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マイクロビームステアリング

ハンドヘルド機器への移行を簡素化する、
高精度な微細ビームステアリングシステム
ジェフ・クレイマー、デイビッド・ヘンダーソン
ハンドヘルド機器やポータブル機器用のビームステアリング部品は、指先ほ
どのサイズで、バッテリで動作し、ミリラジアンの精度と携帯電話レベルの
堅牢性を備え、マイクロエレクトロニクスデバイスを完全に集積する。
ビームステアリング部品は、特にレー

このような MEMS デバイスを使用

本稿では、動的スキャンが 100Hz 未

ザを搭載する多くの光学システムにお

する場合には、ビームステアリングシ

満に限定される「ポイントツーポイン

いて、不可欠な要素である。複数の回

ステム全体を小型化するために、駆動

ト」のソリューションを取り上げる。

転軸において、コリメート光源または

および制御用のエレクトロニクス部品

つまり、数キロヘルツものビデオ走査

非コリメート光源からの出力を操作す

もそれに対応して小型化することが重

レートに対応するレゾナントスキャナ

るための光学的手段としてよく使われ

要な課題となる。これに加えて、高い

を搭載する、ビデオディスプレイデバ

るものには、可動ミラー、プリズム、レ

精度と線形性を達成することと、高出

イスとは対照を成すものである。

ンズ、回折格子がある。一般的な商用

力レーザに対して非常に反射率の高い

医療分野の用途としては、診断計測、

のビームステアリング手法としては、

光学コーティングを利用できるように

細胞診、外科手術、
顕微操作などがある。

単一のミラーを動かす入れ子構造のジ

することも課題として挙げられる。

工学分野の用途としては、リモートセ

ンバル、2 個または 3 個のショートレン

完全に集積された小型の「ポイント

ンサ、光学式画像安定化（ OIS：Optical

ジの線形アクチュエータを並列に配置

ツーポイント」のビームステアリングシ

Image Stabilization）
、手ぶれ補正、ライ

して単一のミラーを傾ける高速ステア

ステムは、MEMS ベースのアプローチ

ダ、フリービームおよび光ファイバ通信、

リングミラー、直交するガルバノメー

に付随する問題を回避し、特に次のよ

3D 測定、分光法などがある。このよう

タ／ミラー・モジュールを使用する 2 ミ

うな要件を持つ、医療や工業の分野の

な用途のすべてにおいて、本当にポー

ラーシステム、光軸の周りを独立して

多くの新しい市場のニーズに対応する。

タブルな携帯型機器を実現するには、

回転する同軸光透過リズレープリズム

●

などがある。
新しいビームステアリングデバイス

●

は、MEMS（ microelectromechanical

●

1 軸または 2 軸のモーション範囲が 10°

モーションシステムを開発する際のパッ

よりも大きい

ケージ集積と部品選定において、独特

システム体積が 3cm 未満

system ）
とマイクロエレクトロニクス製

3

内部で電圧を昇圧することなくバッ
テリ電力で動作

造技術を採用して、非常に小型化され

●

電力を消費せずに位置を維持

ている。このようなデバイスとしては、

●

角度精度が絶対位置測定で 1mrad 未

それぞれ独立して 2 つの角度位置の間
で切り替えが可能な何百もの超小型ミ

●

ラーで構成されるシリコンアレイ 、液
（1）

晶光フェーズドアレイ（ OPA：optical

●

phased array ）
を採用するビームステア
リングシステム

、ジンバルを使用しな

（2）

●

い屈曲構造と静電気または磁気による
作動構造によって 2 軸で回転するシリ
コンミラー

などがある。

（3）
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●

のアプローチを採用する必要がある。

メカトロニクスモジュール：
モータ、ドライブ、センサなど
圧電機械式ドライブの最近の進歩に

満

より、非常に小さなサイズでビームス

小さな角度でのステップアンドセト

テアリングを実現する、新しい種類の

ル時間が 1ms 未満

部品が登場している。超音波圧電モー

携帯電話レベルの堅牢性を備え、現

タは、ビームステアリング用途に最適

場の温度、衝撃、湿度に対応

である。最新の圧電モータは、バッテリ

小さなサイズと簡単なシステム統合

電圧で直接動作し、サイズは数 mm 程

を実現する組み込みコントローラ

度しかない（ 4 ）。電磁アクチュエータや

高出力レーザ用に、効率の高い光学

静電アクチュエータと比べて、圧電モ

コーティングや材料が使用可能

ータはトルクが格段に高く、角度分解

能に優れ、無電力で位置を維持する。
このような新しい圧電モータを補完
するのが、圧電モータを駆動する特定
用途向け集積回路
（ ASIC：Application
Specific Integrated Circuit ）
である。こ
れらの IC は、圧電モータよりもさらに
小さく、デジタル制御によって超音波
周波数でバッテリ電圧を直接スイッチ
ングする。また、1mrad 未満の精度を
備える、超小型の ASIC 位置センサが
現在提供されている（ 5 ）。
このような超小型部品を使用して小
型ビームステアリングシステムを構築
するには、かなりの専門的知識を要す
る。アクチュエータ、ドライバ、
センサ、
機構、光学部品、高速マイクロコントロ
ーラ、組み込み閉ループファームウェ
アを集積するには、マイクロメカトロ

図 1 2 つのミラーを搭載し、圧電アクチュエータを採用するこのビームステアリングシステムは、
ガルバノメータ（「ガルバノ」）に基づく従来型のビームステアリングシステムを大幅に小型化した
ものである。

ニクス分野のシステム設計に関するス
キルと経験が必要である。それによっ
て、組み込みコントローラを搭載する
オールインワン型の集積システムが得
られ、別個のエレクトロニクス部品や、
機器のシステムプロセッサやコンピュー
タとの直接のインタフェースは不要と
なる。入力電力は 3.3 VDC で、通信と
制御には、シリアル・ペリフェラル・イ

表1

マイクロビームステアリング・モジュール・システムの比較
2 ミラー型

単一ミラー型

リズレーデバイス

θx と θy の範囲（度）

±40

±19

±6

分解能（度）

0.04

0.04

0.1

0.1°
の最短ビームステッピング時間（ ms ）

0.49

0.2

4.4

1°
の最短ビームステッピング時間（ ms ）

1.55

0.6

14

4.9

3

62

ビーム動作

10°
の最短ビームステッピング時間（ ms ）
最大ビーム直径（ mm ）

2

ンタフェース
（ SPI：Serial Peripheral In

モジュールサイズ概算（コントローラを含む）
（ mm） 20×10×10

terface ）ま た は I2 C（ Inter Integrated

モジュール体積概算（コントローラを含む）
（ cm3 ）

2

3

6

10×10×5

16（ dia. ）×15

0.5

3

Circuit ）のシリアルリンクを利用する。
動作（移動）
電力は 1W 未満で、位置の

表 1 を参照）。2 つのミラーは、直交軸

モーション範囲が最大となるが、直径

維持には電力を消費しない。消費電力

でそれぞれ独立に回転し、±40°
のビ

2mm 未満のコリメートレーザビームが

をさらに低減するために、プログラマ

ーム偏向を実現する。この設計は、電

必要となる。ミラーの反射率は選択可

ブルなスリープモードによって、スリ

磁アクチュエータを使用する従来型の

能である。アルミニウムまたは銀でコー

ープ時のミラー位置を維持する。

ガルバノメータ（「ガルバノ」）ビームス

ティングされたミラーは、350 〜 4000

テアリングシステムを、大幅に小型化

nm の波長範囲で 90% 以上の反射率を

したものである

。この小型モジュール

備える。このようなミラーの場合、レー

では、アクチュエータとして UTAF 圧

ザに損傷を与えるしきい値を超えない

2 つのミラーによる
マイクロビームステアリング

（7）

電モータを採用している。このモジュ

ように、連続波
（CW：Continuous Wave）

（New Scale Technologies）
が提供する、

ールは、体積が 2cm3 で、最も長い次

出力は 10mW を超えてはならず、
また、

2 つのミラーを用いたビームステアリン

元がレーザ光源を含めて10mmである。

パルスレーザ出力の最小パルス時間は

米ニュースケールテクノロジーズ社

グシステム

を図1に示す（仕様概要は

（6）

2 つのミラーを搭載するシステムは、

1μs 以上でなければならない。一方、
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マイクロビームステアリング

Θx
角度センサ

Θy
角度センサ
Z軸

Y軸

X軸

図 2 この単一ミラーに
よるビームステアリング
システムは、サイズが最
小で、ステップアンドセ
トル時間が最短となる。

よびパターンで、高出力レーザが集光
される（ 8 ）、（ 9 ）。
この超小型モジュールには、光軸の周
囲を独立に回転する 2 つの同軸リズレ
ープリズムが搭載されている。レーザ

5510

ビームの直径は最大 6mm まで可能で、
両方のプリズムを介して照射される。

2
A9 101
42

2
A9 101
42

各プリズムの絶対角度の組み合わせに
よって、ビームの出力方向が決まる。
この設計は本質的に細長く、光経路が
まっすぐであるため、内視鏡の挿入や
Θx

Θy
m
m
0

Θy
UTAFモータ

デュアルウェッジのリズレー構造によ
り、入射ビームをシングルウェッジス
キャンの場合の 2 倍の直径の円形領域

1

Θx
UTAFモータ

操作に理想的である。

コントローラ
（下側）

内の任意の点に導光する。まっすぐで
クリアな開口部によって、高い透過性と
シンプルな光学機械構造が実現される。

のエレクトロニクス部品はすべて、ミラ

ジンバルを採用するミラーシステムよ

までの波長で動作可能である。高出力

ーアセンブリの下の固定されたプリント

りも小型で、消費電力が低く、軽い。

CW や短パルスの用途に対しては、誘

回路基板
（PCB：Printed Circuit Board）

電体コーティングが利用できる。

に搭載される。同モジュールのサイズ

さい微細なボールベアリングガイドで

は、5×10×10mm である。

支えられている。UTAF圧電モータは、

金コーティングのミラーならば、20μm

単一ミラーによる
マイクロビームステアリング

各光学プリズムは、摩擦とぶれが小

この単一ミラーシステムは、サイズ

各プリズムの外径を摩擦駆動し、分解

が最小で、ステップアンドセトル時間

能 ±0.35°
でジッタのない、連続的な双

図 2 は、単一ミラーを用いたビーム

が最短になる。ミラー面における直径

方向回転を可能にする。

ステアリングモジュールである（仕様

が最大 3mm の非コリメートビームが使

この光透過型でインラインの光学設

概要は表を参照）。ミラー中央のすぐ

用可能である。モーション範囲は、2ミ

計は、本稿で紹介した 3 つの設計の中

下に単一のピボットポイントを持つ、

ラーシステムよりも小さい。一般的な

で最も高いレーザ出力レベルに対応

シンプルでコンパクトな設計となって

構成の場合、公称ビーム入射角は Z 軸

し、体積は 3cm3 と最も大きい。大き

いる。ミラーと同じ平面上にX 軸とY 軸

から 45°
で、反射後の出射ビームは Z

なサイズと独特の光学設計を備え、プ

があり、Z 軸はミラー面に直交している。

軸に平行となる。ミラーの反射率は、

リズム回転角度をビーム角度に非線形

2 つの UTAF モータが、互いに 90°
離

上述の 2 ミラーシステムと同様に選択

に変換するこの構造により、ステップ

れた位置に配置され、ミラーの外縁を

可能である。

アンドセトル時間も短縮される。

接線方向に駆動する。各モータによる
単一点での摩擦接触は、直交する回転
軸に制約を与えず、入れ子のジンバル
機構を備えることなく、ミラーを独立
に回転させることができる。

マイクロリズレープリズムによる
ビームステアリング

作動、検知、制御用の新しい圧電部
品とマイクロエレクトロニクス部品を、
超小型モジュールに集積し、最大限の

図 3は、リズレービームステアリング

性能と高い信頼性を実現するには、メ

モジュールである（仕様概要は表を参

カトロニクス分野の専門スキルと経験

θx と θy の軸回転は、各モータから

照）
。この設計は、内視鏡レーザメス

が必要である。それによって得られる

180°
の位置に配置された位置センサに

で用いられる。この光透過型の光学部

モジュールは、光学機器に簡単に組み

よって測定される。駆動および制御用

品によって、外科医が選択した位置お

込むことができる。この新しい種類の
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中空コア導波路

コントローラー

図 3 このマイクロリズレ
ーデバイスは、最大のレ
ーザ出力レベルに対応す
る。直行したクリアな開
口部によって高い透過性
とシンプルな光学機械構
造が実現される。

微細ボール
ベアリング
ガイド

位置センサ

リズレー
プリズムペア

UTAFモータ

小型光学機械式ビームステアリングモ

学材料とコーティングについても幅広

ジュールは、ハンドヘルド機器、ポー

い選択肢に対応する。このようなモー

タブル機器、モバイル機器の新しい応

ションシステムにより、機器設計者は、

用分野を開拓するものである。

性能を犠牲にすることなくテーブルトッ

MEMS ベースのアプローチと比べて、

プ型のシステムのサイズを縮小し、分

圧電モジュールは、エレクトロニクス

析装置を実験室だけでなく現場で使用

部品を完全に集積することで、システ

できるようにし、医療および工業分野

ム統合を簡素化するとともに、システ

における分析計測の新たな市場を切り

ム全体のサイズを縮小する。また、光

拓くことができる。

注記 …………………………………………………………………………………………………………
UTAF は、ニュースケール・テクノロジーズ社の商標。
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