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(57)【要約】
【課題】簡単な構造で、きわめて容易に且つ迅速に焦点
を可変制御できる液晶レンズを提供すること。
【解決手段】透明な第１の電極を有する第１の基板、孔
を有する第２の電極、および前記第１の基板と第２の電
極との間に、前記第１の電極と対向するように収容され
た、液晶分子を一方向に配向させた第１の液晶層を備え
、前記第１の電極と第２の電極との間に電圧を加えて液
晶分子の配向制御を行う液晶レンズにおいて、前記孔を
有する第２の電極と前記第１の液晶層との間に、第１の
絶縁層を配置したことを特徴とする。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明な第１の電極を有する第１の基板、孔を有する第２の電極、および前記第１の基板と
第２の電極との間に、前記第１の電極と対向するように収容された、液晶分子を一方向に
配向させた第１の液晶層を備え、前記第１の電極と第２の電極との間に電圧を加えて液晶
分子の配向制御を行う液晶レンズにおいて、前記孔を有する第２の電極と前記第１の液晶
層との間に、第１の絶縁層を配置したことを特徴とする液晶レンズ。
【請求項２】
前記第２の電極上に、透明な第３の電極を有する第２の基板、および前記第２の基板と第
２の電極との間に、前記第３の電極と対向するように収容された、液晶分子を一方向に配
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向させた第２の液晶層を更に備え、前記孔を有する第２の電極と前記第２の液晶層との間
に、第２の絶縁層を配置したことを特徴とする請求項１に記載の液晶レンズ。
【請求項３】
前記第２の電極の孔の周辺に、前記孔よりもサイズの小さい開口部を有する、前記孔を通
過する光を制限する光遮断部材が設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載
の液晶レンズ。
【請求項４】
前記第２の電極の孔が、円形、楕円形、４角形、６角形、又は多角形であることを特徴と
する請求項１〜３のいずれかの項に記載の液晶レンズ。
【請求項５】
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前記第１の電極に電位勾配を形成する手段を更に具備することを特徴とする請求項１〜４
のいずれかの項に記載の液晶レンズ。
【請求項６】
前記第１の電極に電位勾配を形成する手段は、前記第１の電極を通過する光軸とは垂直方
向の両端に取付けられた電極間に電圧を印加する手段であることを特徴とする請求項５に
記載の液晶レンズ。
【請求項７】
前記第１の電極は、１００Ω〜１ＭΩの電気抵抗を有することを特徴とする請求項５又は
６に記載の液晶レンズ。
【請求項８】
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請求項１〜７のいずれかの項に記載の液晶レンズを２次元アレイ状に配置したことを特徴
とする液晶レンズアレイ。
【請求項９】
請求項１〜７のいずれかの項に記載の液晶レンズの前記第１の液晶層は重合硬化性液晶か
らなり、前記第１の液晶層に所定の電圧を印加して、液晶分子の配向を制御した状態で紫
外線又は可視光線を照射して硬化させてなる高分子レンズ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、簡単な構造を有し、外部電圧により焦点距離を変えることの可能な液晶レンズ

40

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶は、液体のような流動性を有し、電気的光学的特性に異方性を示し、かつ分子配向状
態を種々制御できるという特徴を有している。かかる液晶の特徴を使用した液晶表示素子
は、薄型軽量の平板型表示素子として、近年、目覚ましい発展を続けている。
【０００３】
液晶分子の配向状態は、液晶表示素子を構成する２枚の透明導電膜を付したガラス基板の
表面の処理や、外部印加電圧により容易に制御することができるので、液晶は、電圧印加
により実効的な屈折率を異常光に対する値から常光に対する値まで連続的に可変できると
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いう、他の光学材料にないすぐれた特性を有している。
【０００４】
これまで、ネマティック液晶における電気光学効果を利用することで、通常の液晶ディス
プレイにおける平行平板形の素子構造とは異なり、２枚の透明電極を付けたガラス基板を
互いに傾けて液晶層をプリズム形構造とした光偏向素子や、基板面が湾曲し、液晶層がレ
ンズ構造となるようにした焦点可変レンズが考案されている（例えば、非特許文献１、特
許文献１参照）。
【０００５】
また、光学媒質に空間的な屈折率分布を与えることでレンズ効果を得る方法が知られてお
り、セルフォックレンズとして市販されている。ネマティック液晶セルにおいて、液晶分
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子は電界の方向に配向するという性質を利用すると、軸対称的な不均一電界による液晶分
子配向効果により、空間的な屈折率分布特性を有する液晶レンズを得ることができること
が知られている（例えば、特許文献２参照）。また、このような液晶を用いたレンズでは
、多数の微小なレンズ（マイクロレンズ）を平板状に２次元的に配列したマイクロレンズ
アレイとすることが比較的容易にできるという特徴がある。
【０００６】
これらの液晶を用いた光学素子は、通常の受動型の光学素子とは異なり、媒質である液晶
の屈折率を電圧印加により容易に可変制御できるため、偏向角を可変できるプリズム素子
や焦点距離を可変できる液晶レンズとして実現することが出来る。
【０００７】
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さらに、同心円状の輪帯の電極に異なる電圧を加えることで電位の空間分布を形成し、液
晶分子の配向分布に基づく屈折率の空間分布を利用した液晶レンズが報告されており、補
償光学系への応用が試みられている。
【０００８】
一般に、ネマティック液晶セルにおいて電圧印加により液晶分子が電界方向に配向する場
合の電界に対する応答特性は、液晶層の厚みの２乗にほぼ比例して長くなることが知られ
ている。また、液晶層の厚みが数１００μｍ程度になると、液晶セルの基板界面による液
晶分子の配向効果が液晶層の中央領域にまで及ばなくなるため、液晶層が白濁し、透過率
が減少するという問題点も知られている。
【０００９】

30

なお、上述したように、液晶レンズは、電圧を印加することにより焦点距離を変えること
が出来るが、光軸と垂直な方向へ焦点を変えることは出来なかった。これに対し、円形穴
型パターンを有する２枚の対向する電極をスリットで分割して、各分割電極に異なる電圧
を印加することで軸対称的な屈折率分布を非対称的な分布とし、入射光に対する偏向効果
を生じさせ、光軸と垂直な方向へ焦点の位置を変える技術が知られている（例えば、特許
文献３参照）。
【００１０】
【非特許文献１】
応用物理４５巻１０号９３８頁（１９７６）
【００１１】
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【特許文献１】
特開昭５４−１５１８５４号公報
【００１２】
【特許文献２】
特開平１０−２３９６７６号公報
【００１３】
【特許文献２】
特開平１１−１０９３０４号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
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以上挙げた従来技術のうち、液晶層がレンズ構造となるようにした液晶レンズでは、凸レ
ンズの場合にレンズの中央部分が、また、凹レンズの場合にレンズの周辺部分の液晶層の
厚みが厚くなるため、直径が数ｍｍ以上のレンズを構成しようとすると、液晶層の厚みが
数１００ミクロン以上の厚みになってしまい、応答回復時間が数秒から数十秒という長い
時間を要し、また液晶が白濁してしまうという問題があった。
【００１５】
また、電界により液晶分子が再配向する場合に、液晶のダイレクタが基板面から立ち上が
る方向がセルの中央付近で互いに逆の方向になるために、液晶分子配向が不連続となるデ
ィスクリネーションラインが発生して、レンズの光学特性が劣化するという問題点があっ
た。
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【００１６】
一方、軸対称の不均一電界による液晶分子の空間配向分布特性を利用する液晶マイクロレ
ンズにおいては、片側の基板にのみ円形の穴型パターンを有する場合にはレンズとしての
光学的特性が悪く、またディスクリネーションラインの発生が生じやすいと言う問題があ
り、両方の基板に円形の穴型パターンを設けることが必要とされていた。この場合には、
両基板における穴型パターンの位置を正確に合わせることが要求されると言う問題点があ
った。
【００１７】
更に、円形穴型パターンの直径と液晶層の厚みの比が２対１から３対１程度の場合に、レ
ンズとしての特性が良好になることが知られているが、レンズの直径が１ｍｍ程度になる
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と液晶層の厚みを数１００μｍ程度としなければならないので、前述の応答特性が極めて
遅くなり、また液晶層の白濁現象が生じるという問題があった。
【００１８】
また、電極を微細なスリットで分割して互いに異なる電圧を印加して、入射光に対する偏
向効果を生じさせ、光軸と垂直な方向へ焦点を変える技術は、液晶レンズの構造や駆動方
法が複雑になるという問題があり、また各電極間において液晶分子の配向が不連続となる
ディスクリネーションが発生することが多いという問題があった。
【００１９】
本発明の目的は、上述の各問題を解決し、簡単な構造で、きわめて容易に且つ迅速に焦点
を可変制御することが可能な液晶レンズを提供することにある。
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【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明は、透明な第１の電極を有する第１の基板、孔を有する
第２の電極、および前記第１の基板と第２の電極との間に、前記第１の電極と対向するよ
うに収容された、液晶分子を一方向に配向させた第１の液晶層を備え、前記第１の電極と
第２の電極との間に電圧を加えて液晶分子の配向制御を行う液晶レンズにおいて、前記孔
を有する第２の電極と前記第１の液晶層との間に、第１の絶縁層を配置したことを特徴と
する液晶レンズを提供する。
【００２１】
本発明に係る液晶レンズにおいて、２つの液晶レンズを、孔を有する第２の電極を共通に
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して背中合わせに積層した構成とすることが出来る。即ち、第２の電極上に、透明な第３
の電極を有する第２の基板、および第２の基板と第２の電極との間に、第３の電極と対向
するように収容された、液晶分子を一方向に配向させた第２の液晶層を更に備え、孔を有
する第２の電極と第２の液晶層との間に、第２の絶縁層を配置した構成とすることが出来
る。
【００２２】
また、第２の電極の孔の周辺に、孔よりもサイズの小さい開口部を有する、孔を通過する
光を制限する光遮断部材を設けることが出来る。
【００２３】
第２の電極の孔は、任意の形状でよく、例えば、円形、楕円形、４角形、６角形、又は多
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角形とすることが出来る。
以上のように構成される本発明の液晶レンズは、構造が極めて簡単であり、第１および第
２の電極間に電圧を印加することにより、容易に焦点距離を変ることができ、また、任意
の形状寸法で構成することが可能である。
【００２４】
本発明に係る液晶レンズは、第１の電極に電位勾配を形成する手段を更に具備することが
出来る。この第１の電極に電位勾配を形成する手段は、第１の電極を通過する光軸とは垂
直方向の両端に取付けられた電極間に電圧を印加する手段とすることが出来る。
【００２５】
この場合、第１の電極は、比較的高抵抗、例えば１００Ω〜１ＭΩの電気抵抗を有するも
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のであることが好ましい。
【００２６】
このように、第１の電極に電位勾配を形成することにより、液晶層を通過する光を偏向さ
せることが出来るため、液晶レンズの焦点の位置を光軸と垂直の方向にも変化させること
が出来る。
【００２７】
以上の液晶レンズを２次元アレイ状に配置して、液晶レンズアレイを構成することが出来
る。
【００２８】
なお、以上の液晶レンズにおいて、第１の液晶層を重合硬化性液晶により構成し、この第
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１の液晶層に所定の電圧を印加して、液晶分子の配向を制御した状態で紫外線又は可視光
線を照射して硬化させてことにより、高分子レンズを得ることが出来る。この高分子レン
ズは、液晶層に印加される電圧を制御することにより、焦点の位置を３次元的に容易に調
整することが出来るため、高精度のものを得ることが可能である。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００３０】
図１は、本発明の一実施形態に係る液晶レンズのセル構成を示す断面図である。図１にお
いて、一対のガラス基板１，２間に液晶層３が挟まれている。下部基板１の液晶層３に対
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向する面には、ＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）からなる透明電極４が被覆されている
。上部基板２の液晶層３に対向する面とは反対側の面には、アルミニウム薄膜電極５が被
覆されており、このアルミニウム薄膜電極５の中央には円形の孔６が形成されている。
【００３１】
上部基板２の液晶層３に対向する面には電極は形成されておらず、従って、アルミニウム
薄膜電極５と液晶層３との間に、ガラス基板２である絶縁層が介在していることになる。
【００３２】
本実施形態に係る液晶レンズにおいて、液晶層３の厚さは、１３０μｍ、基板１，２の厚
さは１．３ｍｍ、孔６の径は７．０ｍｍとしたが、これらの値は、種々変えることが可能
である。
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【００３３】
しかし、本実施形態に係る液晶レンズにおいて、特に上部基板２の厚さは、アルミニウム
薄膜電極５と液晶層３との間の距離を規定するため、重要である。上部基板２の厚さは１
μｍ〜５ｍｍ、特に数μｍ〜数ｍｍ、例えば２μｍ〜３ｍｍであるのが望ましい。即ち、
上部基板２はガラス基板に限らず、それ以外の絶縁層とすることも可能である。この場合
、薄い絶縁層を保持するために、別途、基板を用いてもよい。絶縁層としては、シリコン
酸化膜、シリコン窒化膜等を用いることが出来る。
【００３４】
なお、孔６の径は、数μｍ〜数１０ｍｍ程度が望ましいが、特に限定されるものではない
。
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下部基板１および上部基板２の液晶層３に対向する面は、それぞれポリイミド膜７，８が
被覆されており、それらの表面は、液晶分子が均一に配列するように、一方向にラビング
されている。
【００３５】
孔６の周辺に、例えば、上部基板２とアルミニウム薄膜電極５との間に、孔６よりもサイ
ズの小さい開口部を有し、孔６を通過する光を制限する光遮断部材、いわゆるブラックマ
トリクスを設けてもよい。即ち、孔６の周辺部の特性は悪いが、ブラックマトリクスを設
けることにより、孔６の周辺部においても、良好な特性を得ることが出来る。ブラックマ
トリクスとしては、カーボン等を用いることが出来る。
【００３６】
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以上のように構成される、図１に示す液晶レンズにおいて、孔６を有するアルミニウム薄
膜電極５と液晶層３との間には上部基板２が介在しており、従って、両者には一定の距離
があるので、アルミニウム薄膜電極５と透明電極４の間に印加された電圧により生じた不
均一な電界が、液晶層３の広い領域全体にわたって分布し、屈折率の勾配の分布がその領
域に形成される。このようにして、大きなサイズのレンズが実現される。
【００３７】
屈折率分布は、印加される電圧により変化する。そのため、レンズの焦点距離は、外部電
圧の関数であり、外部電圧によって、レンズの焦点距離を任意に変えることが可能である
。
【００３８】
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出射光の異常光成分の位相プロファイルを試験するために、液晶レンズを、偏光軸が直交
する２つの偏光板の間に配置した。また、ポリイミド膜７，８のラビングの方向を、２つ
の偏光板それぞれの偏光軸とπ／４の角度をなすようにした。
【００３９】
図２は、第１および第２の電極間に周波数１ｋＨｚの３５Ｖｒｍｓの電圧を印加した場合
の、異常光線と常光線の間の干渉パターンを示す。干渉リングの数と位置は、印加される
電圧により変化する。２つの隣接するリング間の位相差は、２πである。常光線の位相リ
ターデーションは、孔６の領域内ではどこでも同一であるので、干渉パターンは、ラビン
グの方向に直線偏光した入射光の位相リターデーションプロファイルを表している。
【００４０】
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図３は、干渉パターンから導かれた光の相対位相リターデーションのプロファイルを示す
。図中、黒丸および白丸は測定点であり、曲線は二次曲線である。白丸はラビング方向に
沿って測定した結果を示し、黒丸はそれと垂直方向に沿って測定した結果を示している。
【００４１】
干渉パターンの最外リングの位置から出る異常光線は、ゼロの位相リターデーションであ
ると考えられる。位相リターデーションの近似二次曲線は、この液晶レンズが、適当な幾
何学的パラメーターにより、光学レンズと同様に挙動することを示している。
【００４２】
従来の液晶マイクロレンズにおける場合と同様、ラビング方向に沿った位相リターデーシ
ョンのプロファイルと、垂直方向に沿った位相リターデーションのプロファイルは異なっ
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ている。更に、ラビング方向に垂直方向に沿った位相リターデーションのプロファイルは
対称であり、一方、ラビング方向に沿った位相リターデーションのプロファイルは、基板
表面におけるダイレクタのプレチルト角のため、非対称である。プレチルト角を小さくす
ることで、非対称性は軽減される。
【００４３】
図４は、印加電圧が３５Ｖｒｍｓであるときの、焦点面におけるライトスポットと集束ビ
ームの強度分布の写真を示す。この図から、スポットの半値全幅（ＦＷＨＭ）が約１００
μｍであることが計算される。
【００４４】
液晶セルの焦点距離は、印加電圧により変化する。図５は、印加電圧の関数としての焦点
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距離を示している。集束力は、第１に、電圧により変化する。最小の焦点距離は約７６ｃ
ｍであり、３５Ｖｒｍｓの近傍で得られる。電圧が増加し続けるに従って、中央付近のダ
イレクタが回転し続け、一方、孔の近傍のダイレクタは飽和する。屈折率のプロファイル
は平坦化し、焦点距離はより長くなる。
【００４５】
位相リターデーションのプロファイルは、孔の径と基板の厚さにより調整することが出来
る。良好な性能を得るためには、孔のサイズを基板の厚さに従って増加させることが必要
である。このような構造では、中間絶縁層として種々の厚さのガラス基板又は薄膜を用い
ることにより、殆ど任意のサイズの液晶レンズを実現することが出来る。
【００４６】
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本発明では、液晶層を薄くすることが出来るので、そのため、動作速度を、従来の液晶レ
ンズよりもはるかに高速にすることが可能である。更に、この液晶レンズの構造における
液晶中の電界の分布は、従来の液晶分子における電界の分布とは異なっている。即ち、従
来の液晶マイクロレンズでは、孔の境界における電界は傾斜しており、それは種々の部分
におけるダイレクタを反対の方向に回転可能にし、高電圧下ではディスクリネーションラ
インを生じさせてしまう。
【００４７】
これに対し、本発明の液晶レンズのセル構造では、金属のような導電体の近傍では電界は
面に垂直であるという事実により、電界と、液晶レンズの任意の位置にあるダイレクタと
の間の角度は、殆ど同一であり、すべてのダイレクタは同じ方向に回転する。そのため、
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電圧を印加した場合でも、ディスクリネーションラインは生じない。このことは、動作速
度を速めるために高電圧を印加することが出来ることを示している。
【００４８】
通常の液晶マイクロレンズでは、２つのオーバーラップした孔を有する構造が、１つの孔
を有する構造よりも高性能であることが見出されている。本発明においても、両方の電極
にそれぞれ円形の孔を設け、２つの電極をガラス基板によって分離する構成とすることが
出来る。
【００４９】
しかし、ガラス基板の厚さは液晶層の厚さよりもはるかに厚いので、電界へのダイレクタ
の再配列の影響が無視できるならば、液晶の電界分布の点で、従来の２孔構造と本発明の
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構造との差は殆どない。本発明の電極構造は、動作電圧が、従来の２孔構造に必要とされ
る動作電圧の半分であり、かつ製造が非常に簡単であるという利点を有する。
【００５０】
図１に示す実施形態の変形例として、透明電極４に電位勾配を形成した液晶レンズがある
。即ち、図１に示す液晶レンズにおいて、透明電極４を比較的高抵抗な材料により構成し
、透明電極４とアルミニウム薄膜電極５との間に電圧を印加すると同時に、透明電極４の
両端部にも電圧を印加することにより、透明電極４に電位勾配を形成することが出来る。
このような透明電極４に形成された電位勾配により、液晶層３の液晶分子が電位勾配の方
向に配向する。その結果、透明電極４に電位勾配がないときに軸対称であった屈折率分布
が、電位勾配の方向に非対称な分布となり、入射光が直進する方向から偏向するという効
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果が得られる。
【００５１】
この場合、透明電極４の電圧が印加される部分、即ち、透明電極４の両端に設ける電極の
位置を適宜変えることにより、入射光の偏向の方向を変化させることが出来る。
【００５２】
透明電極４を構成する比較的高抵抗な材料としては、例えば、酸化亜鉛にインジウム酸化
物を添加したもの、又は酸化スズを挙げることが出来る。電気抵抗は、１００Ω〜１ＭΩ
程度が好ましい。
【００５３】
図７は、酸化亜鉛にインジウム酸化物を約５％添加したターゲットを用いて高周波スパッ
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タリングにより作成した約１０ｋΩの抵抗値の透明電極４を用いて液晶レンズを構成し、
透明電極４とアルミニウム薄膜電極５との間に電圧を印加すると同時に、透明電極４の両
端部にも電圧を印加した場合の、透明電極４の両端部に印加された電圧と、焦点の位置と
の関係を示すグラフである。なお、焦点距離は、透明電極４とアルミニウム薄膜電極５と
の間に印加する電圧を変化させることにより変化する。
【００５４】
図７から、透明電極４とアルミニウム薄膜電極５との間に印加する電圧、及び透明電極４
の両端部に印加する電圧を変化させることにより、３次元的な焦点可変特性を得ることが
可能であることがわかる。
【００５５】
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従来、電場や磁場により光を偏向させることは出来なかったが、透明電極４に電位勾配を
もたせることにより、容易に光を偏向させることが出来、その結果、焦点を３次元的に変
えることが可能な液晶レンスを実現することが出来る。この液晶レンズは、自由空間での
光スイッチや光ファイバー間の切り替えスイッチ等の種々の広範囲の用途への適用が可能
である。
【００５６】
図６は、本発明の他の実施形態に係る液晶レンズを示す断面図である。図１と同一の部材
は、同一の参照符号を付して、その説明を省略する。
【００５７】
図６に示す液晶レンズは、２つの液晶レンズを、アルミニウム薄膜電極５を共通にして背
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中合わせに積層した構成を有する。即ち、アルミニウム薄膜電極５上にガラス基板１２が
配置され、このガラス基板１２上に透明電極１４を有するガラス基板１１が配置され、こ
れらガラス基板１１とガラス基板１２との間に液晶層１３が更に収容されている。この場
合、ガラス基板１１，１２の液晶層１３に対向する面は、それぞれポリイミド膜１７，１
８が被覆されており、それらの表面は、液晶分子が均一に配列するように、一方向にラビ
ングされている。
【００５８】
このような構造の液晶レンズにおいて、ポリイミド膜７，８のラビング方向とポリイミド
膜１７，１８のラビング方向とを同一とし、２枚の偏光板で挟むことにより、焦点距離を
短くすることが出来る。
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【００５９】
また、ポリイミド膜７，８のラビング方向とポリイミド膜１７，１８のラビング方向とを
直交させることにより、偏光板を配置することなく、液晶レンズを動作させることが可能
である。
【００６０】
図６に示す実施形態に係る液晶レンズにおいても、入射光を偏向させる構成とすることが
出来る。即ち、透明電極４の両端に電極を取付け、電圧を印加し、透明電極４に電位勾配
を設けることにより、液晶層３に入射する光を偏向させ、焦点の位置を変えることが可能
である。
【００６１】
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本発明の更に他の実施形態は、図１に示す液晶レンズにおいて、液晶層３として紫外線や
可視光線により重合硬化可能な液晶を用い、透明電極４及びアルミニウム電極５を介して
液晶層３に電圧を印加した状態で、液晶層３に紫外線や可視光線を照射し、液晶を硬化さ
せ、それによって焦点が所定の位置に制御された高分子レンズを得るものである。なお、
焦点の位置は、光軸方向に制御されるだけでなく、上述した方法で透明電極４に電位勾配
を設けることにより、光軸とは垂直の方向にも制御されていてもよい。
【００６２】
本実施形態では、重合硬化性液晶として、ＵＣＬ−００１（商品名：大日本インキ株式会
社製）を用い、透明電極４及びアルミニウム電極５を介して液晶層３に５０Ｖｒ

ｍ ｓ

を印

加した状態で、高圧水銀灯により１０ｍＷの紫外線を１０分間液晶層３に照射した。その
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結果、液晶は光重合し、硬化した。電圧の印加を解除しても、液晶分子の配向状態は変化
せず、レンズ特性はそのまま保持されていた。
【００６３】
その後、液晶層３が重合硬化した高分子膜を基板から剥離し、取り外すことにより、プラ
スチックフィルム状の高分子レンズを得ることが出来た。
【００６４】
本実施形態に使用可能な重合硬化性液晶としては、例えば、下記一般式（１）により表さ
れる化合物を好ましく用いることが出来る。
【００６５】
【化１】
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（式中、Ｘは水素原子又はメチル基を表わし、６員環Ａ、Ｂ及びＣはそれぞれ独立に下記
式（２）により表される原子団を表わし、ｎは０又は１を表わし、ｍは１〜４の整数を表
わし、Ｙ

１

及びＹ

２

はそれぞれ独立に単結合、−ＣＨ２ ＣＨ２ −、−ＣＨ２ Ｏ−、−ＯＣ

Ｈ２ −、−ＣＯＯ−、−ＯＣＯ−、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−ＣＦ＝ＣＦ−、−（
ＣＨ２ ）４ −、−ＣＨ２ ＣＨ２ ＣＨ２ Ｏ−、−ＯＣＨ２ ＣＨ２ ＣＨ２ −、−ＣＨ２ ＝ＣＨ
ＣＨ２ ＣＨ２ −、又は−ＣＨ２ ＣＨ２ ＣＨ＝ＣＨ−を表わし、Ｙ

３

は水素原子、ハロゲン
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原子、シアノ基、炭素原子数１〜２０のアルキル基、アルコキシ基、アルケニル基又はア
ルケニルオキシ基を表わす）
【化２】
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【００６６】
なお、以上挙げた重合硬化性液晶には、重合硬化性を持たない液晶を添加してもよく、ま
た従来公知の光重合開始剤、増感剤、保存安定剤等を添加することが出来る。
【００６７】
以上、本発明の実施形態に係る液晶レンズ及び高分子レンズについて説明したが、本発明
は図１および図６に示す構造に限らず、種々変更を加えることが可能である。
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【００６８】
また、以上説明した液晶レンズ又は高分子レンズを多数個、平面状に束ね、２次元アレイ
状に配置することも可能である。
【００６９】
【発明の効果】
本発明によると、簡単な構成で、数１０ミクロン程度から数ｃｍ程度までの大きさの、焦
点の位置を極めて容易に変えることが出来る、任意の形状寸法の液晶レンズ及び高分子レ
ンズを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る液晶レンズを示す断面図。
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【図２】本発明の一実施形態に係る液晶レンズを２つの偏光板により挟み、電圧を印加す
ることにより得た干渉パターンを示す図。
【図３】干渉パターンから誘導された光の相対位相リターデーションのプロファイルを示
す特性図。
【図４】焦点面におけるライトスポットと集束ビームの強度分布を示す写真図。
【図５】印加電圧と焦点距離の関係を示す特性図。
【図６】本発明の他の実施形態に係る液晶レンズを示す断面図。
【図７】透明電極とアルミニウム薄膜電極との間に電圧を印加すると同時に、透明電極の
両端部にも電圧を印加した場合の透明電極の両端部に印加された電圧と、焦点の位置との
関係を示す解く製図。
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【符号の説明】
１・・・下部基板
２・・・上部基板
３，１３・・・液晶層
４，１４・・・透明電極
５・・・アルミニウム薄膜電極
６・・・孔
７，８，１７，１８・・・ポリイミド膜
１１，１２・・・ガラス基板

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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