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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータの回転トルクを利用してエンジンのバルブタイミングを調整するバルブタイミン
グ調整装置であって、
　制御信号を生成する制御回路と、
　前記制御回路が生成した前記制御信号に従って前記モータを通電駆動する駆動回路と、
を備え、
　前記モータの実回転数又は実回転位置を表すモータ回転信号並びに前記エンジンの実回
転数を表すエンジン回転信号を受信する前記制御回路は、前記エンジンの実回転数が基準
値未満となるとき前記モータ回転信号に基づいて前記制御信号を生成する一方、前記エン
ジンの実回転数が前記基準値以上となるとき前記エンジン回転信号に基づいて前記制御信
号を生成することを特徴とするバルブタイミング調整装置。
【請求項２】
　モータの回転トルクを利用してエンジンのバルブタイミングを調整するバルブタイミン
グ調整装置であって、
　制御信号を生成する制御回路と、
　前記制御回路が生成した前記制御信号に従って前記モータを通電駆動する駆動回路と、
を備え、
　前記モータの実回転数又は実回転位置を表すモータ回転信号並びに前記エンジンの実回
転数を表すエンジン回転信号を受信する前記制御回路は、前記エンジンの実回転数が基準
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値未満となるとき前記モータ回転信号に基づいて前記制御信号を生成する一方、前記エン
ジンの実回転数が前記基準値以上となるとき前記エンジン回転信号及び前記モータ回転信
号に基づいて前記制御信号を生成し、
　前記制御回路は、前記エンジンの実回転数を検出する回転センサの検出信号を前記エン
ジン回転信号として受信し、
　前記基準値は、前記回転センサの検出下限値以上の値に設定されることを特徴とするバ
ルブタイミング調整装置。
【請求項３】
　前記制御回路は、前記エンジンの実回転数を検出する回転センサの検出信号を前記エン
ジン回転信号として受信し、
　前記基準値は、前記回転センサの検出下限値以上の値に設定されることを特徴とする請
求項１に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項４】
　前記駆動回路は、前記モータの実回転位置を検出する回転位置センサの検出信号に基づ
いて前記モータの実回転数を表す前記モータ回転信号を生成し、
　前記制御回路は、前記駆動回路が生成した前記モータ回転信号を受信することを特徴と
する請求項１又は３に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項５】
　前記駆動回路は、複数の前記回転位置センサの検出信号に基づいて前記モータ回転信号
を生成することを特徴とする請求項４に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項６】
　前記駆動回路は、前記モータの実回転位置に応じて異なるタイミングで電圧の高低が切
り換わる前記検出信号を複数の前記回転位置センサから受信し、それら検出信号のいずれ
かにエッジが現れる毎に電圧の高低が切り換わる前記モータ回転信号を生成することを特
徴とする請求項５に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項７】
　前記駆動回路は、前記モータの実回転位置を検出する回転位置センサの検出信号に基づ
いて前記モータの実回転数を表す前記モータ回転信号を生成し、
　前記制御回路は、前記駆動回路が生成した前記モータ回転信号を受信することを特徴と
する請求項２に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項８】
　前記駆動回路は、複数の前記回転位置センサの検出信号に基づいて前記モータ回転信号
を生成することを特徴とする請求項７に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項９】
　前記駆動回路は、前記モータの実回転位置に応じて異なるタイミングで電圧の高低が切
り換わる前記検出信号を複数の前記回転位置センサから受信し、それら検出信号のいずれ
かにエッジが現れる毎に電圧の高低が切り換わる前記モータ回転信号を生成することを特
徴とする請求項８に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項１０】
　前記駆動回路は、生成した前記モータ回転信号をエッジ数を減らして前記制御回路へ送
信することを特徴とする請求項９に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項１１】
　前記駆動回路は、生成した前記モータ回転信号が表す前記モータの実回転数の絶対値が
閾値未満となるとき当該モータ回転信号をそのまま前記制御回路へ送信する一方、生成し
た前記モータ回転信号が表す前記モータの実回転数の絶対値が前記閾値以上となるとき当
該モータ回転信号についてエッジ数を減らして前記制御回路へ送信することを特徴とする
請求項９に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項１２】
　前記駆動回路は、生成した前記モータ回転信号が表す前記モータの実回転数の絶対値が
閾値未満となるとき当該モータ回転信号についてエッジ数を減らして前記制御回路へ送信
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する一方、生成した前記モータ回転信号が表す前記モータの実回転数の絶対値が前記閾値
以上となるとき当該モータ回転信号について前記絶対値が閾値未満となるときよりもエッ
ジ数を減らして前記制御回路へ送信することを特徴とする請求項９に記載のバルブタイミ
ング調整装置。
【請求項１３】
　前記制御回路は、前記モータの実回転位置を検出する回転位置センサの検出信号を、前
記モータの実回転位置を表す前記モータ回転信号として受信することを特徴とする請求項
１又は２に記載のバルブタイミング調整装置。
【請求項１４】
　前記制御回路は、前記エンジンを制御する機能を有することを特徴とする請求項１～１
３のいずれか一項に記載のバルブタイミング調整装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バルブタイミング調整装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バルブタイミング調整装置としては、モータの回転トルクを利用してエンジンのバルブ
タイミングを調整するものが公知である（例えば特許文献１参照）。こうしたモータ利用
型のバルブタイミング調整装置では、従来、エンジンの実回転数を表すエンジン回転信号
に基づいて制御信号を制御回路により生成し、その生成された制御信号に従ってモータを
駆動回路により通電駆動するようにしている。ここでエンジン回転信号には、エンジンの
実回転数を検出する回転センサの検出信号が用いられている。
【０００３】
【特許文献１】実開平４－１０５９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来技術では、エンジンの回転センサに検出下限値が不可避的に存在する
ことに起因して、エンジンの実回転数が検出下限値を下回ると、回転センサから検出信号
、すなわちエンジン回転信号が出力されなくなる。そのため、エンジンの実回転数が検出
下限値を下回るような低回転数となるときには、制御回路による制御信号の生成、さらに
は駆動回路によるモータの通電駆動を実現することができない。
　本発明の目的は、エンジンの実回転数の高低に応じて適切にバルブタイミングを調整可
能なモータ利用型のバルブタイミング調整装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明によると、エンジンの実回転数が基準値未満となるとき制御回路
は、モータの実回転数又は実回転位置を表すモータ回転信号に基づいて制御信号を生成す
る。これにより、エンジンの実回転数が基準値未満の低回転数となっても、制御信号を制
御回路により生成して当該制御信号に従うモータの通電駆動を駆動回路により実現するこ
とができる。また、請求項１に記載の発明によると、エンジンの実回転数が基準値以上と
なるとき制御回路は、エンジンの実回転数を表すエンジン回転信号に基づいて制御信号を
生成する。これにより、エンジンの実回転数が基準値以上の高回転数となるときには、エ
ンジン回転信号に基づく制御信号の生成、さらには当該制御信号に従うモータの通電駆動
を、例えば従来と同様にして実現することができる。したがって、このような請求項１に
記載の発明によれば、エンジンの実回転数の高低に応じて適切にバルブタイミングを調整
することができる。
【０００６】
　請求項２に記載の発明によると、エンジンの実回転数が基準値未満となるとき制御回路
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は、モータの実回転数又は実回転位置を表すモータ回転信号に基づいて制御信号を生成す
る。これにより、エンジンの実回転数が基準値未満の低回転数となっても、制御信号を制
御回路により生成して当該制御信号に従うモータの通電駆動を駆動回路により実現するこ
とができる。また、請求項２に記載の発明によると、エンジンの実回転数が基準値以上と
なるとき制御回路は、エンジンの実回転数を表すエンジン回転信号及びモータ回転信号に
基づいて制御信号を生成する。これにより、エンジンの実回転数が基準値以上の高回転数
となるときには、従来のエンジン回転信号に加え、モータ回転信号をも利用して制御信号
を生成することができるので、当該制御信号に従うモータの通電駆動を駆動回路によって
正確に実施することができる。したがって、このような請求項２に記載の発明によれば、
エンジンの実回転数の高低に応じて適切にバルブタイミングを調整することができる。
　また、エンジンの実回転数を検出する回転センサの検出信号をエンジン回転信号として
受信する制御回路は、回転センサの検出下限値以上の値に設定された基準値をエンジンの
実回転数未満となるとき、モータ回転信号に基づいて制御信号を生成する。これにより、
エンジンの実回転数が検出下限値を下回っても、制御回路による制御信号の生成、さらに
は駆動回路によるモータの通電駆動を確実に実施することができる。
【０００８】
　請求項３に記載の発明によると、エンジンの実回転数を検出する回転センサの検出信号
をエンジン回転信号として受信する制御回路は、回転センサの検出下限値以上の値に設定
された基準値をエンジンの実回転数未満となるとき、モータ回転信号に基づいて制御信号
を生成する。これにより、エンジンの実回転数が検出下限値を下回っても、制御回路によ
る制御信号の生成、さらには駆動回路によるモータの通電駆動を確実に実施することがで
きる。
　請求項４，７に記載の発明によると、駆動回路は、モータの実回転位置を検出する回転
位置センサの検出信号に基づいてモータの実回転数を表すモータ回転信号を生成し、当該
モータ回転信号を制御回路が受信する。これにより、例えばモータ回転信号に基づくモー
タの通電駆動を駆動回路により実施しつつ、制御回路においてモータの実回転位置を正確
に把握することができる。
【０００９】
　請求項５，８に記載の発明によると、駆動回路は、複数の回転位置センサの検出信号に
基づいてモータ回転信号を生成するので、その信号生成が正確となる。
　請求項６，９に記載の発明によると、モータの実回転位置に応じて異なるタイミングで
電圧の高低が切り換わる複数の検出信号を複数の回転位置センサから受信する駆動回路は
、それら検出信号のいずれかにエッジが現れる毎に電圧の高低が切り換わるモータ回転信
号を生成する。これにより制御回路では、モータ回転信号のエッジ間の時間差に基づいて
モータの実回転数を正確に把握することが可能になる。
【００１０】
　モータの実回転位置を検出する複数の回転位置センサの検出信号について電圧の高低が
異なるタイミングで切り換わり、それら検出信号のいずれかにエッジが現れる毎にモータ
回転信号の電圧高低が切り換わる構成では、モータの高速回転時にモータ回転信号に現れ
るエッジ間の時間差が短くなる。この場合、制御回路におけるモータ回転信号の処理量が
過剰に増大するおそれがある。
　請求項１０に記載の発明によると、駆動回路は、生成したモータ回転信号をエッジ数を
減らして制御回路へ送信するので、制御回路におけるモータ回転信号の処理量を少なく抑
えることができる。
【００１１】
　モータ利用型バルブタイミング調整装置では、バルブタイミングを保持するときクラン
ク軸に対するモータの回転位相を保持することが重要となる。そのため、バルブタイミン
グの保持状態では、モータの実回転数がエンジンの実回転数に追従して増大する。
　請求項１１に記載の発明によると、生成したモータ回転信号が表すモータの実回転数の
絶対値が閾値以上となるときに駆動回路は、当該モータ回転信号についてエッジ数を減ら
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して制御回路へ送信する。したがって、エンジンの高速回転時等、モータの実回転数の絶
対値が閾値以上の高回転数となるときには、制御回路におけるモータ回転信号の処理量に
ついてその増大を抑制することができる。尚、請求項１１に記載の発明において駆動回路
は、生成したモータ回転信号が表すモータの実回転数の絶対値が閾値未満となるとき当該
モータ回転信号をそのまま制御回路へ送信する。したがって、モータの実回転数の絶対値
が閾値未満の低回転数となるときに制御回路は、各回転位置センサの検出信号に基づいて
生成されるモータ回転信号をそのまま利用して、モータの実回転数を正確に把握すること
ができる。
【００１２】
　請求項１２に記載の発明によると、生成したモータ回転信号が表すモータの実回転数の
絶対値が閾値以上となるときも閾値未満となるときも、当該モータ回転信号についてエッ
ジ数を減らして制御回路へと送信する。これにより制御回路では、モータ回転信号の処理
量を少なく抑えることができる。しかも請求項１２に記載の発明によると、モータの実回
転数の絶対値が閾値以上となるときに駆動回路は、モータ実回転数の絶対値が閾値未満と
なるときよりもモータ回転信号のエッジ数を減らす。これにより、エンジンの回転に追従
する等してモータの回転が高速となったときには、制御回路における信号処理量の抑制効
果を大幅に高めることができる。
【００１３】
　請求項１３に記載の発明によると、制御回路は、モータの実回転位置を検出する回転位
置センサの検出信号を、モータの実回転位置を表すモータ回転信号として受信するので、
当該制御回路では、モータの実回転位置を正確に把握することができる。
　尚、上述した請求項１～１３に記載の発明において制御回路は、請求項１４に記載の発
明の如くエンジンを制御する機能を有していてもよいし、当該機能を有していなくてもよ
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。
（第一実施形態）
　本発明の第一実施形態によるバルブタイミング調整装置を図２～４に示す。車両のエン
ジンに付設されるバルブタイミング調整装置１０は、モータ１２の回転トルクを利用して
、エンジンの吸気バルブ又は排気バルブについてのバルブタイミングを調整する。
【００１５】
　図２及び図３に示すようにバルブタイミング調整装置１０のモータ１２は、モータ軸１
４、軸受１６、回転位置センサとしてのホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗ及びステータ
２０を備えた３相ブラシレスモータである。
　モータ軸１４は２個の軸受１６で支持され、軸線Ｏ回りに正逆回転可能である。本実施
形態では、モータ軸１４の回転方向のうち図３の時計方向を正転方向とし、図３の反時計
方向を逆転方向とする。モータ軸１４は、軸本体から径方向外側へ突出する円形板状のロ
ータ部１５を形成しており、当該ロータ部１５に８個の磁石１５ａが埋設されている。各
磁石１５ａは軸線Ｏ周りに等間隔に並んでおり、モータ軸１４の回転方向において隣接す
る磁石１５ａ同士はロータ部１５の外周壁側に形成する磁極（以下、単に磁極という）に
ついて互いに逆とされている。
【００１６】
　３個のホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗは、軸線Ｏ周りに等間隔に並ぶ形態でロータ
部１５の近傍に配設されている。各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗは、それぞれ決め
られた角度範囲でモータ軸１４の実回転位置θを検出し、当該実回転位置θを表す検出信
号を生成する。尚、図５では、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗ（同図ではＳｕ，Ｓ
ｖ，Ｓｗと略記している）の検出信号を示している。具体的には、図３に示すように各ホ
ール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗを通る径方向軸線Ｌの両側±２２．５°の角度範囲Ｗθ

内に、磁極がＮ極の磁石１５ａが位置するとき、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗは
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図５に示すように高（Ｈ）レベルの電圧の検出信号を生成する。また一方、径方向軸線Ｌ
の両側±２２．５°の角度範囲Ｗθ内に磁極がＳ極の磁石１５ａが位置するとき、各ホー
ル素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗは図５に示すように低（Ｌ）レベルの電圧の検出信号を生
成する。こうして生成される各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号は、モータ
軸１４の実回転位置θに応じて互いに異なるタイミングで電圧の高低が切り換わる信号と
なる。
【００１７】
　ステータ２０はモータ軸１４の外周側に配設されている。ステータ２０の１２個のコア
２１は軸線Ｏ周りに等間隔に並んでおり、各コア２１に巻線２２が巻回しされている。図
６に示すように巻線２２は３個を１組としてスター結線され、非結線側に接続された端子
２３をモータ制御装置１００の駆動回路１１０に接続されている。各巻線２２は、駆動回
路１１０により通電されることで、図３の時計方向又は反時計方向の回転磁界をモータ軸
１４の外周側に形成する。図３の時計方向の回転磁界が形成されるときには、当該磁界内
で磁石１５ａが相互作用を受けて正転方向の回転トルクがモータ軸１４に付与される。同
様の原理により、図３の反時計方向の回転磁界が形成されるときには、逆転方向の回転ト
ルクがモータ軸１４に付与される。
【００１８】
　図２及び図４に示すようにバルブタイミング調整装置１０の位相変化機構３０は、スプ
ロケット３２、リングギア３３、偏心軸３４、遊星歯車３５及び出力軸３６を備えている
。
　スプロケット３２は出力軸３６の外周側に同軸上に配設されており、出力軸３６に対し
てモータ軸１４と同じ軸線Ｏ周りに相対回転可能である。エンジンのクランク軸の駆動ト
ルクがチェーンベルトを通じてスプロケット３２に入力されるとき、スプロケット３２は
クランク軸に対する回転位相を保ちつつ、軸線Ｏを中心として図４の時計方向へ回転する
。リングギア３３は内歯車で構成されてスプロケット３２の内周壁に同軸上に固定されて
おり、スプロケット３２と一体に回転する。
【００１９】
　偏心軸３４は、モータ軸１４に連結固定されることにより一端部の外周壁が軸線Ｏに対
し偏心する形態で配設されており、モータ軸１４と一体となって回転可能である。遊星歯
車３５は外歯車で構成されており、複数の歯の一部をリングギア３３の複数の歯の一部に
噛み合わせるようにしてリングギア３３の内周側に遊星運動可能に配設されている。偏心
軸３４の上記一端部の外周壁に同軸上に支持されている遊星歯車３５は、偏心軸３４に対
して偏心軸線Ｐ周りに相対回転可能である。出力軸３６はエンジンのカム軸１１に同軸上
にボルト固定されており、モータ軸１４と同じ軸線Ｏを中心としてカム軸１１と一体に回
転する。出力軸３６には、軸線Ｏを中心とする円環板状の係合部３７が形成されている。
係合部３７には、軸線Ｏ周りに等間隔に９個の係合孔３８が設けられている。遊星歯車３
５には、各係合孔３８と向き合う９箇所から係合突起３９が突出している。各係合突起３
９は偏心軸線Ｐ周りに等間隔に配設され、対応する係合孔３８に突入している。
【００２０】
　スプロケット３２に対してモータ軸１４及び偏心軸３４が相対回転しないときには、ク
ランク軸の回転に伴い遊星歯車３５が、リングギア３３との噛合位置を保ちつつスプロケ
ット３２と一体に図４の時計方向へ回転する。このとき、係合突起３９が係合孔３８の内
周壁を回転方向へ押圧するため、出力軸３６はスプロケット３２に対して相対回転するこ
となく図４の時計方向へと回転する。これにより、クランク軸に対するカム軸１１の回転
位相、すなわちカム軸１１によって駆動される吸気バルブ又は排気バルブについてのバル
ブタイミングが保持される。
【００２１】
　逆転方向の回転トルクの増大等によりモータ軸１４及び偏心軸３４がスプロケット３２
に対して図４の反時計方向へ相対回転するときには、遊星運動によって遊星歯車３５が、
偏心軸３４に対して図４の時計方向へ相対回転しつつリングギア３３との噛合位置を変化
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させる。このとき、係合突起３９が係合孔３８を回転方向に押圧する力が増大するため、
出力軸３６がスプロケット３２に対して進角する。これにより、バルブタイミングが進角
側へと変化する。
【００２２】
　正転方向の回転トルクの増大等によりモータ軸１４及び偏心軸３４がスプロケット３２
に対して図４の時計方向へ相対回転するときには、遊星運動によって遊星歯車３５が、偏
心軸３４に対して図４の反時計方向へ相対回転しつつリングギア３３との噛合位置を変化
させる。このとき、係合突起３９が係合孔３８を反回転方向に押圧するようになるため、
出力軸３６がスプロケット３２に対して遅角する。これにより、バルブタイミングが遅角
側へと変化する。
【００２３】
　図２に示すようにバルブタイミング調整装置１０のモータ制御装置１００は、駆動回路
１１０及び制御回路１５０を備えている。尚、図２では、駆動回路１１０及び制御回路１
５０を模式的にモータ１２の外部に位置するように示しているが、駆動回路１１０及び制
御回路１５０の各設置箇所については適宜設定可能である。例えば、駆動回路１１０をモ
ータ１２内に設置し、制御回路１５０をモータ１２外に設置するようにしてもよい。ある
いは、駆動回路１１０の一部をモータ１２内に設置し、駆動回路１１０の残部及び制御回
路１５０をモータ１２外に設置するようにしてもよい。
【００２４】
　制御回路１５０は、駆動回路１１０によるモータ１２の通電を制御すると共に、点火作
動及び燃料噴射作動等といったエンジンの作動を制御するものである。
　制御回路１５０はマイクロコンピュータ等の電気回路で構成されている。図１に示すよ
うに制御回路１５０は、カム軸１１の実回転数Ｒcaを検出する第一回転センサ１６０に接
続されており、カム軸１１の実回転数Ｒcaを周波数等によって表す第一回転センサ１６０
の検出信号を第一エンジン回転信号として受信する。また、制御回路１５０は、クランク
軸の実回転数Ｒcrを検出する第二回転センサ１６２に接続されており、クランク軸の実回
転数Ｒcrを周波数等によって表す第二回転センサ１６２の検出信号を第二エンジン回転信
号として受信する。尚、本実施形態において、カム軸１１の実回転数Ｒcaはクランク軸の
実回転数Ｒcrのほぼ１／２である。
【００２５】
　制御回路１５０はさらに、駆動回路１１０の回転信号生成部１２０に接続されており、
後述するようにモータ軸１４の実回転数Ｒmを表すモータ回転信号を回転信号生成部１２
０から受信する。ここで実回転数Ｒmは、その大きさを示す絶対値に回転方向を示す符号
が付いた値であり、当該符号については、正転方向のとき正、逆転方向のとき負となるよ
うに付けられている。
【００２６】
　制御回路１５０は、駆動回路１１０に与える制御信号として、モータ軸１４の目標回転
数ｒmを表す第一制御信号と、モータ軸１４の目標回転方向ｄmを表す第二制御信号とを生
成する。ここで目標回転数ｒmは、回転方向を示す符号が付かない値であって、回転数の
大きさのみを示す絶対値である。第一制御信号としては例えば、かかる目標回転数ｒmに
対して電圧、デューティ比、周波数等が比例するデジタル信号を生成する。第二制御信号
としては例えば、回転方向の正逆に応じて電圧が高低するデジタル信号を生成する。
【００２７】
　本実施形態の制御回路１５０は、図７に示すように、受信した第一エンジン回転信号の
表すカム軸１１の実回転数Ｒcaと所定の基準値Ｒcasとの大小関係に応じて制御信号の生
成方式を切り換える。ここで基準値Ｒcasは、第一及び第二回転センサ１６０，１６２の
双方の検出下限値以上の値に設定されるものであり、制御回路１５０のメモリに予め記憶
されている。
　以下、制御回路１５０による制御信号の生成方式について詳しく説明する。
【００２８】
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　第一エンジン回転信号が表すカム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas未満となるとき
制御回路１５０は、図７に示すように、受信したモータ回転信号に基づいて第一及び第二
制御信号を生成する。具体的には制御回路１５０は、モータ回転信号が表すモータ軸１４
の実回転数Ｒmから実バルブタイミングを割り出すと共に、スロットル開度、油温等から
目標バルブタイミングを設定する。そして制御回路１５０は、割り出した実バルブタイミ
ングと設定した目標バルブタイミングとの位相差からモータ軸１４の目標回転数ｒm及び
目標回転方向ｄmを決定し、それら目標回転数ｒm及び目標回転方向ｄmをそれぞれ表すよ
うに第一及び第二制御信号を生成する。ここで、実バルブタイミング及び目標バルブタイ
ミングの位相差と目標回転数ｒmとの相関は、制御回路１５０のメモリに予め記憶されて
おり、その相関に従って目標回転数ｒmを求めることができる。
【００２９】
　一方、第一エンジン回転信号が表すカム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas以上とな
るとき制御回路１５０は、図７に示すように、受信した第一及び第二エンジン回転信号に
基づいて第一及び第二制御信号を生成する。具体的には制御回路１５０は、第一エンジン
回転信号が表すカム軸１１の実回転数Ｒcaと第二エンジン回転信号が表すクランク軸の実
回転数Ｒcrとから実バルブタイミングを割り出すと共に、カム軸１１の実回転数Ｒca又は
クランク軸の実回転数Ｒcr、スロットル開度、油温等から目標バルブタイミングを設定す
る。そして制御回路１５０は、実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas未満になるときと同様に、実
バルブタイミングと目標バルブタイミングとの位相差から決定した目標回転数ｒm及び目
標回転方向ｄmをそれぞれ表すように第一及び第二制御信号を生成する。
【００３０】
　駆動回路１１０は、第一及び第二制御信号に従ってモータ１２を通電駆動するものであ
る。
　駆動回路１１０は電気回路で構成されており、図１に示すように回転信号生成部１２０
、フィードバック制御部１２４及び通電部１２６を有している。
【００３１】
　回転信号生成部１２０はホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗに接続されており、各ホー
ル素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗが生成した検出信号を受信する。また、回転信号生成部１
２０は制御回路１５０に接続されており、モータ軸１４の実回転数Ｒmを表すモータ回転
信号を各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号に基づいて生成し、その生成した
モータ回転信号を制御回路１５０に送信する。
【００３２】
　具体的に回転信号生成部１２０は、第一ＸＯＲゲート１２１、第二ＸＯＲゲート１２２
及びインバータゲート１２３を有している。第一ＸＯＲゲート１２１にはホール素子１８
ｖ，１８ｗの各検出信号が入力され、第二ＸＯＲゲート１２２にはホール素子１８ｕの検
出信号と第一ＸＯＲゲート１２１の出力信号とが入力され、インバータゲート１２３には
第二ＸＯＲゲート１２２の出力信号が入力される。図５に示すようにインバータゲート１
２３の出力信号の電圧は、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号のいずれかに
エッジが現れる毎に、高（Ｈ）レベルと低（Ｌ）レベルとの間で切り換えられる。ここで
、インバータゲート１２３の出力信号の電圧が保持されている間にモータ軸１４が回転す
る角度範囲は、上記Ｗθの１／３にほぼ一致する角度範囲Ｘθとなる。そこで、本実施形
態の回転信号生成部１２０は、インバータゲート１２３の出力信号に現れるエッジ間の時
間差からモータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を割り出す。それと共に本実施形態の回転
信号生成部１２０は、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号にエッジが現れる
順序からモータ軸１４の回転方向、すなわち実回転数Ｒmの符号を割り出す。モータ回転
信号は、このようにして絶対値及び符号が割り出されたモータ軸１４の実回転数Ｒmを表
すように生成され、制御回路１５０へと送信される。
【００３３】
　図１に示すように、フィードバック制御部１２４は回転信号生成部１２０に接続されて
おり、回転信号生成部１２０が生成したモータ回転信号を受信する。また、フィードバッ
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ク制御部１２４は制御回路１５０に接続されており、制御回路１５０が生成した第一制御
信号を受信する。フィードバック制御部１２４は、モータ１２への印加電圧Ｖmを通電部
１２６に指令するための指令信号を、受信したモータ回転信号及び第一制御信号に基づい
て生成する。具体的には、モータ回転信号が表す実回転数Ｒmの絶対値を第一制御信号が
表す目標回転数ｒmに一致させるための制御値として印加電圧Ｖmを決定する。そして、決
定した印加電圧Ｖmを表すように指令信号を生成する。
【００３４】
　通電部１２６はフィードバック制御部１２４に接続されており、フィードバック制御部
１２４が生成した指令信号を受信する。また、通電部１２６は制御回路１５０に接続され
ており、制御回路１５０が生成した第二制御信号を受信する。さらにまた、通電部１２６
はモータ１２の端子２３に接続されており、第二制御信号が表す目標回転方向ｄmを実現
するようにして、指令信号が表す電圧Ｖmをモータ１２に印加する。具体的には、ホール
素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗに接続され、図６に示す如きインバータ回路１２７を有する
通電部１２６は、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号、第二制御信号及び指
令信号に基づいてインバータ回路１２７の各スイッチング素子１２８の切換パターンを決
定する。そして通電部１２６は、決定した切換パターンに従って各スイッチング素子１２
８のオンオフを切り換えることによって、オンされた２つのスイッチング素子１２８間の
巻線２２に電圧を印加する。
【００３５】
　以上説明したモータ制御装置１００によると、カム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒca

s未満の低回転数となるときに制御回路１５０が、モータ軸１４の実回転数Ｒmを表すモー
タ回転信号に基づいて第一及び第二制御信号を生成する。ここで、基準値Ｒcasは第一回
転センサ１６０の検出下限値以上であるため、カム軸１１の実回転数Ｒcaが第一回転セン
サ１６０の検出下限値を下回っても、モータ回転信号に基づく第一及び第二制御信号の生
成、さらには第一及び第二制御信号に従うモータ１２の通電駆動が実現される。また、基
準値Ｒcasは第二回転センサ１６２の検出下限値以上でもあるため、クランク軸の実回転
数Ｒcrが第二回転センサ１６２の検出下限値を下回っても、モータ回転信号に基づく第一
及び第二制御信号の生成、さらには第一及び第二制御信号に従うモータ１２の通電駆動が
実現される。
【００３６】
　また、モータ制御装置１００によると、カム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas以上
の高回転数となるときに制御回路１５０が、カム軸１１の実回転数Ｒcaを表す第一エンジ
ン回転信号とクランク軸の実回転数Ｒcrを表す第二エンジン回転信号とに基づいて第一及
び第二制御信号を生成する。ここで、基準値Ｒcasは第一及び第二回転センサ１６０，１
６２の検出下限値以上であり、カム軸１１の実回転数Ｒcaはクランク軸の実回転数Ｒcrの
ほぼ１／２であるため、カム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas以上となるときには第
一及び第二エンジン回転信号が共に出力される。したがって、第一及び第二エンジン回転
信号に基づく第一及び第二制御信号の生成、さらには第一及び第二制御信号に従うモータ
１２の通電駆動が確実に実現される。
　このようなモータ制御装置１００によってモータ１２が駆動制御されるバルブタイミン
グ調整装置１０では、エンジン回転の高低に応じて適切にバルブタイミングを調整するこ
とができる。
【００３７】
　ところで、モータ制御装置１００の制御回路１５０は、エンジンの制御において第一及
び第二エンジン回転信号を利用する。そのため、モータ回転信号に基づいて制御信号を生
成する場合には、第一及び第二エンジン回転信号に基づいて制御信号を生成する場合に比
べ、大きな負荷が制御回路１５０にかかる。しかし、モータ回転信号に基づく第一及び第
二制御信号の生成は、カム軸１１の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas未満のときに限られるの
で、制御回路１５０における負荷の増大を可及的に抑制しつつバルブタイミングを適切に
調整することができる。
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【００３８】
（第二実施形態）
　図８に示すように、本発明の第二実施形態は第一実施形態の変形例であり、第一実施形
態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第二実施形態のモータ制御装置２００は、第一実施形態の回転信号生成部１２０に相当
する回転信号生成回路２１０を駆動回路２２０とは別の回路として備えている。このよう
な第二実施形態のモータ制御装置２００によっても、第一実施形態のモータ制御装置１０
０による場合と同様な効果が得られる。
【００３９】
（第三実施形態）
　図９に示すように、本発明の第三実施形態は第一実施形態の変形例であり、第一実施形
態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第三実施形態のモータ制御装置２５０において制御回路２６０は、駆動回路２７０を介
してホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗに接続されている。制御回路２６０は、各ホール
素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗが生成した検出信号を、モータ軸１４の実回転位置θを表す
モータ回転信号としてそれぞれ受信する。そして制御回路２６０は、第一実施形態の回転
信号生成部１２０の各ゲート１２１，１２２，１２３と同様の機能を実現することでモー
タ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を割り出すと共に、第一実施形態の回転信号生成部１２
０と同様にして実回転数Ｒmの符号を割り出す。このようにして絶対値及び符号が割り出
されたモータ軸１４の実回転数Ｒmを利用することにより制御回路２６０は、第一実施形
態と同様にして第一及び第二制御信号を生成することができる。
【００４０】
　モータ制御装置２５０の駆動回路２７０において、第一実施形態の回転信号生成部１２
０は設けられず、フィードバック制御部２８０にはホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗが
接続されている。フィードバック制御部２８０は、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗ
から受信したモータ回転信号の少なくとも１つに現れるエッジ間の時間差からモータ軸１
４の実回転数Ｒmの絶対値を割り出す。そしてフィードバック制御部２８０は、割り出し
た実回転数Ｒmの絶対値を第一制御信号が表す目標回転数ｒmに一致させるための制御値と
して印加電圧Ｖmを決定し、当該印加電圧Ｖmを表す指令信号を生成する。
【００４１】
　以上より、第三実施形態のモータ制御装置２５０によっても、第一実施形態のモータ制
御装置１００による場合と同様な効果が得られる。
　尚、図１０に第三実施形態の変形例を示すように、各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８
ｗの検出信号を、駆動回路２７０を介さないで制御回路２６０へと送信するようにしても
よい。
【００４２】
（第四実施形態）
　図１１に示すように、本発明の第四実施形態は第一実施形態の変形例であり、第一実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第四実施形態のモータ制御装置３００において駆動回路３１０の回転信号生成部３１２
には、インバータゲート１２３の入力側に波形整形部３１４が設けられている。この波形
整形部３１４は、ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗのうち唯１つのホール素子１８ｗに
接続されており、当該ホール素子１８ｗの検出信号について、エッジをシャープにする整
形処理を施してインバータゲート１２３へ出力する。これにより制御回路１５０では、実
質的にホール素子１８ｗの検出信号を反転してなるモータ回転信号を受信して、当該モー
タ回転信号におけるエッジ間の時間差からモータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を割り出
すことができる。したがって、第四実施形態のモータ制御装置３００によっても、第一実
施形態のモータ制御装置１００による場合と同様な効果が得られる。
　尚、第四実施形態では、波形整形部３１４で整形したホール素子１８ｗの検出信号を反
転しないで制御回路１５０へ送信するようにしてもよい。
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【００４３】
（第五実施形態）
　図１２に示すように、本発明の第五実施形態は第一実施形態の変形例であり、第一実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第五実施形態のモータ制御装置３５０において制御回路３６０は、第二回転センサ１６
２から受信した第二エンジン回転信号の表すクランク軸の実回転数Ｒcrと所定の基準値Ｒ

crsとの大小関係に応じて制御信号の生成方式を切り換える。ここで基準値Ｒcrsは、第一
及び第二回転センサ１６０，１６２の検出下限値以上の値に設定されるものであり、制御
回路３６０のメモリに予め記憶されている。
【００４４】
　より具体的には、第二エンジン回転信号が表すクランク軸の実回転数Ｒcrが基準値Ｒcr

s未満となるとき制御回路３６０は、図１２に示すように、駆動回路１１０から受信した
モータ回転信号に基づいて第一及び第二制御信号を生成する。尚、このときの各制御信号
の生成方法は、第一実施形態において実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas未満となるときの方法
と同様である。したがって、クランク軸及びカム軸１１の各実回転数Ｒcr，Ｒcaが対応す
るセンサ１６０，１６２の検出下限値を下回っても、制御回路３６０による第一及び第二
制御信号の生成、ひいては駆動回路１１０によるモータ１２の通電駆動を確実に実施する
ことができる。
【００４５】
　一方、第二エンジン回転信号が表すクランク軸の実回転数Ｒcrが基準値Ｒcrs以上とな
るとき制御回路３６０は、図１２に示すように、第一及び第二回転センサ１６０，１６２
から受信した第一及び第二エンジン回転信号に基づいて第一及び第二制御信号を生成する
。尚、このときの各制御信号の生成方法は、第一実施形態において実回転数Ｒcaが基準値
Ｒcas以上となるときの方法と同様である。したがって、制御回路３６０では、各センサ
１６０，１６２から確実に出力されるエンジン回転信号を利用して制御信号生成を実施す
ることができるので、駆動回路１１０によるモータ１２の通電駆動の実施も確実となる。
【００４６】
（第六実施形態）
　図１３に示すように、本発明の第六実施形態は第五実施形態の変形例であり、第五実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第六実施形態のモータ制御装置４００において制御回路４１０は、図１３に示すように
クランク軸の実回転数Ｒcrが基準値Ｒcrs以上のとき、各センサ１６０，１６２から受信
したエンジン回転信号と駆動回路１１０から受信したモータ回転信号とに基づいて各制御
信号を生成する。具体的には制御回路４１０は、エンジンの１回転毎に、第一エンジン回
転信号が表すカム軸１１の実回転数Ｒcaと第二エンジン回転信号が表すクランク軸の実回
転数Ｒcrとから基準バルブタイミングを検知する。さらに制御回路４１０は、この基準バ
ルブタイミングに対する位相差をモータ回転信号が表すモータ軸１４の実回転数Ｒmから
検知し、当該位相差と基準バルブタイミングとから実バルブタイミングを割り出す。そし
て制御回路４１０は、この実バルブタイミングと、別途設定した目標バルブタイミングと
の位相差から目標回転数ｒm及び目標回転方向ｄmを決定し、それら目標回転数ｒm及び目
標回転方向ｄmをそれぞれ表すように第一及び第二制御信号を生成する。尚、クランク軸
の実回転数Ｒcrが基準値Ｒcrs未満となるとき制御回路４１０は、第五（第一）実施形態
と同様にして第一及び第二制御信号を生成する。
【００４７】
　このように制御回路４１０は、クランク軸の実回転数Ｒcrが基準値Ｒcrs以上の高回転
数となるとき、エンジン回転信号のみならずモータ回転信号をも利用することで、目標回
転数ｒmを正確に取得することができる。したがって、駆動回路１１０は、正確な目標回
転数ｒmを表す第一制御信号に従ってモータ１２を通電駆動することができるので、バル
ブタイミングの調整精度が向上する。
【００４８】
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（第七実施形態）
　図１４に示すように、本発明の第七実施形態は第六実施形態の変形例であり、第六実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第七実施形態のモータ制御装置４５０において駆動回路４６０の回転信号生成部４６２
には、インバータゲート１２３の出力側に１段のＤ型フリップフロップ（以下、Ｄ－ＦＦ
という）４６４が設けられている。このＤ－ＦＦ４６４は、クロック入力端子への入力信
号の立ち上がりエッジに応答してデータ出力端子及び反転データ出力端子からの出力信号
を高低させるものである。
【００４９】
　具体的には、Ｄ－ＦＦ４６４のクロック入力端子にインバータゲート１２３の出力信号
がモータ回転信号として入力され、Ｄ－ＦＦ４６４の信号入力端子に同Ｄ－ＦＦ４６４の
反転信号出力端子の出力信号が入力されるようになっている。したがって、図１５に示す
如くＤ－ＦＦ４６４の信号出力端子から出力されるモータ回転信号は、インバータゲート
１２３からの出力時点と比べてエッジ数が半分の信号となる。ここで、Ｄ－ＦＦ４６４か
ら出力されるモータ回転信号において連続するエッジ間の時間差は、インバータゲート１
２３からの出力信号において１つの立ち下がりエッジを挟んで連続する２つの立ち上がり
エッジ間の時間差と等しくなる。すなわちＤ－ＦＦ４６４から出力されるモータ回転信号
は、モータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を正確に反映したものとなるので、当該実回転
数Ｒmの絶対値を表す信号として制御回路４１０へと送信される。尚、本実施形態では、
各ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの検出信号から割り出されるモータ軸１４の実回転
数Ｒmの符号について、モータ回転信号とは別のモータ方向信号にて回転信号生成部４６
２から制御回路４１０へと伝播される。故に制御回路４１０では、モータ回転信号とモー
タ方向信号とに基づいて符号付の実回転数Ｒmを把握することができる。また、本実施形
態のフィードバック制御部１２４には、インバータゲート１２３の出力信号がモータ回転
信号として与えられる。
【００５０】
　このように回転信号生成部４６２は、Ｄ－ＦＦ４６４から制御回路４１０へ出力するモ
ータ回転信号について、その伝播情報である実回転数Ｒmに誤差を生じさせることなくエ
ッジ数を半分に減らすことができる。故にモータ１２の高速回転時には、インバータゲー
ト１２３からの出力時点ではモータ回転信号のエッジ間に十分な時間差がなくなったとし
ても、制御回路４１０へ送信時点ではモータ回転信号のエッジ間の時間差を倍増すること
ができる。これにより制御回路４１０では、モータ回転信号の処理量を少なく抑えること
ができるので、当該制御回路４１０における負荷が軽減される。
【００５１】
　また、ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの少なくとも１つから回転信号生成部４６２
への信号送信に異常が発生したときには、例えば図１６に示すように、当該異常信号（同
図に二点鎖線で示す）のエッジに対応する電圧切換がインバータゲート１２３からの出力
信号に現れない。故に、このときＤ－ＦＦ４６４から出力されるモータ回転信号には、正
規のタイミング（図１５参照）とは異なるタイミングでエッジが現れる。したがって、Ｄ
－ＦＦ４６４からモータ回転信号を受信する制御回路４１０では、当該受信信号のエッジ
の出現タイミングからホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗの異常を判定することが可能と
なる。
【００５２】
（第八実施形態）
　図１７に示すように、本発明の第八実施形態は第七実施形態の変形例であり、第七実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第八実施形態のモータ制御装置５００において駆動回路５１０の回転信号生成部５１２
には、インバータゲート１２３の出力側に２段のＤ型フリップフロップ５１４，５１６が
設けられている。これらＤ－ＦＦ５１４，５１６は共に、クロック入力端子への入力信号
の立ち上がりエッジに応答してデータ出力端子及び反転データ出力端子からの出力信号を
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高低させるものである。
【００５３】
　具体的には前段Ｄ－ＦＦ５１４については、第七実施形態のＤ－ＦＦ４６４と同様な信
号入力形態となっている。また、後段Ｄ－ＦＦ５１６については、クロック入力端子に前
段Ｄ－ＦＦ５１４の信号出力端子の出力信号が入力され、信号入力端子に同Ｄ－ＦＦ５１
６の反転信号出力端子の出力信号が入力されるようになっている。したがって、図１８に
示すように後段Ｄ－ＦＦ５１６の信号出力端子から出力されるモータ回転信号は、インバ
ータゲート１２３からの出力時点と比べてエッジ数が１／４の信号となる。ここで、後段
Ｄ－ＦＦ５１６から出力されるモータ回転信号において連続するエッジ間の時間差は、イ
ンバータゲート１２３からの出力信号において互いに２周期離れた立ち上がりエッジ間の
時間差と等しくなる。すなわち後段Ｄ－ＦＦ５１６から出力されるモータ回転信号は、モ
ータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を正確に反映したものとなるので、当該実回転数Ｒmの
絶対値を表す信号として制御回路４１０へと送信される。
【００５４】
　このように回転信号生成部５１２は、後段Ｄ－ＦＦ５１２から制御回路４１０へ出力す
るモータ回転信号について、その伝播情報である実回転数Ｒmに誤差を生じさせることな
くエッジ数を１／４に減らすことができる。故に、第七実施形態と同様の原理によって制
御回路４１０における負荷が軽減される。
【００５５】
（第九実施形態）
　図１９に示すように、本発明の第九実施形態は第八実施形態の変形例であり、第八実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第九実施形態のモータ制御装置５５０において駆動回路５６０の回転信号生成部５６２
には、インバータゲート１２３の出力側にＦＶ変換部５６４が設けられている。このＦＶ
変換部５６４は、インバータゲート１２３の出力信号について、１つの立ち下がりエッジ
を挟んで連続する２つの立ち上がりエッジの時間差から信号周波数（すなわち当該時間差
の逆数）Ｆmを割り出す。さらにＦＶ変換部５６４は、割り出した信号周波数Ｆmを図２０
の如くスイッチ電圧Ｖsへと線形変換する。これにより、信号周波数Ｆmが閾値Ｆmth未満
となるときにはスイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth未満となり、信号周波数Ｆmが閾値Ｆmth以
上となるときにはスイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth以上となる。尚、本実施形態では、信号
周波数Ｆmがモータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値に比例する値となる。したがって、本実
施形態では図２０に示すように、実回転数Ｒmの絶対値が閾値Ｆmthの対応値Ｒmth未満と
なるときにはスイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth未満に、また実回転数Ｒmの絶対値が閾値Ｆm

thの対応値Ｒmth以上となるときにはスイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth以上になると考える
ことができる。
【００５６】
　さらに、回転信号生成部５６２においてインバータゲート１２３と制御回路４１０との
間には、スイッチ部５６６が設けられている。このスイッチ部５６６は、ＦＶ変換部５６
４から入力されるスイッチ電圧Ｖsに従って、インバータゲート１２３から制御回路４１
０へのモータ回転信号の伝播経路を切り換える。具体的には、スイッチ電圧Ｖsが閾電圧
Ｖsth未満となるとき、図２０の如くスイッチ部５６６はオン状態へ移行することによっ
て、モータ回転信号をインバータゲート１２３から直接に制御回路４１０へ伝播させる。
よって、このとき制御回路４１０は、ゲート１２１～１２３により生成されたモータ回転
信号をそのまま受信することとなる。一方、スイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth以上となると
き、図２０の如くスイッチ部５６６はオフ状態へ移行することによって、モータ回転信号
をインバータゲート１２３からＤ－ＦＦ５１４，５１６を経由して制御回路４１０へと伝
播させる。よって、このとき制御回路４１０は、インバータゲート１２３からの出力時点
と比べてエッジ数が１／４に減らされたモータ回転信号を受信することとなる。
【００５７】
　このような回転信号生成部５６２によると、モータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値が値
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Ｒmth未満となるときには、ゲート１２１～１２３により生成されたモータ回転信号をそ
のまま制御回路４１０へと送信する。したがって、モータ軸１４の実回転数Ｒmが低回転
数となるときの制御回路４１０では、エッジ数の制限を受けていないモータ回転信号から
実回転数Ｒmを正確に把握することができる。
【００５８】
　また、回転信号生成部５６２によると、モータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値が値Ｒmth

以上となるときには、ゲート１２１～１２３により生成されたモータ回転信号のエッジ数
を１／４に減らすことができる。これにより、エンジンの回転に追従する等してモータ１
２の回転が高速となるときの制御回路４１０では、エッジ数の制限を受けたモータ回転信
号を処理することとなる。したがって、制御回路４１０では、モータ回転信号の処理量の
増大を抑制して負荷を軽減することができる。
【００５９】
（第十実施形態）
　図２１に示すように、本発明の第十実施形態は第九実施形態の変形例であり、第九実施
形態と実質的に同一の構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
　第十実施形態のモータ制御装置６００では、駆動回路６１０の回転信号生成部６１２の
スイッチ部６１４が、前段Ｄ－ＦＦ５１４と制御回路４１０との間に設けられている。そ
して、このスイッチ部６１４は、ＦＶ変換部５１４から入力されるスイッチ電圧Ｖsに従
って、インバータゲート１２３から制御回路４１０へのモータ回転信号の伝播経路を切り
換える。具体的には、スイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsthとなるとき、スイッチ部６１４はオ
ン状態へ移行することによって、モータ回転信号を前段Ｄ－ＦＦ５１４を経由させた後、
後段Ｄ－ＦＦ５１６を迂回して制御回路４１０へと伝播させる。よって、このとき制御回
路４１０は、インバータゲート１２３からの出力時点と比べてエッジ数が１／２に減らさ
れたモータ回転信号を受信することとなる。一方、スイッチ電圧Ｖsが閾電圧Ｖsth以上と
なるとき、スイッチ部６１４はオフ状態へ移行することによって、モータ回転信号をイン
バータゲート１２３からＤ－ＦＦ５１４，５１６を経由して制御回路４１０へと伝播させ
る。よって、このとき制御回路４１０は、インバータゲート１２３からの出力時点と比べ
てエッジ数が１／４に減らされたモータ回転信号を受信することとなる。
【００６０】
　このような回転信号生成部６１２によると、モータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値が値
Ｒmth未満となるときも値Ｒmth以上となるときも、ゲート１２１～１２３により生成され
たモータ回転信号のエッジ数を減らすことができる。故に、第七実施形態で説明した原理
と同様の原理によって制御回路４１０における負荷が軽減される。しかも回転信号生成部
６１２では、実回転数Ｒmの絶対値が値Ｒmth以上となるときに、実回転数Ｒmの絶対値が
値Ｒmth未満となるときよりもエッジ数を減らすことができる。これにより、エンジンの
回転に追従する等してモータ１２の回転が高速となるときの制御回路４１０では、モータ
回転信号の処理量の増大が十分に抑制されて負荷が大幅に軽減されることとなる。
【００６１】
　以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明はそれらの実施形態に限定
して解釈されるものではない。
　例えば、第一～第十実施形態の制御回路１５０，２６０，３６０，４１０では、実バル
ブタイミングと目標バルブタイミングとの位相差からモータ軸１４の符号なしの目標回転
数ｒm及び目標回転方向ｄmを、制御目標として決定している。このように実バルブタイミ
ングと目標バルブタイミングとの位相差から決定可能な制御目標としては、目標回転数ｒ

m、目標回転方向ｄmの他にも、モータ軸１４の符号付きの目標回転数、モータ軸１４の回
転数の目標変化量、モータ１２における負荷電流の目標値等を例示することができる。し
たがって、制御回路１５０，２６０，３６０，４１０については、上記例示したもののう
ち予め選択された少なくとも１種類を制御目標として決定し、当該制御目標を表す制御信
号を適数生成するように構成してもよい。尚、この場合、一制御信号が１種類の制御目標
を表すようにしてもよいし、一制御信号が複数種類の制御目標を表すようにしてもよい。
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【００６２】
　さらに、第二～第四実施形態の制御回路１５０，２６０では、第五実施形態に準じ、ク
ランク軸の実回転数Ｒcrと基準値Ｒcrsとの大小関係に応じて制御信号の生成方式を切り
換えるようにしてもよい。また、第六～第十実施形態の制御回路４１０では、第一実施形
態に準じ、カム軸１１の実回転数Ｒcaと基準値Ｒcasとの大小関係に応じて制御信号の生
成方式を切り換えるようにしてもよい。
【００６３】
　またさらに、第二及び第六～第十実施形態の制御回路４１０では、クランク軸やカム軸
１１の実回転数Ｒcr，Ｒcaに依らず、第一及び第二エンジン回転信号とモータ回転信号と
に基づいて第一及び第二制御信号を生成するようにしてもよい。尚、この場合には、第一
及び第二エンジン回転信号の双方が出力されている間は、第六実施形態の実回転数Ｒcrが
基準値Ｒcrs以上のときと同様にして、また第一及び第二エンジン回転信号の少なくとも
一方が出力されなくなったときには、第一実施形態の実回転数Ｒcaが基準値Ｒcas未満の
ときと同様にして制御信号生成を実施する。このようにすることで、第一及び第二エンジ
ン回転信号の少なくとも一方が出力されなくなったときでも、残ったモータ回転信号に基
づく制御信号生成を実施して、適切なバルブタイミング調整を実現することができる。
【００６４】
　さらにまた、第一，第五及び第六実施形態の回転信号生成部１２０及び第二実施形態の
回転信号生成回路２１０では、モータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値を表すモータ回転信
号と、実回転数Ｒmの符号すなわちモータ軸１４の回転方向を表す回転方向信号とを個別
に生成し、それら各信号を制御回路１５０，３６０，４１０へ送信するようにしてもよい
。また、第七～第十実施形態の回転信号生成部４６２，５１２，５６２，６１２では、モ
ータ軸１４の実回転数Ｒmの絶対値に加え、割り出した実回転数Ｒmの符号をも表すように
モータ回転信号を制御回路４１０へ送信するようにしてもよい。
【００６５】
　加えて、第三実施形態では、ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗのうち２つ又は唯１つ
の素子の検出信号を、駆動回路２７０を介して又は介さないで制御回路２６０へ送信する
ようにしてもよい。また、第五及び第六実施形態では、第三実施形態に準じ回転信号生成
部１２０を設けないようにして、ホール素子１８ｕ，１８ｖ，１８ｗのうち少なくとも１
つの素子の検出信号を、駆動回路１１０を介して又は介さないで制御回路２６０，４１０
へ送信するようにしてもよい。
【００６６】
　また加えて、第五及び第六実施形態では、第四実施形態に準じ、ホール素子１８ｕ，１
８ｖ，１８ｗのうち唯１つの素子の検出信号を反転して又は反転しないで、制御回路３６
０，４１０へと送信するようにしてもよい。また、第四～第十実施形態では、第二実施形
態に準じ、回転信号生成部３１２，１２０，４６２，５１２，５６２，６１２を別回路と
して、駆動回路３１０，１１０，４６０，５１０，５６０，６１０から分離するようにし
てもよい。
【００６７】
　さらに加えて、第一～第十実施形態では３相ブラシレスモータを用いているが、３相ブ
ラシレスモータ以外の公知のモータを用いてもよい。また、第一～第十実施形態ではホー
ル素子を回転位置センサとして用いているが、例えば磁気抵抗効果素子を回転位置センサ
として用いてもよい。さらにまた、回転位置センサについては、当該センサの種類やモー
タの種類に応じた適数をモータの回転方向に配置して、所望のエッジ数のモータ回転信号
を生成するようにすることが望ましい。
【００６８】
　またさらに加えて、第七実施形態の回転信号生成部４６２は、第九実施形態に準ずる接
続形態のＦＶ変換部５６４及びスイッチ部５６６を備えていてもよい。この場合、モータ
軸１４の実回転数Ｒmの絶対値が値Ｒmth未満となるときには、ゲート１２１～１２３によ
り生成されたモータ回転信号がそのまま制御回路４１０へ送信され、また実回転数Ｒmの



(16) JP 4269341 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

絶対値が値Ｒmth以上となるときには、ゲート１２１～１２３により生成されたモータ回
転信号がエッジ数を半分に減らされて制御回路４１０へ送信されることとなる。尚、この
ように、ゲート１２１～１２３によって生成されたモータ回転信号に対しエッジ数の低減
処理を施すためのＤ－ＦＦについては、求められるエッジ数の低減率に応じて適数使用す
ることができる。また、ゲート１２１～１２３によって生成されたモータ回転信号に対し
エッジ数の加減処理を施すためにＤ－ＦＦと組み合わされるスイッチ部については、求め
られるエッジ数の低減率やＤ－ＦＦの使用数に応じて適数を必要位置に配設することがで
きる。さらにまた、ゲート１２１～１２３によって生成されたモータ回転信号に対しエッ
ジ数の低減処理又は加減処理を施すことが可能な公知の構成であれば、第七～第十実施形
態の如きＤ－ＦＦやスイッチからなる構成以外（例えばマイクロコンピュータ）であって
も採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】第一実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図２】第一実施形態によるバルブタイミング調整装置を示す断面図である。
【図３】図２のIII－III線断面図である。
【図４】図２のIV－IV線断面図である。
【図５】第一実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図６】第一実施形態による通電部の要部を示す回路図である。
【図７】第一実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図８】第二実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図９】第三実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図１０】第三実施形態の変形例によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図１１】第四実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図１２】第五実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図１３】第六実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図１４】第七実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図１５】第七実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図１６】第七実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図１７】第八実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図１８】第八実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための模式図である。
【図１９】第九実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【図２０】第九実施形態によるモータ制御装置の作動を説明するための特性図である。
【図２１】第十実施形態によるモータ制御装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７０】
１０　バルブタイミング調整装置、１１　カム軸、１２　モータ、１４　モータ軸、１８
ｕ，１８ｖ，１８ｗ　ホール素子（回転位置センサ）、３０　位相変化機構、１００，２
００，２５０，３００，３５０，４００，４５０，５００，５５０，６００　モータ制御
装置、１１０，２２０，２７０，３１０，４６０，５１０，５６０，６１０　駆動回路、
１２０，３１２，４６２，５１２，５６２，６１２　回転信号生成部、１２１　第一ＸＯ
Ｒゲート、１２２　第二ＸＯＲゲート、１２３　インバータゲート、１２４，２８０　フ
ィードバック制御部、１２６　通電部、１５０，２６０，３６０，４１０　制御回路、１
６０　第一回転センサ（エンジンの回転センサ）、１６２　第二回転センサ（エンジンの
回転センサ）、２１０　回転信号生成回路、３１４　波形整形部、４６４　Ｄ－ＦＦ、５
１４　前段Ｄ－ＦＦ、５１６　後段Ｄ－ＦＦ、５６４　ＦＶ変換部、５６６，６１４　ス
イッチ部、Ｆm　信号周波数、Ｆmth　閾値、Ｒca，Ｒcr　実回転数（エンジンの実回転数
）、Ｒcas，Ｒcrs　基準値（エンジンの実回転数の基準値）、Ｒm　実回転数（モータの
実回転数）、Ｒmth　値（モータの実回転数の閾値）、θ　実回転位置（モータの実回転
位置）、Ｖs　スイッチ電圧、Ｖsth　閾電圧
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