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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の透明基板と、
　前記一対の透明基板が互いに対向する基板面に形成された透明電極と、
　前記一対の透明基板の間に、前記透明基板の基板面に対して所定の角度をもって分子方
向が配列された液晶と、を備え、
　互いに対向する前記透明電極の両方が高抵抗膜からなり、
　前記透明電極の両方に、前記高抵抗膜よりシート抵抗値が低い材料からなる給電電極を
少なくとも２箇所有し、
　前記透明電極における前記給電電極の並ぶ順にしたがって、高い値の交流電圧または低
い値の交流電圧を印加できる電源を備えることにより、前記透明電極の各々に連続的な勾
配電圧が生ずる光偏向器。
【請求項２】
　前記透明電極の各々の勾配電圧の向きが交わる請求項１に記載の光偏向器。
【請求項３】
　前記高抵抗膜が、酸化スズ薄膜からなる請求項１または２に記載の光偏向器。
【請求項４】
　少なくとも一つの光源と、光走査手段と、を備えた光走査装置において、
　前記光源と前記光走査手段の間に、前記光源より出射された光を偏向する偏向手段とし
て、請求項１から３のいずれか１項に記載の光偏向器を有する光走査装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光偏向器およびこれを備えた光走査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光偏向器は様々な分野の各種装置で使用されているが、そのほとんどが機械的な
動きによって偏向を行なっている。たとえば、光磁気ディスクのトラッキング機構では、
レンズを左右に移動させること、または、反射鏡の向きを変えることにより光を偏向して
いる。この機械的な動きによる光偏向器は機械的な機構が複雑で、組み立て調整が難しく
、また振動にも弱く、消費電力が比較的大きいという問題がある。そこで、これらの問題
を解決する装置として機械可動部を持たない液晶を利用した光偏向器が知られており、非
常に多くの透明電極を備えた液晶偏向器などが報告されている（例えば、非特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】S.T.Kowel、D.S.Clerverly、P.G.Kornreich著、「反射液晶セルにおけ
る電気的変調によるフォーカシング」、応用光学（１９８４年）、第２３巻、２７８頁（
S.T.Kowel,D.S.Clerverly,and P.G.Kornreich "Focusing by electrical modulation of 
reflectionina Liquid crystal cell", Applied Opt., 23, 278(1984)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した非特許文献１に記載の液晶偏向器は、それぞれの電極に印加す
る電圧を制御することで液晶内に屈折率の分布を形成して偏向を行っているため、液晶内
の電場分布が一様に変化せず階段状になっている。このため、液晶内では、屈折率の分布
も階段状になり、偏向した光（以下、これを偏向光とよぶ）の波面が乱れる、という問題
があった。
【０００５】
　従って、感光体や静電記録体等の像担持体である被走査面を光走査することにより画像
形成する電子写真プロセスを有する各種の画像形成装置、例えば特にレーザビームプリン
タやカラーレーザビームプリンタ、マルチカラーレーザプリンタ、レーザファクシミリ等
の装置に、この液晶偏向器を併用すると、画像に歪みが発生するなどの画質不良をもたら
すおそれがある。
【０００６】
　本発明の目的は、偏向光の波面の乱れが生じず、光の利用効率が高く、機械的な可動部
がない光偏向器及び光走査装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、一対の透明基板と、前記一対の透明基板が互いに対向する基板面に形成され
た透明電極と、前記一対の透明基板の間に、前記透明基板の基板面に対して所定の角度を
もって分子方向が配列された液晶と、を備え、互いに対向する前記透明電極の両方が高抵
抗膜からなり、前記透明電極の両方に、前記高抵抗膜よりシート抵抗値が低い材料からな
る給電電極を少なくとも２箇所有し、前記透明電極における前記給電電極の並ぶ順にした
がって、高い値の交流電圧または低い値の交流電圧を印加できる電源を備えることにより
、前記透明電極の各々に連続的な勾配電圧が生ずる光偏向器を提供する。
【０００８】
　前記透明電極の各々の勾配電圧の向きが交わるように構成してもよい。
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【０００９】
　前記高抵抗膜を、酸化スズ薄膜から構成してもよい。　
【００１０】
　少なくとも一つの光源と、光走査手段と、を備えた光走査装置において、前記光源と前
記光走査手段の間に、前記光源より出射された光を偏向する偏向手段として、前記光偏向
器を使用することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本発明の光偏向器によれば、入射する光を偏向させて出射させる際
に、屈折率分布が直線的に変化するようになるため、偏向光の波面の乱れが生じず、また
光の利用効率が高く、機械的な可動部がない屈折率分布型の光偏向器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光偏向器（液晶素子）を示す側面図である。
【図２】図１に示す光偏向器（液晶素子）の印加電圧－リタデーション特性の一例を示す
グラフである。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る光偏向器（液晶素子）の変形例を示す側面図であ
る。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る光偏向器（液晶素子）を示す側面図である。
【図５】図４に示す光偏向器（液晶素子）の印加電圧－リタデーション特性の一例を示す
グラフである。
【図６】本発明に係る光走査装置の概略構成の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。　
【００１４】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る光偏向器１を示す断面図であり、この光偏向
器１Ａは、原理的に液晶素子（としての機能）を利用した液晶偏向器で構成しており、ガ
ラスやプラスチックなどの透明基板１１Ａ、１１Ｂ上に、透明電極１２Ａ、１２Ｂが対向
するように配置されている。　
【００１５】
　透明基板１１Ａ、１１Ｂは、ガラスやプラスチックなどの適宜の透明材料で形成されて
いるが、透明電極１２Ａ、１２Ｂが対向するようにしてシール材１０により接着させるこ
とにより、所望のセルギャップ（透明基板１１Ａ、１１Ｂの隙間）を有するセルを構成し
ている。また、これらの透明電極１２Ａ、１２Ｂの各対向面上には、配向膜１３Ａ、１３
Ｂが設けられており、ラビング法などにより配向処理が施されている。　
【００１６】
　なお、このシール材１０には、エポキシやアクリル系接着剤などの有機材料やガラス接
着剤などの無機系の材料、またはんだ等の金属材料など使用可能である。セルギャップを
均一に保つためシール材１０の中にガラスビーズ、樹脂ビーズ、ファイバ等のスペーサ混
ぜてもよい。また、セル内にスペーサを配置してもよい。　
【００１７】
　透明電極１２Ａ、１２Ｂには、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜などの金属酸化物材料な
どが使用できるが、図１に示す構成のものでは、透明電極１２Ａは低抵抗膜であり、透明
電極１２Ｂは高抵抗膜である。高抵抗膜である透明電極１２Ｂの両端付近には、高抵抗膜
に電圧を印加するために、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂが設けられており、これ
ら第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂには、各々交流電源１６Ａ、１６Ｂが接続されて
いる。一方、低抵抗膜である透明電極１２Ａは接地されている。　
【００１８】
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　第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂは、透明でも不透明でもよく、ＩＴＯなどの金属
酸化物や、Ｃｒ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｇ等の金属でもよい。特に金属はシート抵抗が小さく細
線化しやすいため、液晶素子の小型化が容易になり好ましい。
【００１９】
　高抵抗膜である透明電極１２Ｂについては、透明で、かつ第１、第２の給電電極１５Ａ
、１５Ｂおよび低抵抗膜である透明電極１２Ａに対してシート抵抗が高い必要があり、例
えばガリウム、アルミニウム、シリコン、イットリウム、インジウムなどの元素を１種ま
たは複数種ドープした酸化亜鉛膜や、ケイ素、アンチモン、インジウム、ガリウムなどの
元素を１種または複数種ドープした酸化スズ膜や、ドープしない、酸化亜鉛膜、酸化スズ
膜、ＩＴＯ膜などがよい。また、これらと酸化ケイ素、酸化アルミニウムなどの複合酸化
物がよい。特に、酸化スズ薄膜は、熱や水に対するシート抵抗値の安定性が高く、製造上
また耐候性および信頼性上、極めて好ましい。　
【００２０】
　前述のセル内には液晶１４が封入されており、この液晶分子１４Ａは配向膜１３Ａ、１
３Ｂの界面においてその面に対して所定角度（プレチルト角：例えば、図１中では「θ」
）をなすように配置される。液晶１４には、例えばネマティック液晶などが使用でき、こ
こでは△ε（但し、△ε；誘電率異方性）が正の液晶について説明する。プレチルト角は
、液晶に電界を印加した際の液晶分子の立ち上がり方向を決め、駆動時の配向不良を防ぐ
。特に１度以上が好ましい。本実施の形態では、液晶１４の配向はホモジニアス配向であ
るが、ハイブリッド配向、ホメオトロピック配向、ツイスト配向などをとることも可能で
ある。　
【００２１】
　なお、交流電源１６Ａ、１６Ｂには、液晶パネルの信頼性向上のため直流成分の小さい
電源を用いる。特に直流成分は交流成分の１％以下に抑えることが信頼性において好まし
い。電源の周波数は５０から５０００Hz程度で、矩形交流波などが使用できる。
【００２２】
　次に、本実施の形態の光偏向器１の液晶素子部分の動作について、印加電圧に対するレ
タデーション値の相関性を示す図２を参照しながら説明する。
　この光偏向器１に備えた液晶素子では、レタデーション値は、印加電圧が大きくなると
徐々に小さくなる特性を有しているが、印加電圧に対して線形な領域（以下、これを線形
領域とよぶ）が存在しており、液晶駆動時はこの線形領域の電圧を使用する。なお、この
線形領域を示す電圧の高い方での値と低い方での値を、それぞれ、ＶH、ＶLとする。
【００２３】
　図１の液晶において、交流電源１６Ａの電圧をＶH、交流電源１６Ｂの電圧をＶLとすれ
ば、透明電極１２Ｂが高抵抗膜であるため、第１の給電電極１５Ａの固定部位から第２の
給電電極１５Ｂの固定部位に向かって、高抵抗膜の透明電極１２Ｂの電位が連続的に変化
する。　
【００２４】
　一方、低抵抗膜である透明電極１２Ａは接地されているので、高抵抗膜の透明電極１２
Ｂとの間には直線的な勾配を持つ電界分布が形成される。この電界中に存在する液晶１４
内では、前述した線形領域で液晶駆動を行っているため、同様に、線形（直線的；リニア
）に変化する屈折率分布が形成される。
　ここで、直線偏光された光を透明基板１１Ｂに垂直に、かつ、偏光方向が配向した液晶
分子の電界によって傾く面に対し平行となる方向に入射させると、入射光は屈折率の大き
い方向に曲げられて進行し、透明基板１１Ａから出射される。
　従って、入射光を所定方向に偏向させて出射させることができる。　
【００２５】
　なお、図１に示す本実施の形態では片方の透明電極１２Ｂのみ高抵抗膜としたが、図３
に示すように、光偏向器１Ｂの対向する透明電極１２Ａ、１２Ｂを両方とも高抵抗膜とし
、それぞれに給電電極１５Ａ～１５Ｄを設置してもよい。この場合、印加する電圧を細か
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く制御することが可能となり、偏向角をより細かく制御することが可能となる。更に、各
透明電極にできる勾配電圧の向きをクロスすることにより、２次元的に光を偏向すること
が可能となる。また、液晶素子を多段重ねることにより偏向角を大きくすることも可能で
ある。ここで、符号１７Ａ，１７Ｂは、交流電源である。なお、図３中の他の符号のうち
、図１と同一符号のものは、図１と同じ要素を示す。
【００２６】
　［第２の実施の形態］
　次に、図４に示す光偏向器１Ｃでは、図１に示す第１の実施の形態の光偏向器１Ａとは
異なり、透明基板１１Ｂ上に、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂのほかに第３の給電
電極１５Ｅ及びこの第３の給電電極１５Ｅと接続された交流電源１８を設けている。
　液晶素子をこのように構成して、例えば電圧ＶH、ＶC、ＶLを第１の給電電極１５Ａ、
第３の給電電極１５Ｅ、第２の給電電極１５Ｂに各々印加すれば、液晶素子の印加電圧に
対するレタデーション値については、図５に示すような相関性が得られる。
【００２７】
　即ち、これは、透明電極１２Ｂが高抵抗膜であるため、第１の給電電極１５Ａの固定部
位から第３の給電電極１５Ｅの固定部位に向かって、高抵抗膜の透明電極１２Ｂの電位が
連続的に変化し、また第３の給電電極１５Ｅの固定部位から第２の給電電極１５Ｂの固定
部位に向かって、高抵抗膜の透明電極１２Ｂの電位が連続的に変化する。
【００２８】
　ここで、低抵抗膜である透明電極１２Ａを接地してあり、特に給電電極が第１の給電電
極１５Ａから第３の給電電極１５Ｅまで分割されているため、第１の給電電極１５Ａと第
３の給電電極１５Ｅの間、及び、第３の給電電極１５Ｅと第２の給電電極１５Ｂの間、つ
まり、各々の給電電極と高抵抗膜である透明電極１２Ｂとの間には、異なる傾きを持った
直線的な勾配電界分布を呈する線形領域を形成できる。このように、各勾配電界中に存在
する液晶１４内では、線形領域での液晶駆動を行っているため、同様に、線形に変化する
屈折率分布が形成されている。　
【００２９】
　しかも、第１の給電電極１５Ａと第２の給電電極１５Ｂの間の液晶１４内では、屈折率
分布を直線的に大きく変化させることが実現可能となっている。これにより、図５に示す
ように、液晶素子での印加電圧に対するレタデーションについては、第１の実施形態に比
べて線形領域を実質的に大きく取ることができる。
　なお、図４中の他の符号のうち、図１と同一符号のものは、図１と同じ要素を示す。
【００３０】
　このように、分割させる給電電極を増やすことにより、線形性が保たれ、かつ、変化の
大きな屈折率分布を確保することができるようになり、液晶素子から出射された光の波面
を曲げることがなく、偏向後の光を平面波として出射できるので好ましい。また、液晶部
分の厚さを増大させなくても、別言すれば液晶部分が薄くても、変化率の大きな屈折率分
布を有する液晶素子が実現できるため、応答速度の点からも好ましい。
【００３１】
　［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施形態について図４及び図５を参照しながら説明する。
　本実施形態では、図１における光偏向器１Ｃの透明電極１２Ｂとして、第１の給電電極
１５Ａから第２の給電電極１５Ｂの方向に対して、シート抵抗値が勾配をもった高抵抗膜
を用いている。
【００３２】
　このような構成とすると、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂに電圧を印加した場合
、第１の給電電極１５Ａの固定部位から第２の給電電極１５Ｂの固定部位に向かって、高
抵抗膜の透明電極１２Ｂの電位が連続的に変化する。ここで、低抵抗膜である透明電極１
２Ａを接地させることで、高抵抗膜の透明電極１２Ｂとの間には、高抵抗膜のシート抵抗
値の勾配に対応した勾配電界分布が形成される。
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【００３３】
　そこで、透明電極１２Ｂにおいて、この高抵抗膜のシート抵抗値の勾配を調整する。即
ち、この勾配電界分布を、図２に示した液晶素子の印加電圧に対するレタデーション値の
カーブ（非線形領域）部分での特性に整合させる。
　つまり、図２のレタデーションカーブの非線形領域についても、そこでの曲率変化を相
殺するように電界分布の勾配率を調整させることで、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５
Ｂ間において、直線的（リニア）に変化する屈折率分布が形成できるわけである。
【００３４】
　その結果、図２に示す液晶素子の印加電圧に対するレタデーションのグラフにおける線
形領域を実質的に増大させることができるので、液晶素子より出射された光の波面を広範
囲のエリアに亙って曲げることがなく、光を出射できるので好ましい。また、本実施の形
態でも、液晶部分の厚さを薄くできるため、応答速度の点からも好ましい。
【００３５】
　［第４の実施の形態］
　次に、本発明の第４の実施形態に係る光走査装置について、図６を参照しながら説明す
る。
　図６に示す光走査装置は、プリンタに適用されており、光源２と、電圧制御装置３と、
ポリゴンミラー４と、ｆθレンズなどの結像レンズ５と、静電潜像を形成する感光ドラム
６との他に、本発明の光偏向器１（第１の実施の形態～第３の実施の形態のいずれかのも
の）を備えている。
　なお、光源２と光偏向器１との間の光路上には、出射される光をコリメートさせるため
、コリメートレンズ（図示せず）などの平行光形成手段を配設している。
【００３６】
　光偏向器１は、ここに入射する光の偏向方向が図中Ｙ方向に一致するように配置されて
いる。また、この光偏向器１には、交流電圧を印加する電圧制御装置３が接続されている
。
【００３７】
　従って、本実施の形態の光走査装置によれば、光源２から出射して光偏向器１を通過す
る光は、回転するポリゴンミラー４により反射され、結像レンズ５により感光ドラム６上
に集光される。この際、結像レンズ５によりＺ方向を集光された光が、ポリゴンミラー４
の回転により感光ドラム６上で掃引される。
【００３８】
　また、本実施の形態の光走査装置を組み付け調整するとき及び経時的に光軸がずれたと
き等には、電圧制御装置３により光偏向器１に印加する電圧値を調整・制御することによ
り、感光ドラム６に投光される光をＹ方向に偏向させることで、感光ドラム６上の所定の
投光位置に正確に集光させることができる。
【実施例】
【００３９】
　次に、本発明の光偏向器１およびこれを備えた光走査装置の実施例について、図１を参
照しながら説明する。
　例えば、第１の実施形態に係る光偏向器１Ａでは、初めに、透明基板１１Ａとして所定
０．６ｍｍの厚さの無アルカリガラスを用い、その表面にスパッタ法により所要のシート
抵抗３００Ω／□のＩＴＯ膜を成膜して低抵抗の透明電極１２Ａを形成する。そして、そ
の透明電極１２Ａ面上に、配向膜１３Ａとしてポリイミド膜をフレキソ印刷法により厚さ
５０ｎｍ成膜して形成するようになっている。
【００４０】
　一方、高抵抗膜である透明基板１１Ｂとしては、初めに、０．６ｍｍの厚さの無アルカ
リガラス表面にスパッタ法によりシート抵抗１Ω／□のＣｒ膜を成膜し、その後、エッチ
ング技術により不要部分を除去して第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂを形成する。そ
の後、シート抵抗１００ｋΩ／□の酸化スズ薄膜をスパッタ法により堆積し、これにより
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高抵抗膜の透明電極１２Ｂを形成する。
【００４１】
　その後、この透明電極１２Ｂの一方の面（透明電極１２Ａと対向する対向面）上に、配
向膜１３Ｂとしてポリイミド膜をフレキソ印刷法により厚さ５０ｎｍ成膜する。ポリイミ
ド膜はラビング法により配向処理を行った後、エポキシ樹脂よりなるシール材１０を透明
基板１１Ａ、１１Ｂに印刷し、熱圧着によりセルを作製する。シール材１０の中にガラス
ファイバスペーサ（図示せず）を混ぜることで、セルギャップを均一化し、１０μｍとし
た。なお、この透明電極１２Ｂの対向面とは反対面上には、給電電極１５Ａ、１５Ｂを形
成するとともに、この給電電極１５Ａ、１５Ｂを交流電源１６Ａ、１６Ｂと適宜の線材で
接続しておく。
【００４２】
　次に、真空注入法により、屈折率異方性△ｎ（＝０．１８）の液晶１４をセルに注入し
た後、封止材（図示せず）により封穴すれば、光偏向器１Ａが完成する。
【００４３】
　このようにして形成した第１の実施形態に係る光偏向器１Ａの液晶素子部分に対して、
印加電圧に対するレタデーション値特性を測定したところ、図２のような特性が得られた
。即ち、レタデーションの線形性が得られる領域が、印加電圧１．２Ｖrmsから２．０Ｖr

msの領域であり、最大獲得レタデーション値は６８０ｎｍであった。
【００４４】
　この液晶素子に波長６５０ｎｍのレーザ光を通過させ、電圧を印加させた際の偏向角を
測定した。透明電極１２Ａは接地し、第１の給電電極１５Ａに１．２Ｖrms、周波数１０
００Ｈｚの矩形交流、第２の給電電極１５Ｂに２．０Ｖrms、周波数１０００Ｈｚの矩形
交流を付与した。この際、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂへ印加する両矩形交流の
位相差は０とした。
【００４５】
　このような条件下で光偏向器１Ａに波長６５０ｎｍのレーザ光を通過させた結果、約１
分の角度偏向することが確認できた。一方、第１、第２の給電電極１５Ａ、１５Ｂに印加
する電圧を逆にすると、逆方向に約１分の角度変更（偏向）できることを確認した。また
、偏向する際の液晶素子からの出射光の波面を測定したが０．０３ｍλrms程度であり、
波面の乱れが小さいことに問題がないことが認された。
【００４６】
　また、このようにして作製した光偏向器１Ａ（液晶素子）を図６に示すレーザビームプ
リンタの光走査装置の部分に搭載したところ、交流電源１６へ印加する電圧により、液晶
素子を通過したレーザ光の偏向角度を所定の電圧値の範囲（ＶL～ＶH）内でリニアに調整
できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明によれば、偏向光の波面の乱れが生じず、光の利用効率が高く、機械的な可動部
がない光偏向器及び光走査装置が提供される。
【符号の説明】
【００４８】
　１、１Ａ～１Ｃ：光偏向器（液晶素子）
　１０：シール材
　１１Ａ、１１Ｂ：透明基板
　１２Ａ、１２Ｂ：透明電極
　１３Ａ、１３Ｂ：配向膜
　１４：液晶
　１４Ａ：液晶分子
　１５Ａ、１５Ｂ、１５Ｃ、１５Ｄ、１５Ｅ：給電電極
　１６Ａ、１６Ｂ、１７Ａ、１７Ｂ、１８：交流電源
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　２：光源
　３：電圧制御装置
　４：ポリゴンミラー
　５：結像レンズ
　６：感光ドラム 

【図１】 【図２】
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