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.photonics products
振動制御

　ヘキサポッドは、テストプラットフ
ォームのベースに対する相対位置を6
自由度（6DoF：six Degrees of Free
dom）で制御するためのシンプルで優
れた手段である。ここで、可動プラッ
トフォームと固定ベースが正三角形で
あるとすると、典型的なヘキサポッド
は八面体に似た構造で、側面の6つの
辺は長さが延長可能で、上面と底面の
3つの辺は固定である（ただし、実際の
ヘキサポッドの中には、八面体でない
ものも存在する）。
　これにより、機械エンジニアが静定
構造と呼ぶ構造が形作られる。この構
造は、他のコンポーネントに応力を加
えることなく形状や位置を変えること
により、支柱（実際には直線形のアク
チュエータ）の長さの変化に自動的に
適応することができる。さまざまなア
クチュエータ長の変化を適切に計算す
ることにより、テストプラットフォー
ムを、x、y、z、θ x、θ y、θ z の軸方
向に、個別または同時に移動させるこ
とができる。このモーションは複雑で
あるため、通常はコンピュータソフト
ウエアによって調整される。直線形ア
クチュエータの精度に応じて、ヘキサ
ポッドの精度はナノメートルレベルに
も及ぶ。
　スチュワートプラットフォームとも
呼ばれるヘキサポッドは、科学や産業
の分野の多くの高精度光学部品の設定

において重要な役割を担う。本稿では、
提供されているヘキサポッド製品のう
ちのほんの一部しか紹介できないが、
現在提供されているものを代表する例
を取り上げたいと思う。また、本稿で
取り上げるすべてのメーカーが、要求
に応じてカスタムメイドのヘキサポッド
を製造していることにも言及しておく。

ヘキサポッドの定義
　ヘキサポッドは、さまざまなサイズ
とレンジで製造されている。米フィジ
ック・インスツルメンテ社（PI：Physik 
Instrumente）のマーケティング担当副
社長を務めるステファン・フォルンドラ
ン氏（Stefan Vorndran）によると、PI
社は1990年代初頭に、ハワイの天体
望遠鏡用の高精度ヘキサポッド・モー 
ション・プラットフォームの設計に着手し
たという。PI社は現在、0.5 ～ 2000kg
の荷重に対応する、ヘキサポッドとそ
れに関連する6軸並行モーションシス
テムを製造しており、モデルとバリエー
ションは100種類を超える。フォルン
ドラン氏は、「すべてのタイプがサブ
ミクロンの精度を備え、なかにはナノ
メートル精度を達成するものもある。
ヘキサポッドを使用するほとんどの用
途で、非常に高い安定性と精度による
高速なステップとセトリング（高精度
ポジショニング・ヘキサポッド）が求め
られ、さらに連続的な高速モーション

を必要とするもの（モーション・ヘキサポ
ッド）もある」と述べる。
　ブラシレス・サーボモーター、リニア
モーター、圧電リニアモーター、ステ
ッパモーターがヘキサポッドで使用可
能だと、フォルンドラン氏は説明した。
ブラシレスモーターは、高いダイナミ
クスと、24時間年中無休で稼働する
場合に重要な長い寿命を備える。リニ
アモーターは最も高速だが、サイズに
対して力が比較的弱い。圧電モーター
は、サブナノメートルの分解能と自己
ロック機能を備えるので、真空や非磁
性の用途に適している。
　動力伝達には、ボールねじ、ローラ
ーねじ、親ねじ、ダイレクトドライブ

（リニアモーター）システムが使用され
る。ローラーねじは最も剛性が高く自
己ロック式であるのに対し、ボールね
じはコストと速度の適切なバランスが
とれている。
　屈曲ジョイント（摩擦、遊び、摩耗
がない）は、高速モーション・ヘキサポ
ッドや超高精度ヘキサポッドなど、低
荷重の用途で使用されるとフォルンド
ラン氏は述べた。より高い荷重に対す
る頑健性が求められる場合は、zオフ
セットを持つカルダンジョイント（ユニ
バーサルジョイント：自在継手）が、剛
性と向きに依存しない性能を最良の組
み合わせで備えるが、オフセットジオ
メトリを処理するためのより高度な制
御アルゴリズムが必要になる（正確で
スムーズな6軸経路計画のために、毎
秒数百万回の演算が実行可能な高速コ
ントローラが必要であることを意味す
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ヘキサポッドは、高精度、高正確度、高耐荷重のバージョンが提供されており、
組み立て、シミュレーション、振動絶縁（防振）など、さまざまな処理に向け
た光学部品のアライメントに用いられている。

6軸で正確な位置決めを行う
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る）。フォルンドラン氏によると、ボー
ルジョイントは良い選択肢のように見
えるかもしれないが、剛性が低く向き
に依存するので、ほとんどの用途で推
奨されないという。
　一例としてPI社の小型ヘキサポッド

「H811.i2」は、5nmの分解能、34×
32×13mmのxyz 軸移動量、20×20×
41°の角度移動量を備え、20mm/秒の
最大速度で5kgの荷重を積載できる。ブ
ラシレス・サーボモーターと低摩擦のボー
ルねじが採用されている。ターゲット用
途は、光学レンズやファイバのアライメン
トと、シリコンフォトニクス（SiP）製造で
ある。H811モデルには、EtherCAT
対応のコントローラが搭載されてお
り、すべての座標変換を内部で処理す
る他、ユーザープログラム可能なピボ
ットポイント（回転中心）と、異なるツ
ール／加工対象物座標系の計算を行
う。光パワーメーターなどの外部計測
器に対する高速入力や、ファームウェ
アベースの高速アライメントルーチンに
よって、自動アライメント処理の高速
化が図られている。
　SiPデバイスのテストとパッケージン
グには、ナノスケールのアライメント
が必要だが、視覚的または機械的な基
準を使用して実行することはできな
い。光学スループットそのものを最適
化しなければならないためである。SiP
には、入出力が相互に作用する複数の
並列光学経路が設けられる場合が多
く、経済的および物理的な理由から、
そのすべてを同時に最適化する必要が
ある。サイズの制約もあるので、アラ
イメント装置はできるだけ小さくなけ
ればならない。メカニクス、コントロ
ーラ、ソフトウエアが組み合わされた
H811のような、コンパクトで低慣性
の6DoFモーションシステムの能力は、
SiP製造を平面テストからパッケージ

ングまで進める上でカギを握ると、フ
ォルンドラン氏は述べる（図1）。

ヘキサポッドの多数の機能
　ヘキサポッドは、高精度モーション
デバイスとして複数の機能を備える。
米ムーグCSA社（Moog CSA）は、高
精度ポジショニング、高周波モーショ
ンシミュレーション、振動絶縁の3つ
の主な用途を対象に、ヘキサポッドや
その他の多自由度モーション制御シス
テムを製造していると、同社のヘキサ
ポッド製品マネージャーを務めるライ
アン・スニード氏（Ryan Sneed）は説明
した。
　高精度ポジショニング用ヘキサポッ
ドは、モーター駆動のローラーねじア
クチュエータを一般的に使用して、準
静的な位置決めや低速トラッキングを
行い、1μmと1μrad以上の分解能を
達成することができる。ペイロードは、
小さなセンサから大規模な地上望遠鏡
用の5000kgのミラーまで、多岐にわ
たるとスニード氏は述べた。モーショ
ンシミュレーション用ヘキサポッドは、

ボイスコイルアクチュエータを搭載し、
最大数百Hzの周波数成分を持つモー
ションプロファイルと外乱プロファイ
ルを作成する。振動絶縁用ヘキサポッ
ドは、ほぼ摩擦のない空気ベアリング
を備える空圧式支柱に基づき、レーザ
と光学システムのベース外乱からの振
動レベルを低減するために使用され
る。絶縁に一般的に用いられるソフト
な機械式ばねに、重力によるたるみを
生じさせることなく、ターゲットとす
る周波数範囲全体にわたって60dBの
絶縁性を達成することができる。
　スニード氏は、高周波モーションシ
ミュレーション用ヘキサポッドの例と
して、光学部品やフォトニクス部品の
一連の重要な用途に対応する、ムーグ
社の「HXM350」を挙げた。ボイスコ
イルアクチュエータにより、最大180 
kgのペイロードに対応し、±2.5°のテ
ィップ／ティルト回転範囲、±251mm
と±11mmの横方向／縦方向移動範
囲を達成する。プラットフォームベー
スのリアルタイムな制御により、アク
チュエータ軸のみに対する限られた制
御ではなく、ヘキサポッドの個々の軸
を制御システムによってチューニング
することができる。反射メモリインタ
フェースにより、高周波外乱によって
飛行時のジッタ条件を再現する、HIL

（Hardware In the Loop）のミサイル
追尾コシミュレーション用の高速なデ
ータ転送が可能である。
　またHXM350は、衛星光学センサ
用に、6DoFの軌道上振動環境のシミ
ュレーションも行う。従来の加振機シ
ステムは、一度に1つの直線軸のモー
ションに限定されていた（図2）。スニ
ード氏によると、カメラの手ぶれ補正
アルゴリズムのテストや、製品完全性
の検証などの用途にも、この技術が適
用できるという。
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図1　PI社の高速マルチチャネルフォトニク
スアライメント（FMPA：Fast Multi chan
nel Photonics Alignment）用小型ヘキサ
ポッド「H811」2台が、米カスケード・マ
イクロテック（Cascade Microtech）社のシ
リコンフォトニクス・ウエハプローバ上に配置
されている。（提供：カスケード・マイクロテッ
ク 社、 現 在 は 米 フ ォ ー ム フ ァ ク タ 社
[FormFactor]傘下）
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高い熱安定性
　仏シメ卜リー社（Symétrie）は、高
精度な位置決めとダイナミックなモー
ションが可能な、高さが68mm ～ 4m
のヘキサポッドを製造していると、シ
メ卜リー社のマーケティングおよびセ
ールスマネージャーを務めるアンヌ・デ
ュゲ氏（Anne Duget）は述べた。同氏
によると、高精度ポジショニングシス
テムは、サブミクロン分解能で、ミラ
ーや試料をビームラインに合わせた
り、ミラーを衛星や望遠鏡に合わせた
りするために使用され、モーションシ
ステムは、船、トラック、戦車、航空
機のモーションをシミュレーションし、
最大速度2m/s、加速度4gの環境に搭
載される予定の電気光学システムのテ
ストに使用されるという。ペイロード
は、数gから数十トンまでさまざまだ
という。「ヘキサポッドには6個のアク
チュエータが搭載されているので、簡単
にペイロードをそれらの間で分散させる
ことができる」とデュゲ氏は述べた。
　シメ卜リー社の「ZONDA」という
高性能ヘキサポッドは、高精度、高荷
重、長い移動量を必要とする用途に対
応すると、デュゲ氏は述べた。最大
400kgのペイロードを50nmの分解能
で配置するように設計されており、x 軸
とy 軸の移動量は400mm、z 軸の移動
量は300mm、θx、θ y、θ z 軸の移動
量は40°である。高い熱安定性は、イ
ンバー材、リニアアブソリュートエンコ
ーダ、そして「特に堅固なジョイント」
を採用しているからだと、デュゲ氏は
付け加えた。インバーは、熱膨張係数
が1μm/m/°Cで、鋼鉄（11μm/m/°C）
やアルミニウム（23μm/m/°C）と比べ
て非常に低い。
　「ZONDAヘキサポッドは、真空室
や無菌室でも使用できる。宇宙用光学
計測器の校正（独エアバス・ディフェン

ス・アンド・スペース社[Airbus Defence 
and Space]、仏バーティン・テクノロジ
ーズ社[Bertin Technologies]、ベルギ
ーのリエージュ宇宙センター [Lie ge 
Space Center]、独OHBシステムズ社
[OHB Systems AG、図3]、仏タレス・
アレーニア・スペース社[Thales Alenia 
Space]など）や、ミラーや試料のビー
ムラインとのアライメント（欧州シン
クロトロン放射光研究所[European 
Synchrotron Radiation Facility]など）
によく使われる」と、デュゲ氏は述べた。

パラレルキネマティクス
　独スマーアクト社（SmarAct）が提供
する、ヘキサポッドに似たプラットフ
ォーム「SmarPod」は、ポジショナが
パラレルキネマティック構造に配置さ
れており、3つのx y テーブルにグルー
プ化された6つのリニアステージを持
つ。各xyテーブルの上には、傾斜し
たパッシブガイドウェイがキネマティ
ックなボールジョイントに接続されて
おり、ボールジョイントはSmarPodの
上板に固定されていると、同社の最高
経営責任者（CEO）を務めるジョージ・
ミゲル氏（Jorge Miguel）は説明した。
各テーブルのxy座標の位置が変わる
と、各ボールジョイントのx y z 座標の
位置が移動し、上板の線形座標と角座
標が変わるという。
　非磁性材料、高真空（106mbar）、
超高真空（1011mbar）などのオプショ
ンがある。個々のリニアステージの分
解 能（1nm）と再 現 性（±25nm）は、
全体で1nmと1μradの線形分解能お
よび角分解能と、±200nmの上板位
置の双方向再現性に相当する。その他
の仕様としては、最大速度が20mm/s、
標準耐荷重が5 ～ 10Nで、異なる向
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図２　ムーグCSA社の「HXM350」は、
モーションシミュレーション用ヘキサポッド
で、衛星光学センサ用に、6DoFの軌道上振
動環境のシミュレーションを行うことができ
る。（提供：ムーグCSA社）

図３　シメトリー社の「ZONDA」ヘキサポッドは、インバー材とリニアアブソリュートエンコー
ダの採用によって、高い熱安定性が実現されており、宇宙用光学計測器の校正によく使われる。
写真は、OHBシステムズ社向けに開発した製品である。OHB社はEnMAPの主契約業者として、
ドイツ航空宇宙センター（DLR：German Aerospace Center）と契約し、独経済エネルギー省

（German Ministry for Economic Affairs and Energy）の助成を受けている（整理番号：50 
EP 0801）。（提供：シメトリー社）



きで使用できること（上下逆、可変）な
どがある。
　SmarPodのMCSまたはMCS2コン
トローラは、ユーザーが指定した上板
の所望の目標位置から、6つのリニア
ポジショナの個々の位置への、コンピ
ュータ計算によるパラレルキネマティ
ック変換を送信する。LabVIEWおよ
びC++のドライバに加え、スマーアク
ト社独自の制御GUI（Graphical User 
Interface）が提供されている。
　円筒対称構造のSmarPodにおいて、
6つのリニアステージは、システムの
周囲に120°間隔で対称的に配置され
た3つのxyテーブルにグループ化され
ている。標準的な移動範囲はモデルに
よって異なるが、「SmarPod 110.45」
の場合で、±10mm（x y）、±5mm（z）、
±10°（θx とθ y）、±20°（θ z）である。
パラレルSmarPodには、長めのリニ
アステージ（x 軸とy 軸に沿ってそれぞ
れ3つ）が並列に配置されており、2つ
一組に結合されて、対応するボールジ
ョイントの位置決めを行う。これによ
り、x とy の両方向の線形移動範囲が
増加する。「SmarPod PSLL」は、x

軸方向の移動範囲が最大1200mmと
非常に長くなるように設計されてお
り、3つのx 軸アクチュエータは、1本
のレール上の台車になっている。これ
は、複数のステップからなる動作を並
列に実行する場合に特に有効だと、ミ
ゲル氏は述べた。
　「SmarPod 110.45は、コンパクトで
多機能な6DoFのキネマティックプラ
ットフォームで、光学およびフォトニ
クスの用途に特に適している」とミゲ
ル氏は述べた。「当社のスティックス
リップ圧電モーター技術と高分解能エ
ンコーダを、個々のポジショナに搭載
することにより、数十mm/度の移動
範囲で1nm/1μradの分解能を達成す

る。サイズがコンパクトなので、山登
り法（HC：Hill Climbing）アルゴリズム
を使用して自動アライメント操作を実
行したり、空間的に制約のある環境で
複数の方向を走査したりできる。また、
回転の中心を自由に選択して、例えば、
光ファイバの先端やコリメートレンズ
に配置できるというのは、エミッタと
検出器の間の最適な多次元配置を最小
限の時間で決定する必要のある、オプ
トエレクトロニクスの用途においてき
わめて重要な機能である」（ミゲル氏）。
　ミゲル氏によると、SmarPod 110.45
は、スマーアクト社の多数の微細組立
ステーションにおいて、中核的な要素
として採用されているという。例えば、
同社の速軸コリメーション（FAC：Fast 
Axis Collimation）レンズ・アライメン
トステーションでは、FACレンズをト
レイから取り上げてレーザバーの前に
配置するグリッパとともにこれが使用
されている。SmarPodは、そのレンズ
の位置を6DoFの全方向にアクティブ
に調整し、最適な状態になるまでアラ
イメント指標（近傍界／遠方界ビーム
プロファイルや強度、コリメーション
など）を最適化する。UV硬化接着剤
やUVダイオードを使用して、レンズ
をレーザバーに固定し、硬化過程がア

ライメントに影響を与えないようにす
る。「このシステムに、付属のピック
アンドプレイス・ステージやグリッパを
組み合わせることにより、オペレータ
ーの監視を最小限に抑えた、完全な微
細組立製造ラインを構成することがで
きる」とミゲル氏は述べた。

ハイブリッド型ヘキサポッド
　米アリオ社（ALIO）は、18年前に圧
電モーターを使った従来型のヘキサポ
ッドの製造を開始した。およそ5年前
には、「Hybrid Hexapod」（HH）と呼
ぶものを設計して構築した。同社の創
設者でCEOのC・ウィリアム・ヘネシー
氏（C.William Hennessey）によると、
多数の特許技術が採用されているとい
う。HHは、リニアモーター・トライポ
ッドをナノ精度のリニアxyモーショ
ンシステム上に搭載することによって
5軸モーションに対応するが、回転テ
ーブルの追加によって6軸モーション
に対応することもできる（図4）。移動
範囲は10mmから数メートルまで拡張
できるように設計されている。
　「欧州の従来のヘキサポッドには数
ミクロンの遊びがある。ヘキサポッド
の脚には動きごとに圧縮力と引張力が
かかるので、そのことを精度仕様に記
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図４　（a）はアリオ社の「Hybrid Hexapod」。（b）はHybrid Hexapodの6自由度のモーショ
ンを示している。（提供：アリオ社）



.photonics products 振動制御

載するべきなのに記載されていない。
ALIO HHは、動作ゾーンの全領域で
100nmの3D精度を備える。従来のヘ
キサポッドは数百ミクロン（ナノメート
ルにも達しない）で、データシートから
判断して、それはz軸の単方向モーショ
ンのみに対する値である」とヘネシー氏
は説明した。HHは、10mmから1m以
上にまで拡張可能である。動作ゾーン内
の 標 準 的 な3Dポイント再 現 性 は、
100nm未満だとヘネシー氏は述べた。
　応用分野についてヘネシー氏は、
4Kレンズ（4K解像度カメラのレンズ）
の組み立てを、HHの高精度組み立て
に対する能力が発揮される適例として
挙げた。「ハイエンドな4Kレンズと将
来の5Kレンズに対応できる、唯一の
モーションシステムといえるかもしれ
ない。5K解像度にはさらに高い精度
が必要になるためだ。アリオ社の能力
が特に発揮されるのは、5Kレンズの
パイプライン処理で、それを実現でき
る高精度プラットフォームはHHしか
ない。5Kが主流にならない理由の1つ
は、メーカーが4Kに使われていた古
いモーションシステムでそれを実装し
ようとしているからだと私は思う」（ヘ
ネシー氏）。
　4Kレンズには精密な湾曲レンズが
あり、それをCCDにボンディングする
必要があると、ヘネシー氏は説明した。

「ALIO HHは、レンズと同じカーブで
正確に回転するために必要な、精度と
工具中心点（TCP：Tool Center Point）
のプログラミングによって、最適な組
み立てを検索し、TCP精度でボンディ
ング点に移動し、座標系を変えてパス
に沿ったボンディングモーションを実
行する。欧州で製造されているヘキサ
ポッドは、座標系を変更するための
TCPが欠けている。そのため、一度に
1軸ずつという不規則なモーションで

ボンディング点に移動するので、不正
確なボンディング位置によって、デバ
イスが破損したり、歩留まりが低下し
たりする可能性がある」（ヘネシー氏）。
　ヘキサポッドの誤差は、各軸に対し
て加算される。ヘネシー氏によると、
HHの場合、x 軸方向のモーションは、
6軸すべてではなく1軸の1つの誤差し
か生成しないので、プログラム可能な
パスモーションや、最良の位置への後
戻りによって、どの5軸または6軸モ
ーションプラットフォームよりも数ケ
タ高い精度を達成するという。1つの
プログラムで複数のTCPを扱うという
問題は、レンズとCCDの組み立てと
同様に、ナノメートル精度でシームレ
スに解決することができる。

ポインティング用途に適した
ヘキサポッド
　米エアロテック社（Aerotech）のヘ
キサポッドは、6DoFの位置決めが可
能で、2つのサイズで提供されている。
大きいほうのモデル（HexGen HEX 
500350H）は最大200kg、小さいほう
のモデル（HexGen HEX300230HL）
は最大45kgの荷重に対応すると、エ
アロテック社の事業開発マネージャー
を務めるR. J.・ハート氏（R. J. Hardt）
は述べた。どちらも、ベアリングとボ
ールねじがあらかじめ取り付けられた
6本の独立した支柱によって作動する。
小さいモデルは、線形移動量110mm、
角度移動量40°で、最小移動単位はx、y、
z軸方向に20nm、θx、θy、θz 軸方向
に0.2μradである。大きいモデルは、線
形移動量60mm、角度移動量30°で、最
小移動単位はx、y、z 軸方向に20nm、
θx、θy、θz 軸方向に0.2μradである。
　「HEX500350HLは、X線回折、セ
ンサのテスト、強い力でのデバイス操
作などの用途に適している。ブラシレ

スでスロットレスのACサーボモーター
によって、デバイスの寿命と性能の最
大化が図られている。サーボモーター
を、アクチュエータのボールねじに直接
結合することで、ベルトやギヤヘッドや
規格準拠の継手を採用する競合設計よ
りも、高い駆動剛性およびポジショニン
グ精度と、優れた最小移動単位が実現
されている。支柱のピボットジョイント
は、低摩擦で高剛性になるように設計
されている」とハート氏は述べた。
　ハート氏によると、HEX500350HL
は、センサデバイスをテストする際の
ポインティング用途向けに特に設計さ
れたものだという。ヘキサポッドによ
って、センサを搭載する長さ1mのタ
ンジェントアームの位置決めを行う必
要があった。したがって対象点は、ヘ
キサポッドの可動プラットフォームか
ら1m離れていた。エアロテック社の
モーションコントローラ、キャリブレ
ーション技術、キネマティック・ツール
ポイント・コマンドを使用して、対象
点においてわずか数ミクロンの精度で
センサの操作が行われる。ハート氏に
よると、この手法を採用しない場合は、
はるかに複雑で、おそらくはより高額
な、シリアルキネマティックシステム
を導入せざるを得ないという。

汎用型ヘキサポッド
　米ニューポート社（Newport）のヘキ
サポッドは、高精度、高正確度、高耐
荷重という3つのファミリに大きく分
類される。高精度版は、軽量かつ堅固
で可動ケーブルがなく、高正確度版は、
軸モーション時のx、y、z の精度と、
ピッチとヨーの偏差が保証される。高
耐荷重版は、中心耐荷重が最大450kg
で、長い範囲を高速に移動する。同社
はコントローラと、真空対応のヘキサ
ポッドも製造している。
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