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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１アクチュエータを含む操舵部と、
　第２アクチュエータを含む転舵部と、
　操舵ハンドルの操舵角を検出する操舵角センサと、
　操舵ハンドルに加えられる操舵トルクを検出する操舵トルクセンサと、
　前記操舵角センサから操舵角検出値を受け取り、前記操舵トルクセンサから操舵トルク
検出値を受け取り、前記第１アクチュエータおよび前記第２アクチュエータを駆動制御す
る制御手段と、
　前記操舵部と前記転舵部とを連結または分離するバックアップ機構と、を備えた車両の
操舵装置であって、
　前記制御手段は、操舵ハンドルの操舵角に応じて、転舵輪の指令転舵角および操舵ハン
ドルに付与する指令操舵反力トルクを求め、指令操舵反力トルクと、実際に操舵ハンドル
に付与されている実操舵反力トルクとのずれを小さくするように前記第１アクチュエータ
を駆動し、また転舵輪の実際の転舵角を、転舵輪の指令転舵角に追従させるように前記第
２アクチュエータを駆動するものであって、
　前記第１アクチュエータにより前記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルクが
、前記第２アクチュエータにより前記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルク以
上であることを特徴とする車両の操舵装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記第２アクチュエータの発生可能な最大トルクを車両状態に応じて
設定する、ことを特徴とする請求項１に記載の車両の操舵装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、車速が第１所定値より大きい場合に、前記第２アクチュエータにより
前記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルクが前記第１アクチュエータにより前
記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルク以下となるように、前記第２アクチュ
エータの発生可能な最大トルクを設定することを特徴とする請求項２に記載の車両の操舵
装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、操舵角が第２所定値より小さい場合に、前記第２アクチュエータによ
り前記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルクが前記第１アクチュエータにより
前記バックアップ機構を介して伝達可能な最大トルク以下となるように、前記第２アクチ
ュエータの発生可能な最大トルクを設定することを特徴とする請求項２に記載の車両の操
舵装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の操舵装置に関し、特にステアバイワイヤ方式による車両の操舵装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、操舵ハンドルを含む操舵部と、転舵機構を含む転舵部とが機械的に切り離された
ステアバイワイヤ（ＳＢＷ）システムの開発が進められている。このＳＢＷシステムはフ
ェールセーフのために、操舵部と転舵部とを機械的に連結するクラッチを含むバックアッ
プ機構を備えている。ＳＢＷシステムでは、システム正常時、操舵ハンドルの操作に応じ
た電気信号により転舵機構を制御するＳＢＷ制御が実行される。一方で、システム異常が
発生すると、速やかにクラッチを接続してＳＢＷ制御が中止され、運転者の操舵負担を軽
減するアシスト制御に切り替えられる。
【０００３】
　しかしながらシステム異常が発生していないにもかかわらず、クラッチが誤って接続さ
れると、ＳＢＷ制御が継続して実行されることで、操舵ハンドルの連れ回りが生じること
がある。ＳＢＷ制御においては、転舵輪の実転舵角を指令転舵角に追従させるよう転舵ア
クチュエータが駆動されている。このときクラッチが誤接続されると、操舵ハンドルと転
舵機構とがクラッチにより機械的に連結しているため、転舵輪の転舵に応じて操舵ハンド
ルが連れ回り、指令転舵角が変化する。このため指令転舵角と実転舵角との偏差が縮まら
ない状態となり、セルフステアが生じることがある。
【０００４】
　特許文献１は、ＳＢＷシステムにおいてクラッチが誤接続されていることを判定すると
、ＳＢＷ制御からアシスト制御に切り替える技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３７２９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１によると、クラッチの誤接続を検出するまではＳＢＷ制御が実行されるため
、クラッチが誤接続してからアシスト制御に切り替えるまでの間に、操舵ハンドルが連れ
回される可能性は否定できない。そこでＳＢＷ方式を採用する車両の操舵装置において、
クラッチが誤接続した場合に、セルフステアの発生を効果的に防止する技術の開発が望ま
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れている。
【０００７】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＳＢＷシステムにお
いてクラッチの誤接続に起因するセルフステアの発生を防止する技術を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の車両の操舵装置は、第１アクチュエー
タを含む操舵部と、第２アクチュエータを含む転舵部と、操舵ハンドルの操舵角を検出す
る操舵角センサと、操舵ハンドルに加えられる操舵トルクを検出する操舵トルクセンサと
、操舵角センサから操舵角検出値を受け取り、操舵トルクセンサから操舵トルク検出値を
受け取り、第１アクチュエータおよび第２アクチュエータを駆動制御する制御手段と、操
舵部と転舵部とを連結または分離するバックアップ機構とを備える。制御手段は、操舵ハ
ンドルの操舵角に応じて、転舵輪の指令転舵角および操舵ハンドルに付与する指令操舵反
力トルクを求め、指令操舵反力トルクと、実際に操舵ハンドルに付与されている実操舵反
力トルクとのずれを小さくするように第１アクチュエータを駆動し、また転舵輪の実際の
転舵角を、転舵輪の指令転舵角に追従させるように第２アクチュエータを駆動する。この
態様の車両の操舵装置において、第１アクチュエータによりバックアップ機構を介して伝
達可能な最大トルクは、第２アクチュエータによりバックアップ機構を介して伝達可能な
最大トルク以上とされる。
【０００９】
　この態様によると、バックアップ機構が操舵部と転舵部とを連結した場合に、第２アク
チュエータからバックアップ機構を介して伝達されるトルクを、第１アクチュエータによ
り発生するトルクによって相殺できるため、操舵ハンドルの連れ回りを防止することが可
能となる。
【００１０】
　制御手段は、第２アクチュエータの発生可能な最大トルクを車両状態に応じて設定して
もよい。この制御手段が、車両状態に応じて第２アクチュエータに供給する最大電流（な
いしは最大電圧）を定め、第２アクチュエータの発生可能な最大トルクを適切に設定する
ことで、車両状態に適した操舵制御を実現できる。
【００１１】
　制御手段は、車速が第１所定値より大きい場合に、第２アクチュエータによりバックア
ップ機構を介して伝達可能な最大トルクが第１アクチュエータによりバックアップ機構を
介して伝達可能な最大トルク以下となるように、第２アクチュエータの発生可能な最大ト
ルクを設定してもよい。第２アクチュエータが大きなトルクを発生する必要のない車両状
態において、第２アクチュエータの発生する最大トルクを制限することで、たとえば第１
アクチュエータが小型のモータを採用することも可能となる。
【００１２】
　制御手段は、操舵角が第２所定値より小さい場合に、第２アクチュエータによりバック
アップ機構を介して伝達可能な最大トルクが第１アクチュエータによりバックアップ機構
を介して伝達可能な最大トルク以下となるように、第２アクチュエータの発生可能な最大
トルクを設定してもよい。第２アクチュエータが大きなトルクを発生する必要のない車両
状態において、第２アクチュエータの発生する最大トルクを制限することで、たとえば第
１アクチュエータが小型のモータを採用することも可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ＳＢＷシステムにおいてクラッチの誤接続に起因するセルフステアを
効果的に防止する技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】



(4) JP 5835275 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

【図１】車両操舵装置の概略構成を示す図である。
【図２】操舵反力アクチュエータがクラッチを介して伝達するトルクと転舵アクチュエー
タがクラッチを介して伝達するトルクとの関係を示す図である。
【図３】転舵トルクの最大値を制限するフローチャートの一例を示す図である。
【図４】転舵トルクの最大値を制限するフローチャートの別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、車両操舵装置１の概略構成を示す。車両操舵装置１は、運転者により操舵され
る操舵部２０と、転舵輪である左右前輪ＦＷ１、ＦＷ２を運転者の操舵に応じて転舵する
転舵部５０とを備える。車両操舵装置１はステアバイワイヤ（ＳＢＷ）システムを採用し
ており、システム正常時は、操舵部２０と転舵部５０とが、クラッチ３０により機械的に
分離されている。なお図１に示す例では、クラッチ３０が接続して、操舵部２０と転舵部
５０とが機械的に連結している様子が示されている。
【００１６】
　操舵部２０は、操舵ハンドル１０、操舵軸１２、操舵角センサ１４、操舵トルクセンサ
１６および操舵反力アクチュエータ１８を備える。操舵ハンドル１０は、運転者により回
動操作される操舵部材であり、操舵軸１２の上部に固定される。操舵反力アクチュエータ
１８は、操舵反力を形成する操舵反力用モータを有して、操舵軸１２の下部に組み付けら
れている。操舵反力用モータは操舵軸１２を軸線周りに回転駆動する。操舵角センサ１４
は、運転者により回動操作される操舵ハンドル１０の操舵角を検出し、操舵トルクセンサ
１６は、操舵ハンドル１０に加えられる操舵トルクを検出する。
【００１７】
　転舵部５０は、ラックバー４２および転舵アクチュエータ４４を備える。ラックバー４
２は、車両の左右方向に延び、その両端部には、タイロッドおよびナックルアーム（図示
せず）を介して、左右前輪ＦＷ１、ＦＷ２が転舵可能に接続されている。左右前輪ＦＷ１
、ＦＷ２は、ラックバー４２の軸線方向の変位により左右に転舵される。転舵アクチュエ
ータ４４は、ラックバー４２の外周に設けられる転舵用モータを有し、転舵用モータの回
転は、ラックバー４２の軸線方向の変位に変換される。回転角センサ４０は、転舵用モー
タの回転角を検出する。
【００１８】
　転舵部５０は、さらに転舵軸３４、ピニオンギア３６およびラック歯３８を備える。転
舵軸３４は軸線周りに回転可能であり、転舵軸３４の下端にはピニオンギア３６が固定さ
れている。ピニオンギア３６はラックバー４２に設けられたラック歯３８に噛み合ってお
り、これにより転舵軸３４は、ラックバー４２の軸線方向の変位に連動して軸線周りに回
転する。
【００１９】
　車両操舵装置１は、フェールセーフのために、操舵部２０と転舵部５０との間に、クラ
ッチ３０およびバックアップケーブル３２を含むバックアップ機構２２を備える。バック
アップ機構２２は、操舵部２０と転舵部５０とを機械的に連結または分離する機能をもつ
。バックアップケーブル３２は可撓性を有し、その上端がクラッチ３０に接続され、その
下端が転舵軸３４に接続される。これにより転舵軸３４はバックアップケーブル３２と一
体回転する。クラッチ３０は、２ウェイクラッチや多板クラッチ等の電磁クラッチであり
、車両操舵装置１のシステム正常時には電流を供給されて非接続状態（分離状態）とされ
、一方でシステム異常時には電流供給が停止されてスプリング力等により接続状態とされ
る。このため、電流供給停止時には、接続したクラッチ３０を介して操舵部２０における
操舵軸１２と転舵部５０における転舵軸３４とが一体回転するようになる。
【００２０】
　制御ユニット６０は、操舵反力アクチュエータ１８を駆動制御する操舵反力ＥＣＵ６２
と、転舵アクチュエータ４４を駆動制御する転舵ＥＣＵ６４を有して構成される制御手段
である。操舵反力ＥＣＵ６２は、操舵角センサ１４から操舵角検出値を受け取り、また操
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舵トルクセンサ１６から操舵トルク検出値を受け取る。転舵ＥＣＵ６４は、回転角センサ
４０から転舵アクチュエータ４４における転舵用モータの回転角検出値を受け取る。
【００２１】
　システム正常時、転舵ＥＣＵ６４はクラッチ３０に電流を供給して、クラッチ３０を非
接続状態とする。運転者が操舵ハンドル１０を回動操作すると、操舵反力ＥＣＵ６２が操
舵角センサ１４から操舵角検出値を受け取り、転舵ＥＣＵ６４に渡す。転舵ＥＣＵ６４は
、操舵ハンドル１０の操作状態に応じた左右前輪ＦＷ１、ＦＷ２の指令転舵角を求め、そ
の指令転舵角となるように転舵アクチュエータ４４を駆動する。具体的に転舵ＥＣＵ６４
は、回転角センサ４０から受け取る回転角検出値をもとに、左右前輪ＦＷ１、ＦＷ２の実
転舵角を導出し、実転舵角を指令転舵角に追従させるように転舵アクチュエータ４４を駆
動する。また操舵反力ＥＣＵ６２は、操舵ハンドル１０の操舵角および左右前輪ＦＷ１、
ＦＷ２の転舵状態に応じた指令操舵反力トルクを操舵ハンドル１０に付与するように操舵
反力アクチュエータ１８を駆動する。このようにシステム正常時は、操舵部２０および転
舵部５０が分離された状態で、制御ユニット６０が、転舵輪を転舵しつつ、操舵ハンドル
１０に操舵反力を付与するＳＢＷ制御を実行する。
【００２２】
　一方でシステム異常時には、転舵ＥＣＵ６４がクラッチ３０への電流供給を停止して、
クラッチ３０を接続状態とする。これにより操舵軸１２と転舵軸３４とが機械的に連結す
る。制御ユニット６０はＳＢＷ制御を中止し、操舵トルクセンサ１６からの操舵トルク検
出値をもとに、運転者の操作にアシストトルクを付与するように、操舵反力アクチュエー
タ１８と転舵アクチュエータ４４の少なくとも一方を駆動するアシスト制御を実行する。
たとえば制御ユニット６０は、操舵反力アクチュエータ１８に異常が生じている場合には
、転舵アクチュエータ４４を駆動するアシスト制御を実行し、転舵アクチュエータ４４に
異常が生じている場合には、操舵反力アクチュエータ１８を駆動するアシスト制御を実行
する。このようにシステム異常時は、操舵部２０および転舵部５０が連結された状態で、
制御ユニット６０が、操舵ハンドル１０にアシストトルクを付加するアシスト制御を実行
する。制御ユニット６０は、システム異常の発生を検出した時点で、ＳＢＷ制御からアシ
スト制御にすみやかに切り替えることが好ましい。
【００２３】
　ところでクラッチ３０は上記したように、スプリング力が接続方向に作用する構造を有
している。電流が供給されているとき、クラッチ３０は解放されて非接続状態を維持しな
ければいけないが、スプリング力の作用により誤接続することがある。クラッチ３０が誤
接続すると、制御ユニット６０はシステム異常が発生したことを検出して、ＳＢＷ制御か
らアシスト制御に切り替えることが好ましいが、クラッチ３０が実際に誤接続した時点か
らＳＢＷ制御が中止される時点までの間は、転舵輪の実転舵角を指令転舵角に追従させる
ように転舵アクチュエータ４４を駆動するＳＢＷ制御が実行されている。
【００２４】
　なお車両操舵装置１は、クラッチ３０の接続状態または分離状態を検出するクラッチ状
態検出手段（図示せず）を有し、クラッチ３０に電流が供給されているにもかかわらず、
クラッチ状態検出手段により接続状態であることが検出されると、制御ユニット６０は、
クラッチ３０が誤接続されていることを判定して、システム異常の発生を検出してもよい
。
【００２５】
　図２は、操舵反力アクチュエータ１８がクラッチ３０を介して伝達するトルクと転舵ア
クチュエータ４４がクラッチ３０を介して伝達するトルクとの関係を示す。操舵反力アク
チュエータ１８における操舵反力用モータは、操舵ハンドル１０に操舵反力を与える役割
をもち、転舵アクチュエータ４４における転舵用モータは、左右前輪ＦＷ１、ＦＷ２を転
舵する役割をもつ。
【００２６】
　転舵用モータは特に据え切り時に大きな転舵トルクを発生する必要があるため、従来の
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操舵装置においては、転舵用モータが出力可能な最大トルクは、操舵反力用モータが出力
可能な最大トルクに比してかなり大きい。このため従来の操舵装置では、ＳＢＷ制御中に
クラッチ３０が誤接続すると、転舵アクチュエータ４４により発生されたトルクがバック
アップ機構２２を介して操舵ハンドル１０に伝達され、操舵ハンドル１０が連れ回される
ことがあった。
【００２７】
　そこで本実施例の車両操舵装置１においては、操舵反力アクチュエータ１８によりバッ
クアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク値Ａが、転舵アクチュエータ４４により
バックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク値Ｂ以上となるようにする。最大ト
ルク値Ａが最大トルク値Ｂ以上になるように操舵反力アクチュエータ１８および転舵アク
チュエータ４４の駆動条件を設定することで、操舵反力アクチュエータ１８と転舵アクチ
ュエータ４４の間のトルク伝達経路で、転舵アクチュエータ４４が生成したトルクを、操
舵反力アクチュエータ１８が生成したトルクで相殺することが可能となる。
【００２８】
　ＳＢＷ制御中、操舵反力ＥＣＵ６２は、少なくとも操舵角センサ１４により検出された
操舵ハンドル１０の操舵角に応じて、操舵ハンドル１０に付与する指令操舵反力トルクを
求め、操舵反力アクチュエータ１８を駆動する。クラッチ３０が接続状態にある場合、転
舵ＥＣＵ６４が、転舵輪の実転舵角を指令転舵角に追従させるように転舵アクチュエータ
４４を駆動すると、運転者は、操舵ハンドル１０が連れ回されないように、操舵ハンドル
１０を戻す方向に力を加える。操舵反力ＥＣＵ６２は、操舵トルクセンサ１６から受け取
る操舵トルク検出値から、実際に操舵ハンドル１０に付与されている実操舵反力トルクを
導出し、指令操舵反力トルクとのずれ（偏差）を検出すると、その偏差を縮めるように、
操舵反力アクチュエータ１８を駆動する。
【００２９】
　このようにＳＢＷ制御中にクラッチ３０が誤接続すると、操舵反力アクチュエータ１８
と転舵アクチュエータ４４とが、相手方からのトルクを打ち消す方向のトルクをそれぞれ
発生する。このとき車両操舵装置１において、操舵反力アクチュエータ１８によりバック
アップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク値Ａが、転舵アクチュエータ４４によりバ
ックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク値Ｂ以上となるように設定されている
ことで、転舵アクチュエータ４４から仮に最大トルクＢが伝達されたとしても、操舵反力
アクチュエータ１８が、最大トルクＢを打ち消すトルクを生成できるため、操舵ハンドル
１０の連れ回り、すなわちセルフステアの発生を防止することが可能となる。なお、最大
トルクＡが最大トルクＢよりも大きい場合には、転舵アクチュエータ４４からバックアッ
プ機構２２を介して伝達されるトルクを打ち消すだけでなく、操舵反力アクチュエータ１
８が、適切な操舵反力トルクを操舵ハンドル１０に付与することが可能となる。このよう
に従来よりも定格の大きい操舵反力用モータを用いることで、クラッチ３０が誤接続して
いるか否かを判定する必要なく、クラッチ３０の誤接続時にＳＢＷ制御の特徴を効果的に
利用して、セルフステアの発生を防止することが可能となる。なお上記したように、制御
ユニット６０が、クラッチ３０の誤接続によるシステム異常を検出した後は、ＳＢＷ制御
からアシスト制御にすみやかに切り替えることが好ましい。
【００３０】
　なお一般に定格の大きいモータは、定格の小さいモータに比して大型で高価となる。そ
こで以下においては、従来の操舵装置のように転舵用モータよりも定格の小さい操舵反力
用モータを用いた場合においても、クラッチ３０の誤接続に起因するセルフステアの発生
を効果的に防止できる技術思想を示す。以下の例では、制御ユニット６０が、転舵アクチ
ュエータ４４の発生可能な最大トルクを車両状態に応じて設定する。以下に車両状態が、
車速、操舵角（転舵角）である例を説明するが、他の状態にしたがって転舵アクチュエー
タ４４の発生可能な最大トルクが設定されてもよい。
【００３１】
　上記したように、転舵アクチュエータ４４では、据え切り時に転舵輪を十分に転舵でき
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るように、出力可能な最大トルクの大きい転舵用モータが使用されている。車速域に関し
て転舵に必要な転舵トルクについて検討すると、車速０ないしは微低速（０～５km/h）走
行中に必要な転舵トルクは、低速、中速ないしは高速走行中に必要な転舵トルクに比して
大きい。換言すると、転舵アクチュエータ４４は、所定の速度（たとえば５km/h）を超え
る車速域においては、大きな転舵トルクを発生する必要がなく、転舵アクチュエータ４４
の最大トルクを制限しても走行中の転舵に支障が生じない。つまり所定速度を超えた車速
域においては、転舵アクチュエータ４４の発生可能な最大トルクを定格よりも低く設定で
きる。
【００３２】
　図３は、転舵トルクの最大値を制限するフローチャートの一例を示す。ここで転舵用モ
ータの定格最大トルクを発生する際に必要な電流値をＩａとする。転舵ＥＣＵ６４は、車
速センサ５２から車速検出値を受け取り、車速を求める。車速が閾値（たとえば５km/h）
より大きい場合（Ｓ１０のＹ）、転舵ＥＣＵ６４が転舵アクチュエータ４４による転舵ト
ルクの最大値を制限する（Ｓ１２）。具体的に転舵ＥＣＵ６４は、転舵用モータに供給す
る最大の電流値をＩｂ（＜Ｉａ）に設定して、発生可能な最大トルクを定格最大トルクよ
りも小さくする。一方、車速が閾値以下であれば（Ｓ１０のＮ）、転舵ＥＣＵ６４は、発
生可能な最大トルクを定格最大トルクに設定し、したがって供給する最大の電流値をＩａ
に設定する。
【００３３】
　Ｓ１２において制限された転舵トルクの最大値について説明する。まず転舵トルクの最
大値は、車速が閾値より大きい場合に転舵輪を転舵するのに十分な値である必要がある。
次に図２に関して説明したように、クラッチ３０の誤接続時に起因するセルフステアの発
生を防止するために、操舵反力アクチュエータ１８によりバックアップ機構２２を介して
伝達可能な最大トルク値Ａが、転舵アクチュエータ４４によりバックアップ機構２２を介
して伝達可能な最大トルク値Ｂ以上となる必要がある。
【００３４】
　したがって転舵ＥＣＵ６４は、車速が閾値より大きい場合に、転舵アクチュエータ４４
によりバックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルクが、操舵反力アクチュエータ
１８によりバックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク以下となるように、転舵
アクチュエータ４４の発生可能な最大トルクを設定する。これにより転舵アクチュエータ
４４による転舵トルクがバックアップ機構２２を介して伝達されても、操舵反力アクチュ
エータ１８により生成されるトルクによって打ち消し可能となる。このように車速域に応
じて、転舵アクチュエータ４４が発生可能な最大トルクを変更することで、操舵反力アク
チュエータ１８が定格の小さい操舵反力用モータを搭載していても、車速が閾値より大き
い場合には、クラッチ３０の誤接続に起因するセルフステアの発生を効果的に防止するこ
とが可能となる。
【００３５】
　また車速が閾値以下の場合には、転舵用モータが定格最大トルクを発生できるように、
供給する電流の最大値をＩａに設定しておくことで、たとえば据え切り時においても転舵
アクチュエータ４４が転舵輪を転舵することができる。なお、このときクラッチ３０が誤
接続すると、セルフステアが発生する可能性はあるが、微低速であるために、セルフステ
アによる車両挙動への影響は非常に小さく抑えることができる。なおＳ１０において、車
速が微低速域（０～５km/h）にある場合に、転舵用モータの定格最大トルクを制限しない
ことを説明したが、セルフステアによる車両挙動への影響を最小限にするべく閾値を０km
/hに設定して、車両停止時においてのみ、転舵用モータの定格最大トルクを制限しないよ
うにしてもよい。
【００３６】
　次に、操舵角に関して転舵に必要な転舵トルクについて検討する。たとえば据え切り時
に最も大きな転舵トルクを必要とするのは、転舵輪の転舵可能な範囲におけるエンド付近
、つまり転舵輪の転舵角が最大となる付近である。換言すると、転舵アクチュエータ４４
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は、転舵輪の転舵角が所定値（転舵角最大値の手前の値）よりも小さければ、大きな転舵
トルクを発生する必要がなく、転舵アクチュエータ４４の最大トルクを制限しても転舵に
支障が生じない。つまり転舵角が所定値よりも小さければ、転舵アクチュエータ４４の発
生可能な最大トルクを定格よりも低く設定できる。そこで転舵ＥＣＵ６４が、転舵輪の転
舵角が所定値になるときの操舵ハンドル１０の操舵角を用いて、転舵トルクの最大値を制
限する例を示す。
【００３７】
　図４は、転舵トルクの最大値を制限するフローチャートの別の例を示す。転舵ＥＣＵ６
４は、操舵反力ＥＣＵ６２経由で操舵角センサ１４から操舵角検出値を受け取り、操舵ハ
ンドル１０の操舵角を取得する。操舵角が閾値より小さい場合（Ｓ２０のＹ）、転舵ＥＣ
Ｕ６４が転舵アクチュエータ４４による転舵トルクの最大値を制限する（Ｓ２２）。具体
的に転舵ＥＣＵ６４は、転舵用モータに供給する最大の電流値をＩｂ（＜Ｉａ）に設定し
て、発生可能な最大トルクを定格最大トルクよりも小さくする。一方、操舵角が閾値以上
であれば（Ｓ２０のＮ）、転舵ＥＣＵ６４は、発生可能な最大トルクを定格最大トルクに
設定し、したがって供給する最大の電流値をＩａに設定する。ここでＳ２０において操舵
角と比較される閾値は、上記したように転舵輪の転舵角が所定値になるときの操舵角であ
る。
【００３８】
　Ｓ２２において制限される転舵トルクの最大値は、Ｓ１２において制限される転舵トル
クの最大値と同じであってよい。転舵ＥＣＵ６４は、操舵角が閾値より小さい場合に、転
舵アクチュエータ４４によりバックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルクが、操
舵反力アクチュエータ１８によりバックアップ機構２２を介して伝達可能な最大トルク以
下となるように、転舵アクチュエータ４４の発生可能な最大トルクを設定する。このよう
に操舵角に応じて、転舵アクチュエータ４４が発生可能な最大トルクを変更することで、
操舵反力アクチュエータ１８が定格の小さい操舵反力用モータを搭載していても、操舵角
が閾値より小さい場合には、クラッチ３０の誤接続に起因するセルフステアの発生を効果
的に防止することが可能となる。
【００３９】
　また操舵角が閾値以上の場合には、転舵用モータが定格最大トルクを発生できるように
、供給する電流の最大値をＩａに設定しておくことで、たとえば据え切り時のエンド付近
においても転舵アクチュエータ４４が転舵輪を転舵することができる。なお、このときク
ラッチ３０が誤接続すると、セルフステアが発生する可能性はあるが、エンド付近まで転
舵するのは車速が０ないしは微低速である場合に限られるため、セルフステアによる車両
挙動への影響は非常に小さく抑えることができる。
【００４０】
　以上、実施例をもとに本発明を説明した。実施例はあくまでも例示であり、各構成要素
や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発
明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４１】
　図４に示すフローチャートにおいて、操舵角に基づいて転舵トルクの最大値を制限して
いるが、操舵角ではなく、転舵角に基づいて転舵トルクの最大値を制限してもよい。また
図３および図４において転舵トルクの最大値を制限する２つのフローチャートを示したが
、この２つのフローは、アンド条件で利用されてもよく、またオア条件で利用されてもよ
い。アンド条件で利用される場合とは、Ｓ１０のＹおよびＳ２０のＹの両方が成立したと
きに、Ｓ１２（ないしＳ２２）のステップが実行されることを意味し、またオア条件で利
用される場合とは、制御ユニット６０が、２つのフローを独立して実行することを意味す
る。
【符号の説明】
【００４２】
１・・・車両操舵装置、１０・・・操舵ハンドル、１２・・・操舵軸、１４・・・操舵角
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センサ、１６・・・操舵トルクセンサ、１８・・・操舵反力アクチュエータ、２０・・・
操舵部、２２・・・バックアップ機構、３０・・・クラッチ、３２・・・バックアップケ
ーブル、３４・・・転舵軸、３６・・・ピニオンギア、３８・・・ラック歯、４０・・・
回転角センサ、４２・・・ラックバー、４４・・・転舵アクチュエータ、５０・・・転舵
部、５２・・・車速センサ、６０・・・制御ユニット、６２・・・操舵反力ＥＣＵ、６４
・・・転舵ＥＣＵ。

【図１】 【図２】
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