. feature
非球面

IR 非球面の設計に影響を与える
製造方法の選択

グレゴリー・ファレス

非球面向けの赤外光学材料の選択は、それがどのように加工できるか決定す

る。これは言い換えれば、色消しのための回折格子面の付加などといった、

設計の選択の自由度を決定するということである。
光学設計への非球面部品の採用は、

ますます増加している。以前は超精密
な（言い換えれば非常に高価な）
光学系

旋削、金型成形およびサブアパーチャ研

射防止膜を使用すれば解決できる）が、

の利点と欠点の理解が重要になる。設

能になる。高 NA は光の捕集率を向上

りでなく材料の選択肢も大きく増えた

性能と小さなスポットサイズを確保で

磨、磁性レオロジー仕上げが含まれる）

高い開口数（ NA ）のレンズの設計が可

だけに使われていた非球面は、現在あ

計者にとって幸いなことは、加工法ばか

とは、加工法や計測法、材料さらに計

ため、妥協する必要は少なくなり、より

きる。しかしながら、このような高 NA

エアまでさまざまな技術の開発と進歩

なったことだ。また、もっとも重要なこ

に IR の場合、高 NA レンズでは受光角

非球面素子が球面素子と同様に広く使

何学形状を加工できることにある。

らゆる光学系に使われている。このこ

算機の能力や光学モデリングソフトウ

によるところが大きい。この状況は、
われている赤外（ IR ）光学系の設計に

コスト効果のある部品の設計が可能に

とは、数年前は想像もできなかった幾

も見ることができる。しかし、IR 光学

IR 材料の特性

の分野に移行すると、非球面の利用に

ら差別化する、いくつかの複雑さを分析

非球面を製作する加工法を決定する

工に使用する材料は非常に低い光分散

系が政府資金による発展から商業用途
はさまざまな配慮が必要になった。

ためには、まず材料の選択が重要にな
加工法（シングルポイントダイヤモンド
表1

が広くなる。

受光角が広くなると、表面形状と仕

上げ形状との差が大きくなり、散乱が起

きて、光学系の画質に影響を与える（1）。

表面粗さの観点から言うと、散乱光の

してみよう。全般的に、IR の非球面加

であり、偏向角は空間周期が短いほど

者はこれらの利点を賢明に利用できる。
高い屈折率は透過光量を制約する（反

角度は回折方程式を用いた計算が可能
大きくなる。同様に、散乱の振幅も容

易に計算できる。幸いなことに、高屈
折率の材料と長い波長との組み合わせ
は散乱に対する感度が驚くほど低い

（表 1 ）
。例えば、4μｍ用に設計した二
枚のゲルマニウム（ Ge ）素子からなる

理論計算した光学系の散乱損失。

光学系は、表面粗さの仕様が 5nm の

素子数
表面粗さ（ nm ） 表面当たりの散乱
（%）

レンズの動作には難しさもある。とく

まず IR の非球面を可視光の非球面か

と非常に高い屈折率を示すため、設計

る。したがって、設計過程では各種の

させ、非球面の場合は回折限界の集光

1（ % ）

2（ % ）

5（ % ）

10（ % ）

0.1

0.00002

0.00004

0.0002

0.002

0.04

0.5

0.0006

0.001

0.004

0.04

0.89

1

0.002

0.004

0.02

0.18

3.56

2

0.009

0.018

0.07

0.71

14.24

5

0.06

0.11

0.45

4.45

89.00

10

0.22

0.45

1.78

17.80

25

1.39

2.78

11.13

50

5.56

11.13

44.50

場合、散乱による全損失は 0.7% をわ
ずかに超える程度に収まる。

IR では表面格子が広く利用されてい

る。この回折機構は興味深い負の分散

を示す。つまり、非球面上に回折格子を
導入すると、色収差の補正が可能にな

る。散乱に対する低い感度と Ge やセ
レン化亜鉛などの一般の IR 材料との

組み合わせは、この色収差の補正が単

一素子の非球面上で比較的容易にでき
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ることを意味している。例えば、25mm

mm の開口の場合、その可視光スペク

なければならない。このような非球面

た Ge の非球面が 3 〜 5μｍの波長用に

リングが必要になる。

ド旋削（ SPDT ）、サブアパーチャ研磨、

トルの色収差の補正には 425 本の回折

の開口と 0.63 の NA をもつ色補正され

設計されている（表 2、図1）
。色収差の

精密金型成形の三種類の方法がある。

完全な補正には 17 本の回折リングが

加工法

を用いて設計された同様の非球面で 25

とき、設計者は非球面の加工法を決め

必要になる。Zeonex E48R（ n d＝1.531）

表2

加工にはシングルポイントダイヤモン

道具箱のなかから追加の工具を使う

シングルポイントダイヤモンド旋削

は非球面加工法として 30 年以上の歴史

があり、1970 年代に、IR 暗視装置の用
途に初めて使われた。一般のコンピュ

ータ数値制御（ CNC ）SPDT 旋盤は、マ

付加する色収差補正の比較。

イクロメートルレベルの加工品質を確

色収差補正のためのリング数
開口
（ mm ）

焦点距離
（ mm ）

開口数
（ NA ）

ゲルマニウム
（ 3 〜 5μ ｍ）

Zeonex E48R
（ 0.4 〜 0.7μm ）

25.0

20.0

0.63

17

425

25.0

25.0

0.50

15

306

25.0

30.0

0.42

12

254

25.0

40.0

0.31

9

182

25.0

50.0

0.25

7

148

保するために、堅牢な基盤上に据付け

られ、空気サスペンションで支持され
る。旋削工具は電気モータと圧電アク

チュエータの組み合わせを用いて、ピ

コメートルの精度で移動する。機械加

工される部品は空気チャックに取り付

けられ、人手とマイクロメータを用いて
心出しが行われ、CAD モデルから生

成される座標リストを用いて加工され

る。最終の表面仕上げは深さが減少し
ていく旋削経路で行われる。

制御、フィードバック、駆動システム

などの技術が進歩した今日のシングル

ポイントダイヤモンド旋削装置は見事な
光学品質を確保できる。今日の最新の

装置は、100nm オーダのピーク・ツー・
バレーの表面形状と 2nm オーダの表面

テクスチャをもつ部品を生産できる。

SPDTは光学特性ばかりでなく、いくつ

かの機械的利点も得られる。その最大

の利点は、エッジも非球面と同時に旋削
され、機械軸と光学軸の位置合わせが

保証されることにある。したがって、
精密心出しや「かみ合わせる」構造が

必要な光学系の場合は、ダイヤモンド
旋削による表面が最適になる。

ダイヤモンド旋削の大きな課題は材

料選択にある。一般に、鉄はダイヤモ
図 1 加工の立場から言うと、IR 非球面への色収差の補正の付加は可視スペクトル領域の動作用
に設計した部品への付加よりもかなり易しい。この写真は Ge 非球面レンズの例を示している。
その色収差が 17 本の同心回折リングを用いて補正されている。Zeonex E48R を使用して同様
のレンズを可視スペクトル用に設計する場合は 425 本の回折リングが必要になる。
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ンド旋削工具中の炭素と化学反応を起
こし、短い切断長でも工具が損傷して

切れ味が悪くなるため、機械加工は難
しい。シリコンやケイ酸塩ガラス、ベ

リリウム、鋼などの鉄系材料の光学設

ヴィトロン・スペティアルヴェルケスト

討しなければならない。しかしながら、

が市販している少数の材料から選択し

計が必要になる場合は、代替技術を検

ッフェ 社（ Vitron Spezialwerkstoﬀe ）

アルミニウム、金、黄銅、ゲルマニウム、

なければならない。幸いなことに、金

ウム、ヒ化ガリウムなどの非鉄系の合

の性能の分析と新しい材料の系統化の

硫化亜鉛、セレン化亜鉛、フッ化カルシ
金の多くと各種プラスチックは、ダイ
ヤモンド旋削が適している。

もう 1 つの IR 非球面加工技術として

型成形の可能なカルゴゲナイドガラス
ための研究が活発に行われている。

金型成形のもう1つの問題は、現在の

加工寸法が工程の制約を受けることに

精密金型成形もあるが、シングルポイ

ある。最新の加工装置は75mmまでの直

な技術になる。IR の金型成形は最新

配には考慮すべき実用上の問題があり、

ていない。したがって、設計者が検討

以上のサイズを維持する必要がある。

ントダイヤモンド旋削が決定的に重要
の技術であるため、ほとんど利用され
の対象とするには至っていない。

径を成形できるが、加熱と冷却の温度勾

プリフォームの幾何学形状は数十 mm
非常に複雑な幾何学形状やより大き

金型成形には多くの利点がある。そ

な光学系の場合は、サブアパーチャ研

ストと生産量の拡張性を持つことにあ

一般にダイヤモンド旋削と金型成形に

の最大の利点は大量生産に合わせたコ

る。確かに、数個取り金型はレンズを

磨が最適の方法になると考えられる。
よる非球面は回転対称性の制約を受け

非常に高速なプレス加工で複製でき、

るが、サブアパーチャ研磨は自由形状

大量の非球面を量産する場合は、ダイ

術はシングル CNC 制御スピンドルに取

ても、金型成形が最適の選択になる。

接触面積をもつ工具をレンズの中心か

光学品質はわずかな低下に収まるため、
ヤモンド旋削や研磨などの技術に比べ
しかしながら、現在の金型成形技術は

の非球面を扱うことができる。この技

付けたレンズを高速で回転させ、狭い
らエッジへ移動しながら非球面を研磨

レンズ材料の約 800℃以下の転移温度

する。研磨工具の位置を精密制御する

になるため、広く使われている赤外材

なる。現在、実用化されている標準の

（ T g ）が必要で、理想的には 400℃以下
料の多くは対象にはならない。

アッベのダイヤグラムに準拠した材

料の選択が難しいことは IR 金型成形

ことで、レンズの非球面研磨が可能に
装置は、形状に依存して 100nm オー

ダの精度が得られる。

さらなる補正は表面の磁性レオロジ

の大きな欠点になっている。今日の光

ー仕上げを行うことで可能になる。こ

ス 社（ Amorphous Materials ）の 各 種

に応用することができ、実際に、利用

学設計者は米アモルファスマテリアル
AMTIR ガラス、米 IR フォトニクス社

（ IRphotonics ）の UVIR 材料および独

の技術はほとんどすべての材料の研磨
可能なすべてのガラス、IR 結晶材料お
よびセラミックに使われている。
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