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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステアリングホイールに接続された操舵軸と、
　前記操舵軸と転舵輪とを連結する操舵機構に設けられたパワーシリンダと、
　前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給する油圧ポンプと、
　前記油圧ポンプを駆動するモータと、
　前記転舵輪に与える操舵アシスト力に応じて、前記モータに駆動信号を出力するモータ
制御手段と、
　前記操舵軸の操舵角を検出する操舵角検出手段と、
　前記モータに電力を供給する電源の電圧を昇圧する昇圧回路と、
　前記操舵角検出手段によって検出された操舵角から操舵角加速度を演算又は推定する操
舵角加速度演算手段と、
　前記操舵角加速度演算手段によって算出された操舵角加速度に基づき、前記昇圧回路を
駆動制御する昇圧回路制御手段と、
　を有することを特徴とするパワーステアリング装置。
【請求項２】
　転舵輪に連結された操舵機構の操舵力を補助するパワーシリンダと、
　前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給する油圧ポンプと、
　前記油圧ポンプを駆動するモータと、
　前記転舵輪に与える操舵アシスト力に応じて、前記モータにPWMデューティ信号を出力
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するモータ制御手段と、
　前記モータに電力を供給する電源の電圧を昇圧する昇圧回路と、
　前記PWMデューティ信号変化率に基づき、前記昇圧回路を駆動制御する昇圧回路制御手
段と、
　を有することを特徴とするパワーステアリング装置。
【請求項３】
　転舵輪に連結された操舵機構の操舵力を補助するパワーシリンダと、
　前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給する油圧ポンプと、
　前記油圧ポンプを駆動するモータと、
　前記転舵輪に与える操舵アシスト力に応じて、前記モータに駆動信号を出力するモータ
制御手段と、
　前記モータに流れる電流値を検出する電流値検出手段と、
　前記モータに電力を供給する電源の電圧を昇圧する昇圧回路と、
　前記駆動信号と前記電流値との偏差を演算する電流値偏差演算手段と、
　前記偏差が所定値以上大きいとき、前記昇圧回路を駆動する昇圧回路制御手段と、
　を有することを特徴とするパワーステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーステアリング装置に関し、特にモータにより操舵力をアシストする電
動パワーステアリング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されるパワーステアリング装置は、モータで駆動される可逆式
ポンプからの液圧をパワーシリンダの左右のシリンダ室にそれぞれ選択的に供給すること
により操舵アシスト力を得ている。よって、モータが直接操舵軸に接続される電動パワー
ステアリング装置に比べ、同型のモータでより大きなアシスト力を得ることを可能として
いる。
【０００３】
　しかしながら、近年の搭載対象車両の拡大に伴い、大きな操舵アシスト力が必要とされ
るようになり、更なるモータの出力アップが要求されるようになってきた。そこで、特許
文献２に記載の技術では、昇圧回路を用いることにより、モータの出力アップを図ってい
る。また、モータの回転速度に基づき昇圧タイミングを切り換え制御することにより、昇
圧回路の動作頻度を抑え、バッテリの消耗を抑制している。
【特許文献１】特開２００３－１３７１１７号公報
【特許文献２】特開２００３－３３０７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のパワーステアリング装置では、モータ駆動によるポ
ンプの回転により液圧を昇圧させ、この液圧によりパワーシリンダを駆動する構成である
ため、液圧が所定値に到達するまではモータ回転速度が速く、この所定値に達した後は、
モータ回転速度が低下するという特性となっている。よって、液圧が所定値に到達するま
でのモータ回転速度変化が非常に大きく、この回転速度変化が得られないと、所望の液圧
が得られずアシスト不足が発生する。ここで、モータ回転速度に基づき昇圧タイミングを
切り換え制御した場合、モータ回転速度が所定速度に到達する間に液圧の応答遅れが発生
してしまい、所定速度から昇圧を開始しても、所望の液圧応答性や目標の液圧が得られな
い。また、モータ回転数が所定速度に達した時の液圧の状態によって、昇圧を開始した後
の必要なモータ回転速度変化が大きく異なるため、モータ回転速度を急激に上昇させた場
合には、十分な電圧の昇圧が得られなかったり、不必要な昇圧を実施する可能性がある。
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そこで、昇圧を開始するモータ回転速度閾値を低く設定した場合には、不必要な場合にお
いても頻繁に昇圧が実施されるため、昇圧回路の動作頻度が増加し、バッテリの負担が大
きくなると言う問題があった。
【０００５】
　本発明は、上述の従来の問題点に着目して成されたもので、モータにより油圧ポンプを
駆動し、パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給して操舵アシスト力を付与
する際、バッテリの負担が大きくなることなく、良好な操舵フィーリングを達成可能なパ
ワーステアリング装置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】
【０００６】
　上述の目的を達成するため、第1の発明のパワーステアリング装置では、ステアリング
ホイールに接続された操舵軸と、前記操舵軸と転舵輪とを連結する操舵機構に設けられた
パワーシリンダと、前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給する油圧ポ
ンプと、前記油圧ポンプを駆動するモータと、前記転舵輪に与える操舵アシスト力に応じ
て、前記モータに駆動信号を出力するモータ制御手段と、前記操舵軸の操舵角を検出する
操舵角検出手段と、前記モータに電力を供給する電源の電圧を昇圧する昇圧回路と、
前記操舵角検出手段によって検出された操舵角から操舵角加速度を演算又は推定する操舵
角加速度演算手段と、前記操舵角加速度演算手段によって算出された操舵角加速度に基づ
き、前記昇圧回路を駆動制御する昇圧回路制御手段と、を有することを特徴とする。
  また第2の発明のパワーステアリング装置では、転舵輪に連結された操舵機構の操舵力
を補助するパワーシリンダと、前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給
する油圧ポンプと、前記油圧ポンプを駆動するモータと、前記転舵輪に与える操舵アシス
ト力に応じて、前記モータにPWMデューティ信号を出力するモータ制御手段と、前記モー
タに電力を供給する電源の電圧を昇圧する昇圧回路と、前記PWMデューティ信号変化率に
基づき、前記昇圧回路を駆動制御する昇圧回路制御手段と、を有することを特徴とする。
  また第3の発明のパワーステアリング装置では、転舵輪に連結された操舵機構の操舵力
を補助するパワーシリンダと、前記パワーシリンダの両圧力室に対し選択的に油圧を供給
する油圧ポンプと、前記油圧ポンプを駆動するモータと、前記転舵輪に与える操舵アシス
ト力に応じて、前記モータに駆動信号を出力するモータ制御手段と、前記モータに流れる
電流値を検出する電流値検出手段と、前記モータに電力を供給する電源の電圧を昇圧する
昇圧回路と、前記駆動信号と前記電流値との偏差を演算する電流値偏差演算手段と、前記
偏差が所定値以上大きいとき、前記昇圧回路を駆動する昇圧回路制御手段と、を有するこ
とを特徴とする。
【０００７】
　よって、モータの角加速度に基づき昇圧タイミングを決定するため、昇圧の遅れによる
モータの応答性低下や、不必要な昇圧によるバッテリの消耗を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明を実施する最良の形態を実施例として図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１は実施例１のパワーステアリング装置の全体構成を表すシステム図である。ステア
リングホイールa1には、ステアリングシャフトb1が連結されている。ステアリングシャフ
トb1には、ユニバーサルジョイントを介して中間シャフトb2が接続されている。中間シャ
フトb2には、ユニバーサルジョイントを介してピニオンシャフトb3が接続されている。ピ
ニオンシャフトb3上には、ステアリングホイールa1と図外の操向輪との間に作用するトル
ク（運転者の操舵トルクに相当）を検出するトルクセンサb4が設けられている。また、ピ
ニオンシャフトb3の端部にはピニオンb5が設けられている。このピニオンb5と後述するラ
ック歯23aにより周知のラック&ピニオン機構c1が構成され、ステアリングホイールa1の回
転運動を軸方向運動に変換する。
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【００１０】
　パワーシリンダ２０内には、図外の操向輪とタイロッド等を介して連結されたラック２
３と、このラック２３と一体に移動するピストン２４が収装されている。図１中、パワー
シリンダ２０内であってピストン２４よりも左側には、ラック２３の第１の方向への移動
をアシストする第１シリンダ室２１が設けられている。同様に、パワーシリンダ２０内で
あってピストン２４よりも右側には、ラック２３の第２の方向への移動をアシストする第
２シリンダ室２２が設けられている。
【００１１】
　モータ１は正逆回転可能なブラシレスモータである。このモータ１には回転角を検出す
るモータ回転角センサ６が設けられ、U,V,W相にスイッチング回路から回転角に応じた電
圧を供給ことで回転駆動する。尚、モータ回転角センサ６としては、レゾルバや、円周上
に配置された複数のホール素子等でもよく、特に限定しない。このモータ１には、モータ
１の回転方向に応じて油の吐出方向を切り換え可能な双方向型のポンプ２が接続されてい
る。このポンプ２には、油の吸入・吐出を行う第１ポート２ａ及び第２ポート２ｂが設け
られている。
【００１２】
　第１ポート２ａには、第１シリンダ室２１と接続する第１油路１０が接続されている。
第１油路１０には、分岐油路１０ａが接続され、この分岐油路１０ａはチェック弁３を介
してリザーバタンク５と接続されている。同様に、第２ポート２ｂには、第２シリンダ室
２２と接続する第２油路１１が接続されている。第２油路１１には、分岐油路１１ａが接
続され、この分岐油路１１ａはチェック弁４を介してリザーバタンク５と接続されている
。尚、チェック弁３，４は、リザーバタンク５からの油の流れのみを許容する構成とされ
ている。
【００１３】
　コントローラ３０には、トルクセンサb4，モータ回転角センサ６，車速センサ７及びモ
ータ１の電流値を検出する電流検出手段８からのセンサ信号が入力され、モータ１の駆動
を制御する。
【００１４】
　図２は実施例１のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。コントローラ３０
内には、車速センサ７及びトルクセンサb4の信号に基づいて操舵アシストトルクを演算す
るアシスト量演算手段３１が設けられている。また、演算されたアシスト量を得るように
電流検出手段８からの電流値とのサーボ制御によってモータ駆動回路５１に制御信号を出
力するモータ駆動制御手段３２が設けられている。また、モータ回転角センサ６の回転角
信号からモータ回転角加速度を検出するモータ回転角加速度検出手段331が設けられてい
る。また、検出されたモータ回転角加速度に基づいて昇圧回路５０の駆動を制御する昇圧
回路制御手段３４が設けられている。
【００１５】
　昇圧回路５０は、バッテリ５２を所定の電圧に昇圧する回路であり、昇圧したバッテリ
電圧をモータ駆動回路５１に供給する。尚、この昇圧回路５０はコントローラ３０の外部
に設けた構成を示したが、内部に設けてもよく特に限定しない。
【００１６】
　モータ駆動回路５１は、モータ１に対し所望の回転数及びトルクを達成する電力を供給
するスイッチング回路から構成され、モータ駆動制御手段３２によりスイッチング制御を
行うことで、モータ１の駆動状態を制御する。
【００１７】
　図３は、コントローラ３０において行われるパワーステアリング装置の制御内容を表す
フローチャートである。
  ステップ１０１では、アシスト制御処理を実行し、平行してステップ１０２では、昇圧
制御処理を実行する。尚、アシスト制御処理とは、アシスト量演算手段３１により演算さ
れた目標アシスト量を演算する処理を表す。アシスト量の演算については、運転者の操舵
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トルクが所望の値となるように適宜演算される公知の技術であり、特に言及しない。
【００１８】
　ステップ１０３では、モータ駆動制御処理を実行する。尚、モータ駆動制御処理とは、
モータ駆動制御手段３２において実行されるサーボ制御処理を表す。具体的には、アシス
ト量演算手段３１によりアシスト量が演算されると、このアシスト量を達成するモータ１
の目標電流値が設定される。モータ１に流れる実電流値がこの目標電流値となるようにモ
ータ駆動回路５１に対し制御信号を出力する処理を表す。
【００１９】
　ステップ１０４では、システム終了要求があるかどうかを判断し、システム終了要求が
ないときはステップ１０１～１０３を繰り返し、システム終了要求がないときは本制御を
終了する。尚、システムの終了要求とは、例えば通常制御時であればイグニッションがオ
フであり、システムに異常が発生した場合には、フェール信号等である。
【００２０】
　図４は、モータ回転角加速度検出手段331及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表す
フローチャートである。
  ステップ２０１では、モータ回転角センサ６のセンサ信号からモータ回転角を読み込む
。
  ステップ２０２では、モータ回転角加速度αmを演算する。尚、モータ回転角加速度αm
とは前回のモータ回転角値に対する今回のモータ回転角値の単位時間当たりの変化量を表
す。
  ステップ２０３では、昇圧制御開始判断として、モータ回転角加速度αmの絶対値が閾
値αmf以上かどうかを判断し、閾値αmf以上のときはステップ２０４へ進み、それ以外の
ときはステップ２０５へ進む。尚、絶対値を比較したのはモータ１の正逆回転に対応した
ものである。また、閾値αmfとは、アシスト力不足によって運転者の操舵トルクが予め設
定された所望の値以上となる虞のある閾値であ。
  ステップ２０４では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ２０５では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００２１】
　〔操舵に伴う基本的作用について〕
  次に、上記構成の基本的な作用について説明する。イグニッションがオンされた後、ト
ルクセンサb4のセンサ信号に基づいて、モータ１に駆動電流が供給される。モータ１は駆
動電流に応じたトルクを発生し、モータ１に連結されたポンプ２が回転し、回転数に応じ
た流量を吐出する。
【００２２】
　ポンプ２により吐出された作動油は、例えば第１油路１０側に吐出されたとすると、第
１油路１０を通り、第１シリンダ室２１に供給されることで第１シリンダ室２１に油圧が
発生する。この油圧がステアリングホイールa1を操作する力のアシスト力となり、運転者
のステアリングホイール操作力とアシスト力の合力が操向輪に作用する負荷に打ち勝つこ
とによりラック２３が移動し、操向輪が操舵方向に転舵される。
【００２３】
　ラック２３の変位と共にピストン２４が移動するため、第１シリンダ室２１は容積が大
きくなり、第２シリンダ室２２は容積が小さくなる。第２シリンダ室２２の容積が小さく
なることによって排出される作動油は第２油路１１を通ってポンプ２へ戻り、ポンプ２か
ら容積が大きくなった第１シリンダ室２１へと供給される。
【００２４】
　すなわち、実施例１のパワーステアリング装置は、ステアリングホイールa1とモータ１
とが油を介して接続された構成である。言い換えると、ステアリングホイールa1とモータ
１とが積分要素（パワーシリンダ２０とは、モータ１が回転し、油の移動を行うことで体
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積変化を達成する要素である）を介して接続されていることとなる。よって、ステアリン
グホイールa1の回転よりも、モータ１を速く回転させて初めて所望のアシスト特性を得る
ことが可能となる。
【００２５】
　〔モータの基本的な特性〕
  ここで、モータ１の基本的な特性について特性図と共に説明する。図５はモータ１の特
性を表す特性図である。図５中、横軸はモータトルクを表し、左側の縦軸はモータ回転数
を表し、右側の縦軸はモータ電流を表す。尚、VM1>VM2>VM3である。この関係から分かる
ように、ある電圧に対する回転数とトルクの関係は逆起電力の発生により反比例の関係で
あり、一定電圧においてトルクが増大すると回転数が低下する。逆に回転数が増大すると
トルクが低下する。
【００２６】
　電圧VM2において、モータ回転数がN2のときには、モータトルクはT2となり、モータ電
流はI2である。この状態で、モータ回転数をN2からN1に引き上げると、逆起電力の増大に
伴い、モータ電流はI2からI1に減少し、モータトルクはT2からT1に減少する。すなわち、
トルクT2のアシスト力が必要な時にモータ回転数を上昇させると、トルクT2を維持できず
に低下してしまう。
【００２７】
　そこで、モータ回転数がN2，モータトルクT2の時に、モータトルクをT2のまま維持しつ
つ、回転数を増大させるには、電圧をVM1に昇圧する。すると、逆起電力が発生したとし
てもモータ電流をI1に増大させることが可能となり、モータトルクをT2に維持したままモ
ータ回転数をN1に増大させることができる。尚、電圧がVM2からVM3に低下した場合、モー
タ回転数をN2に維持しようとすると、トルクはT1に低下してしまう。このような場合にも
昇圧することで回転数とトルクの両方を維持することが可能となる。
【００２８】
　〔操舵速度違いによる作用について〕
  上記モータの特性をふまえて、操舵速度が異なる場合の作用について説明する。図６は
操舵速度が速い場合と遅い場合の各構成要素の状態変化を表すタイムチャート、図６中、
点線は操舵速度が大きく昇圧回路による昇圧無しの場合のタイムチャートであり、実線は
操舵速度が大きく昇圧回路により昇圧した場合のタイムチャートであり、一点鎖線は操舵
速度が小さく昇圧回路による昇圧無しのタイムチャートである。
【００２９】
　ステアリングホイールa1の操舵速度が小さいときは、ピストン２４の移動速度が小さく
、各シリンダ室２１，２２の容積変化速度も小さい。よって容積変化速度に追従してポン
プ２から作動油が吐出され、油圧発生が遅れることがなく、過大な操舵トルクの発生を抑
制してスムーズなアシスト力が得られている。
【００３０】
　ステアリングホイールa1の操舵速度が速いときは、ピストン２４の移動速度が速くなり
、各シリンダ室２１，２２の容積変化速度も大きくなる。この容積変化速度に追従してポ
ンプ２から作動油が吐出されないと、油圧発生が遅れ、アシスト力が不足し、大きなステ
アリングホイール操作力が必要となる。
【００３１】
　ここで、モータ１の回転数の動きについて説明する。モータ１の回転角速度は次式によ
り決定される。
（式１）
Tm＝J*dωm/dt＋D*ωm＋Tp
Tm：モータトルク
J：モータ慣性モーメント
D:減衰係数
ωm：モータ回転角速度
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dωm/dt：モータ回転角速度
Tp:ポンプ負荷トルク（ポンプ２に作用する負荷トルクであり、油圧に比例して大きくな
る）
である。
【００３２】
　前記式（１）より、モータ１に駆動電流が加えられたモータトルクTmが発生すると、ま
だ油圧が発生していないためモータ回転角加速度dωm/dtが大きく、回転角速度ωmも大き
くなる。
【００３３】
　油圧の上昇と共に、ポンプ負荷トルクTpが大きくなり、モータトルクTmとポンプ負荷ト
ルクTpの差が小さくなると、モータ回転角速度ωmは徐々に小さくなる。つまり、モータ
１の回転角速度（回転数）はモータトルクTmとポンプ負荷トルクTpの偏差に応じて決定さ
れる。
【００３４】
　図６の一点鎖線で示すように、操舵速度が遅いときは、モータ駆動電流の上昇も緩やか
なため、モータ発生トルクも緩やかになる。同時にシリンダ速度も遅いので、モータトル
クTmに対して油圧の発生する虞が少なく、モータのモータ回転角加速度は小さくなる。よ
って、運転者の操舵トルクを十分にアシストすることができる。
【００３５】
　これに対し、図６の点線で示すように、操舵速度が速い時に昇圧制御を行わないときは
、モータ駆動電流、モータトルクの上昇が早くなり、また、ピストン速度も速いため、油
圧の発生遅れが生じ、モータトルクTmとポンプ負荷トルクTpの偏差が大きく、モータ回転
角加速度dωm/dtが大きくなる。モータ回転角加速度dωm/dtが大きくなると同時に、最大
モータ回転角速度も大きくなる。モータ回転数ωmが大きくなると、モータ１に発生する
逆起電圧も大きくなり、モータに電流を流すのに必要な電圧が不足してしまう。したがっ
て、早い操舵時には回転数上昇に伴いモータ駆動電流不足が発生する。これに伴い、モー
タトルク不足や、モータ回転数不足が発生し、ポンプ２の発生油圧不足によって、結果的
にアシスト力が不足する。
【００３６】
　そこで、アシスト力不足が発生しそうな時には、電源電圧を昇圧し、モータ１への印可
電圧を大きくして、モータ回転数の不測を補うこととした。実施例１では、アシスト力不
足が発生しそうな時として、モータ回転角加速度αmが閾値αmf以上のときとした。よっ
て、図６の実線で示すように、時刻ｔ１においてモータ回転角加速度αmが閾値αmfを越
えると、昇圧回路５０がオンとなり、モータ回転数をより高く上昇させることができる。
これに伴って、運転者の操舵トルクも小さくなり、応答遅れを回避することができる。ま
た、単に回転数が高いだけでは昇圧制御が成されないため、不要な昇圧による昇圧回路の
耐久性の低下及びバッテリ５２の消耗を抑制することができる。
【００３７】
　また、実施例１のように、非操舵時にはモータ１の駆動を停止し、操舵時のアシスト要
求に応じて正・逆回転駆動によりモータ１を制御するパワーステアリング装置では、モー
タ回転数が０の状態から最高回転速度まで一気に回転速度を上昇させる必要がある。この
とき、モータ回転角加速度に基づいて回転数上昇の要求を早期に検知することは特に有利
である。
【実施例２】
【００３８】
　次に、実施例２について説明する。基本的な構成は実施例１と同じであるため、異なる
点についてのみ説明する。実施例１では、モータ回転角加速度αmによって昇圧回路５０
を制御した。これに対し、実施例２では、運転者の操舵トルク変化率ΔTsによって昇圧回
路５０を制御する点が異なる。
【００３９】
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　図７は実施例２のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。トルクセンサb4の
操舵トルク信号から操舵トルク変化率ΔTsを推定するトルク変化率推定手段332が設けら
れている。また、検出された操舵トルク変化率ΔTsに基づいて昇圧回路５０の駆動を制御
する昇圧回路制御手段３４が設けられている。
【００４０】
　図８は、トルク変化率推定手段332及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表すフロー
チャートである。
  ステップ３０１では、トルクセンサb4のセンサ信号から操舵トルクTsを読み込む。
  ステップ３０２では、操舵トルク変化率ΔTsを演算する。尚、操舵トルク変化率ΔTsと
は前回の操舵トルク値に対する今回の操舵トルク値の単位時間当たりの変化量を表す。
  ステップ２０３では、昇圧制御開始判断として、操舵トルク変化率ΔTsの絶対値が閾値
Tsf以上かどうかを判断し、閾値Tsf以上のときはステップ３０４へ進み、それ以外のとき
はステップ３０５へ進む。尚、絶対値を比較したのはモータ１の正逆回転に対応したもの
である。また、閾値Tsfとは、アシスト力不足によって運転者の操舵トルクが予め設定さ
れた所望の値以上となる虞のある閾値であ。
  ステップ３０４では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ３０５では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００４１】
　上記制御フローの作用について説明する。基本的に、アシスト量演算手段３１では、運
転者の操舵トルクTsから目標アシスト力を演算している。このとき、入力された操舵トル
ク変化率ΔTsが大きいときには、演算される目標アシスト力の変化量も大きくなる。この
ことは、モータ回転角加速度が大きくなることを表し、実施例１で説明したように、応答
遅れを引き起こす虞がある。
【００４２】
　そこで、実施例２では、操舵トルク変化率ΔTsが大きいときは、昇圧回路５０をオンと
することで、実施例１と同様の作用効果を得ることができる。尚、トルクセンサb4の変化
率は、モータ回転角加速度よりも位相として速い段階で検出できる値であるため、ノイズ
等の対策は必要となるものの、より応答性のよい制御を実現できる。
【実施例３】
【００４３】
　次に、実施例３について説明する。基本的な構成は実施例１と同じであるため、異なる
点についてのみ説明する。実施例１では、モータ回転角加速度αmによって昇圧回路５０
を制御した。これに対し、実施例３では、運転者の操舵角加速度vθによって昇圧回路５
０を制御する点が異なる。
【００４４】
　図９は実施例３のパワーステアリング装置の全体構成を表すシステム図である。ステア
リングシャフトb1には、ステアリングホイールa1の操舵角を検出する舵角センサb6が設け
られている。他の構成については実施例１と同じであるため、説明を省略する。
【００４５】
　図１０は実施例３のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。舵角センサb6の
舵角信号から操舵角加速度vθを推定する操舵角加速度演算手段333が設けられている。ま
た、検出された操舵角加速度vθに基づいて昇圧回路５０の駆動を制御する昇圧回路制御
手段３４が設けられている。
【００４６】
　図１１は、操舵角加速度演算手段333及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表すフロ
ーチャートである。
  ステップ４０１では、舵角センサb6のセンサ信号から操舵角θを読み込む。
  ステップ４０２では、操舵角加速度vθを演算する。尚、操舵角加速度とは前回の操舵
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角に対する今回の操舵角の単位時間当たりの変化量を時間微分した状態量を表す。
  ステップ４０３では、昇圧制御開始判断として、操舵角加速度vθの絶対値が閾値vθf
以上かどうかを判断し、閾値vθf以上のときはステップ４０４へ進み、それ以外のときは
ステップ４０５へ進む。尚、絶対値を比較したのはモータ１の正逆回転に対応したもので
ある。また、閾値vθfとは、アシスト力不足によって運転者の操舵トルクが予め設定され
た所望の値以上となる虞のある閾値である。
  ステップ４０４では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ４０５では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００４７】
　上記制御フローの作用について説明する。基本的に、アシスト量演算手段３１では、運
転者の操舵トルクTsから目標アシスト力を演算している。このとき、操舵トルクTsは、操
舵角θの二回微分値、すなわち操舵角加速度vθと略比例関係にあるため、入力された操
舵角加速度vθが大きいときには、演算される目標アシスト力の変化量も大きくなる。こ
のことは、モータ回転角加速度が大きくなることを表し、実施例１で説明したように、応
答遅れを引き起こす虞がある。
【００４８】
　そこで、実施例３では、操舵角加速度vθが大きいときは、昇圧回路５０をオンとする
ことで、実施例１と同様の作用効果を得ることができる。
【実施例４】
【００４９】
　次に、実施例４について説明する。基本的な構成は実施例１と同じであるため、異なる
点についてのみ説明する。実施例１では、モータ回転角加速度αmによって昇圧回路５０
を制御した。これに対し、実施例４では、モータ指令電流値であるPWMデューティの変化
率によって昇圧回路５０を制御する点が異なる。
【００５０】
　図１２は実施例４のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。モータ駆動制御
手段３２では、演算されたアシスト量からモータ１に供給するモータ指令電流値Imoを演
算し、このモータ指令電流値Imoと実電流値Imとの偏差に基づいて、モータ駆動回路５１
のスイッチング回路に対しPWMデューティ信号Dutyを出力する。また、モータ駆動回路５
１に対して出力されたPWMデューティ信号Dutyを読み込み、このPWMデューティ信号Dutyの
変化率を演算するPWMデューティ変化率演算手段334が設けられている。また、検出された
PWMデューティ変化率ΔDutyに基づいて昇圧回路５０の駆動を制御する昇圧回路制御手段
３４が設けられている。
【００５１】
　図１３は、PWMデューティ変化率演算手段334及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表
すフローチャートである。
  ステップ５０１では、モータ駆動制御手段３２からPWMデューティ信号Dutyを読み込む
。
  ステップ５０２では、PWMデューティ変化率ΔDutyを演算する。尚、PWMデューティ変化
率ΔDutyとは前回のDutyに対する今回のDutyの単位時間当たりの変化量を表す。
  ステップ５０３では、昇圧制御開始判断として、PWMデューティ変化率ΔDutyが閾値Pd
以上かどうかを判断し、閾値Pd以上のときはステップ５０４へ進み、それ以外のときはス
テップ５０５へ進む。
  ステップ５０４では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ５０５では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００５２】
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　上記制御フローの作用について説明する。基本的に、アシスト量演算手段３１では、運
転者の操舵トルクTsから目標アシスト力を演算している。そして、モータ駆動制御手段３
２において、この目標アシスト力に応じたモータ指令電流値Imoが出力される。このとき
、操舵トルクTsの変化に応じてPWMデューティ信号も変化するため、PWMデューティ信号の
変化率が大きいときには、モータ回転角加速度が大きくなることを表し、実施例１で説明
したように、応答遅れを引き起こす虞がある。
【００５３】
　そこで、実施例４では、PWMデューティ変化率ΔDutyが大きいときは、昇圧回路５０を
オンとすることで、実施例１と同様の作用効果を得ることができる。また、PWMデューテ
ィ信号は電気指令信号であるため、特別なセンサを設けることなく、昇圧タイミングを決
定することができる。
【実施例５】
【００５４】
　次に、実施例５について説明する。基本的な構成は実施例１と同じであるため、異なる
点についてのみ説明する。実施例１では、モータ回転角加速度αmによって昇圧回路５０
を制御した。これに対し、実施例５では、モータ指令電流値Imoと実電流値Imとの偏差ΔI
mによって昇圧回路５０を制御する点が異なる。
【００５５】
　図１４は実施例５のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。モータ駆動制御
手段３２では、演算されたアシスト量からモータ１に供給するモータ指令電流値Imoを演
算し、このモータ指令電流値Imoと実電流値Imとの偏差ΔImに基づいて、モータ駆動回路
５１のスイッチング回路に対しPWMデューティ信号Dutyを出力する。また、モータ駆動制
御手段３２からモータ指令電流値Imoと電流検出手段８により検出された実電流値Imとを
読み込み、モータ指令電流値Imoと実電流値Imとの偏差ΔImを演算する電流値偏差演算手
段335が設けられている。また、検出された偏差ΔImに基づいて昇圧回路５０の駆動を制
御する昇圧回路制御手段３４が設けられている。尚、モータ駆動制御手段３２内で演算さ
れた偏差ΔImを、直接昇圧回路制御手段３４に出力してもよく、特に限定しない。
【００５６】
　図１５は、電流値偏差演算手段335及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表すフロー
チャートである。
  ステップ６０１では、モータ駆動制御手段３２からモータ指令電流値Imoを読み込む。
  ステップ６０２では、電流検出手段８から実電流値Imを読み込む。
  ステップ６０３では、モータ指令電流値Imoと実電流値Imとの偏差を演算する。
  ステップ６０４では、昇圧制御開始判断として、偏差Imが閾値Imf以上かどうかを判断
し、閾値Imf以上のときはステップ６０５へ進み、それ以外のときはステップ６０６へ進
む。
  ステップ６０５では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ６０６では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００５７】
　上記制御フローの作用について説明する。基本的に、アシスト量演算手段３１では、運
転者の操舵トルクTsから目標アシスト力を演算している。そして、モータ駆動制御手段３
２において、この目標アシスト力に応じたモータ指令電流値Imoが出力される。このとき
、操舵トルクTsの変化が大きいと、実電流値Imよりも大きなモータ指令電流値Imoが出力
されるため、モータ指令電流値Imoと実電流値Imの偏差ΔImが大きくなる。このとき、偏
差ΔImに追従するようにモータ駆動回路５１を介して大きな電流値がモータ１に供給され
る。すると、結果としてモータ回転角加速度が大きくなると予想され、実施例１で説明し
たように、応答遅れを引き起こす虞がある。
【００５８】
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　そこで、実施例５では、偏差ΔImが閾値Imfより大きいときは、昇圧回路５０をオンと
することで、実施例１と同様の作用効果を得ることができる。
【実施例６】
【００５９】
　次に、実施例６について説明する。基本的な構成は実施例１と同じであるため、異なる
点についてのみ説明する。実施例１では、モータ回転角加速度αmが予め設定された１つ
の閾値αmf以上のときに昇圧回路５０により昇圧制御をオンとした。これに対し、実施例
６では、閾値αmfを電源電圧に応じて複数設定した点が異なる。
【００６０】
　実施例６のコントローラ３０は、基本的な構成は実施例１のコントローラと同じ構成で
あり、昇圧回路制御手段３４に、電源電圧Veを読み込み可能なラインが付設されると共に
、図１７に示す電源電圧Ve-モータ回転角加速度閾値αmfマップが内蔵されている点が異
なる。
【００６１】
　図１６は、モータ回転角加速度検出手段331及び昇圧回路制御手段３４の制御内容を表
すフローチャートである。尚、実施例１と同じ処理内容については同じステップ番号を付
してある。
  ステップ２０１では、モータ回転角センサ６のセンサ信号からモータ回転角を読み込む
。
  ステップ２０２では、モータ回転角加速度αmを演算する。尚、モータ回転角加速度αm
とは前回のモータ回転角値に対する今回のモータ回転角値の単位時間当たりの変化量を表
す。
  ステップ２０２ａでは、電源電圧Veを取り込む。
  ステップ２０２ｂでは、電源電圧Veに応じた閾値αmfを図１７に示すマップより検索す
る。
  ステップ２０３では、昇圧制御開始判断として、モータ回転角加速度αmの絶対値が閾
値αmf以上かどうかを判断し、閾値αmf以上のときはステップ２０４へ進み、それ以外の
ときはステップ２０５へ進む。尚、絶対値を比較したのはモータ１の正逆回転に対応した
ものである。また、閾値αmfとは、アシスト力不足によって運転者の操舵トルクが予め設
定された所望の値以上となる虞のある閾値であ。
  ステップ２０４では、昇圧制御をオンとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
目標昇圧電圧Vdtに昇圧する。
  ステップ２０５では、昇圧制御をオフとし、昇圧回路５０から出力される昇圧電圧Vdを
電源電圧Veとして出力する。
【００６２】
　基本的な作用効果は実施例１と同じであるため異なる作用効果について説明する。図１
７のマップに示すように、電源電圧VeがVE1～VE5までのステップで設定され、それぞれの
電源電圧Veに対応する閾値αmf1～αmf5が設定されている。すなわち、電源電圧Veが低い
ときは、それだけ素早く昇圧制御をオンしてやらなければ、所望のモータ回転数及びモー
タトルクを得ることができない。一方、電源電圧Veが高いときは、昇圧が必要ない場合も
ある。すなわち、昇圧が必要な状態を特定することで、昇圧制御をオンする頻度を低下さ
せることが可能となり、昇圧回路の耐久性の向上を図ることができる。
【実施例７】
【００６３】
　次に、実施例７について説明する。図１８は実施例７のパワーステアリング装置の全体
構成を表すシステム図である。基本的な構成は実施例１と同様であるため、異なる点につ
いてのみ説明する。ステアリングシャフトb1には運転者のステアリングホイール操舵量を
検出する舵角センサb6が設けられている。ピニオンシャフトb3上には、油圧を供給する経
路を第１シリンダ室と第２シリンダ室との間で切り換える公知のロータリーバルブb4’が
設けられている。
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【００６４】
　ロータリーバルブb4’には、一方向のみに油圧を吐出するポンプ２’が油路２αを介し
て接続され、第１シリンダ室２１と油路１０’を介して接続され、第２シリンダ室２２と
油路１１’を介して接続されている。
【００６５】
　コントローラ３０には、舵角センサb6，モータ回転角センサ６，車速センサ７及びモー
タ１の電流値を検出する電流検出手段８からのセンサ信号が入力され、モータ１の駆動を
制御する。
【００６６】
　図１９は実施例７のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。コントローラ３
０内には、車速センサ７及び舵角センサb6の信号に基づいてポンプ２’の吐出する油圧を
演算する油圧演算手段３１’が設けられている。また、演算された油圧を得るように電流
検出手段８からの電流値とのサーボ制御によってモータ駆動回路５１に制御信号を出力す
るモータ駆動制御手段３２が設けられている。また、モータ回転角センサ６の回転角信号
からモータ回転角加速度を検出するモータ回転角加速度検出手段331が設けられている。
また、検出されたモータ回転角加速度に基づいて昇圧回路５０の駆動を制御する昇圧回路
制御手段３４が設けられている。
【００６７】
　油圧演算手段３１’では、車速と操舵角に基づいて、運転者が必要とする可能性のある
最大油圧を演算する。具体的には、低車速時で操舵角変化量が大きいときには、高い油圧
を設定し、低車速時で操舵角変化量が小さいときには、低い油圧を設定する。また、高車
速時では、低車速時に比べて低い油圧を設定する。
【００６８】
　このとき、実施例１と同様、実施例７のパワーステアリング装置は、ステアリングホイ
ールa1とモータ１とが油を介して接続された構成である。言い換えると、ステアリングホ
イールa1とモータ１とが積分要素（パワーシリンダ２０とは、モータ１が回転し、油の移
動を行うことで体積変化を達成する要素である）を介して接続されていることとなる。よ
って、ステアリングホイールa1の回転よりも、モータ１を速く回転させて初めて所望のア
シスト特性を得ることが可能となる。
【００６９】
　したがって、低車速時で操舵角変化量が大きい場合などは、要求される油圧が高く、急
激なモータ回転数の上昇が要求されるものの、回転数上昇に伴いモータ駆動電流不足が発
生する。これに伴い、モータトルク不足や、モータ回転数不足が発生し、ポンプ２の発生
油圧不足によって、結果的にアシスト力が不足する。
【００７０】
　そこで、アシスト力不足が発生しそうな時には、電源電圧を昇圧し、モータ１への印可
電圧を大きくして、モータ回転数の不測を補うこととした。実施例７では、アシスト力不
足が発生しそうな時として、モータ回転角加速度αmが閾値αmf以上の時に昇圧制御をオ
ンとした。よって、モータ回転数をより高く上昇させることが可能となり、運転者の操舵
トルクも小さくなり、応答遅れを回避することができる。尚、他の実施例の構成によって
アシスト力不足が発生しそうな時を特定してもよく、特に限定しない。
【００７１】
　（他の実施例）
  以上、実施例１～７について説明してきたが、基本的には、下記に記載の要件を満たす
ものであれば本発明に含まれる。例えば、車速が、さほど大きな操舵トルクを必要としな
い所定値以上のときは、昇圧を禁止するように構成してもよい。基本的に車速が高いとき
に、急激なアシストを行うと車両の安定性が低下する虞があるため、このときは、昇圧を
禁止することで、車両の安定性を確保することができる。また、各実施例では、昇圧量を
電源電圧Veから昇圧電圧Vdに昇圧させたが、昇圧量を車両の走行状態に応じて多段階に制
御しても良い。具体的には、ステアリングホイール操舵状態や車両速度、モータ１のモー
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タ回転角加速度や、PWMデューティ等に応じて適宜設定すればよい。尚、多段階とは２段
階及び無段階も含む。
【００７２】
　また、モータ回転角加速度や、トルク変化率、舵角加速度、PWMデューティ変化率、モ
ータ指令電流値と実電流値との偏差といった指標に基づいて、アシスト力不足が発生しそ
うな時を特定したが、これらのパラメータを複合的に備えた指標、もしくは、これらのパ
ラーメータに加え、車速等のパラメータを備えた指標が閾値を超えたときに、昇圧制御を
オンするようにしてもよい。このように、複合的な指標を備えることで、更に不要な昇圧
を抑制することができる。
【００７３】
　ここで、従来技術との対比により、本願発明の骨子を下記にまとめて記載する。
（1）モータの特性上、モータの回転数が上がると、逆起電力の発生によりトルクが不十
分となる。
（2）従来技術では、モータ回転数が所定値以上となると、バッテリの電源電圧を昇圧し
てトルクを稼いでいた。
（3）ところが、ポンプを駆動し、液圧によってアシストするパワーシリンダを有する構
成の場合、モータ回転数が所定値以上のときに昇圧し、トルクを稼いでも、液圧の応答が
遅れる。
（4）すなわち、パワーシリンダは積分要素であり、ステアリングホイールの回転とモー
タの回転とが積分要素を介した関係となっているからである。
（5）このことは、パワーシリンダにおいて発生して欲しい液圧（目標液圧）に対応した
モータ回転数とトルクを得るためには、積分要素の遅れを補うように、ステアリングホイ
ールの回転変化以上に、モータ回転数を一気に上昇させなければならないことを意味する
。
（6）この遅れは、ステアリングホイールの回転速度が速く、実液圧と目標液圧との偏差
が大きいときに特に顕著である。
（7）そこで、ステアリングホイールの回転速度が速く、目標アシスト量と実アシスト量
との偏差が大きくなるだろうと予測したときには、昇圧を開始することで、積分成分の遅
れを補償することとした。
【００７４】
　予測可能なパラメータとしては、目標アシスト量の演算に用いる値や、目標アシスト量
の演算結果によって算出された値を適宜設定すればよい。言い換えると、ステアリングホ
イールを上流とし、操向輪を下流と定義したとき、このステアリング制御系内でパワーシ
リンダ（積分要素）よりも上流のパラメータ微分成分により昇圧タイミングを適宜設定す
ればよい。
【００７５】
　上記実施例から把握しうる請求項以外の技術的思想について、以下にその効果と共に記
載する。
【００７６】
　（a）請求項１ないし７いずれか１つに記載のパワーステアリング装置において、
車速を検出する車速検出手段を設け、
前記昇圧回路制御手段は、前記車両速度が所定値以上の時、昇圧を禁止することを特徴と
するパワーステアリング装置。
【００７７】
　車両速度が低速のときほど操舵アシスト力を必要とし、高速走行時においては操舵アシ
スト力を必要としないため、低速時のみ昇圧を実施することで、不必要な昇圧を防止する
ことができる。
【００７８】
　（b）請求項１ないし７いずれか１つに記載のパワーステアリング装置において、
前記昇圧回路制御手段は、車両の走行状態に応じて昇圧量を多段階制御することを特徴と
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するパワーステアリング装置。
【００７９】
　車両の走行状態に応じて昇圧量を多段階制御するため、必要なときに必要な量だけ昇圧
することが可能となり、バッテリの消耗をより抑制することができる。
【００８０】
　（c）請求項１ないし３いずれか１つに記載のパワーステアリング装置において、
前記電動モータは回転子の回転位置を検出する回転位置センサを有するブラシレスモータ
であって、
前記モータ回転角加速度検出手段は、前記回転位置線あの位置信号に基づいて電動モータ
の回転加速度を推定することを特徴とするパワーステアリング装置。
【００８１】
　特別に回転速度センサ等を設ける必要が無く、コスト面で有利である。
【００８２】
　（d）請求項３に記載のパワーステアリング装置において、
前記電源の電圧を検出する電圧値検出手段を更に備え、
前記昇圧回路制御手段は、前記電源の電圧が低いほど前記所定閾値を下げるように補正す
ることを特徴とするパワーステアリング装置。
【００８３】
　昇圧する必要がないほど電源電圧が高い状態において昇圧を実施した場合、不必要な昇
圧となるため、電源電圧に基づき閾値を補正するおｋとにより、より適切な昇圧を行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】実施例１のパワーステアリング装置の全体構成を表すシステム図である。
【図２】実施例１のコントローラの構成を表すブロック図である。
【図３】実施例１のコントローラにおいて行われるパワーステアリング装置の制御内容を
表すフローチャートである。
【図４】実施例１のモータ回転角加速度検出手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を表す
フローチャートである。
【図５】モータの特性を表す特性図である。
【図６】実施例１の操舵速度が速い場合と遅い場合の各構成要素の状態変化を表すタイム
チャートである。
【図７】実施例２のコントローラの構成を表すブロック図である。
【図８】実施例２のトルク変化率推定手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を表すフロー
チャートである。
【図９】実施例３のパワーステアリング装置の全体構成を表すシステム図である。
【図１０】実施例３のコントローラの構成を表すブロック図である。
【図１１】実施例３の操舵角加速度演算手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を表すフロ
ーチャートである。
【図１２】実施例４のコントローラの構成を表すブロック図である。
【図１３】実施例４のPWMデューティ変化率演算手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を
表すフローチャートである。
【図１４】実施例５のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。
【図１５】実施例５の電流値偏差演算手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を表すフロー
チャートである。
【図１６】実施例６のモータ回転角加速度検出手段及び昇圧回路制御手段の制御内容を表
すフローチャートである。
【図１７】実施例６の電源電圧Ve-モータ回転角加速度閾値αmfマップである。
【図１８】実施例７のパワーステアリング装置の全体構成を表すシステム図である。
【図１９】実施例７のコントローラ３０の構成を表すブロック図である。
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【符号の説明】
【００８５】
１　　モータ
２ａ　　第１ポート
２ｂ　　第２ポート
２　　ポンプ
３，４　　チェック弁
５　　リザーバタンク
６　　モータ回転角センサ
７　　車速センサ
８　　電流検出手段
２０　　パワーシリンダ
２１　　第１シリンダ室
２２　　第２シリンダ室
２３　　ラック
２４　　ピストン
３０　　コントローラ
５２　　バッテリ
b1　　ステアリングシャフト
b3　　ピニオンシャフト
b4　　トルクセンサ
b4’　　ロータリーバルブ
b5　　ピニオン
b6　　舵角センサ
c1　　ピニオン機構
【図１】

【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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