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(57)【要約】
　本発明は、組み込まれた状態で車両の車両ホイール内
に配置されるタイヤ情報装置のためのホイールエレクト
ロニクスユニットに関しており、このユニットは、第１
のセンサを有しており、該第１のセンサは、少なくとも
一つの第１のホイール固有のパラメータを有する測定信
号を受け入れるように構成されており、さらに、前記ユ
ニットは、評価装置を有しており、該評価装置は、車両
ホイールの測定時点における瞬時の回転位置を求めるよ
うに構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組み込まれた状態で車両（１０）の車両ホイール（１１）内に配置されるタイヤ情報装
置のためのホイールエレクトロニクスユニット（１２）において、
　第１のセンサ（２２）を有しており、該第１のセンサ（２２）は、少なくとも一つの第
１のホイール固有のパラメータを有する測定信号（Ｘ１）を受け入れるように構成されて
おり、さらに、
　評価装置（２３）を有しており、該評価装置（２３）は、車両ホイール（１１）の測定
時点における瞬時の回転位置（ａ－ｆ）を求めるように構成されていることを特徴とする
ホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項２】
　前記車両ホイール（１１）の求められた位置（ａ－ｆ）に関する情報及び／又は第２の
ホイール固有のパラメータ（Ｘ５）を含んでいる送信信号（Ｘ４）を送信するための送信
装置が設けられている、請求項１記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項３】
　前記送信信号（Ｘ４）を、特に時間軸及び／又は回転角度に基づいて、前記車両ホイー
ル（１１）の所定の回転位置（ａ－ｆ）又は所定の角度範囲において送信するように前記
送信装置を制御する制御装置（２４）が設けられている、請求項２記載のホイールエレク
トロニクスユニット。
【請求項４】
　前記送信信号（Ｘ４）を、前記車両ホイール（１１）の一回転以上の期間に亘って、複
数回、有利には３乃至１０回、特に有利には３乃至５回、送信するように前記送信装置を
制御する制御装置（２４）が設けられている、請求項２記載のホイールエレクトロニクス
ユニット。
【請求項５】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、既知の基準範囲又は基準点の検出に基づいて確定するポジションセンサ又はポ
ジションスイッチとして構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニット。
【請求項６】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、既知の磁界の測定によって確定する磁気感知センサ、特にホールセンサ若しく
はリードスイッチとして構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニット。
【請求項７】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、前記車両ホイール（１１）の速度の増減によって求められた加速度、若しくは
該加速度の導関数に基づいて確定する慣性センサ、特に加速度センサ又は衝撃センサとし
て構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニッ
ト。
【請求項８】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）のタイヤ（２１）の曲率変化
を確定する圧電センサとして構成されている、請求項１から５いずれか１項記載のホイー
ルエレクトロニクスユニット。
【請求項９】
　前記評価装置（２３）は、前記測定信号（Ｘ１）、特に測定された加速度若しくは測定
された加速度の導関数を、重力加速度に基づいて評価するように構成されている、請求項
１から８いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項１０】
　前記評価装置（２３）は、サンプリング装置（２６）を有しており、該サンプリング装
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置（２６）は、サンプリング値の算出のために測定信号（Ｘ１）をサンプリングし、前記
評価装置（２３）内での評価は、算出されたサンプリング値に基づいて行われる、請求項
１から８いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項１１】
　前記車両ホイール（１１）の速度を求める速度センサが設けられ、前記サンプリング装
置（２６）は、サンプリング時点の適応化による整合が行なわれるように構成されており
、前記サンプリング時点の適応化による整合では、前記車両ホイール（１１）の求められ
た速度に依存して前記測定信号（Ｘ１）のサンプリングが行われる、請求項１０記載のホ
イールエレクトロニクスユニット。
【請求項１２】
　前記評価装置（２３）は、前記測定信号（Ｘ１）のフィルタリングのためのフィルタ装
置（２７）、特に一定の線形な位相シフト特性を備えたフィルタ装置（２７）、例えばベ
ッセルフィルタを有し、
及び／又は、
　前記測定信号（Ｘ１）のフィルタリングによって生成される位相シフトを低減し有利に
は補償する、位相シフト装置（２８）を有している、請求項１から１１いずれか１項記載
のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項１３】
　少なくとも一つの第２のセンサ（２９）が設けられ、該第２のセンサ（２９）は、第２
のホイール固有のパラメータ（Ｘ５）、例えば現下のタイヤ空気圧、タイヤパターン状態
、前記車両ホイール（１１）の長手方向加速度、前記車両ホイール（１１）の横方向加速
度、タイヤ温度を求めるように設計されている、請求項１から１２いずれか１項記載のホ
イールエレクトロニクスユニット。
【請求項１４】
　前記送信信号（Ｘ４）内に、所定のホイール位置又は回転位置の確定が可能か否かを表
す情報を含ませる手段が設けられている、請求項２から１３いずれか１項記載のホイール
エレクトロニクスユニット。
【請求項１５】
　車両ホイール、特にタイヤ情報装置を備え、ホイールのリム（２０）とタイヤ（２１）
とを有している車両（１０）のための車両ホイール（１１）であって、
　前記車両ホイール（１１）に又は前記車両ホイール（１１）内に、請求項１から１３い
ずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット（１２）が少なくとも一つ配設され
ていることを特徴とする車両ホイール。
【請求項１６】
　複数の車両ホイールとタイヤ情報装置とを有している車両、特に乗用車であって、少な
くとも１つの車両ホイール（１１）が、請求項１から１３いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニットを備えていることを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はホイールエレクトロニクスユニット、車両ホイール及び車両に関している。
【背景技術】
【０００２】
　車両ホイールのタイヤ空気圧は、様々な要因、例えばホイール周辺の圧力、温度、ホイ
ール自体の劣化などに基づいて定まる様々な変動の影響下にさらされている。このような
関係の中で誤って調整されたタイヤ空気圧は、道路交通における事故の重要な要因の一つ
といえる。いずれにせよ、車両の安全性と信頼性は、自動車分野における中心的な要素で
もあるので、そのような安全上の理由からもタイヤの空気圧については定期的な検査がか
かせない。しかしながら車両のドライバーの中で、定期的にタイヤの空気圧を検査してい
る人数はこれまでの経験上極めて少ないということがいえる。
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【０００３】
　もっともこのような背景から最新の自動車では、タイヤ情報を供給する装置を具備して
いるものがある。このタイヤ情報供給装置は、車輪ホイールに組み込まれるホイールエレ
クトロニクスユニットを有しており、このホイールエレクトロニクスユニットからは、例
えばタイヤ空気圧、タイヤ温度、タイヤ負荷など様々な種類のホイール固有の測定値が測
定され、そこから導出される情報が、車両側の受信装置に送信される。このようなホイー
ルエレクトロニクスユニットは、ホイールの位置決め乃至対応付けにも用いることが可能
である。
【０００４】
　本発明の課題は、より良好なホイールエレクトロニクスユニットを提供することである
。
【０００５】
　上記課題は、請求項１の特徴部分に記載された本発明によるホイールエレクトロニクス
ユニット、及び／又は請求項１５の特徴部分に記載の本発明による車両ホイール、及び／
又は請求項１６の特徴部分に記載の本発明による車両によって解決される。
【０００６】
　請求項１記載の本発明によるホイールエレクトロニクスユニットは、組み込まれた状態
で車両の車両ホイール内に配置されるタイヤ情報装置のためのホイールエレクトロニクス
ユニットであって、第１のセンサを有しており、該第１のセンサは、少なくとも一つの第
１のホイール固有のパラメータを有する測定信号を受け入れるように構成されており、さ
らに、評価装置を有しており、該評価装置は、車両ホイールの測定時点における瞬時の回
転位置を求めるように構成されている。
【０００７】
　また請求項１５記載の本発明による車両ホイールは、
　特にタイヤ情報装置を備え、さらにリムとタイヤを有しており、前記車両ホイールに又
は前記車両ホイール内に、本発明によるホイールエレクトロニクスユニットが少なくとも
一つ配設されている。
【０００８】
　さらに請求項１６記載の本発明による車両、特に乗用車は、
　複数の車両ホイールとタイヤ情報装置とを有し、少なくとも１つの車両ホイールが、本
発明によるホイールエレクトロニクスユニットを備えている。
【０００９】
　本発明が基礎としている考察は、ホイール固有のパラメータを求めるためのセンサの配
設にあたって、ホイールエレクトロニクスユニットをどのようにタイヤ情報装置内に配置
していくか若しくはタイヤ情報装置のためにどのように利用してゆくかということにある
。通常そのようなホイールエレクトロニクスユニット内の公知のセンサは、測定されたホ
イール固有のパラメータからの情報を、送信装置を介して車両側受信装置に送信するため
に用いられている。本発明によれば、センサによって測定されたホイール固有のパラメー
タないし測定値が、ホイールエレクトロニクスユニット内に唯一つだけ設けられている付
加的な評価装置に供給され、この評価装置においてこれらのパラメータ乃至測定値が評価
されている。このような評価装置を用いることにより、測定された第１のホイール固有の
パラメータから車両ホイールの現下の回転位置が確定される。これによって、ホイールエ
レクトロニクスユニットの機能性と、当該ホイールエレクトロニクスユニット内に設けら
れた第１のセンサの機能性が拡張されようになる。特にホイールエレクトロニクスユニッ
トにおいては、これまでのような単なるホイール固有のパラメータの送信はもはや存在し
なくなる。それどころか本発明によれば、付加的に又は代替的に、どの時点でホイール固
有のパラメータの測定が行われたかに関する情報、及び／又はどの時点でホイール固有の
パラメータを含む情報の送信が行われるべきかに関する情報も得られるようになる。
【００１０】
　本発明の有利な構成及び改善例は、図とも照らし合わせてさらなる従属請求項の記載か
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らも得られる。
【００１１】
　本発明の有利な実施形態によれば、送信装置が情報信号の送信のために設けられる。こ
の情報信号は例えば評価装置において求められた車両ホイールの回転位置に関する情報を
含み得る。付加的に又は代替的にこの情報は、第２のホイール固有のパラメータに関する
情報を含んでいてもよい。この第２のホイール固有のパラメータは、例えば、現下のタイ
ヤ空気圧、タイヤパターン、タイヤ温度、ホイールの長手方向加速度、ホイールの横方向
加速度などを含み得る。さらにここでは、ホイールの位置決めや局所化のために用いられ
る情報が提供されていてもよい。これらの情報としては、例えば対応する車両ホイールに
対する固有の周波数及び／又は振幅変調データ、送信された情報信号に含まれる車両ホイ
ールのシリアルナンバー等が挙げられる。
【００１２】
　さらに別の有利な実施形態によれば、制御装置が設けられており、この制御装置が情報
信号を車両ホイールの所定の回転位置又は所定の角度範囲において送信する。この情報信
号の送信は、例えば時間軸及び／又は回転角度に基づいて行われてもよい。その際にはこ
の情報信号は、必ずしもその検出と同時に若しくはその検出直後に送信されなければなら
ないわけではない。それどころか有利には、この情報信号は、車両ホイールにとって送信
に都合のよい時点か若しくは角度範囲において送信される。特に有利には、情報信号は、
このような手法において、それらの車両側の受信部が次のような時点で送信されることを
保証する。すなわち車両ホイールとその中に設けられているホイールエレクトロニクスユ
ニットとが車両側の構造部、例えばホイールキャップやその他のボディ部分によって遮蔽
されないような時点で送信されることを保証する。そのような遮蔽は、車両側での受信を
困難にするだけでなく、場合によっては受信自体を阻止しかねない。正確な回転位置をホ
イールエレクトロニクスユニット内で直接求め、それが既知となることによって、一方で
は情報信号の所期の送信により、車両側受信装置との通信が改善され、特に通信接続の品
質が向上する。さらに他方においてもこのようにして、ホイールエレクトロニクスユニッ
ト側のエネルギーが節約される。なぜならホイールエレクトロニクスユニットは、送信す
べき情報信号を、もはや当てもなく"無計画に"車両側受信装置へ送信する必要がなくなる
からである。特にここでは、冗長的な多重送信やエネルギーコストのかかる送受信プロト
コルは省略できる。また代替的に送信信号を、０°から３６０°までの全角度範囲に亘っ
て、例えば任意の待機時間の挿入によって、意図的に分散させることも可能である。これ
により、所定配分の送信すべき送信信号の少なくとも一つが車両側でも受信されることが
保証される。
【００１３】
　その他に、有利には、制御装置が情報信号を車両ホイールの一回転以上の期間に亘って
、複数回、例えば３回乃至５回送信する。この複数回の送信は、例えば車両ホイールの予
め定められた時点や回転位置においてではなくて統計的に行われてもよい。一方での情報
信号の複数回の送信とそれに関連する冗長性、つまり予め定められた時点ではない統計的
に任意に選択された送信時点とによって、他方では、次のようなことが付加的に保証され
る。すなわち、情報信号が、例えば車両側の受信装置に対してさらに確実に送信されるこ
とが保証される。
【００１４】
　別の有利な実施形態によれば、第１のセンサがポジションセンサ又はポジションスイッ
チとして構成される。この第１のセンサはここでは、車両ホイールにおける予め定められ
た箇所の現下の回転位置を、既知の基準範囲又は既知の基準点の検出に基づいて確定する
ように設計されている。
【００１５】
　それに対する代替実施例として前記第１のセンサは、磁気感知センサとして構成されて
いてもよい。そのような磁気感知センサは、例えばホールセンサ若しくはリードスイッチ
であってもよい。この磁気感知センサは、既知の磁界の測定によって車両ホイールの現下
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の回転位置を確定するように構成されている。この既知の磁界は、例えば車両のボディに
設けられた電磁石若しくは永久磁石によって生成してもよい。典型的には、これらのマグ
ネットは、車両ボディにおける予め固定的に定められた既知のポジション、例えばホイー
ルフェンダの内側に設けられていてもよい。またここでのセンサは、回転位置を求めるた
めに、地磁気を評価するように構成されていてもよい。
【００１６】
　それに対するさらなる代替実施例として、前記第１のセンサは、いわゆる慣性センサと
して構成されていてもよい。この慣性センサは、加速度センサ又は衝撃センサであっても
よい。これらの加速度センサを用いることによって、前記車両ホイールの所定の箇所の回
転位置を、前記車両ホイールの速度の増減によって求められる加速度に基づいて確定する
ことが可能になる。特に衝撃センサを用いれば、そのように求められた加速度の導関数に
基づいて現下の回転位置を確定することが可能になる。
【００１７】
　有利には前記第１のセンサは、圧電センサとして構成されている。この圧電センサは、
前記車両ホイールのタイヤの曲率変化を確定するように設計されている。ここでの圧電セ
ンサは、どこの変化を検出するかに応じて、変形センサ、曲げセンサ、圧縮センサ及び／
又は伸張センサとして構成され得る。
【００１８】
　本発明の別の有利な実施形態によれば、評価装置が、測定信号の評価を重力加速度に基
づいて行うように構成されている。特にこの評価装置は、測定された加速度若しくは測定
された加速度の導関数を、重力加速度に基づく評価に関連付けることが可能である。
【００１９】
　同じように有利な実施形態によれば、前記評価装置は、サンプリング装置を有しており
、このサンプリング装置は、典型的にはアナログで存在する測定信号のサンプリング値を
求めるために、測定信号のサンプリングを実施する。この評価は、前記評価装置内で、典
型的にはデジタル方式で、例えば測定信号の算出されたサンプリング値に基づいて行われ
る。
【００２０】
　さらに別の有利な実施形態によれば、車両若しくは車両ホイールの速度を求める速度セ
ンサが設けられる。さらに前記サンプリング装置は、サンプリング時点の適応化による整
合が行なわれるように構成されている。このサンプリング時点の適応化による整合では、
前記車両ホイールの求められた速度に依存して、測定信号のサンプリングが行われる。こ
の測定信号は、典型的には車両速度と車両ホイールの角速度とに依存する測定値である。
ここにおいてサンプリング時点の適応化による整合が行われるならば、これらの種々の速
度が考慮されるようになる。それにより、例えば車両ホイールの回転に相応する測定信号
の周期が、予め定められた一定のサンプリングによって測定されるようになる。このこと
は、サンプリングの精度を高めると共に、特に車両ホイールの角速度が非常に速い場合で
の測定精度を向上させる。
【００２１】
　付加的に又は代替的に、車両の現下の速度に関する情報ないしは車両ホイールの現下の
速度に関する情報を、車両側で求め、車両側の送信装置を介してホイールエレクトロニク
スユニットに送信することも考えられる。このようなケースでは、ホイールエレクトロニ
クスユニットは、車両側から送信されてきた信号を受け取って評価し速度を求めることの
できる、ホイール側受信装置と評価装置とを有していなければならない。しかしながらそ
のようなシステムはいずれにせよ回路コストと計算コストがかかってしまう。
【００２２】
　本発明の別の有利な実施形態によれば、前記評価装置が、求められた測定信号の平滑化
とフィルタリングのためのフィルタ装置を有している。特に有利には、このフィルタ装置
は、一定の、すなわち線形の位相シフトを行っている。そのような一定の位相シフトを伴
うフィルタ装置は、有利には、ベッセルフィルタとして構成されていてもよい。このフィ
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ルタの構成は、フィルタリングが周波数に依存せずに行われるため、測定された測定信号
の評価を容易にさせることで公知である。
【００２３】
　さらに別の有利な実施形態によれば、前記評価装置は、位相シフト装置を有している。
この位相シフト装置を用いることにより、測定信号のフィルタリングによって生成される
位相シフトが低減され、有利には完全に補償される。特に一定の線形の位相シフトを伴う
フィルタリング装置と関連させて有利には、位相シフト装置を用いて再び位相を減少させ
、それによって補償することも可能になる。このことは例えば測定信号が再び正しい位相
になるまで、既知の一定の位相シフトの単純な除去によって行ってもよい。
【００２４】
　別の有利な実施形態によれば、少なくとも１つの第２のセンサが設けられており、この
第２のセンサは、第２のホイール固有のパラメータを求めるように構成されている。第１
のホイール固有のパラメータを用いることによって、既に前述してきたように、現下の回
転位置を確定するために必要となるパラメータが求められる。ここで第２のセンサを用い
ることによって、付加的にさらなるホイール固有のパラメータ、例えば現下のタイヤ空気
圧、タイヤ温度、タイヤパターン、車両ホイールの加速度等が求められ、情報信号の形態
で、ホイール側送信装置から車両側受信装置へ送信される。特に有利な実施形態によれば
、前記第１のセンサと第２のセンサの機能性を統合した唯一のセンサのみが設けられる。
特にこのような形態は、例えば既に第１のセンサによって、ホイール位置の検出のために
のみ必要となるのではなく、車両情報装置におけるさらなる評価のために車両側受信装置
へ送信される情報が測定されているのであれば、利点となる。そのような情報とは、例え
ば車両ホイールの加速度や重力加速度情報、タイヤ空気圧などである。
【００２５】
　本発明による車両ホイールの有利な構成によれば、ホイールエレクトロニクスユニット
が例えば車両ホイールのリムに設けられていてもよい。また代替的に、ホイールエレクト
ロニクスユニットを車両ホイールのタイヤ内部に加硫加工することも可能であるし、専用
に設けられるクランプ装置を用いてタイヤのケーシング内、例えばトレッド領域内に設け
ることも可能である。また代替的にセンサをタイヤ外皮のトレッド領域に接着することも
可能である。それに対して代替的に、専用の容器をトレッド領域に接着し、その中にセン
サを組み込むことも可能である。
【００２６】
　車両ホイールの予め定められる回転位置としては、以下のグループから一つ若しくはそ
れ以上の回転位置が選択され得る。すなわち、
－車両ホイールを取り囲む空間に関する車両ホイールの所定の角度位置の到達
－車輪接地面（いわゆるコンタクト領域）への車両ホイールのホイール周面における所定
の箇所の浸入を示すコンタクト領域入口
－車輪接地面（いわゆるコンタクト領域）への車両ホイールのホイール周面における所定
の箇所の脱出を示すコンタクト領域出口
－車両ホイールのコンタクト領域中央ないし最下位位置、すなわち車輪接地面中央への車
両ホイールのホイール周面における所定の箇所の到達
－車両ホイールの最上位位置への到達
－３時の位置または９時の位置、すなわち、車輪接地面の中央ないし最下位位置と車両ホ
イールの最上位位置との間への車両ホイールの所定の箇所の到達。
【００２７】
　これらの他にも、任意に別個に固定的に定められる回転位置を定めることも可能である
。それに対しては代替的に、ホイールエレクトロニクスユニットから情報信号の送信を任
意の複数の回転位置において行うことも可能である。但しそれらの情報信号の伝送には、
情報が送られるときの車両ホイールの瞬時の回転位置に関する情報も含まれる。このこと
は、特定用途に特化したホイール位置の識別には必要ないが、瞬時の回転位置の連続的な
検出には必要となる。
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【００２８】
　前述してきた実施形態及び改善形態は、それが合目的である限り、相互間の任意の組み
合わせも可能である。また本発明のさらに可能な構成形態、改善形態、実施形態には、先
に述べてきた若しくは以下の明細書で詳細に説明する本発明の特徴の中に明示的に述べら
れていない組み合わせも含まれることを理解されたい。またそのときには当業者毎の個々
の観点も本発明の各基本形態に対する改善構成若しくは補足構成として加えられることを
述べておく。
【００２９】
　次に本発明の実施例を図面に基づき以下の明細書で詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明によるタイヤ情報装置を装備した車両を示した概略図
【図１Ａ】本発明による車両ホイールとホイールエレクトロニクスユニットの概略図
【図１Ｂ】本発明による車両ホイールとホイールエレクトロニクスユニットの概略図
【図１Ｃ】本発明による車両ホイールとホイールエレクトロニクスユニットの概略図
【図２】車両ホイール上のホイールエレクトロニクスユニットの所定の箇所の様々な回転
位置を示した図
【図３】車両ホイールに設けられたピエゾセンサの測定信号の経過図
【図４Ａ】車両ホイールの様々な回転位置に関する加速度センサの信号経過を表した図
【図４Ｂ】車両ホイールの様々な回転位置に関する加速度センサの信号経過を表した図
【図５】リムのホイールエレクトロニクスユニットのためのセンサを示した図
【図５Ａ】図５によるリムのホイールエレクトロニクスユニットにおける速度を時間軸に
亘って示した図
【図５Ｂ】図５によるリムのホイールエレクトロニクスユニットにおける加速度を時間軸
に亘って示した図
【図６】加速度センサによって記録された測定信号の完全な振幅経過を示した図
【図７】加速度センサによって記録された測定信号の振幅に対する典型的なサンプリング
レシオを表した図
【図７Ａ】加速度センサによって記録された測定信号のアンダーサンプリングを表した図
【図７Ｂ】加速度センサによって記録された測定信号のオーバーサンプリングを表した図
【図７Ｃ】図７Ａ，Ｂからの信号のケースにおける適応化されたサンプリングを示した図
【図７Ｄ】図７Ａ，Ｂからの信号のケースにおける適応化されたサンプリングを示した図
【図８】ノイズ信号の重畳された測定信号を表した図
【図８Ａ】測定信号におけるフィルタリングによって生成された様々な位相シフトを表し
た図
【図８Ｂ】測定信号におけるフィルタリングによって生成された様々な位相シフトを表し
た図
【図８Ｃ】測定信号におけるフィルタリングによって生成された様々な位相シフトを表し
た図
【図９Ａ】加速度センサによって記録された測定信号に対するベッセルフィルタ特性を時
間軸上で表した図
【図９Ｂ】加速度センサによって記録された測定信号に対するベッセルフィルタ特性を時
間軸上で表した図
【図１０Ａ】加速度センサによって記録された測定信号にサンプリングとフィルタリング
を施した信号経過を時間軸上で表した図
【図１０Ｂ】加速度センサによって記録された測定信号にサンプリングとフィルタリング
を施した信号経過を時間軸上で表した図
【図１１】車両ホイールの４つのホイールエレクトロニクスユニットから送信された信号
の電界強度の特性経過図
【図１２】ホイールエレクトロニクスユニットから送信された、全部で１つのバーストを
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形成する信号の複数のフレームへの分割を示した図
【００３１】
　図中特に指定が無い限り、同じエレメントないし機能が同じエレメントにはそれぞれ同
じ参照符号が付されている。
【００３２】
　実施例
　図１には、タイヤ空気圧制御装置を備えた車両が概略的に示されている。ここでのこの
車両には符号１０が付されており、４つの車両ホイール１１を有している。各車両ホイー
ル１１には、ホイールエレクトロニクスユニット１２が対応付けられている。車両側では
、これらのホイールエレクトロニクスユニット１２の各々に送受信装置１３が対応付けら
れている。この送受信装置１３は、例えばそれぞれ自身に割り当てられているホイールエ
レクトロニクスユニット１２と通信接続されている。このホイールエレクトロニクスユニ
ット１２と送受信装置１３は、共にタイヤ情報監視装置の構成要素であり、該タイヤ情報
監視装置は、その上さらにメインコントローラ１４を有している。このメインコントロー
ラ１４は、さらにプログラム制御された装置１５、例えばマイクロコントローラ又はマイ
クロプロセッサと、記憶装置１６、例えばＲＯＭ又はＤＲＡＭとを有している。この車両
１０はさらにドライバー情報システム１７も有している。
【００３３】
　図１Ａ、図１Ｂには、本発明による車両ホイールないしホイールエレクトロニクスユニ
ットが概略的に示されており、これらは例えば図１の車両において使用可能なものである
。
【００３４】
　図１Ａに示されている車両ホイール１１は、リム２０を有しており、このホイールのリ
ム２０には、タイヤ２１が公知のやり方で装着されている。ホイールエレクトロニクスユ
ニット１２は、例えばリム２０のバルブ領域に直接設けられていてもよい。さらにホイー
ルエレクトロニクスユニット１２を、タイヤ２１内方のトレッド領域に例えばクランプ装
置を用いて配設することも考えられる。最後に、ホイールエレクトロニクスユニット１２
はホイールタイヤ２１のゴム材料内に硫化処理することも考えられる。
【００３５】
　図１Ｂに示されているホイールエレクトロニクスユニット１２は、最小限の変化例にお
いては１つのセンサ２２を有しており、このセンサ２２は、少なくとも一つの第１のホイ
ール固有パラメータを有する測定信号Ｘ１を受け入れるように構成されている。この測定
信号Ｘ１は、評価装置２３に供給される。評価装置２３は、この測定信号Ｘ１から当該ホ
イールエレクトロニクスユニット１２の対応する車両ホイール１１に関する現下の回転位
置を求めるように構成されている。この評価装置２３は、その出力側から情報信号Ｘ２を
提供しており、この情報信号Ｘ２は、伝送された車両ホイール１１の回転位置に関する情
報と、場合によってはさらなるホイール固有のパラメータに関する情報を含んでいる。
【００３６】
　図１Ｃには、本発明によるホイールエレクトロニクスユニット１２の別の有利な実施例
が示されている。ここでは、第１のセンサ２２と評価装置２３の他に、さらに、制御装置
２４と送信装置２５が設けられている。ここでの制御装置２４は、評価装置２３によって
生成された情報信号Ｘ２を受け入れ、その信号に依存して送信装置２５を制御信号Ｘ３で
駆動する。例えば制御装置２４は、情報信号Ｘ２に依存して、どの時点で送信装置２５に
情報信号Ｘ２若しくはそこから導出された信号を送信すべきかを確定する。送信装置２５
から送信される送信信号には、符号Ｘ４が付されている。
【００３７】
　ここでのホイールエレクトロニクスユニット１２は、第１のセンサ２２の他に、少なく
とも一つの第２のセンサ２９を有しており、この第２のセンサ２９は、第２のホイール固
有のパラメータ、例えばタイヤ空気圧又はタイヤ温度を検出し、それに依存して評価装置
２３にさらなる情報信号Ｘ５を供給する。有利には前記評価装置２３はその上さらに、サ
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ンプリング装置２６と、フィルタ２７並びに位相シフト装置２８を有している。第１のセ
ンサ２２乃至第２のセンサ２９によって生成されたアナログ情報信号Ｘ１，Ｘ５は、サン
プリング装置２６を介してサンプリングされる。さらに情報信号Ｘ１，Ｘ５は、サンプリ
ングの前後でフィルタ装置２７を介してフィルタリングされる。このフィルタ装置２７を
介して場合によって生じた位相シフトは、位相シフト装置２８において補償されるか又は
少なくとも低減される。
【００３８】
　本発明が基礎としている１つの構想は、次のようなホイールエレクトロニクスユニット
１２を提供することである。すなわち、ホイールエレクトロニクスユニット１２の回転位
置を車両ホイール１１に関連して確定し、そのように確定された回転位置において、ある
いは例えば時間軸若しくは角度軸に基づく所定のその他の箇所における回転位置に依存し
て、当該ホイールエレクトロニクスユニット１２によって求められたホイール固有のパラ
メータを、車両側受信装置１３へ送信できるホイールエレクトロニクスユニット１２であ
る。これに関して図２には、複数の特定箇所３０が、車両ホイール１１の載置されている
路面３１に関連して描写されている。ここではその一例として例えば、上位箇所ａ、接地
面入口箇所ｂ、接地面出口箇所ｃ、接地面中央箇所若しくは最下位箇所ｄ、３時方向箇所
ｅ、９時方向箇所ｆが設けられている。もちろんここでは図２には示されていないその他
の任意の特定箇所３０を固定的に想定することも可能である。
【００３９】
　また実地においては、例えば酷いノイズ信号が存在するような場合に、正確なホイール
の対応付けや所定のホイール位置の確定ができないケースも想定され得る。このようなこ
との原因には、例えば車両の走行している道路が未舗装で不規則な起伏を伴っていること
が考えられる。対応付けが不可能若しくはホイールの回転位置が検出不能、あるいは識別
期間のタイムリミットオーバーなどが発生した場合には、このことがホイールエレクトロ
ニクスユニットに記録される必要がある。そのようなケースでは、通常は、現下のタイヤ
情報、例えばタイヤ空気圧データを監視コントローラに送信するために無線メッセージが
送付される。そのためここでは、当該ホイールエレクトロニクスユニットが前記メッセー
ジないし送信信号（Ｘ４）において、これが非対応付けに係わる発信であることを示唆す
る必要がある。このことは、通常は、送信信号（Ｘ４）のメッセージにおいて１又は０の
ビットの設定によって実行される。このようなビットは、同期化フラグとしても公知であ
る。これにより、送信した情報のみがコントローラにおいて処理される。但し無線伝送時
点については位置決めの評価には用いない。
【００４０】
　以下では、ホイールエレクトロニクスユニットとその中に含まれているセンサの機能及
び動作を順番に説明する。
１．送信信号とそれに含まれている相応のメッセージの伝送（いわゆる発信）のために設
けられている伝送時点まで待機する。なぜなら、ホイールエレクトロニクスユニットの送
信は非連続的に行われ、また無線規則ではしばしば、順次連続する２つの発信イベントの
間の最低時間間隔が規定されているため、ホイールエレクトロニクスユニットは、次の発
信までの予め規定されている所定の時間間隔が経過するまでは待機していなければならな
いからである。
２．次の送信信号（送信メッセージ）が送信される所定のホイール位置若しくは回転する
特定箇所（例えばホイールの角度位置など）を検出する。ここでは代替的にそのつどの現
下のホイール位置を確定して、それを送信メッセージと共に送信してもよい。
３．所定のホイール位置若しくは回転する特定箇所が確定可能なときには、同期フラグを
値１に設定する。それ以外の場合には、同期フラグを値０に設定する。
４．送信信号を送信メッセージと共に送信する。
５．ステップ１へフィードバックする。
【００４１】
　このようにすることで、ホイール位置の確定が行えない場合に、必要なデータがタイヤ
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センサから送信されることが保証される。
【００４２】
　回転する特定箇所３０ないし回転する角度位置の検出に対しては、リムに取り付けられ
ているホイールエレクトロニクスユニットの場合でもタイヤに取り付けられているホイー
ルエレクトロニクスユニットの場合でも様々な取り組みが可能である。
【００４３】
　例えばホイールエレクトロニクスユニット１２は、回転する特定箇所３０を、ホイール
ハウス内の当該ホイールエレクトロニクスユニットの位置に基づいて確定する。そのため
各ホイールハウス内には例えばマグネットが固定されている可能性がある。タイヤエレク
トロニクスユニット１２がこのマグネット近傍に接近した場合には、それを例えばホール
センサ、リードスイッチなどを介して検出することが可能である。従ってここでは、セン
サに対する固定の基準位置が得られる。また代替的に、タイヤハウス内に既存の部品、例
えばダンパーなども検出することが可能である。
【００４４】
　ホイールエレクトロニクスユニット１２は、その回転する特定箇所３０を専用のポジシ
ョンセンサ若しくはポジションスイッチを用いて確定する。このポジションセンサ（すな
わちポジションコントロールセンサ）は、基準フィールド又は基準ポイント（例えばホイ
ールハウス領域内の磁界など）の測定を介して車両ホイール１１の位置とその対応付けを
三次元空間において、大抵は、車両１０若しくは路面３１に対して相対的に確定する。
【００４５】
　タイヤ組み込み型のホイールエレクトロニクスユニット１２のケースでは（例えばタイ
ヤ２１のトレッド面の内側に設けられている、図１Ａ参照）、リム組み込み型に比べて、
付加的に、接地面入口箇所と接地面出口箇所の特定が可能である。このことは例えば加速
度センサ又は衝撃センサを用いて達成することが可能である。加速度センサは、検体（例
えば車両ホイール又はリム）に作用する慣性応力を検知することで加速度を測定するセン
サ若しくは検知器である。これにより、例えば速度の増減の有無を確定することができる
。この加速度センサは、慣性センサのグループに所属する。そのような慣性センサは、リ
ニアな加速力若しくは回転力の測定に用いることが可能である。
【００４６】
　またタイヤの曲率変化を測定するピエゾセンサが用いられてもよい。ここでは圧力感知
型ピエゾセンサが用いられてもよいし、圧電部位の変形、例えば、曲げ、延び、圧縮など
が検知されてもよい。これらのピエゾセンサは、それらの初期電圧をホイールエレクトロ
ニクスユニット１２の制御装置に対するトリガ信号として利用できる付加的な利点を有し
ている。それにより、センサ２２のアクティブな状態の問い合わせが不要となる。このこ
とは高いエネルギー消費を回避させる。このことは有利に働く。なぜならホイールエレク
トロニクスユニット内部に設けられるセンサには、（例えばバッテリー、蓄電池、エネル
ギー発生器などによる）自給自足的なエネルギー供給が求められるからである。特に、例
えば接地面箇所の圧力測定のための既存のピエゾセンサが、付加的にタイヤエレクトロニ
クスユニットのエネルギー供給にも用いられるならばさらに有利となる。
【００４７】
　図３には、車両ホイール内に設けられているピエゾセンサによって受け取られた信号の
経過が示されている。このセンサは、タイヤ接地面内側におけるタイヤの変形を測定して
いる。記録されている測定信号のピークは、当該センサが接地面入口箇所と接地面出口箇
所にさしかかったときの状態を表している。これらの特定箇所ないし特定ポイントの確定
は、ピーク検出手段を用いて可能である。このことは例えば簡単な閾値監視によって、又
は最小値ないし最大値検出によって達成できる。
【００４８】
　図４Ａないし図４Ｂには、タイヤ内のトレッド面に設けられている加速度センサによっ
て測定された加速度Ａの経過が車両ホイールの回転角度αに亘って概略的に示されている
。ここでは、測定された信号経過の中の大きなピークが、接地面入口箇所（図２の特定箇
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所ｂ）ないしは接地面出口箇所（図２の特定箇所ｃ）当該センサがさしかかったときに、
すなわち前記αの２４０°ないしは３００°において、現れることがみてとれる。それに
よりここではこれらの特定箇所ないしポジションｂ、ｃが以下のように確定される。
【００４９】
　車両の長手方向加速度（加速度／減速度）の評価がタイヤエレクトロニクスユニット内
の加速度センサ又は衝撃センサを用いて行われる。それによって、例えば最上位箇所ａ、
最下位箇所ｄ、３時方向箇所ｅ、又は９時方向箇所ｆが検知される。いずれにせよ、通常
発生する加速度はそれほど大きくなく、その意味では走行状況に依存して発生し得る。
【００５０】
　タイヤエレクトロニクスユニット内の加速度センサ又は衝撃センサに対し重力ベクトル
の射影の評価を行う。結果として得られる正弦波の評価に応じて（最大値検出、最小値検
出、ゼロ点通過検出など）、例えば最上位箇所ａ又は最下位箇所ｄ、三時方向箇所ｅ又は
九時方向箇所ｆなどが確定できる。これらの加速度は、回転毎に現れ、良好な再現のため
に利用できる。
【００５１】
　加速度センサを有するタイヤセンサがＺ軸方向（すなわち半径方向）に作用すると、一
方では車両ホイールの回転運動によって引き起こされる遠心方向の加速度が働き、そして
一方では重力が働く。以下では重力に基づく測定信号の評価を説明する。
【００５２】
　図５にはリム組み込み型のホイールエレクトロニクスユニットのためのセンサが示され
ている。但しこのセンサはタイヤ組み込み型のホイールエレクトロニクスユニットにも用
いることが可能である。ここでは、速度Ｖが、加速度信号Ａにおける大きな直流成分を引
き起こし（図５Ａ、図５Ｂ参照）、約１Ｇの振幅を伴う振動が加速度信号（図５Ｂ）に変
調をもたらすことが見て取れる。さらに振動の周波数が車両速度にも依存していることが
わかる。すなわち車両速度が速ければ速いほど、ホイールの回転周波数は大きくなり、そ
の分、一回転にかかる経過時間は短くなる。この振動内の位置に基づいてセンサの回転位
置が読み出せる。これについては以下で種々の方法を説明する。
【００５３】
　加速度センサに対しては代替的に衝撃センサを用いることも可能である。この衝撃セン
サでは、加速度が測定されるのではなく、その導関数が求められる。衝撃センサの場合は
、図５Ｂの特性曲線に比べて、平均値フリーな振動を生ぜしめるが、但し変動する振動周
期は有している。この周期は、加速度センサによって測定された信号の周期と同じである
。それに応じて当該衝撃センサの信号の所定の箇所を確定することも可能となる。加速度
センサとの違いは、加速度値に関する絶対情報が何も生成されない点である。
【００５４】
　図６には、加速度センサによって受け入れられた測定信号の完全な振動が示されている
。
【００５５】
　回転位置の検出のためには、記録された振動が評価されなければならない。この場合例
えば図２に示されている特定箇所が加速度センサの振動の以下の箇所に相応している。す
なわち図６における特定箇所ｄは、例えば極大値として定められ、特定箇所ａは極小値と
して定められ、特定箇所ｅ及びｆは、当該振動特性経過の上昇勾配ないし下降勾配のゼロ
点通過として特徴付けられる。これらの箇所は、特性曲線の加速度値がサンプリングされ
て評価されることで記録される。この場合、検出する特定箇所を十分正確に再現するため
には、特性曲線を十分な頻度でサンプリングすることが必要とされる。
【００５６】
　図７には典型的なサンプリングの例が示されている。この振動経過では、１つの周期を
約１０～３０の値でサンプリングすることによって、十分正確な分解能を達成できること
が示されている。
【００５７】
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　図７Ａ、図７Ｂには、振動の周期が車両ないしホイールの速度にどのように依存するか
が示されている。一定のサンプリング時間のもとでは、振動は、異なる速度領域において
アンダーサンプリングないしオーバーサンプリングにつながる。図７Ａのアンダーサンプ
リングは一般に所定の回転位置の識別の悪化につながる。図７Ｂのオーバーサンプリング
は、１つの振動における複数のサンプリング値のための所要メモリスペースの増加につな
がり、エネルギー需要の増加に結びつく。なぜなら各サンプリングは、そのつどの加速度
センサの読み出しを意味するからである。ホイールエレクトロニクスユニットは、バッテ
リー又はエネルギー発生器によって供給され、それらから得られるエネルギーには限りが
あるため、そのような頻繁な読み出しは望ましくはない。
【００５８】
　それ故に、図７Ｃ，図７Ｄに示されているように適応化されたサンプリング時間の選択
が特に有利である。これによれば、サンプリング時間は車両の速度と振動の周期に応じて
定められている。このサンプリング時間は、加速度値の絶対値を評価することで定められ
る（遠心力成分＋変調された振動）。この遠心力成分も振動周期も、車両ホイールの回転
速度に依存している。例えば衝撃センサを使用しているために、加速度の絶対値が存在し
ないときには、最初のステップにおいて、例えばゼロ点通過の検出によって振動周期を確
定し、それに基づいてサンプリング時間を決定することも可能である。この２つの方法は
、振動の周期が突発的に変化するのではなく、二・三のホイール回転期間の間に僅かしか
変化しないことを前提としている。一台の車両では、限られた範囲でしか加速ないし減速
しないので、これらの方法は許容範囲である。さらに、周期毎のサンプリングの数が所定
の許容範囲にあるならば、振動を十分良好な分解能で判断することができる。このことは
重要である。なぜなら、サンプリング時間は、実際には全く自由に選択できるわけではな
く、（ホイールエレクトロニクスユニットのクロック制御に基づいて）所定の値しか設定
できないからである。
【００５９】
　位置識別、例えば振動の最大値の検出等は、図７～図７Ｄに示されているようにサンプ
リングに基づいて、良好に実施可能となる。また、簡単なアルゴリズムを、最大値検出、
最小値検出、ゼロ点通過検出に用いることも可能である。但し、実際において、ノイズの
重畳した測定信号が存在するときには、測定信号のフィルタリングが必要となってくる。
【００６０】
　図８には、ノイズ信号の重畳した測定信号が示されている。ここで破線で示されている
特性曲線は、本発明の基礎とされる、正弦波信号として構成されたアナログの測定信号で
ある。図８中に示されている複数のサンプル値には、重畳されたノイズが含まれている。
【００６１】
　測定信号のフィルタリングには、所望の回転位置の識別と再評価を可能にする平滑化が
作用する。しかしながらそのようなフィルタリングには、大抵は不所望な副次的作用も伴
う。このことは、図８Ａにおいて、ノイズなしの正弦波振動に基づいて示されている。図
８Ａでは、フィルタリングにおける振動の遅延とそれに伴うシフトによって振動の振幅に
作用を及ぼすことが見て取れる。しかしながらこのことは、振動内部における位置検出に
関しては、その振動の振幅が良好な分解能を可能にしている限り、何ら影響を及ぼさない
。関わりがあるのは位相ずれのみである。基本的にこのような位相ずれは、検出特性には
さほど重要ではない。なぜなら検出された位置は、選択されたフィルタのもとでは常に同
じだからである。但しこのことは、固定の振動周波数に対してのみ当てはまる。実際の走
行ケースでは、様々な速度に伴って種々異なる振動周波数が存在するため、このことは、
異なる位相ずれに結びつき、問題となる。
【００６２】
　図８Ｂ，図８Ｃの実線で示した特性曲線に基づく例えば最大値の検出は、波線で示した
初期振動経過の様々な位置ないし箇所に結びつく。例えば図８Ｃにおける角度のずれは実
質的に大きい。このことは、位相ずれが振動周波数に依存することに起因する。理論的に
は、そのつどの位相シフトを現下の周波数に基づいて確定し、補償する検出アルゴリズム
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は可能ではあるが、しかしながらこれには振動周波数の正確な情報が必要とされ、エネル
ギーリソースのコストにもつながる計算器コストを増大させる。
【００６３】
　位相シフトを回避するためには基本的に２つの手段が可能である。
【００６４】
　その一つは、入力信号を２回フィルタリングすることである。一回は時間的に先行させ
行い、その後で同じフィルタを用いて時間的に遅らせて行う。最初のフィルタリングによ
って生じた位相シフトは、二回目のフィルタリングによって消去される。それにより、最
終的な出力信号には位相シフトは存在しない。いずれにせよ、入力信号と中間結果は、時
間的に遅らせてフィルタリングできるようにするためにも最初に記憶させなければならな
い。このことは、付加的なメモリスペースを要求し、さらに検出すべき箇所が、長い処理
時間の後でしか検出できないことにつながる。つまり、検出すべき箇所の通過に時間的に
接近したホイールエレクトロニクスユニットによるピックアップされた測定信号の評価は
、ほとんど達成できない。また２回のフィルタリングによってフィルタの実行順序も倍増
する。
【００６５】
　代替的に有利には、評価に有効な周波数領域に亘って位相シフトがほぼ一定となるよう
な特性を有するフィルタが用いられてもよい。そのようなフィルタには、例えばベッセル
フィルタが挙げられる。このフィルタは位相において線形な特性を有している。このこと
は、全ての入力周波数に対してフィルタリングされた測定特性曲線が時間的に一定の変位
となることを意味する。それにより、この一定のシフトをセンサによってピックアップさ
れた全ての測定信号のもとで考慮し、車両側の制御機器において補償アルゴリズムを介し
て補償することが可能となる。図９Ａと図９Ｂには、ベッセルフィルタの特性が実例で示
されている。この経過は次のように特徴付けられる。すなわち時間的な差、例えば入力信
号の最大値とフィルタリングされた信号の最大値がほぼ同じとなるような特徴である。
【００６６】
　位相シフトの問題は、適応化されたサンプリング時間を使用し、サンプリングされた信
号をサンプリングベースでフィルタリングすることによって最も簡潔に解決できる（図１
０Ａ，図１０Ｂ参照）。それにより元の時間ベクトルの依存性が解消できる。図１０Ａ，
図１０Ｂからは、フィルタリングされた信号と元の測定信号が両ケースにおいて同じ箇所
で交差することが見て取れる。このことは、位相に関して（すなわち角度に関して）一定
の遅延を許容し、時間における推論はなされない。例えばフィルタリングされた信号の最
大値が検出されるならば、それは図１０Ａ，図１０Ｂにおける入力信号の同じ位相内に存
在する。一定の位相形態での遅延は、走行速度ないし振動周波数に依存せず、このことは
、回転位置の検出が一定の角度位置によって容易にシフトされる利点につながる。そのよ
うな位置付け手法においては、絶対位置ではなく、相対的な関係のみが重要となるので、
この特性は非常に有利に働き、アルゴリズムの整合はもはや不要となる。
【００６７】
　送信信号の伝送の際には、いわゆる"ブラックスポット"が生じる。これはは、車両側受
信装置による完全な送信信号の受信が困難となるか全くできなくなってしまう車両ホイー
ルの角度位置である。これは、車両ホイールと、ホイールハウスのような車両ボディ部分
との間の無線区間が損なわれてしまうことに起因している。
【００６８】
　図１１には、それぞれ４つの車輪のホイールエレクトロニクスユニットによって受信さ
れた信号の電界強度Ｅの経過が示されている。この図からは、これらの電界強度Ｅがホイ
ール角度位置αに強く依存していることが見て取れる。例えば、送信信号の適正な受信の
ために必要な閾値が約８５ｄＢｍにあるとするならば、左方全輪のホイールエレクトロニ
クスユニットによって送信された信号は、約１９０°の位置では受信できなくなる。しか
しながらちょうどこの位置か、例えばホイールが送信中に引き続き回転し続けた場合には
１８０°の時点において、送信がなされる傾向が依然として強く、この送信信号の受信は
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不可能となる公算が高い。
【００６９】
　それ故に、いつも同じ回転位置において送信信号を発するのではなく、時として例えば
静的に分散する任意の遅延が組み入れられると有利である。その意味では、専用の箇所が
常に検出されるが、この検出の後では、所定の時間だけ待機される。送信信号の送信が行
われた後では、定期時間が情報として送信され、それによって受信ユニットはこの待機時
間を再び抽出し得る。この待機時間は時間軸をベースにしてもよいし角度軸をベースにし
てもよい。このことはホイールエレクトロニクスユニットにおいてアルゴリズムのシーケ
ンスに関連して何が良好に実施され得るかに依存して行われる。そのため、例えば適応化
されるサンプリング時間のケースにおいてサンプリング間隔の数の同一性は、良好な近似
において角度ベースの遅延に相応する。遅延時間の選択において、発信の際に順番に一つ
ずつか又は任意に選択した複数の値から、所定の設定を行うことは有利である。それによ
り信号の発信が定常的に車両ホイールの３６０°の角度範囲全体に亘って均等に分散する
。
【００７０】
　実際には、個々の伝送が必ずしも適正に受信されないことがいつでも起こり得る。例え
ばこれは別のホイールエレクトロニクスユニットからの送信信号による無線障害や突発的
な消滅などに起因し得る。このような理由から、時折、ホイールエレクトロニクスユニッ
トの情報を余分に送信すると有利である。そのため同じ情報を含んだ送信信号のフレーム
が時折個別に送信される。図１２には、持続時間Ｔ１の３つのフレーム４０が、送信され
た測定信号の持続時間Ｔ２のいわゆるバースト４１をどのように形成しているかが示され
ている。バースト４１の個々のフレーム４０間には、種々異なる持続時間若しくは同じ持
続時間Ｔ３，Ｔ４の予め定められた休止期間が存在している。これらの休止期間も、全て
のフレームが３６０°のホイール周面に亘ってできるだけ均等に分散するように考慮され
る。
【００７１】
　それ故にタイヤエレクトロニクスユニットの位置に関連する送信部分は、当該方法の適
応化のために必要である。また１つのバーストの複数のフレームのうちの一つ又は二つの
みの受信から元の位置検出を逆算し得ることも必要である。この目的のために、各フレー
ムは、どのナンバーのフレームをバースト内に含むかに関する情報項目を含む必要がある
。さらに各フレームにおける先行するパラグラフにおいて既述された遅延時間に関する情
報を含ませることも必要である。それらの情報と、フレーム間の休止期間に関する情報を
用いることによって、元の検出時点とそれに伴う回転位置を累進的に逆算することが可能
になる。
【００７２】
　本発明は前述してきた有利な実施例に基づく説明にもかかわらず、それらの実施形態に
限定されるものではなく、それどころか多種多様な変更も可能である。
【００７３】
　タイヤ空気圧の算出に対しては、公知の手法、例えばダイレクトに測定するタイヤ空気
圧検出システムが利用されてもよい。このダイレクト測定システムは、例えば適切な圧力
センサを用いて、タイヤ内部に存在するタイヤ空気圧を直接的に求めるものである。間接
的に測定するシステムでは、例えばタイヤの横方向加速度と長手方向加速度が求められ、
そこからタイヤ空気圧が導出される。さらにタイヤの空気圧は、車両ホイールの回転数や
振動特性の評価によって求めることも可能である。
【００７４】
　また本発明は、必ずしも乗用車に用いられるタイヤ情報装置に限定されるものでもない
。それどころか本発明は、例えば商用車、オートバイ、バス、牽引車など任意の車両にも
有利に適用可能である。
【００７５】
　その他にもタイヤ情報装置の構成、特に使用されるホイールエレクトロニクスユニット
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や送受信装置の数に関する構成、プログラム制御される装置の構成、ホイールエレクトロ
ニクスユニットの構成、ホイールエレクトロニクスユニットと車両側送受信装置との間の
通信方式などに関しても種々の変更が可能である。
【００７６】
　ここでは、本発明がタイヤの局所化や位置検出などにも関連したものであることを示唆
しておく。特許請求の範囲の記載からは、本発明が"車両における少なくとも１つのタイ
ヤの局所化のための装置及び方法"であることが読み取れるはずである。なお本願で用い
ている"ホイール"という用語は、本願の他の部分においては"タイヤ"という用語にも置き
換えられる概念的なものである。
【００７７】
　本願実施例では、それぞれのホイールないしホイールエレクトロニクスユニットに対応
付けられる受信装置については、４つの装置を適用する代わりに、唯一つのメイン受信装
置だけを適用していた。これは，全てのホイールエレクトロニクスユニットからの送信信
号を受信して評価できるように構成されたものである。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　　　車両
　１１　　　車両ホイール（車輪）
　１２　　　ホイールエレクトロニクスユニット
　１３　　　送受信装置
　１４　　　タイヤ情報装置のコントローラ
　１５　　　プログラム制御された装置
　１６　　　記憶装置
　１７　　　車両情報システム
　２０　　　リム
　２１　　　タイヤ
　２２　　　（第１の）センサ
　２３　　　評価装置
　２４　　　制御装置
　２５　　　送信装置
　２６　　　サンプリング装置
　２７　　　フィルタ装置
　２８　　　位相シフト装置
　２９　　　（第２の）センサ
　３０　　　ホイール上の特定箇所（ポイント）の回転位置
　３１　　　路面
　４０　　　フレーム
　４１　　　バースト
　４２　　　休止期間
　ａ　　　最上位位置
　ｂ　　　接地面入口箇所
　ｃ　　　接地面出口箇所
　ｄ　　　最下位位置
　ｅ　　　３時方向位置
　ｆ　　　９時方向位置
　ｇ　　　重力加速度
　ｔ　　　時間
　Ａ　　　加速度
　Ｅ　　　電界強度
　Ｔ１－Ｔ４　持続時間
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　Ｖ　　　速度
　Ｘ１　　測定信号
　Ｘ２　　情報信号
　Ｘ３　　制御信号
　Ｘ４　　送信信号
　Ｘ５　　情報信号
　α　　　回転角度

【図１】
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【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月4日(2012.1.4)
【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】
　組み込まれた状態で車両（１０）の車両ホイール（１１）内に配置されるタイヤ情報装
置のためのホイールエレクトロニクスユニット（１２）であって、
　第１のセンサ（２２）を有しており、該第１のセンサ（２２）は、少なくとも一つの第
１のホイール固有のパラメータを有する測定信号（Ｘ１）を受け入れるように構成されて
おり、さらに、
　評価装置（２３）を有しており、該評価装置（２３）は、車両ホイール（１１）の測定
時点における瞬時の回転位置（ａ－ｆ）を求めるように構成されている、ホイールエレク
トロニクスユニットにおいて、
　前記評価装置（２３）が、前記測定信号（Ｘ１）のフィルタリングのためのフィルタ装
置（２７）と、
　前記測定信号（Ｘ１）のフィルタリングによって生成される位相シフトを低減し有利に
は補償する、位相シフト装置（２８）とを有していることを特徴とするホイールエレクト
ロニクスユニット。
【請求項２】
　前記車両ホイール（１１）の求められた位置（ａ－ｆ）に関する情報及び／又は第２の
ホイール固有のパラメータ（Ｘ５）を含んでいる送信信号（Ｘ４）を送信するための送信
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装置が設けられている、請求項１記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項３】
　前記送信信号（Ｘ４）を、特に時間軸及び／又は回転角度に基づいて、前記車両ホイー
ル（１１）の所定の回転位置（ａ－ｆ）又は所定の角度範囲において送信するように前記
送信装置を制御する制御装置（２４）が設けられている、請求項２記載のホイールエレク
トロニクスユニット。
【請求項４】
　前記送信信号（Ｘ４）を、前記車両ホイール（１１）の一回転以上の期間に亘って、複
数回、有利には３乃至１０回、特に有利には３乃至５回、送信するように前記送信装置を
制御する制御装置（２４）が設けられている、請求項２記載のホイールエレクトロニクス
ユニット。
【請求項５】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、既知の基準範囲又は基準点の検出に基づいて確定するポジションセンサ又はポ
ジションスイッチとして構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニット。
【請求項６】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、既知の磁界の測定によって確定する磁気感知センサ、特にホールセンサ若しく
はリードスイッチとして構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニット。
【請求項７】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）の所定の箇所の回転位置（ａ
－ｆ）を、前記車両ホイール（１１）の速度の増減によって求められた加速度、若しくは
該加速度の導関数に基づいて確定する慣性センサ、特に加速度センサ又は衝撃センサとし
て構成されている、請求項１から４いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニッ
ト。
【請求項８】
　前記第１のセンサ（２２）は、前記車両ホイール（１１）のタイヤ（２１）の曲率変化
を確定する圧電センサとして構成されている、請求項１から５いずれか１項記載のホイー
ルエレクトロニクスユニット。
【請求項９】
　前記評価装置（２３）は、前記測定信号（Ｘ１）、特に測定された加速度若しくは測定
された加速度の導関数を、重力加速度に基づいて評価するように構成されている、請求項
１から８いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項１０】
　前記評価装置（２３）は、サンプリング装置（２６）を有しており、該サンプリング装
置（２６）は、サンプリング値の算出のために測定信号（Ｘ１）をサンプリングし、前記
評価装置（２３）内での評価は、算出されたサンプリング値に基づいて行われる、請求項
１から８いずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット。
【請求項１１】
　前記車両ホイール（１１）の速度を求める速度センサが設けられ、前記サンプリング装
置（２６）は、サンプリング時点の適応化による整合が行なわれるように構成されており
、前記サンプリング時点の適応化による整合では、前記車両ホイール（１１）の求められ
た速度に依存して前記測定信号（Ｘ１）のサンプリングが行われる、請求項１０記載のホ
イールエレクトロニクスユニット。
【請求項１２】
　前記評価装置（２３）は、一定の線形な位相シフト特性を備えたフィルタ装置（２７）
、特にベッセルフィルタを有している、請求項１から１１いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニット。
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【請求項１３】
　少なくとも一つの第２のセンサ（２９）が設けられ、該第２のセンサ（２９）は、第２
のホイール固有のパラメータ（Ｘ５）、例えば現下のタイヤ空気圧、タイヤパターン状態
、前記車両ホイール（１１）の長手方向加速度、前記車両ホイール（１１）の横方向加速
度、タイヤ温度を求めるように設計されている、請求項１から１２いずれか１項記載のホ
イールエレクトロニクスユニット。
【請求項１４】
　前記送信信号（Ｘ４）内に、所定のホイール位置又は回転位置の確定が可能か否かを表
す情報を含ませる手段が設けられている、請求項２から１３いずれか１項記載のホイール
エレクトロニクスユニット。
【請求項１５】
　車両ホイール、特にタイヤ情報装置を備え、ホイールのリム（２０）とタイヤ（２１）
とを有している車両（１０）のための車両ホイール（１１）であって、
　前記車両ホイール（１１）に又は前記車両ホイール（１１）内に、請求項１から１３い
ずれか１項記載のホイールエレクトロニクスユニット（１２）が少なくとも一つ配設され
ていることを特徴とする車両ホイール。
【請求項１６】
　複数の車両ホイールとタイヤ情報装置とを有している車両、特に乗用車であって、少な
くとも１つの車両ホイール（１１）が、請求項１から１３いずれか１項記載のホイールエ
レクトロニクスユニットを備えていることを特徴とする車両。
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