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(57)【要約】
【課題】操舵機構に操舵力を付与する電動モータを有す
るパワーステアリング装置において、軸誤差によって電
動モータのトルク制御の精度が低下することを抑制する
。
【解決手段】制御装置は、電動モータに流れる電流値に
基づき電動モータに発生する誘起電圧の位相である制御
位相を推定し、回転位置センサの出力信号である実軸位
相と制御位相の差である軸誤差を演算し、軸誤差に基づ
き実軸位相の角速度である電気角速度を補正し、電気角
速度に基づき電動モータのステータに出力する指令信号
を演算する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操舵輪を転舵する操舵機構に操舵力を付与する電動モータを有するパワーステアリング
装置の制御装置において、
　第１実軸位相信号受信部であって、前記電動モータのロータの回転位置を検出する第１
回転位置センサの出力信号である第１実軸位相の信号を受信する前記第１実軸位相信号受
信部と、
　モータ電流値信号受信部であって、前記電動モータに流れる電流値の信号を受信する前
記モータ電流値信号受信部と、
　制御位相推定部であって、前記電流値の信号に基づき前記電動モータに発生する誘起電
圧の位相である制御位相を推定する前記制御位相推定部と、
　第１軸誤差演算部であって、前記第１実軸位相と前記制御位相の差である第１軸誤差を
演算する前記第１軸誤差演算部と、
　第１電気角速度補正部であって、前記第１軸誤差に基づき、前記第１実軸位相の角速度
の信号である第１電気角速度を補正する前記第１電気角速度補正部と、
　指令信号演算部であって、前記第１電気角速度に基づき、前記電動モータのステータに
出力する指令信号を演算する前記指令信号演算部と、
　を有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。
【請求項２】
　請求項１に記載のパワーステアリング装置の制御装置は、第２実軸位相信号受信部と、
第２軸誤差演算部と、第２電気角速度補正部と、回転位置センサ状態判断部と、電気角速
度切替制御部を備え、
　前記第２実軸位相信号受信部は、前記電動モータの回転位置を検出する第２回転位置セ
ンサの出力信号である第２実軸位相の信号を受信するものであり、
　前記第２軸誤差演算部は、前記第２実軸位相と前記制御位相の差である第２軸誤差を演
算するものであり、
　前記第２電気角速度補正部は、前記第２軸誤差に基づき、前記第２実軸位相の角速度の
信号である第２電気角速度を補正するものであり、
　前記指令信号演算部は、前記第２電気角速度に基づき、前記電動モータの前記ステータ
に出力する指令信号を演算するものであり、
　前記回転位置センサ状態判断部は、前記第１回転位置センサと前記第２回転位置センサ
における異常の有無を判断するものであり、
　前記電気角速度切替制御部は、前記指令信号演算部が、前記第１電気角速度に基づき前
記指令信号を演算している状態であって、前記回転位置センサ状態判断部が前記第１回転
位置センサに異常有りと判断するとき、前記指令信号演算部が、前記第２電気角速度に基
づき前記指令信号を演算するように切り替え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３】
　請求項２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電気角速度補正部は、フィードバック制御であるＰＩ制御により前記第１電気
角速度を補正し、
　前記第２電気角速度補正部は、フィードバック制御であるＰＩ制御により前記第２電気
角速度を補正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。
【請求項４】
　請求項２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回転位置センサは、第１磁気検出素子を有し、
　前記第１磁気検出素子は、前記電動モータの前記ロータに設けられたマグネットの磁界
を検出するものであって、センサチップパッケージ内に設けられており、
　前記第２回転位置センサは、第２磁気検出素子を有し、
　前記第２磁気検出素子は、前記電動モータの前記ロータに設けられた前記マグネットの
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磁界を検出するものであって、前記第１磁気検出素子を収容する前記センサチップパッケ
ージと同じ前記センサチップパッケージ内に収容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５】
　請求項１に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、
　前記指令信号演算部は、前記第１電気角速度が第１所定速度以上のとき、前記第１電気
角速度補正部によって補正された前記第１電気角速度に基づき、前記ステータに出力する
指令信号を演算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。
【請求項６】
　請求項５に記載のパワーステアリング装置の制御装置において、
　前記指令信号演算部は、前記第１電気角速度が前記第１所定速度未満のとき、前記第１
電気角速度補正部によって補正されていない前記第１電気角速度に基づき、前記ステータ
に出力される指令信号を演算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。
【請求項７】
　請求項５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電気角速度補正部は、前記第１電気角速度が前記第１所定速度以上であって、
前記第１軸誤差に基づき前記第１電気角速度を補正している状態から、前記第１電気角速
度が前記第１所定速度よりも低下するとき、前記第１電気角速度が前記第１所定速度より
も低い第２所定速度に到るまで前記第１電気角速度の補正を継続し、前記第１電気角速度
が前記第２所定速度以下となったとき、前記第１電気角速度の補正を終了することを特徴
とするパワーステアリング装置の制御装置。
【請求項８】
　請求項１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電気角速度補正部は、前記第１軸誤差に基づく前記第１電気角速度の補正を終
了するとき、補正量を漸減後、前記第１電気角速度の補正を終了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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操舵輪を転舵する操舵機構に操舵力を付与する電動モータを有するパワース
テアリング装置の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電動パワーステアリング装置を制御する制御装置であって、電動モー
タの中性点電位に基づき回転子の位置を推定する回転位置推定部と、前記電動モータの回
転子の位置を検出する回転位置検出器とを有し、前記回転位置検出器によって検出された
位置信号が異常であるときに、前記回転位置推定部によって推定された回転子の位置に基
づき前記電動モータの指令信号を演算する制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－０１７７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　パワーステアリング装置の電動モータとして広く用いられている永久磁石同期電動機の
制御においては、回転子の位置を検出するセンサの取り付け位置のばらつきや永久磁石の
着磁ばらつきなどによって、実軸と制御軸とのずれである軸誤差が発生し、ベクトル制御
によるトルクの制御精度が低下する場合があった。
【０００５】
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　本発明は、従来の実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、操舵機構に操舵力を
付与する電動モータを有するパワーステアリング装置において、軸誤差によってトルク制
御（ベクトル制御）の精度が低下することを抑制できる制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、その１つの態様において、制御装置は、電動モータに流れる電流値に
基づき前記電動モータに発生する誘起電圧の位相である制御位相を推定し、回転位置セン
サの出力信号である実軸位相と前記制御位相の差である軸誤差を演算し、前記軸誤差に基
づき前記実軸位相の角速度である電気角速度を補正し、前記電気角速度に基づき前記電動
モータのステータに出力される指令信号を演算する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、軸誤差によってトルク制御（ベクトル制御）の精度が低下することを
抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】電動パワーステアリング装置のシステム概略図である。
【図２】本発明に係る制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】モータ制御器の構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態の電気角速度調整器の構成を示すブロック図である。
【図５】軸誤差を説明するための図である。
【図６】第２実施形態の補正出力制御器を示すブロック図である。
【図７】補正出力制御器の切り替え動作を説明するための線図である。
【図８】軸誤差に基づく補正を停止するときの補正量の変化を例示するタイムチャートで
ある。
【図９】軸誤差に基づく補正を開始するときの補正量の変化を例示するタイムチャートで
ある。
【図１０】第３実施形態の電気角速度調整器の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るパワーステアリング装置の制御装置の実施形態を、図面に基づいて
説明する。
　図１は、車両用のパワーステアリング装置２００のシステム構成図である。
　パワーステアリング装置２００において操舵輪を転舵する操舵機構２１０は、ステアリ
ングホイール２０１、ステアリングシャフト２０２（操舵軸）、ピニオン軸２０３、ラッ
ク軸２０４を有する。
【００１０】
　操舵機構２１０においては、車両の運転者がステアリングホイール２０１を左右に回転
させると、操舵トルクがステアリングシャフト２０２を介してピニオン軸２０３に伝達さ
れ、次いで、ピニオン軸２０３の回転運動がラック軸２０４の直線運動に変換されること
で、ラック軸２０４の両端に連結された操舵輪（図示省略）の操舵を行う。
　操舵トルクセンサ２０６は、ピニオン軸２０３に設けられ、ステアリングホイール２０
１の操舵トルクを検出する。
【００１１】
　電動モータ１は、操舵トルクを補助するアシストトルク（補助操舵力）を操舵機構２１
０に付与する。
　減速機構２０５は、電動モータ１が発生するアシストトルクを操舵輪に伝達して、運転
者の操舵を補助する。
【００１２】
　回転位置センサ２０７は、電動モータ１のロータ（回転子）の回転位置を検出するセン
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サである。
　なお、後で詳述するように、回転位置センサ２０７は、第１回転位置センサ２０８及び
第２回転位置センサ２０９を一体的に備える所謂デュアルセンサである。
　制御装置１０は、マイクロプロセッサを有し、車速情報や操舵トルクセンサ２０６が検
出した操舵トルクなどに応じたトルク指令値τ*の信号、更に、回転位置センサ２０７の
出力信号である実軸位相の信号などに基づき、電動モータ１のステータ（固定子）に出力
する指令信号を演算し、当該指令信号の出力によって電動モータ１のトルクを制御する。
【００１３】
　図２は、制御装置１０の構成図である。
　なお、本願では、ロータ（回転子）の磁束方向の位置であるｄ軸と、そこから回転方向
に電気的に９０度進んだｑ軸とからなる回転座標系をｄ－ｑ軸（実軸）とし、制御上の仮
想回転子位置ｄｃ軸と、そこから回転方向に電気的に９０度進んだｑｃ軸とからなる回転
座標系をｄｃ－ｑｃ軸（制御軸）とする。
【００１４】
　電動モータ１は、Ｕ相コイルＬｕ、Ｖ相コイルＬｖ、及び、Ｗ相コイルＬｗを備えたス
テータ１ａと、該ステータ１ａの中央部に形成した空間に回転可能に設けられたマグネッ
ト型のロータ１ｂ（永久磁石回転子）とを有する、３相の永久磁石同期電動機である。
　インバータ回路２は、電動モータ１の３相（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相）をそれぞれに駆動する
３組のスイッチング素子を備えた３相ブリッジ回路であり、電動モータ１と直流電源３と
に接続される。インバータ回路２の複数のスイッチング素子として、例えばＭＯＳＦＥＴ
などの半導体スイッチング素子が用いられる。
【００１５】
　直流電源３は、インバータ回路２に電力を供給する直流電源である。
　直流母線電流センサ４は、インバータ回路２への供給電流ＩDCを検出して、モータ制御
器５に出力する電流検出器である。
　制御装置１０は、直流母線電流センサ４が出力する供給電流ＩDCの信号を受信する受信
部１０Ａ（モータ電流信号受信部）を備える。
【００１６】
　モータ制御器５は、トルク指令値τ*に一致するモータトルクを発生させるために電動
モータ１をベクトル制御するものであり、指令信号としてのＰＷＭ（Pulse Width Modula
tion：パルス幅変調）信号をインバータ回路２に出力する。
　なお、ベクトル制御とは、交流電流機に流れる電流を、トルクを発生する電流成分と、
磁束を発生する電流成分とに分解し、それぞれの電流成分を独立に制御する方式である。
【００１７】
　モータ制御器５は、電動モータ１への印加電圧である電圧指令値Ｖd*，Ｖq*と、トルク
に寄与する電流Ｉqc（ｑｃ軸成分）及び磁束に寄与する電流Ｉdc（ｄｃ軸成分）を、電気
角速度調整器６に出力する。
　電流Ｉqc，Ｉdcは、後述するように、３相交流電流を回転子位相θdcに基づき座標変換
して得られる電流成分である。
【００１８】
　電気角速度調整器６は、電圧指令値Ｖd*，Ｖq*と、制御上で仮定しているｄｃ－ｑｃ軸
上の電流Ｉdc，Ｉqcと、電気角速度ω1cと、モータ定数を用いて、電動モータ１の回転子
位置を基準とした実軸（ｄ－ｑ軸）と、制御上で仮定している制御軸（ｄｃ－ｑｃ軸）と
のずれである軸誤差Δθdc（誤差角）を演算する。
　そして、電気角速度調整器６は、軸誤差Δθdcがゼロとなるように補正された電気角速
度ω1cの信号をモータ制御器５に出力する。
　なお、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1cの補正については、後で詳細に説明する。
【００１９】
　回転位置センサ２０７は、電動モータ１の回転子位置（ロータの回転位置）を検出する
センサとして、相互に独立に動作する第１回転位置センサ２０８及び第２回転位置センサ
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２０９を備えたデュアルセンサである。
　ここで、第１回転位置センサ２０８及び第２回転位置センサ２０９は、１つのセンサチ
ップパッケージ２０７Ａ内に一体的に設けられている。
【００２０】
　第１回転位置センサ２０８は、電動モータ１のロータ１ｂに設けられたマグネットの磁
界を検出する第１磁気検出素子２０８Ａを有し、電動モータ１の回転子位相を示す信号θ
sc1（第１実軸位相の信号）を出力する。
　また、第２回転位置センサ２０９は、電動モータ１のロータ１ｂに設けられたマグネッ
トの磁界を検出する第２磁気検出素子２０９Ａを有し、電動モータ１の回転子位相を示す
信号θsc2（第２実軸位相の信号）を出力する。
【００２１】
　制御装置１０は、第１回転位置センサ２０８が出力する信号θsc1を受信する受信部１
０Ｂ（第１実位相信号受信部）と、第２回転位置センサ２０９が出力する信号θsc2を受
信する受信部１０Ｃ（第２実位相信号受信部）とを備える。
　位相／速度演算器７は、回転位置センサ２０７（第１回転位置センサ２０８及び第２回
転位置センサ２０９）が検出した電動モータ１の回転子位相θsc1，θsc2に基づき、電動
モータ１の電気角速度ω1sc1，ω1sc2を算出して電気角速度調整器６に出力する。
【００２２】
　図３は、モータ制御器５の構成図である。
　モータ制御器５は、ベクトル制御器２０、ｄｑ／３相座標変換器２１、パルス幅変調器
２２、３相／ｄｑ座標変換器２３、位相演算器２４、電流再現器２５を有する。
　ベクトル制御器２０は、電気角速度調整器６の出力である電気角速度ω1c、３相／ｄｑ
座標変換器２３の出力であるｄｃ－ｑｃ軸上の電流Ｉdc，Ｉqc、及び、トルク指令値τ*
を入力し、電動モータ１が電流指令値Ｉq*に相当するトルクを発生するようにｄｃ－ｑｃ
軸上の電圧指令値Ｖd*，Ｖq*をｄｑ／３相座標変換器２１に出力する。
【００２３】
　ｄｑ／３相座標変換器２１は、ｄｃ－ｑｃ軸上の電圧指令値Ｖd*，Ｖq*を回転子位相θ
dcに基づいて３相交流電圧指令値Ｖu*，Ｖv*，Ｖw*に変換し、この３相交流電圧指令値Ｖ
u*，Ｖv*，Ｖw*をパルス幅変調器２２に出力する。
　パルス幅変調器２２は、３相交流電圧指令値Ｖu*，Ｖv*，Ｖw*をインバータ回路２のス
イッチング素子をオン／オフさせる信号とするパルス幅変調（ＰＷＭ）を行い、パルス幅
変調（ＰＷＭ）された指令信号をインバータ回路２に出力し、ステータ１ａの３つのコイ
ルに流れる電流を制御する。
【００２４】
　電流再現器２５は、直流母線電流センサ４が出力する供給電流ＩDCの信号を受け、ＰＷ
Ｍ信号に応じた電流検出期間での供給電流ＩDCのサンプリングによってＵ相，Ｖ相，Ｗ相
の各電流Ｉuc，Ｉvc，Ｉwcを再現し、再現した各相の電流（Ｉuc，Ｉvc，Ｉwc）を３相／
ｄｑ座標変換器２３に出力する。
　３相／ｄｑ座標変換器２３は、３相交流電流Ｉuc，Ｉvc，Ｉwcと回転子位相θdcに基づ
いて、トルクに寄与する電流Ｉqc（ｑ軸電流成分）と磁束に寄与する電流Ｉdc（ｄ軸電流
成分）をベクトル制御器２０に出力する。
　位相演算器２４は、電気角速度調整器６の出力である電気角速度ω1cから回転子位相θ
dcを算出し、ｄｑ／３相座標変換器２１及び３相／ｄｑ座標変換器２３に出力する。
【００２５】
　次に、モータ制御器５の基本動作について説明する。
　モータ制御器５は、永久磁石同期電動機のトルクを線形化する手法である公知のベクト
ル制御によって電動モータ１を駆動制御する。
　ここで、ｄ－ｑ軸（実軸）とｄｃ－ｑｃ軸（制御軸）とのずれである軸誤差Δθdcをゼ
ロに制御することで、ｄｃ－ｑｃ軸をｄ－ｑ軸に一致させることができ、高精度なベクト
ル制御を実現することができる。
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【００２６】
　ベクトル制御器２０は、トルク指令値τ*に基づき、トルクに寄与する電流指令値Ｉq*
と磁束に寄与する電流指令値Ｉd*を演算する。
　なお、電流指令値Ｉd*は、非突極型の永久磁石同期電動機であれば、通常ゼロに設定さ
れる一方、突極構造の永久磁石同期電動機である場合や、弱め界磁制御や効率最大化制御
が行われる場合においては、電流指令値Ｉd*はゼロ以外に設定される。
【００２７】
　３相／ｄｑ座標変換器２３は、電動モータ１の交流電流検出値である３相交流Ｉuc，Ｉ
vc，Ｉwcと回転子位相θdcに基づいて、トルクに寄与する電流Ｉqc（ｑ軸電流成分）と磁
束に寄与する電流Ｉdc（ｄ軸電流成分）を求める。
　そして、ベクトル制御器２０は、トルクに寄与する電流指令値Ｉq*と磁束に寄与する電
流指令値Ｉd*にそれぞれの電流Ｉqc，Ｉdcが一致するように電流制御を行って、ｄｃ－ｑ
ｃ軸上の電圧指令値Ｖd*，Ｖq*を求める。
【００２８】
　ｄｑ／３相座標変換器２１は、電圧指令値Ｖd*，Ｖq*を回転子位相θdcに基づいて３相
交流電圧指令値Ｖu*，Ｖv*，Ｖw*に変換する。なお、ベクトル制御器２０は、ｄｃ－ｑｃ
軸上の電圧指令値Ｖd*，Ｖq*を、電流制御の結果とｄｑ軸の干渉項を補償する非干渉制御
の結果とを組み合せて演算することができる。
　パルス幅変調器２２は、３相交流電圧指令値Ｖu*，Ｖv*，Ｖw*に基づきインバータ回路
２のスイッチング素子をオン／オフさせるパルス幅変調制御を行い、３相交流電圧指令Ｖ
u*、Ｖv*、Ｖw*に相当する電圧を電動モータ１の各相（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相）に印加する。
【００２９】
　そして、モータ制御器５は、電動モータ１の各相への通電を順次切り替えることで各相
に電流を供給して、電動モータ１を回転駆動する。
　なお、図２のシステム構成では、直流母線電流を検出するが、３相交流電流をそれぞれ
に検出するシステムとすることができる。
【００３０】
　次に、図２に示した電気角速度調整器６を詳細に説明する。
「第１実施形態」
　図４は、電気角速度調整器６の第１実施形態を示すブロック図である。
　電気角速度調整器６は、加算器６０１、補正出力制御器６０２、電気角速度補正演算器
６０３、加減算器６０４、軸誤差演算器６０５、指令値出力器６０６、角速度信号切替器
６０７、及び、センサ状態判断器６０８を有する。
【００３１】
　軸誤差演算器６０５（第１軸誤差演算部及び第２軸誤差演算部）は、電圧指令値Ｖd*，
Ｖq*、電気角速度ω1c、電流Ｉqc，Ｉdcを入力し、実軸（ｄ－ｑ軸）と制御軸（ｄｃ－ｑ
ｃ軸）とのずれである軸誤差Δθdcを演算する。
　つまり、軸誤差演算器６０５は、モータ電流に基づき推定される誘起電圧の位相である
制御位相と、回転位置センサ２０７の検出出力に基づき求められる実軸位相との差である
軸誤差Δθdcを演算する。
【００３２】
　ここで、電流再現器２５、３相／ｄｑ座標変換器２３を含むモータ制御器５（制御位相
推定部）は、電流値の信号に基づき電動モータ１に発生する誘起電圧の位相である制御位
相を推定し、推定結果を電気角速度調整器６に出力する。
　加減算器６０４は、軸誤差演算器６０５で求められた軸誤差Δθdcと、指令値出力器６
０６から出力される軸誤差Δθdcの指令値（＝０）との偏差を演算して、電気角速度補正
演算器６０３に出力する。
【００３３】
　電気角速度補正演算器６０３は、軸誤差演算器６０５で求められた軸誤差Δθdcが指令
値（＝０）に一致するように、電気角速度ω1cを補正するための補正量Δω1cを演算する
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。
　つまり、電気角速度補正演算器６０３は、軸誤差Δθdcがゼロに近づくように電気角速
度ω1cを補正するものであり、実軸（ｄ－ｑ軸）と制御軸（ｄｃ－ｑｃ軸）とのずれが解
消されることで、電動モータ１のトルクをトルク指令値τ*に高精度に制御できるように
なる。
　したがって、パワーステアリング装置２００においては、所望のアシストトルクを精度
よく発生させることができ、操舵性能を向上させることができる。
【００３４】
　加算器６０１は、回転位置センサ２０７の出力信号に基づき求められた電気角速度ω1s
cに、電気角速度補正演算器６０３が出力する補正量Δω1cを加算し、加算結果を補正後
の電気角速度ω1cとしてモータ制御器５及び軸誤差演算器６０５に出力する。
　つまり、電気角速度補正演算器６０３と加算器６０１とで、軸誤差Δθdcに基づき電気
角速度ω1scを補正する電気角速度補正部（第１電気角速度補正部及び第２電気角速度補
正部）が構成され、加算器６０１からの電気角速度ω1cを受けるモータ制御器５は、電気
角速度ω1cに基づき電動モータ１のステータ１ａに出力する指令信号を演算する演算部（
指令信号演算部）としての機能を備える。
【００３５】
　補正出力制御器６０２は、回転位置センサ２０７が検出した電気角速度ω1scと閾値ω1
sc_th（第１所定速度）との比較結果に基づき、電気角速度補正演算器６０３からの補正
量Δω1cを加算器６０１に出力するか否か、換言すれば、軸誤差Δθdcの演算結果に基づ
く電気角速度ω1scの補正処理を実施するか否かを制御する。
　詳細には、補正出力制御器６０２は、電気角速度ω1scが閾値ω1sc_thを下回るとき、
補正量Δω1cの加算器６０１への出力を停止して、軸誤差Δθdcの演算結果に基づく電気
角速度ω1scの補正をキャンセルし、軸誤差Δθdcの演算結果に基づく補正が施されてい
ない電気角速度ω1cに基づきモータ制御器５によるベクトル制御を行わせる。
【００３６】
　一方、補正出力制御器６０２は、電気角速度ω1scが閾値ω1sc_th以上であるとき、補
正量Δω1cを加算器６０１に出力して軸誤差Δθdcの演算結果に基づく電気角速度ω1sc
の補正を行わせ、軸誤差Δθdcの演算結果に基づく補正が施された電気角速度ω1cに基づ
きモータ制御器５によるベクトル制御を行わせる。
　つまり、電気角速度ω1scの閾値ω1sc_thは、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの
補正を実施する下限の角速度である。
【００３７】
　軸誤差Δθdcの演算精度は電気角速度ω1scが低くなると低下するため、補正出力制御
器６０２は、十分に高い精度で軸誤差Δθdcが演算できる条件であるか否かを電気角速度
ω1scと閾値ω1sc_thとの比較に基づき判断する。
　そして、補正出力制御器６０２は、電気角速度ω1scが閾値ω1sc_thを下回るときに、
軸誤差Δθdcの演算精度の低下により電気角速度ω1scを正しく補正することができない
と判断して、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を停止させる。
【００３８】
　一方、補正出力制御器６０２は、電気角速度ω1scが閾値ω1sc_th以上であるときに、
軸誤差Δθdcの演算精度が十分に高く電気角速度ω1scを正しく補正することができると
判断して、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を実施させる。
　なお、電気角速度補正演算器６０３は、補正出力制御器６０２が軸誤差Δθdcに基づく
電気角速度ω1scの補正を停止させている補正停止状態において補正量Δω1cの訂正動作
を停止し、補正出力制御器６０２が軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を再開
させるときに、初期値（＝０）に設定された補正量Δω1cの軸誤差Δθdcに基づく訂正動
作を開始することができる。
【００３９】
　また、電気角速度補正演算器６０３は、補正出力制御器６０２が軸誤差Δθdcに基づく
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電気角速度ω1scの補正を停止するときに、補正量Δω1cを補正停止前の値に保持し、補
正出力制御器６０２が軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を再開させるときに
、それまで保持していた補正量Δω1cの値を初期値として補正量Δω1cの訂正動作を再開
することができる。
【００４０】
　角速度信号切替器６０７（電気角速度切替制御部）は、第１回転位置センサ２０８及び
第２回転位置センサ２０９についての異常診断の結果に基づいて、第１回転位置センサ２
０８の検出出力に基づく電気角速度ω1sc1と、第２回転位置センサ２０９の検出出力に基
づく電気角速度ω1sc2とのいずれか一方を、加算器６０１及び補正出力制御器６０２に出
力する。
　角速度信号切替器６０７は、第１回転位置センサ２０８が正常であれば、第１回転位置
センサ２０８の検出出力に基づく電気角速度ω1sc1を加算器６０１及び補正出力制御器６
０２に出力する。
【００４１】
　一方、角速度信号切替器６０７は、第１回転位置センサ２０８に異常が生じ第２回転位
置センサ２０９が正常であれば、電気角速度ω1sc1に代えて、第２回転位置センサ２０９
の検出出力に基づく電気角速度ω1sc2を加算器６０１及び補正出力制御器６０２に出力す
る。
　つまり、角速度信号切替器６０７は、冗長化した回転位置センサ２０８，２０９のいず
れか１つが故障した場合でも、正常に機能している残りの回転位置センサに切り替えて、
電動モータ１を継続的に駆動させる。
【００４２】
　したがって、第１回転位置センサ２０８と第２回転位置センサ２０９とのいずれか１つ
が故障した場合でも、パワーステアリング装置２００のアシストトルクを発生させること
ができ、センサ故障によって運転者による操舵負荷が増すことを抑制できる。
　また、回転子位置の検出に用いられるセンサが第１回転位置センサ２０８から第２回転
位置センサ２０９に切り替えられても、第２回転位置センサ２０９の出力に基づく制御状
態で発生する軸誤差Δθdcに応じて電気角速度ω1sc2が補正されるため、第１回転位置セ
ンサ２０８の出力に基づく制御状態と同等の高い精度でベクトル制御（トルク制御）を行
わせることができる。
【００４３】
　センサ状態判断器６０８（回転位置センサ状態判断部）は、第１回転位置センサ２０８
及び第２回転位置センサ２０９について異常の有無をそれぞれ診断し、診断結果の信号を
角速度信号切替器６０７に出力する。
　なお、センサ状態判断器６０８は、回転位置センサ２０８，２０９の異常診断方法とし
て公知の種々の方法を採用でき、例えば、第１回転位置センサ２０８の検出出力信号と第
２回転位置センサ２０９の検出出力信号とを比較して、異常の有無を診断できる。
【００４４】
　以下では、上記構成の電気角速度調整器６の機能を詳細に説明する。
　図５は、軸誤差Δθdcを説明するための図である。
　図５に示したように、軸誤差Δθdcは、電動モータ１のｄ－ｑ軸（実軸）から観測した
ｄｃ－ｑｃ軸（制御軸）とのずれ（誤差角）であり、軸誤差演算器６０５は、数１にした
がって軸誤差Δθdcを演算する。
【００４５】
【数１】

　数１において、Ｒ*は巻線抵抗設定値、Ｌq*はｑ軸インダクタンス設定値、Ｖd*，Ｖq*
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はｄｃ－ｑｃ軸上での電圧指令値、Ｉqc，Ｉdcはｄｃ－ｑｃ軸上での電流値、ω1cは電気
角速度である。
　なお、数１は、非突極型の永久磁石同期電動機を想定した式であるが、突極型の場合に
も、同様の演算式で軸誤差Δθdcを演算できることが知られている。
【００４６】
　次に、軸誤差Δθdcが発生した場合の電動モータ１の出力トルクτmについて説明し、
軸誤差Δθdcをゼロにする必要性について説明する。
　実軸（ｄ－ｑ軸）上における電動モータ１の出力トルクτmは、以下の数２で表すこと
ができる。
【数２】

　数２において、Ｐmは極対数、Ｋeは誘起電圧定数、Ｌdはｄ軸インダクタンス、Ｌqはｑ
軸インダクタンス、Ｉdは実軸（ｄ－ｑ軸）上でのｄ軸電流、Ｉqは実軸（ｄ－ｑ軸）上で
のｑ軸電流である。
【００４７】
　また、軸誤差Δθdcが発生しているときの制御軸（ｄｃ－ｑｃ軸）から実軸（ｄ－ｑ軸
）への座標変換行列は、数３になる。

【数３】

【００４８】
　そして、軸誤差Δθdcが発生している状態で電流制御を行うと、実軸（ｄ－ｑ軸）上で
のｄ軸電流Ｉdとｑ軸電流Ｉqは、数４のように示すことができる。
【数４】

【００４９】
　したがって、軸誤差Δθdcが発生しているときの電動モータ１の出力トルクτmは、数
２に数４を代入した数５によって演算される。
【数５】

【００５０】
　数５から、軸誤差Δθdcが発生すると、電動モータ１の出力トルクτmがトルク指令値
τ*と乖離することが分かり、軸誤差Δθdcをゼロに近づけることができれば、トルク指
令値τ*に近い出力トルクτmが得られることになる。
　電気角速度補正演算器６０３は、フィードバックによって軸誤差Δθdcを指令値（＝０
）と比較し、軸誤差Δθdcをゼロに近づけるように、電気角速度ω1cを補正するための補
正量Δω1cを訂正するフィードバック制御を行う。
【００５１】
　電気角速度補正演算器６０３は、補正量Δω1cを訂正する制御動作として、比例動作（
Ｐ動作）と積分動作（Ｉ動作）とを組み合わせたＰＩ制御を実施する。
　ただし、補正量Δω1cの制御動作をＰＩ制御に限定するものではなく、比例動作（Ｐ動
作）だけのＰ制御、或いは、比例動作（Ｐ動作）と微分動作（Ｄ動作）とを組み合わせた
ＰＤ制御、比例動作（Ｐ動作）、積分動作（Ｉ動作）、微分動作（Ｄ動作）を組み合わせ
たＰＩＤ制御を適用できる。
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【００５２】
　また、軸誤差演算器６０５は、軸誤差Δθdcを、電圧指令値Ｖd*，Ｖq*、制御軸（ｄｃ
－ｑｃ軸）上での電流Ｉqc，Ｉdc、及び、電気角速度ω1cに基づき演算するが、軸誤差Δ
θdcに相当する状態量を求める構成とすることができる。
　例えば、磁極位置を推定するために高調波を注入し、磁極位置を推定してから軸誤差Δ
θdcを求める構成とすることができる。
【００５３】
　以下で、電気角速度調整器６の動作を更に具体的に説明する。
　例えば、第１回転位置センサ２０８が正常であると判断され、かつ、閾値ω1sc_th以上
の電気角速度ω1cでモータ１が駆動されていると仮定する。
【００５４】
　このときに、軸誤差演算器６０５で求められた軸誤差Δθdcが正の場合、図５に示した
関係のように、制御軸（ｄｃ－ｑｃ軸）が実軸（ｄ－ｑ軸）よりも進んでいることになる
。
　そこで、電気角速度調整器６は、第１回転位置センサ２０８の検出出力から算出した電
気角速度ω1sc1に補正量Δω1c（Δω1c＜０）を加えて電気角速度ω1cを減少補正し、軸
誤差Δθdcを減少させる（ゼロに近づける）。
【００５５】
　逆に、軸誤差演算器６０５で求められた軸誤差Δθdcが負の場合、制御軸（ｄｃ－ｑｃ
軸）が実軸（ｄ－ｑ軸）よりも遅れていることになる。
　この場合、電気角速度調整器６は、第１回転位置センサ２０８の検出出力から算出した
電気角速度ω1sc1に補正量Δω1c（Δω1c＞０）を加えて電気角速度ω1cを増大補正し、
軸誤差Δθdcを減少させる（ゼロに近づける）。
【００５６】
　以上のように、電気角速度調整器６は、軸誤差Δθdcの検出結果に基づいて補正量Δω
1cを変更し、電気角速度ω1cを補正量Δω1cで補正することで軸誤差Δθdcをゼロ付近に
収束させる。
　これにより、実軸（ｄ－ｑ軸）と制御軸（ｄｃ－ｑｃ軸）とが略一致したベクトル制御
を実現でき、電動モータ１の出力トルクτmをトルク指令値τ*に高精度に制御できる。
【００５７】
　また、回転位置センサ２０７は、第１回転位置センサ２０８及び第２回転位置センサ２
０９を備えたデュアルセンサ構成で、この冗長化した回転位置センサ２０８，２０９のい
ずれか１つが故障した場合でも、角速度信号切替器６０７が正常に機能している残りの回
転位置センサに切り替えることで、電動モータ１を継続的に駆動できる。
【００５８】
　更に、第１回転位置センサ２０８が故障し、モータ制御器５が制御に用いる電気角速度
ω1cが電気角速度ω1sc1から電気角速度ω1sc2に切り替わったとしても、切り替わり前と
同様に、電気角速度ω1cを補正するように電気角速度補正演算器６０３が動作するので、
ベクトル制御に用いる回転位置センサ２０８，２０９の切り替え前後で（換言すれば、第
１回転位置センサ２０８の故障発生前後で）、ベクトル制御の制御性能を維持することが
できる。
　したがって、第１回転位置センサ２０８が故障し、第２回転位置センサ２０９に切り替
えられたときに、運転者が、パワーステアリング装置の操舵力が変化することによる切り
替えショックを感じることを抑止できる。
【００５９】
　また、電気角速度補正演算器６０３は、軸誤差Δθdcをゼロに近づけるために補正量Δ
ω1cを訂正するフィードバック制御において、ＰＩ制御によって補正量Δω1cを訂正する
ので、積分動作によってオフセットを除去でき、また、積分ゲインの適合によって高い速
応性及び安定性で軸誤差Δθdcをゼロ付近に収束させることができ、係る作用によっても
センサ切り替え時のショックを抑制できる。
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　更に、第１回転位置センサ２０８及び第２回転位置センサ２０９は、１つのセンサチッ
プパッケージ２０７Ａ内に一体的に設けられるから、個別のセンサチップパッケージに収
容された２つのセンサを備える場合よりも、センサ間の出力特性の差を小さくできる。
【００６０】
　また、補正出力制御器６０２は、軸誤差Δθdcの演算精度が確保できる電気角速度ω1c
が閾値ω1sc_thよりも高い領域で、補正量Δω1cによる電気角速度ω1scの補正を実施さ
せるから、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正が高精度に行われ、モータ制御
器５は、電動モータ１の出力トルクτmをトルク指令値τ*に高精度に制御できる。
　一方、補正出力制御器６０２は、電気角速度ω1cが閾値ω1sc_thよりも低く軸誤差Δθ
dcの演算精度が低下するときに、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を停止す
るから、誤差を有する軸誤差Δθdcに基づき誤って電気角速度ω1scが補正されて、電動
モータ１の出力トルクτmの制御精度を低下させてしまうことを抑止できる。
【００６１】
「第２実施形態」
　図４に示した第１実施形態において、電気角速度調整器６の補正出力制御器６０２は、
電気角速度ω1scが１つの閾値ω1sc_thよりも高いか低いかによって補正量Δω1cによる
補正を行わせるか否かを切り替える。
　この場合、閾値ω1sc_th付近の電気角速度ω1scで電動モータ１が駆動されると、軸誤
差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正状態（補正量Δω1cの出力状態）と、軸誤差Δ
θdcに基づく電気角速度ω1scの補正停止状態（補正量Δω1cの出力停止状態）とが頻繁
に切り替わり、ベクトル制御が不安定になり易い。
【００６２】
　そこで、第２実施形態では、補正状態と補正停止状態とが頻繁に切り替わることを、補
正状態と補正停止状態との切り替え動作にヒステリシスをもたせることで抑止し、ベクト
ル制御を安定化させるものである。
　そして、補正出力制御器６０２が、補正／補正停止の切り替え判断に２つの異なる閾値
を用いることで、切り替え動作にヒステリシスを有するようにした点が第１実施形態と異
なる。
【００６３】
　図６は、第２実施形態における電気角速度調整器６の補正出力制御器６０２Ａの構成を
示す図である。
　図６に示したように、補正出力制御器６０２Ａは、補正状態と補正停止状態との切り替
え判断に用いる電気角速度ω1scの閾値として、第１閾値ω1sc_upと、第１閾値ω1sc_up
よりも低い第２閾値ω1sc_down（ω1sc_down＜ω1sc_up）とを備える。
【００６４】
　図７は、補正出力制御器６０２Ａによる切り替え動作を説明するための図である。
　補正出力制御器６０２Ａは、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を停止して
いる状態で、電気角速度ω1scが第１閾値ω1sc_up（第１所定速度）を超えるようになる
と、軸誤差Δθdcに基づく補正条件の成立を判断して、軸誤差Δθdcに基づき補正量Δω
1cを演算して電気角速度ω1scを補正する状態に切り替える。
【００６５】
　係る補正状態から、電気角速度ω1scが低下し第１閾値ω1sc_up以下になっても、補正
出力制御器６０２Ａは、補正状態（補正量Δω1cの出力状態）を継続し、電気角速度ω1s
cが第２閾値ω1sc_down（第２所定速度）を下回るようになると、軸誤差Δθdcに基づく
補正条件の不成立を判断して、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を停止させ
る状態に切り替える。
　補正出力制御器６０２Ａは、上記のようにヒステリシス特性を有するから、例えば、軸
誤差Δθdcに基づく補正を停止している状態で電気角速度ω1scが第１閾値ω1sc_upを超
え、軸誤差Δθdcに基づく補正を実施する状態に切り替わった後、第１閾値ω1sc_up付近
の電気角速度ω1scで電動モータ１が駆動されても、軸誤差Δθdcに基づく補正状態に保
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持されることになる。
【００６６】
　同様に、軸誤差Δθdcに基づく補正状態で電気角速度ω1scが第２閾値ω1sc_downを下
回るようになって、軸誤差Δθdcに基づく補正が停止される状態に切り替わった後、第２
閾値ω1sc_down付近の電気角速度ω1scで電動モータ１が駆動されても、軸誤差Δθdcに
基づく補正の停止状態が保持されることになる。
　したがって、第２実施形態の補正出力制御器６０２Ａを備える電気角速度調整器６では
、補正状態と補正停止状態とが頻繁に切り替わることが抑止され、ベクトル制御が安定化
する。
【００６７】
　ここで、補正出力制御器６０２Ａは、電気角速度ω1scが第２閾値ω1sc_downを下回る
ようになって、軸誤差Δθdcに基づく補正を停止させる条件が成立したとき、電気角速度
ω1scに加える（加算器６０１に出力する）補正量Δω1cを、電気角速度補正演算器６０
３による演算値からゼロに向けて漸減させる処理を開始させ、その後、補正量Δω1cがゼ
ロに達した時点で軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を終了させることができ
る。
【００６８】
　つまり、電気角速度ω1scの条件に応じて軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正
を終了させるときに、加算器６０１から出力される補正後の電気角速度ω1cがステップ的
に変化せずに徐々に変化して補正なしのレベルに収束するように、電気角速度調整器６を
構成することができる。
　なお、本願における補正量Δω1cの漸減とは、補正量Δω1cをゼロに向けて徐々に変化
させることであり、換言すれば、補正量Δω1cの絶対値を徐々に小さくすることである。
【００６９】
　このように、補正状態と補正停止状態との切り替え判断にヒステリシス特性をもたせる
とともに、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を終了させるときに、電気角速
度ω1scに加えられる補正量Δω1cがステップ的にゼロにならずに徐々にゼロにまで変化
するようにすれば、ベクトル制御をより安定させることができる。
【００７０】
　図８は、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正状態で、電気角速度ω1scが第２
閾値ω1sc_downを下回るようになって、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を
停止させるときの補正量Δω1cの変化を示す。
　この場合、補正出力制御器６０２Ａは、電気角速度ω1scが第２閾値ω1sc_downを下回
るようになって軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を停止する条件の成立（補
正条件の不成立）を判断すると、補正量Δω1cを電気角速度補正演算器６０３による演算
値からゼロにまで漸減させる処理を開始し、補正量Δω1cで補正された電気角速度ω1cが
徐々に補正なしのレベルにまで変化するようにする。
【００７１】
　上記の漸減処理において、補正出力制御器６０２Ａは、加算器６０１に出力する補正量
Δω1cの絶対値を、電気角速度補正演算器６０３による演算値を初期値として一定速度で
減らし、補正量Δω1cがゼロに達した時点で減算処理を停止し、その後は、加算器６０１
に出力する補正量Δω1cを、実質的に補正が実施されないゼロに保持する。
　ここで、電気角速度ω1scが第１閾値ω1sc_upを超えるようになって、補正出力制御器
６０２Ａが補正量Δω1cの出力を再開させるときに、電気角速度補正演算器６０３が、補
正量Δω1cを軸誤差Δθdcに基づき初期値（＝０）から訂正する場合は、補正が開始され
るときに補正量Δω1cが初期値（＝０）から漸増することになる。
【００７２】
　このため、補正開始に伴って加算器６０１から出力される電気角速度ω1c、つまり、ベ
クトル制御に用いる電気角速度ω1cがステップ的に変化し、ベクトル制御の安定性が損な
われることが抑止される。
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　一方、電気角速度補正演算器６０３が、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正
が停止されている状態で、補正停止前の補正量Δω1cを保存し、補正が再開されるときに
それまで保持していた値を初期値として補正量Δω1cの訂正動作を再開する場合、補正出
力制御器６０２Ａは、加算器６０１に出力する補正量Δω1cをゼロから電気角速度補正演
算器６０３の演算値にまで漸増させる処理を実施することができる。
【００７３】
　上記の漸増処理において、補正出力制御器６０２Ａは、加算器６０１に出力する補正量
Δω1cをゼロから一定速度で増やし、補正量Δω1cが電気角速度補正演算器６０３による
演算値に達した時点で、電気角速度補正演算器６０３による演算値をそのまま出力する状
態に切り替えることができる。
【００７４】
　図９は、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正が停止されている状態で、電気
角速度ω1scが第１閾値ω1sc_upを超え、補正出力制御器６０２Ａが軸誤差Δθdcに基づ
く電気角速度ω1scの補正を開始させるときに、補正量Δω1cが漸増する様子を示す。
　この場合、電気角速度ω1scが第１閾値ω1sc_upを超えるようになって、補正出力制御
器６０２Ａが、軸誤差Δθdcに基づく電気角速度ω1scの補正を開始する条件を判断する
と、加算器６０１に出力する補正量Δω1cはゼロから漸増し、軸誤差Δθdcに対応するレ
ベルに収束することになる。
【００７５】
「第３実施形態」
　図１０は、第３実施形態における電気角速度調整器６Ａの構成を示すブロック図である
。
　第１実施形態の回転位置センサ２０７は、第１回転位置センサ２０８と第２回転位置セ
ンサ２０９とを有してなる所謂デュアルセンサであるが、図１０に示した第３実施形態の
回転位置センサ２０７Ｂは、例えばレゾルバやエンコーダなどのシングルセンサで構成さ
れる。
【００７６】
　また、第３実施形態では、回転位置センサ２０７Ｂが１つの検出素子を有したシングル
センサであるため、電気角速度調整器６Ａは、図４に示した第１実施形態の電気角速度調
整器６が備える角速度信号切替器６０７を備えていない。
　このような構成において、回転位置センサ２０７Ｂの検出出力が製品ばらつきや温度特
性によってばらついても、ベクトル制御に用いる電気角速度ω1cのデータが、電気角速度
補正演算器６０３が軸誤差Δθdcに応じて演算した補正量Δω1cで補正されるため、回転
位置センサ２０７Ｂの検出結果をそのまま用いるよりも、精度の高いベクトル制御（トル
ク制御）を実現できる。
【００７７】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
　例えば、上記の実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したもので
あり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
　また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり
、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。
　更に、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可
能である。
【００７８】
　例えば、図１０に示したシングルセンサである回転位置センサ２０７Ｂを備える構成と
、図７に示した、補正／補正停止の切り替え動作にヒステリシスを有する補正出力制御器
６０２Ａとを組み合わせて電気角速度調整器６を構成することができる。
　また、電気角速度ω1cが低い領域でも軸誤差Δθdcを十分な精度で演算できる場合は、
補正出力制御器６０２、６０２Ａを設けずに、補正／補正停止の切り替え処理を省略する
ことができる。
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【００７９】
　また、電気角速度補正演算器６０３と加算器６０１との間に設けた補正出力制御器６０
２、６０２Ａによって、軸誤差Δθdcに基づく補正の実行／停止を切り替える構成に限定
されず、結果的に、電気角速度ω1cが低い領域では、軸誤差Δθdcに基づく補正が施され
ていない電気角速度ω1cに基づきモータ制御（ベクトル制御）が行われ、電気角速度ω1c
が高い領域では、軸誤差Δθdcに基づく補正が施された電気角速度ω1cに基づきモータ制
御（ベクトル制御）が行われる構成を適宜採用できる。
【００８０】
　例えば、図４の電気角速度調整器６においては、軸誤差Δθdcに応じて演算した補正量
Δω1cの加算器６０１への出力／停止を切り替えることで、軸誤差Δθdcに基づく補正の
実行／停止を切り替える構成としたが、補正量Δω1cで補正した電気角速度ω1cと補正し
ていない電気角速度ω1scとのいずれか一方を、電気角速度ω1scの大小に応じて選択的に
出力させる構成とすることができる。
【００８１】
　また、軸誤差Δθdcの指令値（目標値）は、ゼロに限定されず、電気角速度補正演算器
６０３は、軸誤差Δθdcがゼロを含む所定範囲内に収束するように補正量Δω1cを演算す
ることができる。
　また、制御装置１０は、電気角速度調整器６として、第１回転位置センサ２０８の出力
を用いる第１調整器と、第２回転位置センサ２０９の出力を用いる第２調整器とを有し、
第１回転位置センサ２０８及び第２回転位置センサ２０９の故障診断の結果に基づき、２
つの調整器のうちの一方の出力を選択し、モータ制御器５（ベクトル制御器２０及び位相
演算器２４）に入力させることができる。
【符号の説明】
【００８２】
　１…電動モータ、１ａ…ステータ、１ｂ…ロータ、２…インバータ回路、５…モータ制
御器、６…電気角速度調整器、７…位相／速度演算器、１０Ａ－１０Ｃ…受信部、２０７
…回転位置センサ、２０７Ａ…センサチップパッケージ、２０８…第１回転位置センサ、
２０９…第２回転位置センサ、６０１…加算器、６０２…補正出力制御器、６０３…電気
角速度補正演算器、６０４…加減算器、６０５…軸誤差演算器、６０６…指令値出力器、
６０７…角速度信号切替器、６０８…センサ状態判断器
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