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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
直線往復運動装置であって、ベースと、前記ベースに固設された直線案内レール（２）
と、前記直線案内レールに沿って直線往復運動する負荷（４）と、前記負荷（４）を駆動
するモータ（８）とを含み、前記直線往復運動装置はさらに、
前記負荷の原点位置を検出するための限界検出装置を含み、該限界検出装置は、一端が
前記負荷（４）に取付けられ、他端が前記ベースに向かって延在する止めピース（５）と
、前記ベースに取付けられ、前記止めピース（５）の運動軌道に位置する光電スイッチセ
ンサ（７）とを含み、
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記止めピース（５）の通過に適しているスロット
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を有し、前記直線往復運動装置はさらに、
変位検出装置を含み、該変位検出装置は、一端が前記負荷（４）に取付けられ、他端が
前記ベースに向かって延在する止めブロック（３）と、前記ベースに取付けられ、前記止
めブロック（３）の運動軌道に位置する差動変圧器式変位センサ（１）とを含み、前記差
動変圧器式変位センサ（１）の滑り棒が前記止めブロック（３）と正面衝突するように設
けられ、前記直線往復運動装置はさらに、
前記限界検出装置と前記変位検出装置と前記モータ（８）とに接続された制御装置とを
含む、装置。
【請求項２】
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記負荷（４）の直線往復運動の原点に位置する、
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請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記止めピース（５）を検出した場合、信号Ａを送
信し、前記制御装置は、前記信号Ａを受信した場合、リアルタイムで前記モータ（８）を
停止させる、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
前記差動変圧器式変位センサ（１）は、前記負荷（４）の位置決め領域に配置される、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記差動変圧器式変位センサ（１）は、前記止めブロック（３）が滑り棒と衝突してい
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ることを検出した場合、前記滑り棒の変位量に関連する振幅を有する信号Ｂを送信し、前
記制御装置は、前記信号Ｂを受信した場合、前記信号Ｂの振幅に従ってリアルタイムで前
記モータ（８）を線形減速させ、決められた位置に停止させるのに使用される、請求項１
に記載の装置。
【請求項６】
直線往復運動装置の位置決め制御方法であって、
前記直線往復運動装置は、ベースと、前記ベースに固設された直線案内レール（２）と
、前記直線案内レールに沿って直線往復運動する負荷（４）と、前記負荷（４）を駆動す
るモータ（８）とを含み、前記直線往復運動装置はさらに、
前記負荷の原点位置を検出するための限界検出装置を含み、該限界検出装置は、一端が
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前記負荷（４）に取付けられ、他端が前記ベースに向かって延在する止めピース（５）と
、前記ベースに取付けられ、前記止めピース（５）の運動軌道に位置する光電スイッチセ
ンサ（７）とを含み、
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記止めピース（５）の通過に適しているスロット
を有し、前記直線往復運動装置はさらに、
変位検出装置を含み、該変位検出装置は、一端が前記負荷（４）に取付けられ、他端が
前記ベースに向かって延在する止めブロック（３）と、前記ベースに取付けられ、前記止
めブロック（３）の運動軌道に位置する差動変圧器式変位センサ（１）とを含み、前記差
動変圧器式変位センサ（１）の滑り棒が前記止めブロック（３）と正面衝突するように設
けられ、前記直線往復運動装置はさらに、

30

前記限界検出装置と前記変位検出装置と前記モータ（８）とに接続された制御装置を含
み、
前記制御装置は、前記限界検出装置からの位置検出結果および前記変位検出装置からの
変位検出結果に従って、前記モータ（８）の動作を制御する、方法。
【請求項７】
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記負荷（４）の直線往復運動の原点に位置し、
前記光電スイッチセンサ（７）は、前記止めピース（５）を検測した場合、信号Ａを送
信し、
前記制御装置は、前記信号Ａを受信した場合、前記モータ（８）をリアルタイムで停止
させるのに使用される、請求項６に記載の方法。
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【請求項８】
前記差動変圧器式変位センサ（１）は、前記負荷（４）の位置決め領域に配置され、
前記差動変圧器式変位センサ（１）は、前記止めブロック（３）が滑り棒と衝突してい
ることを検出した場合、前記滑り棒の変位量に関連する振幅を有する信号Ｂを送信し、
前記制御装置は、前記信号Ｂを受信した場合、前記信号Ｂの振幅に従って前記モータ（
８）をリアルタイムで線形減速させ、決められた位置に停止させるのに使用される、請求
項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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発明の分野
本発明は、自動制御分野に関し、より詳しくは、直線往復運動装置およびその制御方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
直線運動制御は、ＣＮＣマシンツール、インクジェットプリンタ、およびデジタル印刷
装置などのさまざまな工業自動装置において広く応用されている。直線往復運動中、伝動
システムの機械構造による誤差および原点検出装置による測定偏差により、往復運動の位
置決めに誤差が生じる。この問題を解決するために、関連技術は、以下の方法を使用した
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。１）移動体にグレーティングスケールを取付けることにより、移動体の位置を精確に検
出し、制御装置は、グレーティングスケールからフィードバックされた移動体の位置信号
に基づいて判断処理を行い、往復運動の位置決めを実現する。２）伝動システムにより回
転運動を直線運動に変換し、駆動軸に回転エンコーダまたは回転変圧器を取付け、制御装
置は、回転エンコーダまたは回転変圧器からフィードバックされた移動体の位置信号に基
づいて判断処理を行い、往復運動の位置決めを実現する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
方法１は、グレーティングスケールが高価であるため、普及が困難であり、また、方法
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２は、位置決め精度が原点検出装置の測定偏差に影響されるため、まだ不十分であること
を、本願発明者は発見した。
【０００４】
発明の概要
本発明の目的は、直線往復運動装置の位置決め精度における問題を解決するために、直
線往復運動装置およびその位置決め制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の一実施形態において、直線往復運動装置が提供される。直線往復運動装置は、
ベースと、ベースに固設された直線案内レールと、直線案内レールに沿って直線往復運動
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する負荷と、負荷を駆動するモータとを含み、さらに、負荷の原点位置を検出するための
限界検出装置と、負荷の位置決め領域における相対変位量を検出するための変位検出装置
と、限界検出装置と変位検出装置とモータとに接続された制御装置とを含む。
【０００６】
本発明の一実施形態において、直線往復運動装置の位置決め制御方法が提供される。直
線往復運動装置は、ベースと、ベースに固設された直線案内レールと、直線案内レールに
沿って直線往復運動する負荷と、負荷を駆動するモータとを含み、さらに、負荷の原点位
置を検出するための限界検出装置と、負荷の位置決め領域における相対変位量を検出する
ための変位検出装置と、限界検出装置と変位検出装置とモータとに接続された制御装置と
を含む。この方法において、制御装置は、限界検出装置からの位置検出結果および変位検

40

出装置からの変位検出結果に従って、モータの動作を制御する。
【０００７】
本発明の実施形態による直線往復運動装置およびその位置決め制御方法は、限界検出装
置および変位検出装置を用いて位置決めを制御するため、現在の位置決め制御の高コスト
または低精度を克服し、より低いコストでより高い精度の位置決めを実現した。
【０００８】
図面は、本発明をさらに説明するために用いられるものであって、本願の一部を形成す
る。本発明の例示的な実施形態およびその記載は、本発明を説明するために用いられるも
のであって、本発明を不適切に制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る直線往復運動装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
好ましい実施形態の詳細な説明
以下、実施形態とともに、図面を参照しながら、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
図１は、本発明の一実施形態に係る直線往復運動装置を示す図である。直線往復運動装
置は、ベース（すなわち、取付けベースプレート）と、ベースに固設された直線案内レー
ル２と、直線案内レールに沿って直線往復運動する負荷４と、負荷４を駆動するモータ８
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とを含む。モータ８は、たとえば、ステッピングモータであって、ダイヤフラム形軸継手
を介してボールねじ６と接続し、ボールねじ６により形成された伝動システムを駆動する
。伝動システムは、負荷４を直線案内レール２に沿って往復運動するように駆動する。直
線往復運動装置はさらに、負荷の原点位置を検出するための限界検出装置と、負荷の位置
決め領域における相対変位量を検出するための変位検出装置と、限界検出装置と変位検出
装置とモータ８とに接続された制御装置（図示せず）とを含む。
【００１２】
本発明の一実施形態において、直線往復運動装置の位置決め制御方法が提供される。こ
の方法において、制御装置は、限界検出装置からの位置検出結果および変位検出装置から
の変位検出結果に従って、モータ８の動作を制御する。
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【００１３】
関連技術は、グレーティングスケールを用いて位置決めを制御するが、コストが高すぎ
、また回転エンコーダまたは回転変圧器を用いて位置決めを制御するが、精度の偏差が大
きい。本実施形態において、位置決めは、限界検出装置および変位検出装置を用いて制御
される。限界検出装置および変位検出装置のコストがグレーティングスケールにより低い
ので、現在の技術による位置決め制御の高コストという問題は克服された。限界検出装置
および変位検出装置の検出精度がより高いので、本実施形態はより低いコストでより高い
精度の位置決めを実現した。
【００１４】
好ましくは、図１に示すように、限界検出装置は、一端が負荷４に取付けられ、他端が
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ベースに向かって延在する止めピース５と、ベースに取付けられ、止めピース５の運動軌
道に位置する光電スイッチセンサ７とを含み、光電スイッチセンサ７は、止めピース５の
通過に適しているスロットを有する。このスロット式光電スイッチセンサの感度を保証す
るために、整形回路または増幅回路をスロット式光電スイッチセンサに設ける。
【００１５】
好ましくは、図１に示すように、光電スイッチセンサ７は、負荷４の直線往復運動の原
点に位置する。この原点位置は、負荷の運動開始位置である。
【００１６】
伝動システムの負荷に設けられた止めピース５が光電スイッチセンサ７を通過すると、
光電スイッチセンサ７を作動させることができる。光電スイッチセンサ７は止めピース５
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を検出した場合、信号Ａを発信する。制御装置は、信号Ａを受信した場合、伝動システム
の負荷が有効行程外に出ないようにモータをリアルタイムで停止させる。
【００１７】
好ましくは、図１に示すように、変位検出装置は、一端が負荷４に取付けられ、他端が
ベースに向かって延在する止めブロック３と、ベースに取付けられ、止めブロック３の運
動軌道に位置する差動変圧器式変位センサ１とを含み、差動変圧器式変位センサ１の滑り
棒が止めブロック３と正面衝突するように設けられる。位置決めの精度を向上させるため
に、高精度の差動変圧器式変位センサを使用してもよい。この差動変圧器式変位センサは
、内蔵された２つの二次コイルを逆直列接続することによって、センサの精度を増強し、
直線性を改良する。
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【００１８】
好ましくは、図１に示すように、差動変圧器式変位センサ１は、負荷４の位置決め領域
に配置される。この位置決め領域において決められた位置は、負荷の運動到達位置である
。
【００１９】
伝動システムの負荷に設けられた止めブロック３が差動変圧器式変位センサ１の滑り棒
と衝突すると、滑り棒が自由自在に移動するように押付けられ、よって、差動変圧器式変
位センサ１を作動させることができる。差動変圧器式変位センサ１は、止めブロック３が
滑り棒と衝突していることを検出した場合、滑り棒の変位量に関連する振幅を有する信号
Ｂ（すなわち、信号Ｂは線形相関電圧アナログ信号である）を送信する。制御装置は、信
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号Ｂを受信すると、信号Ｂの振幅に従ってリアルタイムでモータ８を線形減速させ、決め
られた位置に停止させ、すなわち、高精度の往復運動位置決めを実現する。
【００２０】
以上の実施形態によれば、伝動システムの負荷４が光電スイッチセンサ７に向かって移
動するとき、光電スイッチセンサ７が止めピース５を検出し、それに対応する電気信号（
すなわち、信号Ａ）を発信する。往復運動制御装置は、伝動システムのモータ８をすぐに
停止するように制御する。伝動システムの負荷４が光電スイッチセンサ７から位置決め領
域に向かって移動するとき、以下のステップを用いて、往復運動の高精度の位置決め処理
を実現する。ａ）往復運動制御装置は、伝動システムのモータ８を制御し、動作速度まで
線形加速し、伝動を安定して運行させる。ｂ）その後、伝動システムの負荷４に取付けら
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れた止めブロック３が差動変圧器式変位センサ１の滑り棒を自由自在に移動するように押
付けるとき、センサは電圧アナログ信号（すなわち、信号Ｂ）を出力し、制御装置はその
電圧アナログ信号に基づき、伝動システムのモータ８を線形減速する。ｃ）最後に、伝動
システムの負荷が決められた位置に到達すると、変位検出装置１は、決められた位置に対
応する電圧アナログ信号を出力し、往復運動制御装置は、その電圧アナログ信号に基づき
、伝動システムのモータ８を精確に停止するように制御する。
【００２１】
好ましくは、上記実施形態に係る本発明の直線往復運動装置は、ＣＮＣマシンツール、
インクジェットプリンタ、およびデジタル印刷装置などのさまざまな工業自動装置であっ
てもよい。たとえば、上記実施形態に係る本発明の直線往復運動装置は、印刷装置であり
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、負荷４は印字ヘッドである。
【００２２】
以上の記載によれば、本発明の上記実施形態は、伝動システムを安定して往復運動させ
るとともに、往復運動の高精度の位置決め処理を実現することが分かる。関連技術に比べ
て、本発明の装置は、構造が簡単で、コスト効率が高く、往復運動の高精度の位置決めを
適宜実現することができ、したがって、広く応用することができ、普及し易いなどの利点
を有する。
【００２３】
本発明は、好ましい実施形態によって説明されたが、これらは決して本発明を限定する
ものではなく、本発明に変更や修正を加えることがが可能であることは当業者には明らか
である。したがって、このような修正、均等置換えおよび変更は、本発明によって保護さ
れ、本発明の主旨および内容に含まれることが意図される。
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