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要

旨
近年，世界的な安全意識の高まりからセキュリティ関連

本稿では，３枚の反射鏡を三次元的に配置することで広

技術が注目され，社会の安全安心を支えるインフラとして

角化と低Fナンバー（注1）化を実現するイメージャ用の反射

サーマルイメージャの需要が高まっている。建造物への不

光学系設計技術について述べる。この設計技術は次の３技

審者の侵入検知や船舶の安全運行のための海上監視，夜間

術をコアとして開発した。

車両運転時の視認性向上を目的としたナイトビジョンシス

盧

三次元構造の低次元化によるミラー配置の最適化

テム，さらにSARS（重傷急性呼吸器症候群）や新型インフ

盪

偏心収差（注2）解析／低減手法の確立

ルエンザの流入を水際で防止するため空港に導入されたス

蘯

クリーニング装置など，適用分野が拡大している。
これまで，サーマルイメージャの光学系にはゲルマニウ

公差解析に基づいた調整機構の決定
この技術を適用して実際に反射光学系を設計し，サーマ

ルイメージャと組み合わせていった撮像実験の結果も述べ

ムレンズなどの特殊なレンズが使用されており，製品コス

る。試作光学系はFナンバー２でありながら画角30°×24°

トを押し上げる一要因になっていた。一方，大型の天体望

という従来にない広い視野角を実現し，日本光学会 光設

遠鏡などに用いられている反射光学系はコスト面で優れる

計研究グループの光設計優秀賞（2009年度）を受賞した。

が，サーマルイメージャに使用する場合，広角化と低Fナ

（注１） 光学系の焦点距離を開口径で割った値。Fナンバーが小さい
光学系ほど多くの光を集めることができる。
（注２） ミラーが本来の位置と外れて配置されることによって発生
する像のボケや歪
（ひず）
み。

ンバー化の両立がキーとなる。

超広角反射光学系の設計技術を適用した光学系の試作例
超広角反射光学系の設計技術を適用してサーマルイメージャ用に設計した光学系の試作例である。右方から入射した光線が光学系の中を時計
回りに渦を描くような光路で伝搬し，上方の像面上に結像する。画角30°
×24°
，F／2のこれまでに類を見ない広角化と低Fナンバー化の両立
を実現した。従来サーマルイメージャに用いられてきた高価なゲルマニウムレンズの置き換えによる光学系の低コスト化が期待される。
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ラーにおける中心主光線の３つの反射点を含む平面を 基

1．ま え が き

準面 と呼ぶ。

近年，世界的な安全意識の高まりからセキュリティ関連

光学系に入射する中心主光線と，光学系から射出する中

技術が注目され，社会の安全安心を支えるインフラとして

心主光線が，基準面に対して反対側にある構造に反射光学

サーマルイメージャの需要が高まっている。サーマルイメ

系を設定する。光線が光学系内部を渦を描くように伝搬す

ージャは熱画像を得る用途以外に，夜間に照明光なしで画

ることから，この構造を スパイラル構造 と名付ける。こ

像を得ることができるため，建造物への不審者の侵入検知

のように，スパイラル構造に光学系を設計することによっ

や船舶の安全運行のための海上監視，夜間車両運転時の視

て入射光線と射出光線は三次元的に反射鏡とは異なる方向

認性向上を目的としたナイトビジョンシステムへと用途を

を通ることになり，光線の遮蔽
（しゃへい）が起こりにくい

広げている。熱画像を得る用途でも，SARSや新型インフ

構成にすることができる。また，三次元構造の光学系は設

ルエンザの流入を水際で防止するため空港に導入されたス

計の自由度（パラメータ）が多いため，それによって光学系

クリーニング装置など，身近なセンシング技術になりつつ

の小型化や収差の低減を行うことができる。例えば，カセ

ある。

グレン光学系などの共軸光学系では反射鏡は常に同じ軸上
（1）

サーマルイメージャは1992年 に熱型赤外線検出器を集

にあるため，ミラー配置のパラメータは１面あたり１つだ

積した非冷却タイプのイメージセンサが発表されたことに

けであるが，スパイラル構造では三次元的に配置すること

よって，それまでの冷却タイプの量子型検出器を用いたイ

ができるようになるため，配置パラメータが１面あたり３

メージャと比べて，大幅な低コスト化が進んだ。一方，光

つに増加する。

学系にはゲルマニウムレンズなどの特殊なレンズが使用さ

一方で，スパイラル構造な光学系の設計・製造を難しく

れており， 製品コストを押し上げる一要因になっている。

している問題として

このため，光学系の低コスト化を目的とし，超広角反射光

盧

ミラーや光線の三次元的な位置の把握が必要

学系の設計技術の開発を行った。

盪

共軸構造より低次の収差が発生する

蘯

配置パラメータ増加による調整の複雑化

反射光学系はミラー表面にコートされた薄膜で光線を反
射するためミラー母材の材料に対する制約がなく，コスト

という点があげられる。これらの課題を克服するために開

面で優れるが，サーマルイメージャに使用する場合，広角

発した設計技術を次に述べる。

化と低Fナンバー化が必要となる。そこで，３枚の反射鏡

2. 2

三次元構造の低次元化

を スパイラル構造 と呼ぶ三次元配置を行うことで広角化

光学系の三次元配置を容易に把握するため，基準球とい

と低Fナンバー化が両立できる構造に考案し，次の３つの

う考え方を導入した
（図２）。基準球は各ミラー上での中心

技術をコアとした設計手法の開発を行った。

主光線の反射点を結んでできる三角形の外接円を大円とす

盧

三次元構造の低次元化によるミラー配置の最適化

る球として定義する。

盪

偏心収差解析／低減手法の確立

蘯

公差解析に基づいた調整機構の決定

基準球を用いることで反射鏡や光線の三次元的な相対関
係を二次元での相対関係に還元する。まず，図２に示すよ
うに，各ミラーを中心主光線の反射点で基準円に接し，半

2．設 計 手 法
2. 1

径がミラーの半径と等しい円領域で置き換える。次に，光

スパイラル構造

学系に入射する光束と光学系から射出する光束についても

まず，光学系の構造を表すために使用する言葉の定義を

同様に，中心主光線の基準球との交差点で接する円領域に

行う。 ここでは， 光学系の開口絞りの中心を通る光線を

置き換える。円領域の半径は光束が基準球と交差する断面

主光線 と表記し，主光線の中で像面の中心に結像するも
第3ミラー

。３枚のミ
のを 中心主光線 又は 光軸 と表記する
（図１）

入射光線

1.5
中心主光線(光軸)
第1ミラー

基準面

1
0.5 射出
光線
0
−0.5
−1

第2ミラー

第1ミラー

開口絞り

基準球面
第3ミラー

第2ミラー
像面

図１．スパイラル構造
32
（634）

−1
−0.5 0

0.5

1
0.5

0
−0.5
−1
1
1.5 −1.5

図２．基準球面の定義
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の半径を使用する。

モデルによって見積もった非点収差の大きさと，光線追跡

各ミラーは光学系中を伝搬する光線を遮らないように配

計算を行って非点収差を算出した結果を比較した例を示す。

置する必要がある。図２から基準球の中にはミラーはない

図から，非点収差が０となる点はモデルと光線追跡で一致

ため，基準球の中で光線遮蔽が起こることはない。ミラー

しており，今回導出したモデルが非点収差を相殺する設計

はすべて基準球上にあり，光線遮蔽は常に基準球上で起こ

を行うために使用できることが確認できた。

ることになる。したがって，基準球上でミラーと入射・射

2. 4

出光束を表す円領域に重なりがないように各配置を決める
ことで，光線遮蔽がない反射光学系を設定することができ

調整機構の決定

光学系の組立て工程で調整要素が少ないことは，実用上
重要である。

る。球面上の点は二次元座標で表されるため，光学系の三

スパイラル構造は配置パラメータが多いため効率的な調

次元構造は二次元の関係へと変えることができ，ミラーと

整が必要であり，ミラーの配置誤差に対する結像性能のシ

光束の位置把握が格段に容易になる。

ミュレーション解析に基づいた調整要素の最適化を行った。

2. 3

その結果，第2ミラーと第３ミラーの相対的な傾き公差が

偏心収差の低減手法

共軸構造の光学系では三次のザイデル収差（球面収差，

結像性能に対して最も感度が高く，第３ミラーに傾きの調

コマ収差，非点収差，像面湾曲，歪曲（わいきょく））が最

整要素を持たせることで公差条件を緩和できることが分か

低次数の収差となるのに対して，スパイラル構造では二次

った。このため，試作光学系として第３ミラーに傾き調整

（2）

の収差（偏心収差）が最低次数となり ，補正を行うべき収

機構をもつ鏡筒構造を採用した。
図４に第３ミラーに傾き調整機構がない光学系での結像

差の数が増加する。
スパイラル構造の光学系に発生する二次収差は像面上に

性能のモンテカルロ・シミュレーション結果を示す。公差

一様に発生する収差（ここでは 球面収差 という。）と，像

量として各面の並進0.05mm，傾き0.01°を設定した。この

高に応じて増加する収差
（非点収差），歪曲の３種類に分け

ときの結像性能は， 像ボケの増加量の指標となるM T F

ることができる。歪曲は被写体の像に歪みを与えるだけで

（Modulation Transfer Function）の低下率で0.1以下である。

像の先鋭さには影響を及ぼさない。また，取得後の画像に

一方，第３ミラーに調整機構を持たせ，公差量を各面の並

逆方向の歪曲を加える画像処理を行うことで補正を行うこ

進0.2mm，傾き0.2°を設定したときのシミュレーション結

とができるため，一般的に歪曲の低減は行う必要はない。

果を図５に示す。この条件でも図５と同様にMTF低下率

球面収差はミラー形状に円錐
（えんすい）曲面を使用する

を0.1以下に抑制することができており，第３ミラーに傾

ことで容易に除去することができる。円錐曲面の一方の焦

き調整機構を付加するだけで公差条件を著しく緩和できる

点から放射された光線は鏡面反射のあと他方の焦点に集光

ことが確認できた。

するという特性があり，円錐曲面のミラー焦点を連結して
1

非点収差の発生を抑制するため，非点収差の解析モデル
を導出した。円錐曲面に発生する非点収差は，円錐曲面の
対称面に平行な光線と垂直な光線とで像面の傾きが異なる
収差として現れることが知られている（3）。スパイラル構造

平均MTFの変化率

配置することで原理的に球面収差を除去することができる。

では像面の傾きの方向も回転して変化するため，非点収差

定することで非点収差の発生を抑制した。図３に導出した

0.8
0.7
0.6
0.5

の補正には像面の傾きの大きさと方向を別々にモデル化し，
それぞれを相殺するようにミラーの屈折力配分と配置を設

0.9

250サンプル

図４．結像性能のシミュレーション結果
（公差：並進0.05mm，傾き0.01°
，傾き調整なし）
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図３．非点収差モデルの検証
超広角反射光学系の設計技術・中野・松本・玉川
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図５．結像性能のシミュレーション結果
（公差：並進0.1mm，傾き0.2°，傾き調整あり）
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図６．試作光学系の光線図

a 第3ミラー

図８．加工金属鏡
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図９．試作光学系

図７．スポットダイアグラム

3．光学系の試作例
２章の設計手法に基づき，F／２，画角30°×24°のス
パイラル構造の光学系の設計を行った。 図６に光線図を，
図７に点像に対するRMS（Root Mean Square）直径を円の

図10．サーマルイメージャでの撮像例

直径で表したスポットダイアグラムを示す。RMS直径は

4．む

像面全体で光学系の焦点距離fの1/1000未満である。

す

び

設計光学系の試作による性能検証を行った。ミラーは高

３枚の反射鏡をスパイラル構造に三次元配置することで

精度金型加工技術を利用して，金属鏡で作成した
（図８）。

広角化と低Fナンバー化を実現する，イメージャ用の反射

ミラー形状を粗加工したステンレス材に無電解ニッケルコ

光学系設計技術について述べた。実際にF／２の光学系設

ートを施し，そのコート上に高精度な鏡面を切削加工した。

計に適用し，視野角30°
×24°の従来にない広角化と低Fナ

金属鏡の外形形状は軸出しを容易にするため，矩形（くけ

ンバー化の両立した設計例を得ることができた。この光学

い）形状とした。ここでの試作は金属鏡を用いたが，もち

系は日本光学会 光設計研究グループの光設計優秀賞

ろんガラス・プラスチックなどもミラー材料として用いる

（2009年度）を受賞した。

ことができる。

今後は開発した光学設計のコア技術の適用範囲を幅広い

図９に試作したスパイラル構造の光学系を示す。鏡筒は

光学センサの設計技術へと展開していき，光学センサの広

筒を輪切りにしたような形状の１つの部品だけでできてお

角化・高スループット化によるセンシング技術の向上を図

り，この筒の内側に各反射鏡を配置することで加工機械の

っていく。

公差範囲での組立てを行った。第３ミラーには2. 4節で述
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