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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周部に第１の歯部を有する小歯車と、前記小歯車と同軸上に設けられ、前記小歯車よ
りも外方に突出した位置の外周部に第２の歯部を有し前記第２の歯部と前記第１の歯部と
の間に突出面を有する大歯車とを備えるロータと、前記小歯車の第１の歯部と噛み合う第
１の従動歯車と、前記大歯車の第２の歯部と噛み合い前記ロータが所定の角度だけ回転し
たとき前記第１の従動歯車の回転数と異なる回転数を有する第２の従動歯車と、前記第１
の従動歯車及び前記第２の従動歯車の回転角に応じて前記ロータの回転角を検出可能な回
転検出部と、を有し、
　前記大歯車の前記突出面と、前記第１の従動歯車の前記大歯車との対向面間に凸部が設
けられており、
　前記凸部は、前記大歯車の前記突出面に、前記ロータの回転軸を中心として形成された
環状リブであり、あるいは前記凸部は、前記大歯車の前記突出面と対向する前記第１の従
動歯車の前記対向面に、前記第１の従動歯車の回転軸を中心として形成された環状リブで
あり、
　前記回転軸からの半径が異なる複数本の前記環状リブが設けられ、各環状リブ間に凹状
の空間が形成されていることを特徴とする回転角センサ。
【請求項２】
　前記環状リブ間に形成された前記空間内に潤滑剤が充填されている請求項１記載の回転
角センサ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同軸上に大歯車と小歯車とを備える２段歯車からなるロータと、大歯車及び
小歯車に夫々、噛み合う従動歯車とを備える回転角センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ハンドル等の操舵角を検出することが可能な回転角センサが開示され
ている。特許文献１に示す回転角センサは、大歯車と小歯車とが同軸上に一体に形成され
て成るロータと、小歯車に噛み合う第１の従動歯車（回転検出歯車）と大歯車に噛み合う
第２の従動歯車（回転検出歯車）とを有して構成される。各従動歯車は、ロータが１回転
したときに、夫々、異なる回転数となるように構成されており、回転検出部にて検出され
た各従動歯車の回転角に基づいて、ロータの多回転角（絶対角）の検出が可能になってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３４０６７７号公報
【特許文献２】実開平６－５６４４号公報
【特許文献３】実開昭６４－１７０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した回転角センサの構造では、小歯車に噛み合う第１の従動歯車は、小歯車よりも
外方に突出する大歯車と高さ方向で対向した位置関係にあるため、前記第１の従動歯車が
大歯車の回転軸方向に圧力等を受けた場合や、第１の従動歯車に対する取付精度の低下や
ばらつき等により大歯車と干渉する可能性があった。大歯車と小歯車とは歯数が異なる。
このため、小歯車に噛み合う第１の従動歯車が大歯車に干渉すると、第１の従動歯車の回
転動作が不安定となった。
【０００５】
　また小歯車の歯部の裾部分にバリやコーナーR等が生じていると、小歯車に噛み合う第
１の従動歯車を安定してスムースに回転させることができない問題があった。更には、小
歯車に噛み合う第１の従動歯車が大歯車の突出面上を摺動しながら回転動作する形態では
、接触面積が広くなるため第１の従動歯車と大歯車間の摩擦が大きくなる問題があった。
【０００６】
　以上のような問題が生じることで、出力信号が乱れたりノイズが生じる等、高精度な回
転検出を妨げていた。
【０００７】
　特許文献２，３に記載された発明は、歯車の抜け止めを防止する構造に関するものであ
り、小歯車と大歯車とが同軸上に設けられたロータと、小歯車及び大歯車に夫々噛み合う
従動歯車とを有する回転角センサの構造ではなく、したがって、小歯車に噛み合う第１の
従動歯車が大歯車に干渉するのを抑制した構成について何も記載されていない。
【０００８】
　そこで本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、特に、小歯車に噛み合う
第１の従動歯車が小歯車と同軸上に設けられた大歯車に干渉するのを効果的に抑制できる
回転角センサを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明における回転角センサは、外周部に第１の歯部を有する小歯車と、前記小歯車と
同軸上に設けられ、前記小歯車よりも外方に突出した位置の外周部に第２の歯部を有し前



(3) JP 5097800 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

記第２の歯部と前記第１の歯部との間に突出面を有する大歯車とを備えるロータと、前記
小歯車の第１の歯部と噛み合う第１の従動歯車と、前記大歯車の第２の歯部と噛み合い前
記ロータが所定の角度だけ回転したとき前記第１の従動歯車の回転数と異なる回転数を有
する第２の従動歯車と、前記第１の従動歯車及び前記第２の従動歯車の回転角に応じて前
記ロータの回転角を検出可能な回転検出部と、を有し、
　前記大歯車の前記突出面と、前記第１の従動歯車の前記大歯車との対向面間に凸部が設
けられており、
　前記凸部は、前記大歯車の前記突出面に、前記ロータの回転軸を中心として形成された
環状リブであり、あるいは前記凸部は、前記大歯車の前記突出面と対向する前記第１の従
動歯車の前記対向面に、前記第１の従動歯車の回転軸を中心として形成された環状リブで
あり、
　前記回転軸からの半径が異なる複数本の前記環状リブが設けられ、各環状リブ間に凹状
の空間が形成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　これにより、第１の従動歯車を大歯車の突出面から浮かせた状態で小歯車に噛み合わせ
ることができ、第１の従動歯車が小歯車と歯数が異なる大歯車と干渉するのを効果的に抑
制することが可能になる。また、小歯車の外周部に設けられる第１の歯部の裾部にバリや
コーナーRが形成されること等があっても、第１の従動歯車を大歯車の突出面から浮かせ
たことで、第１の従動歯車を、第１の歯部の裾部の状態に関わらず、小歯車に確実且つ安
定して噛み合わせることができる。したがって本発明では、従来に比べて、回転角度を高
精度に検出することができる。
【００１１】
　本発明では、前記凸部は、前記大歯車の前記突出面に、前記ロータの回転軸を中心とし
て形成された環状リブである。このように本発明では大歯車の突出面を利用して簡単且つ
適切に環状リブを形成することが可能である。
【００１２】
　また本発明では、前記回転軸からの半径が異なる複数本の前記環状リブが設けられ、各
環状リブ間に凹状の空間が形成されている。このとき、前記環状リブ間の前記間隔内に潤
滑剤を充填することができる。これにより、第１の従動歯車とロータの大歯車間での摺動
摩擦を効果的に低減でき、第１の従動歯車をより安定してスムースに回転動作させること
ができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の回転角センサによれば、第１の従動歯車を大歯車の突出面から浮かせた状態で
小歯車に噛み合わせることができ、第１の従動歯車が小歯車と歯数が異なる大歯車と干渉
するのを効果的に抑制することが可能になる。また、小歯車の外周部に設けられる第１の
歯部の裾部にバリやコーナーRが形成されること等があっても、第１の従動歯車を大歯車
の突出面から浮かせたことで、第１の従動歯車を、第１の歯部の裾部の状態に関わらず、
小歯車に確実且つ安定して噛み合わせることができる。したがって本発明では、従来に比
べて、回転角度を高精度に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の回転角センサの斜視図、
【図２】本実施形態の回転角センサの分解斜視図、
【図３】本実施形態の回転角センサからカバーを取り外した状態の基本構成を示す正面図
、
【図４】本実施形態におけるロータの一部を拡大して特徴的構成を示した部分拡大斜視図
、
【図５】本実施形態の特徴的構成を備えたロータと従動歯車とを噛み合わせた状態を示す
部分斜視図、
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【図６】本実施形態における特徴的構成を示すロータ及び第１の従動歯車との部分拡大縦
断面図、
【図７】（ａ）～（ｃ）は、ロータを構成する大歯車と、小歯車と噛み合う第１の従動歯
車との間に形成される凸部（環状リブ）の構成を示す側面図であり、（ａ）（ｂ）は実施
形態を示し、（ｃ）は参考例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１ないし図３は、本実施形態における回転角センサの基本的構成について説明するた
めの図である。図１は回転角センサの斜視図、図２は、回転角センサの分解斜視図、図３
は、カバーを取り外した状態の回転角センサの正面図である。なお図３では、後で説明す
る基板についても除いて図示したが、前記基板に配置される磁気検出素子は、マグネット
との配置関係を説明するために図面に残した。
【００１６】
　まず図１ないし図３を用いて、本実施形態における回転角センサの基本的構成を説明す
る。
【００１７】
　本実施形態における回転角センサ１は、前面が開口されたケース２と、ケース２の開口
に装着されてケース２との間に収容部を形成するカバー３とを備える。ケース２とカバー
３は夫々、主面２ａ，３ａと、主面２ａ，３ａの外周に沿って形成された側壁部２ｂ，３
ｂとを有して構成される。
【００１８】
　図１ないし図３に示すように、ケース２及びカバー３の主面２ａ，３ａには夫々、円形
状（円筒状）の貫通孔２ｃ，３ｃが形成され、貫通孔２ｃ，３ｃの周囲に円環状の軸受部
２ｄ，３ｄが設けられている。
【００１９】
　ケース２内には、ケース２及びカバー３の軸受部２ｄ，３ｄに回転可能に支持されるロ
ータ６が取り付けられる。ロータ６は、図示しないハンドル等の駆動軸に連結して一体回
転するものであり、駆動軸が挿通される開口部２１を有して円環状に形成される。ロータ
６には、内周面から一対のキー２２が径方向内側に突出して形成され、一対のキー２２は
回転中心を挟んだ対向位置に設けられている。ロータ６は、この一対のキー２２に駆動軸
側のキーが係合されることで、駆動軸に対して一体回転可能に連結される。
【００２０】
　図２，図３に示すように、ロータ６の外周面には、小歯車２５と大歯車２４とが回転軸
Ｏ方向に重ねて一体に形成されており、２段歯車を構成している。小歯車２５の外周部に
凹凸形状の第１の歯部２５ａが形成されている。大歯車２４は、小歯車２５よりも外方に
突出した位置の外周部に凹凸形状の第２の歯部２４ａを有する。そして、大歯車２４には
、第１の歯部２５ａと第２の歯部２４ａとの間に突出面２４ｂが形成されている（図３参
照）。第１の歯部２５ａの歯数は、第２の歯部２４ａの歯数よりも少ない。
【００２１】
　また図２，図３に示すように、ケース２内には、小歯車２５に噛み合う第１の従動歯車
７と、大歯車２４に噛み合う第２の従動歯車８が取り付けられる。第１の従動歯車７及び
第２の従動歯車８は、ケース２の主面２ａに形成されたピン２７（図２には一方のピンの
みが図示されている）により回転可能に支持されている。
【００２２】
　第１の従動歯車７と第２の従動歯車８は外周部に同じ歯数の歯部を有している。本実施
形態では、第１の従動歯車７と第２の従動歯車８に同じ形状のものを使用することが可能
である。
【００２３】
　第１の従動歯車７は、ロータ６の小歯車２５に噛み合う位置に設けられ、第２の従動歯
車８は、ロータ６の大歯車２４に噛み合う位置に設けられるから、第１の従動歯車７と第



(5) JP 5097800 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

２の従動歯車８は高さ方向（ケース２の主面２ａからカバー３の主面３ａ方向、回転軸Ｏ
方向）にずれて配置される。すなわち本実施形態では、第１の従動歯車７は第２の従動歯
車８よりもカバー３の主面３ａ側に配置され、第２の従動歯車８は、第１の従動歯車７よ
りもケース２の主面２ａ側に配置される。
【００２４】
　また小歯車２５に噛み合う第１の従動歯車７の少なくとも歯部７ｃの部分は、図３に示
すように、大歯車２４の突出面２４ｂと高さ方向にて対向した位置関係となる。
【００２５】
　図２に示すように第１の従動歯車７及び第２の従動歯車８には、中央部に、ピン２７を
挿入するための貫通孔７ａ，８ａが形成され、その周囲に有底状の凹部７ｂ，８ｂが形成
されている。
　そして前記凹部７ｂ，８ｂ内にマグネット（磁石）１１，１２が装着される。
【００２６】
　また、基板１５が、ケース２の主面２ａに形成されたピン１８（ピンは計４個、図２、
図３参照）を介して装着される。また、磁気検出素子（例えばＧＭＲ素子）１６，１７が
基板１５のケース２の主面２ａと対向する面側に配置されている。
【００２７】
　図３に示すように、磁気検出素子１６，１７は、マグネット１１，１２の中央部と対向
する位置に配置される。なお、磁気検出素子１６，１７とマグネット１１，１２とは非接
触である。マグネット１１，１２の回転に伴って変化する磁界を磁気検出素子１６，１７
にて検出できる。
【００２８】
　基板１５には図示しない演算回路が設けられている。演算回路では、磁気検出素子１６
，１７の出力に基づいて、ロータ６の多回転角度（絶対角）を演算することが可能である
。
【００２９】
　また基板１５には、出力回路に接続されるコネクタピン１９が固定されている。各コネ
クタピン１９は、カバー３の主面３ａに形成されたピン位置に対応した貫通孔を備えるコ
ネクタ部２０から外部に露出した状態で支持されている。
【００３０】
　ケース２の側壁部２ｂには掛止穴２ｅが設けられ、カバー３の側壁部３ｂには掛止凸部
３ｅが設けられる。またカバー３側には図示しないピンが設けられ、ケース２側には前記
ピンに対応する挿入孔２ｆが設けられる。そして、前記ピンを挿入孔２ｆに挿入し、掛止
凸部３ｅを掛止穴２ｅに凹凸嵌合させることにより、ケース２とカバー３とを図１のよう
に、組み立てることができる。
【００３１】
　上記したように本実施形態では、ロータ６を構成する大歯車２４と小歯車２５の歯数が
異なり（大歯車２４の歯数が小歯車２５の歯数より多い）、一方、大歯車２４及び小歯車
２５に噛み合う各従動歯車７，８の歯数は一致している。よって、ロータ６の回転に対し
て第１の従動歯車７と第２の従動歯車８との間に回転差が生じる。このとき、各従動歯車
７，８の回転とともにマグネット１１，１２が回転し、その際に変化する各外部磁界を、
固定側である各磁気検出素子１６，１７により検出する。そして、各磁気検出素子１６，
１７の出力に基づいて、算出回路では、ロータ６の多回転角（絶対角）を算出することが
できる。
【００３２】
　図４ないし図６の各図を用いて本実施形態における回転角センサの特徴的構成を説明す
る。図４は、ロータ６の一部を拡大して示した部分拡大斜視図、図５は、本実施形態の特
徴的構成を備えたロータと従動歯車とを噛み合わせた状態を示す部分斜視図、図６は、ロ
ータ及び第１の従動歯車との部分拡大縦断面図を示す。
【００３３】
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　本実施形態におけるロータ６は、同軸上に小歯車２５と大歯車２４とが重なって一体に
形成された２段歯車構造である。そして、大歯車２４は、小歯車２５よりも外方に突出し
、大歯車２４には、小歯車２５の第１の歯部２５ａと大歯車２４の第２の歯部２４ａとの
間に突出面２４ｂが形成されている。
【００３４】
　そして、図４ないし図６に示すように、前記突出面２４ｂ上には凸状の複数本の環状リ
ブ３０，３１が形成されている。
【００３５】
　図６に示すように環状リブ３０は、回転軸Ｏから半径ｒ１で形成されている。また環状
リブ３１は、回転軸Ｏから半径ｒ２で形成される。各環状リブ３０，３１の幅中心から回
転軸Ｏまでの長さ寸法が前記半径である。そして、半径ｒ２＞半径ｒ１となっている。よ
って、回転軸Ｏからみたときに、環状リブ３０は、小歯車２５の第１の歯部２５ａに近い
内側に形成され、環状リブ３１は、大歯車２４の第２の歯部２４ａに近い外側に形成され
る。
【００３６】
　ここで「環状リブ」とは、完全な環状、すなわち円形状であるものに限定されない。各
環状リブ３０，３１に直線的な部分や蛇行する部分等があってもよい。また環状リブ３０
，３１は連続的に形成されることが好ましいが、間欠的に形成される構成も含まれる。
【００３７】
　図６に示すように、環状リブ３０，３１は、上面３０ａ，３１ａと側面３０ｂ，３１ｂ
とを有して構成される。そして小歯車２５の第１の歯部２５ａに噛み合う歯部７ｃを備え
る第１の従動歯車７が環状リブ３０，３１の上面３０ａ，３１ａに当接して、あるいは若
干の隙間を有して回転可能に支持されている。図６に示すように各環状リブ３０，３１の
上面３０ａ，３１ａと側面３０ｂ，３１ｂとの角部３０ｃはＲ形状で形成されることが、
摺動面積を小さくでき、また例えば第１の従動歯車７に対し大歯車２４の方向に圧力等が
加わっても第１の従動歯車７及び環状リブ３０，３１が損傷等を受けにくく、第１の従動
歯車７を安定してスムースに回転動作させることができ好適である。
【００３８】
　図４ないし図６に示すように本実施形態では環状リブ３０，３１を複数本設けており、
各環状リブ３０，３１の間に凹状の空間３２が形成されている。よって、本実施形態では
、潤滑剤３３を空間３２内に充填することが可能である。
【００３９】
　このように本実施形態では、大歯車２４の突出面２４ｂと第１の従動歯車７の大歯車２
４との対向面（下面）７ｄとの間に凸部（環状リブ３０，３１）が設けられている。
【００４０】
　したがって図６に示すように第１の従動歯車７を大歯車２４の突出面２４ｂから浮かせ
た状態で小歯車２５に噛み合わせることができる。このため、例えば、第１の従動歯車７
に大歯車２４の突出面２４ｂ方向への圧力等が加わり、第１の従動歯車７が大歯車２４の
第２の歯部２４ａ方向に近づく変位（傾き）を生じた場合でも、第１の従動歯車７が小歯
車２５と歯数が異なる大歯車２５と干渉するのを効果的に抑制することができる。
【００４１】
　また図６に示すように、小歯車２５の第１の歯部２５ａの裾部にバリ３４が生じていた
り、裾部が適切に垂直面で形成されず傾斜面３５等を構成しているような場合でも、第１
の従動歯車７を大歯車２４の突出面２４ｂから浮かせたことで、第１の従動歯車７を小歯
車２５に障害なく確実且つ安定して噛み合わせることができる。
【００４２】
　以上により本実施形態の回転角センサによれば、従来に比べて、回転角度を高精度に検
出することが可能である。
【００４３】
　また本実施形態では、回転軸Ｏから半径ｒ１，ｒ２の異なる複数本の環状リブ３０，３
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１（ここでの環状リブは連続的に環状に繋がった形状）を大歯車２４の突出面２４ｂに形
成している。そして各環状リブ３０，３１の間には凹状の空間３２が形成されており、空
間３２内に潤滑剤３３を充填することが出来る。
【００４４】
　このような構成にすることで、上記した効果に加えて第１の従動歯車７と大歯車２４間
での摺動摩擦を長期に渡り効果的に低減できる。以上により、第１の従動歯車７をより安
定してスムースに回転動作させることができ、回転検出の信号が乱れたりノイズが生じる
等の不具合を抑制することが可能であり、回転角度の検出精度をより効果的に向上させる
ことが可能である。
【００４５】
　図７は、本実施形態における回転角センサの部分側面図である。図７（ａ）は、図４な
いし図６で説明した大歯車２４の突出面２４ｂに複数本の環状リブ３０，３１を設けた例
である。図７（ｂ）は、大歯車２４の突出面２４ｂと対向する第１の従動歯車７の対向面
７ｄ側に環状リブ４０，４１を設けた例である。図７（ｂ）に示す環状リブ４０、４１は
、第１の従動歯車７の回転軸を中心として異なる半径により形成される。図７（ｂ）の構
成でも環状リブ４０，４１間の空間に潤滑剤４２が充填されている。ただし、環状リブ４
０，４１を、第１の従動歯車７の外周部に形成される凹凸状の歯部７ｃから内側に離れた
部分に形成しないと、潤滑剤４２を充填する空間を形成できないことから（歯部７ｃの部
分では凸状の歯の部分にしか環状リブを形成できないから連続的に環状に繋がる環状リブ
を形成できない）、図７（ａ）に示すようにスペース的な余裕のある大歯車２４の突出面
２４ｂ上に環状リブ３０，３１を形成することが好適である。なお、第１の従動歯車７の
対向面７ｄ及び大歯車２４の突出面２４ｂの双方に夫々、環状リブを形成する構成として
もよい。
【００４６】
　また図７（ｃ）は、大歯車２４の突出面２４ｂ上に１つの環状リブ４５を形成した例で
ある。図７（ｃ）の構成であっても、第１の従動歯車７を大歯車２４の突出面２４ｂから
浮かせた状態で小歯車２５に噛み合わせることができ、第１の従動歯車７が小歯車２５と
歯数が異なる大歯車２４と干渉するのを効果的に抑制することができる。また、第１の従
動歯車７を大歯車２４の突出面２４ｂから浮かせた状態とするには凸部は環状リブ以外の
形状であってもよい。例えば多数のドット状の凸部が大歯車２４の突出面２４ｂ上に形成
された構成とすることもできる。ただし、第１の従動歯車７を安定してスムースに回転動
作させるには環状リブ（連続的に環状に繋がったリブ）を複数本形成し、潤滑剤の充填を
施すことが好適である。
【００４７】
　また上記では、図４ないし図７（ａ）（ｂ）では環状リブを２本形成したが、３本以上
形成することも可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１　回転角センサ
２　ケース
３　カバー
６　ロータ
７　第１の従動歯車
８　第２の従動歯車
１１、１２　マグネット
１５　基板
１６、１７　磁気検出素子
２４　大歯車
２４ａ　第２の歯部
２４ｂ　（大歯車の）突出面
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２５　小歯車
２５ａ　第１の歯部
３０、３１、４０、４１、４５　環状リブ
３２　空間
３３、４２　潤滑剤

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】



(11) JP 5097800 B2 2012.12.12

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－２７６２４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４０６７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６４－１７０５５（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｄ　５／００－　５／６２
              Ｆ１６Ｈ　１／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

