
JP 4928301 B2 2012.5.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第1の揺動体と、
前記第1の揺動体を第1のトーションスプリングにより第1の回転軸の回りにねじり回転可
能に支持する第2の揺動体と、
前記第2の揺動体を第2のトーションスプリングにより前記第1の揺動体の第1の回転軸と角
度を成す第2の回転軸の回りにねじり回転可能に支持する支持体と、
前記第2の揺動体に配置されるコイルと、
前記コイルに電流信号を印加する電流印加手段と、
前記コイルに磁場を作用させる磁場発生手段と、
を有する揺動体装置であって、
前記コイルが、前記第1の揺動体を周回せず、且つ前記第1及び第2の回転軸の延長線によ
り4分割された前記第2の揺動体の領域の少なくとも1つに局在して設けられる、
ことを特徴とする揺動体装置。
【請求項２】
前記コイルが、2つのコイルからなり、
前記2つのコイルが、夫々、前記4分割された領域のうち一対の対角な位置関係にある領域
に配置される、
ことを特徴とする請求項1に記載の揺動体装置。
【請求項３】
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2つの薄膜構造体を有し、
前記2つのコイルが、前記第2の揺動体の一方の面に配置され、
前記2つの薄膜構造体が、前記第2の揺動体の他方の面において、前記コイルが形成される
領域と異なる他対の対角な位置関係にある領域に局在して設けられる、
ことを特徴とする請求項2に記載の揺動体装置。
【請求項４】
前記コイルが、第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルと第4のコイルからなり、
前記4分割された領域のうち、第1のコイルと第2のコイルが一対の対角な位置関係にある
領域に配置され、第3のコイルと第4のコイルが他対の対角な位置関係にある領域に配置さ
れる、
ことを特徴とする請求項1に記載の揺動体装置。
【請求項５】
前記第1のコイルと前記第2のコイルが電気的に接続され、前記第3のコイルと前記第4のコ
イルとが電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項4に記載の揺動体装置。
【請求項６】
前記磁場発生手段が永久磁石である、
ことを特徴とする1乃至5のいずれかに記載の揺動体装置。
【請求項７】
前記電流信号が、前記第1の揺動体を前記第2の揺動体に対してねじり回転させる第1の駆
動電流信号と、前記第2の揺動体を前記支持体に対してねじり回転させる第2の駆動電流信
号から成る、
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の揺動体装置。
【請求項８】
請求項1乃至7のいずれかに記載の揺動体装置の前記第1の揺動体に、光偏向素子を設けた
ことを特徴とする光偏向器。
【請求項９】
光源と、請求項8に記載の光偏向器として構成される揺動体装置と、光照射面とを有し、
前記光源からの光を前記揺動体装置により偏向し、該光の少なくとも一部を光照射面上に
入射させることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１０】
請求項4または5に記載の揺動体装置の駆動方法であって、
前記電流信号を、前記第1の揺動体を前記第2の揺動体に対してねじり回転させる第1の周
期を有する周期信号の第1の駆動電流信号と、前記第2の揺動体を前記支持体に対してねじ
り回転させる第2の周期を有する周期信号の第2の駆動電流信号とから成る様にし、
前記第1のコイルと前記第2のコイルには、前記第1の駆動電流信号と前記第2の駆動電流信
号とを加算して重ね合わせた電流信号を印加し、前記第3のコイルと前記第4のコイルには
、前記第1の駆動電流信号から前記第2の駆動電流信号を減算して重ね合わせた電流信号を
印加する、
ことを特徴とする揺動体装置の駆動方法。
【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、その駆動方法、光偏向器、及び光偏向器を
用いた画像表示装置に関する。特に、本発明は、マイクロメカニクスの手法などにて作製
することができる光偏向器、及びその駆動方法とこれらを用いた画像表示装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
光偏向器は、例えば、レーザー光を偏向する用途などに利用されるものである。レーザー
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光を偏向走査する走査ミラーとしては、ガルバノミラーがある。ガルバノミラーの駆動原
理は、次の様なものである。
【０００３】
磁界中に配置した可動コイルに電流を流すと、電流と磁束との相互作用で電磁力が発生し
て電流に比例したトルクが生じる。このトルクとバネ力とが平衡する角度まで可動コイル
が回転し、この可動コイルを介して指針を振らせて可動コイルの電流の有無や大小を検出
する。上記走査ミラーは、この原理を利用したもので、可動コイルと一体に回転する軸に
、前記指針の代わりに反射鏡を設けて構成される。
【０００４】
また、半導体製造技術を応用して微小機械を半導体基板上に一体形成するマイクロマシニ
ング技術で作製した光偏向器がある。例えば、K.E.Petersen等により、シリコンで形成さ
れるTorsional Scanning Mirrorが提案されている（非特許文献1参照）。この光偏向器で
は、図22に示す様に、機械可動部3が、光偏向板としてのミラー3aと該ミラー3aを支持す
る梁3bからなる。そして、ミラー3aと基板上に形成した固定電極2との間に駆動電圧を印
加して生じる静電引力により、梁3bにねじりモーメントを与えて梁3bをねじり回転させ、
ミラー3aの偏向角度を変える。
【０００５】
また、上記の如きミラーを二軸の回りに偏向可能に配置した構造の図23に示すスキャナ10
も提案されている（特許文献1参照）。これは、ミラー16を持つ可動板（可動ミラー）12B
が2つのトーションバー13Bでジンバル12Aに支持され、ジンバル12Aが2つのトーションバ
ー13Aで基板11に支持され、可動ミラーとジンバルとの回転軸が直交する構造を有する。
そして、この構成のジンバル12Aと可動ミラー12B上の周縁部に駆動コイル15A、15Bを形成
し、可動ミラーとジンバルの1つの対角線方向にこれらを挟んで同一面内に永久磁石4、5
を配置することで、可動ミラー及びジンバルを駆動する。
【非特許文献１】IBMJ.RES. DEVELOP., VOL.24,NO5,9,1980.P631-637
【特許文献１】特開平8-322227号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかし、前述のガルバノミラーは機械巻きの可動コイルと磁界発生のための大型ヨークが
必要であり、また図23に示すアクチュエータにおいては、永久磁石4、5が可動ミラー及び
ジンバルを挟み込む様に同一面内で配置されることから、小型化が困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題に鑑み、本発明の揺動体装置は、第1の揺動体と、第2の揺動体と、支持体と、コ
イルと、コイルに電流信号を印加する電流印加手段と、コイルに磁場を作用させる磁場発
生手段とを有する。第2の揺動体は、第1の揺動体を第1のトーションスプリングにより第1
の回転軸の回りにねじり回転可能に支持する。支持体は、第2の揺動体を第2のトーション
スプリングにより第1の揺動体の第1の回転軸と角度を成す第2の回転軸の回りにねじり回
転可能に支持する。コイルは、第2の揺動体に配置される。更に、コイルは、第1の揺動体
を周回せず、且つ第1及び第2の回転軸の延長線により4分割された第2の揺動体の領域の少
なくとも1つに局在して設けられる。
【０００８】
また、上記課題に鑑み、本発明の画像表示装置は、光源と、光偏向器として構成される上
記揺動体装置と、光照射面とを有し、光源からの光を揺動体装置により偏向し、光の少な
くとも一部を光照射面上に入射させることを特徴とする。
【０００９】
また、上記課題に鑑み、本発明の揺動体装置の駆動方法は、次の様にして第1のコイル乃
至第4のコイルに電流を印加することで第1の揺動体と第2の揺動体を揺動させる。電流信
号を、第1の揺動体を第2の揺動体に対してねじり回転させる第1の周期信号を有する周期
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信号の第1の駆動電流信号と、第2の揺動体を支持体に対してねじり回転させる第2の周期
を有する周期信号の第2の駆動電流信号とから成る様にする。第1の駆動電流信号による第
1のコイル乃至第4のコイルの電流変化量は等しくこれを電流変化量1とし、第2の駆動電流
信号による第1のコイル乃至第4のコイルの電流変化量は等しくこれを電流変化量2とする
。この前提で、第1のコイルと第2のコイルの電流変化量を、電流変化量1と電流変化量2の
加算とし、第3のコイルと第4のコイルの電流変化量を、電流変化量1と電流変化量2の減算
として、第1のコイル乃至第4のコイルに電流を印加する。
【発明の効果】
【００１０】
本発明により、ジンバル構造による二軸駆動の光偏向器などの揺動体装置において、永久
磁石などの磁場発生手段がコイルに対向する面に配置されるのみであり、小型化が容易で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
以下、より具体的な実施形態を挙げて本発明を詳細に説明する。以下で説明する実施形態
は、本発明の揺動体装置を二軸駆動の光偏向器に適応させて構成したものである。ただし
、本発明の揺動体装置は、こうした構成を必要とするどの様な装置にも適応させることが
できる。
【００１２】
（実施形態1）
実施形態1を図を用いて説明する。図1(a)と図2(a)は、本発明の光偏向器の実施形態1とそ
の変形例の構成を示す上面図である。図1(b)は、図1(a)の実施形態の構成を示すA‐A’断
面図である。図2(b)は、図2(a)の変形例の構成を示す図2(a)の断面図である。図3は、図1
(a)と図2(a)に示す光偏向器のコイルが発生する磁場方向を説明する図である。図4(a)乃
至(c)は電流信号を説明する図である。図5(b)乃至(d)は、図5(a)の破線A‐A’における断
面を用いて駆動方法を説明する図である。
【００１３】
図1に示す実施形態は、第1の揺動体である可動ミラー102と、第2の揺動体であるジンバル
101と、支持体104と、ジンバル101上に配置されるコイル106、107と、磁場発生手段であ
る永久磁石110とを有する。可動ミラー102には、ミラーなどの光偏向素子が設けられてい
る。ジンバル101は、可動ミラー102を第1のトーションスプリングである梁状のトーショ
ンバー103により第1の回転軸（破線B‐B’で示す）の回りにねじり回転可能に支持する。
支持体104は、ジンバル101を第2のトーションスプリングである梁状のトーションバー105
により可動ミラー102の第1の回転軸と角度（ここでは直角）を成す第2の回転軸（破線A‐
A’で示す）の回りにねじり回転可能に支持する。永久磁石110は、可動ミラー102をジン
バル101に対してねじり回転させ、且つジンバル101を支持体104に対してねじり回転させ
るために、コイル106、107に磁場を作用させる。前記磁場発生手段としては、電磁コイル
を用いることもできる。
【００１４】
更に、コイル106、107は、可動ミラー102を周回せず、且つ第1及び第2の回転軸の延長線
により4分割される領域の少なくとも1つ（ここでは2つ）に局在して設けられる。すなわ
ち、上記ジンバル構造を有する二次元光偏向器において、中心位置が第1及び第2のトーシ
ョンバー103、105の延長線上にない態様でコイル106、107はジンバル101上に配置される
。コイル106、107の巻き方向は互いに逆になっている。
【００１５】
図2に示す変形例は、図1の実施形態と次の点で異なる。この変形例では、磁石110は、Ｎ
極又はＳ極の一方が、コイル106が作る磁界の中でコイル106の略中心を通る磁界上に配置
され、磁極の他方がコイル107が作る磁界の中でコイル107の略中心を通る磁界上に配置さ
れている。そして図2(b)に示す方向に着磁されている。すなわち、コイル106に対向する
側がS極であり、コイル107に対向する側がN極になっている。また、コイル106、107の巻
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き方向は同じになっている。
【００１６】
本実施形態の構成及び作用について更に説明する。本実施形態において、ジンバル101、
可動ミラー102、第1のトーションバー103、支持体104、第2のトーションバー105は単結晶
シリコンを除去加工して一体形成することができる。コイル106、107とジンバル101の間
には、絶縁層が形成されて、両者間は絶縁されている。また、コイル106、107の配線は、
絶縁層（不図示）を形成した第2のトーションバー105上を通って支持体104上のコンタク
トパッド108に接続されている。コイル106、107の最内周からの配線取り出し部には、外
周部のコイルとの電気的な接続を避けるために中間絶縁層109が形成されている。中間絶
縁層109には、例えば、ポリイミドを用いることができる。
【００１７】
ジンバル101上に形成されたコイル106、107に対向する位置には、上述した様に、永久磁
石110が配置される。コイルは複数であってもよく、本実施形態では、上述した様に、第1
のトーションバー103を挟んで、一対の対角な位置関係にある領域に2つ配置されている。
コイルを複数設ける場合には、コイル106、107に対向して配置される永久磁石110の磁極
との組合せを考慮する必要がある。図1(a)の様に、第1のトーションバー103を挟んで対向
位置に2つ配置し、コイル106、107の巻き方向が逆向きである場合には、対向配置される
永久磁石110は、磁極方向が同じになる様に配置される（図1(b)）。また、図2(a)の様に
第1のトーションバー103を挟んで対向位置に2つ配置し、コイルの巻き方向が同じである
場合には、対向配置される永久磁石110は、磁極方向が逆になる様に配置される（図2(b)
参照）。
【００１８】
図2(a)に示す様に、コイル106、107の巻き方向が同じ場合には、永久磁石110は1つでもよ
く、図2(b)の様に配置される。このとき、当然に、コイル106、107に夫々対向する磁極は
異なる。
【００１９】
コイル106、107と永久磁石110との間にはスペーサー111が配置される。従って、可動ミラ
ー102及びジンバル101がねじり回転した場合でも、永久磁石111と可動ミラー102とが干渉
することはない。支持体104とスペーサー111、スペーサー111と永久磁石110の支持基板11
5とは、夫々、接着剤（不図示）で固定することができる。
【００２０】
上記構成において、ジンバル101が支持体104に対して第2のトーションバー105により角変
位するとき、ジンバル101に第1のトーションバー103で連結している可動ミラー102もジン
バル101と同様の方向に角変位する。つまり、可動ミラー102は、ジンバル104に対して第1
のトーションバー103により角変位し、第2のトーションバー105により支持体104に対して
角変位することができる。例えば、第1のトーションバー103と第2のトーションバー105と
が略直交する方向に配置され、光源からの光を可動ミラー102で走査する場合には、2次元
の光走査が可能となる。
【００２１】
可動ミラー102及びジンバル101は、コイル106、107への電流信号の印加で生じる磁場と永
久磁石110との間で働く電磁力により、夫々、第1及び第2のトーションバーによりジンバ
ル、支持体に対して角変位する。例えば、図1(a)に示した構成を用いて電流1を矢印の方
向へ印加するとき、コイル106とコイル107には夫々図3に示す様な磁場1、磁場2を生じる
。このとき、コイル106に対向する位置に配置される永久磁石110と磁場1（紙面の表方向
に向いている）は電磁力により引き合い、また永久磁石110と磁場2（紙面の裏方向に向い
ている）は反発し合う。
【００２２】
ここで、図4を用いてコイルに印加される駆動電流信号、及び可動ミラー102とジンバル10
1のねじり回転運動の一例を説明する。コイル106、107に印加する信号は、第1の駆動電流
信号と第2の駆動電流信号を重ね合わせた電流信号である。第1の駆動電流信号は、可動ミ



(6) JP 4928301 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

ラー102（第1の揺動体）をジンバル101（第2の揺動体）に対して第1のトーションバー103
によりねじり回転させるためのものである。第2の駆動電流信号は、ジンバル101（第2の
揺動体）を支持体104に対して第2のトーションバー105によりねじり回転させるためのも
のである。
【００２３】
例えば、第1の駆動電流信号は、可動ミラー102及び第1のトーションバー103のねじり共振
周波数と略同じ周波数の正弦波であってもよく、周波数を、例えば、20KHzに設定するこ
とができる（図4(a)参照）。この第1の駆動電流信号のみをコイル106、107に印加した場
合は、図5(b)に示す様に、可動ミラー102がジンバル101に対して第1のトーションバー103
によりねじり共振運動する。第2の駆動電流信号は、例えば、ジンバル101の角変位がノコ
ギリ波状になるような電流信号であってもよく、周波数を、例えば、60Hzに設定すること
ができる（図4(b)参照）。この第2の駆動電流信号のみをコイル106、107に印加した場合
は、図5(c)に示す様にジンバル101が第2のトーションバー105により支持体104に対して角
変位する。駆動信号波形は、図4(c)に示すような第1の駆動電流信号と第2の駆動電流信号
を重ね合わせた波形となる。この駆動電流信号をコイル106、107に印加した場合は、図5(
d)に示す様に、可動ミラー102はジンバル101に対して、ジンバル101は支持体104に対して
夫々ねじり回転運動する。
【００２４】
上記の如く第1の駆動電流信号と第2の駆動電流信号の周波数は充分離れているので、可動
ミラー102とジンバル101のねじり回転運動は交じり合うことなく励起されることになる。
また、上記構成では、こうしたねじり回転運動をバランス良く正確に行わせるために、各
揺動体（可動ミラー102とジンバル101）の重心が上記2つの回転軸の略交点にある様にな
っている。そして、上記の如き局在配置のコイルとなっているので、電磁力が各回転軸の
回りで効果的に発生して所望の揺動体の揺動が励起されることになる。
【００２５】
上記構成の光偏向器においては、永久磁石110がコイル106、107に対向する面に配置され
るのみであり、小型化が容易である。また、ジンバル101上に形成されるコイルに電流信
号を印加するだけで可動ミラー102を2次元に角変位させることができる。その為、可動ミ
ラー102上にコイルなどの駆動手段を設ける必要がなく、可動ミラー102の平坦性が良い。
【００２６】
（実施形態2）
実施形態2を説明する。本実施形態は、図6と図7に示すジンバル構造を有する光偏向器に
係る。図6は本実施形態の光偏向器の構成を示す上面図、図7は図6の光偏向器のA‐A’断
面図である。本実施形態は、1つの局在したコイル510を備える。
【００２７】
本実施形態では、絶縁層501が第1及び第2のシリコン層502、503で挟まれたSOI基板を用い
る。第1のシリコン層502の厚さは100μｍ、第2のシリコン層503の厚さは250μｍである。
可動ミラー504、ジンバル505、第1のトーションバー506、第2のトーションバー507、支持
体508はSOI基板の第1のシリコン層502を除去加工して形成される。第2のシリコン層503に
は貫通孔509が設けられており、可動ミラー504、ジンバル505の回転運動を妨げることは
ない。支持体508は、絶縁層501を挟んで、第2のシリコン層503で形成される支持枠514に
固定されている。支持枠514はスペーサーとしても働く。
【００２８】
本実施形態でも、ジンバル505は、可動ミラー504を第1のトーションバー506によりねじり
回転可能に支持する。また、支持体508はジンバル505を第2のトーションバー507によりね
じり回転可能に支持する。中心位置が前記第1及び第2のトーションバーの延長線上にない
コイル510は、絶縁層（不図示）を形成したジンバル505上に形成される。コイル510の配
線は、絶縁層（不図示）を形成した第2のトーションバー507上を通って支持体508上のコ
ンタクトパッド511に接続している。コイル510の最内周からの配線取り出し部には、外周
部のコイル510との電気的な接続を避けるために、ポリイミドからなる中間絶縁層512が形
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成されている。永久磁石513は支持基板515上にあって、コイル510と対向する位置に配置
されている。
【００２９】
ここでも、可動ミラー504とジンバル505は、コイル510への電流信号の印加で生じる磁場
と永久磁石513の磁場との間で働く電磁力により、夫々、第1及び第2のトーションバー506
、507によりジンバル、支持体に対して角変位する。
【００３０】
可動ミラー504をジンバル505に対して角変位運動させるために、コイル510に正弦波の駆
動電流1を印加する。この正弦波の周波数は、可動ミラー504及び第1のトーションバー506
のジンバル505に対するねじり共振周波数に設定する。これにより、可動ミラー504は、ジ
ンバル505に対して、角変位量が正弦波となる角変位運動をする。また、ジンバル505を支
持体508に対して角変位運動させるために、コイル510にノコギリ波形状の電流信号2を印
加する。この駆動周波数は60Hzに設定する。このとき、ジンバル505の角変位はノコギリ
波になる。電流信号2のみをコイル510に印加するとき、可動ミラー504は第1のトーション
バー506でジンバル505と連結しているため、ジンバルと一緒に第2のトーションバー507に
より支持体508に対して角変位運動をする。また、電流信号1及び電流信号2を重畳してコ
イル510に印加することで、可動ミラー504は支持体508に対して2次元的に角変位運動する
ことが可能となる。
【００３１】
この構成の光偏向器においては、1つの永久磁石513が1つのコイル510に対向する面に配置
されるのみであり、小型化が可能となる。また、ジンバル505上に形成される1つのコイル
510に電流信号を印加するだけで、可動ミラー504を2次元に角変位させることが可能とな
った。その他の点は、実施形態1と同様である。
【００３２】
（実施形態3）
実施形態3を説明する。本実施形態は、図8に示すジンバル構造を有する光偏向器の例であ
る。図8(a)は本実施形態の光偏向器の構成を示す上面図、図8(b)は一部の構成部材を不図
示とした下面図、図8(c)はこの光偏向器のB‐B’断面図である。図9と図10は、夫々、永
久磁石の2つの配置例を示す一部の構成部材を不図示とした上面図である。図11と図12は
、夫々、本実施形態の駆動方法を説明する図である。図13は駆動電流信号を説明する図で
ある。更に、図14は本実施形態の光偏向器の2次元走査を説明する図、図15は本実施形態
の電流印加手段である駆動回路を説明する図である。
【００３３】
本実施形態において、ジンバル601は可動ミラー602を第1のトーションバー603によりねじ
り回転可能に支持する。また、支持体604はジンバル601を第2のトーションバー605により
ねじり回転可能に支持する。ジンバル601、可動ミラー602、第1のトーションバー603、支
持体604、第2のトーションバー605は単結晶シリコンを除去加工して一体形成することが
できる。図8(a)に示す様に、中心位置が前記第1及び第2のトーションバーの延長線上にな
い態様で、第1及び第2のコイル606、607がジンバル601の上面（一方の面）に配置される
。また、図8(b)に示す様に、中心位置が前記第1及び第2のトーションバーの延長線上にな
い態様で、第3及び第4のコイル609、610がジンバル601の下面（他方の面）に配置される
。勿論、適当な中間絶縁層を設けて、4つのコイル全てをジンバル601の同一面に配置する
こともできる。
【００３４】
各コイルとジンバル601の間には絶縁層が形成されている。また、コイル606、607は電気
的に接続されていて、その両端は絶縁層（不図示）を形成した第2のトーションバー605の
上面を通って支持体604上のコンタクトパッド608に接続している。コイル609、610も電気
的に接続されていて、その両端も絶縁層（不図示）を形成した第2のトーションバー605の
下面を通って支持体604上のコンタクトパッド611に接続している。
【００３５】
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各コイルの最内周からの配線取り出し部には、外周部のコイルとの電気的な接続を避ける
ために、コイル606、607には中間絶縁層612が、コイル609、610には中間絶縁層613が形成
されている。中間絶縁層612、613には、例えば、ポリイミドを用いることができる。
【００３６】
ジンバル601上に形成された各コイルに対向する位置に、永久磁石614が配置される。コイ
ルはジンバル601の四隅に配置される。各コイルに対向して配置される永久磁石614の磁極
の向きは、コイルの巻き方向との組合せを考慮する必要がある。
【００３７】
図8に示す様に、ジンバル601の四隅のうち、コイル606とコイル607は、前記第1及び第2の
トーションバーの延長線で4分割された領域のうち対角な位置関係にある一対の領域にあ
る。また、コイル609とコイル610は、4分割された領域のうち対角な位置関係にある他対
の領域に配置される。そして、図8の構成では、コイル606とコイル607の巻き方向が逆向
きであり、コイル609とコイル610の巻き方向も逆向きである。こうした場合は、コイル60
6に対向配置される永久磁石614とコイル607に対向配置される永久磁石614は磁極方向が同
じになる様に配置される。コイル609に対向配置される永久磁石613とコイル610に対向配
置される永久磁石613も、磁極方向が同じになる様に配置される（図9）。
【００３８】
図9では、全ての永久磁石614は、N極が現れて配置されているが、対角位置の永久磁石614
の磁極方向が同じであればよいので、異なる対角位置の永久磁石614の磁極方向同士は異
なっていてもよい。図8(a)、(b)のコイル配置の場合には、永久磁石613の図9の配置以外
の配置例として、次のものがある。図10に示す様な永久磁石1個（ここではN極が現れてい
るが、S極が現れていてもよい）でもよい。或いは、着磁方向を逆にして平行に並べた永
久磁石2個でもよい。永久磁石の磁極の向きと配置態様、及びコイルの巻き方向の組合せ
は種々可能であり、後述の動作を実現する組み合わせであればどの様なものでもよい。
【００３９】
本実施形態でも、コイルと永久磁石614との間にはスペーサー615が配置され、可動ミラー
602及びジンバル601がねじり回転した場合でも永久磁石614と可動ミラー602とが干渉する
ことはない。支持体604とスペーサー615、スペーサー615と永久磁石614を載置した支持基
板616とは、夫々、接着剤（不図示）で固定することができる。
【００４０】
可動ミラー602とジンバル601は、各コイルに電流信号を印加することで生じる磁場と永久
磁石614との間で働く電磁力で、夫々、第1及び第2のトーションバーによりジンバル601と
支持体604に対して角変位する。
【００４１】
本実施形態の作用・動作を説明する。
図8に示した本実施形態において、電流2及び電流3を矢印の正方向へ印加するとき、コイ
ル606、607、609、610には夫々図11(a)に示すような磁場1乃至4を生じる。このとき、各
コイルに対向する位置に配置される永久磁石614と磁場1、磁場4は電磁力により引き合い
、また永久磁石614と磁場2、磁場3は反発し合う。従って、図11(c)に示す様に、可動ミラ
ー601及びジンバル602には、第1のトーションバー603を軸とした矢印方向のねじり回転力
が働き、角変位する。同様の理由により、電流2及び電流3を矢印とは逆の方向へ印加する
ときは、図11(b)に示すような磁場1乃至4を生じ、図11(d)に示す様に、図11(c)と比して
逆方向のねじり回転力が働き角変位する。
【００４２】
また、本実施形態において、電流2を矢印の正方向へ、電流3を矢印とは逆の方向へ印加す
るとき、コイル606、607、609、610には夫々図12(a)に示すような磁場1乃至4を生じる。
このとき、コイルに対向する位置に配置される永久磁石614と磁場1、磁場3は電磁力によ
り引き合い、また永久磁石と磁場2、磁場4は反発し合う。従って、図12(c)に示す様に、
可動ミラー601及びジンバル602には、第2のトーションバー605を軸とした矢印方向のねじ
り回転力が働き、角変位する。同様の理由により、電流2を矢印の逆方向へ、電流3を矢印
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の正方向へ印加するときは、図12(b)に示すような磁場1乃至4を生じ、図12(d)に示す様に
、図12(c)と比して逆方向のねじり回転力が働き角変位する。
【００４３】
ここで、図13を用いて駆動信号の一例を説明する。コイルに印加する信号は、第1の駆動
電流信号と第2の駆動電流信号を重ね合わせた電流信号である。第1の駆動電流信号は、可
動ミラー601（第1の揺動体）をジンバル602（第2の揺動体）に対して第1のトーションバ
ーによりねじり回転させるための電流信号である。第2の駆動電流信号は、ジンバル602（
第2の揺動体）を支持体604に対して第2のトーションバーによりねじり回転させるための
電流信号である。
【００４４】
図8に示した実施形態では、第1の駆動電流信号は電流2と電流3の向きを矢印の正方向また
は逆方向の同じ方向に流した場合である。そして第2の駆動電流信号は電流2と電流3の向
きを一方の電流は矢印の正方向に、他方の電流は逆方向に流した場合である。第1の駆動
電流信号または第2の駆動電流信号が周期的に変化する場合は、第1の駆動電流信号は電流
2と電流3の同位相電流成分（図13(a)、(b)）、第2の駆動電流信号は電流2と電流3の逆位
相電流成分（図13(c)、(d)）である。
【００４５】
そして、第1の駆動電流信号は、可動ミラー及び第1のトーションバーのねじり共振周波数
と略同じ周波数の正弦波であってもよく、例えば20KHzに設定することもできる（図13(a)
、(b)）。この第1の駆動電流信号のみをコイルに印加した場合は、図11に示す様に可動ミ
ラー602がジンバル601に対して第1のトーションバー603によりねじり共振運動する。第2
の駆動電流信号は、例えば、ジンバルの角変位がノコギリ波状になるような電流信号であ
ってもよく、周波数を60Hzに設定することもできる（図13(c)、(d)）。この第2の駆動電
流信号のみをコイルに印加した場合は、図12に示す様にジンバル601が第2のトーションバ
ー605により支持体604に対して角変位する。
【００４６】
駆動信号波形は、図13（e）、図13（f）に示すような第1の駆動電流信号と第2の駆動電流
信号を重ね合わせた波形となる。このとき図14(a)、(b)に示す様に可動ミラー602はジン
バル601に対して、ジンバル601は支持体604に対して夫々ねじり回転運動する。
【００４７】
図13に示す電流を印加する電流印加手段である回路としては、例えば、Hブリッジ回路が
ある(図15)。Hブリッジ回路は、コイルの端点（コンタクトパッド）を高電位側に接続す
るトランジスタ701、702、及びコイルの端点（コンタクトパッド）を低電位側に接続する
トランジスタ703、704で構成される。コイルに流れる電流の向きと大きさはトランジスタ
701乃至704の動作で調整できる。例えば、図15(a)の様に、トランジスタ701を高電位側に
接続し、トランジスタ704を低電位側に接続した場合は、コイルの電流は矢印の方向に増
加する。また、図15(b)の様に、トランジスタ703を低電位側に接続し、トランジスタ702
を高電位側に接続した場合は、コイルの電流は図15(a)とは逆方向に増加する。従って、
図15(a)と図15(b)の時間割合を変化させると、コイルに流れる電流の向きと大きさが調整
できる。図8に示した実施形態では、コンタクトパッド608、611の夫々に図15に示したHブ
リッジ回路を接続すればよい。
【００４８】
なお、図8に示すジンバル構造を有する光偏向器の変形例として、コイル606、607、及び
コイル609、610が、夫々、電気的に接続されていない構成も考えられる。この構成では、
コイル606、607、609、610の各端点に図15に示すHブリッジ回路を設ければよい。こうし
た電流印加手段である回路は、他の実施形態でも用いることができる。
【００４９】
上記揺動体装置の駆動方法は、次の様になっている。前記電流信号を、第1の周期（例え
ば20KHz）を有する周期信号の第1の駆動電流信号と、第2の周期（例えば、60Hz）を有す
る周期信号の第2の駆動電流信号とから成る様にする。そして、第1の駆動電流信号による
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前記第1のコイル乃至第4のコイルの電流変化量は等しくこれを電流変化量1とし、前記第2
の駆動電流信号による前記第1のコイル乃至第4のコイルの電流変化量は等しくこれを電流
変化量2とする。この前提で、第1及び第2のコイルの電流変化量を、電流変化量1と電流変
化量2の加算とし、第3及び第4のコイルの電流変化量を、電流変化量1と電流変化量2の減
算として、第1のコイル乃至第4のコイルに電流を印加するのである。つまり、前述の図13
（a）～図13（f）に言及した説明から明らかなように、前記第1のコイルと前記第2のコイ
ルには、前記第1の駆動電流信号と前記第2の駆動電流信号とを加算して重ね合わせた電流
信号を印加し、前記第3のコイルと前記第4のコイルには、前記第1の駆動電流信号から前
記第2の駆動電流信号を減算して重ね合わせた電流信号を印加するのである。
【００５０】
本実施形態の光偏向器においても、永久磁石がコイルに対向する面に配置されるのみであ
り、小型化が容易である。また、2つの回転軸に対して独立にねじり回転力を発生させる
ことができ、更にねじり回転力の向きと回転軸のねじりの向きが一致するため、ねじり回
転力の損失が無い。また、本実施形態でも、ジンバル上に形成されるコイルに電流信号を
印加するだけで可動ミラーを2次元に角変位させることができる。その為、可動ミラー上
にコイルなどの駆動手段を設ける必要がなく、可動ミラーの平坦性が良い。
【００５１】
（実施形態4）
実施形態4を説明する。本実施形態は、図16に示すジンバル構造を有する光偏向器の例で
ある。図16(a)は本実施形態の光偏向器の構成を示す上面図であり、図16(b)は一部の構成
部材を不図示とした下面図である。図16(c)は、図16の光偏向器のc‐c’断面図である。
図17は、永久磁石の配置例を示す一部の構成部材を不図示とした上面図である。
【００５２】
本実施形態では、図16(a)乃至(c)に示す様に、ジンバル601の四隅のうち、コイル606とコ
イル607が一対の対角位置となり、またコイル609とコイル610が他対の対角位置となる様
に配置する。そして、コイル606とコイル607の巻き方向が同じ向きになる様に形成し、コ
イル609とコイル610の巻き方向も同じ向きになる様に形成する。従って、コイル606に対
向配置される永久磁石とコイル607に対向配置される永久磁石は、磁極方向が逆になる様
に配置される。コイル609に対向配置される永久磁石とコイル610に対向配置される永久磁
石も、磁極方向が逆になる様に配置される。このコイルの巻き方向が同じ場合にも、永久
磁石は1つでもよく、例えば、図17の様に配置される。その他の点は、実施形態3と同じで
ある。
【００５３】
（実施形態5）
実施形態5を説明する。本実施形態では、図18と図19に示すジンバル構造を有する光偏向
器を設計、製作した。本実施形態は、実施形態1で説明した構造に薄膜構造体1101、1102
を付加したことを特徴する。図18は本実施形態の光偏向器の構成を示す上面図、図19は図
18の光偏向器のA‐A’断面図である。図20は、薄膜構造体の効果を説明する図である。こ
れらの図では、コイルと薄膜構造体以外の要素には符号を付していない。
【００５４】
薄膜構造体1101、1102を除く構成は実施形態1の構成と同じであり、実施形態1で説明した
電流信号と駆動方法を用いて同様の作用・効果が得られる。
【００５５】
本実施形態において、薄膜構造体1101、1102とコイル1103、1104とは、同じ材料で構成さ
れ、且つ形状も両者は略同じであり、ジンバルとの間に生じる形成時の残留応力及び熱膨
張変形は等しい。すなわち、後述する効果を充分発揮するために、薄膜構造体1101、1102
は、コイル1103、1104と同じ金属材料で構成され、コイルの形状となっている。ジンバル
は熱伝導性能の良い単結晶シリコンで構成することができる。従って、コイル1103、1104
に電流を印加することで熱が生じた場合、コイルとジンバルと薄膜構造体とは略同じ温度
になる。また、コイル1103、1104がジンバルの表面に形成されるのに対して、薄膜構造体
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1101、1102は、ジンバルの下面に形成される。更に、コイル1103、1104と薄膜構造体1101
、1102とは、夫々、第1のトーションバー及び第2のトーションバーの延長線により4分割
される領域の対角位置に局在する。
【００５６】
このコイルと薄膜構造体の上記配置の例では、次の効果も期待できる。
（1）コイルとジンバルの間に生じる形成時の残留応力による撓みと、薄膜構造体とジン
バルの間に生じる形成時の残留応力による撓みとが、ミラーと第1及び第2のトーションバ
ーにおいて打ち消し合って、撓みを生じない。また、（2）コイルに電流を印加すること
で生じる熱によってジンバルとの間に生じる熱膨張変形と、薄膜構造体とジンバルとの間
に生じる熱膨張変形とが、ミラーと第1及び第2のトーションバーにおいて打ち消し合って
、撓みを生じない。これにより、第1及び第2のトーションバーによる回転軸の位置が変化
せず、ミラーの平坦性が維持される。この模様が図 20(a)に示されている。
【００５７】
この（1）、（2）の効果により、ミラーは第1及び第2のトーションバーを回転軸として所
望の態様で角変位運動することが可能となり、可動ミラーにより光ビームを2次元に正確
に走査できる。これに対して、薄膜構造体1101、1102を形成しない場合には、残留応力及
び熱膨張変形により、図20(b)に示す如くミラーと第1及び第2のトーションバーは撓みを
生じることがある。
【００５８】
（実施形態6）
実施形態6は、本発明による光偏向器を用いた画像表示装置である画像表示装置の例であ
る。図21に本実施形態の構成を示す。本実施形態の画像表示装置では、光源変調駆動部10
01から出た変調信号1002により、直接変調光源1003の変調を行なう。ここでは、直接変調
光源1003として、赤色の半導体レーザーを用いた。直接変調光源1003は、赤色、青色、緑
色の直接変調可能な光源を用い、これらを混色光学系にて混色して用いてもよい。直接変
調光源1003から直接変調された出力光1004は、光偏向器1005の反射面に照射される。光偏
向器1005により偏向された反射光は、補正光学系1006を通って、画像表示体1007上に画像
として表示される。補正光学系1006は、共振走査による画像の歪みを補正する光学系であ
る。
【００５９】
光偏向器1005は上記実施形態による光偏向器であり、光偏向器1005を用いて出力光1004を
ラスタ走査することにより、光照射面である画像表示体1007に画像を表示することができ
る。
【００６０】
この様に、光源からの光を本発明のコンパクトな揺動体装置により偏向し、光の少なくと
も一部を光照射面上に入射させる本実施形態の画像表示装置は、コンパクトな構成を有す
る。また、低電圧で駆動でき、偏向角が大きく高精細な画像が得られる画像表示装置を実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の揺動体装置の応用例である光偏向器の実施形態1の一例を示す図である
。
【図２】図1の光偏向器の変形例を示す図である。
【図３】図1の光偏向器の実施形態1のコイルが発生する磁場方向を説明する図である。
【図４】図1の光偏向器の実施形態1の駆動電流を説明する図である。
【図５】図1の光偏向器の実施形態1の駆動方法を説明する図である。
【図６】本発明の光偏向器の実施形態2の一例を示す上面図である。
【図７】本発明の光偏向器の実施形態2の断面図である。
【図８】本発明の光偏向器の実施形態3の一例を示す下面図である。
【図９】本発明の光偏向器の実施形態3の永久磁石の配置例を示す図である。
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【図１０】本発明の光偏向器の実施形態3の永久磁石の他の配置例を示す図である。
【図１１】本発明の光偏向器の実施形態3の駆動方法の一例を説明する図である。
【図１２】本発明の光偏向器の実施形態3の駆動方法の一例を説明する図である。
【図１３】本発明の光偏向器の実施形態3の駆動電流の一例を説明する図である。
【図１４】本発明の光偏向器の実施形態3の2次元走査の一例を説明する図である。
【図１５】本発明の光偏向器の駆動回路の例を説明する図である。
【図１６】本発明の光偏向器の実施形態4の一例を示す図である。
【図１７】本発明の光偏向器の実施形態4の永久磁石の配置例を示す図である。
【図１８】本発明の光偏向器の実施形態5の一例を示す上面図である。
【図１９】本発明の光偏向器の実施形態5の断面図である。
【図２０】本発明の光偏向器の実施形態5の作用効果を説明する図である。
【図２１】本発明の光偏向器を用いた画像表示装置の一例を示す図である。
【図２２】従来例を示す図である。
【図２３】その他の従来例を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
101、505、601　　第2の揺動体（ジンバル）
102、504、602　　第1の揺動体（可動ミラー）
103、506、603　　第1のトーションスプリング
104、508、604　　支持体
105、507、605　　第2のトーションスプリング
106、107、510、606、607、609、610、1103、1104　　コイル
110、513、614　　磁場発生手段（永久磁石）
701、702、703、704　　電流印加手段（トランジスタ）
1003　　光源（直接変調光源）
1005　　揺動体装置（光偏向器）
1007　　光照射面（画像表示体）
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