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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートのチャンネ
ルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路であって、
　所定の入力ポートのチャンネルから所定の出力ポートのチャンネルに至る光路を設定す
るために前記ミラーに必要となる印加電圧とオフセット電圧との電位差を示す差分電圧と
、入力ポートのチャンネル及び出力ポートのチャンネルとの組み合わせとを対応付けた管
理テーブルを有し、
　前記管理テーブルは、前記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満となるように前記オフセ
ット電圧を記憶し、
　前記ミラーに前記オフセット電圧を印加して前記ミラー自体の電位を調整するオフセッ
ト電圧印加手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの組み合わせ
と前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分電圧を前記オフセット電圧
により電位が調整されたミラーに印加する電圧印加手段とを備えたことを特徴とするミラ
ー駆動回路。
【請求項２】
　電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートのチャンネ
ルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路であって、
　所定の入力ポートのチャンネルから所定の出力ポートのチャンネルに至る光路を設定す
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るために前記ミラーに必要となる印加電圧とオフセット電圧との電位差を示す差分電圧と
、入力ポートのチャンネル及び出力ポートのチャンネルとの組み合わせとを対応付けた管
理テーブルを有し、
　前記管理テーブルは、前記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満となるように前記オフセ
ット電圧を記憶し、
　前記オフセット電圧を出力するオフセット電圧出力手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの組み合わせ
と前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分電圧を出力する電圧出力手
段と、
　前記オフセット電圧出力手段から出力されるオフセット電圧と前記電圧出力手段から出
力される差分電圧とを加算し、加算した電圧を前記ミラーに印加する電圧加算手段とを備
えたことを特徴とするミラー駆動回路。
【請求項３】
　前記オフセット電圧は、前記ミラーが上下方向または左右方向に駆動する際の特徴に基
づいてそれぞれ異なる電圧に設定され、前記オフセット電圧出力手段は、それぞれ異なる
オフセット電圧を出力する複数のサブオフセット電圧出力手段から構成されていることを
特徴とする請求項２に記載のミラー駆動回路。
【請求項４】
　前記差分電圧は、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧であることを特徴とする請求項
２または３に記載のミラー駆動回路。
【請求項５】
　電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートのチャンネ
ルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路を利用して光信号を伝送する光スイ
ッチであって、
　前記ミラー駆動回路は、
　所定の入力ポートのチャンネルから所定の出力ポートのチャンネルに至る光路を設定す
るために前記ミラーに印加する印加電圧とオフセット電圧との電位差を示す差分電圧と、
入力ポートのチャンネル及び出力ポートのチャンネルとの組み合わせとを対応付けた管理
テーブルを有し、
　前記管理テーブルは、前記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満となるように前記オフセ
ット電圧を記憶し、
　前記ミラーに前記オフセット電圧を印加して前記ミラー自体の電位を調整するオフセッ
ト電圧印加手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの組み合わせ
と前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分電圧を前記オフセット電圧
により電位が調整された前記ミラーに印加する電圧印加手段とを備えたことを特徴とする
光スイッチ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、波長分割多重（ＷＤＭ；Wavelength　Division　Multiplexing）通信など
の光クロスコネクト（ＯＸＣ；Optical　Cross-Connect）システムに関し、特にＭＥＭＳ
（Micro　Electro　Mechanical　System）ミラーを用いたミラー駆動回路および光スイッ
チに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの利用者が急増しており、増加する通信トラフィックに対応すべ
く、高速通信が可能な光ネットワークが広く利用されている。そして、この光ネットワー
クでは、接続されるノード数および波長数が多くなるため、ＭＥＭＳ（Micro　Electro　
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Mechanical　System）ミラーを用いた光スイッチが利用されている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　ここで、ＭＥＭＳミラーを用いたスイッチ（以下、ＭＥＭＳ光ＳＷ）の構成について説
明する。図１３は、従来のＭＥＭＳ光ＳＷの構成を示す図である。図１３に示すように、
このＭＥＭＳ光ＳＷ１０は、入力ポート１１と、出力ポート１２と、入力ミラー１３と、
出力ミラー１４とを備えて構成される。なお、その他の構成は、周知の光スイッチと同様
であるので説明を省略する。
【０００４】
　ＭＥＭＳ光ＳＷ１０は、入力ミラー１３、出力ミラー１４に設置されたＭＥＭＳミラー
の角度を制御することにより、入力ポート１１中のチャンネルから入力された光を、出力
ポート１２中の任意のチャンネルから出力させる。
【０００５】
　ここで、入力ポート１１のチャンネル数を６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネル数を
６０ｃｈとすると、入力ミラー１３は６４枚のＭＥＭＳミラーが必要となり、出力ミラー
１４は６４枚のＭＥＭＳミラーが必要となるので、計１２８枚のＭＥＭＳミラーを制御す
る必要がある。
【０００６】
　なお、ＭＥＭＳミラーを制御する場合には、各ＭＥＭＳミラーの縦方向および横方向に
ある電極に高電圧（例えば、２００Ｖ）の電圧を印加することにより、静電気力を発生さ
せ、ＭＥＭＳミラーを制御する（任意の方向にＭＥＭＳミラーを傾ける）。
【０００７】
　続いて、ＭＥＭＳミラーを制御するミラー駆動回路について説明する。図１４は、従来
のミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように、このミラー駆
動回路２０は、ＭＥＭＳミラー２１と、接続基板（Dpram）２２と、演算部２３と、高電
圧ＤＡＣ（Digital　Analog　Converter）部２４とを備えて構成される。
【０００８】
　このうち、ＭＥＭＳミラー２１は、図１３に示した入力ミラー１３、出力ミラー１４に
設置されたＭＥＭＳミラーに対応する。ＭＥＭＳミラー２１は、例えば、入力ポート１１
のチャンネル数が６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネル数が６０ｃｈの場合には、１２
８枚のＭＥＭＳミラーによって構成される。
【０００９】
　接続基板（Dpram）２２は、上位装置（図示略）に接続され、上位装置との間における
データ通信を制御する手段であり、上位装置から出力される接続情報を記憶する。ここで
、接続情報は、接続する入力ポート１１のチャンネルと、出力ポート１２のチャンネルと
の関係を示す情報である。例えば、この接続情報は、入力ポート１１のチャンネル１から
出力される光を、出力ポート１２のチャンネル２に入力する旨の情報を含んでいる。
【００１０】
　演算部２３は、接続基板２２に記憶された接続情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー２１を
駆動するための駆動電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を演算する手段であり、演算結果と
なる駆動電圧の情報を高電圧ＤＡＣ部２４に出力する。
【００１１】
　具体的に、演算部２３は、管理テーブルを保持しており、かかる管理テーブルと接続情
報とを比較することにより、駆動電圧を演算する。図１５は、従来の管理テーブルのデー
タ構造の一例を示す図である。同図に示すように、この管理テーブルは、入力チャンネル
と、出力チャンネルと、入力ミラー電圧と、出力ミラー電圧とを対応付けて記憶している
。
【００１２】
　ここで、入力チャンネルは、入力ポート１１中のチャンネルに対応し、出力チャンネル
は、出力ポート１２中のチャンネルに対応する。また、入力ミラー電圧は、入力ミラー１
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３に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を示し
、出力ミラー電圧は、出力ミラー１４に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧
（縦方向電圧、横方向電圧）を示す。
【００１３】
　例えば、入力チャンネル「１」から入力される光を出力チャンネル「１」から出力する
場合には、入力ミラー電圧は、縦方向電圧「１９５Ｖ」、横方向電圧「１９０Ｖ」となり
、出力ミラー電圧は、縦方向電圧「１９７Ｖ」、横方向電圧「１８７Ｖ」となる。
【００１４】
　高電圧ＤＡＣ部２４は、演算部２３から取得する駆動電圧の情報に基づいて、ＭＥＭＳ
ミラー２１に電圧を印加し、該当するＭＥＭＳミラー２１の角度を制御する手段である。
【００１５】
【特許文献１】特開２００４－２１９４６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上述した従来の技術では、入力ミラー１３、出力ミラー１４に設置され
た各ＭＥＭＳミラーを制御するために、高電圧を印加可能なＤＡＣ部が複数必要になり、
かかるＤＡＣ部は、汎用のＤＡＣ部と比較して非常に高価であるため、製造コストが非常
に高くなってしまうという問題があった。
【００１７】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、Ｍ
ＥＭＳミラーを制御するためのＤＡＣの占めるコスト比率を低減することができるミラー
駆動回路および光スイッチを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、このミラー駆動回路は、電圧を印加して
ミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートのチャンネルに出力される光
の光路を切り替えるミラー駆動回路であって、所定の入力ポートのチャンネルから所定の
出力ポートのチャンネルに至る光路を設定するために前記ミラーに必要となる印加電圧と
オフセット電圧との電位差を示す差分電圧と、入力ポートのチャンネル及び出力ポートの
チャンネルとの組み合わせとを対応付けた管理テーブルを有し、前記管理テーブルは、前
記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満となるように前記オフセット電圧を記憶し、前記ミ
ラーに前記オフセット電圧を印加して前記ミラー自体の電位を調整するオフセット電圧印
加手段と、前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの組
み合わせと前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分電圧を前記オフセ
ット電圧により電位が調整されたミラーに印加する電圧印加手段とを備えたことを要件と
する。
 
【００１９】
　また、このミラー駆動回路は、電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャン
ネルから出力ポートのチャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路であ
って、所定の入力ポートのチャンネルから所定の出力ポートのチャンネルに至る光路を設
定するために前記ミラーに必要となる印加電圧とオフセット電圧との電位差を示す差分電
圧と、入力ポートのチャンネル及び出力ポートのチャンネルとの組み合わせとを対応付け
た管理テーブルを有し、前記管理テーブルは、前記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満と
なるように前記オフセット電圧を記憶し、前記オフセット電圧を出力するオフセット電圧
出力手段と、前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの
組み合わせと前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分電圧を出力する
電圧出力手段と、前記オフセット電圧出力手段から出力されるオフセット電圧と前記電圧
出力手段から出力される差分電圧とを加算し、加算した電圧を前記ミラーに印加する電圧
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加算手段とを備えたことを要件とする。
 
【００２０】
　また、このミラー駆動回路は、上記のミラー駆動回路において、前記オフセット電圧は
、前記ミラーが上下方向または左右方向に駆動する際の特徴に基づいてそれぞれ異なる電
圧に設定され、前記オフセット電圧出力手段は、それぞれ異なるオフセット電圧を出力す
る複数のサブオフセット電圧出力手段から構成されていることを要件とする。
【００２１】
　また、このミラー駆動回路は、上記のミラー駆動回路において、前記差分電圧は、プラ
スの電圧あるいはマイナスの電圧であることを要件とする。
【００２２】
　また、この光スイッチは、電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネル
から出力ポートのチャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路を利用し
て光信号を伝送する光スイッチであって、前記ミラー駆動回路は、所定の入力ポートのチ
ャンネルから所定の出力ポートのチャンネルに至る光路を設定するために前記ミラーに印
加する印加電圧とオフセット電圧との電位差を示す差分電圧と、入力ポートのチャンネル
及び出力ポートのチャンネルとの組み合わせとを対応付けた管理テーブルを有し、前記管
理テーブルは、前記差分電圧の絶対値が所定の電圧未満となるように前記オフセット電圧
を記憶し、前記ミラーに前記オフセット電圧を印加して前記ミラー自体の電位を調整する
オフセット電圧印加手段と、前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートの
チャンネルとの組み合わせと前記管理テーブルとを比較して差分電圧を演算し、当該差分
電圧を前記オフセット電圧により電位が調整された前記ミラーに印加する電圧印加手段と
を備えたことを要件とする。
【発明の効果】
【００２３】
　このミラー駆動回路によれば、オフセット電圧を印加することで、ミラー制御用の電圧
を大幅に下げることを可能とする。そして、制御用の電圧を大幅に下げることで、ミラー
制御に用いるＤＡＣ部を、汎用のＤＡＣ部に置き換え、ミラー駆動回路のコストを削減す
ることができる。
【００２４】
　また、このミラー駆動回路によれば、ミラー制御用の電圧とオフセット電圧とを直列的
に加算し、加算した電圧をミラーに印加することで、コストの低い汎用ＤＡＣによってＭ
ＥＭＳミラーを制御可能とし、ミラー駆動回路のコストを削減することができる。
【００２５】
　また、このミラー駆動回路によれば、異なるオフセット電圧をそれぞれ出力する電源部
を複数有し、ミラーごと（あるいは、ミラーの縦方向、横方向の電極ごと）に、異なるオ
フセット電圧の何れかを利用することで、各ＭＥＭＳミラーの硬さばらつきや、上下方向
、左右方向の硬さの違いによる制御電圧の違いに対応し、制御に必要となる電圧を抑え、
コストの低い汎用ＤＡＣによってミラーを制御可能とする。
【００２６】
　また、このミラー駆動回路によれば、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧を出力して
ミラーを制御するので、より低電圧でミラーを制御可能とし、よりコストを削減すること
ができる。
【００２７】
　また、この光スイッチによれば、オフセット電圧を印加することで、ミラー制御用の電
圧を大幅に下げることを可能とする。そして、制御用の電圧を大幅に下げることで、ミラ
ー制御に用いるＤＡＣ部を、汎用のＤＡＣ部に置き換え、光スイッチのコストを削減する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　以下に添付図面を参照して、この発明に係るミラー駆動回路および光スイッチの好適な
実施の形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２９】
　まず、本実施例１にかかるミラー駆動回路にかかる概要および特徴について説明する。
ミラー駆動回路は、ＭＥＭＳミラーの電極に電圧を印加すること（ＭＥＭＳミラーと電極
との間の静電気）により、ＭＥＭＳミラーの角度を制御し、光の光路を切り替える。
【００３０】
　ここで、制御電圧と制御角度との関係は、
θ＝α×Ｖ２

によって表すことができる。ここで、θは制御角度、αは硬さ係数、Ｖは制御電圧である
。
【００３１】
　硬さ係数αにもよるが、例えばミラーを６°傾斜させるためには、２００Ｖ程度の高電
圧を印加可能なＤＡＣ部（以下、高電圧ＤＡＣ部）が必要となる。更に、複数のチャンネ
ル切り替えが可能なＭＥＭＳ光ＳＷには、ミラー数分の高電圧ＤＡＣ部が必要となり、各
高電圧ＤＡＣ部は非常に高価な回路であるため、コストアップの要因となっている。
【００３２】
　そこで、本実施例１にかかるミラー駆動回路は、ＭＥＭＳミラーのＧＮＤ電位を印加し
ていた電極に対し、マイナスの高電圧（オフセット電圧）を印加することで、ミラー制御
用のＤＡＣ部の電圧を大幅に下げることを可能とする。そして、ＤＡＣ部が出力すべき電
圧を大幅に下げることで、ミラー制御に用いるＤＡＣ部を、汎用のＤＡＣ部に置き換え、
ミラー駆動回路（ミラー駆動回路を備えるＭＥＭＳ光ＳＷ）のコストを削減する。
【００３３】
　図１は、ＭＥＭＳミラーの駆動電圧とＭＥＭＳミラーの傾斜角との関係を示す図である
。同図に示すように、例えば、ＭＥＭＳミラーの駆動電圧を１８５～２００Ｖとすると、
従来の技術では、各ＭＥＭＳミラーを制御する高電圧ＤＡＣ部が、光路を切り替えるべく
、１８５～２００Ｖの電圧を印加し続けなければならない。
【００３４】
　一方、本実施例１にかかるミラー駆動回路は、専用ＤＡＣがオフセット電圧（例えば、
－１８５Ｖ）のＧＮＤ電位をＭＥＭＳミラーに印加することで、ＭＥＭＳミラーの駆動電
圧は、１５Ｖ程度となるので、コストの低い汎用のＤＡＣによって、各ＭＥＭＳミラーを
制御可能となる。
【００３５】
　次に、本実施例１にかかるミラー駆動回路の構成について説明する。図２は、本実施例
１にかかるミラー駆動回路１００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように
、このミラー駆動回路１００は、ＭＥＭＳミラー１１０と、接続基板（Dpram）１２０と
、演算部１３０と、電源部１４０と、汎用ＤＡＣ部１５０とを備えて構成される。
【００３６】
　このうち、ＭＥＭＳミラー１１０は、図１３に示した入力ミラー１３、出力ミラー１４
に設置された各ＭＥＭＳミラー（ｎ－ｃｈ；ｎは自然数）に対応する。ＭＥＭＳミラー１
１０は、例えば、入力ポート１１のチャンネル数が６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネ
ル数が６０ｃｈの場合には、１２８枚のＭＥＭＳミラーによって構成される。
【００３７】
　また、各ＭＥＭＳミラー１１０は、縦方向および横方向に電極を有しており、縦方向お
よび／または横方向の電極に電圧を印加されることにより、ミラーの角度が制御される。
【００３８】
　接続基板（Dpram）１２０は、上位装置（図示略）に接続され、上位装置との間におけ
るデータ通信を制御する手段であり、上位装置から出力される接続情報を記憶する。ここ
で、接続情報は、接続する入力ポート１１のチャンネルと、出力ポート１２のチャンネル
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との関係を示す情報である。例えば、この接続情報は、入力ポート１１のチャンネル１か
ら出力される光を、出力ポート１２のチャンネル２に入力する旨の情報等を含んでいる。
【００３９】
　演算部１３０は、接続基板１２０に記憶された接続情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー１
１０を駆動するための駆動電圧（縦方向電圧、横方向電圧）およびオフセット電圧を演算
する手段であり、演算結果となる駆動電圧を汎用ＤＡＣ部１５０に出力し、オフセット電
圧の情報を電源部１４０に出力する。
【００４０】
　具体的に、演算部１３０は、管理テーブルを保持しており、かかる管理テーブルと接続
情報とを比較することにより、駆動電圧およびオフセット電圧を演算する。図３は、本実
施例１にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、こ
の管理テーブルは、入力チャンネルと、出力チャンネルと、第１オフセット電圧と、入力
ミラー電圧と、第２オフセット電圧と、出力ミラー電圧とを対応付けて記憶している。
【００４１】
　ここで、入力チャンネルは、入力ポート１１中のチャンネルに対応し、出力チャンネル
は、出力ポート１２中のチャンネルに対応する。第１オフセット電圧は、入力ミラー１３
に印加するＧＮＤ電位を示し、入力ミラー電圧は、入力ミラー１３に設置された所定のＭ
ＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を示す。
【００４２】
　また、第２オフセット電圧は、出力ミラー１４に印加するＧＮＤ電位を示し、出力ミラ
ー電圧は、出力ミラー１４に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電
圧、横方向電圧）を示す。
【００４３】
　ここで、ＭＥＭＳミラーを制御するために必要となる駆動電圧は、オフセット電圧を差
し引いた値となっているので、例えば、入力ミラー電圧、出力ミラー電圧は、最大でも１
４Ｖ程度となる。
【００４４】
　例えば、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１」から出力する場合
には、従来ならば、高電圧ＤＡＣ部は、１９５Ｖ程度の電圧をＭＥＭＳミラー１１０に印
加する必要があったが、本実施例１では、ＭＥＭＳミラー１１０のＧＮＤに－１８５Ｖが
印加されるので、汎用ＤＡＣ部１５０が、残りの１０ＶをＭＥＭＳミラー１１０に印加す
ればよい。
【００４５】
　ところで、演算部１３０は、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１
」から出力する場合には、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方向電圧「
５Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「１２Ｖ」、横方向電圧「２Ｖ」とする駆動
電圧の情報を汎用ＤＡＣ部１５０に出力し、第１オフセット電圧「－１８５Ｖ」、第２オ
フセット電圧「－１８５Ｖ」とするオフセット電圧の情報を電源部１４０に出力する。
【００４６】
　電源部１４０は、演算部１３０からオフセット電圧の情報を取得し、取得したオフセッ
ト電圧の情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー１１０のＧＮＤにオフセット電圧を印加する手
段である。
【００４７】
　例えば、電源部１４０は、第１オフセット電圧「－１８５Ｖ」、第２オフセット電圧「
－１８５Ｖ」とするオフセット電圧の情報を取得した場合には、入力ミラー１３の該当Ｍ
ＥＭＳミラーのＧＮＤにオフセット電圧「－１８５Ｖ」を印加し、出力ミラー１４の該当
ＭＥＭＳミラーのＧＮＤにオフセット電圧「－１８５Ｖ」を印加する。
【００４８】
　汎用ＤＡＣ部１５０は、演算部１３０から駆動電圧の情報を取得し、取得した駆動電圧
の情報に基づいて、ＭＡＭＳミラー１１０に駆動電圧を印加する手段であり、複数の汎用
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ＤＡＣによって構成されている。
【００４９】
　例えば、汎用ＤＡＣ部１５０は、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方
向電圧「６Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「１２Ｖ」、横方向電圧「２Ｖ」と
する駆動電圧の情報を取得した場合には、入力ミラー１３の該当ＭＥＭＳミラーの縦方向
の電極に「１０Ｖ」、横方向の電極に「６Ｖ」をそれぞれ印加し、出力ミラー１４の該当
ＭＥＭＳミラーの縦方向の電極に「１２Ｖ」、横方向の電極に「２Ｖ」をそれぞれ印加す
る。
【００５０】
　上述してきたように、本実施例１にかかるミラー駆動回路１００は、全体のオフセット
電圧を印加する電源部１４０が、ＭＥＭＳミラー１１０のマイナス側に電圧を印加し、コ
ストの低い汎用ＤＡＣ部１５０によってプラス側に電圧を印加することにより、ＭＥＭＳ
ミラー１１０を制御するので、高価な高電圧ＤＡＣ部を複数利用する必要性を無くし、大
幅にコストダウンさせることが出来る。
【００５１】
　例えば、電源部１４０（専用ＤＡＣなど）でオフセット電圧を印加することで、汎用Ｄ
ＡＣ（１５Ｖ程度）での制御が可能となる。ＭＥＭＳミラー１１０は、高電圧でより単位
電位あたりの角度変化量が大きいため（図１参照）、１８５Ｖのオフセット電圧を印加し
た場合、汎用ＤＡＣ部１５０では、１５Ｖの制御しか出来ないが、十分な角度稼動範囲が
得られる。
【００５２】
　ところで、本実施例１では一例として、演算部１３０がオフセット電圧を演算し、演算
結果に基づいて、電源部１４０がＭＥＭＳミラー１１０にオフセット電圧を印加していた
が、これに限定されるものではなく、予め、電源部１４０が印加するオフセット電圧を設
定しておいても良い。また、図２に示したミラー駆動回路１００は、図１３に示したよう
なＭＥＭＳ光ＳＷに接続されているものとする。
【実施例２】
【００５３】
　次に、本実施例２にかかるミラー駆動回路について説明する。本実施例２にかかるミラ
ー駆動回路は、上述した実施例１のミラー駆動回路１００のようにＭＥＭＳミラーのＧＮ
Ｄ側にオフセット電圧を印加するのではなく、汎用ＤＡＣから出力される駆動電圧とオフ
セット電圧とを直列的に加算し、加算した電圧をＭＥＭＳミラーに印加することで、コス
トの低い汎用ＤＡＣによってＭＥＭＳミラーを制御可能とし、ミラー駆動回路（ミラー駆
動回路を備えるＭＥＭＳ光ＳＷ）のコストを削減する。
【００５４】
　続いて、本実施例２にかかるミラー駆動回路の構成について説明する。図４は、本実施
例２にかかるミラー駆動回路２００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよう
に、このミラー駆動回路２００は、ＭＥＭＳミラー２１０と、接続基板（Dpram）２２０
と、演算部２３０と、電源部２４０と、汎用ＤＡＣ部２５０と、電圧加算部２６０とを備
えて構成される。
【００５５】
　このうち、ＭＥＭＳミラー２１０は、図１３に示した入力ミラー１３、出力ミラー１４
に設置された各ＭＥＭＳミラー（ｎ－ｃｈ）に対応する。ＭＥＭＳミラー２１０は、例え
ば、入力ポート１１のチャンネル数が６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネル数が６０ｃ
ｈの場合には、１２８枚のＭＥＭＳミラーによって構成される。
【００５６】
　また、各ＭＥＭＳミラー２１０は、縦方向および横方向に電極を有しており、縦方向お
よび／または横方向の電極に電圧を印加されることにより、ミラーの角度が制御される。
【００５７】
　接続基板（Dpram）２２０は、上位装置（図示略）に接続され、上位装置との間におけ
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るデータ通信を制御する手段であり、上位装置から出力される接続情報を記憶する。ここ
で、接続情報は、接続する入力ポート１１のチャンネルと、出力ポート１２のチャンネル
との関係を示す情報である。例えば、この接続情報は、入力ポート１１のチャンネル１か
ら出力される光を、出力ポート１２のチャンネル２に入力する旨の情報等を含んでいる。
【００５８】
　演算部２３０は、接続基板２２０に記憶された接続情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー２
１０を駆動するための駆動電圧（縦方向電圧、横方向電圧）およびオフセット電圧を演算
する手段であり、演算結果となる駆動電圧を汎用ＤＡＣ部２５０に出力し、オフセット電
圧の情報を電源部２４０に出力する。
【００５９】
　具体的に、演算部２３０は、管理テーブルを保持しており、かかる管理テーブルと接続
情報とを比較することにより、駆動電圧およびオフセット電圧を演算する。図５は、本実
施例２にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、こ
の管理テーブルは、入力チャンネルと、出力チャンネルと、第１オフセット電圧と、入力
ミラー電圧と、第２オフセット電圧と、出力ミラー電圧とを対応付けて記憶している。
【００６０】
　ここで、入力チャンネルは、入力ポート１１中のチャンネルに対応し、出力チャンネル
は、出力ポート１２中のチャンネルに対応する。第１オフセット電圧は、入力ミラー１３
に印加するオフセット電圧を示し、入力ミラー電圧は、入力ミラー１３に設置された所定
のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を示す。
【００６１】
　また、第２オフセット電圧は、出力ミラー１４に印加するオフセット電圧を示し、出力
ミラー電圧は、出力ミラー１４に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方
向電圧、横方向電圧）を示す。
【００６２】
　ここで、ＭＥＭＳミラーを制御するために必要となる駆動電圧は、オフセット電圧を差
し引いた値となっているので、例えば、入力ミラー電圧、出力ミラー電圧は、最大でも１
４Ｖ程度となる。
【００６３】
　例えば、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１」から出力する場合
には、従来ならば、高電圧ＤＡＣ部は、１９５Ｖ程度の電圧をＭＥＭＳミラー２１０に印
加する必要があったが、本実施例２では、電圧加算器２６０によって、オフセット電圧１
８５Ｖが加算されるので、汎用ＤＡＣ部２５０が、残りの１０Ｖを電圧加算部２６０に出
力すればよい。
【００６４】
　ところで、演算部２３０は、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１
」から出力する場合には、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方向電圧「
５Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「１２Ｖ」、横方向電圧「２Ｖ」とする駆動
電圧の情報を汎用ＤＡＣ部２５０に出力し、第１オフセット電圧「１８５Ｖ」、第２オフ
セット電圧「１８５Ｖ」とするオフセット電圧の情報を電源部２４０に出力する。
【００６５】
　電源部２４０は、演算部２３０からオフセット電圧の情報を取得し、取得したオフセッ
ト電圧の情報に基づいて、各オフセット電圧（第１オフセット電圧、第２オフセット電圧
）を電圧加算部２６０に出力する手段である。
【００６６】
　汎用ＤＡＣ部２５０は、演算部２３０から駆動電圧の情報を取得し、取得した駆動電圧
の情報に基づいて、電圧加算部２６０に駆動電圧(入力ミラー電圧、出力ミラー電圧)を出
力する手段であり、複数の汎用ＤＡＣによって構成されている。
【００６７】
　例えば、汎用ＤＡＣ部２５０は、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方
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向電圧「６Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「１２Ｖ」、横方向電圧「２Ｖ」と
する駆動電圧の情報を取得した場合には、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方向電圧「６Ｖ」の
入力ミラー電圧と、縦方向電圧「１２Ｖ」、横方向電圧「２Ｖ」の出力ミラー電圧とを電
圧加算部２６０に出力する。
【００６８】
　電圧加算部２６０は、電源部２４０から出力される第１オフセット電圧と、汎用ＤＡＣ
部２６０から入力される入力ミラー電圧とを加算し、加算した電圧を入力ミラー１３の該
当ＭＥＭＳミラーに印加すると共に、電源部２４０から出力される第２オフセット電圧と
、汎用ＤＡＣ部２５０から入力される出力ミラー電圧とを加算し、加算した電圧を出力ミ
ラー１４の該当ＭＥＭＳミラーに印加する手段である。
【００６９】
　上述してきたように、本実施例２にかかるミラー駆動回路２００は、電圧加算部２６０
によって、汎用ＤＡＣ部２５０から出力される駆動電圧とオフセット電圧とを直列的に加
算し、加算した電圧をＭＥＭＳミラー２１０に印加するので、コストの低い汎用ＤＡＣに
よってＭＥＭＳミラーを制御可能とし、ミラー駆動回路（ミラー駆動回路を備えるＭＥＭ
Ｓ光ＳＷ）のコストを削減することができる。
【００７０】
　ところで、本実施例２では一例として、演算部２３０がオフセット電圧を演算し、演算
結果に基づいて、電源部２４０が電圧加算部２６０にオフセット電圧を出力していたが、
これに限定されるものではなく、予め、電源部２４０が出力するオフセット電圧を設定し
ておいても良い。また、図４に示したミラー駆動回路２００は、図１３に示したようなＭ
ＥＭＳ光ＳＷに接続されているものとする。
【実施例３】
【００７１】
　次に、本実施例３にかかるミラー駆動回路について説明する。本実施例３にかかるミラ
ー駆動回路は、異なるオフセット電圧をそれぞれ出力する電源部を複数有し、ＭＥＭＳミ
ラーごと（あるいは、ＭＥＭＳミラーの縦方向、横方向の電極ごと）に、異なるオフセッ
ト電圧の何れかを利用することで、各ＭＥＭＳミラーの硬さばらつきや、上下方向、左右
方向の硬さの違いによる制御電圧の違いに対応する。
【００７２】
　例えば、利用可能なオフセット電圧が１種類「１３０Ｖ」とし、各ＭＥＭＳミラーの硬
さばらつきや、上下方向、左右方向の硬さの違いにより、制御電圧が「１３０～２００Ｖ
」だとすると、ＤＡＣ部としては、７０Ｖの出力が必要となり、汎用ＤＡＣ部を利用でき
ず、コストアップの要因となってしまう。
【００７３】
　そこで、本実施例３にかかるミラー駆動回路は、例えば、各ＭＥＭＳミラーの硬さばら
つきや上下方向、左右方向の硬さの違いに対応すべく（違いにより発生する制御電圧の違
いを吸収すべく）、オフセット電圧を複数種類（１３０Ｖ、１４０Ｖ、１５０Ｖ、１６０
Ｖ、１７０Ｖ、１８０Ｖ、１９０Ｖ）持つことで、汎用ＤＡＣ部としては、１０Ｖ程度の
出力のみ必要となるので、汎用ＤＡＣ部を利用でき、コストを削減することができる。
【００７４】
　次に、本実施例３にかかるミラー駆動回路３００の構成について説明する。図６は、本
実施例３にかかるミラー駆動回路３００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示す
ように、このミラー駆動回路３００は、ＭＥＭＳミラー３１０と、接続基板３２０と、演
算部３３０と、電源部３４０と、汎用ＤＡＣ部３５０と、電圧加算部３６０とを備えて構
成される。
【００７５】
　このうち、ＭＥＭＳミラー３１０は、図１３に示した入力ミラー１３、出力ミラー１４
に設置された各ＭＥＭＳミラー（ｎ－ｃｈ）に対応する。ＭＥＭＳミラー３１０は、例え
ば、入力ポート１１のチャンネル数が６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネル数が６０ｃ
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ｈの場合には、１２８枚のＭＥＭＳミラーによって構成される。
【００７６】
　また、各ＭＥＭＳミラー３１０は、縦方向および横方向に電極を有しており、縦方向お
よび／または横方向の電極に電圧を印加されることにより、ミラーの角度が制御される。
【００７７】
　接続基板３２０は、上位装置（図示略）に接続され、上位装置との間におけるデータ通
信を制御する手段であり、上位装置から出力される接続情報を記憶する。ここで、接続情
報は、接続する入力ポート１１のチャンネルと、出力ポート１２のチャンネルとの関係を
示す情報である。例えば、この接続情報は、入力ポート１１のチャンネル１から出力され
る光を、出力ポート１２のチャンネル２に入力する旨の情報等を含んでいる。
【００７８】
　演算部３３０は、接続基板３２０に記憶された接続情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー３
１０を駆動するための駆動電圧（縦方向電圧、横方向電圧）およびオフセット電圧（第１
オフセット電圧、第２オフセット電圧）を演算する手段であり、演算結果となる駆動電圧
を汎用ＤＡＣ部３５０に出力し、オフセット電圧の情報を電源部３４０に出力する。
【００７９】
　具体的に、演算部３３０は、管理テーブルを保持しており、かかる管理テーブルと接続
情報とを比較することにより、駆動電圧およびオフセット電圧を演算する。図７は、本実
施例３にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、こ
の管理テーブルは、入力チャンネルと、出力チャンネルと、第１オフセット電圧と、入力
ミラー電圧と、第２オフセット電圧と、出力ミラー電圧とを対応付けて記憶している。
【００８０】
　ここで、入力チャンネルは、入力ポート１１中のチャンネルに対応し、出力チャンネル
は、出力ポート１２中のチャンネルに対応する。第１オフセット電圧は、入力ミラー１３
に印加するオフセット電圧を示し、入力ミラー電圧は、入力ミラー１３に設置された所定
のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を示す。
【００８１】
　また、第２オフセット電圧は、出力ミラー１４に印加するオフセット電圧を示し、出力
ミラー電圧は、出力ミラー１４に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方
向電圧、横方向電圧）を示す。
【００８２】
　ここで、ＭＥＭＳミラーを制御するために必要となる駆動電圧は、オフセット電圧を差
し引いた値となっているので、例えば、入力ミラー電圧、出力ミラー電圧は、最大でも１
４Ｖ程度となる。また、複数種類のオフセット電圧を出力するので、各ＭＥＭＳミラーの
硬さばらつきや、上下方向、左右方向の硬さの違いが存在しても、汎用ＤＡＣ部３５０が
出力すべき最大電圧を抑えることが出来る。
【００８３】
　ところで、演算部３３０は、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１
」から出力する場合には、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方向電圧「
５Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「７Ｖ」、横方向電圧「７Ｖ」とする駆動電
圧の情報を汎用ＤＡＣ部３５０に出力し、第１オフセット電圧「１８５Ｖ」、第２オフセ
ット電圧「１４０Ｖ」とするオフセット電圧の情報を電源部３４０に出力する。
【００８４】
　電源部３４０は、演算部３３０からオフセット電圧の情報を取得し、取得したオフセッ
ト電圧の情報に基づいて、各オフセット電圧（第１オフセット電圧、第２オフセット電圧
）を電圧加算部３６０に出力する手段である。
【００８５】
　また、電源部３４０は、それぞれ異なるオフセット電圧を出力する電源部を複数備えて
いる。例えば、オフセット電圧「１８５Ｖ」を出力する電源部、オフセット電圧「１４０
Ｖ」を出力する電源部などを備えている。そして、電源部３４０は、第１オフセット電圧
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として「１８５Ｖ」を出力する場合には、各電源部のうち、「１８５Ｖ」を出力する電源
部からオフセット電圧を出力させる。
【００８６】
　汎用ＤＡＣ部３５０は、演算部３３０から駆動電圧の情報を取得し、取得した駆動電圧
の情報に基づいて、電圧加算部３６０に駆動電圧(入力ミラー電圧、出力ミラー電圧)を出
力する手段であり、複数の汎用ＤＡＣによって構成されている。
【００８７】
　例えば、汎用ＤＡＣ部３５０は、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方
向電圧「６Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「７Ｖ」、横方向電圧「７Ｖ」とす
る駆動電圧の情報を取得した場合には、縦方向電圧「１０Ｖ」、横方向電圧「６Ｖ」の入
力ミラー電圧と、縦方向電圧「７Ｖ」、横方向電圧「７Ｖ」の出力ミラー電圧とを電圧加
算部３６０に出力する。
【００８８】
　電圧加算部３６０は、複数の電圧加算部からなり、電源部３４０から出力される第１オ
フセット電圧と、汎用ＤＡＣ部３５０から入力される入力ミラー電圧とを加算し、加算し
た電圧を入力ミラー１３の該当ＭＥＭＳミラーに印加すると共に、電源部３４０から出力
される第２オフセット電圧と、汎用ＤＡＣ部３５０から入力される出力ミラー電圧とを加
算し、加算した電圧を出力ミラー１４の該当ＭＥＭＳミラーに印加する手段である。
【００８９】
　上述してきたように、本実施例３にかかるミラー駆動回路３００は、出力するオフセッ
ト電圧が異なる電源部３４０を複数持ち、かかる電源部３４０から出力されるオフセット
電圧を汎用ＤＡＣ部３５０から出力される電圧に加算するので、各ＭＥＭＳミラーの硬さ
ばらつきや上下方向、左右方向の硬さの違いに対応でき、汎用ＤＡＣ部３５０によってＭ
ＥＭＳミラーを制御でき、ミラー駆動回路（ミラー駆動回路を備えるＭＥＭＳ光ＳＷ）の
コストを削減することができる。
【００９０】
　ところで、本実施例３では一例として、演算部３３０がオフセット電圧を演算し、演算
結果に基づいて、電源部３４０が電圧加算部３６０にオフセット電圧を出力していたが、
これに限定されるものではなく、予め、電源部３４０が出力するオフセット電圧をＭＥＭ
Ｓミラー毎に設定しておいても良い。また、図６に示したミラー駆動回路３００は、図１
３に示したようなＭＥＭＳ光ＳＷに接続されているものとする。
【実施例４】
【００９１】
　次に、本実施例４にかかるミラー駆動回路について説明する。本実施例４にかかるミラ
ー駆動回路は、汎用ＤＡＣ部が、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧を出力してＭＥＭ
Ｓミラーを制御することで、より低電圧でＭＥＭＳミラーを制御し、よりコストを削減す
ることができる。
【００９２】
　図８は、プラス電圧のみを出力する汎用ＤＡＣ部の必要電圧を説明するための図であり
、図９は、プラス電圧およびマイナス電圧を出力する汎用ＤＡＣ部の必要電圧を説明する
ための図である。図８に示すように、プラスの電圧のみ出力する汎用ＤＡＣ部を利用し、
オフセット電圧として電源部が１８５Ｖ出力し、ＭＥＭＳミラーを制御する電圧の範囲（
電圧加算結果）が１８５Ｖ～２００Ｖとすると、汎用ＤＡＣ部は、０Ｖ～１５Ｖの電圧を
出力する必要がある。
【００９３】
　一方、図９に示すように、プラスマイナス電圧を出力する汎用ＤＡＣの場合、オフセッ
ト電圧として電源部が１９２．５Ｖ出力し、ＭＥＭＳミラーを制御する電圧の範囲（電圧
加算結果）が１８５Ｖ～２００Ｖとすると、汎用ＤＡＣ部は、－７．５Ｖ～＋７．５Ｖの
範囲でＭＥＭＳミラーを制御可能となるので、より、汎用で低価格なＤＡＣ部を使用する
ことが出来る。



(13) JP 4847488 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

【００９４】
　次に、本実施例４にかかるミラー駆動回路の構成について説明する。図１０は、本実施
例４にかかるミラー駆動回路４００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよう
に、このミラー駆動回路４００は、ＭＥＭＳミラー４１０と、接続基板（Dpram）４２０
と、演算部４３０と、電源部４４０と、汎用ＤＡＣ部４５０と、電圧加算部４６０とを備
えて構成される。
【００９５】
　このうち、ＭＥＭＳミラー４１０は、図１３に示した入力ミラー１３、出力ミラー１４
に設置された各ＭＥＭＳミラー（ｎ－ｃｈ）に対応する。ＭＥＭＳミラー４１０は、例え
ば、入力ポート１１のチャンネル数が６０ｃｈ、出力ポート１２のチャンネル数が６０ｃ
ｈの場合には、１２８枚のＭＥＭＳミラーによって構成される。
【００９６】
　また、各ＭＥＭＳミラー４１０は、縦方向および横方向に電極を有しており、縦方向お
よび／または横方向の電極に電圧を印加されることにより、ミラーの角度が制御される。
【００９７】
　接続基板４２０は、上位装置（図示略）に接続され、上位装置との間におけるデータ通
信を制御する手段であり、上位装置から出力される接続情報を記憶する。ここで、接続情
報は、接続する入力ポート１１のチャンネルと、出力ポート１２のチャンネルとの関係を
示す情報である。例えば、この接続情報は、入力ポート１１のチャンネル１から出力され
る光を、出力ポート１２のチャンネル２に入力する旨の情報等を含んでいる。
【００９８】
　演算部４３０は、接続基板４２０に記憶された接続情報に基づいて、ＭＥＭＳミラー４
１０を駆動するための駆動電圧（縦方向電圧、横方向電圧）およびオフセット電圧（第１
オフセット電圧、第２オフセット電圧）を演算する手段であり、演算結果となる駆動電圧
の情報を汎用ＤＡＣ部４５０に出力し、オフセット電圧の情報を電源部４４０に出力する
。
【００９９】
　具体的に、演算部４３０は、管理テーブルを保持しており、かかる管理テーブルと接続
情報とを比較することにより、駆動電圧およびオフセット電圧を演算する。図１１は、本
実施例４にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、
この管理テーブルは、入力チャンネルと、出力チャンネルと、第１オフセット電圧と、入
力ミラー電圧と、第２オフセット電圧と、出力ミラー電圧とを対応付けて記憶している。
【０１００】
　ここで、入力チャンネルは、入力ポート１１中のチャンネルに対応し、出力チャンネル
は、出力ポート１２中のチャンネルに対応する。第１オフセット電圧は、入力ミラー１３
に印加するオフセット電圧を示し、入力ミラー電圧は、入力ミラー１３に設置された所定
のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方向電圧、横方向電圧）を示す。
【０１０１】
　また、第２オフセット電圧は、出力ミラー１４に印加するオフセット電圧を示し、出力
ミラー電圧は、出力ミラー１４に設置された所定のＭＥＭＳミラーに印加する電圧（縦方
向電圧、横方向電圧）を示す。
【０１０２】
　ところで、演算部４３０は、入力チャンネル「１」から出力する光を出力チャネル「１
」から出力する場合には、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「２．５Ｖ」、横方向電圧
「－２．５Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「－０．５Ｖ」、横方向電圧「－０
．５Ｖ」とする駆動電圧の情報を汎用ＤＡＣ部４５０に出力し、第１オフセット電圧「１
９２．５Ｖ」、第２オフセット電圧「１４７．５Ｖ」とするオフセット電圧の情報を電源
部４４０に出力する。
【０１０３】
　電源部４４０は、演算部４３０からオフセット電圧の情報を取得し、取得したオフセッ
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ト電圧の情報に基づいて、各オフセット電圧（第１オフセット電圧、第２オフセット電圧
）を電圧加算部４６０に出力する手段である。
【０１０４】
　また、電源部４４０は、それぞれ異なるオフセット電圧を出力する電源部を複数備えて
いる。例えば、オフセット電圧「１９２．５Ｖ」を出力する電源部、オフセット電圧「１
４７．５Ｖ」を出力する電源部などを備えている。そして、電源部４４０は、第１オフセ
ット電圧として「１９２．５Ｖ」を出力する場合には、各電源部のうち、「１９２．５Ｖ
」を出力する電源部からオフセット電圧を出力させる。
【０１０５】
　汎用ＤＡＣ部４５０は、演算部４３０から駆動電圧の情報を取得し、取得した駆動電圧
の情報に基づいて、電圧加算部４６０に駆動電圧(入力ミラー電圧、出力ミラー電圧)を出
力する手段であり、複数の汎用ＤＡＣによって構成されている。また、この汎用ＤＡＣ部
４５０は、図９において説明したように、プラスおよびマイナスの電圧を出力する。
【０１０６】
　例えば、汎用ＤＡＣ部４５０は、入力ミラー電圧として、縦方向電圧「２．５Ｖ」、横
方向電圧「－２．５Ｖ」、出力ミラー電圧として、縦方向電圧「－０．５Ｖ」、横方向電
圧「－０．５Ｖ」とする駆動電圧の情報を取得した場合には、縦方向電圧「２．５Ｖ」、
横方向電圧「－２．５Ｖ」の入力ミラー電圧と、縦方向電圧「－０．５Ｖ」、横方向電圧
「－０．５Ｖ」の出力ミラー電圧とを電圧加算部４６０に出力する。
【０１０７】
　電圧加算部４６０は、複数の電圧加算部からなり、電源部４４０から出力される第１オ
フセット電圧と、汎用ＤＡＣ部４５０から入力される入力ミラー電圧とを加算し、加算し
た電圧を入力ミラー１３の該当ＭＥＭＳミラーに印加すると共に、電源部４４０から出力
される第２オフセット電圧と、汎用ＤＡＣ部４５０から入力される出力ミラー電圧とを加
算し、加算した電圧を出力ミラー１４の該当ＭＥＭＳミラーに印加する手段である。
【０１０８】
　上述してきたように、本実施例４にかかるミラー駆動回路４００は、汎用ＤＡＣ部４５
０が、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧を出力してＭＥＭＳミラー４１０を制御する
ので、より低電圧でＭＥＭＳミラー４１０を制御可能とし、よりコストを削減することが
できる。
【０１０９】
　ところで、本実施例４では一例として、演算部４３０がオフセット電圧を演算し、演算
結果に基づいて、電源部４４０が電圧加算部４６０にオフセット電圧を出力していたが、
これに限定されるものではなく、予め、電源部４４０が出力するオフセット電圧をＭＥＭ
Ｓミラー毎に設定しておいても良い。また、図１０に示したミラー駆動回路４００は、図
１３に示したようなＭＥＭＳ光ＳＷに接続されているものとする。
【０１１０】
　最後に、従来のＤＡＣ部の制御電圧と、実施例１～４に示したＤＡＣ部の制御電圧につ
いて説明する。図１２は、ＭＥＭＳスイッチの駆動電圧のばらつきが大きい場合の従来の
管理テーブルを示す図である。
【０１１１】
　ＭＥＭＳミラーのばらつきが大きい場合（例えば、５０Ｖ）、実施例１および実施例２
のミラー駆動回路１００，２００では、５５Ｖの電圧を出力可能なＤＡＣ部が必要となる
。そこで、実施例３に示したミラー駆動回路３００を適用することで、最大で１４Ｖの汎
用ＤＡＣで制御可能となる。更に、実施例４に示したミラー駆動回路４００を適用するこ
とで、最大で７．５Ｖの汎用ＤＡＣ部での制御が可能となり、より低コストの汎用ＤＡＣ
の使用が可能となる。
【０１１２】
　ところで、本実施例において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明
した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるもの
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として説明した処理の全部あるいは一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この
他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラ
メータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１１３】
　また、図２，４，６，１０に示したミラー駆動回路１００，２００，３００，４００の
各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていること
を要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その
全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。
【０１１４】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１１５】
（付記１）電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートの
チャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路であって、
　前記ミラーにオフセット電圧を印加するオフセット電圧印加手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの関係に基づ
いて、前記ミラーに印加する印加電圧を判定する印加電圧判定手段と、
　前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残りの電圧を前記ミラーに印加する
電圧印加手段と、
　を備えたことを特徴とするミラー駆動回路。
【０１１６】
（付記２）電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートの
チャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路であって、
　オフセット電圧を出力するオフセット電圧出力手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの関係に基づ
いて、前記ミラーに印加する印加電圧を判定する印加電圧判定手段と、
　前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残りの電圧を出力する電圧出力手段
と、
　前記オフセット電圧出力手段から出力されるオフセット電圧と前記電圧出力手段から出
力される電圧とを加算し、加算した電圧を前記ミラーに印加する電圧加算手段と、
　を備えたことを特徴とするミラー駆動回路。
【０１１７】
（付記３）前記オフセット電圧出力手段は、異なるオフセット電圧をそれぞれ出力する複
数のサブオフセット電圧出力手段から構成されていることを特徴とする付記２に記載のミ
ラー駆動回路。
【０１１８】
（付記４）前記電圧出力手段は、前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残り
の電圧と等しくなるように、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧を出力することを特徴
とする付記２または３に記載のミラー駆動回路。
【０１１９】
（付記５）電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートの
チャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路を利用して光信号を伝送す
る光スイッチであって、
　前記ミラー駆動回路は、
　前記ミラーにオフセット電圧を印加するオフセット電圧印加手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの関係に基づ
いて、前記ミラーに印加する印加電圧を判定する印加電圧判定手段と、
　前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残りの電圧を前記ミラーに印加する
電圧印加手段と、
　を備えたことを特徴とする光スイッチ。
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【０１２０】
（付記６）電圧を印加してミラーを駆動させ、入力ポートのチャンネルから出力ポートの
チャンネルに出力される光の光路を切り替えるミラー駆動回路を利用して光信号を伝送す
る光スイッチであって、
　前記ミラー駆動回路は、
　オフセット電圧を出力するオフセット電圧出力手段と、
　前記光の経路となる入力ポートのチャンネルと出力ポートのチャンネルとの関係に基づ
いて、前記ミラーに印加する印加電圧を判定する印加電圧判定手段と、
　前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残りの電圧を出力する電圧出力手段
と、
　前記オフセット電圧出力手段から出力されるオフセット電圧と前記電圧出力手段から出
力される電圧とを加算し、加算した電圧を前記ミラーに印加する電圧加算手段と、
　を備えたことを特徴とする光スイッチ。
【０１２１】
（付記７）前記オフセット電圧出力手段は、異なるオフセット電圧をそれぞれ出力する複
数のサブオフセット電圧出力手段から構成されていることを特徴とする付記６に記載の光
スイッチ。
【０１２２】
（付記８）前記電圧出力手段は、前記印加電圧から前記オフセット電圧を差し引いた残り
の電圧と等しくなるように、プラスの電圧あるいはマイナスの電圧を出力することを特徴
とする付記６または７に記載の光スイッチ。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】ＭＥＭＳミラーの駆動電圧とＭＥＭＳミラーの傾斜角との関係を示す図である。
【図２】本実施例１にかかるミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】本実施例１にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】本実施例２にかかるミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】本実施例２にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図６】本実施例３にかかるミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。
【図７】本実施例３にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図８】プラス電圧のみを出力する汎用ＤＡＣ部の必要電圧を説明するための図である。
【図９】プラス電圧およびマイナス電圧を出力する汎用ＤＡＣ部の必要電圧を説明するた
めの図である。
【図１０】本実施例４にかかるミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。
【図１１】本実施例４にかかる管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図１２】ＭＥＭＳスイッチの駆動電圧のばらつきが大きい場合の従来の管理テーブルを
示す図である。
【図１３】従来のＭＥＭＳ光ＳＷの構成を示す図である。
【図１４】従来のミラー駆動回路の構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】従来の管理テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１０　　ＭＥＭＳ光ＳＷ
　１１　　入力ポート
　１２　　出力ポート
　１３　　入力ミラー
　１４　　出力ミラー
　２０，１００，２００，３００，４００　　ミラー駆動回路
　２１，１１０，２１０，３１０，４１０　　ＭＥＭＳミラー
　２２，１２０，２２０，３２０，４２０　　接続基板
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　２３，１３０，２３０，３３０，４３０　　演算部
　２４　　高電圧ＤＡＣ部
　１４０，２４０，３４０，４４０　　電源部
１５０，２５０，３５０，４５０　　汎用ＤＡＣ部
２６０，３６０，４６０　　電圧加算部

【図１】

【図２】

【図３】
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