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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の揺動体と複数のねじりバネとを含み構成される揺動体装置であって、
第1の揺動体と、第2の揺動体と、該第1の揺動体と該第2の揺動体とを接続する第1のねじ
りバネと、前記第2の揺動体に接続され且つ前記第1のねじりバネのねじり軸と共通するね
じり軸を有する第2のねじりバネと、を少なくとも有し構成される振動系と、
前記振動系を支持する支持部と、
前記揺動体の少なくとも一つの変位が、A1、A2を振幅、φを相対位相差、ωを角周波数、
tを時間とした場合、A1sinωt＋A2sin（nωt＋φ）項を少なくとも含む数式（ｎは2以上
の整数）で表される振動となるように前記振動系を駆動する駆動部と、
前記揺動体の少なくとも一つの揺動体が、最大変位角より小さい第1及び第2の変位角をと
るときの時刻情報を含む信号を出力する信号出力器と、
前記信号出力器の出力信号に基づいて前記数式のA1、A2、φの少なくとも一つが所定の値
となるように前記駆動部を制御する駆動制御部と、
を有し、
前記信号出力器が出力する信号は、前記第1の変位角をとるときの異なる第1及び第2の時
刻情報と前記第2の変位角をとるときの異なる第3及び第4の時刻情報を含む時刻情報を含
んでおり、
前記駆動制御部は、前記第1乃至第4の4つの時刻情報に基づいて前記駆動部を制御するこ
とを特徴とする揺動体装置。
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【請求項２】
複数の揺動体と複数のねじりバネとを含み構成される揺動体装置であって、
第1の揺動体と、第2の揺動体と、該第1の揺動体と該第2の揺動体とを接続する第1のねじ
りバネと、前記第2の揺動体に接続され且つ前記第1のねじりバネのねじり軸と共通するね
じり軸を有する第2のねじりバネと、を少なくとも有し構成される振動系と、
前記振動系を支持する支持部と、
前記揺動体の少なくとも一つが、A1、Anを振幅、φn-1を相対位相差、ωを角周波数、tを
時間とした場合、その変位θ(t)に関して、
θ（t）＝A1sinωt＋ΣAnsin（nωt＋φn-1）　（ｎは2以上の整数）
で表される振動を起こすように前記振動系を駆動する駆動部と、
前記揺動体の少なくとも一つの揺動体が、最大変位角より小さい第1及び第2の変位角をと
るときの時刻情報を含む信号を出力する信号出力器と、
前記信号出力器の出力信号に基づいて前記数式のA1、A2、・・・An、φ1、φ2、・・・φ

n-1の少なくとも一つが所定の値となるように前記駆動部を制御する駆動制御部と、
を有し、
前記信号出力器が出力する信号は、前記第1の変位角をとるときの異なる第1及び第2の時
刻情報と前記第2の変位角をとるときの異なる第3及び第4の時刻情報を含む時刻情報を含
んでおり、
前記駆動制御部は、前記第1乃至第4の4つの時刻情報に基づいて前記駆動部を制御するこ
とを特徴とする揺動体装置。
【請求項３】
前記第1の変位角となる時刻から、振動の端部で折り返して再び前記第1の変位角となる時
刻までの時間をt1とし、
前記第1の変位角となる時刻から振動の中心を通過して、前記第2の変位角となる時刻まで
の時間をt12とし、
前記第2の変位角を通過する時刻から振動の端部で折り返して再び前記第2の変位角となる
時刻までの時間をt2とし、
前記第2の変位角を通過する時刻から振動の中心を通過して前記第1の変位角となる時刻ま
での時間をt21とし、
前記駆動制御部は、前記t1、t12、t2、t21のうちの少なくとも1つの時間を用いて前記駆
動部を制御することを特徴とする請求項1または2に記載の揺動体装置。
【請求項４】
前記駆動制御部は、前記φを制御する際に、t1-δ×t2（δ≧0）が所定の値となるように
前記駆動部を制御することを特徴とする請求項3に記載の揺動体装置。
【請求項５】
前記駆動制御部は、前記A1を制御する際に、t1＋δ×t2-α×(t12＋β×t21) （α、β、
δ≧0）が所定の値となるように前記駆動部を制御することを特徴とする請求項3に記載の
揺動体装置。
【請求項６】
前記駆動制御部は、前記A2を制御する際に、t12-γ×t21（γ≧0）が所定の値となるよう
に前記駆動部を制御することを特徴とする請求項3に記載の揺動体装置。
【請求項７】
揺動体装置であって、
支持部と、
第1の揺動体と、第2の揺動体と、該第1の揺動体と該第2の揺動体とを接続する第1のねじ
りバネと、前記支持部と第2の揺動体とを接続し且つ前記第1のねじりバネのねじり軸と共
通するねじり軸を有する第2のねじりバネとからなる振動系と、
前記2つの揺動体の1つが、A1、A2を振幅、φを相対位相差、ωを角周波数、tを時間とし
た場合、その変位θ(t)に関して、
θ（t）＝A1sinωt＋A2sin（2ωt＋φ）
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で表される振動となるように前記振動系を駆動する駆動部と、
前記2つの揺動体の1つが最大変位角より小さい第1の変位角をとるときの異なる第1及び第
2の時刻情報と、最大変位角より小さい第2の変位角を取るときの異なる第3及び第4の時刻
情報とを出力する信号出力器と、
前記第1乃至第4の時刻情報に基づいて前記数式のA1、A2、φの少なくとも一つが所定の値
となるように前記駆動部を制御する駆動制御部と、
を有することを特徴とする揺動体装置。
【請求項８】
前記駆動制御部は、
前記振動系における基本周波数を有する第1の信号と、該基本周波数の整数倍の周波数で
ある第2の周波数を有する第2の信号とを合成した第1の駆動信号と、
前記第1及び第2の信号の少なくとも一方に位相を加え、且つこれらの信号を合成した第2
の駆動信号と、
を選択的に供給可能であり、且つ、
前記第1の駆動信号での駆動時に前記信号出力器から出力される出力信号と、前記第2の駆
動信号での駆動時に前記信号出力器から出力される出力信号と、に基づいて、前記駆動部
を制御することを特徴とする請求項1または2に記載の揺動体装置。
【請求項９】
前記第1の駆動信号での駆動時に前記信号出力器から出力される出力信号は異なる2つの時
刻情報であり、
前記第2の駆動信号での駆動時に前記信号出力器から出力される出力信号は異なる2つの時
刻情報であり、
前記駆動制御部は、前記4つの時刻情報に基づいて前記駆動部を制御することを特徴とす
る請求項8に記載の揺動体装置。
【請求項１０】
光ビームを発生する光源と、前記揺動体の少なくとも1つに反射ミラーが形成された請求
項1乃至9のいずれかに記載の揺動体装置と、を有することを特徴とする光偏向装置。
【請求項１１】
請求項10に記載の光偏向装置と光学系とを少なくとも含み、前記光源からの光ビームを前
記光偏向装置により走査し、前記光学系により目標位置に走査光を集光することを特徴と
する画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の揺動体を有する揺動体装置の技術分野に関連する技術であり、より詳し
くは光偏向装置に好適なものに関する。また、この光偏向装置を使用した走査型ディスプ
レイやレーザビームプリンタやデジタル複写機等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来提案されている共振型光偏向装置は、ポリゴンミラー等の回転多面鏡を使用した光走
査光学系に比べて、次の様な特徴を備える。すなわち、光偏向装置を大幅に小型化するこ
とが可能であること、消費電力が少ないこと、ミラー面の面倒れが理論的に存在しないこ
とである。
【０００３】
一方、共振型偏向器においては、原理的にミラーの偏向角（変位角）が正弦的に変化する
ため、角速度が一定でない。この特性を補正するために、特許文献1及び特許文献2に記載
されている手法が提案されている。
【０００４】
特許文献1では、基本周波数とその3倍の周波数の振動モードを有する共振型偏向器を用い
ることで、三角波駆動を実現している。図35に略三角波駆動を実現したマイクロミラーを



(4) JP 5441309 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

示す。光偏向装置12は、揺動体14、16、ねじりばね18、20、駆動部23、50、検出部15、32
、制御回路30から構成される。このマイクロミラーは基本共振周波数と略3倍の共振周波
数を持ち、基本周波数と3倍の周波数との合成周波数で駆動する。これにより、ミラー面
を持つ揺動体14は三角波駆動で駆動し、その偏向角は正弦駆動に比べ角速度の変化が少な
い光偏向を実現する。その際、検出部15、32により揺動体14の振動を検出し、制御回路30
により三角波実現のために必要な駆動信号を生成し、駆動部23、50によりマイクロミラー
を駆動している。
【０００５】
また、特許文献2では、複数のねじりバネと複数の可動子からなる系が、分離した複数の
固有振動モードを有するマイクロ揺動体が開示されている。このマイクロ揺動体では、分
離した複数の固有振動モードの中に、基準周波数の固有振動モードである基準振動モード
と、基準周波数の略偶数倍の周波数の固有振動モードである偶数倍振動モードが存在する
。特許文献2では、これらの振動モードでマイクロ揺動体を振動させることで、鋸波駆動
などを実現している。
【０００６】
また、特許文献3では、正弦波で駆動する偏向ミラーにより偏向された光ビームの走査位
置を検知するために、偏向走査された光ビームが所定の位置を通過するときの時刻を光セ
ンサにより検出し、当該時刻を用いて偏向ミラーを制御している。
【特許文献１】米国特許4859846号
【特許文献２】特開2005－208578号公報
【特許文献３】特開2005－292627号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記文献により偏向器の揺動体の三角波駆動や鋸波駆動が実現しているが、揺動体の偏向
角の制御性に関しては更なる改善が求められる。よって、本発明は揺動体装置の揺動体の
偏向角（変位角）を高精度に制御することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題に鑑み、第1の本発明に係る揺動体装置は次のように構成されている。
第1の揺動体と、第2の揺動体と、第1の揺動体と第2の揺動体とを接続する第1のねじりバ
ネと、第2の揺動体に接続され且つ第1のねじりバネのねじり軸と共通するねじり軸を有す
る第2のねじりバネとを少なくとも有し構成される振動系と、振動系を支持する支持部と
を備える。本発明の揺動体装置は、更に前記揺動体の少なくとも一つが複数の時間関数の
和を含む式で表される振動となるように振動系を駆動する駆動部と、前記揺動体の少なく
とも一つの揺動体の変位に応じて信号を出力する信号出力器と、信号出力器の出力信号に
基づいて時間関数の振幅と位相の少なくとも一つが所定の値となるように駆動部を制御す
る駆動制御部とを備える。
【０００９】
また、第2の本発明に係る揺動体装置は次のように構成されている。
第1の揺動体と、第2の揺動体と、第1の揺動体と第2の揺動体とを接続する第1のねじりバ
ネと、第2の揺動体に接続され且つ第1のねじりバネのねじり軸と共通するねじり軸を有す
る第2のねじりバネとを少なくとも有し構成される振動系と、振動系を支持する支持部と
を備える。本発明の揺動体装置は、更に、前記揺動体の少なくとも一つの変位が、A1、A2
を振幅、φを相対位相差、ωを角周波数、tを時間とした場合、A1sinωt＋A2sin（nωt＋
φ）項を少なくとも含む数式（nは2以上の整数）で表される振動となるように振動系を駆
動する駆動部と、前記揺動体の少なくとも一つの揺動体の変位に応じて信号を出力する信
号出力器と、信号出力器の出力信号に基づいて前記数式のA1、A2、φの少なくとも一つが
所定の値となるように駆動部を制御する駆動制御部とを備える。
【００１０】
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また、第3の本発明に係る揺動体装置は次のように構成されている。
第1の揺動体と、第2の揺動体と、第1の揺動体と第2の揺動体とを接続する第1のねじりバ
ネと、第2の揺動体に接続され且つ第1のねじりバネのねじり軸と共通するねじり軸を有す
る第2のねじりバネとを少なくとも有し構成される振動系と、振動系を支持する支持部と
を備える。本発明の揺動体装置は、更に前記揺動体の少なくとも一つが、A1、A2を振幅、
φを相対位相差、ωを角周波数、tを時間とした場合、その変位θ(t)に関して、
θ（t）＝A1sinωt＋ΣAnsin（nωt＋φn-1）　（ｎは2以上の整数）
で表される振動を起こすように振動系を駆動する駆動部と、前記揺動体の少なくとも一つ
の揺動体の変位に応じて信号を出力する信号出力器と、信号出力器の出力信号に基づいて
前記数式のA1、A2、・・・An、φ1、φ2、・・・φn-1の少なくとも一つが所定の値とな
るように駆動部を制御する駆動制御部とを備える。
【００１１】
また、第4の本発明に係る揺動体装置は次のように構成されている。
支持部と、第1の揺動体、第2の揺動体、第1の揺動体と第2の揺動体とを接続する第1のね
じりバネ、支持部と第2の揺動体とを接続し且つ第1のねじりバネのねじり軸と共通するね
じり軸を有する第2のねじりバネとからなる振動系とからなる。更に本発明の揺動体装置
は、前記2つの揺動体の1つが、A1、A2を振幅、φを相対位相差、ωを角周波数、tを時間
とした場合、その変位θ(t)に関して、
θ（t）＝A1sinωt＋A2sin（2ωt＋φ）
で表される振動となるように振動系を駆動する駆動部と、2つの揺動体の1つが異なる第1
の変位角をとるときの第1及び第2の時刻情報と、第2の変位角を取るときの第3及び第4の
時刻情報とを出力する信号出力器と、第1乃至第4の時刻情報に基づいて前記数式のA1、A2
、φの少なくとも一つが所定の値となるように駆動部を制御する駆動制御部を備える。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の揺動体装置では、高精度に揺動体の偏向角を制御することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第1の実施形態）
第1の実施形態の揺動体装置を説明する。本実施形態の揺動体装置は、図1（a）、（b）に
示すように、第1の揺動体101、第2の揺動体102、第1のねじりバネ111、第2の揺動体102、
第2のねじりバネ112を少なくとも有する振動系と、振動系を支持する支持部121とを有す
る。第1のねじりバネは第1の揺動体と第2の揺動体とを接続している。第2のねじりバネは
、第1のねじりバネのねじり軸と共通するねじり軸を有するように第2の揺動体に接続され
ている。本実施形態の振動系は、2つの揺動体と2つのねじりバネとを少なくとも有すれば
よく、図1に示すように振動系を3つ以上の揺動体と3つ以上のねじりバネで構成してもよ
い。
【００１４】
また、振動系に駆動力を印加する駆動部120と、駆動部120を調整する駆動制御部150とを
有する。駆動部120は、複数の揺動体の少なくとも一つが複数の時間関数の和を含む式で
表される振動となるように振動系を駆動する。駆動制御部150は、振動系にこのような振
動を与えるような駆動信号を駆動部120に供給する。
【００１５】
本実施形態の揺動体装置を光偏向装置として用いる場合は、少なくとも一つの揺動体に反
射ミラーを形成する。反射ミラーとしては、揺動体の表面に光反射膜を形成する。尚、揺
動体の表面が十分平滑である場合は、光反射膜を形成しなくとも反射ミラーとして使用す
ることができる。光偏向装置は、更に、光ビームを照射する光源131を有し、揺動体に設
けた反射ミラーに光ビーム132を照射して光を走査する。
【００１６】
本実施形態の揺動体装置の動作原理を説明する。一般に、n個の揺動体とn個のねじりバネ
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を含む振動系の自由振動の方程式は以下で与えられる。
【００１７】
【数１】

ただし、Iｋ：揺動体の慣性モ－メント、kｋ：ねじりバネのバネ定数、θｋ：揺動体のね
じれ角である（k＝1・・・n）。この系のM－1Kの固有値をλｋとすると（k＝1乃至n）、
固有振動モードの角振動数（角周波数）ωｋは、ωｋ＝√（λｋ）で与えられる。
【００１８】
本発明の揺動体装置は、n個の揺動体とn個のねじりバネとを含むn個の振動モードを有す
る振動系において、これらωｋの中に基本周波数とその整数倍の周波数がn-1個あるよう
に構成することで、揺動体に対して様々な運動をさせることができる。尚、本発明におい
て整数倍とは略整数倍も含み、略整数倍とは基本周波数の0.98n～1.02n倍程度（nは任意
の整数）の数値範囲をいう。
【００１９】
特に、本実施形態の揺動体装置を2個の揺動体と2個のねじりバネとで構成し、ωkの中に
基本周波数とその略偶数倍の周波数があるように構成することで、所定の範囲での揺動体
の角速度の変動を抑えた略等角速度駆動を実現することができる。
【００２０】
更に、n＝3とした場合、例えば図33に示すように、揺動体（101、102、103）とねじりバ
ネ（111、112、113）とを有する振動系を、3つの振動モードの周波数比を1：2：3の関係
になるように構成する。この振動系が有する振動モード1乃至3で振動系を同時に加振する
ことで、n＝2の場合よりも角速度の変動が小さい駆動が可能となる。各振動モードにおけ
る周波数を1:2:3とし、各振動モードにおける振幅比を24：-6：1として、この振動系を駆
動した場合の揺動体の変位角と時間の関係を図34に示す。振幅比がマイナスで表示されて
いるのは、図34のモード2のように、原点から1/2周期までの変位がマイナスであることを
意味している。
【００２１】
このように、振動モードの数を増やしていくことで、所定の範囲における揺動体の角速度
の変動をより小さくすることができる。
【００２２】
また、本実施形態の揺動体装置を2個の揺動体と2個のねじりバネとで構成し、ωkの中に
基本周波数とその略3倍の周波数があるように構成することで、揺動体を略三角波駆動す
ることができる。
【００２３】
図1（a）、（b）のように、n個の揺動体とn個のねじりバネとから構成される振動系の振
動に関して説明する。この振動系は、基本周波数で運動する振動運動と、その略整数倍の
n-1個の周波数で運動する振動運動とを同時に発生可能な構成となっている。よって、本
実施形態の第1の態様では、複数の揺動体の少なくとも一つが、複数の時間関数の和を含
む式で表される振動となるように構成されている。尚、複数の時間関数の和を含む式には
、定数項を含む式も含まれる。例えば、定数項を含む場合とは、駆動部に一定の直流バイ
アスを印加し、揺動体の変位角の原点（変位角が0の位置）をずらしている場合である。
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【００２４】
また、本実施形態の第2の態様では、光偏向装置の偏向角θ（ここでは図3に示す如く走査
中心の位置を基準として測っている）は、次の様になる。第1の振動運動の振幅及び角周
波数を夫々A1、ωとし、第2の振動運動の振幅及び角周波数をA2、nωとし（ｎは2以上の
整数）、第1及び第2の振動運動の相対位相差をφとする。すると、揺動体の運動はA1sin
ωt＋A2sin（nωt＋φ）項を少なくとも含む数式で表される振動となる。特にn＝2の場合
は、A1sinωt＋A2sin（2ωt＋φ）項を少なくとも含む数式になり、所定の範囲での揺動
体の角速度の変動を抑えた略等角速度駆動を実現することができる。また、n＝3の場合は
、A1sinωt＋A2sin（3ωt＋φ）項を少なくとも含む数式になり、揺動体を略三角波駆動
することができる。尚、この場合もA1sinωt＋A2sin（nωt＋φ）項を少なくとも含む数
式には、定数項を含む式も含まれる。
【００２５】
また、本実施形態の第3の態様では、第1の振動運動の振幅及び角周波数を夫々A1、ωとし
、第nの振動運動の振幅及び角周波数を夫々An、nωとし、第1及び第nの振動運動の相対位
相差をφn-1とすると、揺動体の運動は下記の式で表すことができる。
θ（t）＝A1sinωt＋ΣAnsin（nωt＋φn-1）　　　　式2
ここで、ｎは2以上の整数である。ｎの値は、揺動体装置を構成する揺動体の数を増やせ
る限り大きくすることができる。実際に揺動体装置を作製する場合は、nは最大で3乃至5
程度であることが好ましい。駆動部120は、電磁方式、静電方式、圧電方式などにより振
動系に駆動力を印加することが可能な構成となっている。電磁駆動の場合は、例えば少な
くとも1つの揺動体に永久磁石を設け、この永久磁石に磁場を印加するコイルを揺動体の
近傍に配置してもよいし、永久磁石とコイルをこれとは逆の配置としてもよい。静電駆動
の場合は、少なくとも1つの揺動体に電極を形成し、この電極との間に静電力を働かせる
ような電極を揺動体の近傍に形成する。圧電駆動の場合は、圧電素子を振動系や支持部に
設けて駆動力を印加する。
【００２６】
また、駆動制御部150は振動系が上記第1乃至第3の態様で振動運動するような駆動信号を
発生可能な構成となっており、その駆動信号を前記駆動部に印加する。
【００２７】
駆動信号は、例えば正弦波を合成した駆動信号でもよいし（図6（a））、また、パルス状
の駆動信号（図6（b））でもよい。正弦波を合成した駆動信号の場合は、各正弦波の振幅
と位相を調整することで所望の駆動信号を得ることができる。また、パルス状の信号を用
いて駆動する場合は、パルスの数、間隔、幅などを時間的に変化させることで所望の駆動
信号を生成することができる。その他、光偏向装置の偏向角が所望の偏向角となるように
駆動できる駆動信号であればどのようなものでもよい。
【００２８】
また、本実施形態の揺動体装置は複数の揺動体の少なくとも一つの揺動体の変位に応じて
信号を出力する信号出力器を有する。図1（a）においては信号出力器は受光素子140であ
り、図1（b）においては信号出力器はピエゾ抵抗体170である。このような信号出力器は
変位角計測器として用いられる。以下では、信号出力器と変位角計測器は同等の意味で用
いる。
【００２９】
ピエゾ抵抗体170を用いて揺動体の変位角を検出する場合は、例えばねじりバネにピエゾ
抵抗体170を設け、このピエゾ抵抗体170から出力される信号に基づき揺動体がある変位角
をとるときの時刻を検出する。ピエゾ抵抗体170は例えばp型の単結晶シリコンにリンを拡
散することで作製する。ピエゾ抵抗体170は、ねじりバネのねじれ角に応じて信号を出力
する。したがって、揺動体の変位角を測定する場合は、ピエゾ抵抗体170を複数のねじり
バネに設け、複数のねじりバネのねじれ角の情報に基づいて揺動体の変位角を求めると精
度良く測定することができる。
【００３０】
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また、受光素子140を用いて揺動体の変位角を検出する場合は以下のようにして構成する
。
揺動体が第1の変位角を取るときの走査光の照射位置に第1の受光素子を配置し、揺動体が
第2の変位角を取るときの走査光の照射位置に第2の受光素子を配置する。第1及び第2の受
光素子は、異なる素子でもよいし、同じ素子でもよい。また、走査光は、直接受光素子に
入射する様にしてもよいし、少なくとも1つの反射部材を経て反射光を受光素子に入射す
る様にしてもよい。要するに、少なくとも1つの受光素子が、第1及び第2の走査角におけ
る走査光を受光して検出できる様に配置されていればよい。本実施形態に係る発明におけ
る信号出力器は、時間軸上で断続的に所定の変位角になったときに信号を出力するもので
もよいし、時間軸上で連続的に変位に応じた信号を出力するものであってもよい。
【００３１】
尚、本明細書では、ミラーの偏向角とミラーで偏向・走査される走査光の走査角は一定の
関係にあって同等に扱えるので、偏向角（変位角）と走査角は同等な意味で用いる。
【００３２】
例えば、図3（a）のように、第1及び第2の変位角にそれぞれ第1及び第2の受光素子を配置
する構成としてもよい。また、図3（b）のように、第1及び第2の変位角に反射部材160を
設けて、それぞれの反射部材160で反射された光（反射光）を第1及び第2の受光素子141、
142で受光する構成としてもよい。また、図15のように、第1及び第2の変位角にそれぞれ
受光素子140と反射部材160を設けてもよい。この場合、第1の変位角の走査光を受光素子1
40で検知し、第2の変位角の走査光を反射部材160で反射して第1の変位角に設けられた受
光素子140で受光する。また、図3（ｃ）のように、第1及び第2の変位角に反射部材160を
設けて、それぞれの反射部材160で反射された光（反射光）を1つの受光素子140で受光す
る構成としてもよい。この場合、受光素子は揺動体に対して、光源と反対側の領域に設け
る。尚、本実施形態では第1及び第2の変位角で走査光の通過時刻を測定する形態に限定さ
れることなく、それよりも多くの変位角で走査光の通過時刻を測定してもよい。
【００３３】
尚、本発明において変位角とは揺動体が静止している時の変位角、すなわち変位角が0の
場合も含まれる。
【００３４】
第1の態様の場合、駆動制御部150は、信号出力器の出力信号に基づいて、揺動体の振動運
動を表す複数の時間関数の振幅と位相の少なくとも一つが所定の値となるように駆動部12
0を制御する。
【００３５】
また、第2の態様の場合は、揺動体の振動運動はA1sinωt＋A2sin（nωt＋φ）項を少なく
とも含む数式で表されるので、次のようにして駆動部を制御する。すなわち、前記数式の
A1、A2、φの少なくとも一つが所定の値となるように駆動部120を制御する。
【００３６】
また、第3の態様の場合は、揺動体の振動運動は式2で表されるので、次のようにして駆動
部を制御する。すなわち、駆動制御部150は、信号出力器の出力信号に基づいて前記数式
のA1、A2、・・・An、φ1、φ2、・・・φn-1の少なくとも一つが所定の値となるように
駆動部120を制御する。
【００３７】
以上のように、本実施形態の揺動体装置では、簡単な構成でかつ高精度に揺動体の偏向角
を制御することができる。
【００３８】
本実施形態に係る発明においては、前記信号出力器からの情報に基づき駆動を調整する。
そして、信号出力器からの情報としては、揺動体の変位角が正の場合の前記信号出力器か
らの情報と、変位角が負の場合の前記信号出力器からの情報の両方を用いてその駆動を制
御するのが好ましい。例えば、揺動体の変位角θに関して、信号出力器からの変位を反映
した4つの時刻における情報を利用する場合、4つの時刻のうち2つは揺動体の変位角θが
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正の時の時刻情報であり、残りの2つは変位角θが負の時の時刻情報であることが好まし
い。揺動体の時計回りの回転と反時計回りの回転との両方を調整するのに有効だからであ
る。
【００３９】
（第2の実施形態）
第2の実施形態の揺動体装置を説明する。本実施形態の揺動体装置は、図2（a）、（b）に
示すように、第1の揺動体101、第2の揺動体102、第1のねじりバネ111、第2の揺動体102、
第2のねじりバネ112からなる振動系と、振動系を支持する支持部121とを有する。第1のね
じりバネ111は第1の揺動体101と第2の揺動体102とを接続している。第2のねじりバネ112
は、第1のねじりバネのねじり軸と共通するねじり軸を有するように、支持部121と第2の
揺動体102を接続している。
【００４０】
また、振動系に駆動力を印加する駆動部120と、駆動部を調整する駆動制御部150と、2つ
の揺動体の1つが、異なる第1及び第2の変位角を取るときの時刻情報を出力する信号出力
器とを有する。この信号出力器は変位角計測器として用いられる。図2（a）においては変
位角測定器は受光素子140であり、図2（b）においては変位角測定器はピエゾ抵抗体170で
ある。本実施形態のピエゾ抵抗体170を用いて揺動体の変位角を検出する方法、及び受光
素子140を用いて揺動体の変位角を検出する方法は、第1の実施形態に記載した内容と同様
である。
【００４１】
また、少なくとも一つの揺動体には反射ミラーが形成されている。本揺動体装置を光偏向
装置として用いる場合は、光ビームを照射する光源131を設け、揺動体に設けた反射ミラ
ーに光ビーム132を照射して光を走査する。
【００４２】
振動系は、基本周波数である第1の周波数で運動する第1の振動運動と、基本周波数の整数
倍の周波数である第2の周波数で運動する第2の振動運動とを同時に発生可能な構成となっ
ている。
【００４３】
つまり、本実施形態の光偏向装置の偏向角θ（ここでは図3に示す如く走査中心の位置を
基準として測っている）は、次の様になる。第1の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫
々A1、ω1、φ1、第2の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫々A2、ω2、φ2、適当な時
間を原点ないし基準時間としたときの時間をtとしたときに、次式の様に表現できる。
θ（t）＝A1sin（ω1t＋φ1）＋A2sin（ω2t＋φ2）　　　　式3-1
【００４４】
また、光偏向装置の偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の
振動運動の振幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の相対位相差をφ、適当な時間を
基準時間としたときの時間をtとしたときに、次式の様に表現できる。
θ（t）＝A1sin（ω1t）＋A2sin（ω2t＋φ） 式3-2
若しくは
θ（t）＝A1sin（ω1t＋φ）＋A2sin（ω2t） 式3-3
【００４５】
式3-3は、制御時に基本波ω1側の位相を調整する可能性がある場合に、対応するものであ
る。式3-1と式3-2並びに式3-3は、基準ないし原点の時間の取り方で表現の形が異なって
いるのみで、4つの未知の値を含む式である点（例えば、式3-2及び式3-3中のφはφ1－φ

2若しくはφ2－φ1と表せる）において本質的に同じものである。
【００４６】
駆動部120は、電磁方式、静電方式、圧電方式などにより振動系に駆動力を印加すること
が可能であり、第1の実施形態と同様な構成となっている。
【００４７】
また、駆動制御部150は振動系が基本周波数とその整数倍の周波数で振動運動するような
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駆動信号を発生可能な構成となっており、その駆動信号を前記駆動部に印加する。
【００４８】
駆動信号は、例えば正弦波を合成した駆動信号でもよいし（図6（a））、また、パルス状
の駆動信号（図6（b））でもよい。正弦波を合成した駆動信号の場合は、各正弦波の振幅
と位相を調整することで所望の駆動信号を得ることができる。また、パルス状の信号を用
いて駆動する場合は、パルスの数、間隔、幅などを時間的に変化させることで所望の駆動
信号を生成することができる。その他、光偏向装置の偏向角が所望の偏向角となるように
駆動できる駆動信号であればどのようなものでもよい。
【００４９】
変位角計測器は前記第1の振動運動の1周期内において、揺動体が第1の変位角を取るとき
の互いに異なる2つの時刻と第2の変位角を取るときの互いに異なる2つの時刻の4つの時刻
を測定する。
【００５０】
駆動制御部150は、第1の周波数を有する第1の信号と第2の周波数を有する第2の信号とを
合成した駆動信号を生成して前記駆動部120に供給すると共に、前記測定した4つの時刻が
、予め設定された時刻となるように駆動信号を調整する。そして、調整された駆動信号を
駆動部120に供給することで、揺動体装置を精度良く制御することができる。
【００５１】
また、駆動制御部150は、前記4つの時刻から式3-1における第1の振動運動の振幅及び位相
、並びに第2の振動運動の振幅及び位相（式3-1のA1、φ1、A2、φ2）のうちの少なくとも
1つの値を算出することができる。そして、駆動制御部150は、これらの値のうちの少なく
とも1つの値が予め設定された値となるように、駆動信号を調整することができる。
【００５２】
駆動信号を調整する際は、駆動信号の第1の振動運動の振幅成分及び位相成分、並びに第2
の振動運動の振幅成分及び位相成分を調整する。ここで、例えば駆動信号の第1の振動運
動の振幅成分とは、駆動信号のうち、揺動体の第1の振動運動の振幅を変動することがで
きる成分のことである。他の成分についても同様である。
【００５３】
このように調整された駆動信号を駆動部120に供給することで、揺動体装置を精度良く制
御することができる。
【００５４】
尚、本実施形態では第1及び第2の変位角で走査光の通過時刻を測定する形態について記載
したが、本発明はこれに限定されることなく、それよりも多くの変位角で走査光の通過時
刻を測定してもよい。
【００５５】
（第3の実施形態）
第3の実施形態の揺動体装置を説明する。本実施形態の揺動体装置を用いた光偏向装置の
ブロック図を図2(a)に示す。基本構成は上記第1及び第2の実施形態の揺動体装置と同じで
ある。本実施形態では、図3(a)に示すように走査光133を検出するために、第1及び第2の
変位角にそれぞれ第1及び第2の受光素子を配置している。
【００５６】
本実施形態でも、光偏向装置の偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫
々A1、ω1、φ1、第2の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫々A2、ω2、φ2、時間をtと
したときに、上記式3-1の様に表現できる。
【００５７】
また、偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の振動運動の振
幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の相対位相差をφ、適当な時間を基準としたと
きの時間をtとしたときに、上記式3-2、式3-3の様に表現できる。
【００５８】
ここで、第1及び第2の変位角に配置された第1及び第2の受光素子により、前記第1の振動
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運動の1周期内において所望の互いに異なる4つの時刻を検出する。そして、駆動制御部15
0で、走査光が第1及び第2の受光素子上を予め設定された時刻に通過する様に、駆動信号
を調整する。
【００５９】
つまり、駆動制御部150は前記4つの時刻から式3-1における第1の振動運動の振幅及び位相
、並びに第2の振動運動の振幅及び位相（式3-1のA1、φ1、A2、φ2）の値を算出すること
ができる。これにより、所望する任意の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。この
際、前記4つの時刻は、第1及び第2の受光素子の位置に相当する偏向角を夫々θBD1、θBD

2（図3（a）参照）とした場合、次の様になる。
或る時刻t1及びt2において
θ（t1）＝θ（t2）＝θBD1　　　　　　　　　　　　式4
或る時刻t3及びt4において
θ（t3）＝θ（t4）＝θBD2　　　　　　　　　　　　式5
【００６０】
つまり、駆動制御部150は4つの時刻を夫々所望する任意の時刻にすることで、第1及び第2
の振動運動の振幅と位相を一意に決定できる。より具体的には、駆動制御部150は4つの時
刻を予め設定された時刻にするために、駆動信号を生成して駆動部120へ印加することで
第1及び第2の振動運動の夫々の振幅、位相ないし相対位相差を調整する。
【００６１】
駆動信号は、例えば正弦波を合成した駆動信号でもよいし（図6（a））、また、パルス状
の駆動信号（図6（b））でもよい。正弦波を合成した駆動信号の場合は、各正弦波の振幅
と位相を調整することで所望の駆動信号を得ることができる。また、パルス状の信号を用
いて駆動する場合は、パルスの数、間隔、幅などを時間的に変化させることで所望の駆動
信号を生成することができる。その他、光偏向装置の偏向角が所望の偏向角となるように
駆動できる駆動信号であればどのようなものでもよい。
【００６２】
（第4の実施形態）
第4の実施形態の揺動体装置を説明する。本実施形態の揺動体装置を用いた光偏向装置の
ブロック図を図14に示す。基本構成は上記第1及び第2の実施形態の揺動体装置と同じであ
る。本実施形態では、各周期の往復走査において、走査光133は、直接、受光素子140を2
回通過し、かつ反射板160により2回偏向される。そして、反射板160により偏向された偏
向光134は同じ受光素子140を2回通過する。駆動制御部150は、走査光133が受光素子140を
通過する4つの時刻により駆動部120への駆動信号を生成する。
【００６３】
図15に本光偏向装置の偏向角θについて示す。揺動体101は表面に反射ミラーを有し、光
源131からの光ビーム132を走査する。光偏向装置は受光素子と反射板を有し、受光素子14
0及び反射板160は夫々光偏向装置の最大偏向角より小さい偏向角の位置に配置される。図
15では光偏向装置の走査光の直接の光路に受光素子140及び反射板160を配置したが、上述
した様に、別の反射板等によってさらに偏向された走査光の光路に受光素子140及び反射
板160を配置してもよい。
【００６４】
本実施形態でも、光偏向装置の偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫
々A1、ω1、φ1、第2の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫々A2、ω2、φ2、時間をtと
したときに、上記式3-1の様に表現できる。
【００６５】
また、偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の振動運動の振
幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の相対位相差をφ、適当な時間を基準としたと
きの時間をtとしたときに、上記式3-2、式3-3の様に表現できる。
【００６６】
ここで、走査光が照射される所望の位置に受光素子と反射板を配置し、前記第1の振動運
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動の1周期内において所望の互いに異なる4つの時刻を検出する。そして、駆動制御部150
で、走査光が受光素子上と反射板上を予め設定された時刻に通過する様に、駆動信号を調
整する。
【００６７】
つまり、駆動制御部は前記4つの時刻から式3-1における第1の振動運動の振幅及び位相、
並びに第2の振動運動の振幅及び位相（式3-1のA1、φ1、A2、φ2）の値を算出することが
できる。これにより、所望する任意の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。この際
、前記4つの時刻は、受光素子及び反射板の位置に相当する偏向角を夫々θBD、θMIRROR

（図15参照）とした場合、次の様になる。
或る時刻t1及びt2において
θ（t1）＝θ（t2）＝θBD　　　　　　　　　　　　　式6
或る時刻t3及びt4において
θ（t3）＝θ（t4）＝θMIRROR　　　　　　　　　　　　式7
【００６８】
つまり、駆動制御部150は4つの通過時刻（t1、t2、t3、t4）を夫々所望する任意の時刻に
することで、第1及び第2の振動運動の振幅と位相を一意に決定できる。より具体的には、
駆動制御部150は4つの時刻を予め設定された時刻にするために、駆動信号を生成して駆動
部120へ印加することで第1及び第2の振動運動の夫々の振幅、位相ないし相対位相差を調
整する。
【００６９】
駆動信号は、例えば正弦波を合成した駆動信号でもよいし（図6（a））、また、パルス状
の駆動信号（図6（b））でもよい。正弦波を合成した駆動信号の場合は、各正弦波の振幅
と位相を調整することで所望の駆動信号を得ることができる。また、パルス状の信号を用
いて駆動する場合は、パルスの数、間隔、幅などを時間的に変化させることで所望の駆動
信号を生成することができる。その他、光偏向装置の偏向角が所望の偏向角となるように
駆動できる駆動信号であればどのようなものでもよい。
【００７０】
（第5の実施形態）
第5の実施形態の揺動体装置を説明する。本実施形態の揺動体装置を用いた光偏向装置の
ブロック図を図22に示す。基本構成は上記第1及び第2の実施形態の揺動体装置と同じであ
る。異なる所は、次の点である。本実施形態による光偏向装置を示すブロック図である図
22(a)に示す様に、駆動制御部150が振動モード変換部151を有する点である。駆動制御部1
50は、基本周波数を有する第1の信号と、基本周波数の整数倍の周波数である第2の周波数
を有する第2の信号とを合成した第1の駆動信号を生成する。更に、振動モード変換部151
を有する駆動制御部150は、第1及び第2の信号の少なくとも一方に位相を加え、且つこれ
らの信号を合成した第2の駆動信号を生成し、第1の駆動信号と第2の駆動信号を選択的に
供給可能な構成となっている。例として、所望の位相を加える前の振動系の第1の振動モ
ードの駆動時の偏向角θを図22（ｂ）に、所望の位相を加えた後の振動系の第2の振動モ
ードの駆動時の偏向角θを図22（ｃ）に示す。図示例では、第1の振動運動をA1sin（ω1

ｔ）で表し、第2の振動運動をA2sin（ω2ｔ＋φ）で表し、第2の振動モードの駆動時には
第2の振動運動のみにπの位相を加えてA2sin（ω2ｔ＋φ＋π）としている。図22（ｂ）
及び図22（ｃ）の実線の曲線が示す様に、走査光133は受光素子140を2回ずつ合計4回通過
する。駆動制御部150は4つの通過時刻から第1の振動運動と第2の振動運動を所望の運動に
するための駆動信号を算出する。算出された駆動信号に基づいて駆動部120により振動系1
00は所望の振動運動を行うよう制御される。
【００７１】
図23に本実施形態の光偏向装置の偏向角について示す。揺動体101は表面に反射ミラーを
有し、光源131からの光ビーム132を走査する。光偏向装置は1つの受光素子140を有し、受
光素子140は光偏向装置の最大偏向角より小さい偏向角の位置に配置される。図23では光
偏向装置の光路に受光素子140を配置したが、別の反射板等によってさらに偏向された走
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査光の光路に受光素子140を配置しても良い。
【００７２】
第1の振動運動の振幅、角周波数、位相を夫々A1、ω1、φ1、第2の振動運動の振幅、角周
波数、位相を夫々A2、ω2、φ2、時間をｔとしたときの第1の振動モードの光偏向装置の
偏向角θaは、次の式で表現できる。
θa（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ＋φ1）＋A2sin（ω2ｔ＋φ2）　　　　　式8
【００７３】
また、振動モード変換部151により位相φ1及びφ2に所望の位相φ1´及びφ2´を加えた
場合の第2の振動モードの光偏向装置の偏向角θbは、次の式で表現できる。
θb（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ＋φ1＋φ1´）＋A2sin（ω2ｔ＋φ2＋φ2´）　　式9
【００７４】
走査光が照射される所望の位置に受光素子140を配置し、前記第1の振動運動の1周期内の
或る点を原点とした所望の互いに異なる4つの時刻を検出する。そして、駆動制御部150で
、走査光が受光素子上を予め設定された時刻に通過する様に、駆動信号を調整する。つま
り、第1、第2の振動運動の振幅、角周波数、位相を前記4つの時刻から算出し、駆動信号
を調整することで所望の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【００７５】
4つの時刻は、受光素子140の位置に相当する偏向角をθaBDとした場合、或る時刻ｔ1及び
ｔ2、並びに或る時刻ｔ3及びｔ4において、次の様になる。
θa（ｔ1）＝θa（ｔ2）＝θaBD　　　　　　　　　　　　式10
θb（ｔ3）＝θb（ｔ4）＝θaBD　　　　　　　　　　　　式11
【００７６】
駆動制御部150は4つの通過時刻（ｔ1、ｔ2、ｔ3、ｔ4）を夫々所望の設定時刻にすること
で、第1及び第2の振動運動の振幅と位相を一意に決定できる。より具体的には、駆動制御
部150は4つの時刻を予め設定された時刻にするために、駆動信号を生成して駆動部120へ
印加することで、第1、第2の振動運動の夫々の振幅、位相A1、φ1、A2、φ2を調整する。
【００７７】
または、第1の振動運動の振幅、角周波数をA1、ω1、第2の振動運動の振幅、角周波数をA

2、ω2、2つの周波数の相対位相差をφ、適当な時間を0としたときの時間をｔとしたとき
に、第1の振動モードの光偏向装置の偏向角θaは、次式で表現できる。
θa（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ）＋A2sin（ω2ｔ＋φ）　　　　　　　式12
【００７８】
また、振動モード変換部151により第1、第2の振動運動に所望の位相φ1´及びφ2´を加
えた場合、光偏向装置の第2の振動モードの偏向角θbは、次式で表現できる。
θb（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ＋φ1´）＋A2sin（ω2ｔ＋φ＋φ2´）　　　式13
【００７９】
ここでも、走査光が照射される所望の位置に受光素子140を配置し、前記第1の振動運動の
1周期内の或る点を原点とした所望の互いに異なる4つの時刻を検出する。そして、駆動制
御部150で、走査光が受光素子上を予め設定された時刻に通過する様に、駆動信号を調整
する。
【００８０】
つまり、第1、第2の振動運動の振幅、角周波数、位相を前記4つの時刻から算出し、駆動
信号を調整することで所望の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【００８１】
4つの時刻は、受光素子140の位置に相当する偏向角をθaBDとした場合、或る時刻ｔ1及び
ｔ2、並びに或る時刻ｔ3及びｔ4において、次の様になる。
θa（ｔ1）＝θa（ｔ2）＝θaBD　　　　　　　　　　　　式14
θb（ｔ3）＝θb（ｔ4）＝θaBD　　　　　　　　　　　　式15
【００８２】
駆動制御部150は4つの通過時刻（ｔ1、ｔ2、ｔ3、ｔ4）を夫々所望の設定時刻にすること
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で、第1及び第2の振動運動の振幅と位相を一意に決定できる。より具体的には、駆動制御
部150は4つの時刻を予め設定された時刻にするために、駆動信号を生成して駆動部120へ
印加することで、第1の振動運動の振幅A1、第2の振動運動の振幅A2、位相差φを調整する
。
【００８３】
本実施形態においても、駆動信号は、例えば正弦波を合成した駆動信号でもよいし（図6
（a））、また、パルス状の駆動信号（図6（b））でもよい。正弦波を合成した駆動信号
の場合は、各正弦波の振幅と位相を調整することで所望の駆動信号を得ることができる。
また、パルス状の信号を用いて駆動する場合は、パルスの数、間隔、幅などを時間的に変
化させることで所望の駆動信号を生成することができる。その他、光偏向装置の偏向角が
所望の偏向角となるように駆動できる駆動信号であればどのようなものでもよい。
【実施例】
【００８４】
以下に、本発明の更に具体的な実施例を図に沿って説明する。
【００８５】
（実施例1）
本発明の実施例1による光偏向装置を説明する。実施例1の光偏向装置のブロック図は図2(
a)に示されるものと同じである。図4は本実施例の具体的な構成図である。図4（a）は本
光偏向装置の振動系の上面図である。プレート部材300が、シリコンウェハをエッチング
加工して作製されている。平板状の揺動体301は、図中の上下を2本のねじりバネ311a、31
1bで支持されている。揺動体301の上面には、光反射膜（反射ミラー）331が成膜されてい
る。枠形状の揺動体302は、その内側にねじりバネ311a、311bを支持しており、図中の上
下を2本のねじりバネ312a、312bで支持されている。枠形状の支持枠321は、その内側にお
いてねじりバネ312a、312bを支持している。
【００８６】
本実施例では、揺動体301と揺動体302は、それぞれ上下を2本のねじりバネで固定されて
いるが、それぞれの揺動体は1本ねじりバネで片側だけ支持されていてもよい。例えば揺
動体301は1本のねじりバネ311bで固定され、揺動体302は2本のねじりバネ312a、312bで固
定されてもよい。逆に、揺動体301は2本のねじりバネ311a、311bで固定され、揺動体302
は1本のねじりバネ312bで固定されてもよい。
【００８７】
揺動体301、302及びねじりバネ311、312を含む振動系は、2つの振動モードを有するが、
それらの周波数の一方が他方の略2倍になる様に調整が施されている。例として、揺動体3
01、302の慣性モ－メントをI1、I2とし、ねじりバネ311a、311bからなるバネ定数をk1、
ねじりバネ312a、312bからなるバネ定数をk2とすると、2つの固有角振動数は一意に決ま
る。本実施例では、ω1＝2π×2000[rad/s]、ω2＝2π×4000[rad/s]となるように慣性モ
ーメントI1、I2、及びバネ定数k1、k2を調整している。
【００８８】
図4（b）は、本光偏向装置の駆動部を説明するための模式図である。図中、プレート部材
300は、図4（a）の切断線390で切断した断面を示している。揺動体302の下面には永久磁
石341が接着されていて、プレート部材300は、透磁率の高い材料で作成されたヨ－ク344
に接着されている。ヨ－ク344の、永久磁石341に相い対する部位には、透磁率の高い材料
で作成されたコア343が配置され、コア343の周囲にはコイル342が周回されている。永久
磁石341、コイル342、コア343、ヨ－ク344は、電磁アクチュエータ（駆動部）340を構成
しており、コイル342に電流を流すと、永久磁石341にトルクが作用し、揺動体302が駆動
される。
【００８９】
図5（a）、図5（b）にコイルに電圧を印加した場合の揺動体301の変位角の伝達特性を示
す。図5（a）はゲイン（変位角/印加電圧）と駆動周波数の関係を、図5（b）は印加電圧
と変位角の位相差と駆動周波数の関係を示す。図5（a）に示すようにω1の振動モードに
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対しω2の振動モードのゲイン（効率）は異なり、図5（b）に示すようにω1の振動モード
に対しω2の振動モードは位相が180deg遅れる。
【００９０】
図4（c）は、本光偏向装置の制御部150を示す。図中、351、352は2000Hz及び4000Hzの正
弦波を生成する任意波形発生器である。夫々の正弦波の位相及び振幅は演算部360の指令
により任意に変更可能である。生成された2つの正弦波は加算器370で足し合わされた後に
増幅器380により増幅され、コイル342に電圧が印加されることで電流が流される。第1及
び第2の受光素子141、142は図3（a）に示す様に配置され、第1及び第2の受光素子からの
出力391、392は演算部360に取り込まれる。演算部360は第1及び第2の受光素子の出力391
、392が任意の値を示す様に、つまり走査光133が所望する任意の時刻で第1及び第2の受光
素子141、142を通過する様に、任意波形発生器351、352の夫々の正弦波の位相及び振幅を
調整する。
【００９１】
本実施例では任意波形発生器351、352と加算器370を用い2つの周波数を合成した駆動信号
（図6（a））を生成したが、演算部360の指令から固有角振動数ω1の1周期内の電圧波形
を分割して多数のパルス列で構成してもよい（図6（b））。つまり、パルスの数、間隔、
幅などを時間的に変化させ、その固有角振動数ω1とω2の振幅成分および位相を変化させ
るPWM（PulseWidthModulation）駆動部などを用いてもよい。
【００９２】
本実施例の光偏向装置を使用することで、2つの周波数成分を有する所望する任意の光走
査（例えば、走査角が略鋸波状に変化する走査光）を実現できる。
【００９３】
（実施例2）
本発明の実施例2による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図2
（a）に示されるものと同じである。また、その構成は図4に示されるものと同じである。
【００９４】
本光偏向装置の偏向角θは、次の様に表現される。第1の振動運動の振幅、角周波数を夫
々A1、ω1、第2の振動運動の振幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の夫々の位相を
φ1、φ2とする。そして、第1の振動運動の1周期内の任意の時間を原点ないし基準とした
ときの時間をtとして、上記式3-1のθ（t）＝A1sin（ω1t＋φ1）＋A2sin（ω2t＋φ2）
の様に表現できる。
【００９５】
ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とすると、
本光偏向装置の偏向角θ及び角速度θ’の時間変化は図7に示す様になる。図7（a）の実
線で示す偏向角θは正弦波（破線で示す）に比べ鋸波に近くなり、図7（b）の実線で示す
角速度θ’は正弦波のそれ（破線で示す）に比べ、略等角速度領域において変化量が少な
くなる。なお、図7における縦軸の単位は適当にとってある。
【００９６】
本実施例ではA1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とした
が、角速度θ’の変化量が正弦波に比べ略等角速度領域において少なくなる如何なるA1、
A2、φ1、φ2、ω1、ω2としてもよい。好ましくは、第1の周波数の1周期内の20％以上の
連続した時間において、その時間内での前記反射ミラーの角速度θ’の最大値と最小値が
（最大値－最小値）／（最大値＋最小値）＜0．1の関係を満たすことが望ましい。これは
、光偏向装置に要求される好ましい大まかな条件であり、他の実施例でも同様である。
【００９７】
この際、第1及び第2の受光素子141、142をA1の8割、つまり偏向角θが0.8（最大偏向角を
1として）となる光偏向装置の走査中心から対称の位置に夫々配置すると、次の様になる
。すなわち、第1及び第2の受光素子141、142を走査光133が通過する所望する目標時刻t10
、t20、t30、t40（図7（a）参照）は0.052msec、0.154msec、0.346msec、0.448msecとな
る。これら目標時刻は予め求められて記憶されている（こうしたことは、以下の実施例で
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も同様である）。よって、第1及び第2の受光素子141、142を走査光133が通過する時刻t1
、t2、t3、t4が上記所望値になる様に、図6（a）、図6（b）に示すような駆動信号を制御
部150で調整することで、図7の実線で示す偏向角θを得ることができる。
【００９８】
本実施例では、偏向角θが0.8となる光偏向装置の走査中心から対称の位置に第1及び第2
の受光素子141、142を配置したが、任意の偏向角θの所でもよい。好ましくは、略等速領
域における光学的な干渉を避けるため、偏向角θの絶対値が0.6以上で、1.0未満の範囲に
第1及び第2の受光素子141、142を夫々配置することが望ましい。ここで偏向角θの絶対値
が0.6以上で、1.0より小さい範囲とは、偏向角θが＋1．0より小さく＋0．6以上の範囲と
、－0．6以下で－1．0より大きい範囲である。なお、反射ミラーの偏向中心を零とし所望
の最大偏向角を±1としている。こうした配置についても、他の実施例でも同様である。
【００９９】
本実施例における、より具体的な偏向角の制御の方法を以下に説明する。図8は制御のフ
ロ－を示す。
【０１００】
＜A1制御＞
まず、A1の制御を行なう。基本周波数で運動する第1の振動運動のみで光走査するために
、任意波形発生器351の周波数を2000Hzの角周波数とし、任意波形発生器352の周波数を20
00Hz及び4000Hz以外の零を含む任意の角周波数とする。すると、第2の振動運動は共振振
動を起こさず、光偏向装置の偏向角θは次の式で表現できる。
θ（t）＝A1sin（ω1t） 　　　式16
【０１０１】
そして、或る時刻t1、t2、t3、t4を次の様にする。
θ（t1）＝θ（t2）＝θBD1 　　　式17
θ（t3）＝θ（t4）＝θBD2 　　　式18
すると、t2－t1及びt4－t3のうち少なくとも一方の値が0.102msec（これは、図7に示す目
標とする偏向角θの変化から、予め求めてある）になる様に任意波形発生器351の振幅を
調整することで、A1を所望のA1とできる。決める未知の値は1つなので、この方法でA1を
決められる。
【０１０２】
この工程は、揺動体上の反射ミラーの第1の振動運動の振幅を決める工程であって、第2の
振動運動を止め、第1の振動運動のみで光を走査している際に、第1の周波数の1周期内に
おける或る時間を零ないし基準として、次の様に調整する工程である。すなわち、第1の
受光素子を走査光が通過する互いに異なる2つの通過時刻の組と、第2の受光素子を走査光
が通過する互いに異なる2つの通過時刻の組と、の内の少なくとも一方の組の時刻を所望
の目標時刻になる様に第1の振動運動の振幅を調整する。
【０１０３】
その後、任意波形発生器352の周波数を4000Hzに戻す。なお、本実施例では、基本周波数
で運動する第1の振動運動のみで光走査するために、任意波形発生器352の周波数を2000Hz
及び4000Hz以外の零を含む任意の周波数とした。すなわち、第2の振動運動を止める際に
、駆動部から振動系に伝える駆動力の内、第2の周波数の周期的駆動力を止めて、かつ、
第1の周波数と第2の周波数以外の周波数の第3の周波数の周期的駆動力を加えた。しかし
、この際、任意波形発生器352の振幅A2を零にしても構わない。
【０１０４】
＜φ制御＞
次に、第1及び第2の振動運動の位相差φを零に調整する。その際、次の様にする。
t2－t1＝t4－t3　 式19
かつ、
t3－t2＞t30－t20　 式20
式19を要求するのは、第1及び第2の受光素子141、142を光偏向装置の走査中心から対称の
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位置に夫々配置しているからである。こうなる様に任意波形発生器351、352の位相差を調
整すると、第1及び第2の振動運動の位相差が零となる。ここでも、決める未知の値は1つ
なので、この方法でφを決められる。なお、式20は、振動運動が逆の位相になるのを避け
るための条件である。
【０１０５】
この工程は、反射ミラーの第1の振動運動と第2の振動運動の相対位相差を決める工程であ
る。ここでは、第1の受光素子を走査光が通過する互いに異なる2つの通過時刻の差と、第
2の受光素子を走査光が通過する互いに異なる2つの通過時刻の差と、が等しい値になる様
に第1及び第2の振動運動の内の少なくとも一方の位相を調整する。
【０１０６】
＜A2制御＞
続いて、A2の制御を行なう。第1及び第2の受光素子141、142を走査光133が通過する時刻
をt1、t2、t3、t4とする。このうちの少なくとも1つ以上が、t1＝0.052msec、t2＝0.154m
sec、t3＝0.346msec、t4＝0.448msecを満たす様に任意波形発生器352の振幅を調整する。
これにより、A2を所望のA2とすることができる。ここでも、決める未知の値は1つなので
、この方法でA2を決められる。
【０１０７】
この工程は、反射ミラーの第2の振動運動の振幅を決める工程であって、第1及び第2の受
光素子を走査光が通過する時刻の内の少なくとも1つ以上を所望の値にする様に第2の振動
運動の振幅を調整する工程である。
【０１０８】
＜制御終了確認＞
ここで、t1、t2、t3、t4が或る許容誤差範囲内であれば制御終了とする。異なっていれば
A1制御に戻り再び上記制御を行なう。
【０１０９】
以上の操作により所望の光偏向装置の偏向角θを実現できる。本実施例ではt1、t2、t3、
t4、t10、t20、t30、t40を時刻として取り扱ったが、或るクロックを基準とするカウンタ
値でもよい。また、本実施例ではt1、t2、t3、t4、t10、t20、t30、t40を決まった値とし
たが、一定の誤差範囲を持った値としてもよい。これらのことは、他の実施例でも同様で
ある。
【０１１０】
（実施例3）
本発明の実施例3による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図2
（a）に示されるものと同じである。また、その構成は図4に示されるものと同じである。
【０１１１】
ここでも、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の振動運動の振幅、角周
波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の夫々の位相をφ1、φ2、第1の振動運動の1周期内の任
意の基準時間を原点（0）としたときの時間をtとする。このとき、本光偏向装置の偏向角
θも、上記式3-1のθ（t）＝A1sin（ω1t＋φ1）＋A2sin（ω2t＋φ2）で表現できる。
【０１１２】
ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とすると、
本光偏向装置の偏向角θは図7に示す様になる。本実施例ではA1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、
φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000としたが、角速度θ’の変化量が正弦波に比べ
略等角速度領域において少なくなる如何なるA1、A2、φ1、φ2、ω1、ω2としてもよい。
【０１１３】
この際、第1及び第2の受光素子141、142をA1の8割、つまり偏向角θが0.8となる夫々異な
る位置に配置すると、偏向角θが0（走査中心）の時間を0とした場合、次の様になる。す
なわち、第1及び第2の受光素子141、142を走査光133が通過する目標時刻t10、t20、t30、
t40は0.052msec、0.154msec、0.346msec、0.448msecとなる。よって、第1及び第2の受光
素子141、142を走査光133が通過する4つの検出時刻t1、t2、t3、t4が上記値になる様に制
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御部により駆動信号を調整することで、図7に示す光偏向装置の偏向角θを得ることがで
きる。
【０１１４】
本実施例では、偏向角θが0.8となる光偏向装置の走査中心から対称の位置に第1及び第2
の受光素子141、142を配置したが、任意の偏向角θでもよい。また、本実施例では、偏向
角θが0の時間を0としたが、第1の振動運動の角周波数の1周期の任意の時間を原点（0）
としてもよい。
【０１１５】
本実施例の制御方法を詳述する。本光偏向装置のA1、A2、φ1、φ2の何れかを含む制御パ
ラメータXが目標値から微小に変化した場合の第1及び第2の受光素子141、142を走査光133
が通過する検出時刻t1、t2、t3、t4の変化を表す係数、及び行列Mを予め求めておく。こ
れらは次の様に表される。
【０１１６】
【数２１】

【０１１７】
【数２２】

【０１１８】
したがって、反射ミラーの振幅と位相の操作量ΔA1、ΔA2、Δφ1、Δφ2は、4つの検出
時刻t1、t2、t3、t4と4つの目標時刻t10、t20、t30、t40との時間差Δt1、Δt2、Δt3、
Δt4によって、次の式で求まる。
【０１１９】

【数２３】

【０１２０】



(19) JP 5441309 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

上記関係式から目標時刻t10、t20、t30、t40からの時間差Δt1、Δt2、Δt3、Δt4から操
作量ΔA1、ΔA2、Δφ1、Δφ2が算出される。そして、その値に基づき任意波形発生器35
1、352の出力を変更する。以上の制御を繰り返すことで目標時刻t10、t20、t30、t40に収
束し、所望の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【０１２１】
上記工程を図9のブロック図に示す。光源410からの光を光偏向装置（反射ミラー）420に
より偏向することで、偏向光430は第1及び第2の受光素子441、442を通過する。制御部450
では、第1及び第2の受光素子441、442で検出された検出時刻451と目標時刻452とを差分し
、時間差453を算出する。そして、式23に示す様に時間差453から演算器454により行列演
算することで操作量455を算出し、任意波形発生器351、352と加算器370と増幅器380によ
って光偏向装置420の駆動部に入力する信号を生成する。
【０１２２】
本実施例においても、例えば図6（a）のような正弦波を合成した駆動信号を生成してもよ
いし、また、図6(b)のようなパルス状の駆動信号を生成してもよい。すなわち、受光素子
で検出された検出時刻が目標時刻となるような駆動信号であれば、どのような駆動信号で
もよい。
【０１２３】
図5に示す揺動体301の変位角の伝達特性は、環境温度などの環境変化、揺動体の振動特性
の経時変化により変化する。よって制御部150は、光偏向器のω1の振動周期毎に駆動波形
を更新し所望の光偏向装置の偏向角θを得られるように制御する。本実施例ではω1の振
動周期毎に駆動波形を更新するとしたが、それより短い周期、例えば受光素子に信号が入
力される時刻で制御してもよい。もしくは光偏向器のω1の振動周期より長い周期で制御
しても構わない。
【０１２４】
（実施例4）
本発明の実施例4による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図2
（a）に示されるものと同じである。また、その構成は図4に示されるものと同じである。
本光偏向装置の偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の振動
運動の振幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の夫々の位相の差をφ、時間をtとし
たときに、上記式3-2若しくは上記式3-3で表現できる。式3-2ならびに式3-3中のφはφ1

－φ2若しくはφ2－φ1である。
【０１２５】
ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とする。本実施例で
はA1＝1、A2＝0.2、φ＝0（φ1＝0、φ2＝0）、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とした
が、角速度θ’の変化量が正弦波に比べ略等角速度領域において少なくなる如何なるA1、
A2、φ1、φ2、ω1、ω2としてもよい。第1及び第2の受光素子141、142をA1の8割、つま
り偏向角θが0.8となる夫々異なる位置に配置し、第1及び第2の受光素子141、142を走査
光133が通過する目標時刻t10、t20、t30、t40の内のt10を基準の時間とする。すると、基
準時間からの相対目標時間t20－t10、t30－t10、t40－t10は0.102msec、0.294msec、0.39
6msecとなり本光偏向装置の偏向角θは図7に示す様になる。よって、第1及び第2の受光素
子141、142を走査光133が通過する3つの検出相対時間t2－t1、t3－t1、t4－t1が上記値に
なる様に制御部により駆動信号を調整することで、図7に示す光偏向装置の偏向角θを得
ることができる。φ1とφ2はφ＝φ1－φ2若しくはφ＝φ2－φ1の関係式で表現され、図
7中の上記式3-1は、上記式3-2に、若しくは上記式3-3に変換される。
【０１２６】
本実施例でも、偏向角θが0.8となる光偏向装置の走査中心から対称の位置に第1及び第2
の受光素子141、142を配置したが、任意の偏向角θでもよい。
【０１２７】
本実施例の制御方法を詳述する。光偏向装置のA1、A2、φの何れかを含む制御パラメータ
Xが目標値から微小に変化した場合の第1及び第2の受光素子141、142を走査光133が通過す
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る検出相対時間t2－t1、t3－t1、t4－t1の変化を表す係数、及び行列Mを予め求めておく
。これらは次の様に表される。
【０１２８】
【数２４】

【０１２９】
【数２５】

【０１３０】
したがって、ミラーの振幅と位相の操作量ΔA1、ΔA2、Δφは、3つの検出相対時間t2－t

1、t3－t1、t4－t1と3つの目標時間t20－t10、t30－t10、t40－t10との時間差Δt2、Δt3
、Δt4によって、次の式で求まる。
【０１３１】
【数２６】

【０１３２】
上記関係式から目標時間t20－t10、t30－t10、t40－t10からの時間差Δt2、Δt3、Δt4か
ら操作量ΔA1、ΔA2、Δφが算出される。そして、その値に基づき任意波形発生器351、3
52の出力を変更する。以上の制御を繰り返すことで目標時刻t10、t20、t30、t40に収束し
、所望の光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【０１３３】
上記工程を図9のブロック図により説明する。光源410からの光を光偏向装置420により偏
向することで、偏向光430は第1及び第2の受光素子441、442を通過する。制御部450では、
第1及び第2の受光素子441、442で検出された検出時刻451と目標時刻452とを差分し、時間
差453を算出する。さらに、式26に示す様に時間差453から演算器454により行列演算する
ことで操作量455を算出し、任意波形発生器351、352と加算器370と増幅器380によって光
偏向装置420の駆動部に入力する信号を生成する。この場合、t10を基準時間としているの
で、図9に示す任意波形発生器351への操作量455は2つではなく、1つになるか、若しくは
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任意波形発生器352への操作量455は2つではなく、1つになる。つまり、2つの周波数の夫
々の位相の差φは、任意波形発生器351と任意波形発生器352のどちらによってでも調整さ
れ得る。
【０１３４】
本実施例においても、例えば図6（a）のような正弦波を合成した駆動信号を生成してもよ
いし、また、図6(b)のようなパルス状の駆動信号を生成してもよい。すなわち、受光素子
で検出された検出時刻が目標時刻となるような駆動信号であれば、どのような駆動信号で
もよい。
【０１３５】
以上の制御により所望の光偏向装置の偏向角θを実現できる。本実施例でもt20－t10、t3
0－t10、t40－t10を決まった値としたが、誤差範囲を持った値としてもよい。
【０１３６】
（実施例5）
本発明の実施例5による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図2
（a）に示されるものと同じである。また、その構成は図4に示されるものと同じである。
【０１３７】
本光偏向装置の偏向角θは、第1の振動運動の振幅、角周波数を夫々A1、ω1、第2の振動
運動の振幅、角周波数を夫々A2、ω2、2つの周波数の夫々の位相の差をφ、時間をtとし
たときに、上記式3-2若しくは上記式3-3で表現できる。式3-2ならびに式3-3中のφはφ1

－φ2若しくはφ2－φ1である。
【０１３８】
ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とする。本実施例で
はA1＝1、A2＝0.2、φ＝0（φ1＝0、φ2＝0）、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とした
が、角速度θ’の変化量が正弦波に比べ略等角速度領域において少なくなる如何なるA1、
A2、φ1、φ2、ω1、ω2としてもよい。本実施例でも、光偏向装置の走査中心から対称の
位置θ1、θ2に第1及び第2の受光素子141、142を配置したが、任意の偏向角θでもよい。
【０１３９】
本実施例の制御方法を詳述する。図10に光偏向装置の時間と偏向角の関係を示す（式3-2
の場合）。図10に示すように、光偏向装置の偏向角がθ1を通過する時刻から振動の端部
で折り返して再びθ1を通過する時刻までの時間をt1とし、θ1の偏向角を通過する時刻か
ら振動の中心を通過しθ2を通過する時刻までの時間をt12とする。更に、θ2を通過する
時刻から振動の端部で折り返して再びθ2を通過する時刻までの時間をt2とし、θ2を通過
する時刻から振動の中心を通過してθ1を通過する時刻までの時間をt21とする。
【０１４０】
駆動制御部150はt1、t2、t12、t21のうちの1つ以上の時間から光偏向装置の周波数ω1の
振幅A1、周波数ω2の振幅A2、周波数ω1と周波数ω2の位相差φの誤差量を算出し、この
誤差量をもとに光偏向装置の駆動信号を生成する。
【０１４１】
以下で各誤差信号の算出について具体的に述べる。まず、φの誤差信号の算出について述
べる。
図10に示す合成波の式（式3-2）のA1sin（ω1t）を第1の成分とし、A2sin（ω2t＋φ）を
第2の成分とする。第1の成分と第2の成分の位相が変動した場合、位相の変動によりt1の
値が減少するとt2の値が増加し、逆に位相の変動によりt1の値が増加するとt2の値が減少
する。つまり、第1の成分と第2の成分の位相の変動に対して、t1とt2の増減は逆に変化す
る関係にある。
【０１４２】
一方、第1の成分の振幅A1が変動した場合、振幅A1の変動によりt1の値が増加するとt2の
値も増加し、逆にt1の値が減少するとt2の値も減少する。つまり、第1の成分の振幅A1の
変動に対して、t1とt2の増減は同じように変化する。よって、t1とt2を減算することで、
第1の成分の振幅A1の変動がキャンセルされ、第1の成分と第2の成分の位相変動分だけを
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抽出することができる。
【０１４３】
ここで、θ1とθ2が光偏向装置の走査中心から対称の位置にあれば、t1-t2の演算を行な
うだけで第1の成分と第2の成分の位相変動分を抽出することができる。また、θ1とθ2が
対称の位置に置かれていない場合は、t1とt2の減算比を調整することにより良好な信号を
得ることができる。
【０１４４】
以上より、φ0を制御目標値とすると、φ成分の誤差量を示すφの
誤差信号は以下の式により得ることができる。
 
 
φの誤差信号＝t1－δ×t2－φ0　（δ≧0）　式27－1
【０１４５】
次に、第1の成分の振幅A1の誤差信号の算出について述べる。
第1の成分の振幅A1が変動した場合、振幅A1の変動によりt12の値が増加するとt21の値も
増加し、逆にt12の値が減少するとt21の値も減少する。つまり、第1の成分の振幅A1の変
動に対して、t12とt21の増減は同じように変化する。
【０１４６】
一方、第2の成分の振幅A2が変動した場合、振幅A2の変動によりt12の値が増加するとt21
の値が減少し、逆にt12の値が減少するとt21の値が増加する。つまり、第2の成分の振幅A

2の変動に対して、t12とt21の増減は逆に変化する。よって、t12とt21を適当な比率で加
算することで、第2の成分の振幅A2の変動をキャンセルすることができる。
【０１４７】
また、同様に第1の成分の振幅A1の変動に対しては、t1とt12、及びt2とt21はともに増減
が逆に変化する関係にある。よって、t1とt12、及びt2とt21をそれぞれ減算すれば、第1
の成分の振幅A1の変動成分をキャンセルすることができ、誤差信号を増加することができ
る。
【０１４８】
以上より、A10を制御目標値とすると、A1成分の誤差量を示すA1
の誤差信号は以下の式により得ることができる。
A1の誤差信号＝t1＋δ×t2-α×(t12＋β×t21)-A10（α、β、δ≧0）式27－2
【０１４９】
次に、第2の成分の振幅A2の誤差信号の算出について述べる。
第2の成分の振幅A2の誤差信号についても、第1の成分の振幅A1の誤差信号の算出と同様の
原理により求めることができる。
【０１５０】
上述したように、第1の成分の振幅A1の変動に対して、t12とt21の増減は同じように変化
する。一方、第2の成分の振幅A2の変動に対して、t12とt21の増減は逆に変化する。よっ
て、t12とt21を適当な比率で減算することで、第1の成分の振幅A1の変動をキャンセルす
ることができる。
【０１５１】
以上より、A20を制御目標値とすると、A2成分の誤差量を示す
A2の誤差信号は以下の式により得ることができる。
A2の誤差信号＝t12-γ×t21-A20
（γ≧0）     　式27－3
【０１５２】
図11に、上記式により誤差信号を算出する誤差検出回路を示す。この誤差検出回路では、
入力信号であるt1、t2、t12、t21、制御目標であるφ0、A10、A20の値を、加算器、減算
器を用いて演算することで、φ誤差信号、A1誤差信号、A2誤差信号をそれぞれ算出するこ
とができる。その際、それぞれの時間の加算比、減算比を調整するために、必要に応じて
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α、β、γ、δの値をそれぞれの時間に乗算してもよい。
【０１５３】
α、β、γ、δは、以下のようにして調整する。δの値は、第1成分の振幅A1に外乱を入
力し、Out1（つまり、t1－δ×t2）の変動が最小になるように調整する。βの値は、第2
成分の振幅A2に外乱を入力し、Out3（つまり、t12＋β×t21）の変動が最小になるように
調整する。αの値は、第1成分の振幅A1に外乱を入力し、Out2（つまり、t1＋t2＋α×（t

12＋β×t21））の変動が最小になるように調整する。γの値は、第1成分の振幅A1に外乱
を入力し、Out4（つまり、t12－γ×t21）の変動が最小になるように調整する
。
【０１５４】
α、β、γ、δの値は実際にA1、A2、φに外乱を入力して求めてもよいし、数値計算によ
り求めてもよい。
【０１５５】
図12に、制御回路のブロック図を示す。尚、図11の誤差検出回路と図12の制御回路は図2
（a）の駆動制御部150に設けられている。図12の制御回路では、上記式27－1、式27－2、
式27－3の誤差信号が0になるような駆動信号を生成し、光偏向装置を駆動する。図11の誤
差検出回路により算出されたA1、A2、φの誤差信号はそれぞれローパスフィルタ（LPF）
を通り整形される。発振回路で発振した周波数ω2の正弦波の振幅成分A2は、誤差検出回
路で生成したA2の誤差信号に基づいて調整される。その後、位相φの誤差信号に基づいて
、位相φの値が調整される。一方、発振回路で発振した周波数ω1の正弦波の振幅成分A1
は、誤差検出回路で生成したA1の誤差信号に基づいて調整される。その後、加算器で調整
後の周波数ω1の正弦波と調整後の周波数ω2の正弦波が加算され駆動信号を生成し、この
駆動信号は駆動部120に出力される。光偏向装置は、加算された駆動信号に基づき駆動部
により駆動される。
【０１５６】
本実施例ではノイズカットのためのローパスフィルタを用いたが、いかなるフィルタによ
って信号整形を行って制御してもかまわない。また、フィルタを用いなくともよい。本実
施例では光偏向器の角度θを、θ（t）＝A1sin（ω1t）＋A2sin（ω2t＋φ）としたが、A

1sin(ω1t＋φ)＋A2sin（ω2t）などの別の表現とした場合も本質的には同じであり、本
制御方式および制御回路は適用可能である。
【０１５７】
（実施例6）
本発明の実施例6による光偏向装置を説明する。本実施例は、誤差検出回路が図13に示す
ものであること以外は、実施例5の内容と同様である。本実施例では光偏向装置の走査中
心から対称の位置θ1、θ2に第1及び第2の受光素子141、142を配置しており、非対称に配
置された場合を除いている。したがって、実施例5のように減算比、加算比を調整するた
めのパラメータ（α、β、γ、δ）を考慮する必要がないため、より簡単に誤差信号を算
出することができる。それぞれの誤差信号の算出方法に関しては、実施例5と同様の考え
に基づいている。
【０１５８】
実施例6では、次のようにしてA1、A2、φの誤差信号を算出している。
図13に本実施例の誤差検出回路のブロック図を示す。A1の誤差信号は、A1の誤差信号を表
す信号からA1の制御目標値A10を減算することで求めることができ、次の式で表すことが
できる。
A1の誤差信号＝ｔ1＋ｔ2-A10　　　式28－1
【０１５９】
また、A2の誤差信号は、A2の振幅変動を表す信号からA2の制御目標値A20を減算すること
で求めることができ、次の式で表すことができる。
A2の誤差信号＝t12-A20　（もしくはｔ21-A20）　　式28－2
【０１６０】
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また、φの誤差信号は、φの位相変動を表す信号からφの制御目標値φ0を減算すること
で求めることができ、次の式で表すことができる。
φの誤差信号＝t1-t2-φ0　　　式28－3
【０１６１】
本実施例による誤差検出回路により、より単純な演算で各パラメータの誤差信号を算出す
ることができる。この誤差信号は図12に示す制御回路に出力され、制御回路において光偏
向装置の駆動信号を生成する。この駆動信号は図2（a）に示す駆動部120に出力され、光
偏向装置が駆動される。制御回路での信号処理などは、実施例5と同様である。
【０１６２】
（実施例7）
本発明の実施例7の光偏向装置のブロック図は図14に示されるものと同じである。図4（a
）、図4（b）、及び図16は本実施例の具体的な構成図である。図4（a）、図4（b）の構成
については実施例1で説明した通りである。
【０１６３】
本実施例でも、揺動体301、302及びねじりバネ311、312は、2つの振動モードを有するが
、一方の周波数が他方の略2倍になる様に調整が施されている。また、本実施例でも、2つ
の固有角振動数（固有角周波数）は、ω1＝2π×2000[Hz]、ω2＝2π×4000[Hz]となる様
に調整する。
【０１６４】
図16は、本光偏向装置の制御部を示す。図16の構成は基本的に図4（c）の構成と同じであ
る。異なるのは、次の点である。受光素子140及び反射板160は図15に示す様に配置され、
受光素子140からの出力390は演算部360に取り込まれる。そして、演算部360は受光素子の
出力390が任意の値を示す様に、つまり光偏向装置の走査光133が所望する任意の設定時間
で受光素子140及び反射板160を通過する様に、任意波形発生器351、352の夫々の位相及び
振幅を調整する。
【０１６５】
本実施例の光偏向装置を使用することでも、2つの周波数成分を有する所望する任意の光
走査（例えば、偏向角が略鋸波状に変化する走査光）を実現できる。
【０１６６】
（実施例8）
本発明の実施例8による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図1
4に示されるものと同じである。また、その構成は図4（a）、図4（b）、及び図16に示さ
れるものと同じである。
【０１６７】
本光偏向装置の偏向角θも、上記式3-1のθ（t）＝A1sin（ω1t＋φ1）＋A2sin（ω2t＋
φ2）の様に表現できる。ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、
ω2＝2π×4000とすると、本光偏向装置の偏向角θ及び角速度θ’の時間変化は図17（a
）、（b）に示す様になる。偏向角θは正弦波に比べ鋸波に近くなり、角速度θ’は正弦
波に比べ略等角速度領域において変化量が少ない。
【０１６８】
本実施例でも、A1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とし
たが、角速度θ’が正弦波に比べ略等角速度領域において変化量が少なくなる如何なるA1
、A2、φ1、φ2、ω1、ω2としてもよい。
【０１６９】
本実施例では、図15に示す様に、光偏向装置の走査中心を原点とした際、受光素子140を
光偏向装置の偏向角θが＋0.85となるθBDの位置に配置し、偏向板160を光偏向装置の偏
向角θが－0.8となるθMIRRORの位置に配置する。すなわち、光偏向装置の走査中心に対
して非対称な位置に受光素子140と偏向板160を配している。理想状態では、受光素子140
を走査光133、偏向光134が通過する目標時刻t10a、t20a、t30a、t40aは0.057msec、0.154
msec、0.346msec、0.448msecとなる。よって、これらの時刻を4つの設定時刻に設定する
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。受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する検出時刻（すなわち通過時刻）t1、t

2、t3、t4を上記設定値になる様に制御部（駆動制御部）により駆動信号を調整すること
で、図17（a）に示す光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【０１７０】
以下に、振幅A1を調整する方法を示す。任意波形発生器352から周波数4000Hzの正弦波の
発生をストップし、周波数2000Hzの正弦波のみを任意波形発生器351から発生させると光
偏向装置は第1の振動運動のみで運動する。光偏向装置の偏向角θは、上記式16のθ（t）
＝A1sin（ω1t）で表現できる。
【０１７１】
このとき、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する検出時刻（すなわち通過時
刻）をta、tb、tc、tdとすると、偏向角と通過時刻の関係は、次式で表される。
θ（ta）＝θ（tb）＝θBD 　　　　式29
θ（tc）＝θ（td）＝θMIRROR 　　式30
【０１７２】
A1が目標値であった場合の時間と走査角の関係が図17（a）中の破線で示される。ここで
は、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する理想的な時刻をta0、tb0、tc0、td
0で表している。tb0－ta0の値は0.095msec（これは予め求めてある）であるので、設定時
間を0．095msecに設定する。こうして、tb－taの値を0.095msecになる様に任意波形発生
器351の振幅を調整することで所望のA1とすることができる。
【０１７３】
その後、任意波形発生器352から周波数4000Hzの正弦波を重畳して発生させることで2つの
周波数で光偏向装置を駆動させる。ここでも、任意波形発生器352からの周波数4000Hzの
正弦波の発生をストップするかわりに、2000Hzの正弦波に加えて4000Hz以外の零を含む任
意の周波数（第3の周波数）の正弦波を発生させてもよい。このとき、光偏向装置の共振
周波数から外れているので第3の周波数で光偏向装置が運動することはない。ここでの利
点は、常に2つの周波数の信号を光偏向装置の駆動部に供給しているので、投入エネルギ
－の変化が抑えられて、実際に起こる駆動を変化させることによる光偏向装置の温度変化
が低減することである。このことは、他の実施例でも言い得ることである。
【０１７４】
本実施例では、受光素子140を光偏向装置の偏向角θが＋0.85となるθBDの位置に配置し
、偏向板160を光偏向装置の偏向角θが－0.8となるθMIRRORの位置に配置したが、任意の
偏向角θのところでもよい。ここでも、好ましくは、略等速領域の光学的な干渉を避ける
ため、偏向角θが＋1．0より小さく＋0．6より大きい範囲と、－0．6より小さく－1．0よ
り大きい範囲に受光素子140及び反射板160を配置することが望ましい。
【０１７５】
本実施例では、tb－taの値を0.095msecになる様に任意波形発生器351の振幅を調整したが
、td－tc若しくはその他の時間間隔の内の少なくとも1つ以上の値を所望する任意の値に
するよう任意波形発生器351の振幅を調整してもよい。しかしながら、本実施例では｜θB

D｜＞｜θMIRROR｜であるのでtb－taの値が最も振幅に敏感なため、tb－taの値を任意の
値になる様に任意波形発生器351の振幅を調整する方が好ましい。｜θMIRROR｜＞｜θBD

｜とした場合はtd－tcの値が最も振幅に敏感なため、td－tcの値を所望する任意の値にな
る様に任意波形発生器351の振幅を調整する方が好ましい。
【０１７６】
上記工程は、反射ミラーの第1の振動運動の振幅を決める工程であって、第2の振動運動を
止め、第1の振動運動のみで光を走査している際に、次の様にしている。すなわち、第1の
周波数の1周期内における或る時間を零として、1つの受光素子を走査光が通過する互いに
異なる少なくとも2つ以上の通過時刻を所望の目標時刻になる様に第1の振動運動の振幅を
調整する。本実施例では、この工程において、1つの受光素子を走査光が通過する複数の
時間間隔の内、最も短い時間間隔を所望の目標時間になる様に第1の振動運動の振幅を調
整している。
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【０１７７】
（実施例9）
本発明の実施例9による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図1
4に示されるものと同じである。また、その構成は図4（a）、図4（b）、及び図16に示さ
れるものと同じである。図15に示す光偏向装置（反射ミラー101）と受光素子140と反射板
160の配置は実施例8と同様である。本実施例の光偏向装置の偏向角θは実施例8で示した
図17と同じである。
【０１７８】
第1の周波数の1周期内の図17に示す時間零を基準時間とした場合、走査光133、偏向光134
が受光素子140を通過する目標時刻をt10a、t20a、t30a、t40aとする。すると、t10a、t20
a、t30a、t40aは夫々0.057msec、0.154msec、0.346msec、0.448msecとなる。これらの目
標時刻は予め求められている。よって、これらの時刻を4つの設定時刻に設定する。受光
素子140を走査光133及び偏向光134が通過する4つの検出時刻（すなわち通過時刻）t1、t2
、t3、t4が上記目標値になる様に制御部により駆動信号を調整することで、図17に示す光
偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【０１７９】
以下に、本実施例の上記制御方法について説明する。本光偏向装置のA1、A2、φ1、φ2の
何れかを含む制御パラメータXが目標値から微小に変化した場合の受光素子140を走査光13
3及び偏向光134が通過する検出時刻t1、t2、t3、t4の変化を表す係数を上記式21とする。
行列Mは、上記式22とする。これらは予め求められて、記憶されている。反射ミラー101の
振幅と位相の操作量ΔA1、ΔA2、Δφ1、Δφ2は、4つの検出時刻t1、t2、t3、t4と4つの
目標時刻t10a、t20a、t30a、t40aとの時間差Δt1、Δt2、Δt3、Δt4によって上記式23で
求まる。
【０１８０】
上記関係式から、目標時刻t10a、t20a、t30a、t40aからの時間差Δt1、Δt2、Δt3、Δt4
により操作量ΔA1、ΔA2、Δφ1、Δφ2が算出される。そして、その値に基づき、任意波
形発生器351、352の出力を変更する。以上を繰り返すことで、目標時刻t10a、t20a、t30a
、t40aに収束し、所望の偏向角θを得ることができる。これらのことは上記実施例3で説
明したことと基本的に同じである。
【０１８１】
上記工程を図19のブロック図により示す。光源410からの光を光偏向装置（反射ミラー）4
20により偏向することで、走査光430は受光素子441を通過し、かつ、走査光430は偏向板4
60によって偏向され偏向光431は受光素子441に入射する。制御部450では、受光素子441で
検出された検出時刻451と目標時刻452とを差分し、時間差453を算出する。さらに、式15
に示す様に時間差453から演算器454により行列演算することで操作量455を算出し、任意
波形発生器351、352と加算器370と増幅器380によって光偏向装置420に入力する信号を生
成する。
【０１８２】
（実施例10）
本発明の実施例10による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図
14に示されるものと同じである。また、その構成は図4（a）、図4（b）、及び図16に示さ
れるものと同じである。図15に示す光偏向装置（反射ミラー101）と受光素子140と反射板
160の配置は実施例8と同様である。本実施例の光偏向装置の偏向角θは図17に示されてい
る。図17中のφ1とφ2はφ＝φ1－φ2若しくはφ＝φ2－φ1の関係式で表現され、図17中
の上記式3-1は、上記式3-2に、若しくは上記式3-3に変換される。
【０１８３】
ここでは、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する目標時刻t10a、t20a、t30a
、t40aの内、t10aを基準時間とする。基準時間からの相対目標時間t20a－t10a、t30a－t1
0a、t40a－t10aは0.097msec、0.289msec、0.391msec（これらは予め求められている）と
なり、光偏向装置の偏向角θは図17に示す様になる。よって、これらの時間を3つの設定
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時間に設定する。受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する3つの検出相対時間t2
－t1、t3－t1、t4－t1が上記設定値になる様に制御部により駆動信号を調整することで、
図17に示す光偏向装置の偏向角θを得ることができる。
【０１８４】
本実施例の制御方法について示す。受光素子140には走査光133及び偏向光134が共に入射
され、第1の周波数の1周期内に4つのタイミングが検出される。そのため、本実施例で基
準としたいt10aが4つのタイミングの内のどれかを検出する必要がある。
【０１８５】
上記タイミングを検出するために本実施例では、任意波形発生器352からの周波数4000Hz
の正弦波の発生をストップし、周波数2000Hzの正弦波のみを発生させる。すると、光偏向
装置は第1の振動運動のみで運動する。光偏向装置の偏向角θは、上記式16のθ（t）＝A1
sin（ω1t）で表現できる。
【０１８６】
このとき、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する検出時刻（すなわち通過時
刻）をta、tb、tc、td（ta<tb<tc<td）とすると偏向角と通過時刻の関係は、上記式29、
式30と同様に次の式で表される。
θ（ta）＝θ（tb）＝θBD

θ（tc）＝θ（td）＝θMIRROR

この時、時間差tb－ta、tc－tb、td－tcの関係は、受光素子140と反射板160の配置が非対
称になっているので以下のようになる。
tb－ta＜td－tc＜tc－tb 　　式31
【０１８７】
A1が目標値であった場合の時間と走査角の関係が、図17（a）中の破線で示されている。
ここで、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する理想的な時刻がta0、tb0、tc0
、td0で表されている。tb0－ta0＜td0－tc0＜tc0－tb0であるから基準時間t10aはtaと判
断できる。
【０１８８】
その後、任意波形発生器352から周波数4000Hzの正弦波を重畳して発生させることで、2つ
の周波数で光偏向装置を駆動させる。
【０１８９】
本実施例では、t10aを基準時間としたが、他の基準時間でも上記時間差の大小関係から判
別が可能である。上記工程は、基準時間を決める工程であって、この工程では、第2の振
動運動を止め、第1の振動運動のみで光を走査している際に、受光素子を走査光が通過す
る時間間隔の大小関係から基準時間を決定している。
【０１９０】
以下に、本実施例の上記制御方法について更に説明する。光偏向装置のA1、A2、φの何れ
かを含む制御パラメータXが目標値から微小に変化した場合の受光素子140を走査光133及
び偏向光134が通過する検出相対時間t2－t1、t3－t1、t4－t1の変化を表す係数を上記式2
4とする。行列Mは、上記式25とする。反射ミラー101の振幅と位相の操作量ΔA1、ΔA2、
Δφは、3つの検出相対時間t2－t1、t3－t1、t4－t1と3つの目標時間t20a－t10a、t30a－
t10a、t40a－t10aとの時間差Δt2、Δt3、Δt4より式26で求まる。
【０１９１】
上記関係式から、目標時間t20a－t10a、t30a－t10a、t40a－t10aからの時間差Δt2、Δt3
、Δt4により操作量ΔA1、ΔA2、Δφが算出される。そして、その値に基づき、任意波形
発生器351、352の出力を変更する。以上を繰り返すことで、目標時刻t10b、t20b、t30b、
t40bに収束し、所望の偏向角θを得ることができる。これらのことは上記実施例4で説明
したことと基本的に同じである。
【０１９２】
上記工程を図19のブロック図により示す。基本的には、実施例9のところで説明した通り
である。ここでは、式26に示す様に時間差453から演算器454により行列演算することで操



(28) JP 5441309 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

作量455を算出し、任意波形発生器351、352と加算器370と増幅器380によって光偏向装置4
20に入力する信号を生成する。本実施例では、図19に示す任意波形発生器351への操作量4
55は2つではなく、1つになるか、若しくは任意波形発生器352への操作量455は2つではな
く、1つになる。つまり、2つの周波数の夫々の位相の差φは、任意波形発生器351と任意
波形発生器352のどちらによってでも調整され得る。
【０１９３】
（実施例11）
本発明の実施例11による光偏向装置を説明する。本実施例の光偏向装置のブロック図は図
14に示されるものと同じである。また、その構成は図4（a）、図4（b）、及び図16に示さ
れるものと同じである。図15に示す光偏向装置（反射ミラー101）と受光素子140と反射板
160の配置関係は実施例8と同様であるが、その位置は次の様になっている。すなわち、光
偏向装置の走査中心を原点としたとき、受光素子140を光偏向装置（ミラー）の偏向角θ
が＋0.8となるθBDの位置に配置する。偏向板160は、光偏向装置の偏向角θが－0.8とな
るθMIRRORの位置に配置する。すなわち、両者は走査中心に対して対称に配置されている
。
【０１９４】
受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する目標時刻t10b、t20b、t30b、t40bの内
、t10bを基準時間とする。基準時間からの相対目標時間t20b－t10b、t30b－t10b、t40b－
t10bは0.102msec、0.294msec、0.396msec（これらは予め求められている）となる。光偏
向装置の偏向角θは図18に示す様になる。よって、受光素子140を走査光133及び偏向光13
4が通過する3つの検出相対時間t2－t1、t3－t1、t4－t1が上記目標値になる様に制御部に
より駆動信号を調整する。このことで、図18に示す光偏向装置の偏向角θを得ることがで
きる。
【０１９５】
本実施例の制御方法について示す。本実施例でも、受光素子140には走査光133及び偏向光
134が共に入射され、第1の周波数の1周期内に4つのタイミングが検出される。そのため、
本実施例で基準としたいt10bが4つのタイミングの内のどれかを検出する必要がある。
【０１９６】
上記タイミングを検出するために本実施例でも、任意波形発生器352からの周波数4000Hz
の正弦波の発生をストップし、周波数2000Hzの正弦波のみを発生させる。すると、光偏向
装置は第1の振動運動のみで運動する。光偏向装置の偏向角θは、上記式16のθ（t）＝A1
sin（ω1t）で表現できる。
【０１９７】
このとき、受光素子140を走査光133及び偏向光134が通過する検出時刻（すなわち通過時
刻）をta、tb、tc、td（ta<tb<tc<td）とすると偏向角と通過時刻の関係は、上記式29、
式30と同様に次の式で表される。
θ（ta）＝θ（tb）＝θBD

θ（tc）＝θ（td）＝θMIRROR

その時、時間差tb－ta、tc－tb、td－tcの関係は、受光素子140と反射板160の配置が対称
になっているので次のようになる。
tb－ta＝td－tc、tb－ta＜tc－tb
　　式32
【０１９８】
加えて、本実施例では、反射ミラー101から受光素子140までの走査光の光路長と反射ミラ
ー101から反射板160を経由し受光素子140までの走査光の光路長が異なる様に、受光素子1
40及び反射板160が配置されている。よって、反射ミラーから受光素子までの走査光と反
射ミラーから反射板を経由し受光素子までの走査光との間で、受光素子140を通過する速
度が異なる。そのため、受光素子140に光が入射している持続時間が異なる。通過時刻ta
、tb、tc、tdの走査光133及び偏向光134が、夫々、有限の面積を有する受光素子140を通
過する時刻tｗa、tｗb、tｗc、tｗdは以下の関係になる。
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tｗa＝tｗb、tｗc＝tｗd、tｗa＞tｗc　　式33
上記関係式から基準時間t10bはtaと判断できる。
【０１９９】
その後、任意波形発生器352から周波数4000Hzの正弦波を重畳して発生させることで、2つ
の周波数で光偏向装置を駆動させる。
【０２００】
上記式24、式25、式26を用いた本実施例の制御方法については、実施例10で説明した制御
方法と基本的に同じである。図19のブロック図の工程についても、実施例10で説明した工
程と同じである。
【０２０１】
本実施例では、受光素子140を光偏向装置（反射ミラー）の偏向角θが＋0.8となるθBDの
位置に配置し、偏向板160を光偏向装置の偏向角θが－0.8となるθMIRRORの位置に配置し
たが、任意の偏向角θの所でもよい。好ましくは、略等速領域の光学的な干渉を避けるた
め、偏向角θが＋1．0より小さく＋0．6より大きい範囲と、－0．6より小さく－1．0より
大きい範囲に受光素子140及び反射板160を配置することが望ましい。
【０２０２】
本実施例では、反射ミラー101から反射板160を経由し受光素子140までの走査光の光路長
の方を長く設定したが、反射ミラー101から反射板160を経由し受光素子140までの走査光
の光路長の方を短く設定してもよい。いずれにせよ、光路長の長い方が受光素子140を通
過する時間が短いという関係に基づいて基準時間の判断を行なえばよい。
【０２０３】
本実施例では、t10bを基準時間としたが、他の基準時間でも、上記時間差と受光素子140
を通過する時間から判別が可能である。
【０２０４】
（実施例12）
本発明の実施例12による光偏向装置（電子写真式の画像形成装置）を説明する。本実施例
の光偏向装置のブロック図は図2（a）に示されるものと同じである。また、その構成は図
4（a）、（b）、（c）に示されるものと同じである。
【０２０５】
本実施例の全体の外観構成を図20の斜視図に示す。光源510から出射した光は、コリメ－
タレンズ520で整形された後、光偏向装置500によって1次元に偏向される。走査光は光学
系である結合レンズ530を経て感光ドラム540上に結像する。感光ドラム540の有効領域を
画成する範囲以外にある光偏向装置500の偏向角の所に、2つの受光素子550が配置される
。そして、上記実施例2、3、4、5、6などで説明した制御方法によって、光偏向装置の偏
向角の角速度を所定の領域（図7で示す略等角速度領域）で略等角速度になる様に調整す
る。その結果、結合レンズ530に所謂fθ機能を持たせることで感光ドラム540の有効領域
上で略等速度に光走査できる様になる。本実施例により、正弦波で駆動した場合に比べ角
速度の変化が少ないため、良好な印字が可能となる。
【０２０６】
（実施例13）
本発明の実施例13による光偏向装置（電子写真式の画像形成装置）を説明する。本実施例
の光偏向装置のブロック図は図14に示されるものと同じである。また、その構成は図4（a
）、図4（b）、図16に示されるものと同じである。
【０２０７】
本実施例の全体の外観構成を図21の斜視図に示す。図20の構成と基本的に同じであるが、
次の点で異なる。ここでは、感光ドラム540の有効領域を画成する範囲以外にある光偏向
装置500の偏向角の所に、1つの受光素子550と反射板560が配置される。そして、上記実施
例8、9、10、11などで説明した制御方法によって、光偏向装置の偏向角の角速度を所定の
領域（図17、図18で示す略等角速度領域）で略等角速度になる様に調整する。その結果、
ここでも、結合レンズ530に所謂fθ機能を持たせることで感光ドラム540の有効領域上で
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略等速度に光走査できる様になる。本実施例によっても、正弦波で駆動した場合に比べ角
速度の変化が少ないため、良好な印字が可能となる。
【０２０８】
（実施例14）
実施例1乃至13は上記第1乃至第4の実施形態のタイプに属する実施例であった。以下に、
上記第5の実施形態のタイプに属する実施例を説明する。実施例14の光偏向装置のブロッ
ク図は図22に示されるものと同じである。
【０２０９】
本実施例の具体的な構成は、図4（ａ）及び図4（ｂ）に示されるものと同じである。本実
施例でも、2つの固有角振動数は、ω1＝2π×2000[Hz]、ω2＝2π×4000[Hz]となる様に
調整されている。
【０２１０】
本実施例の光偏向装置の駆動部も、次の点を除いて、図4（c）と同じである。異なる点は
、1つの受光素子140が図23に示す様に配置されるので、1つの受光素子140のみからの出力
が演算部360に取り込まれる。演算部360は、1つの受光素子140の出力が所望の値を示す様
に、調整を行う。つまり、上記第1及び第2の振動モードの駆動時において、夫々、光偏向
装置の走査光133が所望する任意の時刻で受光素子140を通過する様に、任意波形発生器35
1、352の夫々の正弦波の位相及び振幅を調整する。
【０２１１】
本実施例の光偏向装置を使用することで、2つの周波数成分を有する所望の光走査を実現
できる。
【０２１２】
（実施例15）
本実施例も本発明による光偏向装置の第5の実施形態に属する実施例である。本実施例の
光偏向装置のブロック図は図22に示されるものと同じである。構成も基本的に実施例14と
同じである。本実施例は、タイプは異なるが、上記実施例2に対応するものである。
【０２１３】
本実施例の光偏向装置の偏向角θaは、次の様に表現される。第1の振動運動の振幅、角周
波数を夫々A1、ω1、第2の振動運動の振幅、角周波数を夫々A2、ω2とする。また、2つの
周波数の夫々の位相をφ1、φ2とする。第1の振動運動の1周期内の所望の基準時間を0と
したときの時間をｔとする。その際の第1の振動モードの光偏向装置の偏向角θaは、上記
式8の様に表現できる。
【０２１４】
ここで、A1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とすると、
光偏向装置の偏向角θa及び角速度θa’の時間変化は図24に示す様になる（ただし、図24
では位相差φを用いて表している）。偏向角θaは正弦波に比べ鋸波に近くなる。角速度
θa’は正弦波のそれに比べ、略等角速度領域において変化量が少なくなる。
【０２１５】
本実施例ではA1＝1、A2＝0.2、φ1＝0、φ2＝0、ω1＝2π×2000、ω2＝2π×4000とした
が、角速度θa’の変化量が正弦波に比べ略等角速度領域において少なくなる如何なるA1
、A2、φ1、φ2、ω1、ω2としても良い。
【０２１６】
このとき、図23に示す様に、光偏向装置の走査中心を原点とした際、受光素子140を光偏
向装置の偏向角θが＋0.8となるθBDの位置に配置すると次の様になる。すなわち、第1の
振動モードによる駆動時に受光素子140を走査光133が通過する目標時刻ｔ10、ｔ20は0.05
2msec、0.154msecとなる。
【０２１７】
さらに、第1の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周波数を有する第2の周期的駆動
力に夫々πの位相を加えた際の第2の振動モードによる駆動時に光偏向装置の偏向角θbは
、次式で表現できる。
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θb（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ＋φ1＋π）＋A2sin（ω2ｔ＋φ2＋π）
　　式34
【０２１８】
光偏向装置の偏向角θbを図25（a）に示す（ただし、図25（a）でも位相差φを用いて表
している）。この際、受光素子140を走査光133が通過する目標時刻ｔ30、ｔ40は0.346mse
c、0.448msecとなる。ここで、光偏向装置の偏向角θaの走査光133が受光素子140を通過
する検出時刻ｔ1、ｔ2、及び光偏向装置の偏向角θbの走査光133が受光素子140を通過す
る検出時刻ｔ3、ｔ4が、目標時刻ｔ10、ｔ20、ｔ30、ｔ40になる様にする。すなわち、こ
うなる様に制御部（駆動制御部）により駆動部への駆動信号を調整することで、所望の光
偏向装置の偏向角を得ることができる。
【０２１９】
本実施例におけるより具体的な偏向角の制御の方法を以下に説明する。
【０２２０】
まず、振幅A1を調整する。基本周波数で運動する第1の振動運動のみで光走査するために
、任意波形発生器352からの周波数4000Hzの正弦波の発生をストップし、周波数2000Hzの
正弦波のみを発生させる。すると、光偏向装置の偏向角θは、θ（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ）
で表現できる。
【０２２１】
このとき、受光素子140を走査光133が通過する検出時刻（すなわち通過時刻）をｔa、ｔb

とすると、偏向角と通過時刻の関係は、θ（ｔa）＝θ（ｔb）＝θBDで表される。
【０２２２】
A1が目標値であった場合の時間と走査角の関係を図24（a）中の破線で示す。受光素子140
を走査光133が通過する理想的な時刻をｔa0、ｔb0で表す。ｔb0－ｔa0の値は0.102msec
であるので、設定時間を0.102msecに設定する。ｔb0－ｔa0の値を0.102msecになる様に任
意波形発生器の振幅を調整することで所望のA1とすることができる。
【０２２３】
その後、任意波形発生器から周波数4000Hzの正弦波を重畳して発生させることにより、2
つの周波数で光偏向装置を駆動させる。ここにおいて、上述した様に第1及び第2の振動モ
ードの駆動を行ない、A2、φ1、φ2を目標値にもって行く。
【０２２４】
ここで、任意波形発生器からの周波数4000Hzの正弦波の発生をストップするかわりに、20
00Hzの正弦波に加えて、4000Hz以外の零を含む所望の周波数（第3の周波数）の正弦波を
発生させてもよい。このとき、光偏向装置の共振周波数から外れているので第3の周波数
で光偏向装置が運動することはない。ここでの利点は、駆動を変化させることによる光偏
向装置の温度変化が低減することである。
【０２２５】
本実施例では、第1の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周波数を有する第2の周期
的駆動力に夫々πの位相を加えたが、第1の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周
波数を有する第2の周期的駆動力に所望の位相を加えても良い。
【０２２６】
（実施例16）
本実施例も本発明による光偏向装置の第5の実施形態に属する実施例である。本実施例は
、タイプは異なるが、上記実施例3に対応するものである。
【０２２７】
本実施例において、第1の周波数の1周期内の図24に示す時間零を基準時間とした場合、受
光素子を走査光133が通過する目標時刻ｔ10、ｔ20は0.057msec、0.154msecとなる。第2の
周波数を有する第2の周期的駆動力のみにπの位相を加えた際の第2の振動モードの光偏向
装置の偏向角θｃは、次式で表現できる。
θｃ（ｔ）＝A1sin（ω1ｔ＋φ1）＋A2sin（ω2ｔ＋φ2＋π）　　式35
【０２２８】
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光偏向装置の偏向角θｃを図25（b）に示す。第2の周波数を有する第2の周期的駆動力の
みにπの位相を加えた際の受光素子を走査光133が通過する目標時刻ｔ30、ｔ40は0.096ms
ec、0.198msecとなる。
【０２２９】
よって、これらの時刻を4つの設定時刻（目標値）に設定する。ここで、受光素子140を走
査光133が通過する2つの検出時刻（通過時刻）ｔ1、ｔ2、及び第2の周波数を有する第2の
周期的駆動力にπの位相を加えた際の受光素子140を走査光133が通過する2つの検出時刻
（通過時刻）ｔ3、ｔ4を調整する。すなわち、これらが目標時刻ｔ10、ｔ20、ｔ30、ｔ40

になる様に制御部により駆動信号を調整することで、所望の光偏向装置の偏向角を得るこ
とができる。
【０２３０】
ここでも、実施例3で説明した様に、受光素子140を走査光133が通過する検出時刻ｔ1、ｔ

2、ｔ3、ｔ4の変化を表す係数、行列Mを求めておく。そして、目標時刻ｔ10、ｔ20、ｔ30

、ｔ40からの時間差Δｔ1、Δｔ2、Δｔ3、Δｔ4から操作量ΔA1、ΔA2、Δφ1、Δφ2が
算出され、その値に基づき任意波形発生器の出力を変更する。以上を繰り返すことで目標
時刻ｔ10、ｔ20、ｔ30、ｔ40に収束し、所望の偏向角を得ることができる。
【０２３１】
上記工程を図26のブロック図により示す。光源410からの光を光偏向器420により偏向する
ことで、走査光430は受光素子440を通過する。制御部450では、受光素子440で検出された
検出時刻451と目標時刻452とを差分し、時間差453を算出する。次に、第2の周波数を有す
る第2の周期的駆動力のみにπの位相を加え、同様に、受光素子440で検出された検出時刻
451と目標時刻452とを差分し時間差453を算出する。そして、これらの時間差453から演算
器454により行列演算することで操作量455を算出し、任意波形発生器351、352と加算器37
0と増幅器380によって光偏向器420の駆動部に入力する信号を生成する。
【０２３２】
本実施例では、第2の周波数を有する第2の周期的駆動力のみにπの位相を加えたが、第1
の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周波数を有する第2の周期的駆動力に所望の
位相を加えても良い。
【０２３３】
（実施例17）
本実施例も本発明による光偏向装置の第5の実施形態に属する実施例である。本実施例は
、タイプは異なるが、上記実施例4に対応するものである。
【０２３４】
本実施例において、第1の周波数の1周期内の図24に示す時間零を基準時間とする。第1の
振動モードの駆動時において、受光素子140を走査光133が通過する目標時刻をｔ10、ｔ20

とする。また、第2の振動モードの駆動時において、第1の周波数を有する第1の周期的駆
動力と第2の周波数を有する第2の周期的駆動力に夫々πの位相を加えた際の受光素子140
を走査光133が通過する目標時刻をｔ30、ｔ40とする。以上の4つの目標時刻の内のｔ10を
基準時間とする。基準時間からの相対目標時間ｔ20－ｔ10、ｔ30－ｔ10、ｔ40－ｔ10は0.
102msec、0.294msec、0.396msecとなり、光偏向装置の偏向角θは図24に示す様になる。
【０２３５】
よって、これらの時間を3つの設定時間（目標値）に設定する。ここで、受光素子140を走
査光133が通過する3つの検出相対時間ｔ2－ｔ1、ｔ3－ｔ1、ｔ4－ｔ1が上記目標値になる
様に制御部により駆動信号を調整することで、図24に示す光偏向装置の偏向角θを得るこ
とができる。
【０２３６】
本実施例では、ｔ10を基準時間としたが、他の基準時間でも上記時間差の大小関係から判
別が可能である。
【０２３７】
本実施例の制御方法を説明する。光偏向装置のA1、A2、φの何れかを含む制御パラメータ
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Xが目標値から微小に変化した場合の、受光素子140を走査光133が通過する検出相対時間
ｔ2－ｔ1、ｔ3－ｔ1、ｔ4－ｔ1の変化を表す係数、行列Mを上記実施例4で説明した様に求
めておく。これにより、ミラーの振幅と位相の操作量ΔA1、ΔA2、Δφは、3つの検出相
対時間ｔ2－ｔ1、ｔ3－ｔ1、ｔ4－ｔ1と3つの目標時間ｔ20－ｔ10、ｔ30－ｔ10、ｔ40－
ｔ10との時間差Δｔ2、Δｔ3、Δｔ4により実施例4と同様に求まる。
【０２３８】
こうして、目標時間ｔ20－ｔ10、ｔ30－ｔ10、ｔ40－ｔ10からの時間差Δｔ2、Δｔ3、Δ
ｔ4から操作量ΔA1、ΔA2、Δφが算出される。そして、その値に基づき任意波形発生器
の出力を変更する。以上を繰り返すことで目標時刻ｔ10、ｔ20、ｔ30、ｔ40に収束し、所
望の偏向角θを得ることができる。
【０２３９】
上記工程を図26のブロック図に示す。光源410からの光を光偏向器420により偏向し、走査
光430の受光素子440を通過する。制御部450では、受光素子440で検出された検出時刻451
と目標時刻452とを差分し時間差453を算出する。次に、第1の周波数を有する第1の周期的
駆動力と第2の周波数を有する第2の周期的駆動力に夫々πの位相を加えて第2の振動モー
ドの駆動とし、同様に、受光素子440で検出された検出時刻451と目標時刻452とを差分し
時間差453を算出する。
【０２４０】
さらに、上記実施例4で説明した様に時間差453から演算器454により行列演算することで
操作量455を算出し、任意波形発生器351、352と加算器370と増幅器380によって光偏向器4
20に入力する信号を生成する。本実施例では、任意波形発生器351、352のいずれか一方へ
の操作量455は1つである。
【０２４１】
本実施例では、第1の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周波数を有する第2の周期
的駆動力に夫々πの位相を加えたが、第1の周波数を有する第1の周期的駆動力と第2の周
波数を有する第2の周期的駆動力に所望の位相を加えても良い。
【０２４２】
（実施例18）
次に、本発明の実施例18による画像形成装置を説明する。本実施例は、本発明による第5
の実施形態のタイプの光偏向装置を用いる。本実施例の光偏向装置のブロック図は図22に
示されるものと同じである。
【０２４３】
本実施例の構成は、図20の構成において一方の受光素子550を省略したものである。光源5
10から出射した光は、コリメ－タレンズ520で整形された後、光偏向装置500によって1次
元に偏向される。走査光は光学系である結合レンズ530を経て感光ドラム540上に結像する
。感光ドラム540の有効領域上以外の光偏向装置500の偏向角の所に、受光素子350を配置
し、実施例14，15，16，17で説明した制御方法によって、光偏向装置の偏向角の角速度が
感光ドラム540上で略等角速度になる様に調整する。本実施例により、正弦波で駆動した
場合に比べ角速度の変化が少ないため良好な印字が可能となる。
【０２４４】
（実施例19）
次に、所望の駆動信号を生成するまでの光ビーム発生のタイミングを調整する技術に係る
光偏向装置の実施例を説明する。
【０２４５】
本実施例の光偏向装置のブロック図は図2（a）と同じである。基本構成は上記実施例1な
どの光偏向装置と同じである。本実施例では、光ビーム発生制御部によって、反射ミラー
付き揺動体が異なる第1及び第2の変位角を取るときに、光ビームを発生する様に光源を調
整する。そして、揺動体の1つが異なる第1及び第2の変位角を取るときの走査光を検出す
る様に受光素子を設けることによって、揺動体の1つが、第1及び第2の変位角を取るとき
の時刻を計測する。ここにおいて、所望の駆動信号を生成する動作は実施例1などに説明



(34) JP 5441309 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

した通りである。
【０２４６】
本実施例の画像形成装置の全体構成及び制御方法について説明する。本実施例に係わる画
像形成装置の構成を図27に示す。図中、601は静電潜像を形成する感光ドラム、604は各感
光ドラム601を駆動するモータ、610は、画像信号に応じて露光を行ない感光ドラム601上
に静電潜像を形成するレーザスキャナである。また、611はトナーを格納する現像器、603
は、現像器611より排出されたトナーを感光ドラム601上に排出する現像ローラ、606は、
用紙を各色の画像形成部に順次搬送する無端状の搬送ベルトである。更に、615は、モー
タとギア等でなる駆動部と接続され搬送ベルト606を駆動する駆動ローラ、616は駆動ロー
ラ615を駆動するモータ、617は、用紙に転写されたトナーを溶融及び固着させる定着器で
ある。そして、612は、用紙カセットから用紙を搬送するピックアップローラ、613、614
は、用紙を搬送ベルト606に導く搬送ローラである。この構成自体は通常のものである。
【０２４７】
図28は、半導体レーザを用いた光ビーム源を持つレーザスキャナユニット610の平面図を
示している。ここで、712は光源である半導体レーザ、711は、半導体レーザ712より発振
された光ビーム720を偏向させる上述した振動系を含む光偏向器、713a、713bは、偏向さ
れた光ビーム720の照射を検出する受光素子である。また、715、716は、光偏向器711によ
り偏向された光ビーム720を感光体ドラム601上にて集光させ且つ走査速度を一定速に補正
するｆθレンズ、717は、速度補正された光ビーム720を感光体ドラム601側へ反射させる
折り返しミラーである。さらに、718a、718bは光偏向器711の最大偏向角時の光ビーム720
の走査方向を示し、718cは光偏向器711の走査中心を示している。
【０２４８】
第1及び第2の受光素子713 a、713bは、上述した様に、夫々、光偏向器の最大偏向角より
小さい偏向角の位置（θBD1とθBD2の位置）に配置される。
【０２４９】
図29は、画像形成に係わる本実施例のシステムブロック図を示している。ここで、753は
半導体レーザ712の発光制御を行なうレーザドライバ、751は光偏向器711の駆動制御を行
なうスキャナドライバ（駆動部）である。760は、受光素子713が受信した光ビーム720の
受信タイミングを報知するBD（beamdetector）信号である。756はBD信号760の受信間隔を
計測するBD周期計測部、754はレーザ712の発光タイミング指示信号及び画像データの出力
タイミング信号を出力する光ビーム発生制御部、755は光偏向器711の起動指示及び駆動力
を調整する駆動制御部である。更に、750はスキャナ制御部、752は、画像データをレーザ
ドライバ753へ送信するビデオコントローラである。
【０２５０】
上記構成において、制御部750は、不図示のプリンタ全体を調整する制御部からプリント
動作開始の指示を受けると、光偏向器711の起動とレーザ712の発光制御を開始する。スキ
ャナ制御部750は、受光素子713から送られるBD信号760の情報を基にプリント可能状態と
なるよう、光偏向器711の振動及び半導体レーザ712の発光を調整する。この光偏向器711
の振動状態の調整は上記実施例で説明した様に行われる。
【０２５１】
プリント可能状態となると、用紙カセットから用紙が供給されて搬送ベルト606に到達さ
せられ、搬送ベルト606により用紙が各色の画像形成部に順次搬送される。搬送ベルト606
による用紙搬送とタイミングを合わせて、画像信号が各レーザスキャナ610に送られ、感
光ドラム601上に静電潜像が形成される。こうして、感光ドラム上601に当接された現像器
611及び現像ローラ603により、静電潜像がトナーで現像され、図示しない転写部で用紙上
に転写される。その後、用紙は搬送ベルト606から分離され、定着器617で熱によってトナ
ー像が用紙上に定着され、外部へ排出される。上記工程を経て、外部機器から指示された
画像情報は用紙上に印刷される。
【０２５２】
本実施例の光偏向器711は上記実施例1などで説明されたものと同じである。ここにおいて
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、光ビーム発光制御部754により光源712の発光が調整され、光ビーム720が光偏向器711に
より走査される。光ビーム発生制御部754は、揺動体の1つが所定の変位角を取るときに光
ビーム720を発生する様に調整を行なう。
【０２５３】
本実施例に係わる光ビーム発生制御部754について説明する。図30に、本実施例における
レーザ制御のタイミングチャートを示す。図中、860a、860bは夫々受光素子713a、713bで
受信したBD信号である。lowレベルが受光を表し、highレベルが非受光状態を表す。また
、861は光偏向器711の同調振動状態での振動周期、870は、レーザ間欠発光時の自動光量
補正発光(以下、APC発光と記載する)による発光タイミングを示す信号、871は光ビーム72
0の発光制御を行なう際の基準位置を表す。更に、872は、光ビーム720が感光体ドラム601
上を走査する画像領域、T1乃至T4は、上述した第1の振動運動の1周期内の所望の時刻（T1
）を基準としたときの各BD信号の受信時刻を示す。そして、T5、T7は基準時刻（T1）から
光ビーム消灯までの経過時間、T6、T8は基準時刻（T1）から光ビーム点灯までの経過時間
を示している。
【０２５４】
光ビーム発生制御部754は、光偏向器711の反射ミラーを有する揺動体が異なる第1及び第2
の変位角を取るときに光ビーム720を発生する様に、870に示す発光タイミングにより半導
体レーザ712を駆動・調整する。このとき、半導体レーザ712は、例えば、始めは連続発振
されていて、光ビーム720が受光素子713を或る状態ないし有効条件で通過し始めた後に、
発光タイミング870により半導体レーザ712を駆動・調整する。本実施例では、基準時刻を
T1としたが他のいかなる時間であっても良い。また、870の発光タイミングをAPC発光とし
たが単に強制発光としても良い。また、T1乃至T4をBD信号の立ち上がり及び立下りとした
が、立ち上がり立下り何れによっても光偏向器711の制御は可能である。更に、上記説明
では、光ビーム発生制御部754が上記第2の実施形態のタイプに属する実施例に適用された
例を示したが、上記第2乃至第5の実施形態のタイプに属する実施例にも原理的に同じ方法
で適用できる。このことは、以下の実施例でも同様である。
【０２５５】
（実施例20）
本発明の実施例20を説明する。本実施例の画像形成装置の構成に関しては、上記実施例19
と同じである。本実施例では、図31に示す様に、APC発光による発光タイミングが実施例1
9と異なる。本実施例では、光ビーム720が受光素子713を走査端方向に通過して折り返し
て走査中央方向に戻って来るタイミングの所でも消灯する発光タイミングとしている。こ
のことで、光源の発光時間が短くできるという効果が得られる。本実施例におけるレーザ
制御のタイミングチャートを示す図31において、870は、レーザ間欠発光時のAPC発光によ
る発光タイミングを示す信号である。また、T5、T7、T9、T11は基準時刻（T1）から光ビ
ームの消灯までの経過時間を、T6、T8、T10、T12は基準時刻（T1）から光ビームの点灯ま
での経過時間を示している。本実施例でも、基準時刻をT1としたが他のいかなる時間であ
っても良い。
【０２５６】
（実施例21）
本発明の実施例21を説明する。本実施例でも、画像形成装置の構成に関しては実施例19と
同様である。本実施例は、起動時の画像形成装置の制御の手法に特徴がある。図32に、本
実施例の制御に係わるシーケンス図を示す。本実施例におけるレーザ制御を示すタイミン
グチャートは、実施例19で説明した図30と同じである。
【０２５７】
図32に示す様に、プリント制御部より光偏向器の起動指示を受けると、初めに駆動制御部
755は、駆動部751に、所望の駆動力で光偏向器711を駆動するよう指示する(S1)。この際
、上記第2の振動運動の駆動力を除いた駆動力、つまり単一の正弦波にて振動するのが望
ましい。
【０２５８】
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次に、光ビーム発生制御部ないしレーザ発光制御部754は、レーザドライバ753に、半導体
レーザ712のAPC発光を指示する(S2)。所定時間経過後(S3)、BD周期計測部756にて測定し
た時刻T1からの時刻T2までの時間（すなわち（T2－T1））が規定時間範囲内となったかど
うか（この範囲に入るほど長くなったか否かという有効条件）を判別する(S4)。BD信号の
受信間隔が上記規定時間範囲外の場合、駆動制御部755は、駆動部751に、上記第1の振動
運動の駆動力の増加を指示し(S5)、所定時間経過後、再びBD信号の受信間隔に関する判別
を、規定時間範囲内となるまで、繰り返し行なう。BD信号の受信間隔が規定時間範囲内の
場合、レーザ発光制御部754はBD信号の受信タイミング及び受信間隔から光ビームの走査
位置を判別し、判別結果から光ビーム発光制御のための基準時刻T1を設定する(S6)。
【０２５９】
更に、レーザ発光制御部754は、レーザ712の発光タイミングを規定した基準位置T1からの
経過時間を算出し、所定のタイミングでレーザドライバ753にレーザ712の点灯/消灯を指
示する(S7)。この時、経過時間T5乃至T8は、基準時刻T1から画像領域872にかからないタ
イミングで、かつ受光素子713によりT1乃至T4のBD信号が検出できる様に設定される。
【０２６０】
更に、BD周期計測部756はBD信号の受信時刻(T1乃至T4)を測定する(S8)。レーザ発光制御
部754は、T1乃至T4が予め決められた画像形成時のBD信号の受信時刻(目標時刻)に等しく
なっているかを判別する(S9)。等しくない場合、駆動制御部755はT1乃至T4を夫々所望の
時刻にするために、駆動信号を適当に生成して駆動部620へ印加する。このことで第1及び
第2の振動運動の夫々の振幅、位相ないし相対位相差を調整する(S10)。この工程は上記実
施例で説明した通りである。BD信号の受信間隔が画像形成時のBD信号の受信間隔に等しく
なった時点で、プリント制御部にプリント可能状態であることを報知して(S11)、光偏向
器の起動処理を終了する。
【０２６１】
以上の様に、本実施例の光ビーム発光制御を行なうことにより、レーザの常時点灯状態か
らレーザ間欠点灯状態にスム－ズに移行することができる。また、これにより、光偏向器
が画像形成時の振動状態に達する前にレーザの間欠点灯制御に移行できるため、感光ドラ
ム601への不要なレーザ光の照射を低減することができる。
【０２６２】
尚、本実施例では、レーザの点灯方式の切り替えをT1の時刻から判別したが、T2、T3、T4
の何れで判別してもよい。また、T1乃至T4の複数の時刻が同時に各々設けられた規定時刻
に対して範囲内であるかどうかを判別条件にしてもよい。また、本実施例では、基準位置
をT1の始まりとしたが、無論T2、T3、T4の何れかの始まりとしても構わない。更に、基準
位置を複数設けて、T5、T6を別々の基準位置から算出してもよい。ステップS4での判別を
（T2－T1）としたが、他のいかなる時間間隔或いは時刻としても構わない。レーザの間欠
点灯制御時のレーザの消灯のタイミングは、所望のBD信号を検出完了した時でも、基準位
置から決められた時間経過後としてもよい。
【０２６３】
また、本実施例ではスキャナ起動時のレーザ発光後、BD周期の受信間隔を測定するまでに
待ち時間を設けているが、振動ミラーの同調振動に至るまでの遷移時間が短いようであれ
ば、待ち時間を0としても構わない。また、本実施例では、レーザ制御を示すタイミング
チャートを実施例19において図30で示したものとした。しかし、実施例20において図31で
示したものとし、経過時間T5乃至T12を基準時刻T1から画像領域872にかからないタイミン
グ（画像形成領域以外）で、かつ受光素子713によりT1乃至T4のBD信号が検出できる様に
設定されてもよい。そして、BD周期計測部756がBD信号の受信時刻(T1乃至T4)を測定する(
ステップS8)ことにより同様な効果を得られる。
【０２６４】
上記実施例19乃至21において、前記有効条件とは、受光素子713の検出信号の内の少なく
とも2つが互いに異なる設定時刻もしくは時間間隔である。また、駆動開始後、前記有効
条件を満たすまでの第1の駆動制御は、振動系を第1の振動運動のみで揺動させ、受光素子
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713の検出信号に基づき第1の周期的駆動力を調整している。また、駆動開始後、前記有効
条件を満たすまでの第1の光ビーム発生タイミング制御は、揺動体の振動駆動開始から前
記有効条件の満たすまでの間、光ビームを連続発生させる制御である。
【０２６５】
しかし、前記第1の光ビーム発生タイミング制御は、揺動体の振動駆動開始から所定時間
経過後に光レーザを発光し、前記有効条件の満たすまでの間、光ビームを連続発生させる
制御であってもよい。この所定時間は、例えば、揺動体の振動運動が過渡振動状態から同
調振動状態に移行するまでの時間である。
【０２６６】
また、上記実施例19乃至21において、前記有効条件到達後の第2の駆動制御は、実施例1な
どで説明した様に、振動系を第1の振動運動及び第2の振動運動で揺動させ、受光素子713
の検出信号に基づき第1の周期的駆動力及び第2の周期的駆動力を調整する。更に、前記有
効条件到達後の第2の光ビーム発生タイミング制御は、基本周波数の1周期の時間内かつ画
像可視化手段の画像領域に照射する時間以外（画像形成領域以外）で、光ビームを2回以
上強制発光・消灯させる制御である。また、前記第2の光ビーム発生タイミング制御は、
基本周波数の1周期の時間内に受光素子の検出信号の1つを基準に光ビームを強制発光・消
灯させる制御である。
【０２６７】
上記実施例19乃至21の画像形成装置によれば、画像可視化手段による画像形成と、振動系
の振動を調整するために揺動体の1つが所定の変位角を取るときの時刻を計測することと
が同時に実現可能となる。その際、予め記憶された駆動条件に基づき振動ミラーの初期駆
動を行なうものではないので、振動ミラーの振動特性の固体ばらつき、環境変化、時間経
過による変動がある場合でも、それらの特性変動に応じて振動ミラーを駆動することがで
きる。また、振動ミラーの走査角度のマージンを振動ミラーの振動特性に基づいて設定で
きることから、当該マージンを可能な限り小さくすることができ、画像形成に利用できる
光ビームの走査角度を比較的大きく取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２６８】
【図１】本発明の揺動体装置の第1の実施形態及びそのタイプの実施例による光偏向装置
のブロック図である。変位角計測器に受光素子を用いた場合（a）と、変位角計測器にピ
エゾ素子を用いた場合（ｂ）である。
【図２】本発明の揺動体装置の第2の実施形態及びそのタイプの実施例による光偏向装置
のブロック図である。変位角計測器に受光素子を用いた場合（a）と、変位角計測器にピ
エゾ素子を用いた場合（ｂ）である。
【図３】図1及び図2の光偏向装置の偏向角などについて説明する平面図である。
【図４】本発明の揺動体装置の適用形態である光偏向装置の振動系の一例を示す平面図（
a）、その光偏向装置の駆動部の一例の断面図（b）、及び図1の光偏向装置の駆動制御部
の一例のブロック図（c）である。
【図５】図1の光偏向装置の偏向角の伝達特性を示す図である。ゲインと駆動周波数の関
係を示すグラフ（a）、及び位相差と駆動周波数の関係を示すグラフ（b）である。
【図６】図1の光偏向装置を駆動するための駆動信号の例である。
【図７】図1の光偏向装置の偏向角の時間変化を示すグラフ（a）、及び角速度の時間変化
を示すグラフ（b）である。
【図８】本発明の実施例2などによる光偏向装置の制御フロ－を示す図である。
【図９】本発明の実施例3などによる光偏向装置の制御方法を説明するブロック図である
。
【図１０】本発明の実施例5及び実施例6に係る光偏向装置の偏向角の時間変化を示すグラ
フである。
【図１１】本発明の実施例5に係る誤差検出回路のブロック図である。
【図１２】本発明の実施例5及び実施例6に係る制御回路のブロック図である。
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【図１３】本発明の実施例6に係る誤差検出回路のブロック図である。
【図１４】本発明の揺動体装置の第4の実施形態及びそのタイプの実施例による光偏向装
置のブロック図である。
【図１５】図14の光偏向装置の偏向角などについて説明する平面図である。
【図１６】図14の光偏向装置の駆動制御部の一例のブロック図である。
【図１７】図14の光偏向装置の偏向角の時間変化の一例を示すグラフ（a）、及び角速度
の時間変化の一例を示すグラフ（b）である。
【図１８】図14の光偏向装置の偏向角の時間変化の他の例を示すグラフ（a）、及び角速
度の時間変化の他の例を示すグラフ（b）である。
【図１９】本発明の実施例3などによる光偏向装置の制御方法を説明するブロック図であ
る。
【図２０】図1のタイプの光偏向装置を用いた実施例12による画像形成装置の概略構成を
示す斜視図である。
【図２１】図14のタイプの光偏向装置を用いた実施例13による画像形成装置の概略構成を
示す斜視図である。
【図２２】本発明の揺動体装置の第5の実施形態及びそのタイプの実施例による光偏向装
置のブロック図（a）、この光偏向装置の第1の振動モードによる駆動時の偏向角の時間変
化の一例を説明するグラフ（b）、及びこの光偏向装置の第2の振動モードによる駆動時の
偏向角の時間変化の一例を説明するグラフ（c）である。
【図２３】図22の光偏向装置の偏向角などについて説明する平面図である。
【図２４】図22の光偏向装置の第1の振動モードによる駆動時の偏向角の時間変化の一例
を示すグラフ（a）、及び角速度の時間変化を示すグラフ（b）である。
【図２５】図22の光偏向装置の第2の振動モードによる駆動時の偏向角の時間変化の一例
を示すグラフ（a）、及び同じく時間変化の他の例を示すグラフ（b）である。
【図２６】本発明の実施例14などによる光偏向装置の制御方法を説明するブロック図であ
る。
【図２７】本発明の実施例19などによる光偏向装置を用いた画像形成装置を説明する図で
ある。
【図２８】本発明の実施例19などによる光偏向装置を説明する平面図である。
【図２９】本発明の実施例19などによる光偏向装置のスキャナ制御を説明するブロック図
である。
【図３０】本発明の実施例19に係るレーザ制御を説明するタイミングチャートである。
【図３１】本発明の実施例20に係るレーザ制御を説明するタイミングチャートである。
【図３２】本発明の実施例21に係るスキャナ起動制御を説明するシーケンス図である。
【図３３】3つの振動モードを有する振動系を説明する図である。
【図３４】3つの振動モードを有する振動系を振動させた場合の、変位角と時間との関係
を示す図である。
【図３５】光偏向装置の従来例の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２６９】
100　　振動系
101、102、103、301、302　　揺動体
111、112、113、311a、311b、312a、312b       
ねじりバネ
120、340、751　　駆動部（電磁アクチュエータ）
121　　支持部
131、410、510、712　　光源（半導体レーザ）
140、141、142、441、442、550、713　　信号出力器（変位角計測器、受光素子、第1の受
光素子、第2の受光素子）
150、450、755　　駆動制御部（制御部）
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151　　振動モード変換部
160、460、560　　信号出力器（変位角計測器、反射部材）
170　　信号出力器（変位角計測器、ピエゾ抵抗体）
500、711　　光偏向装置
754　　光ビーム発生制御部（レーザ発光制御部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】

【図２７】
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【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【図３４】 【図３５】
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