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(57)【要約】
　動力工具は、長手方向軸線の周りで回転するように構
成された出力シャフトと、回転運動を与えるように出力
シャフトに駆動可能に接続されたモータと、出力シャフ
トから空間的に分離され、長手方向軸線に対してユーザ
が与える動力工具の回転運動を求めるように作動可能な
回転運動センサと、を含む。コントローラは、回転運動
センサ及びモータに電気的に接続される。コントローラ
は、回転運動センサからの入力を用いて、軸の周りの動
力工具の角速度、軸の周りの動力工具回転変位、及び／
又は回転変位の方向を求める。次いで、コントローラは
、角速度、回転変位、及び／又は回転変位の方向により
モータを制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力シャフトを有する動力工具を作動するための方法であって、
　ユーザが前記出力シャフトの長手方向軸の周りで前記動力工具を回転させる段階と、
　前記動力工具内に配置された回転運動センサを用いて前記動力工具の回転運動を監視す
る段階と、
　前記回転運動センサからの入力を用いて、前記軸の周りの前記動力工具の角速度、前記
軸の周りの前記動力工具の回転変位、及び前記回転変位の方向のうちの少なくとも１つを
求める段階と、
　前記角速度、前記回転変位、及び前記回転変位の方向のうちの少なくとも１つにより前
記出力シャフトを駆動する段階と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記角速度、前記回転変位、及び前記回転変位の方向のうちの少なくとも１つに基づい
て複数の制御プロファイルのうちの１つを選択する段階を更に含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記制御プロファイルが、前記角速度、前記回転変位、及び前記回転変位の方向のうち
の少なくとも１つを、前記出力シャフトを駆動する所与の速度に関連付ける、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記角速度及び前記回転変位のうちの少なくとも１つが第１の閾値を上回るときに、前
記複数の制御プロファイルから第１の制御プロファイルを選択し、前記動力工具の角速度
及び回転変位のうちの少なくとも１つが第２の閾値を下回るときに、前記複数の制御プロ
ファイルから前記第１の制御プロファイルとは異なる第２の制御プロファイルを選択する
段階を更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の制御プロファイルにより、前記出力シャフトが最高回転速度で駆動されるよ
うになる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の制御プロファイルにより、前記出力シャフトが最高回転速度未満の速度で駆
動されるようになる、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記出力シャフトが、開始角位置に対する前記回転変位に従って駆動され、前記出力シ
ャフトが前記回転変位の乗数で回転され、ここで前記乗数は１に等しくない、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　以下の事象：（ａ）力が前記出力装置に印加される、（ｂ）スイッチが作動する、及び
（ｃ）加工物への接近が感知される、のうちの少なくとも１つが起こったときに前記動力
工具に給電する段階を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記動力工具の回転運動を監視する前に前記動力工具を振動させる段階を更に含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記動力工具を振動させる段階が、前記動力工具のモータを流れる電流フローの方向を
変更することによって達成される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記動力工具のコントローラによって前記動力工具が静止している時点を判定する段階
と、
　前記動力工具が静止している間にアナログ信号の誤差を求める段階と、
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　前記誤差を用いて前記回転運動センサを較正する段階と、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記動力工具の回転運動の方向の変化を検出する段階と、
　前記動力工具が所与の方向に回転している時間量を求める段階と、
　前記時間量が閾値未満であるときに前記動力工具のコントローラによって補正動作を開
始する段階と、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記補正動作は、前記時間量が閾値未満であるときには前記動力工具のモータの給電を
停止している、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　動力工具において、
　長手方向軸線の周りで回転するように構成された出力シャフトと、
　回転運動を与えるために前記出力シャフトに駆動可能に接続されたモータと、
　前記出力シャフトから空間的に分離され、且つオペレータによって与えられた前記長手
方向軸線に対する前記動力工具の回転運動を求めるように作動可能な回転運動センサと、
　前記回転運動センサ及び前記モータに電気的に接続され、前記回転運動センサからのユ
ーザが与える入力を用いて前記軸の周りの前記動力工具の角速度、前記軸の周りの前記動
力工具の回転変位、及び前記回転変位の方向のうちの少なくとも１つを求めて、前記角速
度、前記回転変位、及び該回転変位の前記方向のうちの少なくとも１つにより前記モータ
を制御するコントローラと、
　前記モータ、前記回転運動センサ及び前記コントローラを少なくとも部分的に収容する
ハウジングと、
を備える、動力工具。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記角速度及び前記回転変位のうちの少なくとも１つが第１の閾
値を超えるときに、最高回転速度で前記出力シャフトを駆動し、前記角速度及び前記回転
変位のうちの少なくとも１つが前記第１の閾値を下回るが第２の閾値を超えるときに、前
記最高回転速度未満の指定回転速度で前記出力シャフトを駆動する、請求項１４に記載の
動力工具。
【請求項１６】
　前記コントローラは、開始角位置に対する前記回転変位に従って前記出力シャフトを駆
動し、前記出力シャフトが前記回転変位の乗数で回転され、ここで前記乗数は１に等しく
ない、請求項１４に記載の動力工具。
【請求項１７】
　前記動力工具に給電するためのスイッチを更に備える、請求項１４に記載の動力工具。
【請求項１８】
　前記スイッチは、前記オペレータが前記出力シャフト上に圧力を加えたときに係合する
、請求項１７に記載の動力工具。
【請求項１９】
　前記ハウジングに滑動可能に係合され、カム傾斜部を有するトリガケーシングと、
　前記ハウジングに滑動可能に係合され且つ前記カム傾斜部に沿って移動するカムを有す
る滑動リンクと、
前記ハウジングに枢動可能に取り付けられ且つ前記滑動リンクに接続され、前記オペレー
タが前記トリガケーシングを移動させたときに前記スイッチと係合する回転リンクと、
を更に備える、請求項１７に記載の動力工具。
【請求項２０】
　前記出力シャフトと前記モータとの間に配置された自動ロック式遊星ギアセットを更に
備える、請求項１４に記載の動力工具。
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【請求項２１】
　動力工具において、
　長手方向軸線の周りで回転するように構成された出力シャフトと、
　前記出力シャフトに駆動可能に接続されて回転運動を与えるモータと、
　前記動力工具の運動を求めるように作動可能な運動センサと、
　前記運動センサ及び前記モータに電気的に接続され、前記モータセンサによって検出さ
れたユーザのジェスチャ入力に応じて少なくとも２つの制御プロファイルの間で選択し、
前記選択された制御プロファイルにより前記モータを制御するコントローラと、
　前記モータ、前記運動センサ及び前記コントローラを少なくとも部分的に収容するハウ
ジングと、
を備える、動力工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、動力スクリュードライバのような動力工具に関し、より詳細には、
ユーザの回転入力に基づいて工具の出力シャフトの回転を制御する制御方式に関する。
【０００２】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、引用により本明細書に組み込まれる、２０１０年１月７日に出願された米国
特許出願第６１／２９２，９６６号及び２０１０年１０月５日に出願された米国特許出願
第６１／３８９，８６６号に基づく優先権を主張するものであり、これらの出願は引用に
より本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　最近の動力工具において、ユーザは、入力スイッチの使用により工具出力を制御するこ
とができる。このスイッチは、ユーザが、ボタンを押すことによって全出力で工具をオン
にし、ボタンを解除することによって工具をオフにするデジタルスイッチの形態にするこ
とができる。より一般的には、スイッチは、工具のモータに供給されるパワーがトリガ移
動と相関関係のあるアナログトリガスイッチの形態である。これらの機器構成の両方にお
いて、ユーザは工具を把持し、１又はそれ以上の指を用いてスイッチを作動させる。ユー
ザの指は、１つの軸に沿って直線的に移動して、異なる軸の周りの回転運動を制御する必
要がある。このことにより、ユーザは、トリガ移動と出力回転とを直接的に比較して、よ
り微細な制御をするための迅速な速度調節を行うことが困難になる。
【０００４】
　この制御方法に関する別の問題は、継手の締め付けを評価するのが困難であることであ
る。継手が締め付けられるにつれて、ファスナは、それ以上材料内に移動しなくなる。工
具モータは、出力シャフトが減速している間は引き続き回転しようとするので、ユーザが
、動力工具を動かさないように付勢力を増大させると、ユーザの手首で反動トルクを感じ
る場合がある。この現在の構成において、ユーザは、指を用いて適切な制御調節を行う前
に、最初に手首で締め付けを検知しなければならない。
【０００５】
　ここでは、本開示に関する背景技術の情報が提供されるが、これらは必ずしも従来技術
を意味するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願第６１／２９２，９６６号
【特許文献２】米国特許出願第６１／３８９，８６６号
【特許文献３】米国特許出願第１２／３９４，４２６号
【特許文献４】米国特許出願第１２／７８３，８５０号



(5) JP 2013-516335 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　動力工具を作動するための改良された方法が提供される。本方法は、動力工具内に配置
された回転運動センサを用いて出力シャフトの長手方向軸線の周りで動力工具の回転運動
を監視する段階と、長手方向軸線の周りの回転運動の方向を求める段階と、出力シャフト
が動力工具内にあるモータによって駆動される出力シャフトを工具の検出回転運動と同じ
方向に駆動する段階と、を含む。
【０００８】
　このセクションは、本開示の概要を提供するものであり、その全ての範囲又はその特徴
要素の全ての包括的な開示ではない。更なる適用分野は、本明細書で提供された説明から
明らかになるであろう。この発明の概要における説明及び具体的な実施例は、例証の目的
に過ぎず、本開示の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】例示的な動力スクリュードライバの斜視図である。
【図２】図１のスクリュードライバの長手方向断面図である。
【図３】ハンドルがピストルグリップ位置に配置されている、図１のスクリュードライバ
の斜視図である。
【図４】図１の動力工具の分解斜視図である。
【図５Ａ】図１のスクリュードライバのトリガ組立体を作動させる異なる方法を描いた部
分断面図である。
【図５Ｂ】図１のスクリュードライバのトリガ組立体を作動させる異なる方法を描いた部
分断面図である。
【図５Ｃ】図１のスクリュードライバのトリガ組立体を作動させる異なる方法を描いた部
分断面図である。
【図６Ａ】トリガ組立体の例示的な実施形態の斜視図である。
【図６Ｂ】トリガ組立体の例示的な実施形態の斜視図である。
【図６Ｃ】トリガ組立体の例示的な実施形態の斜視図である。
【図７】動力スクリュードライバの例示的な実装のための概略図である。
【図８Ａ】動力スクリュードライバに対する例示的な制御方式のためのフローチャートで
ある。
【図８Ｂ】動力スクリュードライバに対する例示的な制御方式のためのフローチャートで
ある。
【図８Ｃ】動力スクリュードライバに対する例示的な制御方式のためのフローチャートで
ある。
【図９Ａ】動力スクリュードライバによって使用することができる異なる制御曲線を示す
チャートである。
【図９Ｂ】動力スクリュードライバによって使用することができる異なる制御曲線を示す
チャートである。
【図９Ｃ】動力スクリュードライバによって使用することができる異なる制御曲線を示す
チャートである。
【図９Ｄ】動力スクリュードライバによって使用することができる異なる制御曲線を示す
チャートである。
【図９Ｅ】動力スクリュードライバによって使用することができる異なる制御曲線を示す
チャートである。
【図１０】工具オペレータに触覚フィードバックを提供するための例示的なパルス化方式
を描いた略図である。
【図１１】動力スクリュードライバ内にあるジャイロスコープを較正するための自動化方
法を描いたフローチャートである。
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【図１２】第１及び第２のハウジング部分の間の相互作用を示す、図１の動力スクリュー
ドライバの部分断面図である。
【図１３Ａ】動力スクリュードライバに用いる例示的なロックバー組立体を示す斜視図で
ある。
【図１３Ｂ】動力スクリュードライバに用いる例示的なロックバー組立体を示す斜視図で
ある。
【図１３Ｃ】動力スクリュードライバに用いる例示的なロックバー組立体を示す斜視図で
ある。
【図１４Ａ】「ピストル」配列から「直列」配列までのスクリュードライバの構成中のロ
ックバー組立体の作動を示す部分断面図である。
【図１４Ｂ】「ピストル」配列から「直列」配列までのスクリュードライバの構成中のロ
ックバー組立体の作動を示す部分断面図である。
【図１４Ｃ】「ピストル」配列から「直列」配列までのスクリュードライバの構成中のロ
ックバー組立体の作動を示す部分断面図である。
【図１５】動力スクリュードライバにおいて周期的振動状態を防止するための例示的な方
法のフローチャートである。
【図１６】代替のトリガ組立体を描いた部分断面図である。
【図１７Ａ】代替のオン／オフ及び検知機構を示す断面図である。
【図１７Ｂ】代替のオン／オフ及び検知機構を示す断面図である。
【図１７Ｃ】代替のオン／オフ及び検知機構を示す断面図である。
【図１８】工具に対する別の例示的な制御方式のためのフローチャートである。
【００１０】
　図９Ａ～図９Ｂは、例示的な自動ロック式遊星ギアセットを示す概略図である。
【００１１】
　本明細書で説明する図面は、単に選択された実施形態の例証を目的としたものに過ぎず
、可能な全ての実施構成ではなく、また、本開示の範囲を限定するものではない。対応す
る参照番号は、図面のうちの幾つかの図にわたって対応する要素を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１及び図２を参照すると、例示的な動力スクリュードライバが全体的に参照番号１０
で示されている。スクリュードライバ１０は、一般に、長手方向工具軸線８の周りで回転
するように構成された出力部材１１と、回転運動を与えるように出力部材１１に駆動可能
に接続されたモータ２６とから構成される。工具の作動は、トリガスイッチ、回転速度セ
ンサ、及びコントローラによって以下で更に説明するように制御される。チャック又は他
の何らかのタイプの工具ホルダは、出力部材１１の端部に固定することができる。例示的
なビットホルダに関する更なる詳細は、米国特許出願第１２／３９４，４２６号に記載さ
れており、当該出願は引用により本明細書に組み込まれる。スクリュードライバ１０を構
築するのに必要な他の構成要素は、以下で更に説明されている。以下の説明は、スクリュ
ードライバ１０に関連してなされているが、本開示のより広範囲な態様は、限定ではない
が、工具の出力部材と同心状に整列された細長ハウジングを有する工具を含む、他のタイ
プの動力工具に適用可能であることは容易に理解される。
【００１３】
　スクリュードライバ１０のハウジング組立体は、好ましくは更に、第１のハウジング部
分１２及び第２のハウジング部分１４から構成される。第１のハウジング部分１２は、工
具用ハンドルを定め、第２のハウジング部分１４に装着することができる。第１のハウジ
ング部分１２は、第２のハウジング部分１４に対して回転可能である。第１の配列におい
て、第１及び第２のハウジング部分１２、１４は、図１に示すように工具の長手方向軸線
に沿って互いに整列している。この配列は、本明細書では「インライン」構成と呼ばれる
。
【００１４】
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　スクリュードライバ１０は更に、図３に示すように、「ピストルタイプ」配列で構成す
ることができる。この第２の配列は、第２のハウジング部分１４の側面に位置付けられた
回転解除機構１３０を押圧することによって達成される。解除機構１３０を押圧すると、
第１のハウジング部分１２が第２のハウジング部分１４に対して１８０度回転し、その結
果として、「ピストルタイプ」配列が得られることになる。第２の配列において、第１及
び第２のハウジング部分１２、１４は、工具の一方側から連続的に後を廻って工具の他方
側まで延びる凹形の細長溝６を形成する。相対する側面上の溝６に人さし指を置くことに
よって、工具オペレータが工具を良好に把持することができ、長手方向軸線８の真後ろに
掌を位置決めすることにより、オペレータがスクリュードライバを良好に制御できるよう
になる。
【００１５】
　図２及び図４を参照すると、第１のハウジング部分１２は、内部キャビティ４３を定め
るように協働することができる１対のハウジングシェル４１、４２から形成することがで
きる。内部キャビティ４３は、１つ又はそれ以上のバッテリセルから構成される充電式バ
ッテリパック４４を受けるように構成される。バッテリ端子を他の構成要素と相互作用さ
せるための回路基板４５は、第１のハウジング部分１２の内部キャビティ４３に固定装着
される。トリガスイッチ５０はまた、第１のハウジング部分１２に枢動可能に結合される
。
【００１６】
　同様に、第２のハウジング部分１４は、別の内部キャビティ４８を形成するように協働
することができる１対のハウジングシェル４６、４７から形成することができる。第２の
ハウジング部分１４は、モータ２６、動力伝達機構、及び出力部材１１を含む動力伝達組
立体４９を受けるように構成される。動力伝達組立体４９は、出力部材の回転軸が、第２
のハウジング部分１４の長手方向軸線の周りに同心状に配置されるように、内部キャビテ
ィ４８内に装着することができる。１つ又はそれ以上の回路基板４５はまた、第２のハウ
ジング部分１４（図１４Ａに示すような）の内部キャビティ４８内に固定的に装着される
。回路基板に装着される構成要素は、回転速度センサ２２、マイクロコントローラ２４、
並びに工具を作動させるための他の回路を含むことができる。第２のハウジング部分１４
は更に、回転解除機構１３０を支持するように構成される。
【００１７】
　図４、図１２、図１３、及び図１４を参照すると、回転解除機構１３０は、第１及び第
２のハウジング部分１２、１４の何れか一方に装着することができる。解除機構１３０は
、第１及び第２のハウジング部分のうちの他方に関連付けられた１組のロッキング特徴要
素１３２と係合するロックバー組立体１４０を含む。例示的な実施形態において、ロック
バー組立体１４０は、第２のハウジング部分１４の内部に滑動可能に装着される。ロック
バー組立体１４０は、工具の第１のハウジング部分１２を把持する手の親指によってロッ
クバー組立体１４０を作動できるように位置決めされるのが好ましい。ロックバー組立体
及び／又は他のタイプのロックバー組立体の他の配置もまた企図される。別のロックバー
組立体に関する更なる詳細事項は、２０１０年５月２０日に出願された米国特許出願第１
２／７８３，８５０号において見出され、当該出願は引用により本明細書に組み込まれる
。
【００１８】
　ロックバー組立体１４０は更に、ロックバー１４２及び付勢システム１５０から構成さ
れる。ロックバー１４２は、バー本体１４４、２つのプッシュ部材１４８及び１対のスト
ップ部材１４６として定められる。プッシュ部材１４８は、バー本体１４４の各端部上に
一体的に形成される。バー本体１４４は、付勢システム１５０が受けられるポケット１４
９を有する細長構造とすることができる。ポケット１４９は、付勢システムの特定の構成
に合わせることができる。例示的な実施形態において、付勢システム１５０は、２つのピ
ン１５２及びバネ１５４から構成される。各ピン１５２は、バネ１５４の両端内に挿入さ
れ、ポケット内にピンを保持する働きをする一体化カラーを含む。ポケット内に配置され
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たときに、各ピンの他方の端部は、カラーをポケットの内壁とバネとの間に位置決めした
状態でバー本体の端部に形成されたアパーチャを通って突出する。
【００１９】
　ストップ部材１４６は、バー本体１４４の両側に配置され、該バー本体１４４と一体的
に形成される。ストップ部材１４６は更に、バー本体１４４の底面から外向きに延びる環
状セグメントとして定めることができる。ロック位置において、ストップ部材１４６は、
図１４Ａにおいて最も良く分かるように、第１のハウジング部分１２のシェル組立体上に
一体的に形成されたロッキング特徴要素１３２のセットと係合するように配列される。付
勢システム１５０は、ロックバー組立体１４０をロック位置に付勢するように作動する。
このロック位置において、ストップ部材１４６がロッキング特徴要素１３２と係合するこ
とにより、第１のハウジング部分が第２のハウジング部分に対して回転するのが阻止され
る。
【００２０】
　ロックバー組立体１４０を作動させるために、プッシュ部材１４８は、第２のハウジン
グ部分１４の両側面上に形成されたプッシュ部材アパーチャを通って突出する。ロックバ
ー組立体１４０が工具オペレータによって何れかの方向に並進されると、ストップ部材１
４６は、図１４Ｂに示すように、ロッキング特徴要素１３２との係合を解除して滑動し、
これによって、第１のハウジング部分が第２のハウジング部分に対して自由に回転できる
ようになる。プッシュ部材１４８は、第１のハウジング部分１２及び第２のハウジング部
分１４が互いに対して回転する中心軸からオフセットしている点に留意されたい。この配
列により、第２のハウジング部分１４を第１のハウジング部分１２に対して回転させるの
に役立つ慣性モーメントがもたらされる。単一作動力によって、工具オペレータは、ロッ
クバー組立体１４０を解除し、続いて第２のハウジング部分を回転させることができる。
次いで、ユーザは、ストップ部材がロッキング特徴要素と再係合するまで引き続き第２の
ハウジング部分を回転（例えば、１８０度）させることができる。ストップ部材１４６が
、ロッキング特徴要素と整列すると、付勢システム１５０は、図１４Ｃに示すようにロッ
クバー組立体１４０をロック位置に付勢する。
【００２１】
　スクリュードライバ１０に対する改良されたユーザ入力方法が提案される。簡潔に言え
ば、工具回転を用いて出力シャフトの回転を制御する。例示的な実施形態において、出力
部材の長手方向軸線の周りの工具の回転運動は、動力工具内に配置された回転運動センサ
を用いて監視される。角速度、角変位、及び／又は回転方向は、出力シャフトを駆動する
ための基礎として測定し用いることができる。結果として得られる構成は、従来の入力方
式の欠点を改善するものである。提案の構成によって、制御入力及び結果として得られる
出力は、同じ軸の周りの回転として起こる。これにより、手動スクリュードライバの使用
に類似した高度に直感的な制御がもたらされる。以下の説明では、出力部材の長手方向軸
線の周りの回転を説明しているが、制御入力は、工具に関連する異なる軸の周りで回転可
能であることは容易に理解される。例えば、制御入力は、オフセットしているが、出力シ
ャフトの軸と平行な軸の周り、或いは、出力部材の軸から斜めの軸の周りとすることがで
きる。制御方式に関する更なる詳細事項は、２０１０年１月７日に出願された米国特許出
願第６１／２９２，９６６号で見出すことができ、当該出願は引用により本明細書に組み
込まれる。
【００２２】
　このタイプの制御方式は、オペレータが作業を実施したいと望んでいることを工具が知
る必要がある。１つの実施可能な解決策は、工具オペレータが作業を開始するために作動
させるスイッチである。例えば、スイッチは、工具の外部にアクセス可能な単極単投スイ
ッチとすることができる。オペレータが、スイッチをオン位置にすると、工具の電源が投
入される（すなわち、バッテリが、コントローラ及び他の電子構成要素に接続される）。
回転運動は、工具に電源が投入されたときにだけ検出され作動する。オペレータがスイッ
チをオフ位置にすると、工具の電源が切断され、もはや作動不能になる。
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【００２３】
　例示的な実施形態において、工具オペレータは、トリガスイッチ５０を作動させて工具
動作を開始する。図５Ａ～図５Ｃを参照すると、トリガスイッチ組立体は、少なくとも１
つのモーメンタリースイッチ５３及びバネなどの付勢部材５４を収納する細長ケーシング
５２から主として構成される。細長ケーシング５２は、オペレータによって何れかの接点
の周りで並進及び／又は枢動できるように、第１のハウジング部分１２に移動可能に結合
される。例えば、工具オペレータがケーシングの頂部又は底部付近を押圧した場合、トリ
ガ組立体は、図５Ａ及び図５Ｂそれぞれに示すように枢動する。工具オペレータがケーシ
ングの中央付近を押圧した場合、トリガ組立体は、図５Ｃに示すように工具本体に向かっ
て内向きに並進する。何れの場合においても、オペレータによってケーシング５２に加わ
る力は、スイッチのうちの少なくとも１つをオフ位置からオン位置まで押圧することにな
る。２つ又はそれ以上のスイッチ５３がある場合、スイッチ５３は、工具に電源を投入す
るためにスイッチのうちの１つのみが作動する必要があるように、互いに電気的に並列に
配列される（図７に示すように）。オペレータがトリガを解除すると、付勢部材５４は、
ケーシング５２を工具から離れるように付勢し、これによってスイッチの各々がオフ位置
に戻る。ケーシングの細長形状は、オペレータが異なる把持位置からスイッチを作動させ
るのに役立つ。トリガスイッチ組立体５０は、図６Ａ～図６Ｃに示すように、２つよりも
多くのスイッチ５３及び／又は１つよりも多くの付勢部材５４から構成できることが想起
される。
【００２４】
　図１６は、代替のトリガスイッチ組立体５０を示しており、ここで同じ参照番号は同じ
要素を指す。細長ケーシング５２は、好ましくは、特定の一方向Ａだけに滑動できるよう
に、ハウジング部分１２によって捕捉される。ケーシング５２は傾斜部５２Ｒを有するこ
とができる。傾斜部５２Ｒは、滑動リンク５５上のカム５５Ｒと係合する。滑動リンク５
５は、好ましくは、方向Ａに対し実質的に垂直な方向Ｂに沿ってのみ滑動できるように、
ハウジング１２によって捕捉される。
【００２５】
　滑動リンク５５は、好ましくは、回転リンク５６に回転可能に取り付けられる。回転リ
ンク５６は、ポスト５６Ｐによりハウジング部分１２に回転可能に取り付けることができ
る。
【００２６】
　従って、ユーザが方向Ａに沿ってケーシング５２を移動させると、傾斜部５２Ｒは、方
向Ｂに沿ってカム５５Ｒ（及びひいては滑動リンク５５）を移動させる。これにより、回
転リンク５６がモーメンタリースイッチ５３を回転させ、これと接触するようになり、工
具１０に電源を投入する。
【００２７】
　好ましくは、ケーシング５２は、方向Ａとは反対の方向にケーシング５２を付勢するバ
ネ５４と接触する。同様に、滑動リンク５５は、方向Ｂとは反対の方向に滑動リンク５５
を付勢するバネ５５Ｓと接触することができる。同様にまた、回転リンク５６は、モーメ
ンタリースイッチ５３から離れて回転リンク５６を付勢するバネ５６Ｓと接触することが
できる。
【００２８】
　スイッチ５３は、ケーシング５２から離れて配置することができるので、モータ２６は
、ケーシング５２及び滑動リンク５５に隣接して設けられ、より小型の配列を可能にする
ことができる点は当業者には明らかであろう。
【００２９】
　また、工具１０に電源を投入するためにユーザが個別のトリガ組立体５０を作動させる
代わりに、工具１０が内在のスイッチ組立体を有することができることは、当業者には明
らかであろう。図１７Ａ～図１７Ｂは、１つのこのような代替のスイッチ組立体を示して
おり、ここで同じ参照番号は同じ要素を指す。
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【００３０】
　この実施形態において、モータ２６、出力部材１１及び／又はこれらの間のあらゆる動
力伝達機構を含む動力伝達組立体４９は、好ましくは、ハウジング７１内に入れられ、工
具ハウジング１２内部で軸方向に並進するように作られる。十分な剛性のバネ７２が、ド
ライブトレイン組立体７１を工具ハウジングの前方に付勢する。モーメンタリー押しボタ
ンスイッチ７３が、ドライブトレイン組立体７１と軸方向に一直線上に配置される。工具
をファスナに適用するときには、付勢荷重が工具の軸に沿って印加され、ドライブトレイ
ン組立体７１が後方に並進して、バネを圧縮し押しボタンと接触する。代替の実施例にお
いて、ドライブトレイン組立体は静止したままであるが、ビットを囲むカラー７４は、軸
方向に並進してスイッチを作動させるように作られる。スイッチを作動させるための他の
配列も企図される。
【００３１】
　押しボタン７３が作動する（すなわち、閉状態にされる）と、バッテリ２８は、電源調
整回路を介して回転運動センサ、コントローラ２４及び他の支持電子回路に接続される。
図７を参照すると、コントローラ２４は、直接にバイパススイッチ３４（例えば、ＦＥＴ
）をオンにする。これにより、押しボタンが解除された後でも工具電子回路が引き続き電
力を受け取ることが可能になる。工具がファスナから係合解除されると、バネ７２は、再
度ドライブトレイン組立体７１を前方に付勢し、押しボタン７３が解除される。例示的な
実施形態において、コントローラ２４は、押しボタン７３が解除された後に所定の時間量
（例えば、１０秒）の間給電されたままになる。この時間の間に、工具は、工具の電源を
切断することなく同じファスナ又は異なるファスナに適用することができる。押しボタン
７３が所定の時間量で解除されると、コントローラ２４は、バイパススイッチ３４をオフ
にし、工具の電源を切断することになる。所望の工具停止と電子回路の電源切断との間に
幾らかの遅延があるのが好ましい。これは、モータにブレーキをかけてモータ惰走を回避
するための駆動回路時間を与える。図７で説明した実施形態の関連において、押しボタン
７３の作動はまた、角位置をリセットする（すなわち、ゼロに設定する）働きをする。電
子回路の給電は、押しボタンにより、又は別個のスイッチを用いて制御することができる
。交換式及び／又は充電式のバッテリは、この実施形態においては電源として機能するが
、本明細書で開示される概念はまた、コード付き工具にも適用可能である。
【００３２】
　工具の作動状態は、工具の電源が投入されている間照明されることになる発光ダイオー
ド３５（ＬＥＤ）によって工具オペレータに伝達することができる。ＬＥＤ３５を用いて
、他の工具状況を示すことができる。例えば、点滅するＬＥＤ３５は、電流レベルが超え
ている場合、又はバッテリが低レベルである場合を示すことができる。代替の配列におい
て、ＬＥＤ３５を用いて加工物表面を照明することができる。
【００３３】
　この実施形態において、工具は、電源を投入することができるが、ファスナと係合する
ことはできない。従って、コントローラは更に、押しボタンスイッチ７３が作動されたと
きだけ出力シャフトを駆動するように構成することができる。換言すると、出力シャフト
は、工具がファスナと係合して、十分な付勢力がドライブトレイン組立体に加えられたと
きにのみ駆動される。制御アルゴリズムは、ファスナが取り外されているときにより小さ
な付勢力を可能にすることができる。例えば、出力シャフトは、上述のように、十分な付
勢荷重がドライブトレイン組立体に加えられたときに逆方向に駆動することができる。出
力シャフトが回転し始めると、幾らかの順方向回転が検出されるまで出力シャフトが遮断
されることはない（付勢力に関係なく）。これにより、付勢力が低いことに起因して工具
が遮断されることなくねじが逆回転して材料から外れるので、オペレータは、ねじを緩め
て印加付勢荷重を低下させることが可能になる。順方向作動と逆方向作動を区別する他の
制御方式もまた本開示により企図される。
【００３４】
　また、非接触検知方法を用いて、工具の作動を制御することができる。例えば、非接触
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センサ８１は、図１７Ｃに示すように、ビット８３に隣接する工具の前方接面８２上に配
置することができる。非接触センサ８１を用いて、工具が、加工物に接近している場合、
又は加工物に適用されている場合、或いは加工物から引き戻される場合を検知することが
できる。光又は音響センサは、２つの例示的なタイプの非接触センサである。同様に、加
速度計のような慣性センサは、工具の相対位置又は加速度を検知するよう構成することが
できる。例えば、慣性センサは、工具の長手方向軸線に沿って工具が加工物に向かう又は
加工物から離れる線形運動を検出することができる。このタイプの運動は、工具と加工物
の係合、又は作業終了後の工具の取り外しを示す。これらの方法は、連結完了の検知及び
／又は工具をオフにした時点の判定を行うのにより効果的とすることができる。
【００３５】
　検知方法の組み合わせもまた本開示によって企図される。例えば、起動するために１つ
の検知方法と、停止させるために別の検知方法がある。加工物に印加された力に応答する
方法は、工具を起動する時点を判定するのに好ましいとすることができるが、ファスナの
状態又は印加から離れる工具の移動を検知する方法は、工具出力を修正する（例えば、工
具を停止する）時点を判定するのに好ましいとすることができる。
【００３６】
　スクリュードライバ１０のハウジング内にある構成要素は、図７で概略的に更に示すよ
うに、出力部材から半径方向に空間的に分離することができる回転速度センサ２２と、回
転速度センサ２２及びモータ２６に電気的に接続されるコントローラ２４とを含む。モー
タ駆動回路２５は、バッテリからの電圧を何れかの方向でモータの両端に印加できるよう
にする。次に、モータ２６は、動力伝達機構（図示せず）を通って出力部材１１に駆動可
能に接続される。例示的な実施形態において、モータ駆動回路２５は、Ｈブリッジ回路配
列であるが、他の配列も企図される。スクリュードライバ１０はまた、温度センサ３１、
電流センサ３２、タコメータ３３及び／又はＬＥＤ３５を含むことができる。スクリュー
ドライバ１０の僅かな主要構成要素を本明細書で検討するが、スクリュードライバを構築
するのに他の構成要素を必要とする可能性がある点は容易に理解される。
【００３７】
　例示的な実施形態において、回転運動センサ２２は更に、ジャイロスコープとして定め
られる。ジャイロスコープの作動原理は、「コリオリ（Ｃｏｌｉｏｌｉｓ）」の効果に基
づいている。要約すると、回転速度センサは共振質量体から構成される。動力工具が、ス
ピンドルの軸の周りで回転運動を受けるときに、共振質量体は、「コリオリ」効果に従っ
て横方向に変位し、横方向変位が角速度に正比例するようになる。質量体の共振運動及び
質量体の横方向移動は、回転シャフトの回転軸に対して垂直に配向された平面内で起こる
点に留意されたい。次いで、容量検知素子を用いて、横方向変位を検出し、横方向変位を
示す適用可能信号を発生させる。例示的な回転速度センサは、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃ
ｅｓから商業的に入手可能なＡＤＸＲＳ１５０又はＡＤＸＲＳ３００ジャイロスコープ装
置である。加速度計、コンパス、慣性センサ、及び他のタイプの回転運動センサが本開示
により企図されることは容易に理解される。また、センサ並びに他の工具構成要素は、工
具ハウジングと相互作用するバッテリパック又は他の何れかの取り外し可能要素に組み込
むことができる点も想起される。
【００３８】
　作動中、回転運動センサ２２は、出力部材１１の長手方向軸線に対するセンサの回転運
動を監視する。コントローラ２４によって実装された制御モジュールは、回転運動センサ
２２からの入力情報を受け取り、回転運動センサ２２からの入力に基づいてモータ２６及
びひいては出力部材１１を駆動する。例えば、制御モジュールは、工具の検出された回転
運動と同じ方向に出力部材１１を駆動することができる。本明細書で使用される場合、用
語「モジュール」は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、電子回路、組み合わせ論理回
路、フィールドプログラマブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コードを実行するプロセッ
サ（共有、専用、又はグループ）、説明した機能性を提供する他の好適な構成要素、又は
システムオンチップにおけるような上記の一部又は全ての組み合わせを意味し、これらの
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一部であり、或いは、これらを含むことができる。用語「モジュール」は、プロセッサに
よって実行されるコードを記憶するメモリ（共有、専用、又はグループ）を含むことがで
き、ここでコードは、上記で用いる場合、ソフトウェア、ファームウェア、及び／又はマ
イクロコードを含むことができ、また、プログラム、ルーチン、関数、クラス、及び／又
はオブジェクトを意味することができる。
【００３９】
　例示的な制御方式８０の機能を図８Ａに関連して以下で更に説明する。工具作動中、角
変位は、回転運動センサ２２から受け取った入力情報に基づいてコントローラ２４によっ
て監視することができる。ステップ８１において、開始又は基準点（θ）は、ゼロに初期
化される。次いで、工具のその後のあらゆる角変位は、これを基準として測定される。例
示的な実施形態において、制御方式は、メモリ内にあるコンピュータ実行可能命令として
実装され、コントローラ２４のプロセッサによって実行される。
【００４０】
　次いで、ステップ８２において、工具の角変位が監視される。例示的な実施形態におい
て、角変位は、ジャイロスコープにより提供される時間の経過に伴う角変位の割合すなわ
ち角速度（ωTOOL）から得られる。上述の回転速度センサは、現在の所工具の角変位を求
めるのに好ましいが、本開示は、このタイプのセンサに限定されないことは容易に理解さ
れる。逆に、角変位は、他の方式で及び／又は他のタイプのセンサから得ることができる
。また、あらゆる回転速度センサからの信号は、個別電気部品によりアナログ領域で、及
び／又はソフトウェアフィルタによるデジタル処理でフィルタリングすることができる点
に留意されたい。
【００４１】
　この提案された制御方式において、モータは、回転量に応じて異なる回転速度で駆動さ
れる。例えば、ステップ８４において、角変位が上限閾値と比較される。角変位が、上限
閾値θUT（例えば、回転の３０°）を超えると、ステップ８５において示すように、モー
タは全速度で駆動される。角変位はまた、ステップ８６において下限閾値と比較される。
角変位が上限閾値よりも小さいが、下限閾値θLT（例えば、回転の５°）を超えるときに
は、モータは、ステップ８７において示すように半速度で駆動する。本制御方式は、より
多くの又はより少ない変位閾値を利用すると共に、他の速度でモータを駆動できることは
容易に理解される。
【００４２】
　ステップ８２において、角変位の監視を継続する。後続の制御決定は、ステップ８３に
おいて示すように、始動点に対する絶対角変位に基づいている。工具の角変位が適用可能
閾値を上回ったままであるときには、モータの作動速度は維持される。このようにして、
工具の連続作動は、工具がその元の位置に戻るまで維持される。他方、工具オペレータが
、反対方向に工具を回転させ、工具の角変位が下限閾値を下回る（下限閾値未満である）
ときには、ステップ４８において、工具の出力が修正される。例示的な実施形態において
、モータに印加された電圧は、ステップ４８において中断され、これによって工具の作動
を終了する。代替の実施形態において、モータを駆動する速度は、無負荷でのスピンドル
回転を可能にするある最小レベルまで低下する。また、工具の出力を修正するための他の
技術も想起される。閾値は、ヒステリシスを含むことができ、すなわち、下限閾値は、モ
ータをオンにするためにある値（例えば、６度）に設定されるが、例えば、モータをオフ
にするために異なる値（例えば、４度）に設定される。また、本方法の関連するステップ
のみを図８Ａに関して検討するが、システムの全体の作動を制御及び管理するのに他の機
能が必要となる場合がある点は理解される。
【００４３】
　この制御方式の変形形態８０’が図８Ｂに示されている。角変位が上限閾値よりも小さ
いが、下限閾値θLT（例えば、回転の５°）を超えるときには、ステップ８７’で示すよ
うに、モータ速度は、一般に角変位の関数として設定することができる。より具体的には
、モータ速度は、全速度に比例して設定することができる。この実施例において、モータ
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速度は、一次関数から得られる。また。二次関数、指数関数又は対数関数などのより複雑
な関数を用いてモータ速度を制御することができる点に留意されたい。
【００４４】
　上述の何れかの制御方式において、工具回転の方向を用いて出力シャフトの回転方向を
制御することができる。換言すると、工具の時計回り回転は、出力シャフトの時計回り回
転をもたらし、工具の反時計回り回転は、出力シャフトの反時計回り回転をもたらす。或
いは、工具は、オペレータが出力シャフトの回転方向を選択できるようにするスイッチを
備えて構成することができる。
【００４５】
　回転運動センサ２２は、様々な方法で用いることができることは当業者には明らかであ
ろう。例えば、運動センサ２２を用いて、故障状態を検出し、作動を終了することができ
る。１つのこのような方式が図８Ｃに示されており、ここで、角変位が上限閾値θUTより
も大きい場合（ステップ８６）、角変位が第２の上限閾値θOTを超えるかどうかをチェッ
クすること（ステップ８８）が有利とすることができる。このような閾値を超える場合、
工具１０の作動を終了することができる（ステップ８９）。このような構成は、特定の向
きに反転又は状態にすべきでない工具において重要である。このような工具の実施例は、
テーブルソー、動力芝刈り機、その他を含む。
【００４６】
　同様に、工具１０の作動は、工具を落としたときのような、運動センサ２２が突発的な
加速度を検出した場合に終了することができる。
【００４７】
　或いは、図８Ａ～図８Ｃに示す制御方式は、角変位の代わりに角速度を監視することに
よって修正することができる。換言すると、回転の角速度が１００°／秒のような上限閾
値を超えるときには、モータは、全速度で駆動され、角速度が上限閾値をよりも低いが、
５０°／秒のような下限閾値を超える場合には、モータは半速度で駆動される。
【００４８】
　図１８を参照すると、ラチェッティング制御方式６０もまた本開示によって企図される
。工具作動中、ステップ６１において、コントローラは、回転運動センサ２２から受け取
った入力情報に基づいて工具の角変位を監視する。角変位から、コントローラは、以下で
更に説明するように、ステップ６２において変位の方向を判定してモータ２６を駆動し、
ラチェット関数をシミュレートすることができる。
【００４９】
　この提案された制御方式において、コントローラはまた、ステップ６３において、オペ
レータがどちらの方向にラチェット作動することを望むかに関してオペレータからの指示
を受け取らなければならない。例示的な実施形態において、工具１０は、オペレータが順
ラチェット方向又は逆ラチェット方向の間で選択できるようにするスイッチを備えて構成
することができる。他の入力機構もまた企図される。
【００５０】
　オペレータによって順ラチェット方向が選択されたときには、コントローラは、以下の
ようにモータを駆動する。オペレータが工具を時計回りに回転させるときには、出力シャ
フトは、工具が受ける回転よりも大きな割合で駆動される。例えば、出力シャフトは、オ
ペレータによって工具の四分の一転回毎に１又はそれ以上の全回転を駆動することができ
る。換言すると、出力シャフトは、ステップ６５において示すように、回転運動の方向が
ユーザ選択によるラチェッティング方向と同じである場合よりも大きい割合で回転する。
ユーザがラチェット方向を選択することが必要ではない場合がある。制御によりパラメー
タに基づいてラチェッティング方向の決定を行うことができるのではなく、例えば、初期
回転方向は、所望の順方向であると仮定される。
【００５１】
　他方、オペレータが工具を反時計回りに回転させると、出力シャフトは、１対１の比率
で駆動される。従って、出力シャフトは、ステップ６７において示すように、方向回転運
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動が、ユーザ選択によるラチェッティング方向と反対であるときに等しい比率で回転する
。スクリュードライバの場合には、ビット及びねじは、次の順方向転回に備えるためにユ
ーザが工具を後方に捩ると静止したままになり、そのためラチェッティング機能に類似し
ている。
【００５２】
　上記に記載された制御方式は、複数の制御プロファイルを使用することによって更に強
化することができる。用途によっては、工具オペレータは、より良好な速度又は制御をも
たらす制御曲線を好む場合がある。図９Ａは、３つの例示的な制御曲線を示す。曲線Ａは
、大きな可変制御領域がある線形制御曲線である。ユーザが、適用に対して細かく制御す
る必要がなく、単にできるだけ速く適用を実行作させたい場合には、ユーザは曲線Ｂを好
むと考えられる。この曲線において、工具出力は、増大して迅速に全出力が得られる。ユ
ーザが真鍮ねじの着座のような精巧な適用を実行している場合、ユーザは、曲線Ｃを好む
と考えられる。この曲線では、即時的なパワーの取得を犠牲にし、ユーザにより大きな制
御領域をもたらす。曲線の第１の部分においては、出力パワーは緩慢に変化するのに対し
て、曲線の第２の部分においては、出力パワーはより迅速に変化する。３つの曲線を例示
しているが、工具は、２つ又はそれ以上の制御曲線でプログラムすることができる。
【００５３】
　１つの実施形態において、工具オペレータは、入力スイッチによって設定された数の制
御曲線のうちの１つを直接選択することができる。この場合、コントローラは、工具オペ
レータが異なる制御曲線を選択するまでは、入力スイッチによって示される制御曲線を適
用する。
【００５４】
　代替の実施形態において、工具のコントローラは、入力制御変数（ＩＣＶ）及びその導
関数に基づいて適用可能な制御曲線を選択することができる。例えば、コントローラは、
トリガスイッチが移動した距離及びユーザがトリガスイッチを作動させる速度に基づいて
制御曲線を選択することができる。この実施例において、制御曲線の選択は、開始位置か
ら測定したある所定距離（例えば、図９Ａに示すような移動範囲の５％）をトリガスイッ
チが移動するまで行われない。
【００５５】
　トリガが必要な距離を移動すると、コントローラは、トリガスイッチの速度を計算し、
計算された速度に基づいて制御曲線のグループから制御曲線を選択する。ユーザが単にで
きるだけ速くモータを動作させたい場合には、ユーザは、直ぐにトリガを引く傾向がある
。この理由から、トリガ速度が、ある上限速度閾値を超えた場合には、コントローラは、
ユーザができるだけ速くモータを稼働させたいと推測して、適用可能な制御曲線（例えば
、図９Ａの曲線Ｂ）を選択する。ユーザが精巧な適用に取り組んでいて、より良好な制御
を必要とする場合、ユーザは、トリガをより緩慢に引く傾向がある。従って、トリガの速
度が、ある下限速度閾値を下回る場合、コントローラは、ユーザがより良好な制御を望み
、異なる制御曲線（例えば、図９Ａの曲線Ｃ）を選択すると推測する。トリガの速度が上
限閾値から下限閾値の間にある場合には、コントローラは、別の制御曲線（例えば、図９
Ａの曲線Ａ）を選択することができる。曲線選択は、トリガを新たに引く毎に実施するこ
とができるので、ユーザは、トリガを押してねじを廻し込んで解除し、次の更に緩慢なト
リガ引きで微細な着座制御を得ることができる。
【００５６】
　次いで、コントローラは、選択された制御曲線に従ってモータ速度を制御する。上記の
実施例において、トリガによって移動した距離は、パーセント出力パワーに相関する。ト
リガ距離に基づいて、コントローラは、選択された制御曲線に従って対応するパーセント
出力でモータを駆動することになる。この出力は、開ループモータ制御システムと同様に
してモータパルス幅変調とすることができ、又はこの出力は、閉ループモータ制御システ
ムと同様に直接モータ速度とすることができる点に留意されたい。
【００５７】
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　別の実施例において、コントローラは、工具が開始点から回転した角距離及びその導関
数、すなわち工具が回転している角速度に基づいて制御曲線を選択することができる。ト
リガ速度と同様に、コントローラは、工具が迅速に回転しているときにユーザができるだ
け速くモータを動作させることを望むと推測することができ、工具が緩慢に回転している
ときにはユーザが緩慢にモータを動作させることを望むと推測することができる。従って
、コントローラは、上で記載したように制御曲線を選択し適用することができる。この実
施例において、入力制御変数のパーセントは、予想回転の予め定められた範囲（例えば、
±１８０度）に対して計算される。別のタイプの入力制御変数及びその導関数に基づいて
適用可能な制御曲線を選択することもまた本開示によって企図される。
【００５８】
　工具作動中に異なる点にて入力制御変数を監視して制御曲線を選択することが有利とす
ることができる。例えば、コントローラは、トリガが解除されるか又はその開始位置に向
かって移動し始めた後に、トリガ速度を計算して好適な制御曲線を選択することができる
。図９Ｂは、このような後退状態中に利用できる３つの例示的な制御曲線を示す。曲線Ｄ
は、曲線Ａのような典型的な上昇曲線に類似した典型的な後退曲線である。この曲線にお
いて、ユーザは、トリガ開始位置に戻る前にフルレンジのアナログ制御を通過する。曲線
Ｅは、高速遮断の代替曲線である。トリガが迅速に解除される場合、コントローラは、ユ
ーザが単に工具を遮断することを望むと推測し、ユーザが可変速度領域のほとんどを迂回
できるようにする。ユーザが緩慢に後退する場合、コントローラは、ユーザが可変速度領
域に入ることを望むと推測する。この場合、コントローラは、曲線Ｆを選択して適用し、
ねじを着座させる必要があるように、ユーザが制御を良好に終了させることを可能にする
ことができる。コントローラは、入力制御変数を監視して、工具作動中に起こる他のタイ
プのトリガ事象に基づいて適用可能な制御曲線を選択するできることが想起される。
【００５９】
　上昇曲線は、図９Ｃに示すように、後退曲線と組み合わせて単一の選択可能曲線を形成
することができる。例示的なアプリケーションにおいて、ユーザは、上記で検討したよう
に、工具を用いて長い機械ねじを打ち込むことを望み、従って、入力スイッチを用いて適
用可能な制御曲線を選択する。ユーザがトリガを引くと、コントローラは、曲線Ｂを適用
して完全工具出力を迅速に取得する。ユーザがねじの廻し込みをほとんど終えたときに、
ユーザはトリガを解除し、コントローラは曲線Ｆを適用し、これによって所望の締結度に
ねじを着座させるようユーザにより良好な制御及び能力を与える。
【００６０】
　制御曲線の選択は、他の工具パラメータと組み合わせた入力制御変数に基づくことがで
きる。例えば、コントローラは、検知電流引き込みのような公知の技術を用いて出力トル
クを監視することができる。図９Ｄを参照すると、コントローラは、緩慢なトリガ解除を
検知し、これによりユーザが仕上げ制御に対する可変速度を望むことを示している。出力
トルクが高いことをコントローラが更に検知した場合、コントローラは、ねじが動き続け
るためにより大きな出力パワーを必要とする（例えば、木ねじ用途）と推測することがで
きる。この場合、コントローラは曲線Ｇを選択し、ここで制御領域は上方にシフトされ、
使用可能なトルクを得る。他方、出力トルクが低いことをコントローラが検知した場合、
コントローラは、追加の出力パワーを必要としない（例えば、機械ねじ用途）と推測し、
従って、曲線Ｈを選択することができる。同様に、コントローラは、検知トルクに基づい
て工具起動時に異なる制御曲線の中から選択することができる。トルク以外の工具パラメ
ータを用いて、好適な制御曲線を選択することもできる。
【００６１】
　制御曲線の選択はまた、入力制御変数の第２の導関数に基づくことができる。例示的な
実施形態において、コントローラは、トリガの加速度を継続的に計算することができる。
加速度がある閾値を超えると、コントローラは、異なる制御曲線を選択することができる
。この手法は、工具が既に上昇又は後退曲線を決定したが、ユーザは挙動中央曲線を変更
することを望んでいる場合に特に有用である。例えば、ユーザは、トリガを緩慢に引っ張
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り、ねじがねじ山と係合することを可能にするようにする。係合すると、ユーザは、トリ
ガを押して全出力を得る。工具は、常にトリガ加速度を監視しているので、工具は、ユー
ザが可変速度制御を終了していることを検知し、図９Ｅに示すように工具を全出力に迅速
に向かわせる。
【００６２】
　この場合も同様に、トリガ入力は、この状況における実施例として用いられるが、ジェ
スチャのようなあらゆるユーザ入力制御を入力制御変数として用いることができる点に留
意されたい。例えば、センサ２２は、ユーザが工具を振って制御曲線又は作動モードを切
り替える時点を検出することができる。例えば、ユーザは、サンダを振って回転モードと
ランダム軌道モードとを切り替えることができる。
【００６３】
　図７を参照すると、工具１０は、モータ２６に供給されている電流を検出するための電
流センサ３２を含む。工具のモータにとって長い時間期間に高電流レベルで動作させるこ
とは有利である。高電流レベルは、典型的には高トルク出力を示している。検知電流が、
ある予め定められた閾値を超えるときには、コントローラは、工具出力を修正し（例えば
、工具を停止する）、損傷を防ぎ、手動で加える回転により、ファスナを引き続き前進さ
せて作業を終了させる必要がある場合があることをオペレータに信号で伝えるように構成
される。工具は更に、スピンドルロックを備えることができる。この状況において、オペ
レータは、スピンドルロックを作動させ、これにより工具ハウジングに対して固定関係で
スピンドルをロックする。これは、工具を手動スクリュードライバのように機能させる。
【００６４】
　このような慣性制御工具において、例えば、ユーザがトリガスイッチを押圧するが、工
具を回転させないときには、工具が作動可能であることをユーザに示すことはできない。
従って、スクリュードライバ１０は更に、工具が作動可能であるときにユーザが知覚可能
な出力を提供するように構成することができる。ユーザ知覚可能な出力の１つの実施例は
、ユーザに触覚フィードバックを提供することである。モータ駆動回路２５は、上述のよ
うなＨブリッジ回路として構成することができる。Ｈブリッジ回路は、電界効果トランジ
スタ（ＦＥＴ）のペアを選択的に開閉して、電流フロー方向、及びひいてはモータの回転
方向を変更するのに用いられる。順方向と逆方向との間で交互に迅速に遷移することによ
って、モータを用いて、工具オペレータに知覚可能な振動を発生させることができる。振
動の周波数は、図１０に示すように、１周期の時間間隔によって決定付けられ、振動の大
きさは、オンタイムとオフタイムとの比率によって決定付けられる。工具を振動させる他
の方式もまた本開示のより広範囲な態様の範囲内にある。
【００６５】
　図８Ａ及び図８Ｂに提示された制御方式の範囲内で、Ｈブリッジ回路２５は、工具の角
変位が下限閾値に到達する前に上述のようにして駆動することができる。その結果、ユー
ザは、スピンドルが回転していないときの触覚フィードバックを備える。また、ユーザは
、スピンドルが回転している間の触覚フィードバックを備えることができる点も想起され
る。例えば、電圧間の不均衡によりモータに正及び負電圧が印加することができ、工具を
依然として振動させながら、モータが順方向又は逆方向の何れかに進むようになる。触覚
フィードバックは、知覚可能な出力の１つの実施例に過ぎず、他のタイプの出力もまた本
開示によって企図される点は理解される。
【００６６】
　また、異なる周波数及び／又は異なる大きさを有する振動を用いて、異なる作動状態を
ユーザに伝えることができる。例えば、パルスの大きさは速度に比例して変化し、可変速
度範囲のどこで工具が作動しているかを伝達するのに役立つことができる。工具の全パワ
ーを制限しないように、このタイプのフィードバックは、ある可変速度限界（例えば、最
高速度の７０％）を超えると失われる場合がある。別の実施例において、振動を用いて、
危険な工具状態をオペレータに警告することができる。最後に、触覚フィードバックは、
他の知覚可能な表示器と結合して、工具の状態をオペレータに伝えるのに役立つことがで
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きる。例えば、工具上のライトは、触覚フィードバックと同時に点灯して、特定の状態を
示すことができる。
【００６７】
　加えて、触覚フィードバックを用いて、出力シャフトが３６０°回転したこと、又は特
定の所望のトルク設定が達成されたことを示すことができる。
【００６８】
　本発明の別の態様において、工具１０に存在するジャイロスコープを較正するために、
自動化方法が提供される。ジャイロスコープは、典型的には、回転速度を示す検知アナロ
グ電圧（Ｖｓｅｎｓｅ）を出力する。回転速度は、検知電圧を基準電圧と比較することに
よって求めることができる（例えば、速度＝（Ｖｓｅｎｓｅ－Ｖｒｅｆ）／スケール係数
）。一部のジャイロスコープでは、この基準電圧は、ジャイロスコープによって直接出力
される。他のジャイロスコープでは、この基準電圧は、コントローラにおける定数として
設定された所定レベル（すなわち、ジャイロスコープ供給電圧／２）である。検知電圧が
基準電圧に等しくないときには、回転運動が検出され、検知電圧が基準電圧に等しいとき
には、運動は起こっていない。実際には、２つの電圧の間にオフセット誤差（ＺＲＯ）は
存在しない（すなわち、ＺＲＯ＝Ｖｓｅｎｓｅ－Ｖｒｅｆ）。このオフセット誤差は、Ｐ
ＣＢに搭載した後のジャイロスコープに係る機械的応力、又は測定機器におけるオフセッ
ト誤差のような様々な変化によって引き起こされる可能性がある。オフセット誤差は、各
ジャイロスコープに特有のものであるが、長期にわたって一定のままであるべきである。
この理由から、工具を組み立ててオフセット誤差を求めた後、較正を実施することが多い
。オフセット誤差は、メモリ内に記憶され、回転速度（速度＝（Ｖｓｅｎｓｅ－Ｖｒｅｆ
－ＺＲＯ）／係数）を計算するときに用いることができる。
【００６９】
　環境条件の変化により、工具使用の途中で工具を再較正することが必要になる場合があ
る。従って、工具が現場で自己を再較正できることが望ましい。図１１は、工具において
ジャイロスコープのオフセット誤差を較正する例示的な方法を示している。例示的な実施
形態において、本方法は、工具においてコントローラ２４のプロセッサにより実行される
コンピュータ実行可能命令によって実施される。
【００７０】
　最初に、較正手順は、工具が静止しているときに行う必要がある。これは、作動が終了
し、及び／又は工具の電源が切断されているときに行われる可能性が高い。作動が終了す
ると、工具は、所定の時間量の間電源がオンにされたままである。この時間期間中に較正
手順が実行されるのが好ましい。較正手順は、工具が静止しているか又は静止している可
能性が高い別の時点で実行してもよいことは理解される。例えば、検知電圧測定値の一次
導関数を分析して、工具がいつ静止しているかを判定することができる。
【００７１】
　較正手順は、ステップ１１４において示すように、オフセット誤差の測定から始まる。
オフセット誤差が測定された後、オフセット誤差は、先行するオフセット誤差測定値の移
動平均（ＺＲＯ平均）と比較される。移動平均は、最初にオフセット誤差に対する現在の
較正値に設定することができる。ステップ１１５において、測定オフセット誤差が予め定
められたエラー閾値と比較される。測定オフセット誤差と移動平均との間の絶対差が、予
め定められたオフセット誤差閾値よりも小さいか又はこれに等しい場合、測定オフセット
誤差を用いて、新しく較正されたオフセット誤差を計算することができる。より具体的に
は、測定カウンタ（ｃａｌＣｏｕｎｔ）は、ステップ１１６において増分する場合があり
、ステップ１１７において、測定オフセット誤差がアキュムレータ（ＺＲＯ累積）に加え
られる。次いで、ステップ１１８において、アキュムレータをカウンタで除算することに
よって移動平均が計算される。移動平均は、新しく較正されたオフセット誤差を計算する
ための１つの例示的な方法である。
【００７２】
　次に、測定サイクル中に工具が静止しているかどうかに関して判定される。オフセット
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エラー測定値が、ステップ１１９において測定したある時間期間（例えば、４秒）にわた
って一定又はほぼ一定のままである場合、工具は静止していると推定される。この時間期
間に達する前まで、各オフセット誤差測定値と移動平均との間の差がオフセット誤差閾値
よりも小さい限り、オフセット誤差の追加の測定が行われ、移動平均に加えられる。時間
期間に達すると、移動平均は、オフセット誤差に対する正確な測定値であると見なされる
。移動平均は、ステップ１２１において新しく較正されたオフセット誤差としてメモリ内
に記憶され、その後、回転速度の計算中にコントローラによって用いることができる。
【００７３】
　測定オフセット誤差と移動平均との間の絶対差が、予め定められたオフセット誤差閾値
を超えたときには、工具は回転している必要がある。この場合、ステップ１２６及び１２
７において示すように、アキュムレータ及び測定カウンタはリセットされる。較正手順は
、工具の電源が遮断されるか又は他の何らかのトリガが手順を終了するまで実行し続ける
ことができる。
【００７４】
　突発的な誤った較正を防止するために、工具は、より長期的な較正方式を利用すること
ができる。上に記載した方法は、較正値を変更する必要があるか否かを判定している。よ
り長期的な較正方式は、誤差が重要ではなければ、僅かな時間（例えば、０．２５秒）を
用いて短期の較正を実施することになる。時間期間において回転運動が検知されない場合
には、平均ＺＲＯは、現行の較正値と比較される。平均ＺＲＯが現行の較正値よりも大き
い場合には、コントローラは、現行の較正値を引き上げる。平均ＺＲＯが現行の較正値よ
りも小さい場合には、コントローラは、現行の較正値を引き下げることになる。この調整
は、平均値と現行値との間の差に対して増大させるか、又はこの差に比例したものとする
ことができる。
【００７５】
　動力伝達機構のバックラッシュに起因して、工具オペレータは、一定の条件下で望まし
くない振動状態を生じる場合がある。動力伝達機構のギアは、バックラッシュによって移
動するが、モータは迅速に回転し、ユーザが反動トルクを受けることはほとんどない。バ
ックラッシュが吸収されると直ぐに、モータは、ギアが締め付けるにつれて負荷の突発的
な増大を受け、ユーザは、モータが減速するにつれて強力な反動トルクを直ぐに感じるこ
とになる。この反動トルクは、出力スピンドルとして反対方向に工具を回転させる程強力
である可能性がある。この作用は、スピンドルロックシステムによって増大する。順方向
及び逆方向スピンドルロックの間の空間は、ギア間の空間と同様に作用し、なお一層のバ
ックラッシュをシステムに加える。バックラッシュが大きいほど、モータはより多くの時
間を高速で作動する必要がある。モータが出力スピンドルを係合する前に達成する速度が
速いほど、反動トルクがより大きく、工具の本体が反対方向に回転する可能性がより高く
なる。
【００７６】
　工具本体の非制御回転は、トリガ制御工具の工具作動に大きな影響を及ぼさない場合も
あるが、回転制御工具においては顕著で有害な影響を及ぼす可能性がある。ユーザが工具
本体の回転による工具出力速度を制御する場合、工具本体のあらゆる望ましくない運動は
、望ましくない出力速度を引き起こす可能性がある。以下の状況においては、周期的振動
作用を更に生じる可能性がある。ユーザは、ねじを打ち込もうとして工具を時計回りに回
転させる。多大なバックラッシュがある場合には、モータ速度は、バックラッシュが吸収
されるまで迅速に増大することになる。この時点においてユーザのグリップが過大に弛緩
している場合、工具は、反時計回り方向に非制御状態で回転することになる。工具がゼロ
回転点を通って負の回転に入る場合、モータは、方向を反転させて反時計回りに回転する
。バックラッシュは、同様に吸収され、最終的には時計回り方向に非制御状態で工具本体
を回転させる。この周期的振動又は振動状態は、工具作動が終わるまで継続する可能性が
ある。
【００７７】



(19) JP 2013-516335 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

　図１５は、工具１０におけるこのような振動状態を防止する例示的な方法を描いている
。例証の目的で、本方法は、図８Ａに関して説明した制御方式と協働する。本方法は、上
に記載したものを含む他の制御方式と連動するよう適合させてもよい点は理解される。例
示的な実施形態において、本方法は、工具におけるコントローラ２４のプロセッサによっ
て実行されるコンピュータ実行可能命令によって実施される。
【００７８】
　出力スピンドルの回転方向は、上記で検討したように、工具の角変位によって決定付け
られる。例えば、工具の反時計回り回転は、出力シャフトの時計回り回転をもたらす。し
かしながら、周期的振動状態の発現は、反対方向に回転するまでの所定の時間量未満の間
に工具回転が起こった場合に示すことができる。従って、工具の回転を検出すると、ステ
ップ１０２においてタイマが開始される。タイマは、出力シャフトが所与の方向に回転し
ている時間量を発生する。工具の回転運動及びその方向は、ステップ１０３において示す
ように継続的に監視されている。
【００７９】
　工具が反対方向に回転すると、本方法は、ステップ１０４において、タイマの値を予め
定められた閾値（例えば、５０ミリ秒）と比較する。タイマの値が閾値未満である場合、
振動状態の発現が生じている可能性がある。例示的な実施形態において、振動状態は、２
つの周期的振動を検出することによって確かめられるが、単一周期的振動の後に推定する
ことができる。従って、ステップ１０５において、フラグは、第１の周期的振動の発生を
示すように設定される。タイマの値が閾値を超える場合、回転方向の変化は、オペレータ
が意図したものであると推定され、従って、工具は、周期的振動状態にはない。何れの場
合においても、タイマ値をリセットし監視を継続する。
【００８０】
　振動状態において、工具の回転方向は、ステップ１０３において検出されるように変化
することになる。この状況において、タイマの値は閾値未満であり、フラグは、先行する
第１の周期的振動の発生を示すように設定される。従って、ステップ１０７において示す
ように、補正動作を開始することができる。例示的な実施形態において、工具は、短い時
間期間の間（例えば、１／４秒）停止することができ、これによって作動を再開する前に
、ユーザが工具の制御を取り戻すことができるようにする。他のタイプの補正動作も本開
示によって企図される。また、補正動作は、単一の周期的振動又は他の何れかの指定数の
周期的振動が２つを超えた後に開始することができることが想起される。同様に、振動状
態を検出するための他の技術は、本開示のより広い態様の範囲内にある。
【００８１】
　前述の実施形態の説明は、例証及び説明の目的で提供されている。網羅的であるか又は
本発明を限定することを意図するものではない。特定の実施形態の個々の要素又は特徴は
、一般的に、当該特定の実施形態に限定されず、必要に応じて、具体的に図示され説明さ
れていない場合であっても選択された実施形態に置き換え可能であり、且つ用いることが
できる。上記の個々の要素又は特徴はまた、多くの方法で変更することができる。このよ
うな変形形態は、本発明から逸脱するものと見なすべきではなく、全てのこのような修正
は、本発明の範囲内に含まれるものとする。
【００８２】
　例示的な実施形態は、本開示が十分なものとなり、その範囲を当業者に完全に伝わるよ
うに提供されている。本開示の実施形態の完全な理解を提供するために、特定の構成要素
、装置、及び方法の実施例など、多数の特定の詳細事項が記載されている。この特定の詳
細事項を必ずしも利用する必要はなく、多くの異なる形態で例示的な実施形態を具現化す
ることができ、その何れもが本開示の範囲を限定するものと解釈すべきでないことは、当
業者には明らかであろう。一部の例示的な実施形態において、公知のプロセス、公知の装
置の構造、及び公知の技術は、詳細には説明されていない。
【００８３】
　別の配列において、工具は、モータ２６の出力シャフト１４と駆動シャフト９１との間
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に配置された自動ロック式遊星ギアセット９０で構成することができる。自動ロック式ギ
アセットは、リングギアを通してサンギアを駆動する能力を制限し、及び／又は反転する
スピンドルの能力を制限するあらゆる遊星ギアセットを含むことができる。この制限特徴
要素は、遊星ギアセットに固有のものとすることができ、或いは、スプラグクラッチ又は
ワンウェイクラッチのような何らかの追加特徴要素とすることができる。図９Ａ及び図９
Ｂを参照すると、リングギアの能力を制限してサンギア９２を逆駆動するための１つの固
有の方法は、遊星ギアセット９４の出力として追加のリングギア９３を加え、第１のリン
グギア９５を固定することである。第１のリングギア９５を固定することによって、動力
がサンギア９２を通って遊星ギア９４に伝達され、ここで遊星ギア９４が第１の固定リン
グギア９５において自由に回転する。次いで、この構成において、動力が回転遊星ギア９
４から第２の（固定されていない出力）リングギア９３に伝達される。
【００８４】
　トルクが出力リングギア９３を通して遊星ギアセット９４に戻されると、出力リングギ
ア上の内部ギア歯が、遊星ギア９４上の対応する歯と強制的に係合される。次いで、遊星
ギア９４上の歯は、固定リングギア上の対応する歯と強制的に係合される。これが起こる
と、遊星ギアの歯にかかる力は、図９Ｂで見られるように、出力リングギア９３を通して
作用する力と、固定リングギア９５を通って作用する同等の相反する力とによって均衡が
保たれる。力が均衡を保っているときには、遊星ギアは固定されて移動しない。これによ
り遊星ギアセットがロックされ、トルクがサンギアに印加されるのが阻止される。自動ロ
ック式ギアセットの他の配列も本開示によって企図される。
【００８５】
　自動ロック式遊星ギアセットを有する利点は、限定ではないが、ねじ付きファスナのよ
うな捩り作動中にモータが高トルクレベルにて固着したときに、工具オペレータが、工具
を捩ることによってトルクに打ち勝つことができることである。工具オペレータから本装
置に加えられたこの過剰トルクは、自動ロック式遊星ギアセット内の力によって相殺され
、モータは逆駆動しない。このことにより、工具オペレータは、追加のトルクを装置に加
えることが可能になる。
【００８６】
　この配列において、検知電流がある予め定められた閾値を超えたときに、コントローラ
は、無負荷でのスピンドル回転を可能にするある最小レベルでモータを駆動するように構
成することができる。これにより、失速状態での電子回路への応力が回避されるが、失速
時のラチェッティングを可能にすることになる。自動ロック式遊星ギアは、依然としてユ
ーザが失速トルクを手動で無効にすることを可能にする。反対に、ユーザが工具を逆方向
に転回させて次の順方向回転を終了させるときには、スピンドル回転は、ねじヘッドにロ
ックされたビットを進め、これによってユーザの逆方向工具回転を相殺することになる。
【００８７】
　本明細書で用いる専門用語は、特定の例示的な実施形態を説明する目的のものに過ぎず
、限定を意図するものではない。本明細書で用いられる場合、単数形「ａ」、「ａｎ」及
び「ｔｈｅ」は、そうでないことを文脈上明確に示さない限り、複数形も含むことを意図
することができる。用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「備えている（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ）」、「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、及び「有する（ｈａｖｉｎｇ
）」は包括的なものであり、従って、記載の特徴、整数、ステップ、作動、要素、及び／
又は構成要素の存在を明示するが、１つ又はそれ以上の他の特徴、整数、ステップ、作動
、要素、構成要素及び／又はこれらのグループの存在又は追加を排除するものではない。
本明細書で説明した本方法のステップ、プロセス、及び作動は、具体的に実施の順序とし
て特に記載のない限り、必然的に検討又は図示した特定の順序でこれらを実施する必要が
あるものと解釈すべきではない。また、追加のステップ又は代替のステップを利用できる
点も理解されたい。
【符号の説明】
【００８８】
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８　長手方向軸線
１０　スクリュードライバ、工具
１１　出力部材
１２　第１のハウジング部分
１４　第２のハウジング部分
５０　トリガスイッチ、トリガスイッチ組立体
１３０　回転解除機構

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】

【図６Ａ】
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【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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【図１５】

【図１６】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１８】
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【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力部材を有する動力工具を作動するための方法であって、
　前記動力工具内に配置された回転運動センサを用いて、前記出力部材の長手方向軸線と
実質的に平行に整列した軸の周りの前記動力工具の回転運動を監視する段階と、
　前記軸の周りの回転運動の方向を求める段階と、
　前記出力部材が前記動力工具内にあるモータによって駆動される場合、前記工具の検出
された回転運動によって定められる方向に前記出力部材を駆動する段階と、
を含む、方法。
【請求項２】
　基準位置に対して前記軸の周りでの前記工具の角変位を求め、前記基準位置から前記工
具の角変位に相関する回転速度で前記出力部材を駆動する段階を更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　基準位置に対して前記軸の周りでの前記工具の角変位を求め、前記基準位置から前記工
具の角変位が変位閾値を超えたときの回転速度で前記出力部材を駆動する段階を更に含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記軸の周りでの前記工具の回転運動と同じ方向に前記出力部材を駆動する段階を更に
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記工具の角変位が第１の閾値を超えたときに、最高回転速度で前記出力部材を駆動し
、前記工具の角変位が前記第１の閾値未満であるが第２の閾値よりも大きいときに、前記
最高回転速度未満の指定回転速度で前記出力部材を駆動する段階を更に含む、請求項３に
記載の方法。
【請求項６】
　前記回転運動センサからの入力を用いて前記軸の周りの前記工具の角速度を求める段階
と、
　前記工具の角速度に基づいた、前記出力部材を駆動する前記回転速度に前記工具の角変
位を相関付ける複数の制御プロファイルのうちの１つを選択する段階と、
　前記選択された制御プロファイルに応じた回転速度で前記出力部材を駆動する段階と、
を更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記工具の出力部材が加工物と係合する時点を判定し、前記工具が前記加工物と係合し
ている間にのみ回転運動に応答して前記出力部材を駆動する段階を更に含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に少なくとも部分的に収容され、長手方向軸線の周りで回転するよう
に構成された出力部材と、
　前記ハウジング内に収容され、回転運動を与えるように前記出力部材に駆動可能に接続
されたモータと、
　前記ハウジング内に配置され、前記出力部材の長手方向軸線の周りで前記ハウジングの
回転運動を検出するよう動作可能な回転運動センサと、
　前記ハウジングにおいて前記回転運動センサから回転運動を示す信号を受け取るよう構
成され、前記軸の周りの前記ハウジングの回転運動の方向を求め、前記ハウジングの回転
運動と同じ方向に前記モータを駆動するように動作可能なコントローラと、
を備える、動力工具。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記軸の周りの前記ハウジングの回転運動が時計回りであるとき
に、前記軸の周りで時計回り運動で前記モータを駆動し、前記軸の周りの前記ハウジング
の回転運動が反時計回りであるときに、前記軸の周りで反時計回り運動で前記モータを駆
動する、請求項８に記載の動力工具。
【請求項１０】
　前記コントローラは、基準位置に対して前記長手方向軸線の周りで前記工具の角変位を
求め、前記工具の角変位に相関する回転速度で前記モータを駆動する、請求項８に記載の
動力工具。
【請求項１１】
　前記コントローラは、基準位置に対して前記長手方向軸線の周りで前記工具の角変位を
求め、前記角変位が変位閾値を超えたときの回転速度で前記モータを駆動する、請求項８
に記載の動力工具。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記工具の角変位が第１の閾値を超えたときに、最高回転速度で
前記モータを駆動し、前記工具の角変位が前記第１の閾値未満であるが第２の閾値よりも
大きいときに、前記最高回転速度未満の指定回転速度で前記モータを駆動する、請求項８
に記載の動力工具。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記工具の出力部材が加工物と係合する時点を判定し、前記工具
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が前記加工物と係合している間にのみ回転運動に応答して前記モータを駆動する、請求項
８に記載の動力工具。
【請求項１４】
　前記モータに供給されている電流が予め定められた閾値を超えたときに、前記ハウジン
グに対して固定された関係で前記出力部材をロックする手段を更に備える、請求項８に記
載の動力工具。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記ハウジングの回転運動が静止した状態にあることを判定し、
前記ハウジングの回転運動が静止状態にある間に前記回転運動センサからの前記信号の誤
差を求め、前記誤差を用いて前記回転運動センサを較正する、請求項８に記載の動力工具
。
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