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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステアリングホイールに接続された入力軸とトーションバーを介して前記入力軸に接続
された出力軸とから構成されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトの回
転を転舵輪の転舵動作に変換する変換機構と、から構成される操舵機構と、
　前記ステアリングシャフトの回転角情報である正弦波信号および余弦波信号を出力する
と共にＭＲ素子によって構成された操舵角センサと、
　前記入力軸と前記出力軸との相対角を用いて前記ステアリングシャフトに発生するトル
クを検出するトルクセンサと、
　前記操舵機構に操舵補助力を付与する電動モータと、
　１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭載されたシングルコアマイ
コンを有する第１のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角センサからの出力信号を受信する操舵角信号
受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記トルクセンサからの出力信号を受信するトルク信号
受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角信号受信部で受信した正弦波信号および余弦
波信号に基づき、前記入力軸および前記出力軸の回転角を演算する第１の角度演算処理部
と、
　１つのプロセッサパッケージ内に複数のプロセッサコアが搭載されたマルチコアマイコ
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ンを有する第２のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵと前記第２のＥＣＵの間に設けられ、前記第１のＥＣＵ内の情報を前
記第２のＥＣＵに送信する第１の情報通信回路および前記第２のＥＣＵ内の情報を 前記
第１のＥＣＵに送信する第２の情報通信回路と、 
 　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記第１の情報通信回路を介して伝達された前記第１
のＥＣＵの演算結果である前記入力軸の回転角に基づき、前記電動モータを駆動制御する
モータ制御部と、
　前記第２のＥＣＵに設けられ、　　　　 前記操舵角センサおよび前記トルクセンサか
らの出力信号とは異なる異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき前記複数のプ
ロセッサコアで同一の角度演算を行い、演算結果を相互比較する第２の角度演算処理部と
、
　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づい
て前記第１の角度演算処理部によって演算された回転角と前記異常検出用の正弦波信号お
よび余弦波信号に基づいて第２の角度演算処理部で算出された回転角とを比較することに
より前記第１の角度演算処理部の異常を検出する異常検出処理部と、を備え、
　前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第２のＥＣＵに保存され、前記
第１のＥＣＵに送信され、
　前記第１のＥＣＵは、前記ステアリングシャフト側に設けられ、前記第２のＥＣＵは前
記電動モータ側に設けられ、それぞれ分離して配置されることを特徴とするパワーステア
リング装置。
【請求項２】
　ステアリングホイールに接続された入力軸とトーションバーを介して前記入力軸に接続
された出力軸とから構成されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトの回
転を転舵輪の転舵動作に変換する変換機構と、から構成される操舵機構と、
　前記ステアリングシャフトの回転角情報である正弦波信号および余弦波信号を出力する
と共にＭＲ素子によって構成された操舵角センサと、
　前記入力軸と前記出力軸との相対角を用いて前記ステアリングシャフトに発生するトル
クを検出するトルクセンサと、
　前記操舵機構に操舵補助力を付与する電動モータと、
　１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭載されたシングルコアマイ
コンを有する第１のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角センサからの出力信号を受信する操舵角信号
受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記トルクセンサからの出力信号を受信するトルク信号
受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角信号受信部で受信した正弦波信号および余弦
波信号に基づき、前記入力軸および前記出力軸の回転角を演算する第１の角度演算処理部
と、
　１つのプロセッサパッケージ内に複数のプロセッサコアが搭載されたマルチコアマイコ
ンを有する第２のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵと前記第２のＥＣＵの間に設けられ、前記第１のＥＣＵ内の情報を前
記第２のＥＣＵに送信する第１の情報通信回路および前記第２のＥＣＵ内の情報を 前記
第１のＥＣＵに送信する第２の情報通信回路と、 
 　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記第１の情報通信回路を介して伝達された前記第１
のＥＣＵの演算結果である前記入力軸の回転角に基づき、前記電動モータを駆動制御する
モータ制御部と、
　前記第２のＥＣＵに設けられ、　　　　 前記操舵角センサおよび前記トルクセンサか
らの出力信号とは異なる異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき前記複数のプ
ロセッサコアで同一の角度演算を行い、演算結果を相互比較する第２の角度演算処理部と
、
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　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づい
て前記第１の角度演算処理部によって演算された回転角と前記異常検出用の正弦波信号お
よび余弦波信号に基づいて第２の角度演算処理部で算出された回転角とを比較することに
より前記第１の角度演算処理部の異常を検出する異常検出処理部と、を備え、
　前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第１のＥＣＵに保存され、
　前記第１のＥＣＵは、前記ステアリングシャフト側に設けられ、前記第２のＥＣＵは前
記電動モータ側に設けられ、それぞれ分離して配置されることを特徴とするパワーステア
リング装置。
【請求項３】
　ステアリングホイールの操舵操作に伴い電動モータによって転舵輪に操舵力を付与する
パワーステアリング装置の制御装置であって、
　１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭載されたシングルコアマイ
コンを有する第１のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、ステアリングホイールに接続された入力軸およびトーシ
ョンバーを介して前記入力軸に接続された出力軸とから構成されたステアリングシャフト
の回転角 情報である正弦波信号および余弦波信号を出力すると共にＭＲ素子によって構
成された操舵角センサからの出力信号を受信する操舵角信号受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記入力軸と前記出力軸との相対角を用いて前記ステア
リングシャフトに発生するトルクを検出するトルクセンサからの出力信号を受信するトル
ク信号受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角信号受信部で受信した正弦波信号および余弦
波信号に基づき、前記入力軸および前記出力軸の回転角を演算する第１の角度演算処理部
と、
　１つのプロセッサパッケージ内に複数のプロセッサコアが搭載されたマルチコアマイコ
ンを有する第２のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵと前記第２のＥＣＵの間に設けられ、前記第１のＥＣＵ内の情報を前
記第２のＥＣＵに送信する第１の情報通信回路および前記第２のＥＣＵ内の情報を前記第
１のＥＣＵに送信する第２の情報通信回路と、
　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記第１の情報通信回路を介して伝達された前記第１の
ＥＣＵの演算結果である前記入力軸の回転角に基づき、前記電動モータを駆動制御するモ
ータ制御部と
　前記第２のＥＣＵに設けられ、　　　　 前記操舵角センサおよび前記トルクセンサか
らの出力信号とは異なる異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき前記複数のプ
ロセッサコアで同一の角度演算を行い、演算結果を相互比較する第２の角度演算処理部と
、
　第２のＥＣＵに設けられ、前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づいて前
記第１の角度演算処理部によって演算された回転角と前記異常検出用の正弦波信号および
余弦波信号に基づいて第２の角度演算処理部で算出された回転角とを比較することにより
前記第１の角度演算処理部の異常を検出する異常検出処理部と、を備え、
　前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第２のＥＣＵに保存され、前記
第１のＥＣＵに送信され、
　前記第１のＥＣＵは、前記ステアリングシャフト側に設けられ、前記第２のＥＣＵは前
記電動モータ側に設けられ、それぞれ分離して配置されることを特徴とするパワーステア
リング装置の制御装置。
【請求項４】
　ステアリングホイールの操舵操作に伴い電動モータによって転舵輪に操舵力を付与する
パワーステアリング装置の制御装置であって、
　１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭載されたシングルコアマイ
コンを有する第１のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、ステアリングホイールに接続された入力軸およびトーシ
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ョンバーを介して前記入力軸に接続された出力軸とから構成されたステアリングシャフト
の回転角 情報である正弦波信号および余弦波信号を出力すると共にＭＲ素子によって構
成された操舵角センサからの出力信号を受信する操舵角信号受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記入力軸と前記出力軸との相対角を用いて前記ステア
リングシャフトに発生するトルクを検出するトルクセンサからの出力信号を受信するトル
ク信号受信部と、
　前記第１のＥＣＵに設けられ、前記操舵角信号受信部で受信した正弦波信号および余弦
波信号に基づき、前記入力軸および前記出力軸の回転角を演算する第１の角度演算処理部
と、
　１つのプロセッサパッケージ内に複数のプロセッサコアが搭載されたマルチコアマイコ
ンを有する第２のＥＣＵと、
　前記第１のＥＣＵと前記第２のＥＣＵの間に設けられ、前記第１のＥＣＵ内の情報を前
記第２のＥＣＵに送信する第１の情報通信回路および前記第２のＥＣＵ内の情報を前記第
１のＥＣＵに送信する第２の情報通信回路と、
　前記第２のＥＣＵに設けられ、前記第１の情報通信回路を介して伝達された前記第１の
ＥＣＵの演算結果である前記入力軸の回転角に基づき、前記電動モータを駆動制御するモ
ータ制御部と
　前記第２のＥＣＵに設けられ、　　　　 前記操舵角センサおよび前記トルクセンサか
らの出力信号とは異なる異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき前記複数のプ
ロセッサコアで同一の角度演算を行い、演算結果を相互比較する第２の角度演算処理部と
、
　第２のＥＣＵに設けられ、前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づいて前
記第１の角度演算処理部によって演算された回転角と前記異常検出用の正弦波信号および
余弦波信号に基づいて第２の角度演算処理部で算出された回転角とを比較することにより
前記第１の角度演算処理部の異常を検出する異常検出処理部と、を備え、
　前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第１のＥＣＵに保存され、
　前記第１のＥＣＵは、前記ステアリングシャフト側に設けられ、前記第２のＥＣＵは前
記電動モータ側に設けられ、それぞれ分離して配置されることを特徴とするパワーステア
リング装置の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動モータを駆動源として車両の操舵機構に操舵補助力を与えるパワーステ
アリング装置およびその制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ステアリングホイールにおける中立状態からの操舵角を検出し、この操舵角
に基づいて電動モータから車両の操舵機構にトルクを伝達することにより、操舵の補助を
行うパワーステアリング装置が知られている。
【０００３】
　上記のようなパワーステアリング装置としては、コントロールユニット内に設けられた
主演算部と副演算部によってそれぞれ演算した操舵角信号を比較することにより異常を検
出する方法や、物理的に離れて配置されたＣＰＵ（シングルコア）によって求められた操
舵角信号を比較することにより異常を検出する方法が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６－２３９２６１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような異常検出方法は、操舵角演算における異常検出の精度が低
く、操舵角演算に異常があっても異常を検出することができなかった。そのため、演算さ
れた操舵角は信頼性の高いものではなく、その操舵角に基づいて操舵補助力を与えてしま
っていた。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、操舵角演算における異常検
出の精度を向上させ、演算された操舵角の信頼性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭載されたシング
ルコアマイコンを有する第１のＥＣＵと、１つのプロセッサパッケージ内に複数のプロセ
ッサコアが搭載されたマルチコアマイコンを有する第２のＥＣＵと、　 を備え、第１の
ＥＣＵは、第１の角度演算処理部により操舵角センサおよびトルクセンサから出力された
正弦波信号および余弦波信号に基づき、入力軸および出力軸の回転角を演算し、第２のＥ
ＣＵは、異常検出処理部により、第１のＥＣＵの第１の角度演算処理部の異常を検出する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、操舵角演算における異常検出の精度を向上させ、演算された操舵角の
信頼性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１におけるパワーステアリング装置を示す概略図である。
【図２】実施形態１におけるトルクセンサを示す断面図である。
【図３】実施形態１における操舵角センサを示す構成図である。
【図４】実施形態１におけるＥＣＵを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係るパワーステアリング装置の各実施形態１～３を図面に基づいて詳述
する。
【００１１】
　［実施形態１］
　図１は、本実施形態１におけるパワーステアリング装置を示す概略図である。図１に示
すパワーステアリング装置は、ステアリングホイールＳＷ，ステアリングシャフト１，ピ
ニオン軸２，ラック軸３により基本的な操舵機構が構成されている。この操舵機構は、運
転者によってステアリングホイールＳＷが回転操作されると、そのステアリングホイール
ＳＷの操舵トルクがステアリングシャフト１を介してピニオン軸２に伝達されるとともに
、そのピニオン軸２の回転運動がラック軸３の直線運動に変換され、ラック軸３の両端に
連結された左右の転舵輪Ｗが転舵するようになっている。つまり、ラック軸３には、ピニ
オン軸２が噛み合いするラック歯３Ａが形成されており、そのラック歯３Ａとピニオン軸
２との噛合をもってステアリングシャフト１の回転を転舵動作に変換する変換機構が構成
される。
【００１２】
　また、ステアリングシャフト１にはステアリングシャフト１の回転角を検出するトルク
センサＴＳおよび操舵角センサ４が設けられており、トルクセンサＴＳおよび操舵角セン
サ４の出力信号およびモータ回転センサ信号に基づいて制御装置（以下、ＥＣＵと称する
）５により電動モータＭの電流制御を行い、電動モータＭからピニオン軸２に対して操舵
補助力を付与するように構成されている。
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【００１３】
　図２に示すように、ステアリングシャフト１は、ステアリングホイールＳＷ側の入力軸
１ａとラック軸３側の出力軸１ｂとに軸方向で分割されている。入力軸１ａと出力軸１ｂ
は、それぞれ中空状に形成されているとともに、入力軸１ａ，出力軸１ｂの内周側に設け
られたトーションバー１ｃを介して互いに同軸連結されている。なお、入力軸１ａとトー
ションバー１ｃ、出力軸１ｂとトーションバー１ｃは中立ピンや圧入等により連結されて
いる。これにより、入力軸１ａと出力軸１ｂとがトーションバー１ｃの捩れ変形を持って
相対回転可能になっている。
【００１４】
　ステアリングシャフト１の外周側には、外部使用環境に対応できるように、ステアリン
グシャフト１の外周側を囲繞しつつ車体に固定されたケーシング６が設けられていて、当
該ケーシング６の内周面と入力軸１ａの外周面との間に入力軸１ａの回転変位を検出する
入力軸側回転角センサ（例えば、レゾルバ）７が設けられている。また、ケーシング６の
内周面と出力軸１ｂの外周面との間には、出力軸１ｂの回転変位を検出する出力軸側回転
角センサ（例えば、レゾルバ）８が設けられている。
【００１５】
　すなわち、トーションバー１ｃの捩れ変形に基づく入力軸１ａと出力軸１ｂとの相対回
転変位量を両回転角センサ７，８によって検出することにより、運転者がステアリングホ
イールＳＷを回転操作する操舵トルクを検出するようになっている。換言すれば、ステア
リングシャフト１に作用するトルクを検出するためのトルクセンサＴＳが両回転角センサ
７，８をもって構成されている。
【００１６】
　両回転角センサ７，８は、ステータにのみコイルが設けられ、ロータにはコイルが設け
られていない周知の可変リラクタンス（ＶＲ）型のものであって、入力軸側回転角センサ
７は、入力軸１ａの外周面に一体的に嵌着された環状の入力軸側ロータ７ａと、その入力
軸側ロータ７ａの外周面に所定の径方向の隙間を介して外挿され、ケーシング６に対して
固定された環状の入力軸側ステータ７ｂと、を有している。一方、出力軸側回転角センサ
８は、出力軸１ｂの外周面に一体に嵌着された環状の出力軸側ロータ８ａと、その出力軸
側ロータ８ａの外周側に所定の径方向隙間を介して外挿され、ケーシング６に対して固定
された環状の出力軸側ステータ８ｂと、を有している。
【００１７】
　入力軸側回転角センサ７，出力軸側回転角センサ８からの正弦波信号ｓｉｎθ１，ｓｉ
ｎθ２，余弦波信号ｃｏｓθ１，ｃｏｓθ２は、ハーネス（クロックケーブルやスリップ
リング等），無線通信等によりＥＣＵ５に取り込まれる。
【００１８】
　操舵角センサ４は、図３に示すように、回転体としてのステアリングシャフト１の回転
に伴って回転する第１歯車１１と、この第１歯車１１に噛み合う第２歯車１２と、この第
２歯車１２に噛み合う第３歯車１３と、を有する。これら第１～第３歯車１１～１３を覆
うように、回路基板１８が配置されている。
【００１９】
　各歯車１１～１３の外周側にはそれぞれ複数の歯が形成されている。検出用歯車として
の第２，第３歯車１２，１３の歯数は１を除く所定の減速比を有するように設定されてい
る。また、第２，第３歯車１２，１３には、それぞれＮ極及びＳ極が着磁された磁性部材
１４，１５が取り付けられ、各磁性部材１４，１５と対向するように、ＭＲ素子１６，１
７がそれぞれ回路基板１８に装着されている。各ＭＲ素子１６，１７は、対向する磁性部
材１４，１５の発生する磁界の変化を抵抗素子の抵抗値の変化として検出することにより
、対応する各第２，第３歯車１２，１３の回転角である第３回転角及び第４回転角を検出
するものである。このようにして検出された第３，第４回転角に基づいて、ステアリング
ホイールＳＷの操舵角が検出される。
【００２０】
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　次に、本実施形態１におけるＥＣＵ５について説明する。図４に示すにように、本実施
形態１におけるＥＣＵ５は、１つのプロセッサパッケージ内に１つのプロセッサコアが搭
載されたシングルコアマイコンを有する第１のＥＣＵ５ａと、１つのプロセッサパッケー
ジ内に２つのプロセッサコアが搭載されたデュアルコアマイコンを有する第２のＥＣＵ５
ｂと、で主に構成されている。
【００２１】
　前記第１のＥＣＵ５ａは、図４に示すように、第１の角度演算処理部２１と、データ送
信処理部２２と、データ受信処理部２３と、を備える。一方、第２のＥＣＵ５ｂは、デー
タ受信処理部２４と、データ送信処理部２５と、第２の角度演算処理部２６と、異常検出
処理部２７と、を有する。ここで、第１のＥＣＵ５ａは、トルクセンサＴＳ（入力軸側，
出力軸側回転角センサ７，８）から出力されたステアリングホイールＳＷの回転角情報で
ある正弦波信号ｓｉｎθ１，ｓｉｎθ２および余弦波信号ｃｏｓθ１，ｃｏｓθ２や操舵
角センサ４（ＭＲ素子１６，１７）から出力されたステアリングホイールＳＷの回転角情
報である正弦波信号ｓｉｎθ３，ｓｉｎθ４および余弦波信号ｃｏｓθ３，ｃｏｓθ４を
回転角θ１，θ２，θ３，θ４に変換するセンサＥＣＵ として動作し、第２のＥＣＵ５
ｂは、前記回転角θ１，θ２，θ３，θ４に基づいてモータ電流を制御するモータＥＣＵ
として動作する。
【００２２】
　前記第１のＥＣＵ５ａと第２のＥＣＵ５ｂとの間には、第１のＥＣＵ５ａ内の情報を前
記第２のＥＣＵ５ｂに送信する第１の情報通信回路２８および前記第２のＥＣＵ５ｂ内の
情報を 前記第１のＥＣＵ５ａに送信する第２の情報通信回路２９と、 が設けられている
。なお、図４では、第１の情報通信回路２８と第２の情報通信回路２９とを説明の便宜上
２本に分けて記載しているが、双方向通信可能な１本の情報通信回線でも適用可能である
。
【００２３】
　前記第１のＥＣＵ５ａでは、まず、トルクセンサＴＳから出力された正弦波信号ｓｉｎ
θ１，ｓｉｎθ２および余弦波信号ｃｏｓθ１，ｃｏｓθ２をトルク信号受信部（図示省
略）において受信し、操舵角センサ４から出力された正弦波信号ｓｉｎθ３，ｓｉｎθ４
，および余弦波信号ｃｏｓθ３，ｃｏｓθ４を操舵角受信部（図示省略）で受信する。こ
のトルク信号受信部および操舵角信号受信部で受信した正弦波信号ｓｉｎθ１および余弦
波信号ｃｏｓθ１に基づいて、第１の角度演算処理部２１により前記入力軸１ａおよび出
力軸１ｂの回転角θ１を下記式により演算する。
【００２４】
　ｔａｎ-1（ｓｉｎθ１／ｃｏｓθ１）＝θ１
　なお、θ２～θ４も同様の方法で算出できる。
【００２５】
　この入力軸１ａおよび出力軸１ｂの回転角θ１，θ２，θ３，θ４はデータ送信処理部
２２により、第１の情報通信回路２８を介して第２のＥＣＵ５ｂに送信される。
【００２６】
　第２のＥＣＵ５ｂでは、第１のＥＣＵ５ａから送信された入力軸１ａおよび出力軸１ｂ
の回転角θ１，θ２，θ３，θ４の信号をデータ処理受信部２３で受信し、モータ制御部
（図示省略）により、この回転角θ１，θ２，θ３，θ４に基づき、電動モータＭを駆動
制御する。
【００２７】
　モータ制御部では、入力軸の回転角θ１と出力軸の回転角θ２の差分からトーションバ
ー１ｃの捩れ角を算出し、トーションバー捩れ角から、下記式によりトーションバー１ｃ
に発生する操舵トルクを検出する。
（操舵トルク）＝（トーションバー捩れ角）×（トーションバー剛性）
　モータ制御部には、その他に、モータ回転センサ信号，車速信号，舵速信号等が入力さ
れ、この操舵トルク，モータ回転センサ信号，車速信号，舵速信号等に基づいて電動モー
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タＭへの指令電流値を演算する。
【００２８】
　また、第２のＥＣＵ５ｂには、前記トルクセンサＴＳおよび操舵角センサ４からの出力
信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４，ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４とは異なる異常検出用の正弦波信
号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５が記憶手段（図示省略）等に格納されている。
この異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５は模擬信号としてデ
ータ送信処理部２５から第２の情報通信回路２９を介して第１のＥＣＵ５ａに出力される
。第１のＥＣＵ５ａでは、データ受信処理部２３において前記異常検出用の正弦波信号ｓ
ｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５を受信する。この異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ
５および余弦波信号ｃｏｓθ５は第１の角度演算処理部２１において回転角θ５に変換さ
れ、データ送信処理部２２，第１の情報通信回路２８，データ受信処理部２４を介して第
１のＥＣＵ５ａから第２のＥＣＵ５ｂに回答信号として送信される。そして、この回答信
号はデータ受信処理部２４から異常検出処理部２７に送信される。
【００２９】
　前記ＥＣＵ５ｂの記憶手段に格納されている前記異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５お
よび余弦波信号ｃｏｓθ５は、データ送信処理部２５から第２の角度演算処理部２６にも
出力され、この第２の角度演算処理部２６において異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５お
よび余弦波信号ｃｏｓθ５に基づき回転角θ５が演算される。ＥＣＵ５ｂは、前述したよ
うに、２つのプロセッサコアが搭載されたデュアルコアマイコンであり、それぞれのプロ
セッサコアで同一の角度演算を行い、演算結果を相互比較する。
【００３０】
　異常検出処理部２７は、第１の角度演算処理部２１で演算された回転角θ５と第２の角
度演算処理部２６で演算された回転角θ５とを比較することにより、第１の角度演算処理
部２１の異常を検出する。
【００３１】
　以上示したように、本実施形態１におけるパワーステアリング装置によれば、 演算の
信頼性の高いマルチコアマイコンが搭載された第２のＥＣＵ５ｂにおいて第１の角度演算
処理部２１の異常検出を行うことにより、第１の角度演算処理部２１の信頼性を向上させ
ることができる。
【００３２】
　すなわち、第２のＥＣＵ５ｂはデュアルコアマイコンを有し、第２の角度演算処理部２
６においてはそれぞれのプロセッサコアで同一の角度演算が行われ相互比較される。その
結果、一方のプロセッサコアにおいての演算処理に誤りがあったとしても異常を検出する
ことができるため、第２の角度演算処理部２６で演算した回転角は信頼性が高いものとな
る。そこで、第２の角度演算処理部２６で演算された回転角θ５は正しいことを前提とし
、第１の角度演算処理部２１で演算した回転角θ５を第２の角度演算処理部２６で演算し
た回転角θ５と比較することにより、異常検出の精度が向上し、第１の角度演算処理部２
１で演算された回転角θ５の信頼性が向上する。
【００３３】
　また、異常検出処理部２７は、第１の角度演算処理部２１の異常検出のための正弦波信
号および余弦波信号として、操舵角センサ４およびトルクセンサＴＳから出力された正弦
波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４および余弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４を用いないこと
により、第１の情報通信回路２８における通信データ量の増大を抑制することが可能とな
る。
【００３４】
　すなわち、第１の情報通信回路２８は、モータ制御部の演算に用いる回転角θ１～θ４
を送信しなければならず、通信データ量が多い。そこに、操舵角センサ４およびトルクセ
ンサＴＳから出力された正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４および余弦波信号ｃｏｓθ１
～ｃｏｓθ４を異常検出に用いた場合、この正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４および余
弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４も第１の情報通信回路２８を介して第２のＥＣＵ５ｂに
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送信しなければならず、通信データ量がさらに増大する。また、第１の情報通信回路２８
の通信容量が小さい場合には、演算周期を遅らせならければならない。
【００３５】
　それに対し、本実施形態１のように異常検出のための信号として模擬信号である正弦波
信号ｓｉｎθ５，ｃｏｓθ５を用いることにより、第１のＥＣＵ５ａから第２のＥＣＵ５
ｂに送信するデータは回転角θ１～θ４の他に回転角θ５のみであるため、従来と比較し
て第１の情報通信回路２８におけるデータ量の増大を抑制することが可能となる。また、
演算周期を遅らせることも不要となる。
【００３６】
　また、第１のＥＣＵ５ａにおける処理の異常検出を行う場合、第１のＥＣＵ５ａから第
２のＥＣＵ５ｂにデータを送信する必要があるが、第１の情報通信回路２８は通信データ
量が元々多く、空きが限られているため、第１のＥＣＵ５ａにおける全ての処理の異常検
出を行うことができず、重要度の高い処理のみを優先して異常検出を行っていた。それに
対し、本実施形態１によれば、前述したように第１の情報通信回路２８の通信データ量が
抑制され、第１のＥＣＵ５ａから多くのデータを送信することができるため、第１のＥＣ
Ｕ５ａにおける多くの処理の異常検出を行うことが可能となり、異常検出の網羅性が向上
する。
【００３７】
　さらに、異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５を第２のＥＣ
Ｕ５ｂ内に保存することにより、第２のＥＣＵ５ｂにおいて異常検出用正弦波信号ｓｉｎ
θ５および余弦波信号ｃｏｓθ５に対応した回転角θ５を演算することができ、第１のＥ
ＣＵ５ａと同じ信号を用いて同じ演算を行うことにより異常検出精度を向上させることが
できる。
【００３８】
　［実施形態２］
　次に、本実施形態２における電動パワーステアリング装置について説明する。実施形態
１では第２のＥＣＵ５ｂから異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５，余弦波信号ｃｏｓθ５
を第１のＥＣＵ５ａに送信していたが、本実施形態２では、第１のＥＣＵ５ａに複数の異
常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５，余弦波信号ｃｏｓθ５が格納されている。
【００３９】
　すなわち、本実施形態２では、第２のＥＣＵ５ｂから設問番号を有する演算指令信号を
第２の情報通信回路２９を介して第１のＥＣＵ５ａに送信する。第１のＥＣＵ５ａには設
問番号に対応して複数の異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５
が記憶手段（図示省略）に記憶されており、第２のＥＣＵ５ｂからの設問番号に対応した
異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５を記憶手段から読み出し
、第１の角度演算処理部２１において、回転角θ５を演算する。この回転角θ５は、デー
タ送信処理部２２，第１の情報通信回路２８，データ受信処理部２４を介して第２のＥＣ
Ｕ５ｂの異常検出処理部２７に送信される。
【００４０】
　また、第２のＥＣＵ５ｂでは、設問番号に対応した異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５
および余弦波信号ｃｏｓθ５をデータ送信処理部２５から第２の角度演算処理部２６に送
信し、第２の角度演算処理部２６において回転角θ５を演算し、異常検出処理部２７に送
信する。異常検出処理部２７では、実施形態１と同様に、第１の角度演算処理部２１と第
２の角度演算処理部２６で演算された回転角θ５を比較し、異常検出を行う。
【００４１】
　以上示したように、本実施形態２におけるパワーステアリング装置によれば、実施形態
１の作用効果に加え、異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５を
第２のＥＣＵ５ｂから第１のＥＣＵ５ａへ送信する必要が無く、第２の情報通信回路２９
の送信負荷を抑制することができる。　　　
【００４２】
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　また、第２のＥＣＵ５ｂが演算指令信号を出力することにより、第２のＥＣＵが第１の
ＥＣＵの異常検出用演算を行うタイミングを制御することができる。
【００４３】
　［実施形態３］
　次に、本実施形態３におけるパワーステアリング装置について説明する。実施形態１，
２では、異常検出用の正弦波信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５に基づいて算出
された回転角θ５を比較したが、本実施形態３では、トルクセンサＴＳ，操舵角センサ４
から出力された正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４，余弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４
に基づいて算出された回転角θ１～θ４を比較するものである。
【００４４】
　具体的には、第１の角度演算処理部２１により、トルクセンサＴＳ，操舵角センサ４か
ら出力された正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４，余弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４に
基づいて回転角θ１～θ４が算出され、この回転角θ１～θ４はデータ処理送信処理部２
２，第１の情報通信回路２８，データ受信処理部２４を介して異常検出部２７に送信され
る。
【００４５】
　また、トルクセンサＴＳ，操舵角センサ４から出力された正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉ
ｎθ４，余弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４は、データ送信処理部２２，第１の情報通信
回路２８，データ受信処理部２４を介して第２のＥＣＵ５ｂの第２の角度演算処理部２６
にも入力され、第２の角度演算処理部２６では、この正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４
，余弦波信号ｃｏｓθ１～ｃｏｓθ４に基づいて回転角θ１～θ４が算出される。
【００４６】
　そして、第１の角度演算処理部２１で演算された回転角θ１～θ４と、第２の角度演算
処理部２６で演算された回転角θ１～θ４とを異常検出処理部２７で比較し、異常判定を
行う。
【００４７】
　なお、本実施形態３では、実施形態１，２で用いた模擬信号である異常検出用の正弦波
信号ｓｉｎθ５および余弦波信号ｃｏｓθ５は用いないものとする。
【００４８】
　以上示したように、本実施形態３におけるパワーステアリング装置によれば、実施形態
１，２の作用効果に加え、模擬信号ではなくトルクセンサＴＳ，操舵角センサ４から出力
されたモータ制御に用いる正弦波信号ｓｉｎθ１～ｓｉｎθ４，余弦波信号ｃｏｓθ１～
ｃｏｓθ４に基づき第２の角度演算処理部２６で演算を行い、異常検出処理部２７で比較
することにより、異常検出精度を向上させることが可能となる。
【００４９】
　以上、本発明において、記載された具体例に対してのみ詳細に説明したが、本発明の技
術思想の範囲で多彩な変形および修正が可能であることは、当業者にとって明白なことで
あり、このような変形および修正が特許請求の範囲に属することは当然のことである。
【００５０】
　例えば、第１のＥＣＵ５ａから第２のＥＣＵ５ｂに第１の情報通信回路２８を介して出
力される回転角に関する信号は、分割して送信しても良い。このように、回転角に関する
情報を分割して送信することにより、第１の情報通信回路２８における時間あたりのデー
タ量が抑制されるため、他の信号を優先して送信することが可能となる。
【００５１】
　また、実施形態１では、電動モータＭからピニオン軸２に対して操舵補助力を付与する
ピニオンアシストタイプの操舵機構について説明したが、出力軸に設けられた第１ピニオ
ン軸と、この第１ピニオン軸と噛合う第１ラック歯および第１ラック歯と異なるラック歯
である第２ラック歯が形成されたラックバーと、第２ラック歯と噛合う第２ピニオン軸と
、前記第２ピニオン軸に設けられたウォームホイールと、 ウォームホイールと噛合うと
共に電動モータの回転力が付与されるウォームシャフトと、から構成されるデュアルピニ
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オンタイプの操舵機構でも適用可能である。
【００５２】
　このように、ステアリングホイールによって回転される第１ピニオンと電動モータによ
って回転駆動される第２ピニオンとを夫々設けることにより、第１、第２ピニオンの負荷
を分担させることができ、より大きな出力の装置を提供することができる。
【００５３】
　また、前記第１のＥＣＵ５ａは前記操舵軸側に設けられ、第２のＥＣＵ５ｂは電動モー
タＭ側にそれぞれ分離して配置しても良い。このように、第１、第２のＥＣＵ５ａ，５ｂ
夫々の機能に応じた配置とすることにより、信号伝達の信頼性および伝達ロスの低減を図
ることができる。
【００５４】
　また、実施形態２では、第２のＥＣＵ５ａから第１のＥＣＵ５ａに演算指令信号を出力
したが、第２のＥＣＵ５ｂから第１のＥＣＵ５ａに演算指令信号は送信せず、第１のＥＣ
Ｕ５ａに演算周期や設問番号等を予め設定しておき、その設定に従って模擬信号の演算を
行うようにしても良い。
【００５５】
　また、実施形態１では、第２のＥＣＵとして１つのプロセッサパッケージ内に２つのプ
ロセッサコアが搭載されたデュアルコアマイコンについて説明したが、１つのプロセッサ
パッケージ内に搭載されるプロセッサコアが４つや８つ搭載されたマルチコアマイコンで
も良い。
【００５６】
　ここで、上述した各実施形態から把握される技術的思想であって、特許請求の範囲に記
載したもの以外のものについて、その効果ともに以下に記載する。
【００５７】
　（１）　請求項４に記載のパワーステアリング装置において、前記第２のＥＣＵは、前
記第１のＥＣＵに対して前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき回転角を
演算するように演算指令信号を出力することを特徴とするパワーステアリング装置。
【００５８】
　（１）に記載の技術的思想によれば、第２のＥＣＵが演算指令信号を出力することによ
り、第２のＥＣＵが第１のＥＣＵの異常検出用演算を行うタイミングを制御することがで
きる。
【００５９】
　（２）請求項１に記載のパワーステアリング装置において、前記異常検出処理部は、前
記操舵角センサまたは前記トルクセンサからの出力信号に基づき前記第１の角度演算処理
部によって演算された回転角と、前記操舵角センサまたは前記トルクセンサからの出力信
号に基づき前記第２のＥＣＵによって演算された回転角とを比較することにより前記第１
の角度演算処理部の異常を検出することを特徴とするパワーステアリング装置。
【００６０】
　（２）に記載の技術的思想によれば、第２のＥＣＵは、モータ制御に用いる信号と同じ
信号に基づき同じ演算を行って第１の角度演算処理部の異常を検出することにより、異常
検出精度を向上させることができる。
【００６１】
　（３）請求項１に記載のパワーステアリング装置において、前記第１のＥＣＵの演算結
果である回転角に関する信号は、前記第１の情報通信回路を介して分割して前記第２のＥ
ＣＵに送信することを特徴とするパワーステアリング装置。
【００６２】
　（３）に記載の技術的思想によれば、回転角に関する情報を分割して送信することによ
り、他の信号を優先して送信することができる。
【００６３】
　（４）　請求項５に記載のパワーステアリング装置において、前記操舵機構は、
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　前記出力軸に設けられた第１ピニオン軸と、
　前記第１ピニオン軸と噛合う第１ラック歯および前記第１ラック歯と異なるラック歯で
ある第２ラック歯が形成されたラックバーと、
　前記第２ラック歯と噛合う第２ピニオン軸と、
　前記第２ピニオン軸に設けられたウォームホイールと、
　前記ウォームホイールと噛合うと共に前記電動モータの回転力が付与されるウォームシ
ャフトと、
　から構成されることを特徴とするパワーステアリング装置。
【００６４】
　（４）に記載の技術的思想によれば、ステアリングホイールによって回転される第１ピ
ニオンと電動モータによって回転駆動される第２ピニオンとを夫々設けることにより、第
１、第２ピニオンの負荷を分担させることができ、より大きな出力の装置を提供すること
ができる。
【００６５】
　（５）（４）に記載のパワーステアリング装置において、前記第１のＥＣＵは、前記ス
テアリングシャフト側に設けられ、前記第２のＥＣＵは前記電動モータ側に夫々分離して
配置されることを特徴とするパワーステアリング装置。
【００６６】
　（５）に記載の技術的思想によれば、第１、第２のＥＣＵ夫々の機能に応じた配置とす
ることにより、信号伝達の信頼性および伝達ロスの低減を図ることができる。
【００６７】
　（６）（４）に記載のパワーステアリング装置において、前記異常検出用の正弦波信号
および余弦波信号は、前記第２のＥＣＵに保存され、前記第１のＥＣＵに送信されること
を特徴とするパワーステアリング装置。
【００６８】
　（６）に記載の技術的思想によれば、異常検出用の正弦波信号および余弦波信号を第２
のＥＣＵが有することにより、第２のＥＣＵにおいて異常検出用の正弦波信号および余弦
波信号に対応した回　　　　転角を演算することができ、第１のＥＣＵと同じ信号を用い
て同じ演算を行うことにより異常検出精度を向上させることができる。
【００６９】
　（７）（４）に記載のパワーステアリング装置において、前記異常検出用の正弦波信号
および余弦波信号は、前記第１のＥＣＵに保存されることを特徴とするパワーステアリン
グ装置。
【００７０】
　（７）に記載の技術的思想によれば、異常検出用の正弦波信号および余弦波信号を第２
のＥＣＵから第１のＥＣＵへ送信する必要が無く、送信負荷を抑制することができる。
【００７１】
　（８）（７）に記載のパワーステアリング装置において、前記第２のＥＣＵは、前記第
１のＥＣＵに対して前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づき回転角を演算
するように演算指令信号を出力することを特徴とするパワーステアリング装置。
【００７２】
　（８）に記載の技術的思想によれば、第２のＥＣＵが演算指令信号を出力することによ
り、第２のＥＣＵが第１のＥＣＵの異常検出用演算を行うタイミングを制御することがで
きる。
【００７３】
　（９）請求項５に記載のパワーステアリング装置において、前記第１のＥＣＵの演算結
果である回転角に関する信号は、前記第１の情報通信回路を介して分割して前記第２のＥ
ＣＵに送信されることを特徴とするパワーステアリング装置。
【００７４】
　（９）に記載の技術的思想によれば、回転角に関する情報を分割して送信することによ
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【００７５】
　（１０）請求項６に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、前記異常検出
用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第２のＥＣＵに保存され、前記第１のＥＣＵに
送信されることを特徴とするパワーステアリング装置の制御装置。
【００７６】
　（１０）に記載の技術的思想によれば、異常検出用の正弦波信号および余弦波信号を第
２のＥＣＵが有することにより、第２のＥＣＵにおいて異常検出用の正弦波信号および余
弦波信号に対応した回転角を演算することができ、第１のＥＣＵと同じ信号を用いて同じ
演算を行うことにより異常検出精度を向上させることができる。
【００７７】
　（１１）請求項６に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、前記異常検出
用の正弦波信号および余弦波信号は、前記第１のＥＣＵに保存されることを特徴とするパ
ワーステアリング装置の制御装置。
【００７８】
　（１１）に記載の技術的思想によれば、異常検出用正弦波信号および余弦波信号を第２
のＥＣＵから第１のＥＣＵへ送信する必要が無く、送信負荷を抑制することができる。
【００７９】
　（１２）（１１）に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、前記第２のＥ
ＣＵは、前記第１のＥＣＵに対して前記異常検出用の正弦波信号および余弦波信号に基づ
き回転角を演算するように演算指令信号を出力することを特徴とするパワーステアリング
装置の制御装置。
【００８０】
　（１２）に記載の技術的思想によれば、第２のＥＣＵが演算指令信号を出力することに
より、第２のＥＣＵが第１のＥＣＵの異常検出用演算を行うタイミングを制御することが
できる。
【００８１】
　（１３）請求項６に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、前記第１のＥ
ＣＵの演算結果である回転角に関する信号は、前記第１の情報通信回路を介して分割して
前記第２のＥＣＵに送信されることを特徴とするパワーステアリング装置の制御装置。
【００８２】
　（１３）に記載の技術的思想によれば、回転角に関する情報を分割して送信することに
より、他の信号を優先して送信することができる。
【符号の説明】
【００８３】
　４…操舵角センサ
　ＴＳ…トルクセンサ
　５ａ…第１のＥＣＵ
　５ｂ…第２のＥＣＵ
　２１…第１角度演算処理部
　２２，２５…データ送信処理部
　２３，２４…データ受信処理部
　２６…第２の角度演算処理部
　２７…異常検出処理部
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