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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モータ軸に設けられるピニオンギヤの歯面部を
長く設定できるアシストユニットにおける磁極センサ構
造を提供する。
【解決手段】アシストユニットと、ブラシレスモータと
、ピニオンギヤ５８と、ロータ８６の回転角度を検出す
る磁極センサ手段２５０と、ロータ８６の回転角度に基
づいてブラシレスモータの通電を制御するドライバ手段
と、を有する。磁極マグネット部２５１は、磁極マグネ
ット本体２５２に設けられるマグネット２５３と、磁極
マグネット本体２５２からピニオンギヤ５８の歯面部へ
延出する延出部２５４と、延出部２５４の径方向外周側
に当接するシール手段２５５と、を備える。センサ部２
６１は、磁極マグネット部２５１の径方向外側からマグ
ネット２５３に対向する。磁極センサ手段２５０は、磁
極マグネット本体２５２とシール手段２５５とがモータ
軸５７の軸方向に隣接して配置されるように構成される
。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動アシスト自転車（１）に備えられ、ユニットケース（５０）を有するアシストユニ
ット（１６）と、前記ユニットケース（５０）に設けられるブラシレスモータ（１５）と
、前記ブラシレスモータ（１５）のモータ軸（５７）に設けられ、前記ブラシレスモータ
（１５）の駆動力を前記アシストユニット（１６）を介して前記電動アシスト自転車（１
）の後輪へ伝達するピニオンギヤと（５８）、前記ブラシレスモータ（１５）のモータ軸
（５７）上に設けられ、前記ブラシレスモータ（１５）のロータ（８６）の回転角度を検
出するための磁極センサ手段（２５０）と、当該磁極センサ手段（２５０）により検出さ
れた前記ロータ（８６）の回転角度に基づいて前記ブラシレスモータ（１５）の通電を制
御するドライバ手段（１０２）と、を有し、前記磁極センサ手段（２５０）を前記ピニオ
ンギヤ（５８）と前記ロータ（８６）との間に配する、アシストユニットにおける磁極セ
ンサ構造において、
　前記磁極センサ手段（２５０）は、前記ロータ（８６）と一体で回転する磁極マグネッ
ト部（２５１）と、当該磁極マグネット部（２５１）の回転を検出するセンサ部（２６１
）と、を有し、
　前記磁極マグネット部（２５１）は、磁極マグネット本体（２５２）と、前記磁極マグ
ネット本体（２５２）に設けられるマグネット（２５３）と、前記磁極マグネット本体（
２５２）から前記ピニオンギヤ（５８）の歯面部へ延出する延出部（２５４）と、当該延
出部（２５４）の径方向外周側に当接するシール手段（２５５）と、を備え、
　前記センサ部（２６１）は、前記磁極マグネット部（２５１）の径方向外側から前記マ
グネット（２５３）に対向し、
　前記磁極センサ手段（２５０）は、前記磁極マグネット本体（２５２）と前記シール手
段（２５５）とが前記モータ軸（５７）の軸方向に隣接して配置されるように構成される
ことを特徴とするアシストユニットにおける磁極センサ構造。
【請求項２】
　前記モータ軸（５７）は、一方端が前記ブラシレスモータ（１５）のステータ（８５）
を保持するモータヨーク部（７５）に軸受け（９２）を介して支持されるとともに、他方
端が前記ピニオンギヤ（５８）の外端部の位置で前記ユニットケース（５０）で支持され
る２点支持構造となっている
ことを特徴とする請求項１に記載のアシストユニットにおける磁極センサ構造。
【請求項３】
　前記延出部（２５４）は、前記磁極マグネット本体（２５２）よりも小径の筒状に形成
され、
　前記シール手段（２５５）は、前記マグネット（２５３）よりも小径の範囲に配置され
る
ことを特徴とする請求項１に記載のアシストユニットにおける磁極センサ構造。
【請求項４】
　前記磁極マグネット部（２５１）は、前記延出部（２５４）の反対側で前記ロータ（８
６）に当接される
ことを特徴とする請求項１に記載のアシストユニットにおける磁極センサ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動アシスト自転車に用いられるアシストユニットにおける磁極センサ構造
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電動アシスト自転車において、アシストユニットと、アシストユニットのケ
ースに設けられるモータと、モータのモータ軸に設けられ、モータの駆動力をアシストユ



(3) JP 2011-207361 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

ニットを介して電動アシスト自転車の後輪へ伝達するピニオンギヤと、モータのモータ軸
上に設けられ、ロータの回転角度を検出するための磁極センサ手段と、を有し、磁極セン
サ手段をピニオンギヤとロータとの間に配するものが知られている（例えば、下記特許文
献１参照）。
　特許文献１に記載の電動アシスト自転車においては、モータのモータ軸に設けられる小
プーリによりアシスト用の駆動力を取り出しており、また、この小プーリとロータとの間
に、磁極センサ手段としてのホール素子を設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２２００７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、アシスト比（踏力による駆動輪駆動力とモータ駆動力による駆動輪駆動
力との比）を大きくして、運転者がより楽になるようにモータの出力（トルク）を大きく
しようとする場合、小プーリの歯面部の長さを長くして、大きなトルクを有効に受け止め
る（伝達させる）構造が必要となる。
【０００５】
　しかしながら、モータの軸方向の長さにも制約があるので、大きなトルクを有効に受け
止める構造の実現とモータの大型化の抑制とを両立させる技術が求められる。
【０００６】
　また、省スペース化のためには、磁極センサ手段を小プーリとロータとの間のスペース
において近接させる必要があるが、ギヤを含む駆動機能においては、グリス等の潤滑剤が
必須である。そのため、磁極センサ手段に対するグリス等の潤滑剤の影響や磁極センサ手
段の検出精度の確保を考慮した構造が求められる。
【０００７】
　本発明は、アシスト用のモータを高出力化（高トルク化）しつつ、モータ軸の長さの増
加を抑制すると共に、モータ軸に設けられるピニオンギヤの歯面部の長さを長く設定する
ことができる、アシストユニットにおける磁極センサ構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、電動アシスト自転車に備えられ、ユニットケースを有するア
シストユニットと、前記ユニットケースに設けられるブラシレスモータと、前記ブラシレ
スモータのモータ軸に設けられ、前記ブラシレスモータの駆動力を前記アシストユニット
を介して前記電動アシスト自転車の後輪へ伝達するピニオンギヤと、前記ブラシレスモー
タのモータ軸上に設けられ、前記ブラシレスモータのロータの回転角度を検出するための
磁極センサ手段と、当該磁極センサ手段により検出された前記ロータの回転角度に基づい
て前記ブラシレスモータの通電を制御するドライバ手段と、を有し、前記磁極センサ手段
を前記ピニオンギヤと前記ロータとの間に配する、アシストユニットにおける磁極センサ
構造において、前記磁極センサ手段は、前記ロータと一体で回転する磁極マグネット部と
、当該磁極マグネット部の回転を検出するセンサ部と、を有し、前記磁極マグネット部は
、磁極マグネット本体と、前記磁極マグネット本体に設けられるマグネットと、前記磁極
マグネット本体から前記ピニオンギヤの歯面部へ延出する延出部と、当該延出部の径方向
外周側に当接するシール手段と、を備え、前記センサ部は、前記磁極マグネット部の径方
向外側から前記マグネットに対向し、前記磁極センサ手段は、前記磁極マグネット本体と
前記シール手段とが前記モータ軸の軸方向に隣接して配置されるように構成されることを
特徴とするアシストユニットにおける磁極センサ構造ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明においては、請求項１に記載の構成に加えて、前記モータ軸は、



(4) JP 2011-207361 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

一方端が前記ブラシレスモータのステータを保持するモータヨーク部に軸受けを介して支
持されるとともに、他方端が前記ピニオンギヤの外端部の位置で前記ユニットケースで支
持される２点支持構造となっていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明においては、請求項１に記載の構成に加えて、前記延出部は、前
記磁極マグネット本体よりも小径の筒状に形成され、前記シール手段は、前記マグネット
よりも小径の範囲に配置されることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明においては、請求項１に記載の構成に加えて、前記磁極マグネッ
ト部は、前記延出部の反対側で前記ロータに当接されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、磁極マグネット部は、磁極マグネット本体からピニオ
ンギヤの歯面部へ延出する延出部と、延出部の径方向外周側に当接するシール手段と、を
備える。そのため、モータ軸の長さの増加を抑制しつつ、ピニオンギヤの歯面部の長さを
長く設定することができる上、ピニオンギヤと噛み合う部分で用いられるグリス等の潤滑
剤が磁極センサ手段に影響を及ぼすことなく、磁極センサ手段の検出精度を確保すること
ができる。
【００１３】
　また、請求項１に記載の発明によれば、センサ部は、磁極マグネット部の径方向外側か
らマグネットに対向しているため、磁極マグネット本体とシール手段とが隣接して配置さ
れていても、設計の自由度が高く、磁極センサに係るスペースを有効に活用できる構造を
採用することができる。
【００１４】
　このように、請求項１に記載の発明によれば、アシスト用のモータを高出力化（高トル
ク化）しつつ、モータ軸の長さの増加を抑制すると共に、モータ軸に設けられるピニオン
ギヤの歯面部の長さを長く設定することができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、モータ軸がその一方端及び他方端で支持される２点支
持構造となっている。そのため、モータ軸の支持スパンを長く設定することができ、アシ
スト用のモータの高出力化（高トルク化）を図ることができる。また、モータ軸の中央部
に軸受けを用いる必要がないため、磁極センサ手段において磁極マグネット本体やシール
手段の設計の自由度を高くすることができる。従って、ピニオンギヤの歯面部の長さを長
く設定することができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、延出部は、磁極マグネット本体よりも小径の筒状に形
成され、シール手段は、マグネットよりも小径の範囲に配置される。そのため、延出部及
びシール手段におけるモータ軸の径方向の大きさの増加を抑制することができる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、磁極マグネット部は、延出部の反対側でロータに当接
される。そのため、磁極マグネット部によってロータがモータ軸のスラスト方向へ移動す
ることを規制することができる。従って、ロータに対する別途のスラスト止めを不要とす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る電動アシスト自転車の側面図である。
【図２】実施形態の磁極センサ構造の要部を拡大した側面図である。
【図３】図２について駆動力に係る構成を強調した図である。
【図４】実施形態の磁極センサ構造について、ペダルクランク軸、モータ軸、出力軸及び
アイドラ軸を通るように切断した断面図である。
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【図５】実施形態の磁極センサ構造について、ドライバ用の制御基板及びコントローラ用
の制御基板を通るように切断した断面図である。
【図６】アシストユニットの左ケースを外側から視た斜視図である。
【図７】アシストユニットの左ケースを内側から視た斜視図である。
【図８】アシストユニットの右ケースを外側から視た斜視図である。
【図９】アシストユニットの右ケースを内側から視た斜視図である。
【図１０】図２について制御基板に係る構成を強調した図である。
【図１１】ブラシレスモータのモータヨーク部を外側から視た斜視図である。
【図１２】ブラシレスモータのモータヨーク部を内側から視た斜視図である。
【図１３】図４に示す磁極センサ構造におけるペダルクランク軸１７の周辺を示す部分拡
大図である。
【図１４】図４に示す磁極センサ構造におけるブラシレスモータ１５の周辺を示す部分拡
大図である。
【図１５】図１４に示す図を更に部分的に拡大した部分拡大図である。
【図１６】図４に示す磁極センサ構造における出力軸の周辺を示す部分拡大図である。
【図１７】左ケース５２からモータヨーク部７５及びステータ８５を分離させた状態を示
す部分拡大断面図である。
【図１８】左ケース５２のモータ配置部５２３の左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明の好ましい実施形態について説明する。まず、本発明に
係る電動アシスト自転車１の概要について、図１から図４を用いて説明する。図１は、本
発明の実施形態に係る電動アシスト自転車の側面図である。図２は、実施形態の磁極セン
サ構造の要部を拡大した側面図である。図３は、図２について駆動力に係る構成を強調し
た図である。図４は、実施形態の磁極センサ構造について、ペダルクランク軸、モータ軸
、出力軸及びアイドラ軸を通るように切断した断面図である。
【００２０】
　なお、以下の説明における前後、左右及び上下の方向の記載は、特に明記がない限り、
自動二輪車に乗車する乗員（運転者）から見た方向に従う。また、図中、矢印ＦＲは車両
の前方を示し、矢印ＬＨは車両の左方を示し、矢印ＵＰは車両の上方を示す。
【００２１】
　図１に示すように、電動アシスト自転車１は、主な構成要素として、車体フレーム２と
、フロントフォーク７と、操向ハンドル８と、リヤフォーク９と、前輪ＷＦと、後輪ＷＲ
と、ステー１０と、シートポスト１２と、バッテリ１３と、ブラシレスモータ１５と、ア
シストユニット１６と、ペダルクランク軸１７と、クランク１８Ｌ，１８Ｒと、ペダル１
９Ｌ，１９Ｒと、駆動スプロケット２１と、チェーン２２と、従動スプロケット２３と、
出力軸スプロケットとしてのアシストスプロケット２４と、アイドラ２５と、を備える。
【００２２】
　車体フレーム２は、その前部に位置し且つ上下方向に延びるヘッドパイプ３と、ヘッド
パイプ３から後方で且つ下方に延びるダウンパイプ４と、ダウンパイプ４の後端に固着さ
れる支持部材５と、支持部材５から上方に立ち上がるシートパイプ６と、を備える。
　フロントフォーク７は、下方に延びており、ヘッドパイプ３に操舵可能に支持されてい
る。前輪ＷＦは、フロントフォーク７の下端に軸支されている。操向ハンドル８は、フロ
ントフォーク７の上端に一体に繋がって設けられている。操向ハンドル８を操作すること
により、フロントフォーク７に軸支された前輪ＷＦを操舵することができる。
【００２３】
　リヤフォーク９は、支持部材５の後方側に左右一対設けられる。左右一対のリヤフォー
ク９は、支持部材５と一体的に構成されており、後方に地面と略平行に一直線に延びてい
る。後輪ＷＲは、左右一対のリヤフォーク９における後端間に軸支されており、駆動輪と
して機能する。ステー１０は、シートパイプ６の上部と左右一対のリヤフォーク９におけ
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る後部との間に、左右一対配設されている。
【００２４】
　シートポスト１２は、上端にシート１１を有し、シート１１の上下位置を調整可能に、
シートパイプ６に装着されている。バッテリ１３は、バッテリ１３シートパイプ６の後側
部に配設される。バッテリ支持部材１３Ａは、シートパイプ６の後側部に連結されており
、バッテリ１３を下方から支持する。
【００２５】
　アシストユニット１６は、車体フレーム２に連結される。アシストユニット１６は、ペ
ダルクランク軸１７を回転自在に軸支する機能、ブラシレスモータ１５を支持する機能な
どを有する。アシストユニット１６は、３個のハンガー部８０Ａ，８０Ｂ，８０Ｃにより
車体フレーム２に連結されている。詳述すると、前方側のハンガー部８０Ａ，８０Ｂは、
アシストユニット１６と支持部材５とを連結するために利用される。後方側のハンガー部
８０Ｃは、アシストユニット１６とバッテリ支持部材１３Ａとを連結するために利用され
る。
【００２６】
　ブラシレスモータ１５は、バッテリ１３から電力が供給され、補助トルクの発生源とし
て機能する。
【００２７】
　図１から図４に示すように、ペダルクランク軸１７は、人力が印加される軸であり、ア
シストユニット１６の第１収容空間５０１（詳細は後述）を貫通している。ペダルクラン
ク軸１７は、クランク軸受け２０Ｒ、２０Ｌなどを介してアシストユニット１６のユニッ
トケース５０に回転自在に軸支されている。
【００２８】
　クランク１８Ｌ，１８Ｒは、ペダルクランク軸１７の左端及び右端にそれぞれ固定的に
連結されている。ペダル１９Ｌ，１９Ｒは、クランク１８Ｌ，１８Ｒの先端部にそれぞれ
に回転自在に設けられている。ペダルクランク軸１７、クランク１８Ｌ，１８Ｒ及びペダ
ル１９Ｌ，１９Ｒから、クランクペダルが構成されている。電動アシスト自転車１におい
ては、電動アシスト自転車１に乗車した運転者による踏力は、ペダル１９Ｌ，１９Ｒ及び
クランク１８Ｌ，１８Ｒを介してペダルクランク軸１７に伝達される。これにより、ペダ
ルクランク軸１７を回転させることができる。
【００２９】
　駆動スプロケット２１は、ペダルクランク軸１７に外挿される外挿軸部材２１０（後述
）を介して、ペダルクランク軸１７に連結される。駆動スプロケット２１には、ペダルク
ランク軸１７の回転が外挿軸部材２１０を介して伝達され、これにより、駆動スプロケッ
ト２１は回転する。駆動スプロケット２１の回転は、チェーン２２を介して、後輪ＷＲ側
に配設される従動スプロケット２３に伝達される。
【００３０】
　アシストスプロケット２４は、ブラシレスモータ１５で発生した補助トルクをチェーン
２２に伝達するスプロケットであり、駆動スプロケット２１の後方に設けられている。
　アイドラ２５は、アシストスプロケット２４に対するチェーン２２の巻き付け角を大き
く取るためのもので、アシストスプロケット２４の後方に設けられている。
【００３１】
　なお、本実施形態においては、チェーン機構を用いて踏力トルク及び補助トルクを従動
スプロケット２３に伝達しているが、これに代えて、ベルト機構を用いて踏力トルク及び
補助トルクを後輪ＷＲに伝達させてもよい。
【００３２】
　次に、踏力トルク及び補助トルクを伝達する動力伝達機構２００について、図２から図
４と共に、図５から図１８を用いて説明する。動力伝達機構２００には、本実施形態の磁
極センサ構造が含まれる。
【００３３】
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　図５は、実施形態の磁極センサ構造について、ドライバ用の制御基板及びコントローラ
用の制御基板を通るように切断した断面図である。図６は、アシストユニットの左ケース
を外側から視た斜視図である。図７は、アシストユニットの左ケースを内側から視た斜視
図である。図８は、アシストユニットの右ケースを外側から視た斜視図である。図９は、
アシストユニットの右ケースを内側から視た斜視図である。図１０は、図２について制御
基板に係る構成を強調した図である。
【００３４】
　図１１は、ブラシレスモータのモータヨーク部を外側から視た斜視図である。図１２は
、ブラシレスモータのモータヨーク部を内側から視た斜視図である。図１３は、図４に示
す磁極センサ構造におけるペダルクランク軸１７の周辺を示す部分拡大図である。図１４
は、図４に示す磁極センサ構造におけるブラシレスモータ１５の周辺を示す部分拡大図で
ある。図１５は、図１４に示す図を更に部分的に拡大した部分拡大図である。図１６は、
図４に示す磁極センサ構造における出力軸の周辺を示す部分拡大図である。図１７は、左
ケース５２からモータヨーク部７５及びステータ８５を分離させた状態を示す部分拡大断
面図である。図１８は、左ケース５２のモータ配置部５２３の左側面図である。
【００３５】
　図２から図１２に示すように、動力伝達機構２００は、右ケース５１及び左ケース５２
を含むユニットケース５０を有するアシストユニット１６と、左ケース５２に設けられる
ブラシレスモータ１５と、ブラシレスモータ１５のモータ軸５７に設けられるピニオンギ
ヤ５８と、を備える。また、アシストユニット１６は、ピニオンギヤ５８に噛み合う減速
ドリブンギヤ６３と、減速ドリブンギヤ６３に連結され且つピニオンギヤ５８からの駆動
力を出力する出力軸６４と、出力軸６４に連結され且つ電動アシスト自転車１のチェーン
２２に噛み合うアシストスプロケット２４と、を備える。
【００３６】
　動力伝達機構２００は、ブラシレスモータ１５の駆動力を、ピニオンギヤ５８、アシス
トユニット１６（減速ドリブンギヤ６３、出力軸６４、アシストスプロケット２４）、チ
ェーン２２などを介して、電動アシスト自転車１の後輪ＷＲへ伝達する。
【００３７】
　動力伝達機構２００は、主として、ペダルクランク軸１７を回転自在に軸支する機能、
ブラシレスモータ１５を支持する機能、ブラシレスモータ１５で発生した回転を減速して
アシストスプロケット２４に補助トルクを発生させる機能、アイドラ２５を回転自在に軸
支する機能などを有する。
　動力伝達機構２００の外殻は、主として、右ケース５１及び左ケース５２を有するユニ
ットケース５０と、ブラシレスモータ１５のモータヨーク部７５とから形成される。
【００３８】
　まず、右ケース５１及び左ケース５２を有するユニットケース５０について説明する。
　右ケース５１は、ユニットケース５０の右側を形成するものである。左ケース５２は、
ユニットケース５０の左側を形成するものである。ユニットケース５０の収容空間の大部
分は、左ケース５２により形成される。
【００３９】
　図４及び図５に示すように、右ケース５１と左ケース５２とは、それらの間に、ペダル
クランク軸１７等を収容する第１収容空間５０１と、出力軸６４や減速ドリブンギヤ６３
等を収容する第２収容空間５０２と、第１の制御基板１０１や第２の制御基板１０２等を
収容する第３収容空間５０３と、を形成するように、重ね合わせられる。このような重ね
合わせた状態で、締結用ボルトＢ５０を、右ケース５１に設けられた貫通孔を通じて、左
ケース５２に設けられた雌ネジ部にねじ込むことで、右ケース５１と左ケース５２とは締
結される。
【００４０】
　図４から図７に示すように、左ケース５２は、第１ベアリング保持部５２１と、ペダル
クランク軸挿通孔５２２と、モータ配置部５２３と、モータ軸挿通孔５２５と、第３ベア
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リング保持部５２４と、モータ固定部５２６と、第１収容空間形成部５２７と、第２収容
空間形成部５２８と、第３収容空間形成部５２９と、を備えている。
【００４１】
　第１ベアリング保持部５２１は、クランク軸受け２０Ｌを保持する部位である。クラン
ク軸受け２０Ｌは、ボールベアリングからなり、ペダルクランク軸１７を左端部近傍にお
いて、左ケース５２に対して回転自在に軸支するための軸受けである。
　ペダルクランク軸挿通孔５２２は、ペダルクランク軸１７の左端部近傍を挿通される孔
であり、第１ベアリング保持部５２１を左右方向に貫通するように設けられている。
【００４２】
　モータ配置部５２３は、左ケース５２の左側面に位置する。モータ配置部５２３には、
ブラシレスモータ１５が配置される。
　モータ軸挿通孔５２５は、モータ軸５７が挿通される孔であり、モータ配置部５２３を
左右方向に貫通するように設けられている。
　第３ベアリング保持部５２４は、出力軸受け６９を保持する部位である。出力軸受け６
９は、ボールベアリングからなり、出力軸６４を左端部近傍において、左ケース５２に対
して回転自在に軸支するための軸受けである。
【００４３】
　モータ固定部５２６は、ブラシレスモータ１５を左ケース５２に固定する部位である。
モータ固定部５２６には、モータ固定用雌ネジ５２６Ａ（図１４参照）と、環状凹部５２
６Ｂ（図６、図１４参照）と、インロー当接部５２６Ｄ（図６、図１８参照）と、が形成
されている。環状凹部５２６Ｂは、モータ固定部５２６の左側面に右方向に凹むように形
成されており、環状に延びている。環状凹部５２６ＢにＯリング５２６Ｃを挿入した状態
で、モータ固定部５２６の右端面に、ブラシレスモータ１５のモータヨーク部７５のつば
部７５４（後述）が当接される。
【００４４】
　インロー当接部５２６Ｄは、モータ配置部５２３の内周面に形成されており、周方向に
離間して６個設けられている。インロー当接部５２６Ｄは、モータ配置部５２３の内周面
からモータ軸挿通孔５２５（モータ軸５７）に向けて突出している。インロー当接部５２
６Ｄは、モータヨーク部７５（ブラシレスモータ１５）と左ケース５２とのインロー固定
時において、ステータ８５の外周面に当接する。
【００４５】
　第１収容空間形成部５２７は、左ケース５２における第１収容空間５０１を形成する部
位であり、左ケース５２の前上方において、右側に開口している。
　第２収容空間形成部５２８は、左ケース５２における第２収容空間５０２を形成する部
位であり、左ケース５２の後方において、右側に開口している。
　第３収容空間形成部５２９は、左ケース５２における第３収容空間５０３を形成する部
位であり、左ケース５２の前下方において、右側に開口している。
【００４６】
　次に、右ケース５１について説明する。
　図４、図５、図８及び図９に示すように、右ケース５１は、第１ベアリング保持部５１
１と、ペダルクランク軸挿通孔５１２と、第２ベアリング保持部５１３と、第３ベアリン
グ保持部５１４と、出力軸挿通孔５１５と、アイドラ固定部５１６と、第２収容空間形成
部５１８と、第３収容空間形成部５１９と、を備えている。
【００４７】
　第１ベアリング保持部５１１は、クランク軸受け２０Ｒを保持する部位である。クラン
ク軸受け２０Ｒは、ボールベアリングからなり、ペダルクランク軸１７を右端部近傍にお
いて、右ケース５１に対して回転自在に軸支するための軸受けである。
　ペダルクランク軸挿通孔５１２は、ペダルクランク軸１７の右端部近傍が挿通される孔
であり、第１ベアリング保持部５１１を左右方向に貫通するように設けられている。
　第２ベアリング保持部５１３は、モータ軸受け９１を保持する部位である。モータ軸受
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け９１は、ボールベアリングからなり、モータ軸５７を右ケース５１に対して回転自在に
軸支するための軸受けである。
【００４８】
　第３ベアリング保持部５１４は、出力軸受け６８を保持する部位である。出力軸受け６
８は、ボールベアリングからなり、出力軸６４を右ケース５１に対して回転自在に軸支す
るための軸受けである。
　出力軸挿通孔５１５は、出力軸６４が挿通される孔であり、第３ベアリング保持部５１
４を左右方向に貫通するように設けられている。
【００４９】
　アイドラ固定部５１６は、アイドラ２５を、アイドラ固定部材２５Ｂ及びアイドラ軸２
５Ａを介して右ケース５１に固定する部位である。アイドラ固定部材２５Ｂは、アイドラ
軸２５Ａを回転自在に軸支する。
　第２収容空間形成部５１８は、右ケース５１における第２収容空間５０２を形成する部
位であり、右ケース５１の後方において、左側に開口している。
　第３収容空間形成部５１９は、左ケース５２における第３収容空間５０３を形成する部
位であり、右ケース５１の前下方において、左側に開口している。
【００５０】
　次に、第１収容空間５０１に収容される構成について説明する。
　図４から図９に示すように、第１収容空間５０１には、ペダルクランク軸１７、外挿軸
部材２１０、磁歪式トルクセンサ２２０、クランク軸受け２０Ｒ，２０Ｌ等が収容されて
いる。
　ペダルクランク軸１７における一端部（左端部）は、クランク軸受け２０Ｌにより左ケ
ース５２に対して回転自在に軸支されている。ペダルクランク軸１７におけるクランク軸
受け２０Ｌが装着される部分の右側には、第１ワンウェイクラッチ２６の内輪２７がペダ
ルクランク軸１７に一体的に設けられている。
【００５１】
　外挿軸部材２１０は、ペダルクランク軸１７におけるクランク軸受け２０Ｌとクランク
１８Ｒとの間の部分の大部分に亘って、外挿されている。外挿軸部材２１０は、その右端
部近傍においてクランク軸受け２０Ｒにより右ケース５１に対して回転自在に軸支されて
いる。右ケース５１のペダルクランク軸挿通孔５１２から突出した外挿軸部材２１０にお
ける外周部には、駆動スプロケット２１が固定されている。外挿軸部材２１０の内周部に
おける第１ワンウェイクラッチ２６の内輪２７と対向する部分には、第１ワンウェイクラ
ッチ２６の外輪３３が、一体的に設けられている。
【００５２】
　このような第１ワンウェイクラッチ２６によれば、運転者がペダル１９Ｌ，１９Ｒを踏
んでペダルクランク軸１７を正転させた場合には、ペダル１９Ｌ，１９Ｒからの踏力は、
外挿軸部材２１０に伝達される。一方、運転者がペダル１９Ｌ，１９Ｒを踏んでペダルク
ランク軸１７を逆転させた場合や運転者が走行中にペダル１９Ｌ，１９Ｒを踏むのを止め
た場合には、第１ワンウェイクラッチ２６がスリップする。そのため、ペダルクランク軸
１７の逆転が可能となり、また、駆動スプロケット２１のトルクがペダル１９Ｌ，１９Ｒ
に伝わることもない。
【００５３】
　従って、運転者がペダル１９Ｌ，１９Ｒを踏むことでペダルクランク軸１７に加わる踏
力トルクは、第１ワンウェイクラッチ２６を介して外挿軸部材２１０に伝達される。この
踏力トルクは、駆動スプロケット２１に伝達され、さらに、チェーン２２及び従動スプロ
ケット２３を介して、後輪ＷＲに伝達される。一方、アシストユニット１６からアシスト
スプロケット２４に加わる補助トルクは、チェーン２２及び従動スプロケット２３を介し
て、後輪ＷＲに伝達される。
【００５４】
　つまり、外挿軸部材２１０は、第１ワンウェイクラッチ２６が繋がった状態においてペ
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ダルクランク軸１７及び駆動スプロケット２１が一体的に回転するように、ペダルクラン
ク軸１７に外挿されている。
【００５５】
　磁歪式トルクセンサ２２０は、磁歪に起因する磁気特性の変化に基づいて、ペダルクラ
ンク軸１７に作用する踏力トルク（踏力によるトルク）を検出するセンサである。図４及
び図１３に示すように、磁歪式トルクセンサ２２０は、外挿軸部材２１０の外周面におけ
る第１ワンウェイクラッチ２６の外輪３３とクランク軸受け２０Ｒとの間の領域に配設さ
れる。磁歪式トルクセンサ２２０における左側の端部は、外挿軸部材２１０における段差
部に当接する形で、左方向へのスラスト方向の移動が規制され、位置決めされる。磁歪式
トルクセンサ２２０における左側の端部近傍と外挿軸部材２１０の外周面との間には、外
挿軸部材２１０における段差部に近接して、プレーンベアリング２７３が配設されている
。なお、プレーンベアリング２７３に代えて、ブッシュを用いることもできる。
【００５６】
　磁歪式トルクセンサ２２０における右側の端部近傍は、クランク軸受け２０Ｒの左側に
設けられるカラー部材２７１、スラストワッシャ２７２等により、右方向へのスラスト方
向の移動が規制され、位置決めされる。
【００５７】
　磁歪式トルクセンサ２２０は、外挿軸部材２１０の外周面に軸方向に所定間隔をおいて
互いに逆方向の異方性を有するように設けられた２つの磁歪膜（例えば、Ｎｉ－Ｆｅめっ
きなどの磁気異方性を有する磁歪膜）２２１，２２１と、各磁歪膜２２１，２２１に対向
配置された２つの検出コイル２２２，２２２と、各検出コイル２２２，２２２に接続され
た検出回路（図示せず）と、を備えている。
【００５８】
　検出回路は、各磁歪膜２２１，２２１にトルクが作用したときに発生する逆磁歪特性に
起因して生じる各検出コイル２２２，２２２のインダクタンスの変化を電圧変化に変換し
て、第１の制御基板１０１（後述）に出力する。第１の制御基板１０１は、検出回路の出
力に基づいて、ペダルクランク軸１７に作用する踏力トルクを算出する。
　このようにして得られた踏力トルクに応じた補助駆動力は、ブラシレスモータ１５から
出力される。
【００５９】
　次に、ブラシレスモータ１５について、図２から図１２を参照しながら説明する。
　ブラシレスモータ１５は、直流電源によって駆動される直流ブラシレスモータである。
図４、図１１及び図１２に示すように、ブラシレスモータ１５は、モータ軸５７と、モー
タ軸５７に固定された（インナー）ロータ８６と、ロータ８６を囲むように配設されたス
テータ８５と、ステータ８５を保持するモータヨーク部７５と、磁極センサ手段としての
磁極センサ装置２５０と、モータ軸受け９２と、を備えている。
【００６０】
　モータヨーク部７５は、ステータ８５を保持する部位である。モータヨーク部７５は金
属板材により形成される。モータヨーク部７５は、第２ベアリング保持部７５１と、凹部
７５２と、外周部７５３と、つば部７５４と、ブラケット９３と、を備える。
【００６１】
　第２ベアリング保持部７５１は、モータ軸５７の一方端側の軸受けであるモータ軸受け
９２を保持する部位である。モータ軸受け９２は、ボールベアリングからなり、モータ軸
５７をモータヨーク部７５に対して回転自在に軸支するための軸受けである。第２ベアリ
ング保持部７５１の底部とモータ軸受け９２との間には、ウェーブワッシャ７５６が配設
されている。ウェーブワッシャ７５６は、第２ベアリング保持部７５１におけるモータ軸
受け９２のスラスト方向のガタを抑制するために設けられる。
【００６２】
　凹部７５２は、第２ベアリング保持部７５１の周囲に、つまり、モータ軸受け９２の位
置の径方向の周囲に設けられる。凹部７５２は、右方向に凹んでいる（左方向に開口して
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いる）。凹部７５２は、ブラシレスモータ１５におけるロータ８６の対向部に（ロータ８
６と対応する位置に）設けられる。
【００６３】
　外周部７５３は、凹部７５２の位置の径方向の周囲に設けられる。
　第２ベアリング保持部７５１及び外周部７５３は、モータヨーク部７５の左側部のうち
凹部７５２が形成されていない部分ということもできる。
【００６４】
　また、モータヨーク部７５（ブラシレスモータ１５）は、ステータ８５の外径部にて左
ケース５２にインロー固定される。詳述すると、図１４及び図１７に示すように、ステー
タ８５の外径部を左ケース５２のモータ配置部５２３に圧入することで、ステータ８５に
固定されているモータヨーク部７５は、左ケース５２にインロー固定される。
　モータヨーク部７５は、モータヨーク部７５の右側の開口周縁部から環状に形成された
つば部７５４を備える。つば部７５４は、モータヨーク部７５の中心から車体左右方向と
直交する方向の外側に延出している。
【００６５】
　図１１及び図１２に示すように、ブラケット９３は、つば部７５４の外方に一体的に、
複数（本実施形態では３個）設けられている。図１４に示すように、このブラケット９３
の貫通孔にボルトＢ９３を通し、ボルトＢ９３を左ケース５２の雌ネジ５２６Ａにねじ込
むことにより、ブラシレスモータ１５をユニットケース５０における左ケース５２のモー
タ配置部５２３に配置した状態で、ブラシレスモータ１５をモータ固定部５２６に固定す
ることができる。
【００６６】
　ロータ８６は、複数（本実施形態では８個）の永久磁石９０がステータ８５と対向する
ように配設されると共に、モータ軸５７の回りを回転自在とされて構成されている。永久
磁石９０におけるステータ８５と対向する面には、磁極が発生している。磁極は、Ｎ極と
Ｓ極と交互になるように配設されている。ステータ８５とロータ８６（永久磁石９０）と
の間には、一定間隔の空隙が形成されている。
【００６７】
　ステータ８５は、ステータコア８８にステータコイル８９が巻き付けられて構成されて
いる。ステータ８５は、モータヨーク部７５の内周面に沿って、複数（本実施形態では１
２個）が配設されている。
【００６８】
　モータ軸５７の一方端（左端）は、モータヨーク部７５にモータ軸受け９２を介して支
持される。モータ軸５７の一方端におけるモータ軸受け９２の位置は、クランク軸受け２
０Ｒ，２０Ｌの幅内に位置している。モータ軸５７における左側の大部分には、ロータ８
６が嵌合されている。
【００６９】
　モータ軸５７の他方端（右端）には、ピニオンギヤ５８が形成されている。ピニオンギ
ヤ５８の歯面部の長さは、モータ軸５７を挿入した左ケース５２を左側に越えて、ブラシ
レスモータ１５のロータ８６側まで延在している。ピニオンギヤ５８の歯面部は、モータ
軸５７に設けられる磁極センサ装置２５０のマグネット２５３と軸方向（車体左右方向）
でラップして設けられる。
【００７０】
　モータ軸５７は、ピニオンギヤ５８を右ケース５１及び左ケース５２の内部に臨ませる
ように、ユニットケース５０の外側方から左ケース５２に挿入される。この状態で、ブラ
シレスモータ１５は、ユニットケース５０の左ケース５２に固定される。
【００７１】
　モータ軸５７の他方端（右端）は、左ケース５２に挿入されるとともに、ピニオンギヤ
５８の外端部の位置で、右ケース５１にモータ軸受け９１を介して支持される。つまり、
モータ軸５７は、両端部において２点支持構造となっており、回転自在に構成されている
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。
【００７２】
　次に、ペダルクランク軸１７、モータ軸５７及び出力軸６４それぞれに設けられる軸受
けの容量について説明する。
　図５及び図１３から図１６に示すように、ペダルクランク軸１７は、それぞれクランク
軸受け２０Ｒ，２０Ｌを介して、右ケース５１及び左ケース５２に支持されている。
　本実施形態においては、右ケース５１側のクランク軸受け２０Ｒの容量を、左ケース５
２側のクランク軸受け２０Ｌの容量よりも大きく設定している。
　本実施形態においては、モータ軸５７の他方端（右ケース５１側）を支持するモータ軸
受け９１の容量を、モータ軸５７の一方端（左ケース５２側）を支持するモータ軸受け９
２の容量よりも大きく設定している。
【００７３】
　出力軸６４は、それぞれ出力軸受け６８，６９を介して、右ケース５１及び左ケース５
２に支持される。
　本実施形態においては、右ケース５１側の出力軸受け６８の容量を、左ケース５２側の
出力軸受け６９の容量よりも大きく設定している。
【００７４】
　次に、磁極センサ装置２５０について説明する。
　図５、図１４及び図１５に示すように、磁極センサ装置２５０は、ブラシレスモータ１
５のモータ軸５７上に設けられ、ブラシレスモータ１５のロータ８６の回転角度を検出す
るためのセンサ装置である。磁極センサ装置２５０は、モータ軸５７の軸方向にピニオン
ギヤ５８とロータ８６との間に配置される。磁極センサ装置２５０は、モータ軸５７を介
してロータ８６と一体で回転する磁極マグネット部２５１と、磁極マグネット部２５１の
回転を検出するセンサ部２６１と、を有する。
【００７５】
　磁極マグネット部２５１は、磁極マグネット本体２５２と、マグネット２５３と、延出
部２５４と、シール手段としてのシール部材２５５と、を備えている。
　磁極マグネット本体２５２は、モータ軸５７に一体的に固定されている。
　マグネット２５３は、磁極マグネット本体２５２における（モータ軸５７の）径方向外
側に設けられる。
【００７６】
　延出部２５４は、磁極マグネット本体２５２から右向きにピニオンギヤ５８の歯面部へ
延出する部位である。延出部２５４は、磁極マグネット本体２５２よりも小径の筒状に形
成されている。
【００７７】
　磁極マグネット部２５１の磁極マグネット本体２５２は、延出部２５４の反対側でロー
タ８６に当接される。
　シール部材２５５は、リング状であり、延出部２５４における（モータ軸５７の）径方
向外周側に当接する。シール部材２５５は、マグネット２５３よりも小径の範囲に配置さ
れる。
　磁極マグネット本体２５２とシール部材２５５とは、モータ軸５７の軸方向（車体左右
方向）に隣接して配置される。
【００７８】
　図１０に示すように、センサ部２６１は、センサ部本体２６２と、センサ部本体２６２
の内部に設けられるホール素子２６３と、を備える。図１４及び図１５に示すように、セ
ンサ部２６１は、磁極マグネット部２５１における（モータ軸５７の）径方向外側からマ
グネット２５３に対向する。
　ホール素子２６３は、３個設けられており、マグネット２５３に対して、モータ軸５７
の径方向に所定の空隙を有して配設されている。ホール素子２６３により、センサ部２６
１と対向する位置に移動してきたマグネット２５３におけるＮ極を検出することができる
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【００７９】
　ステータ８５に巻き付けられたステータコイル８９は、所定の順序で電気的に接続され
ており、３相（Ｕ，Ｖ，Ｗ相）の入力端子（図示せず）を有している。この入力端子に印
加される電圧は、第２の制御基板１０２により制御されて、バッテリ１３から供給されて
いる。前記入力端子に位相が１２０度ずつ異なるパルス電圧が印加されると、複数のステ
ータ８５の磁極がＮ極、Ｓ極交互に現れ、且つ、このパルスの周波数に応じてステータ８
５の磁極が移動する。よって、センサ部２６１により、磁極センサ装置２５０におけるマ
グネット２５３の位置を検出することができる。検出されたマグネット２５３の位置に基
づいてステータ８５に印加するパルス電圧を調整することにより、モータ軸５７を回転さ
せることができる。さらに、入力端子に印加されるパルス電圧のパルス幅を制御するＰＷ
Ｍ制御により、ロータ８６の回転速度（つまり、モータの出力）を制御することができる
。
【００８０】
　なお、センサ部２６１は、このセンサ部２６１と対向する位置に移動してきたマグネッ
ト２５３のＮ極を検出している。そのため、この検出回数をカウントすることにより、モ
ータ軸５７の回転数（回転速度）を算出することができる。
【００８１】
　次に、第２収容空間５０２に収容される構成について説明する。
　図４及び図１６に示すように、出力軸６４は、モータ軸５７と平行な軸線を有し、出力
軸受け６８，６９により回転自在に軸支されている。
　減速ドリブンギヤ６３は、ピニオンギヤ５８と噛み合うギヤであり、出力軸６４に連結
されている。
【００８２】
　出力軸６４及び減速ドリブンギヤ６３の構造は、２種類の構造を採用することができる
。
　１番目の構造は、出力軸６４と減速ドリブンギヤ６３とを第２ワンウェイクラッチ６５
を介して連結する構造である。２番目の構造は、出力軸６４と減速ドリブンギヤ６３とを
第３ワンウェイクラッチ６６を介して連結する構造である。
【００８３】
　これらの１番目の構造と２番目の構造とは相容れない構造であるが、ここでは便宜上、
両構造を併せて説明する。また、１番目の構造における出力軸６４及び減速ドリブンギヤ
６３についてそれぞれ符号「６４Ａ」及び「６３Ａ」を付している。また、２番目の構造
における出力軸６４及び減速ドリブンギヤ６３についてそれぞれ符号「６４Ｂ」及び「６
３Ｂ」を付している。
　図１６に示すように、出力軸６４の中心線ＣＬを境界として、車体前側に１番目の構造
を示し、車体後ろ側に２番目の構造を示すものとする。
【００８４】
　１番目の構造においては、出力軸６４Ａと減速ドリブンギヤ６３Ａとは、ラチェット式
ワンウェイクラッチからなる第２ワンウェイクラッチ６５を介して連結されている。第２
ワンウェイクラッチ６５の内輪６５Ａは、出力軸６４Ａに連結されている。第２ワンウェ
イクラッチ６５の外輪６５Ｂは、減速ドリブンギヤ６３Ａに連結されている。減速ドリブ
ンギヤ６３Ａは、硬質の樹脂材料により一体的に形成されている。ギヤを樹脂材料により
一体的に形成すれば、ギヤの軽量化やギヤの噛み合い時の低騒音化を図ることができる。
【００８５】
　２番目の構造においては、出力軸６４Ｂと減速ドリブンギヤ６３Ｂとは、ローラー式ワ
ンウェイクラッチからなる第３ワンウェイクラッチ６６を介して連結されている。減速ド
リブンギヤ６３Ｂにおいては、内周側（出力軸６４Ｂ側）の内周部６３Ｄが金属材料から
形成され、また、外周側（歯が設けられている側）の外周部６３Ｃが硬質の樹脂材料から
形成されている。締結用ボルトＢ６３を、外周部６３Ｃに設けられた貫通孔を通じて、内
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周部６３Ｄに設けられた雌ネジ部にねじ込むことで、内周部６３Ｄと外周部６３Ｃとは締
結される。
【００８６】
　１番目の構造のようにギヤを樹脂材料により一体的に形成すれば、ギヤの軽量化やギヤ
の噛み合い時の低騒音化を図ることができるが、その一方で、ギヤの強度が不足する虞が
ある。そこで、２番目の構造においては、ギヤの噛み合い時の騒音の主な発生源となる外
周部６３Ｃを樹脂材料から形成すると共に、出力軸６４からトルクが掛かり、強度が要求
される内周部６３Ｄを金属材料から形成している。これにより、減速ドリブンギヤ６３Ｂ
の全体として、ある程度のギヤの軽量化を図りつつ、ギヤの噛み合い時の低騒音化を十分
に図っている。
【００８７】
　１番目の構造においては、第２ワンウェイクラッチ６５は、ラチェット式ワンウェイク
ラッチからなるため、安価に構成することができる。また、２番目の構造においては、第
３ワンウェイクラッチ６６は、ローラー式ワンウェイクラッチからなるため、ガタが少な
く、出力軸６４Ｂ等の作動時の騒音を低減することができる。
【００８８】
　アシストスプロケット２４は、出力軸６４における右ケース５１から延出した端部近傍
に連結されている。
【００８９】
　ブラシレスモータ１５の作動に伴う回転は、減速されてアシストスプロケット２４に伝
達されるが、ブラシレスモータ１５の作動が停止したときや、アシストスプロケット２４
の回転よりも駆動スプロケット２１の回転の方が速い場合には、ワンウェイクラッチの働
きにより、出力軸６４の空転が許容される。従って、ペダル１９Ｌ，１９Ｒからの踏力ト
ルクによるアシストスプロケット２４の回転が妨げられることはない。
【００９０】
　一方、出力軸６４Ｂ及び減速ドリブンギヤ６３の側にワンウェイクラッチを設けないよ
うにすることもできる。その場合には、後輪ＷＲ側にワンウェイクラッチを設けているこ
とにより、電動アシスト自転車１の動力伝達機構全体として同等の構造を実現することが
できる。
【００９１】
　次に、第３収容空間５０３に収容される構成について説明する。
　図５、図７及び図９に示すように、第３収容空間５０３には、第１の制御基板１０１と
、第２の制御基板１０２とが収容されている。第１の制御基板１０１と第２の制御基板１
０２とは、図示しないケーブルにより電気的に接続されている。
【００９２】
　第１の制御基板１０１は、コントローラ用の制御基板である。第１の制御基板１０１は
、ペダルクランク軸１７に作用する踏力トルクを検出するように、磁歪式トルクセンサ２
２０を制御する。また、第１の制御基板１０１は、ロータ８６の回転角度を検出するよう
に磁極センサ装置２５０を制御する。
　第１の制御基板１０１と磁歪式トルクセンサ２２０とは、トルクセンサ用ケーブル１４
１を介して電気的に接続されている。第１の制御基板１０１と磁極センサ装置２５０とは
、磁極センサ用ケーブル１５１を介して電気的に接続されている。
【００９３】
　第１の制御基板１０１は、ボス５１９Ａを介して右ケース５１の第３収容空間形成部５
１９の内面側に固定されている。第１の制御基板１０１における右ケース５１の側には、
ＣＰＵ１１４が実装されている。第１の制御基板１０１における左ケース５２の側には、
コンデンサ１１９が実装されている。
【００９４】
　第１の制御基板１０１における左ケース５２の側には、トルクセンサ用ケーブル１４１
がコネクタ１４２を介して接続されており、また、磁極センサ用ケーブル１５１がコネク
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タ１５２を介して接続されている。なお、図５においては、トルクセンサ用ケーブル１４
１と磁極センサ用ケーブル１５１とを重ねて示している。また、コネクタ１４２とコネク
タ１５２とを重ねて示している。
【００９５】
　トルクセンサ用ケーブル１４１は、コネクタ１４３を介して磁歪式トルクセンサ２２０
に接続されている。
　磁極センサ用ケーブル１５１は、左ケース５２に設けられた貫通孔５３２を介して、左
ケース５２の外側に取り回されており、磁極センサ装置２５０のセンサ部２６１に電気的
に接続されている。
【００９６】
　第２の制御基板１０２は、ドライバ用の制御基板である。第２の制御基板１０２は、磁
極センサ装置２５０により検出されたロータ８６の回転角度に基づいて、ブラシレスモー
タ１５の通電を制御するドライバ手段として機能する。
　第２の制御基板１０２とブラシレスモータ１５とは、モータ用ケーブル１６１を介して
電気的に接続されている。第２の制御基板１０２における右ケース５１の側には、モータ
用ケーブル１６１がコネクタ１６２を介して接続されている。モータ用ケーブル１６１は
、左ケース５２に設けられた貫通孔５３１を介して、左ケース５２の外側に取り回されて
おり、ブラシレスモータ１５に電気的に接続されている。
【００９７】
　第２の制御基板１０２は、ボス５２９Ａを介して左ケース５２の第３収容空間形成部５
２９に固定されている。第２の制御基板１０２における左ケース５２の側には、ＦＥＴ１
１７が設けられている。第２の制御基板１０２における左ケース５２の側には、ヒートシ
ンク１１３が設けられている。ヒートシンク１１３は、第２の制御基板１０２とヒートシ
ンク１１３との間にＦＥＴ１１７を位置させた状態で、第２の制御基板１０２に設けられ
ている。
【００９８】
　本実施形態に係る電動アシスト自転車１においては、人力によって、ペダル１９Ｌ，１
９Ｒが駆動方向（正転方向）に踏み込まれると、ペダルクランク軸１７が回転する。ペダ
ルクランク軸１７が回転すると、第１ワンウェイクラッチ２６を介して、外挿軸部材２１
０が回転する。この回転により、外挿軸部材２１０に固定されている駆動スプロケット２
１が回転する。駆動スプロケット２１が回転すると、チェーン２２を介して後輪ＷＲに駆
動力が付与される。駆動スプロケット２１に係るトルクは、運転者がペダル１９Ｌ，１９
Ｒを踏む込む力、つまり踏力トルクとして検出される。
【００９９】
　第２の制御基板１０２には、ブラシレスモータ１５が負荷として接続され、また、電源
としてバッテリ１３が接続されている。
　第２の制御基板１０２において、ブラシレスモータ１５のドライブ回路は、ＦＥＴ１１
７、コンデンサ１１９、ダイオード（図示せず）などから構成されている。ブラシレスモ
ータ１５のプラス端子には、バッテリ１３のプラス電極が接続され、マイナス端子には、
ＦＥＴ１１７を介してバッテリ１３のマイナス電極が接続される。
【０１００】
　ブラシレスモータ１５に供給される電流は、ＣＰＵ１１４からＦＥＴ１１７のゲートに
印加される電圧によって決定される。ＣＰＵ１１４は、踏力値に対応する踏力トルク値／
電圧テーブルを参照したり、予定の演算式に従って演算したりすることにより、踏力トル
ク値に対応する電圧値を求め、その電圧をＦＥＴ１１７のゲートに印加する。ＣＰＵ１１
４に入力される踏力トルク値が増大するのに伴って、ブラシレスモータ１５の出力が増大
するように、踏力トルク値／電圧テーブル又は演算式を設定することが好ましい。
【０１０１】
　運転者がペダル１９Ｌ，１９Ｒを踏み込み、踏力トルクが掛かっているときには、ブラ
シレスモータ１５は、第２の制御基板１０２により駆動されて、アシストユニット１６の
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アシストスプロケット２４からチェーン２２に補助トルクが加わる。
　さらに運転者による踏力トルクがペダル１９Ｌ，１９Ｒに加わることで、車速が増加し
て所定の速度を超えると、ブラシレスモータ１５を停止して、補助トルクがチェーン２２
に加わらないようにする。
【０１０２】
　以上のように構成された本実施形態によれば、例えば、以下の効果が奏される。
　本実施形態によれば、磁極センサ装置２５０は、磁極マグネット本体２５２からピニオ
ンギヤ５８の歯面部へ延出する延出部２５４と、延出部２５４の径方向外周側に当接する
シール部材２５５と、を備える。そのため、モータ軸５７の長さの増加を抑制しつつ、ピ
ニオンギヤ５８の歯面部の長さを長く設定することができる。また、ピニオンギヤ５８と
噛み合う部分で用いられるグリス等の潤滑剤が磁極センサ装置２５０に影響を及ぼすこと
なく、磁極センサ装置２５０の検出精度を確保することができる。
【０１０３】
　本実施形態によれば、センサ部２６１は、磁極マグネット部２５１の径方向外側からマ
グネット２５３に対向しているため、磁極マグネット本体２５２とシール部材２５５とが
隣接して配置されていても、設計の自由度が高く、磁極センサに係るスペースを有効に活
用できる構造を採用することができる。
【０１０４】
　このように、本実施形態によれば、ブラシレスモータ１５を高出力化（高トルク化）し
つつ、モータ軸５７の長さの増加を抑制すると共に、モータ軸５７に設けられるピニオン
ギヤ５８の歯面部の長さを長く設定することができる。
【０１０５】
　本実施形態によれば、モータ軸５７がその一方端及び他方端で支持される２点支持構造
となっている。そのため、モータ軸５７の支持スパンを長く設定することができ、ブラシ
レスモータ１５の高出力化（高トルク化）を図ることができる。また、モータ軸５７の中
央部に軸受けを用いる必要がないため、磁極センサ装置２５０において磁極マグネット本
体２５２やシール部材２５５の設計の自由度を高くすることができる。従って、ピニオン
ギヤ５８の歯面部の長さを長く設定することができる。
【０１０６】
　本実施形態によれば、延出部２５４は、磁極マグネット本体２５２よりも小径の筒状に
形成され、シール部材２５５は、マグネット２５３よりも小径の範囲に配置される。その
ため、延出部２５４及びシール部材２５５におけるモータ軸５７の径方向の大きさの増加
を抑制することができる。
【０１０７】
　本実施形態によれば、磁極マグネット部２５１は、延出部２５４の反対側でロータ８６
に当接される。そのため、磁極マグネット部２５１によってロータ８６がモータ軸５７の
スラスト方向へ移動することを規制することができる。従って、ロータ８６に対する別途
のスラスト止めを不要とすることができる。
【０１０８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定され
ることなく、種々の形態で実施することができる。
　例えば、前記実施形態においては、ブラシレスモータ１５は、ユニットケース５０の左
ケース５２に固定されているが、これに制限されず、右ケース５１に固定してもよい。
　前記実施形態においては、ペダルクランク軸１７は、ユニットケース５０に支持されて
いるが、これに制限されず、車体フレームに支持させることができる。
【符号の説明】
【０１０９】
１　電動アシスト自転車
１５　ブラシレスモータ
１６　アシストユニット
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１７　ペダルクランク軸
２２　チェーン
２４　アシストスプロケット
５０　ユニットケース
５１　右ケース（右のケース）
５２　左ケース（左のケース）
５７　モータ軸
５８　ピニオンギヤ
６４　出力軸
６８，６９　出力軸受け
７５　モータヨーク部
８５　ステータ
８６　ロータ
９１，９２　モータ軸受け（軸受け）
１０２　第２の制御基板（ドライバ手段）
２５０　磁極センサ装置（磁極センサ手段）
２５１　磁極マグネット部
２５２　磁極マグネット本体
２５３　マグネット
２５４　延出部
２５５　シール部材（シール手段）
２６１　センサ部
ＷＲ　後輪

【図１】 【図２】
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