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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチュエータ本体と、
　回路と、
を備え、
　前記アクチュエータ本体は、
　　可動電極と、
　　前記可動電極の回転軸となる軸部材と、
　　平面視で前記可動電極に対向している固定電極と、
　　平面視で前記可動電極に対向している検出用電極と、
を備え、
　前記回路は、
　　前記固定電極に駆動信号を出力する信号出力部と、
　　前記駆動信号から取り出された調節用信号の位相を制御する位相制御部と、
　　前記位相制御部からの電気信号と前記検出用電極からの電気信号とを乗算する第１乗
算器と、
を備え、
　前記位相制御部は、前記第１乗算器から出力された電気信号の時間積分に基づいて、前
記調節用信号の位相を制御する回転型アクチュエータ。
【請求項２】
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　請求項１に記載の回転型アクチュエータにおいて、
　前記回路は、
　　前記第１乗算器から出力された電気信号の時間積分と調節用基準電位とを比較し、前
記位相制御部に電気信号を出力する第１コンパレータを備え、
　前記調節用基準電位は可変である回転型アクチュエータ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の回転型アクチュエータにおいて、
　前記回路は、
　　前記位相制御部からの電気信号が高レベル信号から低レベル信号に遷移するタイミン
グで出力信号を高レベル信号及び低レベル信号の一方から他方に切り替える分周器と、
　　前記分周器からの電気信号と前記検出用電極からの電気信号とを乗算する第２乗算器
と、
　　前記分周器からの電気信号の反転信号と前記検出用電極からの電気信号とを乗算する
第３乗算器と、
　　前記第２乗算器からの電気信号の時間積分と前記第３乗算器からの電気信号の時間積
分とを比較する第２コンパレータと、
を備える回転型アクチュエータ。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の回転型アクチュエータにおいて、
　前記回路は、
　　前記位相制御部からの電気信号が低レベル信号から高レベル信号に遷移するタイミン
グで出力信号を高レベル信号及び低レベル信号の一方から他方に切り替える分周器と、
　　前記分周器からの電気信号に基づいて、前記検出用電極からの電気信号を処理する第
１Ｓ／Ｈ（サンプルアンドホールド）回路と、
　　前記分周器からの電気信号の反転信号に基づいて、前記検出用電極からの電気信号を
処理する第２Ｓ／Ｈ回路と、
　　前記第１Ｓ／Ｈ回路からの電気信号の時間積分と前記第２Ｓ／Ｈ回路からの電気信号
の時間積分とを比較する第２コンパレータと、
を備える回転型アクチュエータ。
【請求項５】
　アクチュエータ本体と、
　回路と、
を備え、
　前記アクチュエータ本体は、
　　可動電極と、
　　前記可動電極の回転軸となる軸部材と、
　　平面視で前記可動電極に対向している固定電極と、
　　平面視で前記可動電極に対向している検出用電極と、
を備え、
　前記回路は、
　　駆動信号を出力する信号出力部と、
　　前記駆動信号の位相を制御し、前記固定電極に電気信号を出力する位相制御部と、
　　前記駆動信号から取り出された調節用信号と前記検出用電極からの電気信号とを乗算
する第１乗算器と、
を備え、
　前記位相制御部は、前記第１乗算器からの電気信号の時間積分に基づいて、前記駆動信
号の位相を制御する回転型アクチュエータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、回転型アクチュエータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、回転型アクチュエータが開発されている。回転型アクチュエータは、例えば光ス
キャナーに用いられる。特許文献１～３には、回転型アクチュエータの一例が記載されて
いる。この例において、回転型アクチュエータは、可動電極、固定電極、及び検出用電極
を備える。可動電極は、可動電極と固定電極の間の電圧によって回転する。可動電極の回
転は、可動電極と検出用電極の間の静電容量によって検出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２０８２５１号公報
【特許文献２】特開２０１４－２１１８８号公報
【特許文献３】特開２０１４－２１１８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記したように、回転型アクチュエータでは、固定電極に入力される電気信号によって
可動電極が回転する。そして可動電極の回転は、可動電極と検出用電極の間の静電容量、
すなわち検出用電極から出力される電気信号によって検出される。回転型アクチュエータ
の応用においては、検出用電極から出力される電気信号に同期した電気信号を生成するこ
とがある。この場合、検出用電極から出力される電気信号の位相と検出用電極から出力さ
れる電気信号に同期した電気信号の位相とのずれを、固定電極に入力される電気信号の条
件（例えば、周波数）によらず一定にすることが重要となる。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、回転型アク
チュエータにおいて検出用電極から出力される電気信号に同期した電気信号を生成する場
合、検出用電極から出力される電気信号の位相と検出用電極から出力される電気信号に同
期した電気信号の位相とのずれを、固定電極に入力される電気信号の条件によらず一定に
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る回転型アクチュエータは、アクチュエータ本体及び回路を備える。アクチ
ュエータ本体は、可動電極、軸部材、固定電極、及び検出用電極を備える。軸部材は、可
動電極の回転軸となる。固定電極は、平面視で可動電極に対向している。検出用電極は、
平面視で可動電極に対向している。回路は、信号出力部、位相制御部、及び第１乗算器を
備える。信号出力部は、固定電極に駆動電極を出力する。位相制御部は、駆動信号から取
り出された調節用信号の位相を制御する。第１乗算器は、位相制御部からの電気信号と検
出用電極からの電気信号とを乗算する。位相制御部は、第１乗算器から出力された電気信
号の時間積分に基づいて、調節用信号の位相を制御する。
【０００７】
　本発明に係る回転型アクチュエータは、上記したアクチュエータ本体を備え、さらに回
路を備える。回路は、信号出力部、位相制御部、及び第１乗算器を備える。信号出力部は
、駆動信号を出力する。位相制御部は、駆動信号の位相を制御し、固定電極に電気信号を
出力する。第１乗算器は、駆動信号から取り出された調節用信号と検出用電極からの電気
信号とを乗算する。位相制御部は、第１乗算器からの電気信号の時間積分に基づいて、駆
動信号の位相を制御する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、回転型アクチュエータにおいて検出用電極から出力される電気信号に
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同期した電気信号を生成する場合、検出用電極から出力される電気信号の位相と検出用電
極から出力される電気信号に同期した電気信号の位相とのずれを、固定電極に入力される
電気信号の条件によらず一定にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る回転型アクチュエータ（図２）に用いられるアクチュエー
タ本体の構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図である。
【図３】（ａ）は、電圧Ｖ１と電圧Ｖ２を説明するための図であり、（ｂ）は、電圧Ｖ３
を説明するための図である。
【図４】（ａ）は、電圧Ｖ１と電圧Ｖ４の関係を説明するための図であり、（ｂ）は、電
圧Ｖ５と電圧Ｖ４の関係を説明するための図である。
【図５】図２の変形例を示す図である。
【図６】図５に示したアナログ乗算器の構成の詳細を示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図である。
【図８】（ａ）は、電圧Ｖ４と電圧Ｖ８２の関係を示す図であり、（ｂ）は、電圧Ｖ４と
電圧Ｖ８４の関係を示す図である。
【図９】第３の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図である。
【図１０】（ａ）は、電圧Ｖ４と電圧Ｖ８６の関係を示す図であり、（ｂ）は、電圧Ｖ４
と電圧Ｖ８８の関係を示す図である。
【図１１】第４の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る回転型アクチュエータ（図２）に用いられるアクチュエ
ータ本体１００の構成を示す図である。アクチュエータ本体１００は、枠体１１０、可動
電極１２０、保持部材１３０、固定電極１４０、及び検出用電極１５０を有している。本
図に示す例では、アクチュエータ本体１００の外部に制御部３００が設けられている。保
持部材１３０（軸部材）は、可動電極１２０を枠体１１０に取り付けており、かつ可動電
極１２０の回転軸となる。固定電極１４０は、平面視で可動電極１２０に対向している。
検出用電極１５０は、固定電極１４０と並んでおり、可動電極１２０のうち固定電極１４
０と対向している辺に対向している。
【００１２】
　可動電極１２０の平面形状は矩形である。そして固定電極１４０は、平面視で可動電極
１２０を挟むように２つ設けられている。可動電極１２０のうち固定電極１４０と対向す
る辺（図１においてＸ方向に伸びている辺）は、櫛歯形状となっている。枠体１１０は、
可動電極１２０の４辺のうち固定電極１４０と対向していない２つの辺（図１においてＹ
方向に伸びている辺）それぞれに対向している。保持部材１３０は、可動電極１２０のう
ち枠体１１０と対向している２辺それぞれに対して設けられている。詳細には、保持部材
１３０は、可動電極１２０のうち枠体１１０と対向している辺の中心に接続している。そ
して２つの保持部材１３０を結ぶ線が、可動電極１２０の回転軸となっている。本実施形
態では、枠体１１０、可動電極１２０、及び保持部材１３０は一体的に形成されている。
【００１３】
　固定電極１４０のうち可動電極１２０と対向する辺は、櫛歯形状となっており、可動電
極１２０の櫛歯部分とかみ合っている。このため、固定電極１４０と可動電極１２０は、
互いに対向する部分の面積が大きくなり、その結果、可動電極１２０の駆動力は大きくな
る。
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【００１４】
　アクチュエータ本体１００の可動電極１２０は、例えば上面が鏡面になっている。この
鏡面は、例えば可動電極１２０の上面に金属膜（例えばＡｌ膜）を形成することにより、
形成されている。そして可動電極１２０の角度を変えることにより、可動電極１２０に入
射してきた光の反射角を変える。アクチュエータ本体１００は、例えば光スキャナーやモ
ーションセンサに用いられる。
【００１５】
　検出用電極１５０は、固定電極１４０と並んでおり、可動電極１２０のうち固定電極１
４０と対向している辺に対向している。本図に示す例では、固定電極１４０は、可動電極
１２０の辺の中心部分に対向している。そして検出用電極１５０は、固定電極１４０を挟
むように設けられており、可動電極１２０の辺の両端それぞれに対向している。固定電極
１４０は、検出用電極１５０よりも大きい。本図に示す例では、検出用電極１５０は、可
動電極１２０のうち対向する２辺に設けられている。すなわち検出用電極１５０は、保持
部材１３０を基準として線対称となるように設けられている。ただし、検出用電極１５０
は、可動電極１２０の一辺にのみ設けられていても良い。
【００１６】
　可動電極１２０が回転すると、可動電極１２０と検出用電極１５０の間に生じる静電容
量が変化する。このため、制御部３００は、この静電容量の大きさに基づいて可動電極１
２０の回転角度を算出することができる。すなわち制御部３００は、可動電極１２０と検
出用電極１５０の間の静電容量を検出し、検出した静電容量の大きさに基づいて直流電圧
を制御する。これにより、制御部３００は、可動電極１２０の回転角度を所望の値に制御
することができる。
【００１７】
　図２は、本実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図である。図１は、図２
に示したアクチュエータ本体１００の構成を示す図に相当する。回転型アクチュエータは
、アクチュエータ本体１００及び回路２００を備える。本図に示す例において、制御部３
００は、コンピュータ、より具体的には、例えば、デスクトップコンピュータ又はラップ
トップコンピュータである。そして制御部３００は、回転型アクチュエータ（アクチュエ
ータ本体１００及び回路２００）の外側に設けられている。回路２００は、電圧変換部２
１０、信号増幅部２２０、位相制御部２３０、ＸＯＲゲート２４０、ローパスフィルタ２
５０を備える。制御部３００は、クロック生成部３１０を備える。
【００１８】
　クロック生成部３１０は、クロックを生成する。クロック生成部３１０は、例えば、Ｃ
ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のクロックである。クロック
生成部３１０は、制御部３００の外部にクロックを出力する。本図に示す例において、ク
ロックは、一定の周波数の矩形波である。
【００１９】
　クロック生成部３１０からのクロックは、電圧変換部２１０（信号出力部）に入力され
る。電圧変換部２１０は、クロック生成部３１０からのクロックの電圧を所定の電圧に変
換する。この場合、電圧変換部２１０は、クロック生成部３１０からのクロックの周波数
及び位相を変化させない。このようにして電圧変換部２１０は、駆動信号を生成する。
【００２０】
　電圧変換部２１０からの駆動信号は、信号増幅部２２０を介して固定電極１４０に出力
される。詳細には、信号増幅部２２０は、キャパシタＣ２２、抵抗Ｒ２２，Ｒ２４，Ｒ２
６、及び増幅器Ａ１を備える。キャパシタＣ２２、抵抗Ｒ２２、抵抗Ｒ２４、及び抵抗Ｒ
２６は、電圧変換部２１０からグラウンドに向かう方向にこの順で直列に接続している。
キャパシタＣ２２は、電圧変換部２１０からの駆動信号の直流成分を除去するために設け
られている。抵抗Ｒ２２，Ｒ２４，Ｒ２６は、電圧変換部２１０からの駆動信号の電圧を
分圧するために設けられている。本図に示す例において、増幅器Ａ１は、抵抗Ｒ２２と抵
抗Ｒ２４の間から抵抗Ｒ２４と抵抗Ｒ２６の間までの任意の位置に電気的に接続可能であ
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る。これにより、増幅器Ａ１の入力電圧は、抵抗Ｒ２２と抵抗Ｒ２４の間の電圧から抵抗
Ｒ２４と抵抗Ｒ２６の間の電圧までに可変となる。そして増幅器Ａ１によって増幅された
駆動信号がアクチュエータ本体１００の固定電極１４０に入力される。
【００２１】
　アクチュエータ本体１００の可動電極１２０は、固定電極１４０に印加された電圧によ
って振動する。このため、可動電極１２０の振動の周期は、固定電極１４０に印加された
電圧の周期（すなわち、電圧変換部２１０から出力された駆動信号の周期）と同じになる
。上記したように、固定電極１４０が振動すると、固定電極１４０と検出用電極１５０の
間の静電容量が変化する。静電容量の変化（振動）の周期は、固定電極１４０に印加され
た電圧の周期（すなわち、電圧変換部２１０から出力された駆動信号の周期）と同じにな
る。そして静電容量の変化（振動）は、検出用電極１５０の電圧によって検出される。本
図に示す例では、検出用電極１５０の電圧が増幅器Ａ２によって増幅される。この場合、
増幅器Ａ２から出力される電気信号の周期は、電圧変換部２１０から出力された駆動信号
の周期と同じになる。
【００２２】
　本発明者が検討したところ、増幅器Ａ２から出力された電気信号が極大値又は極小値を
とるタイミングと電圧変換部２１０から出力された電気信号が低レベル信号及び高レベル
信号の一方から他方に遷移するタイミングとの差は、電圧変換部２１０からの駆動信号の
周期によって変化する場合があることが明らかとなった。詳細を後述するように、回路２
００は、位相制御部２３０から矩形波の電気信号を出力する。そして本図に示す例では、
位相制御部２３０から出力される電気信号が低レベル信号及び高レベル信号の一方から他
方に遷移するタイミングと電圧変換部２１０から出力される電気信号が極大値又は極小値
をとるタイミングとの差を、電圧変換部２１０からの駆動信号の周期によらず、一定にす
ることができる。
【００２３】
　位相制御部２３０は、電圧変換部２１０と信号増幅部２２０の間に電気的に接続してい
る。これにより、駆動信号（電圧変換部２１０から出力された電気信号）から取り出され
た調節用信号が位相制御部２３０に入力される。位相制御部２３０は、調節用信号の位相
を制御する。詳細を後述するように、位相制御部２３０は、ローパスフィルタ２５０から
の電気信号に基づいて、調節用信号の位相を制御する。なお、位相制御部２３０から出力
された電気信号は、歪んでいることがある。このため、本図に示す例では、後述するよう
に、コンパレータＵ１によってこの歪みを取り除いている。
【００２４】
　位相制御部２３０からの電気信号は、コンパレータＵ１を介してＸＯＲゲート２４０（
第１乗算器）に入力される。検出用電極１５０（増幅器Ａ２）からの電気信号は、コンパ
レータＵ２を介してＸＯＲゲート２４０に入力される。これにより、位相制御部２３０か
らの電気信号と検出用電極１５０からの電気信号がＸＯＲゲート２４０で乗算される。具
体的には、ＸＯＲゲート２４０は、位相制御部２３０からの電気信号レベルと検出用電極
１５０からの電気信号レベルとが同じ場合には低レベル信号を出力し、位相制御部２３０
からの電気信号レベルと検出用電極１５０からの電気信号レベルとが互いに異なる場合に
は高レベル信号を出力する。
【００２５】
　コンパレータＵ１は、位相制御部２３０からの電気信号の電位と基準電位（例えば、グ
ラウンド電位）とを比較し、その比較結果に基づいて高レベル信号又は低レベル信号を出
力する。例えば、コンパレータＵ１は、位相制御部２３０からの電気信号の電位がグラウ
ンド電位よりも高い場合には高レベル信号を出力し、位相制御部２３０からの電気信号の
電位がグラウンド電位よりも低い場合には低レベル信号を出力する。これにより、上記し
たように位相制御部２３０から出力される電気信号が歪んでいたとしても、この歪みを取
り除くことができる。
【００２６】
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　コンパレータＵ２は、増幅器Ａ２からの電気信号の電位と基準電位（例えば、グラウン
ド電位）とを比較し、その比較結果に基づいて高レベル信号又は低レベル信号を出力する
。例えば、コンパレータＵ２は、増幅器Ａ２からの電気信号の電位がグラウンド電位より
も高い場合には高レベル信号を出力し、増幅器Ａ２時間積分からの電気信号の電位がグラ
ウンド電位よりも低い場合には低レベル信号を出力する。これにより、増幅器Ａ２からの
電気信号（増幅器Ａ２から出力される電気信号は、曲線状の波となっている。）を矩形波
に変換することができる。
【００２７】
　なお、本図に示す例において、コンパレータＵ１が出力する矩形波の振幅とコンパレー
タＵ２が出力する矩形波の振幅は、互いに等しい。
【００２８】
　ＸＯＲゲート２４０からの電気信号は、ローパスフィルタ２５０を通過する。ローパス
フィルタ２５０は、積分器である。これにより、ローパスフィルタ２５０は、ＸＯＲゲー
ト２４０からの電気信号の時間積分を出力する。
【００２９】
　ローパスフィルタ２５０からの電気信号は、コンパレータＵ３（コンパレータＵ３の詳
細は後述する。）を介して、位相制御部２３０に入力される。詳細を後述するように、位
相制御部２３０は、ローパスフィルタ２５０からの電気信号に基づいて、調節用信号（電
圧変換部２１０からの駆動信号から取り出された電気信号）の位相を制御する。
【００３０】
　図３（ａ）は、電圧Ｖ１と電圧Ｖ２を説明するための図であり、図３（ｂ）は、電圧Ｖ
３を説明するための図である。図２に示したように、電圧Ｖ１はコンパレータＵ１とＸＯ
Ｒゲート２４０の間の電圧であり、電圧Ｖ２はコンパレータＵ２とＸＯＲゲート２４０の
間の電圧であり、電圧Ｖ３はＸＯＲゲート２４０とローパスフィルタ２５０の間の電圧で
ある。図３に示すように、電圧Ｖ３は、電圧Ｖ１の電気信号のレベルと電圧Ｖ２の電気信
号のレベルとが同じ場合には低レベル信号となり、電圧Ｖ１の電気信号のレベルと電圧Ｖ
２の電気信号のレベルとが互いに異なる場合には高レベル信号となる。
【００３１】
　図２及び図３を用いて、位相制御部２３０の機能について説明する。上記したように、
位相制御部２３０は、ローパスフィルタ２５０からの電気信号に基づいて、調節用信号（
電圧変換部２１０からの駆動信号から取り出された信号）の位相を制御する。具体的には
、位相制御部２３０は、ローパスフィルタ２５０からの電気信号がある一定の値となるよ
うに、調節用信号の位相を制御する。本図に示す例では、位相制御部２３０は、ローパス
フィルタ２５０からの電気信号がほぼゼロとなるように、調節用信号の位相を制御する。
【００３２】
　ローパスフィルタ２５０からの電気信号がある一定の値となる場合とは、位相制御部２
３０からの電気信号（電圧Ｖ１）の位相と検出用電極１５０からの電気信号（電圧Ｖ２）
の位相との差が固定されている場合である。言い換えると、位相制御部２３０は、ローパ
スフィルタ２５０からの電気信号が所望の値（例えば、ゼロ）となるように、調節用信号
の位相を制御している。本図に示す例では、位相制御部２３０からの電気信号（電圧Ｖ１
）の位相と検出用電極１５０からの電気信号（電圧Ｖ２）の位相との差は、電圧Ｖ２の信
号が高レベル信号である場合の電圧Ｖ３の高レベル信号の時間積分（＋Ａ）、電圧Ｖ２の
信号が高レベル信号である場合の電圧Ｖ３の低レベル信号の時間積分（－Ａ）、電圧Ｖ２
の信号が低レベル信号である場合の電圧Ｖ３の高レベル信号の時間積分（＋Ｂ）、及び電
圧Ｖ２の信号が低レベル信号である場合の電圧Ｖ３の低レベル信号の時間積分（－Ｂ）の
和がゼロとなるように固定されている。
【００３３】
　なお、ローパスフィルタ２５０からの電気信号がゼロとなるように位相制御部２３０が
調節用信号の位相を制御したとしても、ローパスフィルタ２５０からの電気信号はゼロか
らずれる場合がある。本図に示す例では、コンパレータＵ３（第１コンパレータ）を用い
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ることにより、ローパスフィルタ２５０から位相制御部２３０に入力される電気信号をほ
ぼゼロにする。
【００３４】
　詳細には、コンパレータＵ３の第１入力端子（反転入力端子及び非反転入力端子の一方
）には、ローパスフィルタ２５０が電気的に接続している。コンパレータＵ３の第２入力
端子（反転入力端子及び非反転入力端子の他方）には、調節回路２６０、抵抗Ｒ５２，Ｒ
５４，Ｒ５６及びキャパシタＣ５２，Ｃ５４が電気的に接続している。
【００３５】
　調節回路２６０は、可変抵抗ＶＲ、抵抗Ｒ６２，Ｒ６４、及びキャパシタＣ６２を備え
る。可変抵抗ＶＲの両端には、所定の電圧が印加されている。抵抗Ｒ６２及びキャパシタ
Ｃ６２は、ローパスフィルタを形成している。抵抗Ｒ６２には、可変抵抗ＶＲから電圧が
印加される。キャパシタＣ６２は接地している。抵抗Ｒ６２とキャパシタＣ６２の間には
抵抗Ｒ６４が電気的に接続している。これにより、抵抗Ｒ６２から抵抗Ｒ６４に向かう方
向に電流が流れる。そしてこの電流は調節回路２６０から出力される。この場合、可変抵
抗ＶＲの抵抗値を調節することで、抵抗Ｒ６２に印加される電圧を調節することができる
。言い換えると、可変抵抗ＶＲの抵抗値を調節することで、調節回路２６０から出力され
る電流の値を調節することができる。
【００３６】
　コンパレータＵ３の上記した第２入力端子には、調節用基準電位を与えることができる
。具体的には、抵抗Ｒ５２及びキャパシタＣ５２は、ローパスフィルタを形成している。
抵抗Ｒ５２はコンパレータＵ３の上記した第２入力端子に電気的に接続している。キャパ
シタＣ５２は接地している。抵抗Ｒ５４の一端は抵抗Ｒ５２とキャパシタＣ５２の間に電
気的に接続し、抵抗Ｒ５４の他端は接地している。調節回路２６０からの電流は、抵抗Ｒ
５２に流れる。これにより、コンパレータＵ３の上記した第２入力端子に調節用基準電位
を与えることができる。上記したように、調節回路２６０からの電流の値は、可変抵抗Ｖ
Ｒの抵抗値を調節することで、調節することができる。このため、上記した調節用基準電
位は、可変抵抗ＶＲの抵抗値を調節することで、調節することができる。
【００３７】
　本図に示す例において、コンパレータＵ３からの出力信号は、抵抗Ｒ５６及びキャパシ
タＣ５４を介して、コンパレータＵ３の上記した第２入力端子に帰還している。この場合
、コンパレータＵ３からの出力信号は、抵抗Ｒ６４とキャパシタＣ６２によるローパスフ
ィルタによって遮断され、かつ抵抗Ｒ５２とキャパシタＣ５２によるローパスフィルタに
よって遮断される。このため、コンパレータＵ３からの出力信号が調節回路２６０及び抵
抗Ｒ５２に流れることが抑制されている。さらに、調節回路２６０からの電流は、キャパ
シタＣ５４によって遮断される。このため、調節回路２６０からの電流がコンパレータＵ
３の出力端子に流れることが抑制される。
【００３８】
　本図に示す例では、ローパスフィルタ２５０からの電気信号がゼロからずれていたとし
ても、コンパレータＵ３の上記した調節用基準電位を調節することにより、ローパスフィ
ルタ２５０から位相制御部２３０に入力される電気信号（すなわち、コンパレータＵ３か
ら位相制御部２３０に入力される電気信号）をほぼゼロにすることができる。
【００３９】
　図４（ａ）は、電圧Ｖ１と電圧Ｖ４の関係を説明するための図であり、図４（ｂ）は、
電圧Ｖ５と電圧Ｖ４の関係を説明するための図である。図２に示したように、電圧Ｖ１は
コンパレータＵ１とＸＯＲゲート２４０の間の電圧であり、電圧Ｖ４は増幅器Ａ２とコン
パレータＵ２の間の電圧であり、電圧Ｖ５は第１分周器２７２から出力された電気信号の
電圧である。
【００４０】
　図２及び図４を用いて、第１分周器２７２及び第２分周器２７４について説明する。位
相制御部２３０からの電気信号は、コンパレータＵ１を介して第１分周器２７２及び第２
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分周器２７４に入力される。第１分周器２７２及び第２分周器２７４は、回路２００の外
部（本図に示す例では、制御部３００）に電気信号を出力する。
【００４１】
　第１分周器２７２及び第２分周器２７４は、いずれも、コンパレータＵ１からの電気信
号の周波数を１／２に分周するために設けられている。より詳細には、コンパレータＵ１
からの電気信号（電圧Ｖ１）が高レベル信号から低レベル信号に遷移するタイミングにお
いて、第１分周器２７２は、低レベル信号を保持しているときは高レベル信号を出力し、
高レベル信号を保持しているときは低レベル信号を出力する（例えば、図４（ｂ））。こ
れに対して、コンパレータＵ１からの電気信号（電圧Ｖ１）が低レベル信号から高レベル
信号に遷移するタイミングにおいて、第２分周器２７４は、低レベル信号を保持している
ときは高レベル信号を出力し、高レベル信号を保持しているときは低レベル信号を出力す
る。なお、第１分周器２７２及び第２分周器２７４は、例えば、フリップフロップを用い
て形成されている。
【００４２】
　図５は、図２の変形例を示す図である。本図に示す例では、ＸＯＲゲート２４０（図２
）がアナログ乗算器２４２（第１乗算器）に置き換わっている。さらに、検出用電極１５
０（増幅器Ａ２）からの電気信号は、コンパレータＵ２（図２）を介さず、直接、アナロ
グ乗算器２４２に入力されている。本図に示す例においても、位相制御部２３０からの電
気信号の位相と検出用電極１５０からの電気信号の位相との差を固定することができる。
【００４３】
　図６は、図５に示したアナログ乗算器２４２の構成の詳細を示す図である。本図に示す
例において、アナログ乗算器２４２は、コンパレータＵ１（位相制御部２３０）からの電
気信号と増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からの電気信号との積を算出し、その積をロー
パスフィルタ２５０に出力する。
【００４４】
　詳細には、アナログ乗算器２４２は、オペアンプＯ４２及びスイッチＳ４２，Ｓ４４，
Ｓ４６，Ｓ４８を備える。スイッチＳ４２，Ｓ４４，Ｓ４６，Ｓ４８はいずれも、高レベ
ル信号が入力された場合に開き、低レベル信号が入力された場合に閉じる。スイッチＳ４
２，Ｓ４６はオペアンプＯ４２の反転入力端子（－）に電気的に接続しており、スイッチ
Ｓ４４，Ｓ４８はオペアンプＯ４２の非反転入力端子（＋）に電気的に接続している。本
図に示す例では、スイッチＳ４２，Ｓ４８には、互いに直列に接続したＮＯＴゲートＮ４
２，Ｎ４４を介してコンパレータＵ１（位相制御部２３０）が電気的に接続し、スイッチ
Ｓ４４，Ｓ４６には、ＮＯＴゲートＮ４６を介して増幅器Ａ２（検出用電極１５０）が電
気的に接続している。本図に示す例では、コンパレータＵ１（位相制御部２３０）からア
ナログ乗算器２４２に高レベル信号が入力されている。この場合、スイッチＳ４２，Ｓ４
８は開き、スイッチＳ４４，Ｓ４６は閉じる。
【００４５】
　本図に示す例において、オペアンプＯ４２の反転入力端子（－）には、抵抗Ｒ４１，Ｒ
４３及びキャパシタＣ４２が電気的に接続している。抵抗Ｒ４１、スイッチＳ４２、及び
キャパシタＣ４２は、増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からグラウンドに向かって、この
順で直列に接続している。これにより、スイッチＳ４２が閉じている場合、抵抗Ｒ４１及
びキャパシタＣ４２は、ローパスフィルタを形成する。さらに、スイッチＳ４２とキャパ
シタＣ４２の間からグラウンドに向かって、スイッチＳ４６及び抵抗Ｒ４３がこの順で直
列に接続している。
【００４６】
　同様にして、オペアンプＯ４２の非反転入力端子（＋）には抵抗Ｒ４２，Ｒ４４及びキ
ャパシタＣ４４が電気的に接続している。抵抗Ｒ４２、スイッチＳ４４、及びキャパシタ
Ｃ４４は、増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からグラウンドに向かって、この順で直列に
接続している。これにより、スイッチＳ４４が閉じている場合、抵抗Ｒ４２及びキャパシ
タＣ４４は、ローパスフィルタを形成する。さらに、スイッチＳ４４とキャパシタＣ４４
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の間からグラウンドに向かって、スイッチＳ４８及び抵抗Ｒ４４がこの順で直列に接続し
ている。
【００４７】
　オペアンプＯ４２の反転入力端子（－）には、抵抗Ｒ４５が電気的に接続している。抵
抗Ｒ４５は、オペアンプＯ４２の反転入力端子（－）をスイッチＳ４２とキャパシタＣ４
２の間に電気的に接続している。オペアンプＯ４２の出力端子とオペアンプＯ４２の反転
入力端子（－）の間には、抵抗Ｒ４７及びキャパシタＣ４６が並列に設けられている。オ
ペアンプＯ４２の非反転入力端子（＋）に電気信号が入力される場合、オペアンプＯ４２
、抵抗Ｒ４５，４７、及びキャパシタＣ４６は、積分回路（ローパスフィルタ）となる。
【００４８】
　オペアンプＯ４２の非反転入力端子（＋）には、抵抗Ｒ４６，Ｒ４８及びキャパシタＣ
４８が電気的に接続している。抵抗Ｒ４６及びキャパシタＣ４８は、スイッチＳ４４とキ
ャパシタＣ４４の間からグラウンドに向かう方向において、この順で直列に接続している
。これにより、スイッチＳ４４が閉じている場合、抵抗Ｒ４６及びキャパシタＣ４８は、
ローパスフィルタとなる。抵抗Ｒ４８は、抵抗Ｒ４６とキャパシタＣ４８の間をグラウン
ドに接続している。
【００４９】
　オペアンプＯ４２（位相制御部２３０）からアナログ乗算器２４２に高レベル信号が入
力される場合、スイッチＳ４２，Ｓ４８は開き、スイッチＳ４４，Ｓ４６は閉じる。この
場合、増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からの電気信号がオペアンプＯ４２によって非反
転増幅される。一方、コンパレータＵ１（位相制御部２３０）からアナログ乗算器２４２
に低レベル信号が入力される場合、スイッチＳ４４，Ｓ４６は開き、スイッチＳ４２，Ｓ
４８は閉じる。この場合、増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からの電気信号がオペアンプ
Ｏ４２によって反転増幅される。このようにして、アナログ乗算器２４２は、コンパレー
タＵ１（位相制御部２３０）からの電気信号と増幅器Ａ２（検出用電極１５０）からの電
気信号を乗算する。
【００５０】
　以上、本実施形態によれば、電圧変換部２１０から出力された駆動信号から取り出され
た調節用信号が位相制御部２３０に入力される。位相制御部２３０は、ローパスフィルタ
２５０からの電気信号に基づいて、調節用信号の位相を制御する。これにより、位相制御
部２３０から出力される電気信号の位相と検出用電極１５０から出力される電気信号の位
相とのずれを、駆動信号の周波数によらず一定にすることができる。
【００５１】
（第２の実施形態）
　図７は、第２の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図であり、第１の実
施形態の図２に対応する。本実施形態に係る回転型アクチュエータは、以下の点を除いて
、第１の実施形態に係る回転型アクチュエータと同様の構成である。
【００５２】
　本図に示す例において、回転型アクチュエータの回路２００は、判定回路２８０を備え
る。判定回路２８０は、ＮＯＴゲートＮ８２、アナログ乗算器Ｍ８２，Ｍ８４、ローパス
フィルタＬ８２，Ｌ８４、及びコンパレータＵ８２を備える。本図に示すように、第１分
周器２７２からの電気信号がアナログ乗算器Ｍ８２（第２乗算器）に入力されるとともに
、増幅器Ａ２とコンパレータＵ２の間からの電気信号がアナログ乗算器Ｍ８２（第２乗算
器）に入力される。さらに、第１分周器２７２からの電気信号がＮＯＴゲートＮ８２を介
してアナログ乗算器Ｍ８４（第３乗算器）に入力されるとともに、増幅器Ａ２とコンパレ
ータＵ２の間からの電気信号がアナログ乗算器Ｍ８４（第３乗算器）に入力される。アナ
ログ乗算器Ｍ８２からの電気信号は、ローパスフィルタＬ８２を介してコンパレータＵ８
２（第２コンパレータ）に入力される。アナログ乗算器Ｍ８４からの電気信号は、ローパ
スフィルタＬ８４を介してコンパレータＵ８２（第２コンパレータ）に入力される。
【００５３】
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　上記したように、第１分周器２７２から出力される電気信号は、増幅器Ａ２からの電気
信号が極小値をとるタイミングで高レベル信号及び低レベル信号の一方から他方に遷移す
る矩形波である。言い換えると、第１分周器２７２から出力される電気信号（矩形波）は
、増幅器Ａ２からの電気信号が極大値をとるタイミングで高レベル信号及び低レベル信号
のいずれかとなる。図８を用いて後述するように、アクチュエータ本体１００の状態によ
っては、増幅器Ａ２からの電気信号は、互いに異なる第１の極大値と第２の極大値が交互
に繰り返すようになる。この場合、本図に示す例では、判定回路２８０を用いることによ
り、可動電極１２０（図１）がいずれの方向に回転しているのかを判断することができる
。
【００５４】
　図８（ａ）は、電圧Ｖ４と電圧Ｖ８２の関係を示す図であり、図８（ｂ）は、電圧Ｖ４
と電圧Ｖ８４の関係を示す図である。図７に示したように、電圧Ｖ４は増幅器Ａ２とコン
パレータＵ２の間の電圧であり、Ｖ８２は第１分周器２７２とアナログ乗算器Ｍ８２の間
の電圧であり、Ｖ８４はＮＯＴゲートＮ８２とアナログ乗算器Ｍ８４の間の電圧である。
図８に示すように、増幅器Ａ２からの電気信号（電圧Ｖ４）は、互いに異なる第１の極大
値と第２の極大値が交互に繰り返している。
【００５５】
　図７及び図８を用いて、可動電極１２０（図１）がいずれの方向に回転しているかを判
断する方法を説明する。アナログ乗算器Ｍ８２は電圧Ｖ４と電圧Ｖ８２を乗算し、アナロ
グ乗算器Ｍ８４は電圧Ｖ４と電圧Ｖ８４を乗算する。ローパスフィルタＬ８２によってア
ナログ乗算器Ｍ８２からの電気信号の時間積分が算出され、ローパスフィルタＬ８４によ
ってアナログ乗算器Ｍ８４からの電気信号の時間積分が算出される。
【００５６】
　図８に示す例においては、ローパスフィルタＬ８２からの時間積分（図８（ａ）に対応
）がローパスフィルタＬ８４からの時間積分（図８（ｂ）に対応）よりも大きくなる。こ
れは、図８（ａ）に示す例では電圧Ｖ８２が高レベル信号であるタイミングで電圧Ｖ４が
第１の極大値と第２の極大値のうち大きい極大値をとるのに対し、図８（ｂ）に示す例で
は電圧Ｖ８４が高レベル信号であるタイミングで電圧Ｖ４が第１の極大値と第２の極大値
のうち小さい極大値をとるためである。
【００５７】
　ローパスフィルタＬ８２からの電気信号及びローパスフィルタＬ８４からの電気信号は
、コンパレータＵ８２に入力される。コンパレータＵ８２は、ローパスフィルタＬ８２か
らの電気信号の大きさとローパスフィルタＬ８４からの電気信号の大きさとを比較する。
そしてコンパレータＵ８２は、その比較結果に基づいて、高レベル信号又は低レベル信号
を制御部３００に出力する。例えば、コンパレータＵ８２は、ローパスフィルタＬ８２か
らの電気信号がローパスフィルタＬ８４からの電気信号よりも大きい場合には低レベル信
号を出力し、ローパスフィルタＬ８２からの電気信号がローパスフィルタＬ８４からの電
気信号よりも小さい場合には高レベル信号を出力する。
【００５８】
　制御部３００は、記憶部３２０及び判断部３３０を備える。記憶部３２０は、可動電極
１２０（図１）が回転している方向と、ローパスフィルタＬ８２からの電気信号とローパ
スフィルタＬ８４からの電気信号との差（すなわち、コンパレータＵ８２からの出力信号
）と、の関係を記憶している。判断部３３０は、記憶部３２０から上記した関係を読み出
す。さらに、判断部３３０は、コンパレータＵ８２からの出力信号を受信する。これによ
り、判断部３３０は、上記した関係とコンパレータＵ８２からの出力信号に基づいて、可
動電極１２０（図１）が回転している方向を判断することができる。
【００５９】
（第３の実施形態）
　図９は、第３の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図であり、第２の実
施形態の図７に対応する。本実施形態に係る回転型アクチュエータは、以下の点を除いて
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、第２の実施形態に係る回転型アクチュエータと同様の構成である。
【００６０】
　本図に示す例において、判定回路２８０は、ＮＯＴゲートＮ８２、Ｓ／Ｈ回路（サンプ
ルアンドホールド回路）ＳＨ８２，ＳＨ８４、ローパスフィルタＬ８２，Ｌ８４、及びコ
ンパレータＵ８２を備える。本図に示すように、第２分周器２７４からの電気信号がＳ／
Ｈ回路ＳＨ８２に入力されるとともに、増幅器Ａ２とコンパレータＵ２の間からの電気信
号がＳ／Ｈ回路ＳＨ８２に入力される。さらに、第２分周器２７４からの電気信号がＮＯ
ＴゲートＮ８２を介してＳ／Ｈ回路ＳＨ８４に入力されるとともに、増幅器Ａ２とコンパ
レータＵ２の間からの電気信号がＳ／Ｈ回路ＳＨ８４に入力される。Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８２
からの電気信号は、ローパスフィルタＬ８２を介してコンパレータＵ８２（第２コンパレ
ータ）に入力される。Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８４からの電気信号は、ローパスフィルタＬ８４を
介してコンパレータＵ８２（第２コンパレータ）に入力される。
【００６１】
　上記したように、第２分周器２７４から出力される電気信号は、増幅器Ａ２からの電気
信号が極大値をとるタイミングで高レベル信号及び低レベル信号の一方から他方に遷移す
る矩形波となる。図１０を用いて後述するように、アクチュエータ本体１００の状態によ
っては、増幅器Ａ２からの電気信号は、互いに異なる第１の極大値と第２の極大値が交互
に繰り返すようになる。この場合、本図に示す例では、判定回路２８０を用いることによ
り、可動電極１２０（図１）がいずれの方向に回転しているのかを判断することができる
。
【００６２】
　図１０（ａ）は、電圧Ｖ４と電圧Ｖ８６の関係を示す図であり、図１０（ｂ）は、電圧
Ｖ４と電圧Ｖ８８の関係を示す図である。図９に示したように、電圧Ｖ４は増幅器Ａ２と
コンパレータＵ２の間の電圧であり、Ｖ８６は第２分周器２７４とＳ／Ｈ回路ＳＨ８２の
間の電圧であり、Ｖ８８はＮＯＴゲートＮ８２とＳ／Ｈ回路ＳＨ８４の間の電圧である。
図１０に示すように、増幅器Ａ２からの電気信号（電圧Ｖ４）は、互いに異なる第１の極
大値と第２の極大値が交互に繰り返している。
【００６３】
　図９及び図１０を用いて、可動電極１２０（図１）がいずれの方向に回転しているかを
判断する方法を説明する。Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８２は、電圧Ｖ８６が高レベル信号である場合
には電圧Ｖ４の電気信号と同じ電気信号を出力し（サンプルモード）、電圧Ｖ８６が低レ
ベル信号である場合には電圧Ｖ８６が高レベル信号から低レベル信号に遷移するタイミン
グにおける電圧Ｖ４（すなわち、電圧Ｖ４の電気信号の極大値）を出力する（ホールドモ
ード）。Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８４は、電圧Ｖ８８が高レベル信号である場合には電圧Ｖ４の電
気信号と同じ電気信号を出力し（サンプルモード）、電圧Ｖ８８が低レベル信号である場
合には電圧Ｖ８８が高レベル信号から低レベル信号に遷移するタイミングにおける電圧Ｖ
４（すなわち、電圧Ｖ４の電気信号の極大値）を出力する（ホールドモード）。ローパス
フィルタＬ８２によってＳ／Ｈ回路ＳＨ８２からの電気信号の時間積分が算出され、ロー
パスフィルタＬ８４によってＳ／Ｈ回路ＳＨ８４からの電気信号の時間積分が算出される
。
【００６４】
　図１０に示す例においては、ローパスフィルタＬ８２からの時間積分（図１０（ａ）に
対応）がローパスフィルタＬ８４からの時間積分（図１０（ｂ）に対応）よりも大きくな
る。これは、Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８２がホールドモードで出力する電気信号（図１０（ａ）に
対応）が、Ｓ／Ｈ回路ＳＨ８４がホールドモードで出力する電気信号（図１０（ｂ）に対
応）よりも大きいためである。このような差が生じる理由は、上記したように、電圧Ｖ４
の電気信号では、互いに異なる第１の極大値と第２の極大値が交互に繰り返しているため
である。
【００６５】
　ローパスフィルタＬ８２からの電気信号及びローパスフィルタＬ８４からの電気信号は
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、コンパレータＵ８２に入力される。コンパレータＵ８２は、ローパスフィルタＬ８２か
らの電気信号の大きさとローパスフィルタＬ８４からの電気信号の大きさとを比較する。
そしてコンパレータＵ８２は、その比較結果に基づいて、高レベル信号又は低レベル信号
を制御部３００に出力する。例えば、コンパレータＵ８２は、ローパスフィルタＬ８２か
らの電気信号がローパスフィルタＬ８４からの電気信号よりも大きい場合には低レベル信
号を出力し、ローパスフィルタＬ８２からの電気信号がローパスフィルタＬ８４からの電
気信号よりも小さい場合には高レベル信号を出力する。
【００６６】
　制御部３００は、記憶部３２０及び判断部３３０を備える。記憶部３２０は、可動電極
１２０（図１）が回転している方向と、ローパスフィルタＬ８２からの電気信号とローパ
スフィルタＬ８４からの電気信号との差（すなわち、コンパレータＵ８２からの出力信号
）と、の関係を記憶している。判断部３３０は、記憶部３２０から上記した関係を読み出
す。さらに、判断部３３０は、コンパレータＵ８２からの出力信号を受信する。これによ
り、判断部３３０は、上記した関係とコンパレータＵ８２からの出力信号に基づいて、可
動電極１２０（図１）が回転している方向を判断することができる。
【００６７】
（第４の実施形態）
　図１１は、第４の実施形態に係る回転型アクチュエータの構成を示す図であり、第１の
実施形態の図２に対応する。本実施形態に係る回転型アクチュエータは、以下の点を除い
て、第１の実施形態に係る回転型アクチュエータと同様の構成である。
【００６８】
　クロック生成部３１０は、クロックを生成する。クロック生成部３１０からのクロック
は、電圧変換部２１０（信号出力部）に入力される。電圧変換部２１０は、クロック生成
部３１０からのクロックの電圧を所定の電圧に変換する。このようにして、電圧変換部２
１０は、駆動信号を生成する。
【００６９】
　電圧変換部２１０からの駆動信号は、位相制御部２３０に入力される。位相制御部２３
０は、駆動信号の位相を制御する。詳細を後述するように、位相制御部２３０は、ローパ
スフィルタ２５０からの電気信号に基づいて、駆動信号の位相を制御する。
【００７０】
　なお、位相制御部２３０から出力された電気信号は、歪んでいることがある。このため
、本図に示す例では、後述するように、コンパレータＵ１によってこの歪みを取り除いて
いる。
【００７１】
　位相制御部２３０からの電気信号は、コンパレータＵ１を介して信号増幅部２２０に入
力される。図２を用いて説明したように、コンパレータＵ１は、位相制御部２３０からの
電気信号の電位と基準電位（例えば、グラウンド電位）とを比較し、その比較結果に基づ
いて高レベル信号又は低レベル信号を出力する。これにより、位相制御部２３０からの電
気信号の歪みを取り除くことができる。さらに、図２を用いて説明したように、信号増幅
部２２０は、コンパレータＵ１からの電気信号を増幅し、かつ増幅された電気信号を固定
電極１４０に出力する。
【００７２】
　アクチュエータ本体１００の可動電極１２０は、固定電極１４０に印加された電圧によ
って振動する。固定電極１４０が振動すると、固定電極１４０と検出用電極１５０の間の
静電容量が変化する。静電容量の変化（振動）は、検出用電極１５０の電圧によって検出
される。本図に示す例では、検出用電極１５０の電圧が増幅器Ａ２によって増幅される。
【００７３】
　電圧変換部２１０と位相制御部２３０の間の駆動信号から調節用信号が取り出される。
そして調節用信号は、ＸＯＲゲート２４０（乗算器）に入力される。検出用電極１５０（
増幅器Ａ２）からの電気信号は、コンパレータＵ２を介してＸＯＲゲート２４０に入力さ
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れる。これにより、電圧変換部２１０と位相制御部２３０の間からの電気信号（調節用信
号）と検出用電極１５０からの電気信号がＸＯＲゲート２４０で乗算される。なお、図２
に示した例と同様にして、コンパレータＵ２は、増幅器Ａ２からの電気信号を矩形波に変
換するために設けられている。
【００７４】
　ＸＯＲゲート２４０からの電気信号は、ローパスフィルタ２５０を通過する。ローパス
フィルタ２５０は、積分器である。これにより、ローパスフィルタ２５０は、ＸＯＲゲー
ト２４０からの電気信号の時間積分を出力する。
【００７５】
　ローパスフィルタ２５０からの電気信号は、コンパレータＵ３（コンパレータＵ３の機
能は、図２に示した例と同様である。）を介して、位相制御部２３０に入力される。位相
制御部２３０は、ローパスフィルタ２５０からの電気信号に基づいて、駆動信号の位相を
制御する。具体的には、位相制御部２３０は、電圧変換部２１０と位相制御部２３０の間
からの電気信号（調節用信号）の位相と検出用電極１５０からの電気信号の位相との差が
固定される（言い換えると、ローパスフィルタ２５０から出力される電気信号がある一定
の値（例えば、ゼロ）となる）ように、駆動信号の位相を制御する。
【００７６】
　電圧変換部２１０とＸＯＲゲート２４０の間には、第１分周器２７２及び第２分周器２
７４が電気的に接続している。図２に示した例と同様にして、第１分周器２７２及び第２
分周器２７４は、第１分周器２７２に入力された電気信号及び第２分周器２７４に入力さ
れた電気信号をそれぞれ分周するために設けられている。
【００７７】
　本実施形態によれば、電圧変換部２１０から出力された駆動信号が位相制御部２３０に
入力される。さらに、駆動信号から取り出された調節用信号がＸＯＲゲート２４０に入力
される。位相制御部２３０は、ＸＯＲゲート２４０からの電気信号に基づいて、駆動信号
の位相を制御する。これにより、電圧変換部２１０から出力される電気信号（駆動信号）
の位相と検出用電極１５０から出力される電気信号の位相とのずれを、駆動信号の周波数
によらず一定にすることができる。
【００７８】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００７９】
１００　アクチュエータ本体
１１０　枠体
１２０　可動電極
１３０　保持部材
１４０　固定電極
１５０　検出用電極
２００　回路
２１０　電圧変換部
２２０　信号増幅部
２３０　位相制御部
２４０　ＸＯＲゲート
２４２　アナログ乗算器
２５０　ローパスフィルタ
２６０　調節回路
２７２　第１分周器
２７４　第２分周器
３００　制御部
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３１０　クロック生成部
Ａ１　増幅器
Ａ２　増幅器
Ｃ２２　キャパシタ
Ｃ４２　キャパシタ
Ｃ４４　キャパシタ
Ｃ４６　キャパシタ
Ｃ４８　キャパシタ
Ｃ５２　キャパシタ
Ｃ５４　キャパシタ
Ｃ６２　キャパシタ
Ｎ４２　ＮＯＴゲート
Ｎ４６　ＮＯＴゲート
Ｏ４２　オペアンプ
Ｒ２２　抵抗
Ｒ２４　抵抗
Ｒ２６　抵抗
Ｒ４１　抵抗
Ｒ４２　抵抗
Ｒ４３　抵抗
Ｒ４４　抵抗
Ｒ４５　抵抗
Ｒ４６　抵抗
Ｒ４７　抵抗
Ｒ４８　抵抗
Ｒ５２　抵抗
Ｒ５４　抵抗
Ｒ５６　抵抗
Ｒ６２　抵抗
Ｒ６４　抵抗
Ｓ４２　スイッチ
Ｓ４４　スイッチ
Ｓ４６　スイッチ
Ｓ４８　スイッチ
Ｕ１　コンパレータ
Ｕ２　コンパレータ
Ｕ３　コンパレータ
Ｖ１　電圧
Ｖ２　電圧
Ｖ３　電圧
Ｖ４　電圧
Ｖ５　電圧
Ｖ８２　電圧
Ｖ８４　電圧
Ｖ８６　電圧
Ｖ８８　電圧
ＶＲ　可変抵抗
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