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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾倒操作を行うことによって２次元のポジション、および、前記２次元のポジションに
略直交する軸方向の３方向のポジションを指示する操作部と、
　前記操作部に設けられ、前記傾倒操作を行う方向に対して垂直方向に磁化されたカウン
ター磁石と、
　感磁方向が直交する第１及び第２の磁気抵抗素子からなるハーフブリッジ回路と前記ハ
ーフブリッジを４５°回転させたハーフブリッジを用いて形成したフルブリッジ回路を十
字の各頂点に第１～第４のフルブリッジとしてそれぞれ配置し、前記傾倒操作に基づく前
記磁界の方向の変化に基づいて、対向する前記第１及び第２のフルブリッジから第１の出
力電圧、及び対向する前記第３及び第４のフルブリッジから第２の出力電圧を出力する第
１の磁気センサと、
　前記十字に配置されたフルブリッジ回路の略中心に配置され、前記軸方向の操作に基づ
く前記磁界の磁束密度の変化に基づいて、第３の出力電圧を出力する第２の磁気センサと
、を有し、
　前記第１及び第２の出力電圧に基づいて前記傾倒操作によって指示された前記２次元の
ポジション、及び、第３の出力電圧に基づいて前記軸方向の操作によって指示された前記
軸方向のポジションを検出することを特徴とするポジション検出装置。
【請求項２】
　前記第１の磁気センサはＭＲセンサ、前記第２の磁気センサはホールセンサであること
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を特徴とする請求項１に記載のポジション検出装置。
【請求項３】
　前記カウンター磁石は、前記第１の磁気センサの前記第１乃至第４のフルブリッジをす
べて覆う着磁面を有することを特徴とする請求項１または２に記載のポジション検出装置
。
【請求項４】
　感磁方向が直交する第１及び第２の磁気抵抗素子からなるハーフブリッジ回路と前記ハ
ーフブリッジを４５°回転させたハーフブリッジを用いて形成したフルブリッジ回路を十
字の各頂点に第１～第４のフルブリッジとしてそれぞれ配置し、２次元のポジションを指
示する傾倒操作に基づく前記磁界の方向の変化に基づいて、対向する前記第１及び第２の
フルブリッジから第１の出力電圧、及び対向する前記第３及び第４のフルブリッジから第
２の出力電圧を出力するＭＲセンサと、
　前記十字に配置されたフルブリッジ回路の略中心に配置され、前記軸方向の操作に基づ
く前記磁界の磁束密度の変化に基づいて、第３の出力電圧を出力するホールセンサと、を
有し、
　前記４つのＭＲセンサと前記ホールセンサが一体的にモールドされ、ワンパッケージに
より形成されていることを特徴とするポジションセンサ素子。
【請求項５】
　前記４つのＭＲセンサが基板上に半導体プロセスにより形成され、前記基板上に前記ホ
ールセンサがスタックされて一体的にモールドされ、ワンパッケージにより形成されてい
ることを特徴とする請求項４に記載のポジションセンサ素子。
【請求項６】
　前記第１の磁気センサおよび前記第２の磁気センサが、請求項４または５のポジション
センサ素子で構成されていることを特徴とする請求項１に記載のポジション検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指示された２次元およびこれに直交する３方向のポジションを検出するポジ
ションセンサ素子およびポジション検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、シフトレバーの変位に連動して変位するマグネット板と、対面して
配置された板状の磁性体である一対の磁性板を有する第１のヨーク及び第２のヨークと、
マグネット板の磁石から生じる磁束密度の変化を計測するための磁気検出素子とを備えた
位置センサが知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　このマグネット板は、非磁性体である非磁性部分と、磁性体である磁石体とが、周方向
に交互に配置された略扇状の板状部材からなっている。また、第１及び第２のヨークは、
所定の間隙である第１及び第２の隙間を設けた状態で一対の磁性板を保持する第１及び第
２のブリッジ部を備えている。
【０００４】
　この位置センサによると、シフトレバーの変位によってマグネット板が変位し、第１又
は第２のヨークに収容される磁石体の数に応じて磁気検出素子で検出される磁束密度が段
階的に変化するので、検出された磁束密度に基づいたシフトレバーのシフトポジションを
検出することが可能になる。
【特許文献１】特開２００７－４０７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の位置センサによると、磁気検出素子で検出される磁束密度の変化の幅が
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小さく、外部磁場の影響によって誤作動する可能性があり、また、シフトレバーの変位に
よって指示された２次元方向しかポジションを検出できない。
【０００６】
　従って本発明の目的は、非接触によって、安定して２次元のポジションを検出でき、か
つ、この２次元のポジションに略直交する方向の合計３方向のポジションを検出できるポ
ジションセンサ素子およびポジション検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［１］本発明は上記目的を達成するため、傾倒操作を行うことによって２次元のポジショ
ン、および、前記２次元のポジションに略直交する軸方向の３方向のポジションを指示す
る操作部と、前記操作部に設けられ、前記傾倒操作を行う方向に対して垂直方向に磁化さ
れたカウンター磁石と、感磁方向が直交する第１及び第２の磁気抵抗素子からなるハーフ
ブリッジ回路と前記ハーフブリッジを４５°回転させたハーフブリッジを用いて形成した
フルブリッジ回路を十字の各頂点に第１～第４のフルブリッジとしてそれぞれ配置し、前
記傾倒操作に基づく前記磁界の方向の変化に基づいて、対向する前記第１及び第２のフル
ブリッジから第１の出力電圧、及び対向する前記第３及び第４のフルブリッジから第２の
出力電圧を出力する第１の磁気センサと、前記十字に配置されたフルブリッジ回路の略中
心に配置され、前記軸方向の操作に基づく前記磁界の磁束密度の変化に基づいて、第３の
出力電圧を出力する第２の磁気センサと、を有し、前記第１及び第２の出力電圧に基づい
て前記傾倒操作によって指示された前記２次元のポジション、及び、第３の出力電圧に基
づいて前記軸方向の操作によって指示された前記軸方向のポジションを検出することを特
徴とするポジション検出装置を提供する。
【０００８】
［２］前記第１の磁気センサはＭＲセンサ、前記第２の磁気センサはホールセンサである
ことを特徴とする上記［１］に記載のポジション検出装置であってもよい。
【０００９】
［３］また、前記カウンター磁石は、前記第１の磁気センサの前記第１乃至第４のフルブ
リッジをすべて覆う着磁面を有することを特徴とする上記［１］または［２］に記載のポ
ジション検出装置であってもよい。
【００１０】
［４］本発明は上記目的を達成するため、感磁方向が直交する第１及び第２の磁気抵抗素
子からなるハーフブリッジ回路と前記ハーフブリッジを４５°回転させたハーフブリッジ
を用いて形成したフルブリッジ回路を十字の各頂点に第１～第４のフルブリッジとしてそ
れぞれ配置し、２次元のポジションを指示する傾倒操作に基づく前記磁界の方向の変化に
基づいて、対向する前記第１及び第２のフルブリッジから第１の出力電圧、及び対向する
前記第３及び第４のフルブリッジから第２の出力電圧を出力するＭＲセンサと、前記十字
に配置されたフルブリッジ回路の略中心に配置され、前記軸方向の操作に基づく前記磁界
の磁束密度の変化に基づいて、第３の出力電圧を出力するホールセンサと、を有し、前記
４つのＭＲセンサと前記ホールセンサが一体的にモールドされ、ワンパッケージにより形
成されていることを特徴とするポジションセンサ素子を提供する。
【００１１】
［５］前記４つのＭＲセンサが基板上に半導体プロセスにより形成され、前記基板上に前
記ホールセンサがスタックされて一体的にモールドされ、ワンパッケージにより形成され
ていることを特徴とする上記［４］に記載のポジションセンサ素子であってもよい。
【００１２】
［６］また、前記第１の磁気センサおよび前記第２の磁気センサが、請求項４または５の
ポジションセンサ素子で構成されていることを特徴とする上記［１］に記載のポジション
検出装置であってもよい。
【発明の効果】
【００１３】
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　このような構成によれば、非接触によって、安定して２次元のポジションを検出でき、
かつ、この２次元のポジションに略直交する方向の合計３方向のポジションを検出できる
ポジションセンサ素子およびポジション検出装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（本発明の実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係るポジション検出装置１の操作部１０（ジョイスティ
ック）の概略図である。図２は、ＭＲセンサ３０（第１の磁気センサ）とホールセンサ４
０（第２の磁気センサ）をワンパッケージにしたポジションセンサ素子５０の外観斜視図
である。図３は、本発明の実施の形態に係るポジション検出装置またはポジションセンサ
素子を構成するＭＲセンサ３０の等価回路図である。
【００１５】
　本発明の実施の形態に係るポジション検出装置１は、傾倒操作を行うことによって２次
元（Ｘ、Ｙ）のポジション、および、この２次元のポジションに直交するＺ軸方向の３方
向のポジションを指示する操作部１０と、操作部１０に設けられ、傾倒操作を行う方向に
対して垂直方向（Ｚ方向）に磁化されたカウンター磁石２０と、感磁方向が直交する第１
及び第２の磁気抵抗素子からなるハーフブリッジ回路とこのハーフブリッジを４５°回転
させたハーフブリッジを用いて形成したフルブリッジ回路を十字の各頂点に第１～第４の
フルブリッジとしてそれぞれ配置し、傾倒操作に基づく磁界の方向の変化に基づいて、対
向する第１及び第３のフルブリッジから第１の出力電圧、及び対向する第２及び第４のフ
ルブリッジから第２の出力電圧を出力する第１の磁気センサとしてのＭＲセンサ３０と、
十字に配置されたフルブリッジ回路の略中心に配置され、軸方向（Ｚ方向）の操作に基づ
く磁界の磁束密度の変化に基づいて、第３の出力電圧を出力する第２の磁気センサとして
のホールセンサ４０と、を有し、第１及び第２の出力電圧に基づいて傾倒操作によって指
示された２次元のポジション、及び、第３の出力電圧に基づいて軸方向の操作によって指
示された軸方向のポジションを検出する構成とされている。尚、図１では、ＭＲセンサ３
０とホールセンサ４０が一体にパッケージ化されたポジションセンサ素子５０が基板６０
上に実装されたものとして図示しているが、それぞれが基板６０上にディスクリート部品
として実装されていてもよい。
【００１６】
　操作部１０（ジョイスティック）は、台座１８の上面から垂直方向に立ち上って対向す
る１組の凸部１８ａを有している。凸部１８ａに設けられた開口に挿入された第２のピン
１７は、ロ形状（矩形環状）を有する第２の支持部１６の対応する２辺中央に設けられた
開口にも挿入され、第２の支持部１６は、第２のピン１７を回転軸（Ｙ）として回転自在
に台座１８に設けられている。
【００１７】
　また、第２の支持部１６は、他の２辺中央に開口を有し、コ字形状を有する第１の支持
部１４の対応する両端に設けられた開口に第１のピン１５を挿入することで、第１の支持
部１４を第１のピン１５を回転軸（Ｘ）として回転可能に設けられている。
【００１８】
　また、レバー１２は、第１の支持部１４に固定された円筒状のスライド受け部１３の軸
方向にスライド可能に支持され、上部の一端にはノブ１１が設けられると共に、他端部に
はカウンター磁石２０が設けられている。レバー１２は、図示しないバネ等により中立位
置（Ｚ＝０ｍｍ）に支持され、ノブ１１を上下に移動させることで、例えば、Ｚ方向に３
ｍｍ移動できる構成とされている。
【００１９】
　また、レバー１２は第１のピン１５を回転軸（Ｘ）としてＸ軸回りに傾倒操作（Ｙ方向
の回転）することができ、例えば、―５．５°～５．５°まで傾倒させてカウンター磁石
２０をＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０に対して移動させ、また、第２のピン１７
を回転軸（Ｙ）としてＹ軸回りに傾倒操作（Ｘ方向の回転）することができ、例えば、―
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１０°～１０°まで傾倒させてカウンター磁石２０をＭＲセンサ３０およびホールセンサ
４０に対して移動させ、２次元（Ｘ、Ｙ）のポジションを指示することができる。
【００２０】
（カウンター磁石２０）
　カウンター磁石２０は、傾倒操作を行う２次元方向に対して垂直方向に磁化されており
、一例として、矩形状であって、フェライト磁石、ネオジウム磁石、希土類磁石、アルニ
コ磁石等の永久磁石で形成されている。また、カウンター磁石２０は、例えば、Ｎ極側が
ＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０に対向して配置されている。なお、カウンター磁
石２０の形状は、これに限定されず、例えば、円柱形状等であっても良い。また、カウン
ター磁石２０のＮ極とＳ極を入れ替えた構成としても良い。
【００２１】
（ＭＲセンサ３０）
　図３は、本発明の実施の形態に係るポジション検出装置またはポジションセンサ素子を
構成するＭＲセンサ３０の等価回路図である。
【００２２】
　ＭＲセンサ３０は、ＮｉＦｅパーマロイ、ＮｉＣｏ及びＦｅＣｏ合金等の強磁性金属を
主成分とした薄膜で作成された磁気抵抗素子である第１のＭＲ素子３１ａ及びこの感磁方
向に直交して形成される第２のＭＲ素子３１ｂからなる第１のハーフブリッジ回路３２ａ
と、この第１のハーフブリッジ回路３２ａを４５°回転させた第２のハーフブリッジ回路
３２ｂを用いて第１のフルブリッジ回路３２が形成されている。ハーフブリッジ回路の一
端は電源電圧Ｖｃｃに接続され、他端はグランド（ＧＮＤ）に接続される。
【００２３】
　同様にして、第１のＭＲ素子３１ａ及びこれに直交して形成される第２のＭＲ素子３１
ｂからなる第３のハーフブリッジ回路３３ａと、この第３のハーフブリッジ回路３３ａを
４５°回転させた第４のハーフブリッジ回路３３ｂを用いて第２のフルブリッジ回路３３
が形成されている。また、同様にして、第１のＭＲ素子３１ａ及びこれに直交して形成さ
れる第２のＭＲ素子３１ｂからなる第５のハーフブリッジ回路３４ａと、この第５のハー
フブリッジ回路３４ａを４５°回転させた第６のハーフブリッジ回路３４ｂを用いて第３
のフルブリッジ回路３４が形成されている。また、同様にして、第１のＭＲ素子３１ａ及
びこれに直交して形成される第２のＭＲ素子３１ｂからなる第７のハーフブリッジ回路３
５ａと、この第７のハーフブリッジ回路３５ａを４５°回転させた第８のハーフブリッジ
回路３５ｂを用いて第４のフルブリッジ回路３５が形成されている。
【００２４】
　これらの第１～第４のフルブリッジ回路３２、３３、３４、３５は、図２，３に示すよ
うに、十字の各頂点にそれぞれ配置されている。そしてこれらのフルブリッジ回路を構成
する第１～第８のハーフブリッジ３２ａ、３２ｂ、３３ａ、３３ｂ、３４ａ、３４ｂ、３
５ａ、３５ｂから出力電圧Ｖ１～Ｖ８が出力される。
【００２５】
（ＭＲセンサ３０の動作）
　操作部１０のレバー１２をＸ方向に操作してカウンター磁石２０がＸ方向に移動される
と、第５のハーフブリッジ３４ａの出力Ｖ５とこれに対向する第７のハーフブリッジ３５
ａの出力Ｖ７の出力差Ｘ１はｓｉｎ波形となり、また、第６のハーフブリッジ３４ｂの出
力Ｖ６とこれに対向する第８のハーフブリッジ３５ｂの出力Ｖ８の出力差Ｘ２はｃｏｓ波
形となる。従って、Ｘ１及びＸ２に基づいて、一例として、角度変換としてＡｒｃｔａｎ
（Ｘ１／Ｘ２）を算出し、Ｘ軸方向の角度を算出することができる。尚、上記のｓｉｎ波
形、ｃｏｓ波形は、Ｙ軸方向の動きに対してほとんど影響を受けない。
【００２６】
　また、操作部１０のレバー１２をＹ方向に操作してカウンター磁石２０がＹ方向に移動
されると、第１のハーフブリッジ３２ａの出力Ｖ１とこれに対向する第３のハーフブリッ
ジ３３ａの出力Ｖ３の出力差Ｙ１はｓｉｎ波形となり、また、第２のハーフブリッジ３２
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ｂの出力Ｖ２とこれに対向する第４のハーフブリッジ３３ｂの出力Ｖ４の出力差Ｙ２はｃ
ｏｓ波形となる。従って、Ｙ１及びＹ２に基づいて、一例として、角度変換としてＡｒｃ
ｔａｎ（Ｙ１／Ｙ２）を算出し、Ｙ軸方向の角度を算出することができる。尚、上記のｓ
ｉｎ波形、ｃｏｓ波形は、Ｘ軸方向の動きに対してほとんど影響を受けない。
【００２７】
（ホールセンサ４０）
　ホールセンサ４０は、図２，３に示すように十字の各頂点に配置された第１～第４のフ
ルブリッジ回路３２、３３、３４、３５、すなわち、ＭＲセンサ３０の中心部に配置され
ている。また、操作部１０のＸＹ方向の中立位置で、カウンター磁石２０の中心位置の真
下に配置されている。ホール素子はインジウム・アンチモン(InSb)あるいはガリウム・砒
素(GaAs)等の半導体で作られ、ホール効果(Hall Effect)により磁束密度に比例した電圧
を得ることができる良好な直線性を持った小型半導体磁気センサである。
【００２８】
（ホールセンサ４０の動作）
　操作部１０のノブ１１をＺ方向に操作してカウンター磁石２０がＺ方向に移動されると
、ホールセンサ４０を透過する磁束密度が変化し、この磁束密度に比例した電圧が出力さ
れる。ここで、カウンター磁石２０の着磁面の面積を大きく設定することによりカウンタ
ー磁石２０のＸまたはＹ方向への傾倒操作の影響をほとんど受けずにＺ方向の検出をリニ
アに行なうことができる。
【００２９】
（ポジションセンサ素子５０）
　上記説明したＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０は、図２に示したように、一体に
モールドされてパッケージ化されたものが好ましい。ＭＲセンサ３０は、例えば、シリコ
ン基板上に、公知の半導体プロセス技術により、図３に示すような等価回路をＮｉＣｏ等
の強磁性金属を主成分とした薄膜として形成される。このＭＲセンサ３０上に、ホールセ
ンサ４０のベアチップをスタックし、ＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０をワイヤボ
ンディングにより各端子（出力、Ｖｃｃ、ＧＮＤ等）に接続した後、樹脂またはセラミッ
クで一体にモールドすることにより、パッケージ化される。これにより、体格の低減や、
組み付け工数を減少でき、コストダウンが可能となる。
【００３０】
（実施例）
　図４（ａ）は、図１においてＺ軸方向から見たカウンター磁石２０とポジションセンサ
素子５０の配置寸法の一例を示す図であり、図４（ｂ）は図１においてＹ軸方向から見た
カウンター磁石２０とポジションセンサ素子５０の配置寸法の一例を示す図である。基板
６０上にポジションセンサ素子５０を実装し、ＸＹの中立位置の真上にカウンター磁石２
０が配置される。一例として、基板６０からカウンター磁石２０の回転中心までの寸法を
約９ｍｍに設定し、カウンター磁石２０の厚み（Ｚ）方向の中心は下方１ｍｍにある。ま
た、Ｘ方向の回転（Ｙ軸回りの回転）は、－１０°～＋１０°、Ｙ方向の回転（Ｘ軸回り
の回転）は、－５．５°～＋５．５°、Ｚ方向は、図４（ｂ）で下方へ３ｍｍまで移動可
能である。また、カウンター磁石２０は、約７ｍｍ×７ｍｍであり、ＭＲセンサ３０の第
１～第４のフルブリッジ回路３２、３３、３４、３５をすべて覆う着磁面を有するように
構成されている。すなわち、レバー１２の傾倒操作によってもカウンター磁石２０の磁界
がすべてのフルブリッジ回路を覆う程度にカウンター磁石２０の大きさが設定されている
。
【００３１】
　上記のような設定で、レバー１２をＹ軸回りに傾倒操作したときのＸ方向のカウンター
磁石角度とＭＲセンサ３０による検出角度の関係を図５に示す。図５は、Ｙ方向の回転を
－５．５°、０、＋５．５°の３段階に変化させ、それぞれについて、Ｚを０ｍｍ、１ｍ
ｍ、２ｍｍ、３ｍｍの４段階に変化させ、合計１２の条件でプロットした図である。図５
によれば、各条件のプロット直線はほぼ重なっており、Ｘ方向のカウンター磁石角度とＭ



(7) JP 5143714 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

Ｒセンサ３０による検出角度はリニアな関係であり、Ｙ方向の回転およびＺ方向の移動に
よらずほぼ一定の検出が可能であることを示している。
【００３２】
　同様に、レバー１２をＸ軸回りに傾倒操作したときのＹ方向のカウンター磁石角度とＭ
Ｒセンサ３０による検出角度の関係を図６に示す。図６は、Ｘ方向の回転を－１０°、０
、＋１０°の３段階に変化させ、それぞれについて、Ｚを０ｍｍ、１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍ
ｍの４段階に変化させ、合計１２の条件でプロットした図である。図６によれば、各条件
のプロット直線はほぼ重なっており、Ｙ方向のカウンター磁石角度とＭＲセンサ３０によ
る検出角度はリニアな関係であり、Ｘ方向の回転およびＺ方向の移動によらずほぼ一定の
検出が可能であることを示している。
【００３３】
（本発明の実施の形態の効果）
　本発明の実施の形態によれば、以下のような効果を有する。
（１）操作部１０は、Ｘ軸方向及びＹ軸方向のカウンター磁石２０の移動をＭＲセンサ３
０によりクロストークの少ない状態で検出することができるので、２次元のポジションを
安定して検出することができる。また、Ｚ軸方向のカウンター磁石２０の移動をホールセ
ンサ４０で検出するので、合計３方向のポジションを検出することが可能となる。
（２）ＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０を使用するので、非接触でポジション検出
でき、耐久性の高いポジション検出装置が可能となる。
（３）ＭＲセンサ３０およびホールセンサ４０を一体にモールドしてパッケージ化するこ
とにより、体格の低減や、組み付け工数を減少でき、コストダウンが可能となる。
（４）操作部１０として、例えば、車両のウインカレバー操作をＸ軸、ハイビームあるい
はパッシング操作をＹ軸、ライト操作をＺ軸に割り当てることで、車両のレバーコンビネ
ーションスイッチ（レバコン）に適用することができる。特に、振動等の影響が大きい車
両の操作系に適用できるので、耐久性および信頼性の向上を図ることが可能となる。
【００３４】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されず、本発明の技術思想を逸脱あるいは
変更しない範囲内で種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るポジション検出装置１の操作部１０（ジョイ
スティック）の概略図である。
【図２】図２は、ＭＲセンサ３０（第１の磁気センサ）とホールセンサ４０（第２の磁気
センサ）をワンパッケージにしたポジションセンサ素子５０の外観斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係るポジション検出装置またはポジションセンサ
素子を構成するＭＲセンサ３０の等価回路図である。
【図４】図４（ａ）は、図１においてＺ軸方向から見たカウンター磁石２０とポジション
センサ素子５０の配置寸法の一例を示す図であり、図４（ｂ）は図１においてＹ軸方向か
ら見たカウンター磁石２０とポジションセンサ素子５０の配置寸法の一例を示す図である
。
【図５】図５は、Ｙ方向の回転を－５．５°、０、＋５．５°の３段階に変化させ、それ
ぞれについて、Ｚを０ｍｍ、１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍの４段階に変化させ、合計１２の条
件でプロットした図である。
【図６】図６は、Ｘ方向の回転を－１０°、０、＋１０°の３段階に変化させ、それぞれ
について、Ｚを０ｍｍ、１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍの４段階に変化させ、合計１２の条件で
プロットした図である。に係るｘ方向のレバーの角度と角度変換した角度との関係を表し
た図である。
【符号の説明】
【００３６】
１…ポジション検出装置、１０…操作部、１１…ノブ、１２…レバー、１３…スライド受



(8) JP 5143714 B2 2013.2.13

け部、１４…第１の支持部、１５…第１のピン、１６…第２の支持部、１７…第２のピン
、１８ａ…凸部、１８…台座、２０…カウンター磁石、３０…ＭＲセンサ、３１ａ…第１
のＭＲ素子、３１ｂ…第２のＭＲ素子、３２ａ…第１のハーフブリッジ回路、３２ｂ…第
２のハーフブリッジ回路、３２…第１のフルブリッジ回路、３３ａ…第３のハーフブリッ
ジ回路、３３ｂ…第４のハーフブリッジ回路、３３…第２のフルブリッジ回路、３４ａ…
第５のハーフブリッジ回路、３４ｂ…第６のハーフブリッジ回路、３４…第３のフルブリ
ッジ回路、３５ａ…第７のハーフブリッジ回路、３５ｂ…第８のハーフブリッジ回路、３
５…第４のフルブリッジ回路、４０…ホールセンサ、５０…ポジションセンサ素子、６０
…基板

【図１】 【図２】



(9) JP 5143714 B2 2013.2.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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