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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リングジャイロスコープであって、
　実質的に円形で柔軟性のリングであり、前記リングは、リング平面を画定し、かつ前記
リングが前記リング平面内で形状振動を受けることができるように基板から柔軟に懸架さ
れ、前記リングは、互いに直交する前記リング平面内の第１の横対称軸および第２の横対
称軸を備え、前記リングはまた、互いに直交する前記リング平面内の第１の対角対称軸お
よび第２の対角対称軸をも備え、各横対称軸と隣接する各前記第１の対角対称軸および前
記第２の対角対称軸との間の角度は４５°である、リングを備え、前記ジャイロスコープ
は、
　前記リングを共振振動するように駆動するように構成され、前記リングの複数の第１の
セクタに配置された１つまたは複数の一次ピエゾ分割トランスデューサ、および、前記リ
ングの前記振動を検知するように構成され、前記リングの１つまたは複数の第２のセクタ
に配置された１つまたは複数の二次ピエゾ分割トランスデューサであり、各第１のセクタ
は、前記リングの横対称軸と交差し、前記横対称軸に関して対称であり、各第２のセクタ
は、前記リングの対角対称軸と交差し、前記リングの前記対角対称軸に関して対称である
、１つまたは複数の一次ピエゾ分割トランスデューサおよび１つまたは複数の二次ピエゾ
分割トランスデューサと、
　前記第１の横対称軸および前記第２の横対称軸と前記第１の対角対称軸および前記第２
の対角対称軸の両方に関して対称的な質量分布を形成する４つ以上の質量要素であり、各
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質量要素はブリッジコネクタから前記リングに取り付けられ、前記ブリッジコネクタは前
記リングに沿って均等に分散されている、４つ以上の質量要素と
をさらに備えることを特徴とする、リングジャイロスコープ。
【請求項２】
　すべての質量要素がリングの内側に配置されていることを特徴とする、請求項１に記載
のリングジャイロスコープ。
【請求項３】
　前記質量要素の数が４Ｎであり、ここでＮはゼロより大きい整数であり、前記質量要素
が前記横対称軸および前記対角対称軸の両方に関して対称的に分布することを特徴とする
、請求項２に記載のリングジャイロスコープ。
【請求項４】
　前記質量要素の数が８であり、各質量要素が、１つの対称軸と交差し、前記対称軸に対
して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対称軸に中心を置かれるよ
うに、配置されている、請求項２に記載のリングジャイロスコープ。
【請求項５】
　前記質量要素の数が４であり、各質量要素が、対角対称軸と交差し、前記対角対称軸に
対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中心を置か
れるように、配置されている、請求項２に記載のリングジャイロスコープ。
【請求項６】
　前記質量要素の数が４であり、各質量要素が、横対称軸と交差し、前記横対称軸に対し
て対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記横対称軸に中心を置かれるよ
うに、配置されている、請求項２に記載のリングジャイロスコープ。
【請求項７】
　すべての質量要素が前記リングの外側に配置されていることを特徴とする、請求項１に
記載のリングジャイロスコープ。
【請求項８】
　前記質量要素の数が４であり、各質量要素が、対角対称軸と交差し、前記対角対称軸に
対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中心を置か
れるように、配置されている、請求項７に記載のリングジャイロスコープ。
【請求項９】
　前記質量要素が、前記リングの内側に配置されている内側質量要素と、前記リングの外
側に配置されている外側質量要素とを含むことを特徴とする、請求項１に記載のリングジ
ャイロスコープ。
【請求項１０】
　前記内側質量要素の数は８であり、各内側質量要素は、１つの対称軸と交差し、前記対
称軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対称軸に中心を置
かれるように、配置されており、
　前記外側質量要素の数は４であり、各外側質量要素は、対角対称軸と交差し、前記対角
対称軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中
心を置かれるように、配置されていることを特徴とする、請求項９に記載のリングジャイ
ロスコープ。
【請求項１１】
　前記内側質量要素の数は４であり、各内側質量要素は、対角対称軸と交差し、前記対角
対称軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中
心を置かれるように、配置されており、
　前記外側質量要素の数は４であり、各外側質量要素は、対角対称軸と交差し、前記対角
対称軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中
心を置かれるように、配置されていることを特徴とする、請求項９に記載のリングジャイ
ロスコープ。
【請求項１２】
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　前記内側質量要素の数は４であり、各内側質量要素は、横対称軸と交差し、前記横対称
軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記横対称軸に中心を置
かれるように、配置されており、
　前記外側質量要素の数は４であり、各外側質量要素は、対角対称軸と交差し、前記対角
対称軸に対して対称になり、かつ前記質量要素のブリッジコネクタが前記対角対称軸に中
心を置かれるように、配置されていることを特徴とする、請求項９に記載のリングジャイ
ロスコープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、角回転速度を測定するためのセンサに関し、より詳細には、所与の平面内の
リング状構造の振動を利用して当該平面に垂直な軸を中心とする角回転の大きさを検出す
るｚ軸ジャイロスコープに関する。本開示はさらに、一次リング振動を駆動するため、一
次リング振動の大きさを測定するため、角回転によって引き起こされる二次リング振動を
検出するため、または二次モードで逆振動を駆動するために使用することができるトラン
スデューサに関する。本開示はまた、取り付けられた質量要素を有するリングの共振特性
を調整するための手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微小電気機械ジャイロスコープは、コリオリ効果を使用して角速度を測定する。振動Ｍ
ＥＭＳジャイロスコープでは、物体が、作動駆動力によって振動運動するように駆動され
る。本開示では、この振動を「一次振動」または「駆動振動」と呼び、この振動モードは
「一次モード」と呼ばれる。リングは典型的には共振するため、このモードは「一次共振
モード」とも呼ばれる場合がある。ＭＥＭＳジャイロスコープでは、駆動振動は、固体慣
性質量の線形振動または回転振動を含み得るが、駆動振動はまた、リング状構造の柔軟な
変形を含み得る。本開示は後者の種類の用途に専ら焦点を当てている。
【０００３】
　駆動振動をしているリングが（リングによって規定されるｘｙ平面に垂直な）ｚ軸を中
心とした角回転速度Ωを受けると、リングはコリオリ力ＦＣの影響を受ける。リングの所
与のセグメントに対するコリオリ力の大きさおよび方向は、リングの当該セグメントにお
ける振動運動の大きさおよび方向、ならびに角回転速度ベクトルの大きさによって決まる
。リング内のコリオリ力によって引き起こされる振動は、本開示では「二次振動」または
「センス振動（ｓｅｎｓｅ　ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ）」と呼ばれ、この振動モードは「
二次モード」または「二次共振モード」と呼ばれる。
【０００４】
　図１は、振動リングジャイロスコープにおける一次モードおよび二次モードを示す。太
いリング１１は、静止位置にあるリングを示し、リングは、リングが完全に静止している
とき、またはすべての振動モードの振幅がゼロであるときに静止位置を得る。２つの横対
称軸Ｔ１およびＴ２ならびに２つの対角対称軸Ｄ１およびＤ２が図１に示されるリングに
示されている。
【０００５】
　一次モードは、２つの横対称軸に沿ったリング振動を含む。この振動運動の両極端は、
図１において点線で示されている。第１の点線１２は、第１の横軸Ｔ１に沿って拡張し、
第２の横軸Ｔ２に沿って収縮したときのリングの形状を示し、第２の点線１３は、第２の
横軸Ｔ２に沿って拡張し、第１の横軸Ｔ１に沿って収縮したときのリングの形状を示す。
一次振動では、リングはこれら２つの形状の間で連続的に切り替わる。
【０００６】
　リングが中心ｚ軸を中心とする角回転速度Ω（リングの真ん中に図示）を受けると、リ
ング上のセグメントはコリオリ力ＦＣの影響を受ける。第１の点線１２上にマークされた
力ＦＣは、リングが第１の横軸Ｔ１に沿って拡張しているときのコリオリ力の局所方向を
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示す。右側のセグメント１２１が正のｘ方向に移動すると、ＦＣはこのセグメント内で負
のｙ方向を向く。左側のセグメント１２２が負のｘ方向に移動すると、ＦＣはこのセグメ
ント内で正のｙ方向を向く。同様に、セグメント１２３が負のｙ方向に移動すると、ＦＣ

はこのセグメント内で負のｘ方向を向く。図１に示すように、セグメント１２４はこのセ
グメント内で正のｙ方向に移動し、ＦＣは正のｘ方向に向く。リングが第１の横軸Ｔ１に
沿って再び収縮すると、コリオリ力の方向は各セグメントにおいて反転する（この状況は
図示されていない）。
【０００７】
　同様に、第２の点線１３上にマークされた力ＦＣは、リングが第２の横軸Ｔ２に沿って
拡張しているときのコリオリ力の局所方向を示す。セグメント１３１が負のｘ方向に移動
すると、ＦＣは正のｙ方向を向く。セグメント１３２が正のｘ方向に移動すると、ＦＣは
負のｙ方向を向く。セグメント１３３は正のｙ方向に動き、ＦＣは正のｘ方向を向き、一
方で、セグメント１２４は負のｙ方向に動き、ＦＣはこのセグメントにおいて負のｘ方向
を向く。リングが第２の横軸Ｔ２に沿って再び収縮すると、コリオリ力の方向は各セグメ
ントにおいて再び反転する（この状況は図示されていない）。
【０００８】
　図１から分かるように、リングの第１の振動極値（１２）では、セグメント１２１～１
２４に作用するコリオリ力がリングを第１の対角軸Ｄ１に沿って拡張する。振動極値は同
時に第２の対角軸Ｄ２に沿ってリングを収縮させる。第２の振動極値（１３）において、
セグメント１３１～１３４に作用するコリオリ力は、第２の対角軸Ｄ２に沿ってリングを
拡張し、第１の対角軸Ｄ１に沿ってリングを収縮させる。セグメント１２１～１２４は、
それぞれセグメント１３１～１３４と同じリングの部分であるが、振動の異なる位相を表
す。
【０００９】
　単純にするために、コリオリ力は図１のリングのこれらのセグメントにのみ描かれてい
る。実際には、コリオリ力はリングの周に沿ってリングのあらゆる点において作用する。
各局所力成分は、リングの当該点の速度および角速度に比例し、両方に垂直である。すべ
てのコリオリ力成分の積分が、第１の対角軸Ｄ１および第２の対角軸Ｄ２に沿ってリング
の楕円変形を引き起こす。
【００１０】
　言い換えれば、一次共振モードでは、環状リング１１は、直交する横軸Ｔ１およびＴ２

に沿って楕円形状１２および１３に周期的に変形する。ｚ軸を中心とした角回転が存在し
ない場合、横軸Ｔ１およびＴ２から正確に４５度の角度に配置された４つの静止節点１４
がある。これらの点１４は、対角軸Ｄ１およびＤ２上にある。これらの節点１４にあるリ
ングのセグメントは、一次振動ではいかなる直線運動も経験せず、節点の周りの回転のみ
を経験する。
【００１１】
　二次共振モードでは、楕円変形は、上で説明したように、一次モード軸から４５度回転
している。数学的に（しかし幾何学的にではなく）、二次モードは一次モードと直交して
いる。なぜなら、リングの考えられるすべての一次振動はこれら２つのモードの線形結合
として表すことができるためである。
【００１２】
　リングが一次振動モードに励起され、所与の回転速度でリングの中心の周りで面内回転
を受けるとき、２つの振動の重ね合わせは、節点１４が元の位置からわずかにずれた楕円
振動である。このずれを測定することによって角回転速度を検出することができる。
【００１３】
　リングの振動が容量性または電磁的手段によって駆動されるリングジャイロスコープが
、従来技術から知られている。二次振動の検出は典型的には容量性手段によって行われる
。特許文献１および特許文献２はそのようなジャイロスコープを例示している。
【００１４】
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　リングと電極との間に印加された電圧が（一次モードにおいて）リングを変形させるこ
とができるように、または、リングの変形を（二次モードにおいて）リングと電極との間
の静電容量によって測定することができるように、電極を側面から距離を置いて配置する
ことによって、リングの側面近くに容量性トランスデューサを製造する必要がある。一次
モードの電磁励起は、リングが永久磁石によって生成された外部磁場内に配置されたとき
にリングに力を与える、リングの上面に形成された導体を必要とする。
【００１５】
　これらのジャイロスコープでは、１μｍより小さい空隙を生成することは非常に困難で
あるため、検出容量は非常に小さく、一次振動の高い振幅は、二次モード検出電極を節点
からどれだけ遠くまで延伸することができるかを制限する。一方、一次モードに必要とさ
れる励起キャパシタは、振幅の大きい振動を可能にするために大きな間隙を有していなけ
ればならず、したがってこれらのキャパシタによって発生される静電気力は非常に小さい
ままである。電磁励起が使用される場合、リング上にマルチターン導体のためのスペース
がなく、したがって強くて大きな永久磁石が使用されなければならない。そのようなデバ
イスは、通常、シリコンデバイスの標準的なパッケージング要件と互換性がない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第５９３２８０４号明細書
【特許文献２】米国特許第５２２６３２１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本開示の目的は、上記の不都合を軽減する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本開示の目的は、独立請求項に記載されているものを特徴とする構成によって達成され
る。本開示の好ましい実施形態が、従属請求項に開示されている。
【００１９】
　本開示は、リングジャイロスコープにおける一次共振モードを励起し、二次共振モード
を検出するためにピエゾトランスデューサを利用するという着想、および、狭いブリッジ
コネクタを用いて追加の質量要素をリングに固定することによってデバイスの共振特性を
変更することに基づく。これにより、リング自体に新しい寸法の可能性が開かれる。
以下において、添付の図面を参照しながら、好ましい実施形態によって、本開示をより詳
細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】振動リングジャイロスコープにおける一次モードおよび二次モードを示す。
【図２】ジャイロスコープリング上に配置された曲げピエゾトランスデューサの３つの断
面図である。
【図３】ジャイロスコープリングの内周および外周に沿った接線応力の変化を示す図であ
る。
【図４】トランスデューサの一実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図５】別のトランスデューサの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である
。
【図６】別のトランスデューサの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である
。
【図７】別のトランスデューサの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である
。
【図８】別のトランスデューサの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である
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。
【図９ａ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図９ｂ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図９ｃ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１０ａ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１０ｂ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１０ｃ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１０ｄ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１０ｅ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１１ａ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【図１１ｂ】１つの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図２は、ジャイロスコープリング上に配置された曲げピエゾトランスデューサの３つの
断面図である。トランスデューサは、ｘｙ平面内で曲げ運動を生成または測定することが
できる。一対の第１の電極層２４１および２４２が、シリコンリング２１上に、一方はピ
エゾ材料層２２の上側に、他方は下側に配置されている（この場合、上下はｚ軸の方向を
参照する）。これらの電極は、図示のように、それぞれ第２の電極層２３１、２３２と対
になっている。層２４１、２２および２３１はともにリング２１の上に第１のピエゾトラ
ンスデューサを形成し、層２４２、２２および２３２はともにリング２１の上に第２のピ
エゾトランスデューサを形成する。
【００２２】
　反対の極性を有する駆動電圧がこれらの２つのトランスデューサに印加されると、２つ
のトランスデューサはｘｙ平面内に反対の歪みを生じ、これがシリコンリング２１を変形
させることができる。トランスデューサがセンストランスデューサとして使用される場合
、面内曲げは２つのトランスデューサ間に電圧差を発生させることになる。
【００２３】
　ピエゾトランスデューサを説明するために、本開示全体を通して図２の図面規約を利用
する。言い換えれば、反対色の２つの平行な長方形がピエゾトランスデューサを示すため
に使用される。単純にするために、構造が実際には２つのトランスデューサを含む構築物
であるとしても、これら２つの平行な長方形は主に単数形で、単一の「分割トランスデュ
ーサ（ｓｐｌｉｔ　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）」と呼ばれる。言い換えれば、分割トランス
デューサは２つの並列トランスデューサを含まなければならない。
【００２４】
　白色および黒色はトランスデューサの極性を示す。分割トランスデューサ内の黒色長方
形および白色長方形の順序付けは、リングの外側に白色長方形があるトランスデューサの
極性が、リングの外側に黒色長方形があるトランスデューサの極性と反対になるように（
同図面に見られるように）極性を示す。
【００２５】
　窒化アルミニウム（ＡｌＮ）層とすることができるピエゾ層２２は、典型的には数マイ
クロメートル以下の厚さである。シリコンリング２１の厚さは、例えば、４～１００μｍ
、好ましくは１０～５０μｍであり得る。
【００２６】
　本開示に記載のピエゾトランスデューサがセンスモードで使用されるとき、トランスデ
ューサの静電容量が外部接続の静電容量と増幅器の入力静電容量との合計に等しいときに
、トランスデューサの電極間の最大出力電圧が達成され得る。トランスデューサの静電容
量は、当該トランスデューサの面積およびピエゾ層の厚さによって決まる。
【００２７】
　一次および二次振動モードは、リングの内周および外周に機械的応力を生じさせる。瞬
間応力は、リング周長に沿った長さの正弦関数として変化する。この場合、長さ変数は、
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図１の正のｙ方向を指すＴ２軸に対する時計回りの角度によって表される。図３は、両方
の振動モードについてリングの内周および外周に沿った接線応力の変化を示す。図示の瞬
間には、応力は一次モードについて角度の正弦関数として、および、二次モードについて
余弦関数として変化し、内周の応力は各場合において等しいが、向きは外周の応力とは反
対である。この応力分布は、リングの上面にかつリングの周に沿って長手方向に位置決め
されたピエゾ分割トランスデューサによって発生させ検出することができる。一次振動を
駆動するためにリング上に位置決めされた分割トランスデューサは、リングの各周上に反
対方向の一定の応力を生じさせる。
【００２８】
　本開示は、リング平面を画定し、かつリングがリング計画内で形状振動を受けることが
できるように基板から柔軟に懸架される実質的に円形で柔軟性のリングを備えるリングジ
ャイロスコープを記載する。リングは、互いに直交するリング平面内の第１の横対称軸お
よび第２の横対称軸を備える。リングはまた、互いに直交するリング平面内の第１の対角
対称軸および第２の対角対称軸をも備える。各横対称軸と隣接する対角対称軸との間の角
度は４５°である。
【００２９】
　ジャイロスコープは、リングを共振するように駆動するように構成され、リングの第１
のセクタに配置された１つまたは複数の一次ピエゾ分割トランスデューサをさらに備える
。ジャイロスコープは、リングの振動を検知するように構成され、リングの１つまたは複
数の第２のセクタに配置された１つまたは複数の二次ピエゾ分割トランスデューサをさら
に備える。各第１のセクタは、リングの横対称軸と交差し、当該対称軸に関して対称であ
り、各第２のセクタは、リングの対角対称軸と交差し、リングの当該対角対称軸に関して
対称である。
【００３０】
　本開示では、「リングのセクタＡ上に配置されたピエゾ分割トランスデューサ」のよう
な表現は、常に、ピエゾ分割トランスデューサがリングのセクタＡ内でリングの上に配置
されることを意味する。図２は、分割トランスデューサをリングの上に配置することがで
きる方法を示す。
【００３１】
　ジャイロスコープは、第１の横対称軸および第２の横対称軸と第１の対角対称軸および
第２の対角対称軸の両方に関して対称的な質量分布を形成する４つ以上の質量要素をさら
に備え、各質量要素はブリッジコネクタからリングに取り付けられ、ブリッジコネクタは
リングに沿って均等に分散されている。
【００３２】
　本開示はまた、上述のリングジャイロスコープを使用する方法を記載し、この方法は、
少なくとも１つの一次ピエゾ分割トランスデューサに駆動電圧信号を印加して、リングジ
ャイロスコープにおいて一次振動モードを生成するステップと、少なくとも１つの二次ピ
エゾ分割トランスデューサからセンス電圧信号を読み取って、リングジャイロスコープに
おける二次振動の振動振幅を測定するステップとを含む。本開示に記載の任意のリングジ
ャイロスコープによって同じ方法を利用することができる。図４は、リング４２を備える
リングジャイロスコープを示す。平面リングは、図４のｘｙ平面に対応するリング平面を
画定する。サスペンション構成は図示されていない。第１の横対称軸Ｔ１および第２の横
対称軸Ｔ２ならびに第１の対角対称軸Ｄ１および第２の対角対称軸Ｄ２は、図１を参照し
て上述した対称軸に対応する。少なくとも１つの一次ピエゾ分割トランスデューサ４１１
がリング４２上に配置されている。この分割トランスデューサ４１１は、図４に示すよう
に、角度αに対応するリングの第１のセクタをカバーする。このセクタの中点（または、
等価的に、トランスデューサ４１１の中点）は、第１の横対称軸Ｔ１の方向を規定する。
分割トランスデューサ４１１に印加される交流駆動電圧は、横対称軸Ｔ１に沿ってリング
４２を交互に伸張および圧縮する。
【００３３】
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　言い換えれば、円は無限に多数の対称軸を有するため、第１の対称軸の方向は、第１の
一次分割トランスデューサ４１１の配置によって自由に選択することができる。最初の軸
Ｔ１が規定されると、他の３つの対称軸Ｔ２、Ｄ１、およびＤ２もすでに一意に規定され
ており、リング上の後続の一次分割トランスデューサおよび二次分割トランスデューサの
配置は以下の要件に準拠しなければならない。
【００３４】
　１．第２の一次ピエゾ分割トランスデューサ４１２は、任意選択的に、リングの他方の
側で、４１１と反対側に配置されてもよい。この第２の一次分割トランスデューサ４１２
の中点は、第１の横対称軸Ｔ１に可能な限り近くなければならない。言い換えれば、分割
トランスデューサ４１２は、リングの横対称軸Ｔ１と交差しなければならず、当該軸に関
して対称でなければならない、リングの別の第１のセクタを画定する。これに関連して、
対称性は、セクタが軸Ｔ１の両側で等しい範囲まで延伸することを意味する。図４に示さ
れる第２の分割トランスデューサ４１２は、リングの中心に関して第１の分割トランスデ
ューサ４１１と同じ極性対称性を有するため、トランスデューサ４１２に印加される駆動
電圧信号は、トランスデューサ４１１に印加される駆動電圧信号と同じ位相を有するべき
である。これら２つの分割トランスデューサによって引き起こされる駆動振動は、互いを
増強する。リングの中心に対する第２の分割トランスデューサ４１２の極性がトランスデ
ューサ４１１の極性と反対である場合、駆動電圧信号は１８０°の位相差を呈するはずで
ある。
【００３５】
　２．第３の一次ピエゾ分割トランスデューサ４１３および第４の一次ピエゾ分割トラン
スデューサ４１４が、任意選択的に、リングの対向する両側に配置されてもよい。第３の
一次ピエゾ分割トランスデューサおよび第４の一次ピエゾ分割トランスデューサの位置は
、第１の一次ピエゾ分割トランスデューサ４１１および第２の一次ピエゾ分割トランスデ
ューサ４１２の位置から９０°ずれている。これらの第３の一次分割トランスデューサ４
１３および第４の一次分割トランスデューサ４１４の中点は、第２の横対称軸Ｔ２に可能
な限り近くなければならない。言い換えれば、分割トランスデューサ４１３および４１４
は、リングの横対称軸Ｔ２と交差しなければならず、当該軸に関して対称でなければなら
ない、リングの追加の第１のセクタを画定する。図４に示される第３の分割トランスデュ
ーサ４１３および第４の分割トランスデューサ４１４は、リングの中心に関して第１の分
割トランスデューサ４１１と反対の極性対称性を有するため、分割トランスデューサ４１
３および４１４に印加される駆動電圧信号は、トランスデューサ４１１に印加される駆動
電圧信号と同じ位相を有するべきである。このとき、リングは、軸Ｔ１に沿って拡張する
ときに軸Ｔ２に沿って収縮するように駆動され、また逆も同様である。分割トランスデュ
ーサ４１３および４１４の一方または両方が４１１と同じ極性を有する場合、当該トラン
スデューサは、トランスデューサ４１１に印加される信号に対して１８０°シフトされた
駆動電圧信号によって駆動することができる。
【００３６】
　３．１つから４つの二次ピエゾ分割トランスデューサ４３１～４３４をリングの４つの
側に配置することができ、各々が隣接する二次分割トランスデューサから９０°の角度だ
けずれている。これらの二次分割トランスデューサ４３１～４３４の中点は、第１の対角
対称軸Ｄ１または第２の対角対称軸Ｄ２のいずれかに可能な限り近くなければならない。
上記で説明したように、これらの対角対称軸は横対称軸から４５°の角度だけずれている
。各二次分割トランスデューサ４３１～４３４はリングの第２のセクタを画定する。各第
２のセクタは、リングの対角対称軸と交差し、当該軸に関して対称でなければならない。
前述のように、この文脈における対称性は、セクタが対角対称軸の両側で等しい範囲まで
延伸することを意味する。リングの中心に対する二次分割トランスデューサの極性は自由
に選択することができる。図４は、第１の対角対称軸Ｄ１と交差する二次分割トランスデ
ューサ４３１および４３２の極性が、第２の対角対称軸Ｄ２と交差する二次分割トランス
デューサ４３３および４３４の極性と反対である最も単純な代替形態を示す。Ｄ１に沿っ
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た拡張は常にＤ２に沿った収縮を伴い、また逆もあるため、この場合、すべての二次分割
トランスデューサ４３１～４３４から得られるセンス電圧は直接ともに結合することがで
きる。
【００３７】
　言い換えれば、リングの一次共振運動を励起するために、少なくとも１つの一次ピエゾ
分割トランスデューサがリング上に存在しなければならない。この励起は、リングの共振
周波数と等しいか近い周波数で、一次ピエゾ分割トランスデューサに交流電圧を印加する
ことによって達成される。一次ピエゾ分割トランスデューサは、好ましくは、リングの横
対称軸に関して対称に配置されるべきである。
【００３８】
　さらに、リングがリング平面に垂直な中心軸の周りを回転するときにコリオリ力によっ
て結合される振動を検出するために、少なくとも１つの二次ピエゾ分割トランスデューサ
がリング上に存在しなければならない。二次ピエゾ分割トランスデューサは、好ましくは
、リングの対角対称軸に関して対称に配置されるべきである。
【００３９】
　任意の第１のセクタまたは第２のセクタ（すなわち、任意の一次トランスデューサまた
は二次トランスデューサ）の不整合は、一次振動の二次振動モードへの望ましくない結合
を引き起こす。これは、リングが一次共振モードでのみ振動するときには節点４４が静止
したままであるはずであっても、不整合の一次トランスデューサ４１１～４１４が隣接す
る節点４４を動かす振動を発生させるためである。節点４４の振動は、二次分割トランス
デューサ４３１～４３４によって拾い上げられ、誤ったセンス信号を生成することになる
。逆に、不整合の二次トランスデューサは、節点４４とは異なる点を中心とし、これもま
た一次共振振動を拾い上げて誤ったセンス信号を発生させることになる。一方、すべての
一次分割トランスデューサおよび二次分割トランスデューサが完全に位置整合されている
場合、二次分割トランスデューサ４３１～４３４は真の二次共振モード、すなわちコリオ
リ力によって誘起された節点４４の振動のみを拾う。
【００４０】
　リングジャイロスコープを動作させるには、リングの第１のセクタ上の単一の一次ピエ
ゾ分割トランスデューサおよびリングの第２のセクタ上の単一の二次分割トランスデュー
サで十分である。しかしながら、信号対雑音比を改善し、不整合による誤差の可能性を減
らすために、一次分割トランスデューサおよび二次分割トランスデューサの両方の数は、
図４に示すように例示されている幾何学的配置に従って増大されてもよい。
【００４１】
　言い換えれば、ジャイロスコープは、リング４２の対向する両側で第１の横対称軸Ｔ１

と交差する２つの第１のセクタ上に第１の対の一次ピエゾ分割トランスデューサ４１１、
４１２を備えることができる。任意選択的に、ジャイロスコープはまた、リング４２の対
向する両側で第２の横対称軸Ｔ２と交差する２つの第１のセクタ上に第２の対の一次ピエ
ゾ分割トランスデューサ４１３、４１４を備えることもできる。第１の対の一次ピエゾ分
割トランスデューサ４１１、４１２は、リング４２の中心に対する第２の対のピエゾ分割
トランスデューサ４１３、４１４の極性対称性とは反対である、リング４２の中心に対す
る極性対称性を有することができる。
【００４２】
　さらに、ジャイロスコープは、リング４２の対向する両側で第１の対角対称軸Ｄ１と交
差する２つの第２のセクタ上に第１の対の二次ピエゾ分割トランスデューサ４３１、４３
２を備えることができる。任意選択的に、ジャイロスコープはまた、リング４２の対向す
る両側で第２の対角対称軸Ｄ２と交差する２つの第２のセクタ上に第２の対の二次ピエゾ
分割トランスデューサ４３３、４３４を備えることもできる。第１の対の二次ピエゾ分割
トランスデューサ４３１、４３２は、リング４２の中心に対する第２の対の二次ピエゾ分
割トランスデューサ４３３、４３４の極性対称性とは反対である、リング４２の中心に対
する極性対称性を有することができる。
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【００４３】
　図４に示すリングジャイロスコープでは、各第１のセクタおよび各第２のセクタの幅は
４５°である。言い換えれば、各一次分割トランスデューサ４１１～４１４の長さおよび
各二次分割トランスデューサ４３１～４３３の長さは、リング円周の１／８に等しい。合
計８つの分割トランスデューサがある図４では、一次分割トランスデューサおよび二次分
割トランスデューサがともにリングの全周をカバーする。これにより、一次トランスデュ
ーサから得られる力および二次トランスデューサから得られるセンス信号強度が最大にな
る。
【００４４】
　しかしながら、時には、リングの上面の一部の領域が、力の変換以外の目的、例えば駆
動振幅の監視、結合の相殺、または電気的な接触のために必要とされ得る。
【００４５】
　図５は、別のトランスデューサの実施形態によるリングジャイロスコープを示す図であ
る。参照符号５１１～５１４、５３１～５３４、５２および５４は、それぞれ図４の参照
符号４１１～４１４、４３１～４３４、４２および４４に対応する。図５では、各第１の
セクタの幅は４５°未満であり、各第２のセクタの幅は４５°未満である。説明のために
、各トランスデューサの長さはリング円周の１／１６であり、結果、各第１のセクタおよ
び第２のセクタの対応する幅は２２．５°であるが、トランスデューサの長さは自由に選
択することができる。対称基準は図４と同じままであり、各第１のセクタおよび第２のセ
クタは当該セクタが交差する対称軸に関して対称であるものとする。この対称性からの逸
脱は、上述のように、一次モード振動の二次モードへの望ましくない結合を引き起こす。
【００４６】
　図６は、すべての第１のセクタおよび２つの第２のセクタの幅が４５°未満であり、他
の２つの第２のセクタの幅が４５°である代替的なトランスデューサの実施形態を示す。
参照符号６１１～６１４、６３１～６３４、６２および６４は、それぞれ図５の参照符号
５１１～５１４、５３１～５３４、５２および５４に対応する。代替的に、各第１のセク
タの幅が４５°未満であってもよく、各第２のセクタの幅が４５°であってもよい。第１
のセクタを狭くすることによってリング表面上のいくらかの空間を広げるこれらの構成は
、駆動力を犠牲にすることができるがセンス信号強度を犠牲にすることができないときに
有利であり得る。一次振動を駆動するために必要な力は、リングの寸法、一次トランスデ
ューサの長さ、および、これらの一次トランスデューサに印加される駆動電圧信号の振幅
に依存する。前述のように、各第１のセクタおよび第２のセクタは当該セクタが交差する
対称軸に関して依然として対称的でなければならない。
【００４７】
　リングジャイロスコープが閉ループサーボモードで使用されるとき、または二次モード
共振が閉ループフィードバックによって減衰されるとき、少なくとも一つの二次ピエゾ分
割トランスデューサが交流電圧によって駆動され、結果、一次振動の二次振動への結合を
能動的に相殺する。当該事例において、能動的な相殺専用の二次トランスデューサの長さ
は、二次振動を検知する二次トランスデューサの長さとは異なり得る。
【００４８】
　代替的に、各第１のセクタの幅が４５°であってもよく、各第２のセクタの幅が４５°
未満であってもよい。この構成は、駆動力を最大にしなければならないが、センス信号強
度のいくらかを犠牲にすることができるときに、リング上のスペースを解放するのに有利
であり得る。このオプションは別個に示されてはいないが、各一次分割トランスデューサ
がリング円周の１／８をカバーし、二次分割トランスデューサが円周の大部分をカバーし
ないことを除いて、図６に直接対応する。
【００４９】
　すべての一次分割トランスデューサが、一次振動を駆動するために必ずしも使用される
必要はない。一次分割トランスデューサのいくつかは、例えば、一次振動の振幅を測定す
るために使用されてもよい。これは、環境変数または経年変化による駆動周波数または共



(11) JP 6787437 B2 2020.11.18

10

20

30

40

50

振器のＱ値の変化と無関係に安定した振動振幅を維持するために必要である。
【００５０】
　言い換えれば、本開示に記載される任意のリングジャイロスコープを使用する方法は、
少なくとも１つの一次ピエゾ分割トランスデューサから第３の電圧信号を読み取って、リ
ングジャイロスコープにおける一次振動の振動振幅を測定するステップを含み得る。
【００５１】
　同様に、すべての二次分割トランスデューサが、二次振動を測定するために必ずしも使
用される必要はない。二次分割トランスデューサのいくつかは、例えば、二次振動モード
への積極的な介入のために使用されてもよい。例えば、リングジャイロスコープが閉ルー
プサーボモードで使用されるとき、または二次モード共振が閉ループフィードバックによ
って減衰されるとき、または加えられる電気機械力が使用されて直交信号が相殺されると
き、少なくとも一つの二次ピエゾ分割トランスデューサが交流電圧によって駆動され、結
果、一次振動の二次振動への結合を能動的に相殺する。能動的な相殺専用の二次トランス
デューサの長さは、二次振動を検知する二次トランスデューサの長さとは異なり得る。
【００５２】
　言い換えれば、本開示に記載される任意のリングジャイロスコープを使用する方法は、
少なくとも１つの二次ピエゾ分割トランスデューサに第４の電圧信号を印加して、一次振
動の二次振動への結合を能動的に相殺するステップを含み得る。
【００５３】
　一次分割トランスデューサおよび二次分割トランスデューサがともにリングの全周をカ
バーしない場合、空いている表面領域（例えば、図５および図６のリング上の未使用領域
）を他の目的に使用することができる。図７は代替的な実施形態を示し、参照符号７１１
～７１４、７３１～７３４、７２および７４は、それぞれ図６の参照符号６１１～６１４
、６３１～６３４、６２および６４に対応する。この実施形態では、少なくとも１つの第
１のセクタまたは第２のセクタの幅は４５°未満である。ジャイロスコープは、第１のセ
クタまたは第２のセクタと重ならない、リングの第３のセクタ上に１つまたは複数の三次
ピエゾ分割トランスデューサを備える。
【００５４】
　８つの三次ピエゾ分割トランスデューサ７５１～７５８が図７に示されている。三次ピ
エゾ分割トランスデューサの数はより少なくてもよく、この数は一次トランスデューサお
よび二次トランスデューサの幅に依存し得る。三次ピエゾ分割トランスデューサの数はま
た、８より多くてもよい。いくつかの第３のセクタが第１のセクタと第２のセクタとの間
に収まってもよい。
【００５５】
　一次振動の振幅を検出するために、三次ピエゾトランスデューサ７５１～７５８のうち
の１つまたは複数を使用することができる。この振幅は、熱応力および他の経年変化の影
響により、デバイスの寿命期間中一定に保たれない可能性がある。駆動振幅がドリフトす
ると、比例する誤差が、検知される振幅にただちに導入されるが、一次振動が監視される
場合、この誤差は補正することができる。
【００５６】
　言い換えれば、第１のセクタまたは第２のセクタと重ならない、リングの第３のセクタ
上に１つまたは複数の三次ピエゾ分割トランスデューサを備えるリングジャイロスコープ
を使用する方法は、少なくとも１つの三次ピエゾ分割トランスデューサから第５の電圧信
号を読み取って、リングジャイロスコープの一次振動の振動振幅を測定するステップを含
むことができる。
【００５７】
　上述したように、ジャイロスコープが閉ループサーボモードで使用されるとき、または
二次共振モードが閉ループフィードバックによって能動的に減衰されるとき、または電気
機械力が使用されて直交信号が相殺されるとき、三次ピエゾトランスデューサ７５１～７
５８のうちの１つまたは複数がまた、結合振動を相殺するために使用され得る。
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【００５８】
　言い換えれば、第１のセクタまたは第２のセクタと重ならない、リングの第３のセクタ
上に１つまたは複数の三次ピエゾ分割トランスデューサを備えるリングジャイロスコープ
を使用する方法は、少なくとも１つの三次ピエゾ分割トランスデューサに第６の電圧信号
を印加して、一次振動の二次振動への結合を能動的に相殺するステップを含むことができ
る。
【００５９】
　図８は代替的な実施形態を示し、参照符号８１１～８１４、８３１～８３４、８５５～
８５６、８２および８４は、それぞれ図７の参照符号７１１～７１４、７３１～７３４、
７５５～７５６、７２および７４に対応する。この実施形態では、第２のセクタ上の３つ
の二次トランスデューサ８３１～８３３は４５°よりも大きい幅を有し、第４の二次トラ
ンスデューサ８３４は４５°未満の幅を有する。これらすべての二次トランスデューサが
二次振動を検出するために使用される。一次セクタ８１１～８１４上のすべてのトランス
デューサは４５°未満の幅を有し、一次振動を励起するために使用される。第３のセクタ
上には２つの三次トランスデューサ８５５および８５６しかない。上述したように、一次
振動の振幅を検出するために、これらの三次トランスデューサのうちの１つが使用される
。もう１つは、上述したように、ジャイロスコープが閉ループサーボモードで使用される
とき、または二次共振モードが閉ループフィードバックによって能動的に減衰されるとき
、または電気機械力が使用されて直交信号が相殺されるとき、結合振動を相殺するために
使用される。
【００６０】
　図８に視覚的に示されるように、リングの全周は、説明された機能のためにトランスデ
ューサによって完全にカバーすることができる。ジャイロスコープは、一次振動を駆動す
るため、および、印加される電気機械力によって二次振動を補償するための電圧を適切に
低く維持しながら、一次信号および二次信号について十分に高い信号対雑音比が得られる
ように、各機能に対して最適なトランスデューサ長を選択することによって最適化され得
る。
【００６１】
　ピエゾトランスデューサがリングの上面に製造されるときには、特定の設計上のトレー
ドオフが必要とされ得る。実用的な分割電極トランスデューサは、少なくとも１５μｍ、
好ましくは２０μｍを超える幅を必要とする。１０００μｍの外径および６．８μｍの幅
を有するシリコンリングは３０ｋＨｚの共振周波数を有するが、そのような狭いリングの
上面にピエゾ分割トランスデューサを製造することはほとんど不可能である。
【００６２】
　基本的なジャイロスコープリング上でピエゾ変換を実施するためには、リングの幅を広
げなければならない。これにより、共振周波数が上がる。リング幅が１５μｍの場合、共
振周波数は６７ｋＨｚに増加する。しかし、１μｍのＡｌＮ層を有する１５μｍ幅の分割
トランスデューサの合計最大静電容量はわずか３、８ｐＦであり、これが二次振動の検出
に加えて、例えば、一次振動の駆動、一次振動の大きさの検知および閉フィードバックル
ープにおける二次振動の相殺のための二次モードにおける補償信号の駆動、および／また
は、二次共振の減衰、および／または、直交信号の相殺など、多くの機能と共有されるこ
とになるため、これでも狭すぎる場合がある。５０％を超える最大静電容量を二次振動の
検知に使用するのは容易ではないため、周囲の電子機器と完全に一致させるには、合計静
電容量は好ましくは７～１５ｐＦとすべきある。
【００６３】
　リング幅を３０μｍに増やすと、静電容量は７．６ｐＦになるが、対応する共振周波数
は１４０ｋＨｚになる。高周波動作では、ジャイロスコープは主に低い周波数である外部
振動に対してより強くなるが、一次モードの二次トランスデューサへの直接の機械的結合
による直交信号も周波数と共に増加する。
【００６４】
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　共振周波数を上げすぎずにリングの幅および静電容量を増やす自明の方法は、リングの
直径を大きくすることである。直径が１．６ｍｍ、幅が１８μｍに選択される場合、共振
周波数は３１ｋＨｚ、静電容量は７．２ｐＦになる。この値は理想的な目標に近い値であ
る。しかし、このジャイロスコープは、直径１ｍｍのジャイロスコープの２．５倍の面積
があり、したがって製造コストは２．５倍である。
【００６５】
　これらの設計上のトレードオフは、追加の質量要素をリングに固定することによって軽
減することができる。これらの質量要素は、リングの内側の部分円セクタのように、また
はリングの外側に垂直な側面を有するコーナ要素のように成形することができる。下記の
ように、他の形状も可能である。これらの追加の質量要素は、リングの弾性的な柔軟性の
喪失を招くため、リングの周の大部分をカバーする締結具からリングに取り付けることは
できない。しかしながら、各マスが狭い橋のような形状の締結具からリングに取り付けら
れている場合、相当量の追加の質量が振動システムに追加されても、リングの弾性および
当該リングのばね定数（すなわち力／変形比）を維持することができる。共振周波数はば
ね定数／質量比に依存するため、過度に狭いリングを使用する必要なしに追加の質量要素
を使用してシステムの共振周波数を低減することができる。
【００６６】
　図９ａは、１つの実施形態による典型的なリングジャイロスコープを示す。明瞭さを保
つために、ピエゾトランスデューサは図から省略されているが、上述のトランスデューサ
の実施形態のいずれをも、本開示に記載の実施形態のいずれかと共に実施することができ
る。言い換えれば、図９ａの参照符号９２は、先行する図からの参照符号４２、５２、６
２、または７２のうちのいずれかに対応し得る。図９ａは、３２個の小さな質量要素９３
を有するリング９２を示しており、当該質量要素のすべてがリングの内側に配置されてい
る。各質量要素９３は、リング内の部分円セクタのような形状をしているが、他の形状も
使用することができる。
【００６７】
　各質量要素９３はブリッジコネクタ９４からリングに取り付けられている。リングの柔
軟性がリングに追加された質量要素によって可能な限り影響を受けないようにすることを
保証するために、リング周に沿ったブリッジコネクタの幅は、リング周辺部に沿った対応
する質量要素９３の幅よりも大幅に小さい。にもかかわらず、ブリッジコネクタ９４は、
質量要素９３の重量を支持するのに十分に広くなければならない。したがって、最小幅は
質量要素のサイズに依存する。リング９２の面内柔軟性はブリッジコネクタ９４の垂直の
高さに依存しないため、ｘｙ平面に垂直な垂直ｚ方向においてブリッジコネクタ９４は質
量要素９３およびリング９２と同じ高さであってもよい。ブリッジコネクタ９４の半径方
向の長さは、大きな振幅の一次振動を可能にするためにリングと質量要素との間に要求さ
れる間隙および製造公差によって制限されて、可能な限り小さくすべきである。一次振動
モードおよび二次振動モードにおけるリングの弾性変形と比較してブリッジコネクタのい
かなる曲げも無視できるように、半径方向の長さは十分に小さくすべきである。
【００６８】
　図１に示す上記で説明したように、４５°の角度におけるリングの２つの楕円共振モー
ドを維持するために、かつ、いかなる他の低次の面内共振モードも導入しないようにする
ために、すべての質量要素９３の合計によって生成される質量分布は、第１の横対称軸Ｔ

１および第２の横対称軸Ｔ２と第１の対角対称軸Ｄ１および第２の対角対称軸Ｄ２の両方
に関して対称でなければならない。これは、リングジャイロスコープの基本的な利点を維
持するために、すなわち、振動エネルギーを一切漏らさずに共振の高いＱ値を達成し、か
つ、外部の線形振動および角振動に対する良好な堅牢性を達成するために、必要とされる
。
【００６９】
　必要な対称性を維持するには多くの方法がある。図９ａに示す構成は、より一般的には
、質量要素の数が４Ｎであり、Ｎはゼロより大きい整数である、かつ質量要素が横対称軸
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および対角対称軸の両方に関して対称的に分布する構成として説明することができる。図
９ａでは、質量要素の数は３２であり、質量要素は対称軸と交差しない。図９ｂは、３２
個の要素を有するリングジャイロスコープを示し、４つの質量要素ごとに対称軸が交差し
ている。
【００７０】
　質量要素は必ずしも等しいサイズである必要はない。図９ｃは、４つのより大きい質量
要素９３１と８つのより小さい質量要素９３２とを有する構成を示す。にもかかわらず、
質量要素はすべての対称軸に関して対称的に分布している。
【００７１】
　質量要素が取り付けられていないリングでは、１つの振動モードに対する有効移動質量
は、総リング質量の２９．７％であることが示され得る。図９ａおよび図９ｂの追加の質
量要素９３によって、移動質量は、リングのばね定数に影響を与えることなく相当に増加
する。図９ａまたは図９ｂの質量要素の半径方向の長さが２００μｍの場合、２０μｍの
リング幅で３０ｋＨｚの共振周波数を生成することができる。質量要素９３が追加されな
い場合、幅２０μｍのリングの共振周波数は９１ｋＨｚとなる。図９ａおよび図９ｂの質
量要素の数が多いため、追加された質量はリングの周に沿ってほぼ均等に分布し、追加さ
れた質量の約２９．７％が各モードの有効移動質量に寄与し、これは、分布質量を有する
裸のリングと同じ割合である。
【００７２】
　別の観点から見ると、質量要素が追加されている１つの振動モードでの有効移動質量は
、幅６．８μｍのリング（３０ｋＨｚの共振周波数の生成に適している）のみが使用され
る場合の１つの振動モードでの有効質量の２５倍になる。言い換えれば、これらの追加の
質量要素が使用されると、元の振動エネルギーの２５倍が共振システムに蓄積され、結果
、元の最大出力信号よりも５倍大きい出力信号振幅が得られる。１μｍのＡｌＮを使用し
た場合、２０μｍ幅のトランスデューサセットの総静電容量は４．９ｐＦになる。
【００７３】
　所望の共振周波数が５０ｋＨｚである場合、所望の周波数を達成するために、質量要素
のない裸のリングはわずか１１μｍの幅でなければならないであろう。これはピエゾトラ
ンスデューサにとっては狭すぎる。図９ａおよび図９ｂの質量要素９３の半径方向の長さ
が２００μｍであると再び仮定すると、質量要素の存在は、依然として共振周波数を５０
ｋＨｚに維持しながら、利用可能な幅を２８μｍに増加させる。この場合、振動のエネル
ギーは、質量要素を追加しないジャイロスコープと比較して、１６倍、信号振幅は４倍増
加する。トランスデューサの総静電容量は６．８ｐＦに増加する。質量要素９３の半径方
向の長さが３７０μｍに増大すると、５０ｋＨｚの共振周波数でリング幅を３１μｍに増
大することができる。このとき、総静電容量は７．５ｐＦになる。
【００７４】
　リング直径が約１０００μｍである場合、質量要素の適切な半径方向長さは、例えば、
５０～５００μｍ、１００～４００μｍ、または２００～３００μｍの範囲内であり得る
。リング幅は、例えば、１５～５０μｍ、２０～４０μｍまたは２５～３５μｍであり得
る。リング直径が１０００μｍより大きい場合、質量要素の半径方向長さおよびリング幅
は同じ割合で増加し得る。
【００７５】
　図９ａおよび図９ｂに示される質量要素の分布はリングジャイロスコープ内の振動質量
を増加させるが、追加された質量の全体が振動モードの移動質量に完全に寄与するのでは
ない。リングの一次振動は質量要素を半径方向に動かす。しかし、主軸から離れた位置で
は半径方向の運動量が減少する。主軸から４５°の角度にある周上の位置では、半径方向
の動きはまったくない。対称軸との交点上に正確に配置されていないリング周のすべての
部分が半径方向の動きに加えて回転を受けるため、振動はブリッジコネクタもある程度曲
げる。主軸から４５°の角度にある周上の位置では、回転しかない。この回転はブリッジ
コネクタをわずかに曲げ、取り付けられた質量を横に振り、質量要素の半径方向の動きに
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加えて追加の接線方向の動きを導入する。しかしながら、運動の半径方向成分は、主軸か
ら離れた質量要素については大幅に減少し、４５°の角度でゼロになり、結果、主軸から
離れて取り付けられた質量要素は、振動の移動質量に完全には寄与しない。ただし、接線
方向の動きは、特に質量要素が半径方向にかなり長い場合には、ある程度、半径方向の動
きの減少を補償し得る。
【００７６】
　図１０ａ～図１０ｅは、代替的な実施形態による典型的なリングジャイロスコープを示
す。この実施形態では、質量要素のサイズが増大し、質量要素の数が減少している。図１
０ａは、すべての質量要素１０３１および１０３２がリングの内側に配置されている実施
形態を示している。質量要素の数は８で、各質量要素は、１つの対称軸と交差し、当該対
称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタが当該対称軸に中心を置
かれるように、配置されている。
【００７７】
　図１０ａのリングジャイロスコープは、横対称軸と交差する４つの質量要素１０３１と
、対角対称軸と交差する４つの質量要素１０３２とを備える。質量要素１０３１は、質量
要素と同じ横対称軸と交差するブリッジコネクタ１０４１によってリング１０２に取り付
けられている。質量要素１０３２は、質量要素と同じ対角対称軸と交差するブリッジコネ
クタ１０４２によってリング１０２に取り付けられている。質量要素９３と比較して質量
要素１０３１および１０３２のサイズが大きいため、ブリッジコネクタ１０４１および１
０４２もまた、図９ａおよび図９ｂのブリッジコネクタ９４よりも広くなければならない
。
【００７８】
　図１０ａに示す質量要素分布では、質量要素１０３１は駆動振動において横対称軸Ｔ１

およびＴ２に沿って前後に動くことになる。センス振動が生じると、質量要素１０３２は
対応して対角対称軸Ｄ１およびＤ２に沿って前後に動く。最良の信号対雑音比は典型的に
は一次モードの共振周波数が二次モードの共振周波数に等しいときに得られる。このバラ
ンスは、図１０ａの構成において、各質量要素が等しい広さの部分円セクタを占めるとき
に得られる。各部分円セクタの幅は、例えば４５°であり得る。
【００７９】
　図１０ｂは、質量要素が、リング１０２の内側に配置されている内側質量要素１０３１
および１０３２と、リング１０２の外側に配置されている外側質量要素１０３３とを含む
代替的な実施形態を示す。図１０ａのように、内側質量要素の数は８で、各内側質量要素
１０３１または１０３２は、１つの対称軸と交差し、当該対称軸に対して対称になり、か
つ当該質量要素のブリッジコネクタが当該対称軸に中心を置かれるように、配置されてい
る。さらに、外側質量要素１０３３の数は４で、各外側質量要素１０３３は、対角対称軸
と交差し、当該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタ１
０４３が当該対角対称軸に中心を置かれるように、配置されている。
【００８０】
　外側質量要素１０３３は、質量要素と同じ対角対称軸と交差するブリッジコネクタ１０
４３によってリング１０２に取り付けられている。センス振動が生じると、質量要素１０
３３は対角対称軸Ｄ１およびＤ２に沿って前後に動く。
【００８１】
　図１０ｂに示される質量要素分布は、正方形のリングジャイロスコープ構成要素内の利
用可能な面積のすべてを利用するのに便利である。ジャイロスコープが内側質量要素と外
側質量要素の両方を含む場合、一次モード共振周波数と二次モード共振周波数の等化は、
例えば、横対称軸と交差する内側質量要素１０３２が、対角対称軸と交差する内側質量要
素１０３１より狭い部分円セクタを占めるようにすることによって得られる。この選択肢
は図１０ｂに示されている。１つの外側質量要素＋内側質量要素対１０３２＋１０３３の
合計面積は、１つの内側質量要素１０３１の面積に等しくなり得る。
【００８２】
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　内側質量要素は、必ずしも部分的円セクタのような形状である必要はない。図１０ｃは
、内側質量要素１０３１および１０３２が異なる形状を与えられているリングジャイロス
コープを示す。４つの対称軸Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、およびＴ４に関する質量要素の対称性が
維持される限り、他の多くの形状を使用することもできる。
【００８３】
　図１０ａ～図１０ｃに示す構成では、全質量の５０％の４つの質量要素が横対称軸の交
点でリングに接続されており、質量要素は一次振動モードで純粋な半径方向運動を呈する
。対角対称軸の交点でリングに接続された４つの質量要素は、主振動モードにおいて接線
方向の動きと回転運動との組み合わせを呈する。したがって、一次モードの全有効移動質
量は全質量の５０％をはるかに超え、これは、大きな接線方向および回転運動のない、均
等に分布した小さい質量要素の２９．７％をはるかに超える。二次振動モードについても
同様である。
【００８４】
　例として、図１０ｄは、一次振動中の質量要素の動きを示す。節点１０５１～１０５４
はこの共振モードでは半径方向に静止しているが、これらの点は楕円モード形状による回
転を呈する。内側質量要素および外側質量要素の各対は、ｘｙ平面に垂直でありかつ質量
要素間の節点を通過する軸の周りの回転運動を受け、質量対の重心が対応する節点と一致
しない場合、運動の正味の接線方向成分も存在する。この動き、および、横軸と交差する
質量要素の半径方向の動きは、白い矢印で示されており、質量要素の動きはすべて一次振
動モードでの動き、したがって当該モードにおいて蓄積されるエネルギーに寄与する。図
１０ｄに示す振動位相では、対１０３２１＋１０３３１および１０３２３＋１０３３３は
それぞれ節点１０５１および１０５３に対して時計回りに動き、対１０３２２＋１０３３
２および１０３２４＋１０３３４はそれぞれ節点１０５２および１０５４に対して反時計
回りに動く。リング周の運動が逆転した反対の振動位相では、節点に対する各接線方向運
動は反対方向になる。
【００８５】
　図１０ｅは、二次振動中の節点の同様の半径方向運動および回転の効果を示す。軸Ｄ１

およびＤ２上の節点はここでは純粋な半径方向運動をしており、対角対称軸と交差する内
側および外側質量要素は半径方向にのみ動く。一方、横対称軸と交差する内側質量要素１
０３１１～１０３１４は、半径方向にはまったく動かず、ｘｙ平面に垂直でリング上のそ
れぞれの対称点１０６１～１０６４を通る軸を中心とした回転を受ける。各質量要素の重
心は対応する節点からずれているため、要素は相当の接線方向運動も呈する。図１０ｅに
示す振動位相では、質量要素１０３１１および１０３１３はそれぞれ対称点１０６１およ
び１０６３に対して時計回りに動き、対１０３１２および１０３１４はそれぞれ対称点１
０６２および１０６４に対して反時計回りに動く。リング周の運動が逆転した反対の振動
位相では、対称点を中心とした各接線方向運動は反対方向になる。
【００８６】
　各モードについて節点に４つの質量要素を取り付けると、各モードの有効移動質量は、
要素の総質量の５０％を超えるまでに増加する。これは、純粋なリングの場合と同様の割
合である、全質量の２９．７％のみが各モードに寄与する図９ａおよび図９ｂのような半
径のみのモードにおける分散付加質量を用いる場合からは、大幅な改善である。二次モー
ドでは、センサ出力信号は少なくとも３０％高くなる。リングの幅を同じ共振周波数で１
０％を超えて増大することができ、したがって、静電容量が増大する。代替的に、リング
の直径を１０％を超えて低減してもよい。
【００８７】
　上述の質量要素の回転運動および接線方向運動は、振動モードへの運動エネルギーをさ
らに増加させる。各モードの有効運動質量は、要素の全質量の５０％をはるかに超え、最
大１００％になる。これは、純粋なリングの場合と同様の割合である、全質量の２９．７
％のみが各モードに寄与する図９ａおよび図９ｂのような半径のみのモードにおける分散
付加質量と比べて、大幅な改善である。二次モードでは、センサ出力信号は３０～８３％
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高くなる。リングの幅を同じ共振周波数で１０～２２％だけ増大することができ、したが
って、静電容量が増大し、または、代替的に、リングの直径を１０～２２％だけ低減する
ことができる。
【００８８】
　図１０ａ～図１０ｅに示すリングジャイロスコープが単結晶シリコンから作成されてい
る場合、リング直径が直径１０００μｍのリングである場合、共振周波数が３０ｋＨｚで
ある場合、中心孔の直径が２００μｍである場合、かつ、１μｍ厚のＡｌＮ膜を有するピ
エゾトランスデューサがリングに利用される場合、リングの幅は２８μｍにすることがで
き、トランスデューサの総容量は６．８ｐＦになる。周波数が５０ｋＨｚに増大する場合
、リングの幅は３９μｍにすることができ、静電容量は９．４ｐＦになる。後者の設計は
、静電容量を実際の増幅回路に整合させるのに最適であり得る。
【００８９】
　図１１ａ～図１１ｂは、代替的な実施形態による典型的なリングジャイロスコープを示
す。これらの実施形態では、質量要素のサイズは、前の実施形態と比較してここでも増加
しており、質量要素の数は減少している。図１１ａは、質量要素が、リングの内側に配置
されている内側質量要素１１３１と、リングの外側に配置されている外側質量要素１１３
３とを含む実施形態を示す。内側質量要素の数は４で、各内側質量要素は、対角対称軸と
交差し、当該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタが当
該対角対称軸に中心を置かれるように、配置されている。外側質量要素の数は４で、各外
側質量要素は、対角対称軸と交差し、当該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量
要素のブリッジコネクタが当該対称軸に中心を置かれるように、配置されている。
【００９０】
　すべての質量要素が節点においてリングに取り付けられ、各モードにおいて等しく動く
ため、図１１ａに示す質量要素構成では、一次振動および二次振動への質量寄与が質量要
素の総質量の１００％に最大化される。これは、純粋なリングの場合と同様の割合である
、全質量の２９．７％のみが各モードに寄与する図９ａおよび図９ｂのような半径のみの
モードにおける分散付加質量を用いる場合と比較して、多大な改善である。二次モードで
は、センサ出力信号は８３％高くなる。リングの幅を同じ共振周波数で２２％だけ増大す
ることができ、したがって、静電容量が増大する。代替的に、リングの直径を２２％だけ
低減してもよい。
【００９１】
　図１１ａでは、一次振動の１つの位相における各質量要素１１３１および１１３３の運
動が太い白色矢印で示されている。一次振動の反対位相では、各質量要素の運動は逆方向
になる。内側質量要素１１３１のすべてが対角対称軸と交差するため、質量要素は一次振
動において半径方向に前後に動くことはない。代わりに、図１１ａに示すように、すべて
の質量要素１１３１および１１３３が接線方向に動く。二次振動の１つの位相における各
質量要素１１３１および１１３３の運動は、細い白い矢印で示されている。この運動は対
角対称軸に沿って半径方向に起こる。
【００９２】
　リングジャイロスコープは、代替的に、４つの質量要素がリングの内側に配置され、図
１１ａの内側質量要素１１３１のよう位置決めされ、外側質量要素を含まない状態で実装
されてもよい。この場合、質量要素の数は４で、各質量要素は、対角対称軸と交差し、当
該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタが当該対称軸に
中心を置かれるように、配置されている。この構成は別個には示されていない。一次振動
および二次振動中のこの構成における質量要素の動きは、図１１ａの質量要素１１３１に
対する矢印で示された動きと同じである。
【００９３】
　図１１ｂは、質量要素が、リングの内側に配置されている内側質量要素１１３１と、リ
ングの外側に配置されている外側質量要素１１３３とを含む別の実施形態を示す。この場
合、内側質量要素１１３１の数は４で、各内側質量要素は、横対称軸と交差し、当該横対
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称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタが当該横対称軸に中心を
置かれるように、配置されている。外側質量要素１１３３の数は４で、各外側質量要素は
、対角対称軸と交差し、当該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッ
ジコネクタが当該対称軸に中心を置かれるように、配置されている。
【００９４】
　前の図と同様に、一次振動の１つの位相における各質量要素１１３１および１１３３の
運動は、図１１ｂにおいて太い白色矢印で示されている。一次振動の反対位相では、各質
量要素の運動は逆方向になる。内側質量要素１１３１のすべてが横対称軸と交差するため
、内側質量要素は一次振動において半径方向に前後に動く。外側質量要素は、一次振動に
おいて接線方向に動く。二次振動の１つの位相における各質量要素１１３１および１１３
３の運動は、細い白い矢印で示されている。外側質量要素１１３３は対角対称軸に沿って
半径方向に動き、一方、内側質量要素１１３１は接線方向に移動する。
【００９５】
　すべての質量要素が節点においてリングに取り付けられ、各モードにおいて等しく動く
ため、図１１ａに示す質量要素構成では、一次振動への質量寄与が質量要素の総質量の１
００％に最大化される。これは、純粋なリングの場合と同様の割合である、全質量の２９
．７％のみが各モードに寄与する図９ａおよび図９ｂのような半径のみのモードにおける
分散付加質量を用いる場合と比較して、多大な改善である。二次モードでは、センサ出力
信号は８３％高くなる。リングの幅を同じ共振周波数で２２％だけ増大することができ、
したがって、静電容量が増大し、または、代替的に、リングの直径を２２％だけ低減する
ことができる。
【００９６】
　前の例と同様に、リングジャイロスコープは、代替的に、４つの質量要素がリングの内
側に配置され、図１１ｂの内側質量要素１１３１のよう位置決めされ、外側質量要素を含
まない状態で実装されてもよい。この場合、質量要素の数は４で、各質量要素は、横対称
軸と交差し、当該横対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要素のブリッジコネクタが
当該対称軸に中心を置かれるように、配置されている。この構成は別個には示されていな
い。一次振動および二次振動中のこの構成における質量要素の動きは、図１１ｂの質量要
素１１３１に対する矢印で示された動きと同じである。
【００９７】
　代替的に、質量要素はリングの外側に配置される。このとき、質量要素の数は４で、各
質量要素は、対角対称軸と交差し、当該対角対称軸に対して対称になり、かつ当該質量要
素のブリッジコネクタが当該対称軸に中心を置かれるように、配置されている。この構成
は別個には示されていない。一次振動および二次振動中のこの構成における質量要素の動
きは、図１１ａおよび図１１ｂの外側質量要素１１３３に対する矢印で示された動きと同
じである。
【００９８】
　図１１ａおよび図１１ｂに示すリングジャイロスコープが単結晶シリコン材料から作成
されている場合、ジャイロスコープが１０００μｍのリング直径および３０ｋＨｚの共振
周波数で設計されている場合、リングの中心の孔の直径が２００μｍである場合、かつ、
リングに１μｍのＡｌＮ膜を有するピエゾトランスデューサが設けられている場合、リン
グ幅は２８μｍになり得、トランスデューサ全体の静電容量は６．８ｐＦになる。周波数
が５０ｋＨｚに増大する場合、リングの幅は３９μｍにすることができ、静電容量は９．
４ｐＦになる。後者の設計は、静電容量を実際の増幅回路に整合させるのに最適であり得
る。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９ｃ】 【図１０ａ】



(22) JP 6787437 B2 2020.11.18

【図１０ｂ】 【図１０ｃ】

【図１０ｄ】 【図１０ｅ】
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【図１１ａ】 【図１１ｂ】
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