(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

特

許

公

報（Ｂ２）

(11)特許番号

特許第3339001号
(45)発行日
(51)Int.Cl.
G02B

平成14年10月28日(2002.10.28)
７

(24)登録日

識別記号

（Ｐ３３３９００１）
平成14年８月16日(2002.8.16)

ＦＩ

1/02

G02B

C01G 28/00

1/02

C01G 28/00

Z

請求項の数２
(73)特許権者

（全６頁）

(21)出願番号

特願平11−199423

390014306

(22)出願日

平成11年７月13日(1999.7.13)

(65)公開番号

特開2001−27701(Ｐ2001−27701Ａ)

住友電気工業株式会社

(43)公開日

平成13年１月30日(2001.1.30)

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号

防衛庁技術研究本部長
東京都新宿区市谷本村町５番１号
(73)特許権者

審査請求日

平成11年８月26日(1999.8.26)

(72)発明者

000002130

和田

▲英▼男

東京都目黒区中目黒二丁目２番30号

目

黒第２宿舎２−232
(72)発明者

柴田

憲一郎

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目１番１号
友電気工業株式会社
(74)代理人

100064746
弁理士

審査官

住

伊丹製作所内

横井

深見 久郎

（外２名）

康真
最終頁に続く

(54)【発明の名称】赤外光学部品
1

2

(57)【特許請求の範囲】

【発明の属する技術分野】本発明は、多結晶ガリウム砒

【請求項１】

多結晶ガリウム砒素を主成分とし、波長

素（ＧａＡｓ）を主成分とし、赤外線センサー、赤外画

１０μｍの赤外光の直線透過率が７０％以上であり、か

像処理装置、赤外レーザなどの用途に使用される波長８

つ３００℃での放射率が５％以下であり、かつ前記ガリ

〜１２μｍ帯用の透過性および耐久性に優れた、赤外線

ウム砒素の結晶粒子の平均粒径が１ｍｍ以上５０ｍｍ以

センサーの保護用窓材および赤外レンズ、および赤外レ

下の範囲内である、非冷却式赤外センサー窓用の赤外光

ーザ用窓材等の赤外光学部品に関するものである。

学部品。

【０００２】

【請求項２】

殻状、曲率半径が２５ｍｍ以上１５０ｍ

【従来の技術】最近、安全性（セキュリティ）確保など

ｍ以下の半球殻形状、錐殻状、および前記錐殻状の一部
が切断された形状のいずれかの形状をなし、肉厚が２ｍ

のための人体検知用赤外線センサーや対象物体の温度分
10

布を測定して省エネルギーを図ったり、航空機に搭載し

ｍ以上１０ｍｍ以下である、高速飛翔耐久性に優れた請

て資源探査を行なったりするための暗視機能のある赤外

求項１に記載の非冷却式赤外センサー窓用の赤外光学部

画像処理装置、また可視光より長波長でガス分析や加工

品。

に用いられる赤外レーザなど、赤外光を利用した多くの

【発明の詳細な説明】

装置が開発されている。これに伴い、赤外光を透過、屈

【０００１】

折し、種々の光学的機能を有する、窓材、レンズなどの
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赤外光学部品に対する要求はさらに高度になってきてい

すなわち、従来の赤外センサーには波長１０μｍ帯用と

る。

してはＨｇＣｄＴｅ系の材質が使用されており、この材

【０００３】従来、波長８〜１２μｍ帯用の赤外光学部

質では液体窒素などにより作動可能な低温にまで冷却す

品の材料としては、単結晶ゲルマニウム（Ｇｅ）やＣＶ

ることが必要であった。しかし、近年になってボロメー

Ｄ（化学気相蒸着）法で製造された多結晶セレン化亜鉛

タ型素子などを用いた非冷却式のセンサーが実用化され

（ＺｎＳｅ）、多結晶硫化亜鉛（ＺｎＳ）や赤外線透過

始めた。

性ガラスなどが用いられてきた。しかし、Ｇｅは資源枯

【０００９】しかし、この非冷却式赤外センサーは、従

渇の問題のため極めて高価であり、ＺｎＳｅは毒性ガス

来の冷却式センサーに比べて赤外のノイズに弱い特性を

を原料とするため高価であり、また法律的に毒物である
などの問題があるため、小型の光学部品や炭酸ガスレー

有しており、従来のＺｎＳなどの従来窓材を使用した場
10

合には、空力加熱により昇温した場合、窓材自身の熱放

ザ用などの限定された用途のみに使用されている。単結

射により赤外画像の識別能力が低下するという問題があ

晶の光学部品としては、特開昭６３−３８９０１号公報

った。

に示されるＧａＡｓ単結晶を用いたものもあるが、単結

【００１０】本発明の１の目的は、各種の赤外線利用機

晶は成長に長時間を必要とするので高価である。また劈

器に用いられ、比較的経済的に製造が可能で、毒物では

開性であるため小型のレーザ用光学部品等の限られた用

なく、高強度で熱衝撃に強く、かつ熱放射率の小さい多

途のみしか用いられていない。

結晶ＧａＡｓを主成分とする赤外光学部品のさらなる改

【０００４】またＺｎＳや上記の赤外線透過性ガラス系

良、応用およびそれにかかわる特殊形状光学部品を提供

材料は、強度が低いため、航空機などに搭載して高速で

するものである。

飛しょうした場合に雨滴衝突による損傷で表面が荒れて

【００１１】この中でも特に今後の赤外センサーの主流

透光性が低下したり、空力加熱による熱衝撃に弱く破損

20

となる非冷却式センサーに用いられる赤外窓材は、その

したりするおそれもある、あるいは熱放射率が数１０％

感度特性から高い赤外透過率と低い熱放射率とが要求さ

と高いので窓材が空力加熱で昇温した場合には熱放射に

れる。したがって具体的には、ＺｎＳやＧｅなどの従来

よる窓材自身からのノイズで対象の赤外画像が不明瞭に

材料は、波長８〜１２μｍ帯での赤外光の高い透過率と

なるなど、多くの問題点があった。

高温での低い放射率とを必要とする同センサー用窓材と

【０００５】これに対し、文献「SPIE Vol.1760 Window

して用いられる場合、前述のような問題に加え性能上十

and Dome Technologies and Materials III（1992）」

分とはいえなかった。

ｐｐ．７４−８５では、多結晶のＧａＡｓ製赤外光学部

【００１２】それゆえ、本発明の他の目的は、非冷却式

品が提示されている。これによれば、最大寸法約３００

センサー用窓材として用いた場合でも、赤外光の高い透

ｍｍ角の平板窓材が得られており、厚さ３．１８ｍｍ材

過率と高温での低い放射率とを有する赤外光学部品を提

で波長８〜１０μｍ帯での赤外透過率は約５７％であ

30

り、結晶粒径が数ｃｍで、強度は１３．３ｋｇ／ｍ

供することである。
【００１３】また本発明の他の目的は、従来材料および

2

ｍ 、ワイブル係数は４．７の機械的特性を有し、導電

従来方法では経済的な製造が困難であった比較的大型の

性と高抵抗の両方の電気特性が調整できるとされてい

殻状の窓材、たとえば急峻な曲面を有し曲率半径の小さ

る。

なドーム状のものを提供することであり、中でも特に高

【０００６】また同文献によれば、上記の平板型窓材の

速で飛行する航空機などに搭載され、センサーやレーザ

他にわずかな曲面を呈する窓材も写真で提示されてい

がドーム内部で回転可能な赤外機器用ドームに適した窓

る。しかし、その窓材は、曲率半径がかなり大きく、平

材となる赤外光学部品を提供することである。

板窓材を熱間鍛造法によりわずかに曲面状に変形させて

【００１４】さらに本発明の他の目的は、たとえば上記

製造されたことが記載されている。
【０００７】

と同様の機能を有するドーム状以外の形状の殻状部品、
40

たとえば角錐形およびその一部が切断されたような形状

【発明が解決しようとする課題】しかし、航空機搭載用

の窓材となる赤外光学部品を提供することである。

赤外機器などで要求される赤外光学部品は、比較的大型

【００１５】

で急峻な曲面を有し、空力抵抗が小さく、曲率半径も小

【課題を解決するための手段】本発明の赤外光学部品

さな半球殻（ドーム）状の赤外窓材であり、この内部で

は、多結晶ＧａＡｓを主成分とし、波長１０μｍの赤外

センサーやレーザが回転可能で走査できる構造になって

光の直線透過率が７０％以上であり、かつ３００℃での

いる。このため、このドーム状の赤外窓材を製造するた

放射率が５％以下であり、かつＧａＡｓの結晶粒子の平

めには上記の熱間鍛造法によるわずかな曲面では不十分

均粒径が１ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲内である、非冷

であった。

却式赤外センサー窓用の赤外光学部品である。

【０００８】一方、赤外窓材と組合せて使用される赤外

【００１６】本発明の赤外光学部品は、多結晶ＧａＡｓ

センサーの技術も、最近になって大きく進歩している。

50

を主成分としているため、比較的経済的に製造が可能
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で、毒物でなく、かつ高強度で熱衝撃に強い赤外光学部

適当でない。また、あまりに肉厚が厚すぎると赤外光の

品を得ることができる。また、本発明の赤外光学部品を

透過率が低下しやすくなる。むろん上記の寸法上の制約

窓材として用いる場合には通常、その表面に反射防止被

については、航空機用などの大型形状を想定したもので

膜が施され、これによって窓材の透過率が波長１０μｍ

あり、その用途以外のものについては、必ずしもこの限

で７０％以上となる。さらに本発明の光学部品では、３

りではない。

００℃に昇温した場合の放射率が５％以下である。した

【００２５】

がって、本発明の光学部品を窓材に用いることによっ

【００２６】

て、赤外のノイズに弱い非冷却式センサーの欠点をカバ

【００２７】多結晶ＧａＡｓを用いた多角錐殻は各々の

ーでき、これらの組合せで良好な赤外画像を得ることが
できる。

平板を加工し、組合せて接着する方法によっても製造で
10

きるため、角錐の底面の対角線の長さで３００ｍｍ程度

【００１７】また、ＧａＡｓの結晶粒子の平均粒径は１

のかなり大きな寸法のものまで製造可能である。しか

ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲内である。

し、肉厚についてはドームと同様な理由で２ｍｍ以上１

【００１８】結晶粒子の平均粒径を上記範囲にコントロ

０ｍｍ以下であることが望ましい。

ールするのは次の理由に基づく。１ｍｍ未満では、急速

【００２８】上記の赤外光学部品は非冷却式赤外センサ

な冷却が必要となるため多結晶内部に気泡が残留しやす

ーの窓材として用いられる。このように高い赤外線透過

くなり、光散乱により透過率が低下しやすいためであ

率と低い熱放射率を有する赤外光学部品を窓材として用

る。また５０ｍｍを超えると、多結晶体自体の曲げ強度

いるため、非冷却式赤外センサーに要求される高い感度

が低くなり、仕上げ加工、アッセンブリー時または実用

特性が満たされる。

時の外力に対し弱くなるからである。この範囲内に平均

【００２９】

粒径をコントロールすることによって、１０ＭＰａ以上

20

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

の３点曲げ強度のものが得られる。特にドーム状などの

て図に基づいて説明する。

殻状の形の大型の部品では同じ理由から５ｍｍ以上１０

【００３０】図１は、本発明の一実施の形態における半

ｍｍ以下の範囲とするのがより望ましい。

球殻形状の赤外光学部品を非冷却式赤外センサーの赤外

【００１９】不純物量は遷移金属などの陽イオン量とし

透過窓材として使用した例を示す模式的断面図である。

てその合計で２００ｐｐｍ以下にコントロールするの

図１を参照して、多結晶ＧａＡｓ製のドーム状赤外窓材

が、高い赤外光直線透過率を維持するためには望まし

１ａの内部には、ボロメータ型の非冷却式赤外センサー

い。なお、これらの不純物は主にＧａＡｓの結晶粒界に

または半導体赤外レーザなどの赤外光学素子２と、その

存在する。またその気孔率は０．５％以下とするのが望

赤外光学素子２を支持する回転走査機構３とが配置され

ましく、したがってその相対密度（理論密度に対する実

ている。この回転走査機構３により、赤外窓材１ａ内で

測密度の割合）は９９．５％以上であるのが望ましい。

30

赤外光学素子２を付随の光学系とともに前後左右に回転

【００２０】

し走査することができる。

【００２１】上記の赤外光学部品において好ましくは、

【００３１】この赤外窓材１ａは、多結晶ＧａＡｓを主

窓材が高速飛翔耐久性に優れた非冷却式赤外センサ窓用

成分として、波長１０μｍの赤外光の直線透過率が７０

の赤外光学部品であり、かつ殻状、曲率半径が２５ｍｍ

％以上であり、３００℃での放射率が５％以下である。

以上１５０ｍｍ以下の半球殻形状、錐殻状、および錐殻

またこの赤外窓材１ａの表面には反射防止被膜が施され

状の一部が切断された形状のいずれかの形状をなし、肉

ている。

厚が２ｍｍ以上１０ｍｍ以下である。

【００３２】図２は、本発明の一実施の形態における角

【００２２】

錐形状の赤外光学部品を非冷却式赤外センサーの赤外透

【００２３】ドーム状赤外窓材の曲率半径および肉厚を
上記範囲とするのは次の理由に基づく。曲率半径が２５

過窓材として使用した例を示す模式的断面図である。角
40

錐形状の場合、半球殻形状に比較して空力抵抗が小さく

ｍｍ未満では、内部の回転スペースが小さくなりすぎ、

なるため、より高速度の飛しょう体に適している。

赤外センサーや赤外レーザ、回転機構などを収納しがた

【００３３】これらの多結晶ＧａＡｓの結晶粒子の平均

いためである。曲率半径が１５０ｍｍを超える大型ドー

粒径は１ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲内であり、結晶粒

ムでは、空力抵抗が大きくなり、また多結晶ＧａＡｓの

界には不可避不純物が存在することが好ましい。また不

製造は実用上可能でも、生産コスト、生産品質を考慮す

純物量は遷移金属などの陽イオン量としてその合計で２

ると現実的でないためである。

００ｍｍｐ以下にコントロールするのが、高い赤外光直

【００２４】肉厚が２ｍｍ未満では、航空機などが高速

線透過率を維持するためには望ましい。また、その気孔

で飛行する場合の空力加熱による耐圧強度が不十分であ

率は０．５％以下にするのが望ましく、したがってその

ると考えられる。肉厚が１０ｍｍを超えると、窓材の重

相対密度（理論密度に対する実測密度の割合）は９９．

量が必要以上に大きくなり、航空機などに搭載するのに

50

５％以上であるのが望ましい。
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【００３４】

錐殻は、外周が直径１５０ｍｍの円に内接する正六角形

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。

で、高さが１００ｍｍ、厚さが８ｍｍの素材で、割れ、

【００３５】実施例１

欠け、気泡などの欠陥は認められなかった。Ｂ2 Ｏ3 を除

長さ１００ｍｍの半円柱形（曲率半径５０ｍｍ）の石英

去した後、六角錐殻の一部を切断し、厚さ６ｍｍに加工

ガラス製ボートに液体ガリウム（Ｇａ）を満たし、近辺

し測定を行なった。

に当量の砒素（Ａｓ）を配置し、全体を石英管内に真空

【００４３】赤外透過率は波長１０μｍで約５７％（反

封入した。この石英管を炉中に入れ、Ａｓを石英管内で

射防止膜なし）であったが、多層膜の反射防止コーティ

蒸発させ、石英ボート内のＧａと反応せしめ、ＧａＡｓ

ングを行なうことにより約８５％に向上した。

融液を生成した。１３００℃でＧａＡｓ融液の均一性を
確認した後、炉冷し、凝固させた。

【００４４】素材の３００℃での放射率は２．７％（波
10

長１０μｍ）であり、アルキメデス法による密度は、
3

【００３６】半球状の多結晶ＧａＡｓインゴットを取出

５．３２ｇ／ｃｍ で、外観的に気孔は認められなかっ

し、内外球面を加工し、外半径４５ｍｍ、内半径３８ｍ

た。エッチングにより結晶粒径を測定したところ、平均

ｍ、厚さ７ｍｍの半球状ドームとした。さらにこの両面

で約１０ｍｍであり、ＪＩＳＲ１６０１による３点曲げ

をきれいに加工して厚さ５ｍｍに仕上げた。

強度は１００ＭＰａであった。本実施例で得られた錐形

【００３７】この多結晶ＧａＡｓの結晶粒径は５〜１０

赤外窓材は、波長１０μｍでの高い透過率と高温での低

ｍｍと観察された。また、この多結晶体の比重をアルキ

い放射率とを有することから、非冷却赤外センサー用窓

メデス法にて測定したところ、５．３２であり、気孔等

材として最適であることを確認した。

などの欠陥は認められなかった。また、この多結晶体の

【００４５】今回開示された実施の形態および実施例は

曲げ強度を、ＪＩＳ

すべての点で例示であって制限的なものではないと考え

Ｒ１６０１の３点曲げ法に準じて

測定したところ、平均値で約１００ＭＰａが得られた。

20

られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではな

【００３８】上記の多結晶ＧａＡｓインゴットから、テ

くて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と

ストピースを切り出し、厚さ４ｍｍに加工して、赤外透

均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ

過率スペクトルの温度依存性をＦＴＩＲ装置を用いて測

とが意図される。

定した結果を図３に示す。波長８〜１２μｍ帯で安定し

【００４６】

た赤外透過率を示しており、常温から３００℃の範囲で

【発明の効果】本発明の赤外光学部品は、波長１０μｍ

の透過率低下は良好であり、実用上問題ない範囲である

帯で優れた赤外透過率を示し、かつ小さい熱放射率を示

と判った。

すので、非冷却式赤外センサーとともに使用するのに最

【００３９】上記の多結晶ＧａＡｓインゴットから、テ

適な赤外光学窓材を得ることができる。材質的には多結

ストピースを切り出し、厚さ２ｍｍに加工して、赤外放

晶ＧａＡｓが主成分とされているため、高強度で空力加

射率スペクトルの温度依存性をＦＴＩＲ装置を用いて測

30

熱などの熱衝撃に強く、法律的な毒物でないので取扱い

定した結果を図４に示す。室温から３００℃の範囲で

やすい。また、形状的にはドーム状や多角錐状が採られ

は、波長８〜１２μｍ帯で低い放射率を示しており、波

るため、空力抵抗が小さくその内部でセンサーなどを回

長１０μｍでは、さらに低い放射率であることが判っ

転走査することができる。

た。

【図面の簡単な説明】

【００４０】次に、このドーム状赤外窓材の両面に波長

【図１】本発明の一実施の形態におけるドーム形状多結

１０μｍの赤外光に対応した反射防止コーティングを行

晶ＧａＡｓ赤外光学部品を非冷却赤外センサーの窓材と

なった。赤外透過率を上記と同様に測定したところ、波

して使用した一事例を示す図である。

長１０μｍで約９０％の高い透過率が得られ、上記の放

【図２】本発明の他の実施の形態における多角錐形状多

射率の測定結果も合わせて、非冷却赤外センサー用窓材
として最適であることを確認した。

結晶ＧａＡｓ赤外光学部品を非冷却赤外センサーの窓材
40

として使用した一事例を示す図である。

【００４１】実施例２

【図３】本発明の多結晶ＧａＡｓ赤外光学部品（コーテ

長方形石英ガラス製ボート（１００×１５０ｍｍ）に液

ィングなし）の赤外透過率スペクトルの温度依存性を示

体Ｇａを満たし、実施例１と同様にして、平板状の多結

す図である。

晶ＧａＡｓインゴットを作製した。各種加工により、８

【図４】本発明の多結晶ＧａＡｓ赤外光学部品（コーテ

０×１３０×６ｍｍの平板状赤外窓材とした。この板を

ィングなし）の赤外放射率スペクトルの温度依存性を示

さらに三角形状に切り出し、各平板が正六角錐殻状ドー

す図である。

ムの一面を形成するように加工した。両面に反射防止コ

【符号の説明】

ーティングを行なった後、６枚の板を接着して組立て、

１ａ

ドーム形状多結晶ＧａＡｓ赤外光学窓材

図２に示す正六角錐殻状ドームを作製した。

１ｂ

多角錐形状多結晶ＧａＡｓ赤外光学窓材

【００４２】上記の方法で得られた多結晶ＧａＡｓ六角
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２ 非冷却式赤外センサー

( 5 )

特許第３３３９００１号

9
３

10

回転走査機構
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

( 6 )

特許第３３３９００１号
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