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微小 2 面コーナーリフレクタアレイを用いた面対称結像光学素子 
－実像を結像する「鏡」－ 
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あらまし  透過型の鏡とも言うべき，新しい結像光学素子を提案する．本素子は，多数の素子面に直交するマイ

クロミラーを薄い金属プレートに配置したものとなっている．各マイクロミラーは素子に開けられた微小な四角い

貫通穴の内壁として作られている．直交して隣接する 2 つのマイクロミラーによる 2 回反射は，2 面コーナーリフ

レクターとして働き，面対称位置に実像を結像させる．基本原理としてはミラーによる反射を用いているが，素子

としては透過型として動作する結像素子となる．なお，本素子で作られる実像は，鏡映像をその裏側から見ること

になるため，奥行きが反転した像となる．実際にナノ加工技術を利用して本素子を試作し，評価を行った． 
キーワード  透過型の鏡，2 面コーナーリフレクタアレイ，鏡像，実像，鏡映対称 

 

Transmissive Mirror Device with Micro Dihedral Corner Reflector Array 
－The Mirror Forming A Real Image－ 
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Abstract  We propose a new imaging optics called the Transmissive Mirror Device (TMD). It consists of numerous 
micro-mirrors placed perpendicular to the surface of a flat, thin metal plate. The micro-mirror array is implemented by the 
inner walls of minute square holes, which are densely pitted on the device. The basic mode of operation is based on two 
reflections by a pair of adjacent mutually perpendicular mirrors, i.e., a dihedral corner reflector. Although the principal of 
operation is based on reflection by mirrors, the device is also transmissive and deflects light. Since this imaging system forms a 
real image at a plane symmetric point, the depth of the 3D image is inverted. We manufactured the device experimentally with 
nano-precision machining technology and also evaluated it. 
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1. はじめに  

現在、実像を作ることができる基本結像光学素子と

しては、凸レンズ、凹面鏡、回折光学素子（フレネル

レンズ）などがある。凸レンズとフレネルレンズは屈

折透過型の素子で、凹面鏡は反射型の素子であるが、

基本的な光学原理は全て共通である。これらは、ある

固有の焦点距離を持ち、その固有焦点距離より離れて

置いた物体に対しては、実像を結像することができる。

また、この実像は、物体と素子の距離に応じて拡大縮

小される。そのため、利用可能な距離範囲には制限が

あり、また奥行きのある 3 次元物体の実像を無収差で

得ることも困難である。さて一方、3 次元物体を歪無

しで結像可能な結像光学素子というものも存在する。

それは鏡であり、面対称位置に結像するため、拡大縮

小は起こらず、原理的に歪が発生することは無い。ま

た、素子固有の焦点距離というものはなく、原理的に

はあらゆる距離のものを面対称位置に結像することが

可能である。ただし、鏡の場合には虚像しか作ること

ができず、像は常に鏡の中にある。なお、3 次元的な

面対称結像を要求せずに 2 次元像に限定した場合には、

面対称位置へ結像する光学系、すなわち正立等倍実像

結像系はすでに存在している。例えば、分布屈折率レ

ンズ (Graded Index Lense; GRIN)によるレンズアレーに

よるもの [1]や、ルーフミラーレンズアレイを用いたも

の [2]、また、マイクロレンズアレイを複数用いるもの



 

[3,4]などが提案されている。  
そこで、本論文では、マイクロミラーを用いた新し

い結像光学素子を提案する。これは、透過型の面対称

結像光学素子、つまり透過型の鏡（Transmissive Mirror 
Device; TMD)であり、2 次元に限定せず，3 次元立体像

の鏡像を実像として得ることができる光学素子である。 
以下、TMD の構造およびその動作原理について説明

すると共に、いくつかの解析結果について示す。  
 

2. 動作原理  
図１に、提案する TMD の全体像を示す。  

本素子は、面対称結像という鏡と同じ光学原理に基

づきながら、実像を作ることができる結像光学素子で

ある。基本的な構造は、素子面に垂直に配置されたマ

イクロミラーから構成される、微小な２面コーナリフ

レクターを並べたものとなっている。各２面コーナー

リフレクターは微小であることから、光は細いビーム

に分割されて曲げられていく。  
 

2.1. 動作モード 
本素子は、素子面に垂直な鏡面を持つ２面コーナー

リフレクターアレイを形成したものである。実際に製

作する場合には、薄い金属プレートに正方形の貫通穴

を開け、その内壁を鏡面として形成することが考えら

れる。この穴をミラーホールと呼ぶことにする。以下、

このように形成された光学素子の動作について考察す

る。  
この素子は、透過型の素子であり、光はミラーホー

ルを通り素子の反対側へと透過していく。この透過の

仕方には、光の反射回数に応じた各動作モードが存在

する。まず、ミラーホールを反射無しで通過する直接

光モード、1 回の反射を経て通過する 1 回反射モード、

2 回の反射で通過する 2 回反射モード、そして 3 回以

上の反射を経て透過する多重反射モードである。2 面

コーナーリフレクターとして動作する場合には、2 回

反射モードがそれに該当することになる。すなわち、

面対称結像光学素子として本素子を用いる場合には、

その他の動作モードは、迷光を与えるものとなるため、

抑制のための対策が必要となる。  
直接光は、貫通穴の存在によって壁面反射を起こさ

ずに直接素子を透過してしまう光であるが、これにつ

いては単に格子越しに観察する光となる。また、多重

反射モードについては、その解析は困難であり、ここ

では触れないこととする。  
 

2.1.1. 1 回反射モード  
本節では、ミラーホール内壁の鏡面に１回だけ反射

して、ミラーホールを通過する光について考察を行う。

この場合、素子面に垂直なマイクロミラーが全て同じ

方向を向いて平行に並んでいるものだけを考えること

にする。1 回反射モードでの結像の様子を図２に示す。 

この動作を解析するにあたり、反射するミラー面に

対して平行方向に 1 列に並ぶミラー群 (Line A) による

反射と、垂直方向に 1 列に並ぶミラー群 (Line B)による

反射とに分けて考察する。まず、ミラー群 (Line A)によ

る反射であるが、これは 1 枚の細長い鏡が分割されて

いると考えることができ、点光源 S からでた光は、ミ

ラー面に対する面対称位置 A に虚像を作る。  
次に、ミラー群 (Line B)による反射について考察する。

これらの鏡による反射光は、全てのミラーに共通なミ

ラー中心部を通るミラー面の垂線に対する線対称の位

置を通ることから、結局デバイス反対側の B 点に実像

として結像する。すなわち、線分 AB の延長上の視点

から観察した場合、点光源 S の像は、虚像 A および実

像 B の 2 点が同時に観察できるという奇妙なことが起

こる。これは、瞳に入る光線束のうち、上下方向は実

像 B を与え、左右方向は虚像 A を与えることによる。 
次に、視点の移動について考察する。視点を  Line A 

の方向に沿って移動すると、A 点を通る光を常に見る

ことから、点光源 S の像は、A に定位するかのように

図 1 基本構造  

図２ 1 回反射モード  



 

見える。一方、視点を  Line B の方向に沿って移動す

ると、今度は  B 点を通過する光を常に見ることにな

り、B に定位するように見える。すなわち、視点移動

の方向を変えると、定位位置が素子面の裏や表に変化

する。視点移動ではなく、両眼視差という観点から考

えると、Line A に沿って両眼を置くと裏面にある A に

見え、Line B に沿って両眼を置くと表面にある  B に
見えるということが起こるはずである。  

なお、各  Line に隣接する  Line 上にあるミラー群

による結像は、少しずれた位置となるため収差を与え、

光源が点光源であっても、広がりをもつように見える

ことが予想される。  
 

2.1.2. 2 回反射モード  
  2 回反射モードにおいては、入射光は、ミラーホ

ールの直交して隣接する二つの内壁鏡面が形成する 2
面コーナーリフレクターにおいて 2 回反射した後にデ

バイスを透過する。2 面コーナーリフレクターにおい

ては，2 鏡面の垂線が作る平面内において，光は入射

方向に戻る．また，2 鏡面に平行な軸に関しては，変

化がないことから，デバイス面に対して面対称な経路

を通ることになる．そしてデバイス面には同方向を向

く無数のミラーホールが形成されているが、各ミラー

ホールを透過する 2 回反射光は、全て光源の面対称位

置を通過することから、結果的に面対称位置に結像す

る。  
次に、同じ面対称結像光学素子である鏡との違いに

ついて説明する（図３参照）。  

いずれの素子も面対称位置に結像し、物体 A は、素

子反対側に鏡像 B として結像する。そして鏡の場合に

は素子面で光が反射されてしまうため、図３ (a)の様に、

像の観察は物体側で行うことになるため、B は虚像と

なる。一方、提案素子の場合には、素子面に並んだミ

ラーホールを光が通過していくため、図３ (b)の様に、

像の観察は物体とは反対側で行うことになり、B は実

像として空中に結像する。また、鏡像 B をその裏側か

ら観察することになるため、これは奥行きが反転した

疑似 3 次元像となる。  
なお、図３ (b)の様な光の屈曲は、屈折率が -1 という

負の値を持つ物質との境界において起こるものと同等

である [5]。負の屈折率を持つ物質は、現在メタマテリ

アルと呼ばれ、盛んに研究が行われているが、可視光

域において負の屈折率を持つ物質は未だ作られていな

い。なお、本素子が回折によって、解像度が制限され

るのに対して、 -1 の屈折率を持つ物質による結像は、

レンズの回折限界を越えることができる [6]。  
 

3. 考察  
以下、本素子が持つ性質について考察を行う。  
 

3.1. 透過率  
直接光、1 回反射、2 回反射の各モードについて、

単一のミラーホールを透過する光において、観察方向

の違いに対する光の透過率変化の解析を行ったので、

その結果を図４に示す。  
 

この解析は、様々な観察方向に視点を固定し、そこ

に最大の透過量をもって光が透過してくるように決め

たミラーホール背面の最適な方向から平行光が来ると

きの光の透過率として解釈できる。透過率 1 とは、穴

に入射した光が全て透過することを意味する。なお、

モードが異なると、透過の仕方（反射回数）が異なる

ため、観察方向が同じであっても、同じ方向から来る

光を見ているわけではない。また、この解析では、回

折の影響は考慮しておらず、方位角は直交する二つの

ミラーの 2 等分線方向を 0 度とし、上下角は真上が 0
度となっている。また、コーナーリフレクターを構成

するマイクロミラーとしては正方形を仮定した。  
これによれば、透過率がピークとなる観察方向がそ

れぞれの動作モードで異なっており、迷光の問題はあ

るものの、対策は立てやすいと言える。また、鏡像を

得るための 2 回反射モードにおいては、最適観察方向

が上下方向に 30 から 50 度となっている。これにより、

本素子を利用する場合には、素子面に対して斜めから

観察しなければならないことがわかる。また、水平方

向の視野角は数十度が確保されている。  

(a)直接光       (b) 1 回反射      (c)2 回反射  

図４ １つのミラーホールに対する透過率  

(a)平面鏡             (b) 透過鏡  

図３ 平面鏡と透過鏡の違い  



 

 

3.2. 迷光  
本素子においては、直接光、１回反射光、多重反射

光が迷光となる。このうち、直接光については、作動

範囲の重なりは小さく、それほどの問題とはならない。

多重反射光についても、実は素子の構造によって抑制

することができる。具体的には、ミラーホールにおい

て、２面コーナーリフレクターを構成する２面以外の

壁面が無反射であれば、多重反射は抑制できる。また、

鏡面であったとしてもそれらに垂直方向の傾きを与え

るだけで多重反射を抑制することができる。  
問題は１回反射光であるが、これについては、図４

でも分かるように、その作動範囲にはかなりの重なり

があり、無視することはできない。1 回反射光の抑制

については、今後の課題である。  
 

3.3. 収差  
本素子は、面対称位置に結像する光学素子であり、

その意味では原理的に結像位置についての収差は存在

しない。ただし残念ながら、解像度については、それ

ほどの高解像度は期待することができない。  
本素子の解像度を決定するものとして、ミラーホー

ルの大きさがある。大雑把に言って幾何光学的には、

点光源は面対称位置においてミラーホールの大きさの

２倍の像を作ることになる。この関係は、点光源と素

子の距離に依らずに成立するため、ミラーホールを小

さくすれば高解像度が得られるかのように思えるが、

回折の影響があるために、実際は高解像度を得ること

は難しい。現在、回折の影響については未解析である

が、ピンホールカメラと同等の解像度を与えるのでは

ないかと考えられる。  
 

4. 光学素子の試作  
実際に光学素子の試作を行った．ナノ加工により銅

製基板にピラーを形成したものをマスター金型とし、

電鋳によってニッケルに反転転写した後に，エッチン

グによってマスター金型を溶解した。ミラーホールは

径 100μｍ，深さ 100μｍ，間隔 100μｍとし，片面に

18 度の傾きをつけた．図５に本素子によって形成され

た空中像の様子を示す．平面写真を素子裏面に配置し

てあるが、それが素子上面の空中に結像していること

が確認できる。  
なお、左右下側に斜めに見える光は，1 回反射によ

る迷光である．また，コーナーリフレクターとなる２

面以外の面には、１８度の傾きをつけたため、多重反

射光については、抑制することができた。  

5. まとめ  
本論文では、２面コーナリフレクタアレイを用いた

透過型の面対称結像光学素子（これは透過型の鏡であ

り実像を作る鏡でもある）について提案を行った。ま

た実際に薄い金属プレートに多数の２面コーナーリフ

レクターアレイを並べることで、面対称位置に実像を

結像することができることを確認した。  
素子性能に対する今後の課題としては、迷光の排除

と、解像度の向上が課題となる。迷光については、各

動作モードによって、光の到来方向、反射角などが異

なることから、これらの違いを利用して、軽減可能で

あると考えている。また、解像度については、光のマ

クロなスケールでの分割は、干渉による高解像度化が

期待できず、ミラーホールの寸法を最適化してもピン

ホールカメラ並の解像度しか与えないものと思われる。

そのため解像度向上には、何らかのブレークスルーが

必要であり、今後さらに研究を進めていく必要がある。 
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