
JP 5829736 B2 2015.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　このハウジングに取り付けられた電動モータと、
　この電動モータの回転力をモータ軸を介して伝達する減速機構と、
　この減速機構を介して前記電動モータの回転運動を駆動軸の軸方向の直線運動に変換す
るボールねじ機構と、
　このボールねじ機構が、前記駆動軸と一体に構成されたねじ軸と、
　このねじ軸に多数のボールを介して外挿されると共に、前記電動モータの回転運動が前
記減速機構を介して伝達され、前記ハウジングに装着された転がり軸受を介して回転可能
に、かつ軸方向移動不可に支持されたナットとで構成され、
　前記駆動軸の位置検出をするポテンショメータとを備えた電動アクチュエータにおいて
、
　前記ハウジングが、第１のハウジングと、その端面に組み付けられた第２のハウジング
とからなり、この第１のハウジングの内部に円板状のモータブラケットが配設され、この
モータブラケットを介して前記電動モータが固定されると共に、前記転がり軸受の外輪が
前記モータブラケットと第２のハウジングとの間に挟持され、かつ前記モータブラケット
が前記第１のハウジングと第２のハウジングを塞ぐようにして取り付けられており、
　前記ポテンショメータのジョイント部の先端部に揺動リンクの一端部が連結され、この
揺動リンクの他端部が、前記駆動軸に突設されたピンに係合し、このピンと前記揺動リン
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クは、前記駆動軸の回転を阻止し、かつ前記駆動軸の軸方向移動を妨げないように構成さ
れ、前記駆動軸の直線運動に連動して振り子運動可能に配設されると共に、
　前記ポテンショメータが前記揺動リンクの揺動角度を検出し、前記駆動軸の軸方向位置
を検出するようにしたことを特徴とする電動アクチュエータ。
【請求項２】
　前記揺動リンクが前記ピンが係合するように二股状に形成されると共に、前記ピンは前
記揺動リンクの二股状の溝幅よりも大きな鍔部を有し、前記揺動リンクが前記ピンに対し
てスライド自在に係合されている請求項１に記載の電動アクチュエータ。
【請求項３】
　前記揺動リンクが最下点に来た時に前記駆動軸の軸方向ストロークの中間点になるよう
に設定されている請求項１または２に記載の電動アクチュエータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般産業用の電動機、自動車、船舶等の駆動部に使用されるボールねじ機構
を備えた電動アクチュエータ、詳しくは、位置検出機能を備え、電動モータからの回転入
力をボールねじ機構を介して駆動軸の直線運動に変換する電動アクチュエータに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　各種駆動部に使用される電動アクチュエータにおいて、電動モータの回転運動を軸方向
の直線運動に変換する機構として、台形ねじあるいはラックアンドピニオン等の歯車機構
が一般的に使用されている。これらの変換機構は、滑り接触部を伴うため動力損失が大き
く、電動モータの大型化や消費電力の増大を余儀なくされている。そのため、より効率的
なアクチュエータとしてボールねじ機構が採用されるようになってきた。
【０００３】
　例えば、内燃機関でスクリューを駆動する比較的小型の船舶においては、前進方向への
スクリューの回転と、後進方向へのスクリューの回転との切換は、操作者により操作され
たレバーに接続されたワイヤを使用し、このワイヤ介してドグクラッチを切り換え、前進
用ギヤあるいは後進用ギヤに係合させることで行われている。然しながら、近年、省力化
のため電動にてドグクラッチの切換を行う電動アクチュエータが開発されている。
【０００４】
　ここで、船舶用の電動アクチュエータは、外洋上で使用されることも考慮しなくてはな
らず、一般のアクチュエータとは異なった思想で開発することが望まれる。例えば、一般
的なリニアアクチュエータにおいては、軸方向の変位検出がなされて制御されることが多
いため、軸方向変位する部分にリミットスイッチを設けて使用される。また、アクチュエ
ータの駆動源となる電動モータは、ハウジング外壁に露出した状態で組み付けられること
が多い。
【０００５】
　然しながら、リニアアクチュエータのストローク位置検出をリミットスイッチで行おう
とすると、ドグクラッチの前進位置と後進位置とを２ポジションで検出することとなる。
この場合、途中の位置は検出できないことから、何らかの理由によりドグクラッチが２ポ
ジションの間で停止した場合、いずれの方向に移動させるべきか駆動回路が判断できない
という問題がある。
【０００６】
　こうした問題を解決した電動アクチュエータとして、図４に示すようなものが知られて
いる。この電動アクチュエータ１００は、円筒状のハウジング１０１と、このハウジング
１０１に取り付けられた電動モータ１０２と、この電動モータ１０２の回転力を伝達する
複数のギヤからなる第１動力伝達機構と、測定軸１１３ａの回転角度を検出するポテンシ
ョメータ１１３と、複数のギヤを備え、電動モータ１０２の回転力をポテンショメータ１
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１３の測定軸１１３ａに伝達する第２動力伝達機構とを有している。
【０００７】
　ハウジング１０１は、ハウジング本体１０１Ａと、その端面に組み付けられたカバー部
材１０１Ｂと、モータブラケット１０１Ｃとからなる。ハウジング本体１０１Ａの内部に
は、モータ室１０１ａとねじ軸室１０１ｂとを有し、モータ室１０１ａ内には、モータ１
０２が配置されている。電動モータ１０２は、板状のモータブラケット１０１Ｃに固定さ
れている。モータブラケット１０１Ｃは、玉軸受１１４の外輪をハウジング本体１０１Ａ
との間に挟み込み、かつハウジング本体１０１Ａのモータ室１０１ａとねじ軸室１０１ｂ
を塞ぐようにして取り付けられている。
【０００８】
　電動モータ１０２の回転軸１０２ａは、モータブラケット１０１Ｃから突出しており、
その端部には第１ギヤ１０３が圧入により相対回転不能に取り付けられている。モータブ
ラケット１０１Ｃの袋孔に一端を圧入嵌合した長軸１０４の周囲には、第２ギヤ１０５が
回転自在に配置され、第１ギヤ１０３および第３ギヤ１０６の大ギヤ部１０６ａに噛合し
ている。
【０００９】
　第３ギヤ１０６は、大ギヤ部１０６ａと小ギヤ部１０６ｂとを同軸に形成しており、さ
らにねじ軸１０７の端部に、セレーション結合で相対回転不能に取り付けられている。第
３ギヤ１０６の一部を覆うようにして、支持部材１０８がモータブラケット１０１Ｃに取
り付けられている。ここで、第１ギヤ１０３、第２ギヤ１０５、第３ギヤ１０６が第１動
力伝達機構を構成する。
【００１０】
　第２ギヤ１０５に隣接して配置された第４ギヤ１０９が長軸１０４の周囲に回転自在に
支持されている。第４ギヤ１０９は、第３ギヤ１０６の小ギヤ部１０６ｂに噛合した大ギ
ヤ部１０９ａと小ギヤ部１０９ｂとが同軸に形成されている。
【００１１】
　第４ギヤ１０９の小ギヤ部１０９ｂは、長軸１０４に平行して支持部材１０８に植設さ
れた短軸１１０に対して回転自在に支持された第５ギヤ１１１の大ギヤ部１１１ａに噛合
している。第５ギヤ１１１は、大ギヤ部１１１ａと小ギヤ部１１１ｂとが同軸に形成され
ている。小ギヤ部１１１ｂは、第５ギヤ１１１に隣接して配置され長軸１０４の周囲に回
転自在に支持された第６ギヤ１１２に噛合している。
【００１２】
　センサとしてのポテンショメータ１１３は、カバー部材１０１Ｂの孔に嵌合配置されて
いる。ポテンショメータ１１３の測定軸１１３ａは第６ギヤ１１２に連結され、一体的に
回転するようになっている。片持ち状に延在している長軸１０４の先端は、第６ギヤ１１
２と測定軸１１３ａとを介して、ポテンショメータ１１３によって支持されている。ここ
で、第１ギヤ１０３、第２ギヤ１０５、第３ギヤ１０６、第４ギヤ１０９、第５ギヤ１１
１、第６ギヤ１１２が第２動力伝達機構を構成する。
【００１３】
　ねじ軸１０７は、ハウジング本体１０１Ａに対して、右端側を玉軸受１１４により回転
自在に支持されている。ねじ軸１０７は円筒状のナット１１５を貫通し、左端側に雄ねじ
溝１０７ａを形成している。ナット１１５の内周面には、雄ねじ溝１０７ａに対向して雌
ねじ溝１１５ａが形成され、両ねじ溝１０７ａ、１１５ａによって形成される螺旋状の空
間には、多数のボール１１６が転動自在に配置されている。ナット１１５は、ハウジング
本体１０１Ａに対して回り止めが設けられ、ねじ軸室１０１ｂ内において、軸線方向に相
対移動可能で、相対回転不能となっている。なお、軸線方向移動要素であるナット１１５
と、回転要素であるねじ軸１０７と、転動体であるボール１１６とでボールねじ機構を構
成し、このボールねじ機構と駆動軸１１７とで駆動機構を構成する。
【００１４】
　ねじ軸１０７の左端は、丸軸状の駆動軸１１７に形成された袋孔１１７ａ内に侵入して
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いる。駆動軸１１７の右端は、ナット１１５に対して同軸に嵌合し、ピンで連結されて一
体的に移動するようになっている。ハウジング本体１０１Ａに対して、駆動軸１１７はブ
ッシュ１１８により軸線方向に移動可能に支持されている。ハウジング本体１０１Ａから
突出した駆動軸１１７の端部には、リンク部材（図示せず）に連結するための孔１１７ｂ
が形成されている。
【００１５】
　回転軸１０２ａの回転力は、第１ギヤ１０３、第２ギヤ１０５、第３ギヤ１０６、第４
ギヤ１０９、第５ギヤ１１１、第６ギヤ１１２を介してポテンショメータ１１３の測定軸
１１３ａに伝達される。測定軸１１３ａの回転に応じた信号は、ポテンショメータ１１３
から不図示の駆動回路に入力される。この信号に基づいてねじ軸１０７が所定の回転量だ
け回転したと判断すれば、駆動回路は電動モータ１０２への電力供給を停止させる。これ
に対し、操作者が不図示のレバーを後進方向に操作したときは、電動モータ１０２に逆極
性の電力が供給され、回転軸１０２ａが逆方向に回転するので、上述とは逆の動作で、電
動アクチュエータ１００の駆動軸１１７が引き込む方向に移動する。
【００１６】
　このように、第２ギヤ１０５、第４ギヤ１０９、第６ギヤ１１２の中心が一致し、同じ
長軸１０４の周囲に回転自在に配置されているので、高いギヤ比の減速比を得るために５
段のギヤ列を用いながら、コンパクトな構成とすることができる。この様に複数のギヤが
内蔵される電動アクチュエータ１００内にあって３個のギヤが同一の回転中心軸を持つこ
とは、中心軸の数が減じられること、中心軸を支えるハウジング類の支え穴が減じられる
事など、多くのメリットを持つ。
【００１７】
　また、リミットスイッチ等による変位位置検出の代わりに、ねじ軸１０７の回転変位を
ポテンショメータ１１３で検出するため、任意の位置制御が可能となる。ねじ軸１０７の
回転を直接検出するに当り、ねじ軸１０７は多回転である為、第２動力伝達機構のギヤ列
を介して減速した回転変位をポテンショメータ１１３で検出する。一方、電動モータ１０
２から出力される回転運動はギヤ列を介して減速されてねじ軸１０７へ伝達される。この
２系統のギヤ列の一部に共通の回転中心軸を設けることで、コンパクトなレイアウトが可
能となり、コスト的にも大きな貢献がある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２００８－２２８５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　こうした従来の電動アクチュエータ１００では、ポテンショメータ１１３は、一般的に
８０°～１７０°の範囲で有効検出角度を設定することができ、高精度なセンサではある
が、ねじ軸１０７とポテンショメータ１１３間に係る多段のギヤ（平歯車）を持つ電動ア
クチュエータ１００が大減速を得るには、小ギヤと大ギヤの歯数差を大きくする必要があ
る。これでは、ギヤが多段になって部品点数が増えるだけでなく、各ギヤを収容する電動
アクチュエータ１００のサイズが大きくなってしまう。
【００２０】
　また、駆動軸１１７の直線運動を位置検出する機構でありながら、ねじ軸１０７の回転
量から平歯車の減速を介してポテンショメータ１１３の検出角に変換するため、駆動軸１
１７とポテンショメータ１１３は間接的な関係であり、ねじ軸１０７とポテンショメータ
１１３間に介在する部品点数が多いほど、位置検出精度を低下させる要因となる。
【００２１】
　本発明は、こうした従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、直接的な位置検出
が可能で、ポテンショメータを用いた場合でも、多段のギヤを使用することなく、位置検
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出精度を高め、信頼性を向上させた電動アクチュエータを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　係る目的を達成すべく、本発明のうち請求項１に記載の発明は、ハウジングと、このハ
ウジングに取り付けられた電動モータと、この電動モータの回転力をモータ軸を介して伝
達する減速機構と、この減速機構を介して前記電動モータの回転運動を駆動軸の軸方向の
直線運動に変換するボールねじ機構と、このボールねじ機構が、前記駆動軸と一体に構成
されたねじ軸と、このねじ軸に多数のボールを介して外挿されると共に、前記電動モータ
の回転運動が前記減速機構を介して伝達され、前記ハウジングに装着された転がり軸受を
介して回転可能に、かつ軸方向移動不可に支持されたナットとで構成され、前記駆動軸の
位置検出をするポテンショメータとを備えた電動アクチュエータにおいて、前記ハウジン
グが、第１のハウジングと、その端面に組み付けられた第２のハウジングとからなり、こ
の第１のハウジングの内部に円板状のモータブラケットが配設され、このモータブラケッ
トを介して前記電動モータが固定されると共に、前記転がり軸受の外輪が前記モータブラ
ケットと第２のハウジングとの間に挟持され、かつ前記モータブラケットが前記第１のハ
ウジングと第２のハウジングを塞ぐようにして取り付けられており、前記ポテンショメー
タのジョイント部の先端部に揺動リンクの一端部が連結され、この揺動リンクの他端部が
、前記駆動軸に突設されたピンに係合し、このピンと前記揺動リンクは、前記駆動軸の回
転を阻止し、かつ前記駆動軸の軸方向移動を妨げないように構成され、前記駆動軸の直線
運動に連動して振り子運動可能に配設されると共に、前記ポテンショメータが前記揺動リ
ンクの揺動角度を検出し、前記駆動軸の軸方向位置を検出するようにした。
【００２３】
　このように、電動モータの回転力をモータ軸を介して伝達する減速機構と、この減速機
構を介して電動モータの回転運動を駆動軸の軸方向の直線運動に変換するボールねじ機構
と、このボールねじ機構が、駆動軸と一体に構成されたねじ軸と、このねじ軸に多数のボ
ールを介して外挿されると共に、電動モータの回転運動が減速機構を介して伝達され、ハ
ウジングに装着された転がり軸受を介して回転可能に、かつ軸方向移動不可に支持された
ナットとで構成され、駆動軸の位置検出をするポテンショメータとを備えた電動アクチュ
エータにおいて、ハウジングが、第１のハウジングと、その端面に組み付けられた第２の
ハウジングとからなり、この第１のハウジングの内部に円板状のモータブラケットが配設
され、このモータブラケットを介して電動モータが固定されると共に、転がり軸受の外輪
がモータブラケットと第２のハウジングとの間に挟持され、かつモータブラケットが第１
のハウジングと第２のハウジングを塞ぐようにして取り付けられており、ポテンショメー
タのジョイント部の先端部に揺動リンクの一端部が連結され、この揺動リンクの他端部が
、駆動軸に突設されたピンに係合し、このピンと揺動リンクは、駆動軸の回転を阻止し、
かつ駆動軸の軸方向移動を妨げないように構成され、駆動軸の直線運動に連動して振り子
運動可能に配設されると共に、ポテンショメータが揺動リンクの揺動角度を検出し、駆動
軸の軸方向位置を検出するようにしたので、駆動軸の直接的な位置検出を精度よく行うこ
とが可能となり、信頼性を向上させた電動アクチュエータを提供することができる。
【００２４】
　好ましくは、請求項２に記載の発明のように、前記揺動リンクが前記ピンが係合するよ
うに二股状に形成されると共に、前記ピンは前記揺動リンクの二股状の溝幅よりも大きな
鍔部を有し、前記揺動リンクが前記ピンに対してスライド自在に係合されていれば、駆動
軸の回転を阻止すると共に、駆動軸の軸方向移動を妨げることなく駆動軸の直接的な位置
検出を精度良く行なうことが可能となる。
【００２５】
　また、請求項３に記載の発明のように、前記揺動リンクが最下点に来た時に前記駆動軸
の軸方向ストロークの中間点になるように設定されていれば、電動アクチュエータのコン
パクト化を一層図ることができる。
【発明の効果】
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【００２６】
　本発明に係る電動アクチュエータは、ハウジングと、このハウジングに取り付けられた
電動モータと、この電動モータの回転力をモータ軸を介して伝達する減速機構と、この減
速機構を介して前記電動モータの回転運動を駆動軸の軸方向の直線運動に変換するボール
ねじ機構と、このボールねじ機構が、前記駆動軸と一体に構成されたねじ軸と、このねじ
軸に多数のボールを介して外挿されると共に、前記電動モータの回転運動が前記減速機構
を介して伝達され、前記ハウジングに装着された転がり軸受を介して回転可能に、かつ軸
方向移動不可に支持されたナットとで構成され、前記駆動軸の位置検出をするポテンショ
メータとを備えた電動アクチュエータにおいて、前記ハウジングが、第１のハウジングと
、その端面に組み付けられた第２のハウジングとからなり、この第１のハウジングの内部
に円板状のモータブラケットが配設され、このモータブラケットを介して前記電動モータ
が固定されると共に、前記転がり軸受の外輪が前記モータブラケットと第２のハウジング
との間に挟持され、かつ前記モータブラケットが前記第１のハウジングと第２のハウジン
グを塞ぐようにして取り付けられており、前記ポテンショメータのジョイント部の先端部
に揺動リンクの一端部が連結され、この揺動リンクの他端部が、前記駆動軸に突設された
ピンに係合し、このピンと前記揺動リンクは、前記駆動軸の回転を阻止し、かつ前記駆動
軸の軸方向移動を妨げないように構成され、前記駆動軸の直線運動に連動して振り子運動
可能に配設されると共に、前記ポテンショメータが前記揺動リンクの揺動角度を検出し、
前記駆動軸の軸方向位置を検出するようにしたので、駆動軸の直接的な位置検出を精度よ
く行うことが可能となり、信頼性を向上させた電動アクチュエータを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る電動アクチュエータの一実施形態を示す縦断面図である。
【図２】図１のボールねじ機構を示す断面図である。
【図３】駆動軸に連結リンクが係合した状態での作動を示す説明図である。
【図４】従来の電動アクチュエータを示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　円筒状のハウジングと、このハウジングに取り付けられた電動モータと、この電動モー
タの回転力をモータ軸を介して伝達する減速機構と、この減速機構を介して前記電動モー
タの回転運動を駆動軸の軸方向の直線運動に変換するボールねじ機構と、このボールねじ
機構が、前記駆動軸と一体に構成されたねじ軸と、このねじ軸に多数のボールを介して外
挿されると共に、前記電動モータの回転運動が前記減速機構を介して伝達され、前記ハウ
ジングに装着された転がり軸受を介して回転可能に、かつ軸方向移動不可に支持されたナ
ットとで構成され、前記駆動軸の位置検出をするポテンショメータとを備えた電動アクチ
ュエータにおいて、前記ハウジングが、第１のハウジングと、その端面に組み付けられた
第２のハウジングとからなり、この第１のハウジングの内部に円板状のモータブラケット
が配設され、このモータブラケットを介して前記電動モータが固定されると共に、前記転
がり軸受の外輪が前記モータブラケットと第２のハウジングとの間に挟持され、かつ前記
モータブラケットが前記第１のハウジングと第２のハウジングを塞ぐようにして取り付け
られており、前記ポテンショメータのジョイント部の先端部に揺動リンクの一端部が連結
され、この揺動リンクの他端部が二股状に形成されると共に、前記駆動軸に突設されたピ
ンに係合され、このピンが前記揺動リンクの二股状の溝幅よりも大きな鍔部を有し、前記
揺動リンクが前記ピンに対してスライド自在に係合され、前記ポテンショメータが前記揺
動リンクの揺動角度を検出し、前記駆動軸の軸方向位置を検出するようにした。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基いて詳細に説明する。
　図１は、本発明に係る電動アクチュエータの一実施形態を示す縦断面図、図２は、図１
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のボールねじ機構を示す断面図、図３は、駆動軸に揺動リンクが係合した状態での作動を
示す説明図である。
【００３０】
　この電動アクチュエータ１は、円筒状のハウジング２と、このハウジング２に取り付け
られた電動モータ３と、この電動モータ３の回転力をモータ軸３ａを介して伝達する一対
の平歯車４、５からなる減速機構６と、この減速機構６を介して電動モータ３の回転運動
を駆動軸７の軸方向の直線運動に変換するボールねじ機構８と、駆動軸７の位置（回転角
度）検出をするポテンショメータ９とを備えている。
【００３１】
　ハウジング２は、第１のハウジング２ａと、その端面に組み付けられた第２のハウジン
グ２ｂとからなる。第１のハウジング２ａの内部には電動モータ３が配置されている。電
動モータ３は、円板状のモータブラケット１０に固定されている。モータブラケット１０
は、玉軸受１８の外輪を第１のハウジング２ａとの間に挟み込み、かつ第１のハウジング
２ａと第２のハウジング２ｂを塞ぐようにして取り付けられている。
【００３２】
　電動モータ３のモータ軸３ａはモータブラケット１０から突出しており、その端部には
小平歯車４が圧入により相対回転不能に取り付けられている。大平歯車５は、後述するボ
ールねじ機構８を構成するナット１６に圧入され、小平歯車４に噛合している。
【００３３】
　センサとしてのポテンショメータ９はホールＩＣで構成され、回転角度を検出する非接
触式のものが使用され、駆動軸７の上部で、第２のハウジング２ｂの裏面に位置決め固定
されている。ポテンショメータ９のジョイント部１１は第２のハウジング２ｂの内部にそ
の先端部が突出し、揺動リンク１２の一端部が連結されている。揺動リンク１２の他端部
は駆動軸７に突設されたピン１３に係合され、駆動軸７の直線運動に連動して振り子運動
可能に配設されている。揺動リンク１２は、駆動軸７の回転を阻止すると共に、駆動軸７
の軸方向の移動を妨げないように二股状に形成され、その揺動角度に対応し、ピン１３に
対してスライド自在に係合されている。駆動軸７は、ボールねじ機構８を構成するねじ軸
１５と一体に構成され、支持軸受１４を介して第２のハウジング２ｂに対して回転不可で
軸方向移動可能に支持されている。なお、駆動軸７の端部には、リンク部材（図示せず）
に連結するための孔７ａが形成されている。
【００３４】
　ボールねじ機構８は、図２に拡大して示すように、外周に螺旋状のねじ溝１５ａが形成
されたねじ軸１５と、このねじ軸１５のねじ溝１５ａに対向し、内周に螺旋状のねじ溝１
６ａが形成されたナット１６と、両ねじ溝１５ａ、１６ａによって形成される螺旋状の空
間に転動自在に収容された多数のボール１７とで構成されている。ナット１６の外周には
前述した大平歯車５が圧入固定されると共に、第１のハウジング２ａとモータブラケット
１０に嵌合された玉軸受１８が止め輪１９を介して位置決め固定され、軸方向に相対移動
不可で、相対回転可能となっている。
【００３５】
　ここで、本実施形態では、図３に示すように、揺動リンク１２が駆動軸７の軸方向の移
動により揺動し、その直動範囲の左右端（ストロークエンド位置）に達した時、ポテンシ
ョメータ９の回転中心と揺動リンク１２がなす角度がポテンショメータ９の検出角となっ
ている。こうした構成により、駆動軸７の直接的な位置検出が可能となり、ポテンショメ
ータ９を用いた場合でも、多段のギヤを使用することなく部品点数を削減でき、各ギヤを
収容する電動アクチュエータ１のサイズダウンが可能となると共に、ねじ軸１５とポテン
ショメータ９間に介在する部品点数が減少して位置検出精度を高め、信頼性を向上させた
電動アクチュエータ１を提供することができる。
【００３６】
　なお、図示のように、揺動リンク１２が最下点、すなわち、駆動軸７に対して直交する
位置に来た時に駆動軸７の軸方向ストロークの中間点になるように設定すれば、電動アク
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チュエータ１のコンパクト化を一層図ることができる。
【００３７】
　以上、本発明の実施の形態について説明を行ったが、本発明はこうした実施の形態に何
等限定されるものではなく、あくまで例示であって、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に
おいて、さらに種々なる形態で実施し得ることは勿論のことであり、本発明の範囲は、特
許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲に記載の均等の意味、および
範囲内のすべての変更を含む。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明に係る電動アクチュエータは、一般産業用の電動機、自動車、船舶等の駆動部に
使用され、位置検出機能を備え、電動モータからの回転入力をボールねじ機構を介して駆
動軸の直線運動に変換するボールねじ機構を備えた電動アクチュエータに適用できる。
【符号の説明】
【００３９】
１　電動アクチュエータ
２　ハウジング
２ａ　第１のハウジング
２ｂ　第２のハウジング
３　電動モータ
３ａ　モータ軸
４　小平歯車
５　大平歯車
６　減速機構
７　駆動軸
７ａ　孔
８　ボールねじ機構
９　ポテンショメータ
１０　モータブラケット
１１　ジョイント部
１２　揺動リンク
１３　ピン
１４　支持軸受
１５　ねじ軸
１５ａ、１６ａ　ねじ溝
１７　ボール
１８　玉軸受
１９　止め輪
１００　電動アクチュエータ
１０１　ハウジング
１０１Ａ　ハウジング本体
１０１Ｂ　カバー部材
１０１Ｃ　電動モータブラケット
１０１ａ　モータ室
１０１ｂ　ねじ軸室
１０２　電動モータ
１０２ａ　回転軸
１０３　第１ギヤ
１０４　長軸
１０５　第２ギヤ
１０６　第３ギヤ
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１０６ａ　大ギヤ部
１０６ｂ　小ギヤ部
１０７　ねじ軸
１０７ａ　雄ねじ溝
１０８　支持部材
１０９　第４ギヤ
１０９ａ　大ギヤ部
１０９ｂ　小ギヤ部
１１０　短軸
１１１　第５ギヤ
１１１ａ　大ギヤ部
１１１ｂ　小ギヤ部
１１２　第６ギヤ
１１３　ポテンショメータ
１１３ａ　測定軸
１１４　玉軸受
１１５　ナット
１１５ａ　雌ねじ溝
１１６　ボール
１１７　駆動軸
１１７ａ　袋孔
１１７ｂ　孔
１１８　ブッシュ

【図１】 【図２】
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