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(57)【要約】
【課題】光学モジュールの位置調整を精度良く行いつつ
、サーボモータを容易に製造できるようにする。
【解決手段】光学モジュール１２０が回転ディスク１１
０の同心円スリットＣＳ１からの反射光を受光する位置
調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、半径方向に
おいてこれら位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０Ｕ
Ｒとは異なる位置に同心円スリットＣＳ２からの反射光
を受光する位置調整用受光素子１５０Ｄを備えている。
位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力が略
等しくなるようにロータリモータ１７５を駆動すること
で、光学モジュール１２０の傾斜方向の位置調整を行う
。また略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，
１５０ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調整用受光素
子１５０Ｄの出力と略等しくなるようにリニアモータ１
７４を駆動することで、光学モジュール１２０の半径方
向の位置調整を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータと、前記モータのシャフトに取り付けられディスク中心周りに少なくとも１本形
成された同心円スリットを有する回転ディスク及び光源から出射され前記同心円スリット
の作用を受けた光を受光する受光素子を基板上に備えた光学モジュールを有するエンコー
ダと、を備えたサーボモータの製造方法であって、
　前記光学モジュールを前記回転ディスクと対向させて固定配置する際に、前記同心円ス
リットを、前記受光素子による出力を介して、前記回転ディスクに対する前記光学モジュ
ールの位置調整に使用するモジュール位置調整ステップを有する
ことを特徴とするサーボモータ製造方法。
【請求項２】
　前記モジュール位置調整ステップでは、
　前記基板上に前記回転ディスクの円周方向に対称配置され、前記回転ディスクに形成さ
れた一の前記同心円スリットの作用を受けた光をそれぞれ受光する第１受光素子及び第２
受光素子の出力が略等しくなるように、前記光学モジュールの前記回転ディスクにおける
ディスク中心から放射状に拡がる放射状線に対する傾斜方向の位置調整を行う
ことを特徴とする請求項１に記載のサーボモータ製造方法。
【請求項３】
　前記モジュール位置調整ステップでは、
　略等しくなった前記第１受光素子及び前記第２受光素子の少なくとも一方の出力が所定
の値となるように、前記光学モジュールの前記回転ディスクに対する半径方向の位置調整
を行う
ことを特徴とする請求項２に記載のサーボモータ製造方法。
【請求項４】
　前記モジュール位置調整ステップでは、
　略等しくなった前記第１受光素子及び前記第２受光素子の少なくとも一方の出力が、前
記基板上における前記回転ディスクの半径方向において前記第１受光素子及び前記第２受
光素子とは異なる位置に配置され前記回転ディスクの前記一の同心円スリット又は他の同
心円スリットの作用を受けた光を受光する少なくとも１つの第３受光素子の出力と略等し
くなるように、前記光学モジュールの前記回転ディスクに対する半径方向の位置調整を行
う
ことを特徴とする請求項３に記載のサーボモータ製造方法。
【請求項５】
　光源から出射されモータのシャフトに取り付けられた回転ディスクのディスク中心周り
に形成された一の同心円スリットの作用を受けた光をそれぞれ受光する第１受光素子及び
第２受光素子を基板上に前記回転ディスクの円周方向に対称配置した光学モジュールの前
記回転ディスクにおけるディスク中心から放射状に拡がる放射状線に対する傾斜方向の位
置調整を行うモジュール位置調整装置と、
　前記第１受光素子と前記第２受光素子の出力が略等しくなるように、前記モジュール位
置調整装置を制御する制御部と、を有する
ことを特徴とするサーボモータ製造装置。
【請求項６】
　モータとエンコーダを備えたサーボモータであって、
　前記エンコーダは、
　ディスク中心周りに少なくとも１本形成された同心円スリットを有する回転ディスクと
、
　光源から出射され前記同心円スリットの作用を受けた光を受光する受光素子を基板上に
備えた光学モジュールと、を有し、
　前記同心円スリットは、前記受光素子による出力を介して、
　前記回転ディスクに対する前記光学モジュールの位置調整に使用される
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ことを特徴とするサーボモータ。
【請求項７】
　前記光学モジュールは、
　前記受光素子として、前記基板上に前記回転ディスクの円周方向に対称配置された第１
受光素子及び第２受光素子を有する
ことを特徴とする請求項６に記載のサーボモータ。
【請求項８】
　前記光学モジュールは、
　前記受光素子として、前記基板上における前記回転ディスクの半径方向において前記第
１受光素子及び前記第２受光素子とは異なる位置に配置された少なくとも１つの第３受光
素子を有する
ことを特徴とする請求項７に記載のサーボモータ。
【請求項９】
　前記回転ディスクは、
　半径方向において前記光源に対応する位置よりも一方側に形成された１本の前記同心円
スリットを有し、
　前記光学モジュールは、
　前記回転ディスクの半径方向において前記基板上の前記光源に対応する位置よりも一方
側に、前記１本の同心円スリットの作用を受けた光を同時に受光可能に配置された前記第
１受光素子及び前記第２受光素子、並びに、前記第３受光素子を有する
ことを特徴とする請求項８に記載のサーボモータ。
【請求項１０】
　前記回転ディスクは、
　半径方向において前記光源に対応する位置の両側に形成された２本の前記同心円スリッ
トを有し、
　前記光学モジュールは、
　前記回転ディスクの半径方向において前記基板上の前記光源に対応する位置よりも一方
側に該一方側の前記同心円スリットの作用を受けた光を受光可能に配置された前記第１受
光素子及び前記第２受光素子、並びに、前記光源に対応する位置よりも他方側に該他方側
の前記同心円スリットの作用を受けた光を受光可能に配置された前記第３受光素子を有す
る
ことを特徴とする請求項８に記載のサーボモータ。
【請求項１１】
　前記受光素子は、
　前記回転ディスクの半径方向における幅が、前記光源から出射され前記同心円スリット
の作用を受けた光が前記基板上に到達する領域の幅と略等しくなるように、構成されてい
る
ことを特徴とする請求項６～１０のいずれか１項に記載のサーボモータ。
【請求項１２】
　ディスク中心周りに少なくとも１本形成された同心円スリットを有する回転ディスクと
、
　光源から出射され前記同心円スリットの作用を受けた光を受光する受光素子を基板上に
備えた光学モジュールと、を有し、
　前記同心円スリットは、前記受光素子による出力を介して、
　前記回転ディスクに対する前記光学モジュールの位置調整に使用される
ことを特徴とするエンコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の実施形態は、モータとエンコーダを備えたサーボモータの製造方法、サーボモー
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タ製造装置、サーボモータ、及びエンコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学式エンコーダにおいては、位置調整用のパターンが形成された回転ディスクと、パ
ターンの作用を受けた光を受光する受光素子を有する光学モジュールとが、位置決めされ
て対向配置されている。従来、回転ディスクに対する光学モジュールの位置調整方法とし
て、例えば特許文献１に記載のものが知られている。この従来技術では、回転ディスクの
最外周エッジに合わせて位置決め調整をするための複数の位置調整用マークが、光学モジ
ュール（受光素子）に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２４９５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術においては、作業者が光学モジュールに設けられた位置調整用マークと回
転ディスクの最外周エッジとの重なりを拡大鏡等を用いて確認することにより、光学モジ
ュールの回転ディスクに対する位置を調整する。しかしながら、作業者の目視による位置
調整であるため、精度の良い位置調整ができるとは言えなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とする
ところは、光学モジュールの位置調整を精度良く行いつつ、サーボモータを容易に製造す
ることができるサーボモータの製造方法、サーボモータ製造装置、サーボモータ、及びエ
ンコーダを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、モータと、上記モータのシャ
フトに取り付けられディスク中心周りに少なくとも１本形成された同心円スリットを有す
る回転ディスク及び光源から出射され上記同心円スリットの作用を受けた光を受光する受
光素子を基板上に備えた光学モジュールを有するエンコーダと、を備えたサーボモータの
製造方法であって、
　上記光学モジュールを上記回転ディスクと対向させて固定配置する際に、上記同心円ス
リットを、上記受光素子による出力を介して、上記回転ディスクに対する上記光学モジュ
ールの位置調整に使用するモジュール位置調整ステップを有する
ことを特徴とするサーボモータ製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　以上説明したように本発明によれば、光学モジュールの位置調整を精度良く行いつつ、
サーボモータを容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係るサーボモータの概略構成について説明するための説明図である
。
【図２】本実施形態に係る反射型エンコーダの概略構成について説明するための説明図で
ある。
【図３】反射型エンコーダが有する回転ディスクの表面の一部を表す平面図である。
【図４】反射型エンコーダが有する光学モジュールの基板における受光素子の配置を表す
配置図である。
【図５】点光源を用いた場合の受光面上の光量分布を表す説明図である。
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【図６】受光領域に対し位置調整用受光素子の位置が半径方向に変化する際の位置調整用
受光素子の出力の変化を説明するための説明図である。
【図７】光学モジュールの回転ディスクに対する傾斜方向の位置調整動作の一例を説明す
るための説明図である。
【図８】光学モジュールの回転ディスクに対する半径方向の位置調整動作の一例を説明す
るための説明図である。
【図９】本実施形態に係るサーボモータ製造装置の概略構成を説明するための説明図であ
る。
【図１０】制御装置のＣＰＵによって実行されるモジュール位置調整時の制御内容を表す
フローチャートである。
【図１１】光源が理想点光源である場合の受光面上の光量分布を表す説明図である。
【図１２】矩形状の受光領域に対し位置調整用受光素子の位置が半径方向に変化する際の
位置調整用受光素子の出力の変化を説明するための説明図である。
【図１３】回転ディスクと光学モジュールとの軸方向距離が変動する場合の受光領域の位
置変動を説明するための説明図である。
【図１４】内周側の位置調整用受光素子を２本構成とした場合の受光素子の配置を表す配
置図である。
【図１５】位置調整用受光素子の全部を光源の半径方向一方側に集中配置した場合の受光
素子の配置を表す配置図である。
【図１６】位置調整用受光素子の全部を光源の半径方向一方側に集中配置し、且つ、内周
側の位置調整用受光素子を２本構成とした場合の受光素子の配置を表す配置図である。
【図１７】三角形状とした場合の光量分布を表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
　＜サーボモータ＞
　まず、図１を参照しつつ、本実施形態に係るサーボモータの構成の概略について説明す
る。図１に示すように、サーボモータＳＭは、本実施形態に係るエンコーダとしての反射
型エンコーダ１００と、モータＭとを有する。モータＭは、反射型エンコーダ１００を含
まない動力発生源の一例である。このモータＭ単体をサーボモータという場合もあるが、
本実施形態では、反射型エンコーダ１００を含む構成をサーボモータＳＭということにす
る。モータＭは、少なくとも一端側に回転体としてのシャフトＳＨを有し、このシャフト
ＳＨを回転軸ＡＸ周りに回転させることにより、回転力を出力する。
【００１１】
　なお、モータＭは、位置データに基づいて制御されるモータであれば特に限定されるも
のではない。また、モータＭは、動力源として電気を使用する電動式モータである場合に
限られるものではなく、例えば、油圧式モータ、エア式モータ、蒸気式モータ等の他の動
力源を使用したモータであってもよい。ただし、説明の便宜上、以下ではモータＭが電動
式モータである場合について説明する。
【００１２】
　反射型エンコーダ１００は、モータＭのシャフトＳＨの回転力出力端とは反対側の端部
に連結される。そして、この反射型エンコーダ１００は、シャフトＳＨの位置を検出する
ことにより、モータＭの回転対象（シャフトＳＨ自体でもよい。）の相対位置（基準角度
からの相対角度）を検出し、その位置を表す位置データを出力する。
【００１３】
　反射型エンコーダ１００の配置位置は、本実施形態に示す例に特に限定されるものでは
ない。例えば、反射型エンコーダ１００は、シャフトＳＨの出力端側に直接連結されるよ
うに配置されてもよく、また、減速機や回転方向変換機、ブレーキなどの他の機構を介し
てシャフトＳＨ等に連結されてもよい。
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【００１４】
　なお、本実施形態は、図１及び図２に例示するような、モータＭのシャフトＳＨにエン
コーダ１００の回転ディスク１１０を直接的に連結させる構造のサーボモータＳＭである
場合に特に有効である。なぜなら、例えば回転ディスクが固定された回転軸や軸受を有す
るエンコーダを用いてサーボモータを製造する場合、このようなエンコーダでは回転ディ
スクや光学モジュールが回転軸や軸受と共に位置決めされて一体的に組み上げられている
ため、回転ディスクに対する光学モジュールの位置調整が特段に必要とならない。一方、
本実施形態のようにエンコーダ１００が回転軸や軸受を有しておらず、モータＭのシャフ
トＳＨにエンコーダ１００の回転ディスク１１０を直接的に連結させ、当該回転ディスク
１１０に対向するように光学モジュール１２０を組み付ける構造の場合、サーボモータＳ
Ｍを製造する際に、回転ディスク１１０に対する光学モジュール１２０の位置調整をしな
ければ、エンコーダ１００を精度良くモータＭに組み付けることができないからである。
また、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０とが独立した支持構造となっているた
め、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０との軸方向距離（ギャップ）の変動が生
じ易いからである。但し、ここでは、図１及び図２に例示したモータＭのシャフトＳＨに
回転ディスク１１０が直接的に連結させるいわゆる「ビルトインタイプ」のエンコーダ１
００が使用される場合を例に挙げて説明しているが、回転ディスク１１０がエンコーダ１
００専用のシャフトに連結され、そのシャフトがモータＭなどに連結可能に形成されるい
わゆる「コンプリートタイプ」のエンコーダ１００も使用可能であることは言うまでもな
い。
【００１５】
　＜反射型エンコーダ＞
　次に、図２～図４を参照しつつ、本実施形態に係る反射型エンコーダ１００の構成につ
いて説明する。図２に示すように、本実施形態に係る反射型エンコーダ１００は、シャフ
トＳＨに連結された回転ディスク１１０と、回転ディスク１１０と対向して配置された光
学モジュール１２０とを有している。光学モジュール１２０は、プリント基板１９０に実
装されており、プリント基板１９０はスペーサ１９１を介してモータＭのブラケット１９
２に設けられている。スペーサ１９１により、光源１３０と回転ディスク１１０の表面と
の軸方向距離がｄ１、回転ディスク１１０の表面と基板１２１の表面（各受光素子１４０
，１５０の受光面）との軸方向距離がｄ２となるように設定されている。
【００１６】
　　（回転ディスク）
　回転ディスク１１０は、図３に示すように円板状に形成され、ディスク中心Ｏが回転軸
ＡＸとほぼ一致するように配置される。そして、回転ディスク１１０は、この回転軸ＡＸ
周りに回転可能なシャフトＳＨに例えばハブ等を介して連結される。従って、回転ディス
ク１１０は、モータＭの回転に応じて回転軸ＡＸ周りに回転可能に配置されることとなる
。
【００１７】
　図３に示すように、回転ディスク１１０には、インクリメンタルパターンＩＰが円周方
向に沿って形成されている。また、インクリメンタルパターンＩＰの外周側及び内周側に
は、２本の同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２がディスク中心Ｏ周りに形成されている。図３
に示すように、光学モジュール１２０は光源１３０がインクリメンタルパターンＩＰの半
径方向中心位置に対応するように対向配置されるため、同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２は
、半径方向において光源１３０に対応する位置の両側に形成されているとも言える。これ
ら同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２は、互いに同じ幅Ｗで、インクリメンタルパターンＩＰ
からの半径方向距離がほぼ等しくなるように形成されている。なお、回転ディスク１１０
は、例えば光を透過又は吸収する材質で形成される。そして、インクリメンタルパターン
ＩＰ及び同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２は、その光を透過又は吸収する材質の回転ディス
ク１１０上に、例えば反射率の高い材質を蒸着するなどの方法により反射スリットが同心
円状に形成されることにより、パターンニングされる。



(7) JP WO2013/014721 A1 2013.1.31

10

20

30

40

50

【００１８】
　インクリメンタルパターンＩＰは、反射スリットが所定のピッチで等間隔に形成される
ことにより、当該ピッチで光の反射と吸収又は透過を繰り返すパターンを有する。一方、
同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２は、各々が１本の環状の反射スリットとして、ディスク中
心Ｏ周りに同心円状に形成されている。詳細は後述するが、この同心円スリットＣＳ１，
ＣＳ２は、サーボモータＳＭの製造時において、光学モジュール１２０を回転ディスク１
１０と対向させて固定配置する際に、後述する位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０Ｕ
Ｒによる出力を介して、回転ディスク１１０に対する光学モジュール１２０の位置調整に
用いられる。
【００１９】
　　（光学モジュール）
　図４に示すように、光学モジュール１２０は、回転ディスク１１０と対向配置される基
板１２１を有する。基板１２１は、前述のプリント基板１９０よりも小さく構成されてお
り、プリント基板１９０上に配置される。そして、この基板１２１における回転ディスク
１１０への対向側の表面には、回転ディスク１１０に向けて光を出射する光源１３０と、
インクリメンタルパターンＩＰからの反射光を受光する複数のインクレ用受光素子１４１
を含むインクレ用受光素子群１４０Ｌ，１４０Ｒと、同心円スリットＣＳ１からの反射光
を受光する位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、同心円スリットＣＳ２からの
反射光を受光する位置調整用受光素子１５０Ｄとが設けられている。
【００２０】
　位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、位置調整用受光素子１５０Ｄとは、回
転ディスク１１０の半径方向において異なる位置となるように配置されている。すなわち
図４に示すように、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲは、半径方向において光
源１３０よりも一方側に配置され、位置調整用受光素子１５０Ｄは、光源１３０よりも他
方側に配置されている。
【００２１】
　位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲは、回転ディスク１１０の円周方向に対称
となるように、詳細には基板１２１の中心線Ｌｃに対し軸対象となるように、配置されて
いる。なお、中心線Ｌｃは基板１２１の円周方向における対称軸と略一致する線であり、
光源１３０は中心線Ｌｃ上に配置されている。また、位置調整用受光素子１５０Ｄも同様
に、中心線Ｌｃを中心位置として軸対称となるように配置されている。
【００２２】
　また、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲは、回転ディスク１１０と光学モジ
ュール１２０とが適正に位置決めされている場合において、光源１３０より出射され同心
円スリットＣＳ１より反射された反射光の受光領域ＡＲ１（図４中ハッチングで示す）に
半径方向の一部（この例では半径方向内側の一部）が重複し、残りの部分は重複しないよ
うに配置されている。また、位置調整用受光素子１５０Ｄも同様に、光源１３０より出射
され同心円スリットＣＳ２より反射された反射光の受光領域ＡＲ２（図４中ハッチングで
示す）に半径方向の一部（この例では半径方向外側の一部）が重複し、残りの部分は重複
しないように配置されている。詳細は後述するが、このように半径方向の一部を反射光の
受光領域と重複させる配置としたのは、位置調整をする際に受光信号の出力変化域を効率
良く利用するためである。
【００２３】
　なお、上記では位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの半径方向内側を受光領域
ＡＲ１と重複させ、位置調整用受光素子１５０Ｄの半径方向外側を受光領域ＡＲ２と重複
させるようにしたが、反対に、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの半径方向外
側を受光領域ＡＲ１と重複させ、位置調整用受光素子１５０Ｄの半径方向内側を受光領域
ＡＲ２と重複させてもよい。すなわち、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと位
置調整用受光素子１５０Ｄとで、受光領域との重複位置が半径方向において反対側となる
関係であればよい。
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【００２４】
　光学モジュール１２０は、適正に位置決めされた場合、図３に示すように、基板１２１
の中心線Ｌｃが、回転ディスク１１０におけるディスク中心から放射状に拡がる放射状線
Ｌｒに一致し（傾斜方向の位置決め）、光源１３０がインクリメンタルパターンＩＰの半
径方向中央位置（ディスク中心Ｏから半径Ｒｉの位置）に対峙する（半径方向の位置決め
）ように配置される。このときの基板１２１に配置された位置調整用受光素子１５０ＵＬ
，１５０ＵＲ，１５０Ｄは、各々の受光信号の出力が略等しくなるように設定されている
。
【００２５】
　位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲは、回転ディスク１１０の円周方向（図４
中Ｃｃ１方向）に沿った形状、向きとなるように構成されている。なお、上記Ｃｃ１方向
とは、図３に示すように、回転ディスク１１０におけるディスク中心Ｏから同心円スリッ
トＣＳ１の中心位置までの距離をＲｃ１、ディスク中心Ｏから光源１３０までの距離をＲ
ｉとした場合に、図４に示すように、光源１３０から距離Ｒｉのｋ倍（ｋ＝（ｄ１＋ｄ２
）／ｄ１）であるｋＲｉの距離にある基準位置Ｏ′を中心とする半径ｋＲｃ１の円周方向
である。上述した反射光の受光領域ＡＲ１は、この円周方向に沿った幅Ｗのｋ倍である幅
ｋＷを有する領域となる。これは、図２に示すように、反射型エンコーダ１００において
は、光源１３０から出射された光が回転ディスク１１０で反射され、反射光を位置調整用
受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲで受光するため、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５
０ＵＲには同心円スリットＣＳ１の拡大像が反射投影されるためである。なお、本実施形
態では、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの半径方向の幅は、受光領域ＡＲ１
の幅と略一致するように構成されている。
【００２６】
　位置調整用受光素子１５０Ｄも同様に、回転ディスク１１０の円周方向（図４中Ｃｃ２
方向）に沿った形状、向きとなるように構成されている。なお、上記Ｃｃ２方向とは、図
３及び図４に示すように、回転ディスク１１０におけるディスク中心Ｏから同心円スリッ
トＣＳ２の中心位置までの距離をＲｃ２とした場合に、上記基準位置Ｏ′を中心とする半
径ｋＲｃ２の円周方向である。上述した反射光の受光領域ＡＲ２は、この円周方向に沿っ
た幅Ｗのｋ倍である幅ｋＷを有する領域となる。位置調整用受光素子１５０Ｄの半径方向
の幅も、上記同様に受光領域ＡＲ２の幅と略一致するように構成されている。
【００２７】
　インクレ用受光素子群１４０Ｌ，１４０Ｒは、この例では、光源１３０を間に挟んで上
記円周方向に分割して配置されている。インクレ用受光素子群１４０Ｌ，１４０Ｒは各々
、複数のインクレ用受光素子１４１が回転ディスク１１０の円周方向（図４中Ｃｉ方向）
に沿ってアレイ状に配置された構成となっている。なお、上記Ｃｉ方向とは、図３及び図
４に示すように、回転ディスク１１０におけるディスク中心Ｏからインクリメンタルパタ
ーンＩＰの中心位置までの距離をＲｉとした場合に、上記基準位置Ｏ′を中心とする半径
ｋＲｉの円周方向である。
【００２８】
　インクレ用受光素子群１４０及び位置調整用受光素子１５０は、例えばシリコンで形成
された基板１２１上に、フォトリソグラフィ等を使用して形成されることが望ましい。こ
の場合、インクレ用受光素子群１４０及び位置調整用受光素子１５０を非常に精度良く形
成することが可能で、後述する光学モジュール１２０の位置合わせの精度を更に向上させ
る事が可能である。
【００２９】
　なお、上記位置調整用受光素子１５０ＵＬ及び位置調整用受光素子１５０ＵＲが、特許
請求の範囲に記載の第１受光素子及び第２受光素子の一例に相当する。また、位置調整用
受光素子１５０Ｄが、第３受光素子の一例に相当する。
【００３０】
　＜位置調整の原理＞
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　次に、図５～図８を参照しつつ、本実施形態における光学モジュール１２０の回転ディ
スク１１０に対する位置調整の原理について説明する。
【００３１】
　本実施形態においては、光源１３０として、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が用いられる。このため、光源１３０は完全な理想点光源とはならず
、有限の発光面積を有する光源となる。この場合、図５に示すように、光源１３０から出
射され回転ディスク１１０の同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２により反射された反射光の基
板１２１の表面（受光面）における受光量は、境界部（半径方向の両端部）において少な
くなり、いずれも台形状の光量分布となる。なお、図５では説明の便宜上、同心円スリッ
トＣＳ１，ＣＳ２により反射された光を透過した態様で示している。
【００３２】
　次に、図６を用いて、上記光量分布である受光領域に対し位置調整用受光素子の位置が
半径方向に変化する際の受光素子の出力の変化について説明する。なお、前述したように
各位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの半径方向の幅は受光領域ＡＲ
１，ＡＲ２の幅とほぼ同等であるが、図６においては理解を容易とするため、位置調整用
受光素子の幅を小さめ（この例では光量変動域Ｓの幅と同じ）に記載している。
【００３３】
　図６中（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、位置調整用受光素子が受光領域外に位置する場
合には、位置調整用受光素子による受光信号出力は０である。半径方向の移動により位置
調整用受光素子の一部が受光領域に進入すると、図６中（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）に示すように
、位置調整用受光素子による受光信号出力は進入量に応じて徐々に増大する。その後、図
６中（Ｆ）に示す位置で位置調整用受光素子の全体が受光領域内に位置する状態となるが
、前述したように受光領域における光量分布は台形状であり光量が一定である光量一定域
と光量が変化する光量変化域が存在するため、位置調整用受光素子の一部が光量変化域内
に位置する間は、図６中（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ）に示すように、位置調整用受光素子による受
光信号出力は同等の割合で徐々に増大する。そして、図６中（Ｊ）に示す位置で位置調整
用受光素子の全体が光量一定域内に位置する状態となった後は、図６中（Ｋ）に示すよう
に、位置調整用受光素子による受光信号出力は一定となる。
【００３４】
　図６中（Ｂ）～（Ｊ）の範囲（以下「出力変化域」と称する）においては位置調整用受
光素子の出力が変化するため、位置調整用受光素子の半径方向位置を特定することが可能
である。したがって、本実施形態では、位置調整用受光素子が適正な位置にある場合の出
力が出力変化域の略中央位置（図６中（Ｆ）の位置）となるように、位置調整用受光素子
の半径方向の一部を受光領域と重複させる配置としている。これにより、位置調整用受光
素子の半径方向位置が適正位置より受光領域に進入する方向に位置ずれした場合には、図
６中（Ｇ）～（Ｊ）の範囲で検出可能となり、位置調整用受光素子の半径方向位置が適正
位置より受光領域から退く方向に位置ずれした場合には、図６中（Ｂ）～（Ｅ）の範囲で
検出可能となり、受光信号の出力変化域を効率良く利用することができる。また、このよ
うに最大光量の半値部分を位置調整に用いることで、光量の変動による影響を抑制できる
効果もある。
【００３５】
　次に、図７を用いて、光学モジュール１２０の傾斜方向の位置調整動作の一例を説明す
る。本実施形態では、上述した原理を利用し、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０Ｕ
Ｒの出力が略等しくなるようにプリント基板１９０を移動させることで、光学モジュール
１２０の回転ディスク１１０におけるディスク中心から放射状に拡がる放射状線Ｌｒに対
する傾斜方向（θ方向）の位置調整を行う。
【００３６】
　例えば図７（ａ）に示す例では、光学モジュール１２０の基板１２１の中心線Ｌｃが、
回転ディスク１１０（図７では図示省略）におけるディスク中心から放射状に拡がる放射
状線Ｌｒに対してΔθだけずれており、傾斜方向のずれ量はΔθとなっている。この状態
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における位置調整用受光素子１５０ＵＲの出力は、適正位置より受光領域ＡＲ１に進入す
る方向に位置ずれした場合に相当するので、例えば図６中（Ｉ）に相当する。一方、この
状態における位置調整用受光素子１５０ＵＬの出力は、適正位置より受光領域ＡＲ１から
退く方向に位置ずれした場合に相当するので、例えば図６中（Ｃ）に相当する。
【００３７】
　したがって、図７（ａ）に示す状態から、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
の出力が略等しくなるようにプリント基板１９０を移動させることで、図７（ｂ）に示す
ように、光学モジュール１２０は傾斜方向にΔθだけ移動され、傾斜方向の位置調整が完
了する。この状態における位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力は、適正位
置に相当するので各々図６中（Ｆ）に相当する。
【００３８】
　次に、図８を用いて、光学モジュール１２０の半径方向の位置調整動作の一例を説明す
る。上述した光学モジュール１２０の傾斜方向（θ方向）の位置調整により略等しくなっ
た位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調整用受光
素子１５０Ｄの出力と略等しくなるようにプリント基板１９０を移動させることで、光学
モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する半径方向（ｒ方向）の位置調整を行う。
【００３９】
　例えば図８（ａ）に示す例では、光学モジュール１２０の基板１２１が、図８（ｂ）に
示す適正位置より回転ディスク１１０（図８では図示省略）の半径方向外周側にΔｄだけ
ずれており、半径方向のずれ量はΔｄとなっている。この状態における位置調整用受光素
子１５０ＵＲ又は位置調整用受光素子１５０ＵＬの出力は、適正位置より受光領域ＡＲ１
から退く方向に位置ずれした場合に相当するので、例えば図６中（Ｃ）に相当する。一方
、この状態における位置調整用受光素子１５０Ｄの出力は、適正位置より受光領域ＡＲ２
に進入する方向に位置ずれした場合に相当するので、例えば図６中（Ｉ）に相当する。
【００４０】
　したがって、図８（ａ）に示す状態から、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
のいずれか一方の出力が位置調整用受光素子１５０Ｄの出力と略等しくなるようにプリン
ト基板１９０を移動させることで、図８（ｂ）に示すように、光学モジュール１２０は半
径方向内周側にΔｄだけ移動され、半径方向の位置調整が完了する。この状態における位
置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの出力は、適正位置に相当するので
各々図６中（Ｆ）に相当する。
【００４１】
　＜製造装置＞
　次に、図９を参照しつつ、本実施形態に係るサーボモータ製造装置の構成の概略につい
て説明する。本実施形態に係るサーボモータ製造装置ＭＤは、光学モジュール１２０を回
転ディスク１１０と対向させて固定配置する際に回転ディスク１１０に対する光学モジュ
ール１２０の位置調整を行うものである。
【００４２】
　図９に示すように、サーボモータ製造装置ＭＤは、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１
５０ＵＲ，１５０Ｄを備えた光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する傾斜方
向（矢印θで示す）の位置調整を行うロータリモータ１７５と、光学モジュール１２０の
回転ディスク１１０に対する半径方向（矢印ｒで示す）の位置調整を行うリニアモータ１
７４と、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの出力に基づき、ロータ
リモータ１７５及びリニアモータ１７４を制御する制御装置１８０と、を有している。
【００４３】
　制御装置１８０としては、例えば汎用ＰＣ等が用いられる。この制御装置１８０は、図
示は省略するが、中央演算処理装置であるＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を内蔵している
。ＣＰＵは、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつＲＯＭに予め記憶されたプログラム（後
述の図１０に示すサーボモータの製造方法手順を実行するプログラムを含む）に従って、
信号処理を行う。
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【００４４】
　光学モジュール１２０の位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの各出
力信号は、制御装置１８０の出力情報取得部１８１に入力される。θ方向位置調整部１８
２は、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力信号に基づき、これらの出力が
略等しくなるようにロータリモータ１７５を駆動し、プリント基板１９０を傾斜方向に移
動させる。またｒ方向位置調整部１８３は、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
，１５０Ｄの出力信号に基づき、略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０
ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調整用受光素子１５０Ｄの出力と略等しくなるように
リニアモータ１７４を駆動し、プリント基板１９０を半径方向に移動させる。このように
してプリント基板１９０が移動する結果、光学モジュール１２０が位置調整される。光学
モジュール１２０はプリント基板１９０上に実装されており、このプリント基板１９０は
、回転ディスク１１０との間に所定の間隔をおきつつ、スペーサ１９１上に半径方向及び
傾斜方向に移動自在に載置されている。なお、本実施形態では、光学モジュール１２０が
実装されたプリント基板１９０を移動させることによって光学モジュール１２０の位置調
整を行うようにしているが、ロータリモータ１７５及びリニアモータ１７４によって光学
モジュール１２０を直接移動させる構成としてもよい。
【００４５】
　なお、ロータリモータ１７５が特許請求の範囲に記載のモジュール位置調整装置の一例
に相当し、θ方向位置調整部１８２が制御部の一例に相当する。
【００４６】
　なお、リニアモータ１７４やロータリモータ１７５の配置位置や数は上記に限られず、
適宜変更してもよい。また、本実施形態ではモジュール位置調整装置としてリニアモータ
及びロータリモータを用いているが、プリント基板１９０を微量に移動させることが可能
であれば、これ以外のアクチュエータを用いてもよい。
【００４７】
　＜製造装置の動作（製造方法）＞
　次に、図１０を用いて、サーボモータ製造装置ＭＤによって上述した光学モジュール１
２０の位置調整が行われる際に、制御装置１８０のＣＰＵによって実行される制御内容を
説明する。なお、各制御処理（ステップＳ２０～ステップＳ３５）を行う主体は実際には
制御装置１８０のＣＰＵであるが、以下では制御装置１８０を主体として説明する。
【００４８】
　図１０に示すように、まずステップＳ５では、回転ディスク１１０がシャフトＳＨに適
宜の位置調整がなされることにより偏心なく固定される。この固定は、作業者によって行
われ、例えばネジ等の固定部材による本止めや、接着剤の硬化等によってなされる。
【００４９】
　次のステップＳ１０では、スペーサ１９１がモータＭのブラケット１９２に固定される
。この固定も作業者によって行われる。
【００５０】
　次のステップＳ１５では、光学モジュール１２０が実装されたプリント基板１９０がス
ペーサ１９１上に仮配置される。この仮配置も作業者によって行われ、ロータリモータ１
７５やリニアモータ１７４により面内で移動可能な方法又は移動時に弛緩させて移動可能
な方法によってなされる。
【００５１】
　次のステップＳ２０では、制御装置１８０は、出力情報取得部１８１により位置調整用
受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの各出力信号を入力する。そして、位置調整用受光素子
１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力信号に基づき、これらの出力が略等しくなるようにロータ
リモータ１７５を駆動し、プリント基板１９０を傾斜方向に移動させて光学モジュール１
２０の傾斜方向の位置調整を行う。
【００５２】
　次のステップＳ２５では、制御装置１８０は、出力情報取得部１８１により位置調整用
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受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの各出力信号を入力する。そして、位置調整
用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄの出力信号に基づき、略等しくなった位置
調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調整用受光素子１
５０Ｄの出力と略等しくなるようにリニアモータ１７４を駆動し、プリント基板１９０を
半径方向に移動させて光学モジュール１２０の半径方向の位置調整を行う。
【００５３】
　次のステップＳ３０では、制御装置１８０は、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０
ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調整用受光素子１５０Ｄの出力と略等しいか否かを判
定する。これらの出力が等しくない場合には（ステップＳ３０でＮＯ）、制御装置１８０
は光学モジュール１２０の半径方向の位置調整が完了していないと判断し、ステップＳ２
５に戻る。一方、これらの出力が等しい場合には（ステップＳ３０でＹＥＳ）、制御装置
１８０は光学モジュール１２０の半径方向の位置調整が完了していると判断し、次のステ
ップＳ３５に移る。
【００５４】
　ステップＳ３５では、制御装置１８０は、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
の出力が略等しいか否かを判定する。これらの出力が等しくない場合には（ステップＳ３
５でＮＯ）、制御装置１８０は光学モジュール１２０の傾斜方向の位置調整が完了してい
ないと判断し、ステップＳ２０に戻る。一方、これらの出力が等しい場合には（ステップ
Ｓ３５でＹＥＳ）、制御装置１８０は光学モジュール１２０の傾斜方向の位置調整が完了
していると判断し、次のステップＳ４０に移る。
【００５５】
　ステップＳ４０では、プリント基板１９０がスペーサ１９１に固定される。これにより
、光学モジュール１２０が位置決めされて固定される。この固定は、作業者によって行わ
れ、例えばネジ等の固定部材による本止めや、接着剤の硬化等によってなされる。以上に
より、本フローを終了する。
【００５６】
　以上において、ステップＳ２０～ステップＳ３５が特許請求の範囲に記載のモジュール
位置調整ステップ及びサーボモータ製造方法の一例に相当する。
【００５７】
　＜効果の例＞
　以上説明した本実施形態に係るサーボモータＳＭおいては、光学モジュール１２０が回
転ディスク１１０の同心円スリットＣＳ１からの反射光を受光する位置調整用受光素子１
５０ＵＬ，１５０ＵＲを備えている。これら位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
は、回転ディスク１１０の円周方向に対称となるように基板１２１上に配置されている。
このような構成とすると、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する傾斜方向
（θ方向）の位置ずれは、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力の差異とし
て現れることから、これらの出力が略等しくなるようにすれば、光学モジュール１２０の
傾斜方向の位置を調整することができる。このようにして、簡単な構成で光学モジュール
１２０の傾斜方向の位置調整を精度良く行うことができるので、サーボモータＳＭを容易
に製造することができる。
【００５８】
　また、サーボモータ製造装置ＭＤが、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対
する傾斜方向の位置調整を行うロータリモータ１７５と、位置調整用受光素子１５０ＵＬ
，１５０ＵＲの出力が略等しくなるようにロータリモータ１７５を制御するθ方向位置調
整部１８２を有する制御装置１８０とを備える構成とすることにより、光学モジュール１
２０の回転ディスク１１０に対する傾斜方向の位置調整を自動的に行うことができる。
【００５９】
　さらに、本実施形態によれば次のような効果をも奏する。すなわち、光学モジュール１
２０の傾斜方向の位置調整を行う手法として、例えば複数のスリットが並設された検査格
子を回転ディスク１１０に設けるか、回転ディスク１１０の位置検出用パターンを検査格
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子として利用し、同様に複数のスリットが並設された基準格子又は基準受光素子アレイを
、位置検出用の受光素子とは別に光学モジュール１２０の基板１２１に設け、基準格子と
検査格子の相互作用により得られた受光信号に基づいて位置調整を行うことが考えられる
。この場合、両格子の作用を受けた光を受光するために受光素子が比較的大きくなるが、
本実施形態においては、回転ディスク１１０に設けた同心円スリットＣＳ１の作用を受け
た光を基板１２１上に対称配置された位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲで受光
する構成であるため、各受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの径方向の幅は同心円スリット
ＣＳ１の作用を受けた光が基板１２１上に到達する受光領域ＡＲ１の幅と略等しければ足
り、受光素子を小さくできる。その上、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの各
々の円周方向の長さを大きくすれば受光面積を拡大することが可能である。したがって、
上記構成に比べ、光学モジュール１２０を小型化できる。
【００６０】
　また、本実施形態では特に、光学モジュール１２０が基板１２１上における回転ディス
ク１１０の半径方向において位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲとは異なる位置
に配置された位置調整用受光素子１５０Ｄを備えている。このような構成とすると、位置
調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力が略等しくなるように光学モジュール１２
０の傾斜方向の位置を調整した後であれば、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０
に対する半径方向の位置ずれは、略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０
ＵＲのいずれか一方の出力と位置調整用受光素子１５０Ｄとの出力の差異として現れる。
したがって、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力と位置調
整用受光素子１５０Ｄとの出力が略等しくなるようにすれば、光学モジュール１２０の半
径方向の位置を調整することができる。このようにして、光学モジュール１２０の回転デ
ィスク１１０に対する半径方向の位置調整を簡単な構成で精度良く行うことができるので
、サーボモータＳＭを容易に製造することができる。
【００６１】
　また、サーボモータ製造装置ＭＤが、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対
する半径方向の位置調整を行うリニアモータ１７４と、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，
１５０ＵＲのいずれか一方の出力と位置調整用受光素子１５０Ｄとの出力が略等しくなる
ようにリニアモータ１７４を制御するｒ方向位置調整部１８３を有する制御装置１８０を
備えた構成とすることにより、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する半径
方向の位置調整を自動的に行うことができる。
【００６２】
　また、本実施形態では特に、有限の発光面積を有する光源１３０を使用することによっ
て基板１２１の表面（受光面）における光量分布が台形状となる性質を利用する。これに
より得られる効果を、図１１及び図１２を用いて説明する。
【００６３】
　例えば光源１３０が発光面積を有しない理想的な点光源である場合、図１１に示すよう
に、光源１３０から出射され回転ディスク１１０の同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２により
反射された反射光の基板１２１の表面（受光面）における受光量は、いずれも矩形状の光
量分布となる。
【００６４】
　このような矩形状の光量分布である受光領域に対し位置調整用受光素子の位置が半径方
向に変化する際の受光素子の出力の変化は、図１２に示すようになる。すなわち、図１２
中（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、位置調整用受光素子が受光領域外に位置する場合には
、位置調整用受光素子による受光信号出力は０である。半径方向の移動により位置調整用
受光素子の一部が受光領域に進入すると、図１２中（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）に示すように、位
置調整用受光素子による受光信号出力は進入量に応じて徐々に増大する。その後、図１２
中（Ｆ）に示す位置で位置調整用受光素子の全体が受光領域内に位置する状態となる。こ
のとき、前述の台形状の光量分布と異なり、矩形状の光量分布では光量が一定である光量
一定域のみしか存在しないため、図１２中（Ｆ）に示す位置となった後は、図１２中（Ｇ
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）に示すように、位置調整用受光素子による受光信号出力は一定となる。
【００６５】
　すなわちこの場合には、図１２中（Ｂ）～（Ｆ）の範囲が出力変化域となり、この範囲
内で位置調整用受光素子の半径方向位置を特定することが可能となるが、矩形状の光量分
布であるため出力変化域が狭くなっている。この場合、出力変化域を広くするには、位置
調整用受光素子の半径方向の幅を広くしなければならず、他の受光素子、例えばインクレ
用受光素子群１４０Ｌ，１４０Ｒとの集積化が困難となり、光学モジュール１２０の小型
化が困難となってしまう。
【００６６】
　これに対し、本実施形態においては、前述の図６に示すように、台形状の光量分布の光
量変化域を利用して図６中（Ｂ）～（Ｊ）の広い範囲を出力変化域とすることができ、上
記の場合に比べて出力変化域を拡大できる。その結果、位置調整用受光素子の半径方向の
幅を狭くすることが可能となるため、他の受光素子との集積化を容易にし、光学モジュー
ル１２０を小型化することができる。
【００６７】
　また、本実施形態では特に、回転ディスク１１０が、半径方向において光源１３０に対
応する位置の両側に形成された２本の同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２を有し、光学モジュ
ール１２０が、半径方向において基板１２１上の光源１３０よりも一方側に配置された位
置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ、並びに、光源１３０よりも他方側に配置され
た位置調整用受光素子１５０Ｄとを有する構成とする。すなわち、半径方向の位置調整を
行うための位置調整用受光素子を、光源１３０の半径方向両側に配置した構成とする。こ
れにより得られる効果を、図１３を用いて説明する。
【００６８】
　一般に、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０とが対向配置されるエンコーダに
おいては、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０との軸方向距離（ギャップ）は一
定となるように設定されるが、回転ディスク１１０の厚みの公差等により変動する場合が
ある。特に、本実施形態のように、モータＭのシャフトＳＨに回転ディスク１１０が直接
的に連結されるいわゆる「ビルトインタイプ」のエンコーダが使用される場合、回転ディ
スク１１０の位置がモータＭ側の部品精度や組立精度等の影響を受けるため、変動が生じ
やすい。このような距離の変動が生じると、例えば半径方向の位置調整を行うための位置
調整用受光素子の全部を基板１２１上の光源１３０の一方側に集中配置した構成（例えば
後述の図１５及び図１６に示す構成）の場合には、受光領域の半径方向の位置が変動する
ため、位置調整用受光素子の出力が変動し、光学モジュール１２０の半径方向の位置調整
精度が低下するおそれがある。
【００６９】
　これに対し、本実施形態においては、半径方向の位置調整を行うための位置調整用受光
素子、すなわち位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、位置調整用受光素子１５
０Ｄとを、光源１３０の半径方向両側に配置した構成とする。このような構成とすると、
図１３に示すように、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０との間隔（図１３中ｄ
１及びｄ２）に変動が生じた場合、光源１３０から出射され２本の同心円スリットＣＳ１
，ＣＳ２で反射された光が基板１２１上に到達する２つの受光領域ＡＲ１，ＡＲ２は、光
源１３０を中心として互いに半径方向に遠近するように位置が変動することになる。この
ような受光領域ＡＲ１，ＡＲ２の位置変動が生じたとしても、図１３に示すように、位置
調整用受光素子１５０ＵＬ又は位置調整用受光素子１５０ＵＲと、位置調整用受光素子１
５０Ｄにおいては、各受光素子の受光領域ＡＲ１，ＡＲ２に対する重複面積（すなわち受
光量、受光信号出力）が同じように増減するのみであるため、両者の出力が一致するよう
に位置調整を行えば、光学モジュール１２０の半径方向の位置調整を精度良く行うことが
可能である。したがって、回転ディスク１１０と光学モジュール１２０との軸方向距離（
ギャップ）の変動の影響を抑制することができる。このため、本実施形態の構成は上述の
「ビルトインタイプ」のエンコーダが使用される場合に特に有効であると言える。
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【００７０】
　また、本実施形態では特に、次のような効果をも得ることができる。一般に、光源と受
光素子を回転ディスクを挟んでその一方側と他方側に配置し、光源から出射された光を回
転ディスクを通過させて受光素子に受光させる透過型エンコーダにおいては、受光素子を
備えた光学モジュールと回転ディスクとが近接して配置されているため、光学モジュール
を取り付ける際には、作業者が受光素子と回転ディスクとの位置関係を顕微鏡等を用いて
確認しながら、手作業によって光学モジュールの位置調整を行うのが通常である。しかし
ながら、本実施形態のように反射型エンコーダを用いる場合、光学モジュールと回転ディ
スクとが比較的大きく離れて配置される場合があり、さらに、前述の図２に示すようにそ
もそも回転ディスク１１０を覆うように光学モジュール１２０を実装したプリント基板１
９０を設けるため、その構成配置上、顕微鏡等を用いた目視による位置調整は困難である
。
【００７１】
　これに対し、本実施形態によれば、上述したように光学モジュール１２０の位置調整に
顕微鏡を用いる必要が無いので、反射型エンコーダを用いる場合であっても、回転ディス
ク１１０に対する光学モジュール１２０の位置調整を精度良く行うことができる。
【００７２】
　＜変更例等＞
　なお、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸脱しない範
囲内で種々の変形が可能である。
【００７３】
　（１）内周側の位置調整用受光素子を２本構成とする場合
　上記実施形態では、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと半径方向において異
なる位置に配置した位置調整用受光素子１５０Ｄを１本の受光素子で構成したが、これを
２本の受光素子で構成してもよい。
【００７４】
　図１４に示すように、本変形例の光学モジュール１２０では、位置調整用受光素子１５
０ＵＬ，１５０ＵＲが、半径方向において光源１３０よりも一方側に配置されると共に、
位置調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲが、光源１３０よりも他方側に配置されてい
る。位置調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲは、基板１２１の中心線Ｌｃに対し軸対
象となるように配置されている。これらの位置調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲは
、受光領域ＡＲ２に半径方向の一部（この例では半径方向外側の一部）が重複し、残りの
部分は重複しないように配置されている点は、前述の位置調整用受光素子１５０Ｄと同様
である。
【００７５】
　本変形例の光学モジュール１２０が適正に位置決めされた場合、位置調整用受光素子１
５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０ＤＬ，１５０ＤＲは、各々の受光信号の出力が略等しくな
るように設定されている。したがって、前述した光学モジュール１２０の傾斜方向（θ方
向）の位置調整により略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいず
れか一方の出力が、位置調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲのいずれか一方の出力と
略等しくなるようにプリント基板１９０を移動させることで、光学モジュール１２０の回
転ディスク１１０に対する半径方向（ｒ方向）の位置調整を行うことが可能である。
【００７６】
　以上説明した変形例においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７７】
　（２）位置調整用受光素子の全部を光源の半径方向一方側に集中配置する場合
　上記実施形態では、半径方向の位置調整を行うための位置調整用受光素子、すなわち位
置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、位置調整用受光素子１５０Ｄとを、光源１
３０の半径方向両側に配置した構成としたが、これに限らず、位置調整用受光素子の全部
を光源１３０の半径方向一方側に集中配置してもよい。図１５及び図１６を用いて、本変
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形例について説明する。
【００７８】
　図１５に示す例では、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、これらの受光素
子と半径方向において異なる位置に配置した位置調整用受光素子１５０Ｄとが、回転ディ
スク１１０の半径方向において基板１２１上の光源１３０よりも一方側（この例では外周
側）に配置されている。一方、図示は省略するが、本変形例の回転ディスク１１０では、
半径方向において光源１３０に対応する位置よりも一方側（この例では外周側）にのみ１
本の同心円スリットＣＳ１が形成されている。あるいは、前述の実施形態と同様に２本の
同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２が形成されてもよいが、同心円スリットＣＳ１のみが位置
調整に用いられる。そして、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲは、光源１３０
より出射され同心円スリットＣＳ１より反射された反射光の受光領域ＡＲ１に半径方向の
一部（この例では半径方向内側の一部）が重複し、位置調整用受光素子１５０Ｄは、受光
領域ＡＲ１に半径方向の反対側の一部（この例では半径方向外側の一部）が重複するよう
に配置されている。
【００７９】
　本変形例の光学モジュール１２０が適正に位置決めされた場合、位置調整用受光素子１
５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄは、各々の受光信号の出力が略等しくなるように設定さ
れている。したがって、前述した光学モジュール１２０の傾斜方向（θ方向）の位置調整
により略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力
が、位置調整用受光素子１５０Ｄの出力と略等しくなるようにプリント基板１９０を移動
させることで、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する半径方向（ｒ方向）
の位置調整を行うことが可能である。
【００８０】
　また図１６に示す例は、図１５に示す構成において位置調整用受光素子１５０Ｄを位置
調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲの２本構成としたものである。本変形例では、光
学モジュール１２０が適正に位置決めされた場合、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５
０ＵＲ，１５０ＤＬ，１５０ＤＲは、各々の受光信号の出力が略等しくなるように設定さ
れている。したがって、前述した光学モジュール１２０の傾斜方向（θ方向）の位置調整
により略等しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力
が、位置調整用受光素子１５０ＤＬ，１５０ＤＲのいずれか一方の出力と略等しくなるよ
うにプリント基板１９０を移動させることで、光学モジュール１２０の回転ディスク１１
０に対する半径方向（ｒ方向）の位置調整を行うことが可能である。
【００８１】
　なお、図１５及び図１６に示す例では、全ての位置調整用受光素子を半径方向において
基板１２１上の光源１３０よりも外周側に集中配置した例を示したが、反対に光源１３０
よりも内周側に集中配置してもよい。この場合、回転ディスク１１０の同心円スリットＣ
Ｓ２のみが位置調整に用いられることになる。
【００８２】
　以上説明した変形例によれば、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄ
（１５０ＤＬ，１５０ＤＲ）の全部を光源１３０の半径方向一方側に集中配置するため、
光源１３０の半径方向他方側に位置調整用受光素子を設ける必要がなくなり、光学モジュ
ール１２０を半径方向に小型化することができる。
【００８３】
　（３）受光領域の光量分布を三角形状とする場合
　上記実施形態では、受光面における光量分布が台形状であることを利用し、位置調整用
受光素子の半径方向の幅を拡大せずとも出力変化域を拡大できるようにしたが、光量分布
が三角形状となるように構成することで受光領域の幅を小さくし、さらなる受光素子の集
積化を図ってもよい。なお、本変形例は、上記図１５及び図１６に示した位置調整用受光
素子の全部を光源の半径方向一方側に集中配置する構成の場合に有効な変形例である。し
たがって、以下では光学モジュール１２０が図１５に示す構成である場合を一例として説
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明する。
【００８４】
　図１７に示すように、光源１３０と回転ディスク１１０の表面との軸方向距離をｄ１、
回転ディスク１１０の表面と基板１２１の表面（各受光素子１４０，１５０の受光面）と
の軸方向距離をｄ２、光源１３０の半径方向の大きさをＬ１とする。この場合において、
回転ディスク１１０の同心円スリット（この例ではＣＳ１とする）の半径方向の幅Ｌ２が
下記式１を満たす場合、光源１３０から出射され回転ディスク１１０の同心円スリットＣ
Ｓ１により反射された反射光の基板１２１の表面（受光面）における受光量は、三角形状
の光量分布となる。
【００８５】
　Ｌ２≦Ｌ１×{ｄ２／（ｄ１＋ｄ２）}　・・・　（式１）
　なお、Ｌ２を小さくするほど受光領域ＡＲ１の半径方向の幅を小さくできるが、受光量
の総量も減少してしまうため、光量分布を三角形状としつつ受光量を最大とするためには
、Ｌ２＝Ｌ１×{ｄ２／（ｄ１＋ｄ２）}とするのが好ましい。
【００８６】
　このように光量分布を三角形状とすることで、光量分布中の光量一定域をなくし、光量
分布の全体を光量変化域とすることができる。これにより、前述の実施形態と同様に、光
量変化域を利用することで広い範囲を位置調整用受光素子の出力変化域としつつ、受光領
域ＡＲ１の半径方向の幅をより小さくすることができる。その結果、図１７に示すように
、位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲと、位置調整用受光素子１５０Ｄとを、半
径方向により近接して配置することが可能となるため、さらなる集積化が可能となり、光
学モジュール１２０をさらに小型化することができる。
【００８７】
　なお、上記では光学モジュール１２０が図１５に示す構成である場合を一例として説明
したが、図１６に示す構成でもよく、また図１５及び図１６とは反対に位置調整用受光素
子を光源１３０よりも内周側に集中配置した構成にも適用可能である。
【００８８】
　（４）位置調整用受光素子の出力が所定値となるように半径方向の位置調整をする場合
　上記実施形態では、光学モジュール１２０の傾斜方向（θ方向）の位置調整により略等
しくなった位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲのいずれか一方の出力が、位置調
整用受光素子１５０Ｄの出力と略等しくなるようにプリント基板１９０を移動させること
で、光学モジュール１２０の回転ディスク１１０に対する半径方向（ｒ方向）の位置調整
を行うようにしたが、これに限らない。例えば、回転ディスク１１０と光学モジュール１
２０とが適正に位置決めされた状態における位置調整用受光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ
の出力値を予め測定し、記憶させておく。これにより、制御装置１８０のｒ方向位置調整
部１８３が、傾斜方向（θ方向）の位置調整により略等しくなった位置調整用受光素子１
５０ＵＬ，１５０ＵＲの出力が上記記憶された所定の値となるようにリニアモータ１７４
を駆動させ、プリント基板１９０を半径方向に移動させることで、光学モジュール１２０
の回転ディスク１１０に対する半径方向の位置調整を行うことが可能である。
【００８９】
　（５）その他
　例えば、以上においては、光学モジュール１２０の基板１２１上に光源１３０及び位置
調整用受光素子１５０Ｌ，１５０Ｒが共に配置された反射型エンコーダを用いた場合を例
にとって説明したが、これに限られず、光源が回転ディスク１１０をはさみ位置調整用受
光素子１５０ＵＬ，１５０ＵＲ，１５０Ｄを備えた基板１２１と対向するように配置され
た、いわゆる透過型エンコーダを用いてもよい。この場合、回転ディスク１１０において
同心円スリットＣＳ１，ＣＳ２を透過孔として形成すれば、位置調整用受光素子１５０Ｕ
Ｌ，１５０ＵＲ，１５０Ｄが光源より出射され回転ディスク１１０に形成された同心円ス
リットＣＳ１，ＣＳ２を透過した光を受光して、光学モジュール１２０の回転ディスク１
１０に対する位置調整を行うことが可能である。このような透過型エンコーダを用いた場
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【００９０】
　また、以上においては、回転ディスク１１０に位置検出用パターンとしてインクリメン
タルパターンＩＰのみを形成したが、シリアルアブソリュートパターンを形成してもよい
。この場合、基板１２１にシリアルアブソリュートパターンからの反射光を受光するアブ
ソ用受光素子群を設けることで、シャフトＳＨの絶対位置（絶対角度）を検出することが
可能となる。
【００９１】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ
て利用しても良い。
　その他、一々例示はしないが、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更が加
えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【００９２】
　１００　　　　　　　反射型エンコーダ（エンコーダの一例）
　１１０　　　　　　　回転ディスク
　１２０　　　　　　　光学モジュール
　１２１　　　　　　　基板
　１３０　　　　　　　光源
　１５０ＵＬ　　　　　位置調整用受光素子（第１受光素子の一例）
　１５０ＵＲ　　　　　位置調整用受光素子（第２受光素子の一例）
　１５０Ｄ　　　　　　位置調整用受光素子（第３受光素子の一例）
　１７４　　　　　　　リニアモータ
　１７５　　　　　　　ロータリモータ（モジュール位置調整装置の一例）
　１８２　　　　　　　θ方向位置調整部（制御部の一例）
　１８３　　　　　　　ｒ方向位置調整部
　ＣＳ１，ＣＳ２　　　同心円スリット
　Ｌｒ　　　　　　　　放射状線
　Ｍ　　　　　　　　　モータ
　ＭＤ　　　　　　　　サーボモータ製造装置
　Ｏ　　　　　　　　　ディスク中心
　ＳＨ　　　　　　　　シャフト
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