
チック材料としては、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエ
チレンナフタレート）、ＰＣ（ポリカーボネート）及びＰＯ（ポリオレフィン）等を挙げ
ることができる。これらの中でも特に、耐熱性や柔軟性、さらにはコスト的な要素も含め
た総合的な観点より、Ａｒｔｏｎ（ＪＳＲ社製：製品名）やＺｅｏｎｅｘ（日本ゼオン社
製：製品名）などに代表されるノルボルネン系の樹脂や、ポリイミド系の樹脂などが好適
である。
【０００９】
　このようなＮＤフィルタにおいても、最近の固体撮像素子の更なる高感度化、高精細化
等に伴い、先に述べたようなフィルタ自身の反射に起因した、ゴーストやフレア等の撮影
画像への不具合が生ずる可能性が高まってきている。
【００１０】
　反射低減策としては次のような方法が知られている。まず、特開平８－０７５９０２号
公報（特許文献１）では、例えばＳｉＯ2、ＭｇＦ2、Ｎｂ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ｚ
ｒＯ2等の異なる材料からなる屈折率の異なる数種類の薄膜を積層して多層膜タイプの反
射防止膜とし、任意の波長領域の反射率を抑制する方法が提案されている。また、特開２
００９－１２２２１６号公報（特許文献２）には、反射防止構造体として微細周期構造体
を用いたＮＤフィルタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平８－０７５９０２号公報
【特許文献２】特開２００９－１２２２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献１で示されたような多層膜での反射防止膜の場合には、広い波
長領域にわたって反射率を大幅に低減するには、多層膜を構成する薄膜材料として使用で
きる材料が限定されている。そのため、相当の層数を必要としたり、設計が複雑になって
しまう。
【００１３】
　また、特許文献２で示されているサブミクロンピッチで形成された微細周期構造体を、
ＮＤフィルタの反射防止構造体とする場合は、特許文献１で示した多層膜構成の場合より
も、反射防止の波長領域を拡げる事が比較的容易であり、さらに、反射率の低減も容易で
ある。しかしながら、引用文献２に記載されている基板上に微細構造体を設ける構成では
、これらの界面での光反射が問題となる場合がある。また、例えば多層薄膜からなる光吸
収層でも、フィルタを構成する構造体間で生じる光反射を干渉効果のみでこれら全てを相
殺させて、フィルタ総体としての反射をゼロに近づける事は著しく困難である。
【００１４】
　本発明の目的は、上述のような光学フィルタの反射率に起因した不具合を低減できる、
反射防止複合体、この反射防止複合体を備えた光学フィルタを提供する事にある。また、
このような反射を低減した光学フィルタを用いた光学機器および電子機器を提供する事に
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明にかかる光学フィルタは、
光透過性を有する基板と、
前記基板上に設けられた膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜とを備え、
前記屈折率傾斜薄膜の上には、可視光の波長よりも短いピッチで多数の微細構造を有する
微細構造体を設けてなることを特徴とする。
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【００１６】
　本発明にかかる光学機器は、上記の特徴を有する光学フィルタを撮影光学系に用いたこ
とを特徴とする。
【００１７】
　本発明にかかる電子機器は、上記の特徴を有する光学フィルタを表示部に用いたことを
特徴とする。
【００１８】
　本発明にかかる反射防止複合体は、
膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜と、
前記屈折率傾斜薄膜上に微細構造体を密着させる密着層とを備え、
前記屈折率傾斜薄膜の上には、前記密着層を介して
可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を設けてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、反射を著しく低減した光学フィルタを提供する事が可能である。更に
、反射を著しく低減した反射防止複合体を提供する事が可能である。この光学フィルタを
撮影光学系に用いた場合、フィルタの反射に起因した、例えばゴーストなどの不具合を著
しく低減することができる。また、このような光学フィルタを特に光量絞り装置などに用
いた撮像装置は画像劣化等、フィルタの反射に起因した不具合を改善した装置を得る事が
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る屈折率傾斜薄膜の屈折率分布例である。
【図２】光学フィルタの構成図である。
【図３】光学フィルタの構成例である。
【図４】本発明にかかる反射防止複合体を製造するために用いられるスパッタ装置の断面
図である。
【図５】多層膜と屈折率傾斜薄膜の電子顕微鏡図である。
【図６】ピラーアレイ状の微細周期構造体の概略図である。
【図７】微細周期構造体の配列例である。
【図８】本実施例１において作製された光学フィルタの分光反射率特性である。
【図９】光学フィルタの構成図である。
【図１０】光学フィルタの構成例である。
【図１１】本実施例２により作製されたＮＤフィルタの分光反射率特性である。
【図１２】本実施例３の光学絞り装置の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明にかかる光学フィルタは、光透過性を有する基板と、屈折率傾斜薄膜と、微細構
造体とを有する複合構造体として構成されたものである。また、本発明にかかる反射防止
複合体は、屈折率傾斜薄膜と、微細構造体とを有する複合構造体として構成されたもので
ある。
【００２２】
　基板としては、基板としての強度や光学特性を有するものであり、屈折率傾斜薄膜及び
反射防止構造体の形成用の基体として機能可能であるものが利用される。基板としては、
ガラス系の材料からなる基板、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエ
チレンナフタレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルサルホン）、ＰＣ（ポリカーボネート）、
ＰＯ（ポリオレフィン）、ＰＩ（ポリイミド）及びＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート
）等から選択した樹脂材料からなる基板を用いることができる。
【００２３】
　なお、光学フィルタの表面に本発明の反射防止複合体を設ける場合には、反射防止機能
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を付与する対象としての光学フィルタ自体を基板として、光学フィルタの反射防止処理対
象面に、屈折率傾斜薄膜と反射防止構造体を設けて本発明にかかる反射防止構造を有する
光学フィルタとすることができる。光学フィルタの反射防止処理対象面には、必要に応じ
て上記の反射防止複合体用の基板を設け、この基板を介して屈折率傾斜薄膜と反射防止構
造体を設けることができる。
【００２４】
　他の方法として、上記の反射防止複合体を有する基板自体に光学フィルタの機能を持た
せることで、光学フィルタとしての基板上に本発明の反射防止構造を設けることもできる
。
【００２５】
　一方、後述するように、反射防止複合体自体に光学フィルタの機能を持たせることもで
きる。その場合には、基板として、光学フィルタ用の基板としての強度や光学特性を有す
るものを選択すればよい。
【００２６】
　屈折率傾斜薄膜は、その厚さ方向において基板と微細構造体との間に配置される。屈折
率傾斜薄膜に光学フィルタとしての光吸収性を持たせることもできる。その場合の光吸収
性は、目的とする光学フィルタの機能や特性に応じて設定される。入射光の所定の波長に
対して、少なくともおよそ１％程度が吸収される場合に、当該波長に対して光吸収性を持
つといえる。
【００２７】
　基板上には膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜を設ける。また、膜厚方向に屈折
率変化する屈折率傾斜薄膜の上には、反射防止構造体を設ける。反射防止構造体としては
、可視光の波長よりも短いピッチで多数の微細な突起が配列された面を有する微細構造体
、あるいは可視光の波長よりも短いピッチでの凹凸の繰り返しを設けた面を有する微細構
造体を用いることができる。この微細構造体としては、ランダムに形成された針状体及び
柱状体等の突起、階段形状に微細に形成された凹凸構造の突出部または凹部によって大気
や隣接する媒体との屈折率差を低減したものも含む。この微細構造体としては、公知の微
細構造体から目的に応じて選択したものを用いることができる。例えば、基板を透過する
可視光の波長よりも短い繰返し周期で配置された多数の突起からなる周期構造、あるいは
基板を透過する可視光の波長よりも短い繰返し周期の凹凸構造からなる周期構造を持つ微
細周期構造体であれば、光ナノインプリントなどの方法を用いて再現性良く作成すること
ができる。
【００２８】
　屈折率傾斜薄膜は、その厚さ方向において連続的かつ周期的に変化する屈折率変化を有
する。この屈折率変化は、
（１）前記基板側において、前記屈折率変化の前記基板側の終点まで、前記屈折率が前記
基板の屈折率に近づくように変化する部分と、
（２）前記反射防止構造体側において、前記屈折率変化の前記反射防止構造体側の終点ま
で、前記屈折率が前記反射防止構造体の屈折率に近づくように変化する部分と、
を有することが好ましい。
【００２９】
　なお、上記の屈折率変化の基板側終点とは、例えば、図１におけるＡで示された点であ
り、反射防止用の微細周期構造体側の終点はＢで示された点である。図１に示す例では、
屈折率分布の変化の基板側終点（あるいは起点）Ａを含む末端部分において、屈折率傾斜
薄膜の屈折率が基板の屈折率に近づくように変化している。屈折率分布の変化の反射防止
構造体側終点（あるいは起点）Ｂを含む末端部分においても同様に、屈折率傾斜薄膜の屈
折率が反射防止構造体の屈折率に近づくように変化している。なお、点Ａは基板側界面に
位置してもよい。また、点Ｂも反射防止構造体側の界面に位置してもよい。また、連続的
な変化や微小な屈折率差であれば反射は大きく低減でき、屈折率変化が滑らかで隣接する
構造体、すなわち基板または微細周期構造体の屈折率に、屈折率が大きい方から近づいて
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も、屈折率が小さい方から近づいてもよい。屈折率傾斜薄膜の膜厚方向における基板側の
端部の屈折率と基板の屈折率の差ａと、屈折率傾斜薄膜の膜厚方向における微細周期構造
体側の端部の屈折率と微細周期構造体の屈折率の差ｂとの和（ａ＋ｂ）が、屈折率傾斜薄
膜の両面に隣接する２つの構造体間の屈折率差よりも小さくなっていればよい。
【００３０】
　つまり、屈折率傾斜薄膜の屈折率が、基板の屈折率と微細構造体を構成する材料の屈折
率との屈折率差を低減するように膜厚方向に屈折率変化するとは、基板の屈折率Ａと微細
周期構造体の屈折率Ｂとの屈折率差｜Ａ－Ｂ｜と（ａ＋ｂ）の関係が、｜Ａ－Ｂ｜＞ａ＋
ｂが成り立つことである。なお、この関係は、後述する図９における基板、他の屈折率傾
斜薄膜及び反射防止構造体の場合においても同様である。
【００３１】
　なお、成膜方法によっては、基板上に形成される屈折率傾斜薄膜の最初の部分での厚さ
方向の屈折率が一定である部分が生じても良い。例えば、後述するとおり、基板上に屈折
率傾斜薄膜を成膜する際に、複数の薄膜形成用材料の配合比を変化させて膜厚方向での屈
折率の連続的な変化を形成する。その際、一定の成膜材料濃度で成膜を開始してから、あ
る時間経過後に複数の薄膜形成用材料の配合比を変化させることができる。このような場
合には、上記のような厚さ方向における屈折率の変化がない部分が生じてもよい。
【００３２】
　基板側の屈折率変化の終点における屈折率は、基板の屈折率と同じか、あるいは、基板
の屈折率に対して、目的とする光学フィルタの特性において許容される屈折率差の範囲内
の屈折率であればよい。反射防止構造体側の屈折率変化の終点における屈折率も同様に、
反射防止構造体の屈折率と同じか、あるいは、反射防止構造体の屈折率に対して、透過光
の波長または波長領域における目的とする光学フィルタの特性において許容される屈折率
差の範囲内の屈折率であればよい。これらの屈折率差は０．０５以下が好ましい。従って
、上述した厚さ方向における屈折率の変化がない部分が基板側の界面に接して存在する場
合についても、この屈折率変化のない部分の屈折率が、基板の屈折率に対して０．０５以
内の屈折率差を有することが好ましい。この点は、反射防止構造体側の界面に接して厚さ
方向における屈折率の変化がない部分が存在する場合においても同様である。
【００３３】
　屈折率傾斜薄膜の厚さ方向の屈折率の変化の幅は、目的とする光学フィルタの特性や屈
折率傾斜薄膜形成用の材料の種類やその組合せなどによって各種設定できる。例えば、屈
折率傾斜薄膜の厚さ方向において、３種類の元素を用いて、ＳｉＯ2からなる領域からＴ
ｉＯ2からなる領域に変化させる場合は１．４７～２．７０程度の範囲内で変化させるこ
とができる。
【００３４】
　屈折率傾斜薄膜及び微細構造体が設けられた側とは反対側の基板面上に、反射防止構造
体を更に設けることもできる。この反射防止構造体は、所望の光学フィルタの光学特性を
得るために必要とされる反射防止機能を有するものであればよい。反射防止構造体として
は、各種の微細構造体、例えば基板を透過する可視光の波長よりも短い周期で構成された
凹凸構造を持つ微細周期構造体や、単層、若しくは複数層の薄膜で形成された反射防止膜
を用いることができる。更に、この基板の裏面上の基板と反射防止構造体との間には第２
の屈折率傾斜薄膜を設けることができる。
【００３５】
　なお、基板の裏面側に、基板と、膜厚方向に屈折率が連続的に変化する屈折率傾斜薄膜
と、所望の光の波長領域において反射防止効果を発現する反射防止構造体とを、それぞれ
この順番に隣接させ配置する事で、反射防止構造内での光の反射率を著しく低減させるこ
とができる。すなわち、本発明では、膜厚方向において連続的に、好ましくは連続的かつ
周期的に屈折率が変化する薄膜を用い、基板、屈折率傾斜薄膜及び反射防止構造体の屈折
率の関係を上記の（１）及び（２）のように設定している。
【００３６】
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　屈折率傾斜薄膜の膜厚は、目的とする機能に応じて適宜選択できる。屈折率傾斜薄膜の
膜厚は、１０～４０００ｎｍ、より好ましくは１００～１０００ｎｍとすることができる
。
【００３７】
　本発明にかかる反射防止構造の構成は、反射防止機能が必要とされる、ＮＤフィルタを
含む各種の光学フィルタ等の光学素子の反射防止処理用として極めて有用である。
【００３８】
　本発明の反射防止構造を光学フィルタに適用する場合には、例えば以下の各形態が利用
できる。
（１）光学フィルタの反射防止処理を行う面に、この面を基板として利用し、上記の構成
となるように屈折率傾斜薄膜及び微細構造体を設けて本発明にかかる反射防止構造とし、
反射防止構造付き光学フィルタとする。
（２）光学フィルタの反射防止処理を行う面に、基板、屈折率傾斜薄膜及び微細構造体を
有する本発明にかかる反射防止構造を設けて、反射防止構造付き光学フィルタとする。
（３）本発明にかかる反射防止構造の基板、屈折率傾斜薄膜及び微細構造体のすくなくと
も一つに光学フィルタとしての機能を付与して、反射防止構造付き光学フィルタとする。
【００３９】
　以下、本発明の光学フィルタについて、ＮＤフィルタとした場合について実施例に基い
て説明する。
【実施例】
【００４０】
　（実施例１）
　図２のように構成した、吸収タイプのＮＤフィルタについて、以下に詳しく記載する。
【００４１】
　なお、以下の各実施例における屈折率は、基板、屈折率傾斜薄膜及び反射防止構造体の
構成材料から５４０ｎｍの波長の光での屈折率として特定できるものである。
【００４２】
　ＮＤフィルタの構造としては図２に示す構造を挙げることができる。この図２に示すＮ
Ｄフィルタは、基板１３の片面（上面）側に屈折率傾斜薄膜１２を配置し、屈折率傾斜薄
膜１２上に反射防止構造体１１１を配置し、基板１３の裏面にも反射防止構造体１１２を
配置した構成を有する。また、屈折率傾斜薄膜１２は膜中の少なくても一部に吸収を持っ
ている。
【００４３】
　図２のような構成の場合、基板の反対面（下面）での反射が大きくなってしまう為、こ
の面にも何らかの反射防止構造体１１２が必要となる場合が多い。このような反射防止構
造体１１１、１１２としては、図３（ａ）及び（ｂ）中に示したように、反射防止効果を
持つ微細周期構造体１５１、１５２や、単層、若しくは複数層の薄膜で形成された反射防
止膜１６１、１６２を用いた構成が挙げられる。更には、図３（ｃ）及び（ｄ）中に示し
たように、微細周期構造体１５と反射防止膜１６を併用した構成が挙げられる。本発明で
は、図３（ａ）及び図３（ｃ）に示すように屈折率傾斜薄膜上の反射防止構造体１１１を
微細構造体で構成し、かつ基板１３の裏面にも反射防止構造体１１２を配置する。従って
、図３（ｂ）及び（ｄ）に示す構成は参考例である。図３（ａ）示す構成であれば、例え
ば撮像素子側に光学フィルタのどちらの面を向けても、光学フィルタの反射に起因したゴ
ースト光の発生を著しく抑制する事ができる。したがって、光学フィルタの方向を選ばず
光学系内に配置する事も可能となる。
【００４４】
　図３（ａ）及び（ｃ）の構成の中でも、反射低減の観点からは図３（ａ）に示したよう
な構成にする事がより望ましい。従って、本実施例では図３（ａ）のように、反射防止構
造体として、基板１３の両側の面で微細周期構造体１５１、１５２を形成した。
【００４５】
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　ここで、例えば図３（ｂ）のような多層膜構成の反射防止膜１６１や１６２と同様の効
果を持つ機能を屈折率傾斜薄膜１２中に組み込む事も可能である。その場合は、表層の界
面付近における所定の領域内で、屈折率を周期的に、且つ連続的に複数回増減させ、外気
との界面反射防止用の屈折率プロファイルが必要となる。そのため、屈折率傾斜薄膜上に
別途反射防止構造体を設けた構成とみなすことができる。また、反射防止膜の作成に際し
て、屈折率傾斜薄膜上に、屈折率傾斜薄膜の作成に使用する材料と異なる材料を使用し、
屈折率が周期的かつ連続的に変化する反射防止膜を作成してもよい。このような反射防止
膜の作成形態は、後述する図９及び図１０における同様の構成部分にも適用可能である。
【００４６】
　このようなＮＤフィルタ１４を形成する基板１３は屈折率が１．６０程度となるように
厚さ０．１ｍｍのＰＥＴフィルムを使用した。本実施例ではＰＥＴフィルムを使用したが
、これらに限らずガラス系の材料でも良いし、ＰＯやＰＩ系、ＰＥＮ、ＰＥＳ、ＰＣ、Ｐ
ＭＭＡ系などであっても良い。
【００４７】
　＜屈折率傾斜薄膜について＞
　屈折率傾斜薄膜１２は、メタモードスパッタ法により、ＳｉＯ2とＮｂＯｘ膜の成膜レ
ートを調整しながら、この２種類を混合させ、屈折率を膜厚方向で連続的に変化させる事
で、所望の吸収特性を得るように調整し作製した。
【００４８】
　＜スパッタ装置構成＞
　図４は、本実施例で示す屈折率傾斜薄膜を作製したスパッタ成膜装置の基板搬送装置の
回転軸に直交する面での平面断面図である。
【００４９】
　スパッタ成膜装置としては、薄膜が形成される基板５１を保持する回転可能な円筒状の
基板搬送装置５２を真空槽５３内に備え、基板搬送装置５２の外周部とその外側の真空槽
５３との間の環状空間に、２箇所のスパッタ領域５４、５５と、反応領域５７が設けられ
ている装置を用いた。領域５９から基板を搬入する。
【００５０】
　基板５１は成膜される面が外側を向くように基板搬送装置５２に搭載させた。スパッタ
領域５４、５５には、ＡＣダブル（デュアル）カソードタイプのターゲット５４ａ、５５
ａが装備されている。真空槽５３の外側に高周波電源５６が配置されている。ターゲット
材の形状は平板型に限らず、円筒型のシリンドリカルタイプであっても良い。また、これ
らの他に、別途領域５８には、例えばグリッド電極を有する高周波励起によるイオンガン
グリッドや、基板への正イオンの電荷蓄積を防ぐために正イオンを中和する低エネルギー
電子を放出するニュートラライザ等を設ける事も可能である。本発明に用いるスパッタ装
置は、例えばスパッタ領域を３領域以上設けても良く、上記装置以外の構成でも実施可能
である。
【００５１】
　本実施例では図４で示したスパッタ装置を用い、スパッタ領域５４にＳｉターゲット、
スパッタ領域５５にＮｂターゲットを配置し、反応領域５７には酸素を導入した構成で屈
折率傾斜薄膜を形成した。基板搬送装置５２に固定された基板５１を高速回転させ、スパ
ッタ領域５４、５５において、基板５１上にＳｉとＮｂの極薄膜を形成した後、反応領域
５７でＳｉとＮｂの極薄膜を酸化させる。これにより、ＳｉとＮｂの酸化膜を形成し、こ
の動作を繰り返す事でＳｉ酸化膜とＮｂ酸化膜の混合膜を作製した。さらに、各スパッタ
領域でのスパッタレートや酸化レートを、成膜中に連続的に変化させる事で、膜厚方向に
おいて連続的に屈折率が変化する屈折率傾斜薄膜を形成した。また、ＳｉＯ２とＮｂＯｘ
のそれぞれ単独での成膜条件を基に、ＳｉとＮｂのスパッタレート、及び酸化レートを制
御する事で、ＳｉＯ２とＮｂＯｘ相当となる混合膜を作製する事も可能である。また、Ｓ
ｉＯ２膜単体の屈折率からＮｂＯｘ膜単体の屈折率まで、屈折率を連続的に変化させる場
合には、投入パワーを低くすると放電が不安定になる事がある為、酸化レートの制御時に
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、投入電力の制御だけではなくカソード上設けたマスク機構を併用した。
【００５２】
　このような連続的な屈折率プロファイルを持つ屈折率傾斜薄膜の例が図１である。図１
では、比較的高屈折率を持つ基板から、屈折率傾斜薄膜、微細周期構造体の順に積層され
ている。そして、膜厚方向に対し、基板側から連続的に屈折率が増減するような変化を持
っており、屈折率傾斜薄膜両端の界面に向かうにつれ、それぞれ隣接する構造体の屈折率
に近づくような変化をとっている。
【００５３】
　屈折率傾斜薄膜は、膜面に垂直な方向、つまり膜厚方向に屈折率が連続的、好ましくは
連続的かつ周期的に変化している薄膜の事である。膜厚方向に屈折率が、連続的かつ周期
的に変化している膜は、ルゲート膜、ルゲートフィルタなどとして呼ぶことも可能である
。図５に多層膜と屈折率傾斜薄膜の電子顕微鏡写真の模式図を示す。図５（ａ）は多層膜
の膜厚方向断面の模式図であり、図５（ｂ）が屈折率傾斜薄膜の断面の模式図である。例
えば、色の濃い部分がＳｉＯ２で、色の薄い（白抜き）部分がＮｂ２Ｏ５とすると多層膜
は、膜の界面が明確に分かれているのに対して、屈折率傾斜薄膜は、多層膜と異なり、膜
の界面が明確に分かれていない。また、屈折率傾斜薄膜の屈折率変化の大きい部分ではコ
ントラストが強くなる。
【００５４】
　また、深さ方向分析によって得られた結果を、縦軸に濃度（強度）、横軸に深さ（膜厚
など対応するパラメーター）を取ったプロットをデプス・プロファイルという。
【００５５】
　測定試料の表面から内側に向かって組成分布を調べる深さ方向分析において、ミクロン
オーダー以下の分析には加速イオンを用いて表面を削り取りながら分析する手法が良く用
いられる。この方法はイオンスパッタリング法と呼ばれ、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）や
オージェ電子分光法（ＡＥＳまたはＥＳＣＡ）などとして知られており、基板表面に層を
形成した構造を持った光学部品や電子部品、機能材料の評価に多く用いられている。
【００５６】
　これらのＸ線光電子分光法では、超高真空中で試料にＸ線を照射し、放出される電子（
光電子）を検出する。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するもので
あり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析
を行う事が可能である。このように屈折率傾斜薄膜中の膜厚方向における組成の変化を評
価し、デプス・プロファイルを得る事により、所望の屈折率分布を得る事ができているの
かを確かめる事が可能である。
【００５７】
　このような屈折率傾斜薄膜の設計手法は以前より各種様々な方法が検討されている。連
続的な変化とは異なり、階段状に徐々に屈折率が変化するステップ型の屈折率分布であっ
ても、この屈折率分布を調整する事で、連続的なインデックス変化を持たせた膜と、略同
様の光学特性を得る事も可能である事が判明している。しかし、反射低減などにおいては
、連続的な屈折率変化を持った方が、より理想的な特性を得る事ができる。さらに、薄膜
中で界面が無くなり前後の膜組成が非常に近くなる事から、膜の密着強度の向上や、環境
安定性の改善などの効果が現れる。このような観点からは、屈折率が連続的に変化する屈
折率分布を選択する方が良い。
【００５８】
　スパッタ法や蒸着法など、近年の成膜手法の発展により、屈折率の範囲は限定される事
があるものの、少なくてもその範囲内では任意の屈折率を得ることができる。例えばスパ
ッタ法においては、２種類の材料に対して同時に放電し、各材料の放電パワー、つまりタ
ーゲットへの投入パワーを変化させ、混合比を変える事で、２つの物質の間の屈折率を持
つ、中間屈折率材料を作製する事が可能である。また、混合する種類は２種類以上であっ
ても良い。
【００５９】
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　このようなスパッタ法の場合、１つの材料を低パワーとしていくと、放電が不安定にな
る場合がある。メタモードスパッタの場合は、反応モードになる場合がある。従って、２
物質間の全ての屈折率を実現する為には、例えばマスク法により成膜量をコントロールす
るなど、投入パワー以外の要素も並行して調整し、膜厚を制御する必要があるが、この場
合は、装置の機構や、制御が少なからず複雑化する。
【００６０】
　以上より、本実施例で用いたメタモードスパッタ法においては、放電を安定的に維持、
制御できる範囲内で屈折率を変化させた。
【００６１】
　本実施例においては、屈折率傾斜薄膜中の山谷を複数形成したような屈折率のプロファ
イルを形成する事も可能であるが、制御の容易性などを考慮して、複雑化しないよう必要
最低限の増減となるように設計した。
【００６２】
　また、基板と反射防止構造体の界面は、屈折率差が生じ易い。反射防止の観点から基板
と反射防止構造体に近い領域は、屈折率変化が緩やかな膜設計を行った。反射防止の観点
からは図１に示した概念図のように屈折率差をできるだけ生じさせないように設計するこ
とが好ましい。しかしながら、所望の吸収を得るためには、屈折率が高い領域が必要とな
る。そのため、屈折率傾斜薄膜は基板に近い方から屈折率が緩やかに上昇し、少なくとも
一点の変曲点を経て、反射防止構造体に向かって反射防止構造体の屈折率に緩やかに近づ
くことが好ましい。
【００６３】
　一方、基板と屈折率傾斜薄膜との界面、および屈折率傾斜薄膜と微細周期構造体との界
面においても、屈折率が異なるとその屈折率差に応じて反射が発生する。そこで、これら
の界面での反射が問題となる場合は、屈折率差は出来るだけ小さくする事が望ましい。本
実施例では、屈折率傾斜薄膜の成膜開始直後と成膜終了間際でのＳｉＯ２とＮｂＯｘとの
レート比を調整する事で、２つの界面での屈折率差をそれぞれで０．０５以下となるよう
に調整した。また、屈折率傾斜薄膜１２の膜厚は２００ｎｍとなるように調整した。屈折
率傾斜薄膜の膜厚は、薄い方が基板から反射防止構造体までの屈折率の変化率が急峻にな
る。そのため、反射防止の観点からは、膜厚が厚い方が好ましい。反射をより低減する必
要がある場合は、４００ｎｍ程度までに厚くする事で対応できる。
【００６４】
　＜反射防止構造体について＞
　屈折率傾斜薄膜１２の形成後、ＵＶ硬化性樹脂を用いた光ナノインプリント法により、
屈折率傾斜薄膜１２上に、反射防止効果を持つサブミクロンピッチの微細構造体としての
微細周期構造体１５１と１５２を形成した。
【００６５】
　微細周期構造体は、近年の微細加工技術の向上とともに作製されるようになってきた。
このような構造体の１つである、反射防止効果を持つ微細周期構造体は、モス・アイ構造
体などと呼ぶことも可能である。構造体の形状を擬似的に屈折率の変化が連続的となる形
状とする事で、物質間の屈折率差に起因した反射の低減を図ったものである。
【００６６】
　図６は、基板上にピラーアレイ状に円錐体が配置された、反射防止効果を持つ微細周期
構造体の概略例を示す上方向からの斜視図である。これと同様にホールアレイ状に配置し
た微細周期構造体の形成も可能である。このような構造体は、真空成膜法などで薄膜を単
層、または複数層積層する事により作製する反射防止膜とは別の構造として、例えば物質
表面などに生成される事が多い。
【００６７】
　このような微細周期構造体の作製に関しては、様々な方法が提案されているが、本実施
例ではＵＶ硬化性樹脂を用いた光ナノインプリント法を用いた。
【００６８】
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　本実施例における微細周期構造体は図６のように円錐体を周期的に配置したピラーアレ
イ状とした。ＮＤフィルタの用途を考慮し、少なくても可視波長領域の反射率は低減でき
る構造となるように、高さ３５０ｎｍ、周期２５０ｎｍとなるように設計した。さらに、
突起構造体のマトリックス状の配列に関して、図７（ａ）の平面図で示すように正方配列
や、図７（ｂ）の平面図で示すように三方（六方）配列などが考えられる。三方配列の方
が基板材料の露出面が少ない事などから、反射防止効果が高いと言われている。従って、
本実施例では三方配列のピラーアレイとした。
【００６９】
　先に設計された形状を反転させたホールアレイ形状を持つモールドとしての石英基板に
、ＵＶ硬化性樹脂を適量滴下した。その後、インプリントを施す基板に石英モールドを押
し付けた状態でＵＶ光を照射する事で樹脂を硬化させ、サブミクロンピッチのピラーアレ
イ状の微細周期構造体１５１、１５２を作製した。各種のＵＶ硬化性樹脂を用いることが
できるが、ここでは、硬化後の屈折率を１．５０に調整したＰＡＫ－０１（商品名：東洋
合成製）を用いた。
【００７０】
　ここで、屈折率傾斜薄膜と微細周期構造体との密着性を向上させるために、プライマー
処理を行い、屈折率傾斜薄膜上と微細周期構造体との間に密着層を設けた。プライマー液
としては、界面活性剤である信越化学社製のＫＢＭ－５０３（商品名）をベースに、ＩＰ
Ａ（イソプロピルアルコール）や硝酸を適量加え、塗工後の硬化した密着層の屈折率が１
．４５となるように調整したものを用いた。これを、０．２μｍのＰＴＦＥ（ポリテトラ
フルオロエチレン）フィルタを介し屈折率傾斜薄膜上に滴下し、スピンコートにより極薄
膜となるように塗工した後、１２０℃１０分間の乾燥処理をおこなって密着層を形成した
。更に密着力を強化する必要がある場合は、前述のプライマー液の成分に更にＴＥＯＳ（
オルトケイ酸テトラエチル）などを加えても良い。また、プライマー液をより均一に塗工
する為に、プライマー液塗工前に、基板にはＵＶオゾンによる親水化処理を施す事がより
好ましい。さらに、基板両面に形成する場合は、濃度を適宜調整し、ディップコートによ
り塗工しても良いし、スピンコートで片面塗工した後に基板の表裏を変え、もう一方の面
を再度スピンコートで塗工しても良いが、本実施例では後者を選択した。密着層と隣接す
る構造体との屈折率差も０．０５以内とすることが好ましい。
【００７１】
　ここで、ＮＤフィルタのように可視波長全域に吸収を持つフィルタの場合、紫外域にも
吸収を持っている場合が多い。従って、使用するＵＶ光の波長によっては、フィルタの基
板側から光を照射した場合、ＮＤフィルタがその光の少なくとも一部を吸収してしまい、
十分な光が樹脂まで届かない場合がある。従って、そのような場合はモールド側からＵＶ
光を照射する必要があり、必要なＵＶ光の波長を十分に透過する材質のモールドを選択す
る必要がある。
【００７２】
　更に、光ナノインプリントのプロセスを考慮すると、基板１３の片面にインプリントを
施し、その後もう一方の面にインプリントすると、最初に形成した微細周期構造体に欠け
やクラックなどのダメージを与えてしまう事が想定される。従って、基板両面にそれぞれ
インプリント用のモールドを配置し、両面同時に光ナノインプリントを実施する手法を選
択した。この場合、ＵＶ光源も基板両面に２つ配置することで生産性を高めることができ
る。
【００７３】
　＜光学フィルタの特性＞
　以上によって作製されたＮＤフィルタの、分光反射率特性、及び分光透過率特性が図８
である。濃度は約０．３５～０．５０程度であり、可視波長領域において反射率が０．４
％以下になっている。本構成により、非常に低い反射率を実現できた。測定には、分光光
度計(Ｕ４１００（株）日立ハイテクノロジーズ社製)を用いた。
【００７４】
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　また、スパッタ法を用いることで、蒸着法などと比べて、密度の高い薄膜を安定的に形
成することができる。
【００７５】
　また、本実施例において、屈折率の制御に酸化物を用いたが窒化物でも良く屈折率傾斜
薄膜として、連続的、周期的に屈折率が変化すれば各種の化合物を用いることができる。
【００７６】
　また、基板と屈折率傾斜薄膜との間、及び／または屈折率傾斜薄膜と微細周期構造体の
間に、バッファ層を設けて、密着性や耐久性を改善することなども可能である。その場合
はバッファ層を考慮した設計を行えば良い。バッファ層の屈折率は、これに隣接する基板
または微細周期構造体と同じ、あるいは屈折率差を近接させる、好ましくはこれらの屈折
率差を０．０５以下とする。
【００７７】
　バッファ層として密着層を設ける場合における密着層形成用の材料としては、シランカ
ップリング剤の他には、Ｃｒ、Ｔｉ、ＴｉＯｘ、ＴｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＡｌＯ
ｘ、ＳｉＯｘＮｙなどの無機材料や各種の有機材料が挙げられる。密着性を高める層の材
質に応じて公知の材料から密着層形成用の材料を適宜選択して用いることができる。密着
層の膜厚は、目的とするフィルタの光学的機能及び密着性が得られるように設定すればよ
い。密着層は、例えば１０ｎｍ以下の薄膜として形成してもよい。
【００７８】
　（実施例２）
　図９のように基板両面に屈折率傾斜薄膜を形成したフィルタの作製について以下に記載
する。
【００７９】
　ＮＤフィルタの他の構造として図９に示した構造を挙げることができる。この図９に示
すＮＤフィルタは、基板２３の片面（表の面）側に屈折率傾斜薄膜２２１を配置し、屈折
率傾斜薄膜２２１上に反射防止構造体２１１を配置した後、基板２３の裏面側にも同様に
屈折率傾斜薄膜２２２（他の屈折率傾斜薄膜）と反射防止構造体２１２を配置した。ＮＤ
フィルタ２４における所望の波長領域に所望の吸収を持つ機能は、屈折率傾斜薄膜２２１
、２２２の両方に持たせた。場合によっては屈折率傾斜薄膜２２１と２２２のどちらか一
方のみであっても同様の特性を得る事は可能である。このような反射防止構造体２１１、
２１２としては、図１０（ａ）及び（ｂ）中に示したように、反射防止効果を持つ微細周
期構造体２５１、２５２や、単層、若しくは複数層の薄膜で形成された反射防止膜２６１
、２６２を用いた構成が挙げられる。更に、図１０（ｃ）中に示したように、微細周期構
造体２５と反射防止膜２６を併用した構成が挙げられる。
【００８０】
　本発明では、図１０（ａ）及び（ｃ）に示す構成が採用される。従って、図１０（ｂ）
に示す構成は参考例である。図１０（ａ）及び（ｃ）中でも、反射低減の観点からは図１
０（ａ）に示したような構成にする事がより望ましい。従って、本実施例では図１０（ａ
）のように、反射防止構造体として、基板２３の両側の面で微細周期構造体２５１、２５
２を形成した。
【００８１】
　ＮＤフィルタ２４を形成する基板２３には、屈折率が１．８１の厚さ１．０ｍｍのＳＦ
Ｌ－６ガラスを使用した。
【００８２】
　実施例１と同様に、まずは基板２３上の片面側に、屈折率傾斜薄膜２２１を、メタモー
ドスパッタ法により、ＳｉＯ２とＴｉＯｘ膜の成膜レートを調整しながら、この２種類を
混合させ、屈折率を膜厚方向で連続的に変化させる事で、所望の吸収特性を得るように調
整し作製した。その後、基板の表裏を変えて、再度同様にＳｉＯ２とＴｉＯｘの混合膜で
ある屈折率傾斜薄膜２２２を作製した。また屈折率傾斜薄膜２２１、２２２の膜厚は２０
０ｎｍとなるように調節した。
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【００８３】
　また、膜厚方向に屈折率を連続的に変化させる事に加え、ＴｉＯｘのｘを膜厚方向で変
化させ、消衰係数も変化させる事で、屈折率傾斜薄膜２２１、２２２中の吸収特性を調整
した。屈折率傾斜薄膜２２１は、可視波長領域の分光透過特性が長波長側になるにつれて
高くなるようにＴｉ２Ｏ３を多く含むように作成し、屈折率傾斜薄膜２２２は、可視波長
領域の分光透過特性が長波長側になるにつれて低くなるようにＴｉＯを多く含むように作
成した。つまり可視波長領域である４００ｎｍ～７００ｎｍにおける分光透過特性が、両
面の屈折率傾斜薄膜総体として分散が小さい平坦な特性となるように膜設計を行った。
【００８４】
　本実施例では図４で示したスパッタ装置を用い、スパッタ領域５４にＳｉターゲット、
スパッタ領域５５にＴｉターゲットを配置し、反応領域５７には酸素を導入した構成で屈
折率傾斜薄膜を形成した。基板搬送装置５２に固定された基板５１を高速回転させ、スパ
ッタ領域５４、５５において、基板５１上にＳｉとＴｉの極薄膜を形成した後、反応領域
５７でＳｉとＴｉの極薄膜を酸化させる。これにより、ＳｉとＴｉの酸化膜を形成し、こ
の動作を繰り返す事でＳｉ酸化膜とＴｉ酸化膜の混合膜を作製した。さらに、各スパッタ
領域でのスパッタレートや酸化レートを、成膜中に連続的に変化させる事で、膜厚方向に
おいて連続的に屈折率が変化する屈折率傾斜薄膜を形成した。また、ＳｉＯ２とＴｉＯｘ
のそれぞれ単独での成膜条件を基に、ＳｉとＴｉのスパッタレート、及び酸化レートを制
御する事で、ＳｉＯ２とＴｉＯｘ相当となる混合膜を作製する事も可能である。また、Ｓ
ｉＯ２膜単体の屈折率からＴｉＯｘ膜単体の屈折率まで、屈折率を連続的に変化させる場
合には、投入パワーを低くすると放電が不安定になる事がある為、酸化レートの制御時に
、投入電力の制御だけではなくカソード上設けたマスク機構を併用した。
【００８５】
　その後、基板両面に形成された屈折率傾斜薄膜上にＵＶ硬化性樹脂を用いた光ナノイン
プリント法により反射防止効果を持つサブミクロンピッチの微細周期構造体２５１、２５
２を形成した。実施例１と同様の理由から、本実施例においても、ＮＤ膜を形成した基板
両面にそれぞれインプリント用のモールドを配置し、両面同時に光ナノインプリントを実
施した。ここで、実施例１と同様に、屈折率傾斜薄膜と微細周期構造体との密着性を向上
させるために、プライマー処理を行い、屈折率傾斜薄膜上と微細周期構造体との間に密着
層を設けた。
【００８６】
　以上によって作製されたＮＤフィルタの分光反射率特性、及び分光透過率特性が図１１
である。濃度は約０．３０～０．３５程度であり、可視波長領域において反射率が約０．
４％以下になっている。本構成により、非常に低い反射率を実現できた。測定には、分光
光度計(Ｕ４１００（株）日立ハイテクノロジーズ社製)を用いた。
【００８７】
　以上のように、本発明にかかる反射防止構造の製造方法としては、基板上に屈折率傾斜
薄膜を設ける工程と、前記屈折率傾斜薄膜上に、反射防止構造体を設ける工程とを有し、
前記屈折率傾斜薄膜を２種以上の材料を用いた成膜法によりこれらの材料の混合比を変化
させ、膜厚方向に屈折率を連続的に変化させて形成することを特徴とする製造方法を用い
ることができる。
【００８８】
　上記の成膜法としては、各種のスパッタ法及び各種の蒸着法が利用でき、中でもメタモ
ードスパッタ法を好適に用いることができる。上述の実施例１、２ではメタモードスパッ
タ法によりＳｉＯ2とＮｂＯｘまたはＴｉＯｘの混合膜を作製し、膜厚方向でその混合比
率を変える事で連続的な屈折率を持つ傾斜薄膜を形成した。これに限らず、ＴａＯｘ、Ｚ
ｒＯｘ、ＡｌＯｘ、ＭｏＳｉＯｘ、ＭｏＯｘ、ＷＯｘなど、様々な金属または半金属の酸
化物の材料を使用する事が可能である。前述したような屈折率傾斜薄膜と界面をなす構造
体の屈折率などの関係から、必要とされる屈折率を実現できる材料であれば良く、プロセ
ス上の制約などを考慮し、時々で最適な材料を選択すれば良い。また、３種類以上の金属
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または半金属の元素を含んだ材料を組合せても良い。３種類以上の材料を組み合わせると
安定的に屈折率を傾斜させることが可能となり、吸収の低減など消衰係数の調整も行い易
くなり設計の自由度が広がる。この際、酸化物に限らず窒化物でも同様に設計の自由度を
広げることができる。
【００８９】
　さらに、反応性蒸着などを用いる場合は、その導入ガスを制御し、屈折率や消衰係数を
制御する事で傾斜薄膜を形成する事も可能である。膜厚方向で傾斜薄膜中の一部に吸収を
持たせる構成でも良いし、全体的に吸収を持ちつつ屈折率を連続的に変化させても良い。
成膜手法もメタモードスパッタ法だけに限らず、他のスパッタ法や、各種の蒸着法などで
も良い。
【００９０】
　本実施例のように形成された屈折率傾斜薄膜は、高密度の膜となり膜応力が問題となる
事がある。その場合は本実施例のように、剛性の高いガラスなどの基板を用いると膜応力
による反りなどの不具合を低減できる。また、屈折率傾斜薄膜を基板の両面に設けること
で、それぞれの膜応力を打ち消しあい安定した光学フィルタを製造することができる。特
に、本実施例に用いた基板の両面に屈折率傾斜薄膜、微細周期構造体を設ける構成は、膜
応力に対する基板の安定性を得られる。加えて、微細周期構造体を両面から光ナノインプ
リントにより反射防止構造体を一連の連続または同時の工程で形成することができるため
生産性に優れる。
【００９１】
　また、基板と屈折率傾斜薄膜との間、屈折率傾斜薄膜と微細周期構造体の間、及び屈折
率傾斜薄膜と反射防止構造体との間の少なくとも１箇所に、バッファ層を設けて、密着性
や耐久性を改善することも可能である。その場合はバッファ層を考慮した設計を行えば良
い。バッファ層の屈折率は、これに隣接する基板または微細周期構造体と同じ、あるいは
屈折率差を近接させる、好ましくはこれらの屈折率差を０．０５以下とする。
【００９２】
　バッファ層として密着層を設ける場合における密着層形成用の材料としては、シランカ
ップリング剤の他には、Ｃｒ、Ｔｉ、ＴｉＯｘ、ＴｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＡｌＯ
ｘ、ＳｉＯｘＮｙなどの無機材料や各種の有機材料が挙げられる。密着性を高める層の材
質に応じて公知の材料から密着層形成用の材料を適宜選択して用いることができる。密着
層の膜厚は、目的とするフィルタの光学的機能及び密着性が得られるように設定すればよ
い。密着層は、例えば１０ｎｍ以下の薄膜として形成してもよい。
【００９３】
　（実施例３）
　図１２に光量絞り装置を示す。ビデオカメラあるいはデジタルスチルカメラ等の撮影光
学系に使用するに適した光量絞り装置の絞りは、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサと言った固体撮
像素子への入射光量を制御するために設けられているものである。被写界が明るくなるに
つれ、絞り羽根３１を制御し、より小さく絞り込まれていく構造になっている。このとき
、小絞り状態時に発生する像性能の劣化に対する対策として、絞りの近傍にＮＤフィルタ
３４を配置し、被写界の明るさが同一であっても、絞りの開口をより大きくできる構造に
している。入射光がこの光量絞り装置３３を通過し、固体撮像素子（不図示）に到達する
事で電気的な信号に変換され画像が形成される。
【００９４】
　この絞り装置３３内の例えばＮＤフィルタ３４の位置に、実施例１や実施例２で作製さ
れたＮＤフィルタを配置する。ただし、配置場所はこれに限らず、絞り羽根支持板３２に
固定するように配置する事も可能である。
【００９５】
　これにより作製された光量絞り装置３３は、フィルタの反射に起因したゴーストなどの
不具合を著しく低減する事ができる。
【００９６】
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　これに限らず、他の光学装置であっても、実施例１や実施例２で作製されたような反射
率を著しく低減した光学フィルタを用いることで、フィルタの反射に起因した装置上の不
具合を著しく低減する事が可能である。
【００９７】
　（他の実施例）
　実施例１、２で記載したＮＤフィルタ以外の光学フィルタにおいても、同様の効果を期
待でき、例えば撮像素子やポスターなど対象物を保護するようなフィルタには、所望とす
る波長領域の反射を低減する為の反射防止の保護フィルムや保護板として応用可能である
。タッチパネル等に設けられる保護板に用いることで、表示部の視認性を向上させた電子
機器とすることができる。また吸収を持つタイプの光学フィルタであれば例えばカラーフ
ィルタやＩＲカットフィルタ、蛍光フィルタなど、様々なバンドパスフィルタ、エッジフ
ィルタなどに応用する事が可能である。これらの光学フィルタに本発明を適用する事で、
反射率を低減する事が可能となる。また、これらの光学フィルタを搭載する事で、前述の
不具合を改善した各種の光学装置を得る事が可能となる。
【符号の説明】
【００９８】
１１１、１１２、２１１、２１２．反射防止構造体
１２、２２１、２２２．屈折率傾斜薄膜
１３、２３．基板
１５、１５１、１５２、２５１、２５２．微細周期構造体
１６、１６１、１６２．反射防止膜
３１．絞り羽根
３２．絞り羽根支持板
３３．光量絞り装置
３４．ＮＤフィルタ
【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成24年9月14日(2012.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性を有する基板と、
前記基板上に設けられた膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜とを備え、
　前記屈折率傾斜薄膜の上には、可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を設けてな
ることを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２】
　前記屈折率傾斜薄膜は、
前記基板の屈折率と前記微細構造体を構成する材料の屈折率との屈折率差を低減するよう
に膜厚方向に屈折率変化することを特徴とする請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項３】
　前記基板の前記微細構造体側とは反対側の面上に、反射防止構造体を備えたことを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の光学フィルタ。
【請求項４】
　前記基板の前記微細構造体側とは反対側の面上に、前記反射防止構造体の屈折率と前記
基板の屈折率との屈折率差を低減するように膜厚方向に屈折率変化する他の屈折率傾斜薄
膜を設け、前記反射防止構造体は、前記他の屈折率傾斜薄膜の上に設けたことを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の光学フィルタ。
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【請求項５】
　前記反射防止構造体は、可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を備えることを特
徴とする請求項３または請求項４に記載の光学フィルタ。
【請求項６】
　前記屈折率傾斜薄膜が３種類以上の元素から構成されている事を特徴とする請求項１～
３のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項７】
　前記屈折率傾斜薄膜の基板側の屈折率変化の終点と前記基板との屈折率差は、０．０５
より小さいことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項８】
　前記微細構造体は、可視光の波長よりも短いピッチの周期構造を有すること特徴とする
請求項１～７のいずれか一項に記載の光学フィルタ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の光学フィルタを撮影光学系に用いたことを特徴と
する光学機器。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の光学フィルタを表示部に用いたことを特徴とする
電子機器。
【請求項１１】
　光透過性を有する基板上に設けられ、膜厚方向に屈折率変化する屈折率傾斜薄膜と
前記屈折率傾斜薄膜上に微細構造体を密着させる密着層とを備え、
前記屈折率傾斜薄膜の上には、前記密着層を介して、
可視光の波長よりも短いピッチの微細構造体を設けてなることを特徴とする反射防止複合
体。
【請求項１２】
　前記屈折率傾斜薄膜の前記微細構造体側には、
前記膜厚方向に前記微細構造体側へ向かって前記微細構造体を構成する材料の屈折率に近
づくように屈折率変化する部分を有することを特徴とする請求項１１に記載の反射防止複
合体。
【請求項１３】
　前記密着層と前記微細構造体を構成する材料との屈折率差、及び、前記密着層と前記屈
折率傾斜薄膜の前記密着層と隣接する部分の屈折率差が０．０５以内であることを特徴と
する請求項１１または請求項１２に記載の反射防止複合体。
【請求項１４】
　光透過性の基板を備え、
前記屈折率傾斜薄膜は、
前記基板の屈折率と前記微細構造体を構成する材料の屈折率との屈折率差を低減するよう
に膜厚方向に屈折率変化することを特徴とする請求項１１～１３のいずれか一項に記載の
反射防止複合体。
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