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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第１の部品群、第２の部品群、および軸受を含
む角度測定機構とその動作方法を提供する。
【解決手段】第１の部品群１は、第１の目盛を有するス
ケール要素を含み、第２の部品群２は、位置センサーを
備えた第１の構造ユニットと、第１、第２、および第３
の位置検知器を備えた第２の構造ユニットと、たわみ軸
継手を有している。第１の構造ユニットは第２の構造ユ
ニットと回転剛性をもって、しかし軸方向および径方向
にたわみ性をもって結合されている。角度測定機構は、
第１のモードおよび第２のモードで動作する。第１のモ
ードでは位置センサーにより、第１の角度位置を決定す
るために第１の目盛を走査可能し、第２のモードでは位
置検知器により、さらなる角度位置を決定するために第
１の目盛またはスケール要素に配置されているさらなる
目盛が走査可能である。修正された相対角度位置は、第
１の角度位置と角度位置をベースとして決定可能である
。
【選択図】図３



(2) JP 2021-12188 A 2021.2.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　角度測定機構であって、当該角度測定機構が第１の部品群（１）、第２の部品群（２）
、および軸受（３）を含み、前記部品群（１、２）が互いに対し回転軸（Ａ）の周りを回
転できるように前記軸受（３）を介して配置されており、
　－　前記第１の部品群（１）が、第１の目盛（１．１１）を有するスケール要素（１．
１；１．１’）を含んでおり、
　－　前記第２の部品群（２）が、
　　　位置センサー（２．１１）を備えた第１の構造ユニット（２．１）を有しており、
　　　第１、第２、および第３の位置検知器（２．２１、２．２２、２．２３）を備えた
第２の構造ユニット（２．２）を有しており、かつ
　　　たわみ軸継手（２．３）を有しており、
　　　前記位置センサー（２．１１）および前記位置検知器（２．２１、２．２２、２．
２３）がそれぞれ、前記スケール要素（１．１；１．１’）に対して空隙をあけて向かい
合って配置されており、
　　　前記第１の構造ユニット（２．１）が前記たわみ軸継手（２．３）を介して前記第
２の構造ユニット（２．２）と回転剛性をもって、しかし軸方向および径方向にたわみ性
をもって結合されており、したがって前記位置センサー（２．１１）が前記位置検知器（
２．２１、２．２２、２．２３）に対して回転剛性をもって、しかし軸方向および径方向
にたわみ性をもって配置されており、
　前記角度測定機構が、第１のモード（Ｉ）でおよび第２のモード（ＩＩ）で動作可能で
あるように構成されており、
　前記第１のモード（Ｉ）では前記位置センサー（２．１１）により、第１の角度位置（
Ｐｏｓ２．１１）を決定するために前記第１の目盛（１．１１）が走査可能であり、かつ
　前記第２のモード（ＩＩ）では前記位置検知器（２．２１、２．２２、２．２３）によ
り、それぞれ１つのさらなる角度位置（Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２
３）を決定するために前記第１の目盛（１．１１）、または、前記スケール要素（１．１
；１．１’）に配置されているさらなる目盛（１．１３）が走査可能であり、
　前記部品群（１、２）の間の修正された相対角度位置（ＰｏｓＩ）が、前記第１の角度
位置（Ｐｏｓ２．１１）および前記さらなる角度位置（Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２
、Ｐｏｓ２．２３）に基づいて決定可能である、角度測定機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の角度測定機構において、前記第２の部品群（２）が光源（２．２１１
）を有しており、かつ前記第１の目盛（１．１１）および前記位置センサー（２．１１）
は、前記部品群（１、２）の間の前記相対角度位置が光学式の原理によって決定可能であ
るように形成されている、角度測定機構。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の角度測定機構において、前記位置検知器（２．２０、２．２
１、２．２２、２．２３）の少なくとも２つが、前記回転軸（Ａ）の周りの中心角を少な
くとも９０°ずらして配置されている、角度測定機構。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の角度測定機構において、少なくとも３つの位置
検知器（２．２０、２．２１、２．２２、２．２３）が、円周に沿って配置されている、
角度測定機構。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の角度測定機構において、前記スケール要素（１
．１’）がさらなる目盛（１．１３）を有しており、かつ前記第１の目盛（１．１１）が
光学式の原理に基づいて、および前記さらなる目盛（１．１３）が磁気式の原理に基づい
て走査可能であるように前記スケール要素（１．１’）が形成されている、角度測定機構
。
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【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の角度測定機構において、前記第２の部品群（２
）がハウジング（２．４）を含んでおり、かつ前記位置センサー（２．１１）および前記
位置検知器（２．２０、２．２１、２．２２、２．２３）が前記ハウジング（２．４）内
に配置されている、角度測定機構。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の角度測定機構において、平面（Ｐ）内での前記
スケール要素（１．１；１．１’；１．１”）の変位を決定するために、前記第１、第２
、および第３の位置検知器（２．２１、２．２２、２．２３）により前記第１の目盛（１
．１１）、または、前記スケール要素（１．１；１．１’）に配置されているさらなる目
盛（１．１３）が走査可能である、角度測定機構。
【請求項８】
　角度測定機構の動作方法であって、該角度測定機構が、第１の部品群（１）、第２の部
品群（２）、および軸受（３）を含んでおり、前記部品群（１、２）が互いに対し、回転
軸（Ａ）の周りを回転できるように前記軸受（３）を介して配置されており、
　－　前記第１の部品群（１）が、第１の目盛（１．１１）を有するスケール要素（１．
１；１．１’）を含んでおり、
　－　前記第２の部品群（２）が、
　　　位置センサー（２．１１）を備えた第１の構造ユニット（２．１）を有しており、
　　　複数の位置検知器（２．２０、２．２１、２．２２、２．２３）を備えた第２の構
造ユニット（２．２）を有しており、かつ
　　　たわみ軸継手（２．３）を有しており、
　　　前記位置センサー（２．１１）および前記位置検知器（２．２０、２．２１、２．
２２、２．２３）がそれぞれ、前記スケール要素（１．１；１．１’）に対して空隙をあ
けて向かい合って配置されており、
　　　前記第１の構造ユニット（２．１）が前記たわみ軸継手（２．３）を介して前記第
２の構造ユニット（２．２）と回転剛性をもって、しかし軸方向および径方向にたわみ性
をもって結合されており、したがって前記位置センサー（２．１１）が前記複数の位置検
知器（２．２０、２．２１、２．２２、２．２３）に対して回転剛性をもって、しかし軸
方向および径方向にたわみ性をもって配置されており、
　前記角度測定機構が、第１のモード（Ｉ）でおよび第２のモード（ＩＩ）で動作可能で
あり、
　前記第１のモード（Ｉ）では前記位置センサー（２．１１）により、第１の角度位置（
Ｐｏｓ２．１１）を決定するために前記第１の目盛（１．１１）が走査され、かつ
　前記第２のモード（ＩＩ）では前記位置検知器（２．２０、２．２１、２．２２、２．
２３）により、それぞれ１つのさらなる角度位置（Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐ
ｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３）を決定するために前記第１の目盛（１．１１）、または
、前記スケール要素（１．１；１．１’）に配置されているさらなる目盛（１．１３）が
走査され、
　前記部品群（１、２）の間の修正された相対角度位置（ＰｏｓＩ）が、前記第１の角度
位置（Ｐｏｓ２．１１）および前記さらなる角度位置（Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１
、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３）に基づいて決定される、動作方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記第２のモード（ＩＩ）で決定された前記さらなる
角度位置（Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３）から修
正値（ＫＩＩ）が生成され、前記修正値（ＫＩＩ）が前記第１のモード（Ｉ）で、測定さ
れた前記第１の角度位置（Ｐｏｓ２．１１）と一緒に、前記修正された相対角度位置（Ｐ
ｏｓＩ）を生成するために使用される、方法。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の方法であって、測定された前記さらなる角度位置（Ｐｏｓ２
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．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３）に基づいて修正値（ＫＩＩ
）が決定および保存される、方法。
【請求項１１】
　請求項８、９、または１０に記載の方法において、前記第２のモード（ＩＩ）では、前
記スケール要素（１．１；１．１’）が前記回転軸（Ａ）の周りを少なくとも３６０°に
わたって、とりわけ少なくとも７２０°にわたって回転する、方法。
【請求項１２】
　請求項８、９、１０、または１１に記載の方法において、前記角度測定機構が、逐次的
に前記第１のモード（Ｉ）でおよび前記第２のモード（ＩＩ）で動作される、方法。
【請求項１３】
　請求項８、９、１０、１１、または１２に記載の方法において、前記角度測定機構が、
同時に前記第１のモード（Ｉ）でおよび前記第２のモード（ＩＩ）で動作される、方法。
【請求項１４】
　請求項８、９、１０、１１、１２、または１３に記載の方法において、前記第１、第２
、および第３の位置検知器（２．２１、２．２２、２．２３）により、それぞれ１つのさ
らなる角度位置（Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３）
を決定するために前記第１の目盛（１．１１）、または、前記スケール要素（１．１；１
．１’）に配置されているさらなる目盛（１．１３）が走査され、かつその結果として生
じる、平面（Ｐ）内での前記スケール要素（１．１；１．１’；１．１”）の変位が決定
される、方法。
【請求項１５】
　請求項８、９、１０、１１、１２、１３、または１４に記載の方法において、第４、第
５、および第６の位置検知器（２．２４、２．２５、２．２６）により、前記スケール要
素（１．１）の軸方向の位置を決定するために第２の目盛（１．１２）が走査される、方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に基づく修正された相対角度位置を測定するためのスケール要素を
備えた角度測定機構および請求項８に基づく方法に関する。
　このような角度測定機構は、例えばスピンドルまたは回転テーブル（ｒｏｔａｒｙ　ｔ
ａｂｌｅ）に取り付けられ得る。当該スピンドルまたは回転テーブルは、しばしば加工機
械またはマシニングセンター内で用いられる。スピンドルまたはモータスピンドルは、工
作機械内で、回転する工具、例えばフライスを保持することが多い。回転テーブルには被
加工材が固定され、この被加工材はその後、例えば切削によって加工される。さらに回転
テーブルは測定機械内で使用され、この用途では、回転テーブル上に固定された被加工材
が測定される。角度測定機構は、とりわけ工作機械または測定機械の場合には回転運動を
測定するために用いられる。このようなスピンドルまたは回転テーブルの性能、とりわけ
動作中の精密さを高めることがますます望まれている。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＰ２５００６９６Ａ１では、複数の走査ヘッドを有し、自己較正方法を実施可能な角
度測定機構が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の基礎になっている課題は、非常に正確な角度位置の決定を可能にする角度測定
機構を提供することである。そのうえ本発明により、角度位置の非常に正確な決定を可能
にする角度測定機構の動作方法が提供される。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、本発明に基づき、請求項１または８の特徴によって解決される。
　それによれば角度測定機構は、第１の部品群、第２の部品群、および軸受を含んでいる
。これらの部品群は互いに対し、軸受によってまたは軸受を使って回転軸の周りを回転可
能に配置されている。第１の部品群は、第１の目盛を有するスケール要素を含んでいる。
第２の部品群は、少なくとも１つの位置センサーを備えた第１の構造ユニットを有してい
る。第２の部品群はこれに加え、第１、第２、および第３の位置検知器（トランスデュー
サ）を備えた第２の構造ユニットを有している。第２の部品群はそれだけでなく、たわみ
軸継手（ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｎｇ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）を有している。位置センサーな
らびに第１、第２、および第３の位置検知器はそれぞれ、スケール要素に対して空隙をあ
けて向かい合って配置されている。第１の構造ユニットはたわみ軸継手を使って第２の構
造ユニットと回転剛性（又は、ねじれ剛性）をもって、しかし軸方向および径方向にたわ
み性をもって結合されており、したがって位置センサーは位置検知器に対して回転剛性を
もって、しかし軸方向および径方向にたわみ性をもって配置されている。角度測定機構は
、第１のモードでおよび第２のモードで動作可能であるように構成されている。第１のモ
ードでは位置センサーにより、第１の角度位置を決定するために第１の目盛が走査可能で
ある。第２のモードでは位置検知器により、それぞれ１つのさらなる角度位置を決定する
ために第１の目盛またはスケール要素に配置されているさらなる目盛が走査可能である。
部品群の間の修正された相対角度位置は、第１の角度位置およびさらなる角度位置をベー
スとして決定可能である。
【０００５】
　回転剛性をもってという概念は、以下では、たわみ軸継手の通常の負荷時にも、周方向
に関しては位置センサーの位置検知器に対する位置が変化しないままということである。
これに対し、たわみ軸継手の軸方向および径方向のたわみ性により、たわみ軸継手の通常
の負荷時に位置センサーの位置検知器に対する位置は変化する。とりわけ、位置センサー
はスケール要素に対して（軸方向および径方向に）動かないように配置されている。
【０００６】
　位置センサーおよび位置検知器という概念を使用することで、第一に、これらの要素が
異なる構造ユニットに取り付けられていることが表現される。当該要素（位置センサー、
位置検知器）は、異なるまたは同一の構造であり得る。
【０００７】
　位置センサーにより、スケール要素の第２の部品群に対する角度位置が、１回転内にわ
たってアブソリュート式（絶対的）に決定可能である。これは例えば、第１の目盛がアブ
ソリュート式のコードトラックを有することによって達成できるが、またはスケール要素
上に基準マークが施されており、この基準マークをインクリメンタル目盛と関連させて、
１回転内の角度位置のアブソリュート式の決定を可能にすることによって達成できる。
【０００８】
　位置センサーは、スケール要素に対して、径方向または軸方向に延びている空隙をあけ
て向かい合って配置されていることができる。位置検知器も、スケール要素に対してそれ
ぞれ、径方向または軸方向に延びている空隙をあけて向かい合って配置されていることが
でき、この場合には、たわみ軸継手が負荷に起因して変形しながら移動、変位、または傾
動することにより、それぞれの空隙の大きさが変化し得る。
【０００９】
　第１の目盛および任意選択のさらなる目盛が、第１の方向に沿って互いに平行に並んで
配置されている規則的な構造を含むことが有利である。これに関し第１の方向は、周方向
の方向成分を有している。
【００１０】
　本発明のさらなる形態では、第２の部品群が光源を有しており、かつ第１の目盛および
位置センサーは、部品群の間の相対角度位置が光学式の原理によって決定可能であるよう
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に形成されている。
【００１１】
　位置検知器の少なくとも２つが、回転軸の周りの中心角を少なくとも９０°ずらして配
置されていることが有利である。したがってつまり、例えば第１の位置検知器は、第２の
位置検知器に対してまたは第３の位置検知器に対して、回転軸の周りの中心角を少なくと
も９０°ずらして配置されている。中心角とは、中心点の角度のことであり、当該中心点
は回転軸上にある。
【００１２】
　本発明のさらなる形態では、位置検知器の少なくとも３つと、任意選択でさらに位置セ
ンサーとが、円周に沿って配置されている。ただし、とりわけ第１、第２、第３、および
第４の位置検知器が（任意選択で位置センサーと共に）、円周に沿って配置されていても
よい。
【００１３】
　スケール要素がさらなる目盛を有しており、かつ第１の目盛が光学式の原理に基づいて
、およびさらなる目盛が磁気式の原理に基づいて走査可能であるようにスケール要素が形
成されていることが有利である。この場合、第１の目盛およびさらなる目盛は、少なくと
も部分的に重なり合って配置されていることができる。例えば、第１の目盛およびさらな
る目盛は、円筒形のスケール要素の側面に施されていることができ、かつ第１の目盛およ
びさらなる目盛が軸方向に重なり合って形成されていることができる。
【００１４】
　第２の部品群がハウジングを含むことが有利であり、この場合、位置センサーおよび位
置検知器はハウジング内に配置されている。
　本発明は、さらなる一態様に基づいて角度測定機構の動作方法も含んでいる。この角度
測定機構は、第１のモードでおよび第２のモードで動作可能であり、これに関し第１のモ
ードでは位置センサーにより、第１の角度位置を決定するために第１の目盛が走査され、
かつ第２のモードでは位置検知器により、それぞれ１つのさらなる角度位置を決定するた
めに第１の目盛またはスケール要素に配置されているさらなる目盛が走査される。第２の
モードではこれに加え、部品群の間の修正された相対角度位置が決定され、この修正され
た相対角度位置は、第１の角度位置およびさらなる角度位置をベースとしている。
【００１５】
　本方法の一変形形態によれば、第２のモードで決定されたさらなる角度位置から修正値
が生成され、この修正値が第１のモードで、測定された第１の角度位置と一緒に、修正さ
れた相対角度位置を生成するために使用される。
【００１６】
　測定されたさらなる角度位置をベースとして修正値が確定され、かつ（とりわけ角度測
定機構内で）保存されることが有利である。
　第２のモードでは、スケール要素が回転軸の周りを少なくとも３６０°にわたって、と
りわけ少なくとも７２０°にわたって回転することが有利である。
【００１７】
　角度測定機構は、逐次的に第１のモードでおよび第２のモードで動作され得るが、また
は同時に第１および第２のモードで動作され得る。
　第１、第２、および第３の位置検知器により、平面内でのスケール要素の変位を決定す
るために第１の目盛またはさらなる目盛が走査可能であることが有利である。
【００１８】
　さらに第４、第５、および第６の位置検知器により、スケール要素の軸方向の位置を決
定するために第２の目盛が走査され得る。
　角度測定機構が、位置センサーおよび／または位置検知器によって生成された信号に基
づく情報を保存するためにデータロガーとして使用可能なメモリモジュールを有すること
が有利である。
【００１９】
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　少なくとも第１のまたはさらなる目盛（または両方の目盛）が、円筒形のスケール要素
の側面に施されていることが有利である。
　任意選択で、第１の部品群が、第１の目盛のほかに第２の目盛を有するスケール要素を
含むことができる。この場合、第４、第５、および第６の位置検知器により、第２の目盛
が走査可能であり得る。第４、第５、および第６の位置検知器により、スケール要素の傾
動、したがって傾動軸の周りでの回転軸の傾動が決定され得る。第２の目盛は、第２の方
向に沿って互いに平行に並んで配置されている規則的な構造を含んでいる。第２の方向は
、軸方向の方向成分を有している。さらに、第２の目盛はインクリメンタル目盛としてま
たはアブソリュート目盛として形成されていることができる。アブソリュート目盛として
の形態は、スケール要素の軸方向の位置が、角度測定機器のスイッチオンの直後でも（と
りわけ基準運転なしで）決定可能であるという利点を有しており、これは例えば温度に起
因してスケール要素が軸方向に移動する場合に有益であり得る。
【００２０】
　第１の目盛またはさらなる目盛の規則的な構造が互いに並んで配置されている第１の方
向は、周方向と同一であり得る。まったく同様に、第１の方向が周方向に対して傾いてま
たは斜めに配置されていてもよい（ただし周方向に垂直ではない）。同様に、第２の目盛
の規則的な構造が互いに並んで配置されている第２の方向は、軸方向と同一に（したがっ
て回転軸に平行に）配置されていることができる。まったく同様に、第２の方向が軸方向
に対して傾いてまたは斜めに配置されていてもよい（ただし軸方向に垂直ではない）。例
えば、第１の目盛の規則的な構造と第２の目盛の規則的な構造が、互いに矢じり形に方向
づけられていることができる。
【００２１】
　平面内でのスケール要素の変位が、磁気式の原理によって決定可能であることが有利で
ある。この場合には、スケール要素の目盛の構造が、とりわけ磁気式の構造として、つま
り局所的に規定されたＮ極およびＳ極の連続として形成されている。この形態では、位置
センサーおよび／または位置検知器は磁気センサーとして形成されている。位置センサー
および／または位置検知器は、例えば磁気抵抗の原理に基づいて働くことができ、または
ホール・位置検知器として形成されていることができる。その代わりに、位置検知器が光
学式または誘導式の測定原理に基づくこともでき、この場合、これらの原理の組合せも可
能であり、したがって第１の目盛が第２の目盛とは違う原理に基づいて走査され得る。
【００２２】
　スケール要素としては、例えばボス（又は、ハブ）に固定され得るリング状の物体が考
えられる。しかしその代わりに、第１および／または第２の目盛またはさらなる目盛が、
直接的にボスに施されていてもよい。
【００２３】
　位置センサーおよび位置検知器が、電子モジュールと電気接続されていることが有利で
あり、この場合、電子モジュールにより、スケール要素の角度位置、回転軸に垂直な平面
内でのスケール要素の変位または位置、およびスケール要素の傾動が決定可能である。任
意選択で、これに加えて電子モジュールにより軸方向の位置が決定され得る。
【００２４】
　必然的に相応に剛性に形成されているスピンドルまたは回転テーブルの場合、このよう
な傾動は比較的小さく、かつ理想的な回転軸に対して１分（角度）未満の範囲内にあり、
例えば１００秒から５０秒までである。したがって、この傾動によってごくわずかな位置
変化しか存在しないこともあり、よって傾動に関して信頼できるデータまたは定量値をも
たらし得るには、位置検知器が非常に高い分解能を有していなければならない。回転軸が
場合によっては回転していることにより、前述の傾動がスケール要素の揺動運動を生じさ
せる可能性があり、この場合、揺動運動は角度測定機構により、とりわけ、測定される角
度位置を加えることによって定量的に記録され得る。
【００２５】
　位置検知器は、２μｍ未満、とりわけ１μｍ未満、とりわけ７５０ｎｍ未満の分解能を
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有し得ることが有利である。分解能のこれらの値は、軸方向の位置の決定に関しても、横
方向の、つまり回転軸に垂直な平面内での位置の決定に関しても達成され得る。
【００２６】
　本方法の一変形形態によれば、第１の目盛またはスケール要素に配置されているさらな
る目盛が、第１、第２、および第３の位置検知器により、それぞれ１つのさらなる角度位
置を決定するために走査される。検出されたさらなる角度位置から、平面内でのスケール
要素の変位が決定または計算される。
【００２７】
　つまりこの角度測定機構により、角度位置だけでなく、例えば回転テーブルの軸の移動
もオンラインで検出され得る。とりわけ、加工プロセスまたは測定プロセス内で、スケー
ル要素の角度位置および回転軸に垂直な平面内での位置の測定値をベースとして、数値制
御により、目標位置の修正が行われ得る。これにより、例えば加工中の被加工材の位置が
修正され得る。この角度測定機構はとりわけ、数値制御と連携して、角度測定機構によっ
て測定された絶対角度位置と関連する位置データをベースとする修正値が生成されるよう
に構成されていることができる。
【００２８】
　つまり、このように形成された角度測定機構により、スケール要素または回転軸の測定
された角度位置、移動、または運動に依存して、残りの５つの自由度において、定量的に
検出され得る。
【００２９】
　本発明の有利な形成形態は従属請求項から読み取られる。
　本発明による角度測定機構のさらなる詳細および利点は、添付の図に基づく例示的実施
形態の以下の説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】角度測定機構の分解図である。
【図２】角度測定機構のさらなる分解図である。
【図３】角度測定機構の平面図である。
【図４】角度測定機構の部分断面図である。
【図５】角度測定機構のさらなる部分断面図である。
【図６】第１の例示的実施形態に基づく角度測定機構のスケール要素の詳細図である。
【図７】角度測定機構の動作方法のフロー図である。
【図８】さらなる一形態に基づく角度測定機構の動作方法のフロー図である。
【図９】さらなる１つの例示的実施形態に基づく角度測定機構のスケール要素の詳細図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１および図２ではそれぞれ、例えば、フライス盤などの工作機械の回転テーブル軸に
取り付けられ得るような角度測定機構の分解図が示されている。角度測定機構は、第１の
部品群１および第２の部品群２を含んでいる。第１の部品群１は、図３に図示されるよう
に、第２の部品群２に対して回転軸Ａの周りを回転可能であり、したがって第１の部品群
１はここでは回転子として機能でき、かつ第２の部品群２は固定子とも呼ばれ得る。これ
に加えて角度測定機構は図４に図示されるように、ここでは転がり軸受として形成されて
いる軸受３を含んでいる。
【００３２】
　第１の部品群１は、ボス１．２に回転不能に据え付けられているスケール要素１．１を
有している（例えば図４または図５を参照）。ボス１．２は、シャフト、例えば回転テー
ブルを収容するために用いられ、したがってこの場合、シャフトはボス１．２と不動にお
よび回転不能に結合されている。
【００３３】
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　第２の部品群２は第１の構造ユニット２．１を有しており、第１の構造ユニット２．１
は、ここでは２つの部分から成る構造であり、したがってここでは固定ジョー（あご）と
呼ばれ得る第１の部分２．１ａと、本例示的実施形態では軸受プレートと呼ばれ得る第２
の部分２．１ｂとを含んでいる。第１の部分２．１ａには位置センサー２．１１が固定さ
れており、位置センサー２．１１は、スケール要素１．１に対して径方向の空隙をあけて
向かい合って配置されている（図４を参照）。
【００３４】
　第２の部品群２は第２の構造ユニット２．２をさらに含んでおり、第２の構造ユニット
２．２も２つの部分から成る構造である。したがって第２の構造ユニット２．２は、第１
の部分２．２ａと、ここではフランジとも呼ばれ得る第２の部分２．２ｂとを含んでいる
。保持リングとして形成されている第１の部分２．２ａに直接的に複数の位置検知器２．
２０～２．２６が取り付けられている。図５に図示のように、位置検知器２．２０～２．
２６は、スケール要素１．１に対して径方向の空隙をあけて向かい合って配置されている
。ここで説明されている実施形態によれば、角度測定機構は、詳しくは第１の位置検知器
２．２１と、第２の位置検知器２．２２と、第３の位置検知器２．２３と、第４の位置検
知器２．２４と、第５の位置検知器２．２５と、第６の位置検知器２．２６と、第７の位
置検知器２．２０とを含んでいる。位置検知器２．２０～２．２６は、周方向ｕにそれぞ
れ互いにずれて配置されている。
【００３５】
　第２の部品群２はたわみ軸継手２．３を含んでいる。たわみ軸継手２．３は、製造およ
び取付けの必然的な不正確さに起因する変位を相殺するために用いられる。たわみ軸継手
２．３を使って、第１の構造ユニット２．１は第２の構造ユニット２．２と回転剛性をも
って、しかし軸方向および径方向にたわみ性をもって結合されている。本例示的実施形態
では、例示的に図１で一点鎖線によって示されているネジ結合により、第１の構造ユニッ
ト２．１の第１の部分２．１ｂが、たわみ軸継手２．３の３つの連接部２．３１、２．３
３、２．３５と結合される。これに対し、第２の構造ユニット２．２の第２の部分２．２
ｂは、たわみ軸継手２．３のそのほかの３つの連接部２．３２、２．３４、２．３６と結
合される。このようにして、位置センサー２．１１が複数の位置検知器２．２０～２．２
６に対して回転剛性をもって、しかし軸方向および径方向にたわみ性をもってまたは柔軟
に配置されている。
【００３６】
　たわみ軸継手２．３が、第１の構造ユニット２．１および第２の構造ユニット２．２と
上述のように結合された後、第２の構造ユニット２．２の第１の部分２．２ａが第２の部
分２．２ｂとネジによって結合され得る。これにより位置センサー２．１１および位置検
知器２．２０～２．２６は、軸方向ではスケール要素１．１の高さに配置されている。
【００３７】
　図１は、とりわけたわみ軸継手２．３の取付状況を例示するものであり、その一方で図
２は、第１の部分２．２ａおよび第２の部分２．２ｂを含んでいる第２の構造ユニット２
．２に関する状況を例示するものである。取り付ける過程で第２の構造ユニット２．２は
、軸方向に、第１の構造ユニット２．１の第２の部分２．１ｂの上に動く。
【００３８】
　これに加えて第２の部品群２はハウジング２．４を含んでおり、ハウジング２．４は、
第２の構造ユニット２．２の第２の部分２．２ｂと結合され、かつ一般的には測定動作の
ために機械部分に不動に据え付けられる。ハウジング２．４は、角度測定機構の内部空間
を、環境の及ぼす影響から保護するために役立つ。この関連で、しばしばボス１．２とハ
ウジング２．４の間にシール材（ｓｅａｌｓ；密封材等）が設けられており、しかしこれ
らのシール材は見易くするため図では示されていない。
【００３９】
　上述のように、角度測定機構が通常の作動を意図されたように行っている時では、ボス
１．２が回転可能なシャフトと不動におよび回転不能に結合されており、かつ第２の構造
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ユニット２．２のハウジングまたは第２の部分２．２ｂは、静止している機械部分と結合
されている。機械部分に対するシャフトの偏心度、揺動運動、または軸方向の変位は、角
度測定機構内、とりわけ軸受３内での反力を生じさせる。反力の大きさを制限するために
たわみ軸継手２．３が設けられており、たわみ軸継手２．３は、径方向および軸方向にた
わみ性をもっているかまたは弾性変形可能である。他方でたわみ軸継手２．３は回転剛性
をもっており、したがって角度位置の測定精度は損なわれていない。位置センサー２．１
１は、第１の構造ユニット２．１の第２の部分２．１ｂと不動に結合されている。たわみ
軸継手２．３の変形は、位置センサー２．１１のスケール要素１．１に対する位置への影
響を有さない。これに対し位置検知器２．２０～２．２６は、たわみ軸継手２．３の弾性
の範囲内で、スケール要素１．１に対して（軸方向および径方向に）移動し得る。
【００４０】
　本例示的実施形態では、位置センサー２．１１および位置検知器２．２０～２．２６は
ほぼ同一の構造であり、かつすべてが円周に沿って配置されている。図４では、位置セン
サー２．１１を備えた断面図（図３での線Ｄ－Ｄ）が、および図５では、位置検知器２．
２０～２．２６のうちの位置検知器２．２１を備えた断面図（図３での線Ｆ－Ｆ）が示さ
れている。当該位置検知器２．１１、２．２１はそれぞれＬＥＤ２．１１１、２．２１１
と、コンデンサ２．１１２、２．２１２と、センサー要素２．１１３、２．２１３とを含
んでいる。センサー要素２．１１３、２．２１３は、ここではいわゆるＯｐｔｏ－ＡＳＩ
Ｃとして基板上で形成されている。光源として用いられるＬＥＤ２．１１１、２．２１１
は、光をコンデンサ２．１１２、２．２１２に通してスケール要素１．１に送る。この場
合、ＬＥＤ２．１１１、２．２１１と、コンデンサ２．１１２、２．２１２と、センサー
要素２．１１３、２．２１３とは、角度測定機構の第２の部品群２、つまり固定子に割り
当てられている。本例示的実施形態では、各位置検知器２．１１、２．２０～２．２６が
ハウジングを有しており、このハウジング内に相応のセンサー要素２．１１３、２．２１
３が配置されている。代わりの実施形態として、ハウジングを使用しなくてもよく、また
は複数のセンサー要素が１つの同じハウジング内に配置されていてもよい。例えば、複数
またはすべての位置検知器２．１１、２．２０～２．２６が、１つの同じ基板上で取り付
けられていてもよい。
【００４１】
　これとは異なり、既に言及したようなスケール要素１．１は回転可能なボス１．２に固
定されている。スケール要素１．１は、図６に図示のように、第１の目盛１．１１および
第２の目盛１．１２を含んでいる。スケール要素１．１は、本例示的実施形態では、円筒
形またはリング状の物体として形成されており、この物体の側面に、第２の目盛１．１２
も第１の目盛１．１１も配置されており、この場合は第２の目盛１．１２が第１の目盛１
．１１に対し、軸方向ｚにずれて配置されている。
【００４２】
　図６では、スケール要素１．１の側面の図の一部分が示されている。第２の目盛１．１
２は、第２の方向に沿って互いに平行に並んで配置されている規則的な構造または線を含
んでおり、これに関し第２の方向は、軸方向の方向成分を有している。本例示的実施形態
では、第２の方向は軸方向ｚと同一である。
【００４３】
　第１の目盛１．１１は、第２の方向に沿って互いに平行に並んで配置されている規則的
な構造または線を含んでおり、これに関し第２の方向は、軸方向の方向成分を有している
。第２の方向は、本例示的実施形態では、回転軸Ａに平行にまたは方向ｚに平行に延びて
いる。加えて第１の目盛１．１１は基準マーク１．１１１を含んでいる。言い換えれば第
１の目盛１．１１は規則的な構造を含んでおり、これらの規則的な構造はここでは線とし
て形成されており、かつ第２の方向に方向づけられて互いに平行に配置されている。第２
の方向は、本例示的実施形態では、回転軸Ａに平行にまたは方向ｚに平行に延びている。
第２の目盛１．１２も規則的な構造を含んでおり、これらの規則的な構造はここでは、周
囲を取り囲むように形成されており、かつ周囲を取り囲んでいる長手辺が第１の方向に方
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向づけられて互いに平行に配置されている。第１の方向は周方向ｕに延びている。
【００４４】
　第１の目盛１．１１の構造および第２の目盛１．１２の構造は、本例示的実施形態では
、光に対して反射性のおよび非反射性の縞（ｓｔｒｉｐｅｓ；細片ともいう）として形成
されている。スケール要素１．１はその第１の目盛１．１１により、入射する光を、スケ
ール要素１．１またはボス１．２の角度位置に相応に変調させることができる。第２の目
盛１．１２により、入射した光はスケール要素１．１またはボス１．２の軸方向の位置に
応じて変調される。変調された光は、図４および図５では最終的にセンサー要素２．１１
３、２．２１３の光検出器に当たる。
【００４５】
　位置検知器２．２０～２．２６は電子モジュールと電気接続されている。位置検知器２
．２０～２．２６は、図３に図示のように、原則としてペアで配置されている（第１のペ
ア２．２１、２．２４、第２のペア２．２２、２．２５、第３のペア２．２３、２．２６
）。本例示的実施形態では、第１の位置検知器２．２１、第２の位置検知器２．２２、お
よび第３の位置検知器２．２３により、第１の目盛１．１１が走査される。第４の位置検
知器２．２４、第５の位置検知器２．２５、および第６の位置検知器２．２６により、第
２の目盛１．１２が走査され、その際、これらの位置検知器２．２４、２．２５、２．２
６により、スケール要素１．１の軸方向の位置が決定可能である。上記のペアの１つに属
していない位置検知器２．２０も第１の目盛１．１１の走査に用いられる。
【００４６】
　当該角度測定機構は、選択的に図７および図８に図示のように、第１のモードＩでまた
は第２のモードＩＩで動作でき、これに関し角度測定機構は、同時に両方のモードＩ、Ｉ
Ｉで、または相次ぐ期間内にそれぞれ１つのモードＩ、ＩＩでのみ動作され得る。第１の
モードＩは本来の測定モードとして規定でき、その一方で第２のモードＩＩは較正モード
とも呼ばれ得る。つまり第２のモードＩＩでは較正運転が行われる。角度測定機構は、例
えば、予め規定された動作時間間隔をあけて、または角度測定機構の特定の回転数の後も
しくは各スイッチオン後に、第２のモードＩＩになり得る。
【００４７】
　第１の目盛１．１１は、第１の位置検知器２．２１、第２の位置検知器２．２２、およ
び第３の位置検知器２．２３によって走査される。較正運転中、スケール要素１．１は少
なくとも３６０°回転する。３つの位置検知器２．２１、２．２２、２．２３の各々が、
いわゆるさらなる角度位置Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３を測定する
（図７）。測定されたさらなる角度位置Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２
３から、電子モジュール内で修正値ＫＩＩが確定され、かつ角度測定機構または制御部内
で保存される。
【００４８】
　この場合、第１のモードＩでは、位置センサー２．１１により、スケール要素１．１の
、位置センサー２．１１に対する第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１が決定されるように、位
置センサー２．１１により第１の目盛１．１１が走査される。その際、第１の角度位置Ｐ
ｏｓ２．１１は、１回転内にわたってアブソリュート式に決定され得る。この目的のため
に、図６に示したようにインクリメンタル（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ；漸増）式の第１の
目盛１．１１を使用でき、この第１の目盛１．１１により、基準マーク１．１１１と関連
させて、１回転を超えるアブソリュート式の第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１が生成可能で
ある。その代わりに、第１の目盛１．１１は符号化の意味において、つまり一義的なコー
ド値の生成を伴って、例えば擬似ランダム符号またはグレイコード（交番二進符号）とし
てアブソリュート式に形成されていることができる。位置センサー２．１１の信号は、第
２の部品群２内の適切な部位に取り付けられている電子モジュールへと伝送される。この
場合、電子モジュールにより、第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１のとりわけデジタル値が生
成される。第１のモードＩでは、測定された第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１と一緒に修正
値ＫＩＩを使用して、電子モジュール内で部品群１、２の間の修正された相対角度位置Ｐ
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ｏｓＩが計算され、かつ測定結果として出力される。
【００４９】
　前述の修正値ＫＩＩの使用により、例えば角度測定機構の動作中に生じるスケール要素
１．１の変形が、角度位置の高い測定精度が保証され続けるように修正され得る。
　この修正方法は、第１の位置検知器２．２１、第２の位置検知器２．２２、および第３
の位置検知器２．２３だけでなく、これに加えて第４の位置検知器２．２４が第１の目盛
１．１１を走査するために使用されることによって最適化され得る。この場合にも、較正
運転中にスケール要素１．１が少なくとも３６０°回転する。図８によれば、４つの位置
検知器２．２０、２．２１、２．２２、２．２３の各々が、さらなる角度位置Ｐｏｓ２．
２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３を測定する。測定されたさらな
る角度位置Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏｓ２．２３から、電
子モジュール内で修正値ＫＩＩが確定され、かつ角度測定機構または制御部内で保存され
る。この修正値ＫＩＩは、第１のモードＩで、測定された第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１
を修正するために参照され、これにより電子モジュールは、部品群１、２の間の修正され
た角度位置ＰｏｓＩを計算でき、かつ測定結果として出力できる。
【００５０】
　電子モジュール内で、第１の位置検知器２．２１、第２の位置検知器２．２２、および
第３の位置検知器２．２３の位置信号を適切に結び付けることにより、回転軸Ａに垂直に
方向づけられている平面Ｐ内でのスケール要素１．１の位置、つまり回転軸Ａの実際の位
置のｘ，ｙ座標が決定され得る。この位置は横方向の位置とも呼ばれ、所与の回転テーブ
ルの場合、加工中の負荷に依存している。加えてその時々の横方向の位置に、ボス１．２
の修正された角度位置ＰｏｓＩも割り当てられる。
【００５１】
　角度測定機構により、さらに第４の位置検知器２．２４、第５の位置検知器２．２６、
および第６の位置検知器２．２６の位置信号を適切に結び付けることで、平面Ｐ内にある
傾動軸Ｂの周りでのスケール要素１．１の傾動の大きさならびに揺動運動の大きさおよび
方向が決定され得る。平面Ｐは、回転軸Ａに垂直に方向づけられている。
【００５２】
　この角度測定機構により、とりわけ回転テーブルの場合に、ボス１．２の絶対角度位置
を決定すること、ならびに絶対角度位置に依存してボス１．２の横方向および軸方向の位
置を測定することが可能である。前記回転テーブルがいずれにしても非常に厳密（ｒｉｇ
ｉｄｌｙ）に設計されていることにより、ここではμｍ以下の範囲で動く位置測定が実施
される。したがってとりわけ位置センサー２．１１および位置検知器２．２０～２．２６
の高い分解能が必要である。回転軸Ａの、傾動軸Ｂの周りでのハウジング２．２に対する
傾動も測定され得る。
【００５３】
　最後に、さらに処理された位置信号がケーブルを介してさらなる機器に、例えば機械の
制御機構に出力される。
　つまり、位置センサー２．１１および位置検知器２．２０～２．２６は、本例示的実施
形態では、角度位置および／または軸方向の位置を検出する位置検知器である。
【００５４】
　図９に基づいて第２の例示的実施形態を解説する。図９は、スケール要素１．１’の側
面の図を示している。スケール要素１．１’は第１の目盛１．１１を含んでおり、この第
１の目盛１．１１は、第１の例示的実施形態の第１の目盛１．１１に相応している。第１
の目盛１．１１はこれに加えて基準マーク１．１１１を含んでいる。第１の目盛１．１１
および基準マーク１．１１１の構造は、第１の例示的実施形態に類似して、光に対して反
射性のおよび非反射性の縞として形成されている。第２の目盛も、第１の例示的実施形態
に類似して形成されている。
【００５５】
　しかし第２の例示的実施形態によれば、スケール要素１．１’はさらなる目盛１．１３
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を有している。このさらなる目盛１．１３は、第１の方向に沿って互いに平行に並んで配
置されている規則的な構造または線を含んでおり、これに関し第１の方向は、周方向ｕの
方向成分を有している。本例示的実施形態では、第１の方向は周方向ｕと同一である。さ
らなる目盛１．１３の構造は、本例示的実施形態では、Ｎ極およびＳ極として形成されて
いる。第１の目盛１．１１およびさらなる目盛１．１３は、少なくとも部分的に重なり合
って配置されている。
【００５６】
　この場合、ポジションセンサー２．１１は、図４に図示のように、第１の目盛１．１１
を光学式の原理に基づいて走査でき、その一方で位置検知器は磁気式の原理に基づいて働
く。したがって第２の例示的実施形態では、第１の角度位置Ｐｏｓ２．１１は光学式に検
知され、かつさらなる角度位置Ｐｏｓ２．２０、Ｐｏｓ２．２１、Ｐｏｓ２．２２、Ｐｏ
ｓ２．２３、Ｐｏｓ２．２４、Ｐｏｓ２．２５、Ｐｏｓ２．２６は磁気式の原理によって
検知される。
 

【図１】 【図２】
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【図８】

【図９】
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