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あった．また，

はじめに

を用いていたために機械的消耗が早い

という欠点も存在した．そこで

ウェハを用い，バル

現在，マイクロ光スイッチに代表されるマイクロ光デバ

クマイクロマシニングによってマイクロレンズとアクチュ

イスは，急速な市場の拡大に合わせるように次々と新しい

エータを一枚の基板上に集積化するプロセスを考案し，製

技術が発表されている．中でも，ファイバ光を

作とアクチュエータの評価を行ったので報告する．

両方

向にスキャニングすることができる２次元光スキャナは，

２次元光スキャナ

自由空間を光伝搬に用いる３次元マイクロ光スイッチ
の要素デバイスとして
期待されており，一部はすでに商品化されている

．

の多くの手法では，ミラーを傾斜させること

〈 ・ 〉 反射型の２次元光スキャナ

反射型の２次元

光スキャナを３次元光スイッチに応用する場合，その構成
は図

のように表される．ファイバから出たビームはコリ

によってビームスポットを変位させるミラー型の光スキャ

メートレンズを通り，アレイ状に配置されたマイクロミラー

ナを用いている．ミラー型光スキャナでは，低い駆動電圧

で反射する．このミラーの角度を変化させることによって，

で大きい変位角と高い精度を実現するために，様々なアク

反対側の適当なミラーに当てて，出力側のファイバへ到達

チュエータや構造が提案されてきた

〜

．しかしながら，

する．すなわち２組のマイクロミラーアレイ，コリメート

この方式の光ファイバとのアラインメントに起因するいく

レンズアレイを用いるが，この構造にはいくつかの問題が

つかの問題がある．

存在する：まず第一に，ミラーの部分で光路が２回折れ曲

そこで本研究では，マイクロレンズを用いた透過型２次
元光スキャナを，

基板を用いてモノリシックに製作す

ることを提案する．我々は，これに先立つ研究として，
ナを設計・製作している

がっているため，デバイスの配置が難しい．これは，ミラー
を用いている以上回避不可能である．また，このシステム
ではファイバのコア中心とコリメートレンズの中心の位置

を用いた透過型２次元光スキャ

合わせを要する．しかし実際には図

のように，ファイバ

．しかしながら，この方式では

のコアは製作段階において最大

程度のずれが生じて

駆動に摺動面が存在するため，位置決めの再現性に問題が

いる場合がある．その結果，コリメートレンズの透過後に
は図
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のようにビーム方向が変化し，マイクロミラーの回

転中心から外れるという問題が生じる．この問題は，光学
系の挿入損失の増大につながる恐れがある．また，ミラー
をビーム径よりも大きめに設計する必要があり，これがミ
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ラーの応答速度を遅くする要因となる．この問題は，光ファ
イバスイッチが大規模化するほど顕著になる．

レンズ型３次元光スイッチの概念図

図

提案する２次元光スキャナの構造
図

〈 ・ 〉 光学設計

反射型３次元光スイッチの概念図

レンズ型光スキャナでは，実際に

どの程度レンズを駆動すれば良いのであろうか．まず，レ
ンズの駆動距離とビームの変位との関係を導く．図

のよ

うに，レンズの焦点距離を ，入出力側のレンズ間距離を
レンズの変位を
ければ

とすると，ビーム角

がある程度小さ

と近似できるので，出力側におけるビー

ムの変位

は，

と表される．ビームの変位を決定するのは，レンズ間距
離

とレンズの変位

合わせるように

である．よって

をレンズピッチに

を制御すればよい．レンズの焦点距離

を短くすればビーム変位を大きく取れるが，必要以上に短
すぎるとレンズの球面収差が増大する．ここでは，後述する
ようにアクチュエータの発生変位等を考慮して，
図

ファイバのコア中心のずれによるビーム方
向の変化

程

度の焦点距離をもつマイクロレンズを想定している．ファイ
バとレンズの間隔を

と等しくすると，ビームは平行光と

なる．ファイバから出射した光の広がり角はおよそ
であり，レンズ操作によるビーム角の変位はそれ

〈 ・ 〉 マイクロレンズを用いた光スキャナ

そこで

以下であるから，コリメーションには問題ないと判断した．

本研究では，マイクロレンズ型の２次元光スキャナを用い
ることでこの問題を解決する手法を提案する．レンズ型３
次元光スイッチの概念図を図

に示す．この図から分かる

とおり，レンズ型の２次元光スキャナはミラー型で生じた
問題点を逆に利用した構造となっている．ファイバを出た
光は，アクチュエータで保持されたマイクロレンズに入射
される．マイクロレンズをレンズ面と平行に駆動させるこ
とにより，ビームはレンズ中心からずれた位置に入射する．
このとき，図

と同じ原理

レンズ によってビームの

図

レンズ変位によるビーム角の偏向

出射角度が変位する．従って，アクチュエータによりレン
ズ位置を調整することで，透過ビームの２次元的なスキャ
ニングが可能となる．
レンズ型光スキャナでは，ファイバのコアがずれている
場合でもオフセット調整が可能であるため，挿入損失が大
幅に改善されることが期待できる．さらに，マイクロレン
ズがコリメータ兼スキャナとして機能するため，部品点数
が減少し，また，コンポーネントが同一直線上に並ぶので
デバイスの配置が容易になる．

ビーム変位

は，入出力間距離 に比例して大きくなる

が， が長くなるとビーム径が広がるために挿入損失が大
きくなる．入力側のファイバを出たビームは，ガウシアン
ビームとしてふるまうため，収束点から
けるビーム径

は次式に従う：

離れた位置にお

基板によるマイクロレンズ光スキャナの製作

ただし，

はビームの波長，

は収束時におけるビーム

径である．

した．サスペンションは幅

この式から分かるように，収束したビームは回折により

表側厚みと等しく，

徐々に広がっていく．よって， が大きくなるにつれてビー
におけるビーム径が小さいほど，ビーム径は急

速に広がってしまう．光学シミュレーターを用いた計算に
よると，例えば直径

の収束光を

の結合長

でファイバ端面に受光すると，その結合損失は約
極めて大きくなる

と

．従ってレンズ間距離はあまり長く取

で，高さは

基板の

である．

マイクロレンズスキャナの製作

ム径は大きくなり，それにともなって損失は大きくなる．ま
た，

と

現象を考慮して，レンズに近い側のギャップ長を

〈 ・ 〉 マイクロレンズの製作プロセス

提案する光

スキャナでは，アクチュエータにマイクロレンズを作りこ
む必要がある．その製作プロセスを図

に示す．まず，フォ

トリソグラフィーによってレジストを円形にパタニング，こ
れを

に加熱したホットプレート上に

秒間乗せ，

ることができないため， を

以下に仮定すると，レ

レジストをリフロー（再融解）させる．これにより，表面張

ンズの変位

は必要になる

力で溶けたレジストが球面状になる．この際におけるレジ

は少なくとも

我々は，マイクロレ

ストの形状は，レジストの直径および高さに依存する．直

ンズをレンズ面と平行に駆動させる静電アクチュエータと

径に対して高さが低い場合は，球面状にならず逆に中心が

して，図

のような機構を考案した．すなわち，アルファ

凹んでしまう．

ベットの

を模した形状のサスペンションを，周囲に配置

〈 ・ 〉 アクチュエータの設計

した静電駆動電極によって変位させる．これにより，サス
ペンションの変位とともにレンズ位置を２次元的に変位さ
せることができる．

図
図

マイクロレンズの製作プロセス

提案する静電アクチュエータ
このままの状態でもレジストレンズとして用いることは

本研究では，サスペンションの形状を十字型にするなど
の検討も行ったが

できるが，レジストの屈折率は

と小さいため，焦点距

の干渉が大きく，また変位が

離を短くするには厚いレンズを作らなくてはならない．し

小さいといった問題が明らかになった．その点，提案する

かし，厚いレンズは球面収差が大きくなってしまうという

形状では，

問題点があり，また焦点距離を自由に決めることも困難で

，

のクロストークは

未満であり，制御

系を工夫することで抑制することが十分に可能である．ま
た，拘束されているのが一方向のサスペンションのみであ

ある．
従って，プロセスの後段において，選択性の等方性

るため，十字型に比べて変位を大きく取ることができる．

によってレジストのレンズパター

さらに，可動電極として作用するサスペンションと，そ

ンをシリコンに転写し，シリコン製のレンズを形成するこ

の周りに配置されている固定電極との間の静電ギャップに

とにした．シリコンの屈折率は

ついて改善を行った．大きな変位が必要なレンズ付近では，

ズでも焦点距離の短いレンズを作製することができる．フォ

可動範囲を確保するためにギャップ長を広く取り，それ以

トレジストとシリコンのエッチング比は，

外のところでは静電引力を大きく取れるようギャップ長を

量比を変えることで調節可能である．

と高いため，薄いレン
と

の流

の流量を増加さ

狭くした．このように，ギャップ長に傾斜をつけることに

せると

より，比較的低い電圧である程度大きい変位を期待するこ

ジストのエッチング速度が速くなる． シリコンのエッチン

とができる．

グ速度が増すと，レンズ中心部分のレジストが完全にエッ

本研究では，まずレンズの最大変位を

と考えて

設計を行った．そのため， 静電アクチュエータのプルイン
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のエッチング速度が速くなり，

を増やすとレ

チングされるまでに周囲のシリコンが多くエッチングされ
るため，厚いレンズとなる．

〈 ・ 〉 マイクロレンズの製作結果および考察

フォト

レジストは，粘性の高い厚膜加工用のレジストである
株式会社製 を用い，

で

秒間ス

ピンコーティングを行い，露光・現像を行った．レジスト
の直径はおよそ
ト厚はおよそ

で作成した．リフロー前のレジス
であった．

続いてホットプレートを用いてレジストのリフローを行っ
た．レジストパターンが形成されている
のホットプレートで

基板を，

秒間加熱してレジストをリフロー

したところ，レジストの表面張力により形状が球面状に再
構成され，レンズ頂点の高さはおよそ
リフロー前後のレジストの形状を図

となった．
製作したシリコンレンズ

図

に示す．リフロー前

後でレジストレンズの直径に変化は見られなかった．これ
より，レンズの最終形状をあらかじめ予測することが可能
になり，設計上都合が良い．
ここで

はレンズ材料の屈折率であり， はレンズ表面を

球面として含む球の半径である．
ンズ径

との関係は図

とレンズの高さ

レ

のようになるから，

と次式

より，このレンズの焦点距離は，約

図
図

と計算される．

レンズ表面を含む球体の概念図

リフロー前後におけるレジストの形状

本研究では，前節のプロセスを利用して１枚の
このレジストレンズパターンを

によってシリコン基

板上に転写した．転写後のレンズ形状を図
条件は，

の流量を

を

に示す．

基板

上にアクチュエータとマイクロレンズを集積化することを
考える．デバイス全体のプロセスを図
表側の厚みが

とした．

，絶縁層が

に示す．
，裏側が

なおエッチングのパワーを上げると，加速されたイオンに

の

よる物理的なエッチングが強く，レンズの表面が粗くなる．

真空蒸着装置でクロムと金の蒸着とパタニングを行う．こ

そこで，

に抑え，エッチング時間を

れは，最終的な駆動実験の際にワイヤーボンディングを行

時間とした．その結果，シリコンマイクロレンズ

うための層となる．このあと，レンズのパターンに重ねる

長めの

のパワーを

の高さはおよそ

となった．

レンズの焦点距離は，次の計算式から導かれる：

を用いて，表側にマイクロレンズを形成する．次に，

ように異方性

によっ

て表側のアクチュエータを製作しする．次に，レンズ部分

基板によるマイクロレンズ光スキャナの製作

中央に，

で配列した

型のパターンがアクチュエー

タである．この写真より，１つのスイッチへの配線が非常
に多くなっていることが分かる．将来的には，この

層

の上に配線用のガラス基板をボンディングして，配線をア
クチュエータとは別の層に製作することを検討している．
図

において，中心の正方形で区切られた部分はおよそ

一辺が

である．

図

図

デバイスの全体写真

デバイス全体のプロセス

の基板裏側から貫通孔を
シリコン基板は

によって形成する．裏側の
と厚いため，

してアルミニウム

のマスク材と

を用いた．最後に，フッ酸を

用いて絶縁層を除去し，レンズとアクチュエータをリリー
スする．

〈 ・ 〉 レンズスキャナの製作結果
すでに高さ

，直径

基板表面には，

のマイクロレンズが多

数存在している．そのため，当初，レジスト塗布厚の均一
性と，露光時の基板とマスクの密着性が懸念された．しか

図

レンズを含めたデバイスの拡大写真

し，レンズの表面が非常に滑らかに基板表面に連続してい
るために，レジストの塗布には問題は生じなかった．
実際に製作したアクチュエータを観察すると，幅
で設計したサスペンションがおよそ幅

まで細くなっ

なお，レンズを含まない試作デバイスを用いてアクチュ

ていた．これは，マイクロレンズの厚みの分だけマスクと基

エータの解析を行ったところ，共振周波数はおよそ

板との間に隙間が生じ，完全なコンタクト露光条件でない

とかなり良い数値が得られた．また，印加電圧に対するレ

ためである．サスペンションの幅が細くなると，変位は大き

ンズ位置の変位は図

くなる一方で構造が脆弱になり，製作時に壊れやすくなる．
また，共振周波数が下がり，スイッチング速度が低下する．
従って，サイドエッチングを考慮してサスペンション幅を

のグラフに示すとおりである．

軸方向の変位については，
た．この結果から，焦点距離
の場合，

で約

であっ

，入出力間距離

程度のビームスポット変位が得

設計する必要がある．以上のプロセスによって製作された

られる．また，

デバイスの写真を図

いが，これはサスペンションと電極の形状を変えることに
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に示す． 図

の

軸方向の変位は

軸方向に比べて小さ
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スの再設計を行い，あわせてマイクロレンズの無反射コー

フォルニア大学ロサンゼルス校客員助教授．専門

ティングなどを検討することによって，光学特性の向上を

は

図りたいと考えている．
（平成

年

月

日受付，同

文
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

献

年

月

日再受付）

の光学応用．

