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(57)【要約】
【課題】ＶＧＲＳ４およびＥＰＳ５を備える車両用操舵
装置１において、ＶＧＲＳ４を制御する第１ＥＣＵ１２
、および、ＥＰＳ５を制御する第２ＥＣＵ２８の負荷を
低減することにある。
【解決手段】車両用操舵装置１によれば、操舵角ＥＣＵ
２３と操舵角センサ６とは一体として設けられ、操舵角
ＥＣＵ２３は、操舵角の推定値を算出するとともに、こ
の操舵角の推定値と操舵角センサ６から得られる操舵角
の検出値とを比較することで、操舵角センサ６の検出精
度の判定処理を実行する。これにより、従来、第１、第
２ＥＣＵ１２、２８にて実行されていた操舵角センサ６
の検出精度の判定処理が、操舵角ＥＣＵ２３にて実行さ
れるので、第１、第２ＥＣＵ１２、２８の負荷が低減さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　舵輪の操舵角と転舵輪の舵角との間の伝達比を可変するためのトルクを発生する第１モ
ータと、
　この第１モータのトルクを減速する第１減速機構と、
　前記転舵輪の転舵をアシストするためのトルクを発生する第２モータと、
　この第２モータのトルクを減速する第２減速機構とを備え、
　前記第１モータのトルクを減速して出力することで前記伝達比を可変するとともに、前
記第２モータのトルクを減速して出力することで前記転舵輪の転舵をアシストする車両用
操舵装置において、
　前記操舵角を検出する操舵角センサと、
　前記第１モータの回転角を検出する第１回転角センサと、　
　前記第２モータの回転角を検出する第２回転角センサと、
　前記第１回転角センサから得られる前記第１モータの回転角の検出値、および前記第２
回転角センサから得られる前記第２モータの回転角の検出値を利用して前記操舵角を推定
する操舵角推定手段と、
　この操舵角推定手段から得られる前記操舵角の推定値と前記操舵角センサから得られる
前記操舵角の検出値とを比較する操舵角比較手段とを備え、
　前記操舵角推定手段および前記操舵角比較手段の機能を担う操舵角演算処理装置と、前
記操舵角センサとは一体として設けられていることを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用操舵装置において、
　前記操舵角推定手段は、下記の数式に基づいて前記操舵角の推定値を算出することを特
徴とする車両用操舵装置。
　〔数式〕操舵角の推定値＝第２モータの回転角の検出値×第２減速機構のギヤ比＋第１
モータの回転角の検出値×第１減速機構のギヤ比
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用操舵装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両用操舵装置には、舵輪の操舵角と転舵輪の舵角との間の伝達比（以下、
舵角比と呼ぶ）をモータの出力により可変する舵角比可変装置（以下、ＶＧＲＳと略す）
と、転舵輪の転舵をＶＧＲＳのモータとは別のモータの出力によりアシストする電動パワ
ーステアリング装置（以下、ＥＰＳと略す）とを備えるものが公知である（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　そして、従来の車両用操舵装置は、ＶＧＲＳのモータ（第１モータと呼ぶ）、およびＥ
ＰＳのモータ（第２モータと呼ぶ）への通電を制御して第１、第２モータから出力される
トルクを操作することで、舵角比を可変したり、転舵輪の転舵をアシストしたりする。
【０００４】
　ところで、車両用操舵装置は、主にＶＧＲＳを制御する第１制御装置（第１ＥＣＵと呼
ぶ）、および、主にＥＰＳを制御する第２制御装置（第２ＥＣＵと呼ぶ）を備え、第１、
第２ＥＣＵにより、第１、第２モータの通電制御等の各種の制御処理が実行されている。
そして、近年の走行安定性や操縦安定性に対する高度の要求から、数多くの制御処理が第
１、第２ＥＣＵによって実行されており、第１、第２ＥＣＵにかかる負荷は高い。
【０００５】
　そして、今後も、車両用操舵装置の制御がますます高機能化することにより、第１、第
２ＥＣＵにかかる負荷は、さらに高まることが予想される。このため、車両用操舵装置の
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制御の高機能化に備えて、第１、第２ＥＣＵの負荷を低減しておく必要がある。
【特許文献１】特開２００５－４１３６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、ＶＧＲＳ
およびＥＰＳを備える車両用操舵装置において、ＶＧＲＳを制御する第１ＥＣＵ、および
、ＥＰＳを制御する第２ＥＣＵの負荷を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　〔請求項１の手段〕
　請求項１に記載の車両用操舵装置は、舵輪の操舵角と転舵輪の舵角との間の伝達比を可
変するためのトルクを発生する第１モータと、第１モータのトルクを減速する第１減速機
構と、転舵輪の転舵をアシストするためのトルクを発生する第２モータと、第２モータの
トルクを減速する第２減速機構とを備え、第１モータのトルクを減速して出力することで
伝達比を可変するとともに、第２モータのトルクを減速して出力することで転舵輪の転舵
をアシストする。
【０００８】
　また、この車両用操舵装置は、操舵角を検出する操舵角センサと、第１モータの回転角
を検出する第１回転角センサと、第２モータの回転角を検出する第２回転角センサと、第
１回転角センサから得られる第１モータの回転角の検出値、および第２回転角センサから
得られる第２モータの回転角の検出値を利用して操舵角を推定する操舵角推定手段と、操
舵角推定手段から得られる操舵角の推定値と操舵角センサから得られる操舵角の検出値と
を比較する操舵角比較手段とを備える。
　また、操舵角推定手段および操舵角比較手段の機能を担う操舵角演算処理装置と、操舵
角センサとは一体として設けられている。
【０００９】
　操舵角は、第１、第２モータの通電制御を実行する際に必要とされるパラメータであり
、操舵角センサには高度の検出精度が要求されている。このため、従来の第１、第２ＥＣ
Ｕは、操舵角センサから検出値の入力を受けて、操舵角センサの検出精度の判定処理を実
行している。一方、操舵角センサは、操舵角の検出値を第１、第２ＥＣＵに出力するため
に、第１、第２ＥＣＵと同様の制御演算機能を有する操舵角演算処理装置と一体に設けら
れているものが多い。
【００１０】
　そこで、操舵角センサと操舵角演算処理装置とが一体に設けられている場合には、操舵
角演算処理装置に、操舵角センサの検出精度の判定処理を実行させることで、つまり、操
舵角演算処理装置に操舵角推定手段および操舵角比較手段の機能を具備させることで、第
１、第２ＥＣＵにおける操舵角センサの検出精度の判定処理負荷を削除して、第１、第２
ＥＣＵの負荷を低減することができる。
【００１１】
　〔請求項２の手段〕
　請求項２に記載の車両用操舵装置によれば、操舵角推定手段は、下記の数式に基づいて
操舵角の推定値を算出する。
　〔数式〕操舵角の推定値＝第２モータの回転角の検出値×第２減速機構のギヤ比＋第１
モータの回転角の検出値×第１減速機構のギヤ比
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　最良の形態の車両用操舵装置は、舵輪の操舵角と転舵輪の舵角との間の伝達比を可変す
るためのトルクを発生する第１モータと、第１モータのトルクを減速する第１減速機構と
、転舵輪の転舵をアシストするためのトルクを発生する第２モータと、第２モータのトル
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クを減速する第２減速機構とを備え、第１モータのトルクを減速して出力することで伝達
比を可変するとともに、第２モータのトルクを減速して出力することで転舵輪の転舵をア
シストする。
【００１３】
　また、この車両用操舵装置は、操舵角を検出する操舵角センサと、第１モータの回転角
を検出する第１回転角センサと、第２モータの回転角を検出する第２回転角センサと、第
１回転角センサから得られる第１モータの回転角の検出値、および第２回転角センサから
得られる第２モータの回転角の検出値を利用して操舵角を推定する操舵角推定手段と、操
舵角推定手段から得られる操舵角の推定値と操舵角センサから得られる操舵角の検出値と
を比較する操舵角比較手段とを備える。
【００１４】
　また、操舵角推定手段および操舵角比較手段の機能を担う操舵角演算処理装置と、操舵
角センサとは一体として設けられている。
　そして、操舵角推定手段は、下記の数式に基づいて操舵角の推定値を算出する。
　〔数式〕操舵角の推定値＝第２モータの回転角の検出値×第２減速機構のギヤ比＋第１
モータの回転角の検出値×第１減速機構のギヤ比
【実施例１】
【００１５】
　〔実施例１の構成〕
　実施例１の車両用操舵装置１を図面に基づいて説明する。
　車両用操舵装置１は、図１に示すように、舵輪２の操舵角と転舵輪３の舵角との間の伝
達比（舵角比）を可変する舵角比可変装置（以下、ＶＧＲＳ４とする）と、転舵輪３の転
舵をアシストする電動パワーステアリング装置（以下、ＥＰＳ５とする）と、操舵角を検
出してＶＧＲＳ４に出力する操舵角センサ６とを備える。
【００１６】
　ＶＧＲＳ４は、図２に示すように、舵角比を可変するためのトルクを発生する第１モー
タ９と、第１モータ９のトルクを減速する第１減速機構１０と、第１モータ９の回転角を
検出する第１回転角センサ１１と、第１モータ９の通電制御を行う第１ＥＣＵ１２とを備
え、第１モータ９のトルクを減速して出力することで伝達比を可変するものである。
【００１７】
　第１モータ９は、例えば、回転子１４に磁石が埋め込まれた埋込磁石同期モータであり
、回転子１４の外周側に配される固定子１５に複数相の電機子コイル１６を有するもので
ある。そして、電機子コイル１６への通電がインバータ制御されることで回転子１４が回
転してトルクが発生する。また、固定子１５には、例えば、舵角比可変制御が不要の際に
、回転子１４に設けられた孔１７にピン１８を嵌合させて回転子１４の回転を停止させる
ソレノイド装置１９が組み込まれている。
【００１８】
　第１ＥＣＵ１２は、制御処理および演算処理を行うＣＰＵ、各種のデータおよびプログ
ラムを記憶するＲＯＭ、ＲＡＭ等の記憶装置、入力装置、ならびに出力装置等からなるマ
イコン、マイコンから出力される制御信号に応じて電機子コイル１６への通電を行うイン
バータ等を有するように構成されている。
【００１９】
　そして、第１ＥＣＵ１２は、操舵角センサ６、第１回転角センサ１１、および車速セン
サ２１等から得られる各種の検出値に基づいて、電機子コイル１６への通電制御を行って
舵角比可変制御を実行し、併せてソレノイド装置１９の制御を実行する。なお、操舵角セ
ンサ６の検出値は、車内ＬＡＮ通信により、後記する操舵角ＥＣＵ２３から第１ＥＣＵ１
２に入力される。
　なお、第１減速機構１０は、周知の遊星歯車減速機構であり、第１回転角センサ１１は
、例えば、周知のエンコーダであり、回転子１４の回転角を検出するものである。
【００２０】
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　ＥＰＳ５は、図３に示すように、転舵輪３の転舵をアシストするためのトルクを発生す
る第２モータ２５と、第２モータ２５のトルクを減速する第２減速機構２６と、第２モー
タ２５の回転角を検出する第２回転角センサ２７と、第２モータ２５の通電制御を行う第
２ＥＣＵ２８とを備え、第２モータ２５のトルクを減速して出力することで転舵輪３の転
舵をアシストするものである。
【００２１】
　なお、第２モータ２５は、例えば、第１モータ９と同様の埋込磁石同期モータであり、
第２ＥＣＵ２８は、第１ＥＣＵ１２と同様の構成を有する。また、第２回転角センサ２７
は、例えば、第１回転角センサ１１と同様のエンコーダであり、第２モータ２５の回転子
（図示せず）の回転角を検出する。
【００２２】
　ここで、舵輪２に加えられる操作に基づきＶＧＲＳ４を経て伝達されるトルクは、ラッ
ク３１とピニオン３２とからなるギヤ機構３３により転舵輪３に伝達される。そして、第
２減速機構２６は、このギヤ機構３３のラック３１と、ピニオン３２とは別にラックに噛
み合うピニオン３４とにより構成されるラックアンドピニオン式の減速機構であり、ピニ
オン３４は、第２モータ２５の回転軸に装着されている。
【００２３】
　また、第２ＥＣＵ２８は、操舵角センサ６、第１、第２回転角センサ１１、２７、およ
びトルクセンサ３６等から得られる各種の検出値に基づいて、第２モータ２５の電機子コ
イル（図示せず）への通電制御を行って転舵輪３の転舵アシスト制御を実行する。
【００２４】
　ここで、トルクセンサ３６は、ＶＧＲＳ４の出力側とギヤ機構３３の入力側との間に設
けられており（図１参照）、トーションバー（図示せず）のねじれ角を検出することで、
ギヤ機構３３に入力されるトルクを検出するものである。また、操舵角センサ６の検出値
や第１回転角センサ１１の検出値は、車内ＬＡＮ通信により、第１ＥＣＵ１２から第２Ｅ
ＣＵ２８に入力される。逆に、第２回転角センサ２７の検出値やトルクセンサの検出値は
、車内ＬＡＮ通信により、第２ＥＣＵ２８から第１ＥＣＵ１２に入力することができる。
【００２５】
　操舵角センサ６は、例えば、第１、第２回転角センサ１１、２７と同様のエンコーダで
あり、舵輪２と一体に設けられるステアリングシャフト３８に装着されている。また、操
舵角センサ６は、操舵角の検出値を第１ＥＣＵ１２に出力するために、第１、第２ＥＣＵ
１２、２８と同様の制御演算機能を有する操舵角演算処理装置（以下、操舵角ＥＣＵ２３
とする）と一体に設けられている。
【００２６】
　操舵角ＥＣＵ２３には、車内ＬＡＮ通信により、第１ＥＣＵ１２から、第１、第２回転
角センサ１１、２７の検出値、つまり、第１、第２モータ９、２５の回転角の検出値が入
力される。そして、操舵角ＥＣＵ２３は、第１、第２モータ９、２５の回転角の検出値を
利用して操舵角を推定する操舵角推定手段、および、操舵角推定手段から得られる操舵角
の推定値と操舵角センサ６から得られる操舵角の検出値とを比較する操舵角比較手段の機
能を具備し、操舵角センサ６の検出精度の判定処理を実行する。
【００２７】
　なお、操舵角推定手段は、下記の数式に基づいて操舵角の推定値を算出する。
　〔数式〕操舵角の推定値＝第２モータ２５の回転角の検出値×第２減速機構２６のギヤ
比＋第１モータ９の回転角の検出値×第１減速機構１０のギヤ比
【００２８】
　〔実施例１の効果〕
　実施例１の車両用操舵装置１によれば、操舵角ＥＣＵ２３と操舵角センサ６とは一体と
して設けられ、操舵角ＥＣＵ２３は、上記の数式に基づいて操舵角の推定値を算出すると
ともに、この操舵角の推定値と操舵角センサ６から得られる操舵角の検出値とを比較する
ことで、操舵角センサ６の検出精度の判定処理を実行する。
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　これにより、従来、第１、第２ＥＣＵ１２、２８にて実行されていた操舵角センサ６の
検出精度の判定処理が、操舵角ＥＣＵ２３にて実行されるので、第１、第２ＥＣＵ１２、
２８の負荷が低減される。
【００２９】
　〔変形例〕
　実施例１の車両用操舵装置１によれば、第１、第２回転角センサ１１、２７および操舵
角センサ６はエンコーダであったが、例えば、レゾルバ、ホールＩＣ等を第１、第２回転
角センサ１１、２７および操舵角センサ６として採用してもよい。
【００３０】
　また、実施例１の車両用操舵装置１によれば、第１、第２モータ９、２５は、埋込磁石
同期モータであったが、表面磁石同期モータ、ブラシレスＤＣモータ、スイッチトリラク
タンスモータまたはシンクロナスリラクタンスモータ等を第１、第２モータ９、２５とし
て採用してもよい。
【００３１】
　また、実施例１の車両用操舵装置１によれば、操舵角ＥＣＵ２３は、第１ＥＣＵ１２と
の車内ＬＡＮ通信により第１モータ９の回転角の検出値を得ていたが、第１回転角センサ
１１から操舵角ＥＣＵ２３に、他の手段により、第１モータ９の回転角の検出値を入力す
るようにしてもよい。
【００３２】
　さらに、実施例１の車両用操舵装置１によれば、操舵角ＥＣＵ２３は、第１ＥＣＵ１２
との車内ＬＡＮ通信により第２モータ２５の回転角の検出値を得ていたが、操舵角ＥＣＵ
２３と第２ＥＣＵ２８との間に、別途、ＬＡＮ通信線を敷設して第２ＥＣＵ２８から操舵
角ＥＣＵ２３に第２モータ２５の回転角の検出値を入力するようにしてもよく、第２回転
角センサ２７から操舵角ＥＣＵ２３に、他の手段により、第２モータ２５の回転角の検出
値を入力するようにしてもよい。
【００３３】
　また、実施例１の車両用操舵装置１によれば、ＶＧＲＳ４は、第１モータ９のトルクを
遊星歯車減速機構からなる第１減速機構１０により減速して出力するものであったが、Ｖ
ＧＲＳ４の態様は、遊星歯車減速機構からなる第１減速機構１０を有するものに限定され
ない。例えば、第１減速機構１０を波動歯車により構成してもよく、さらに他の形式の減
速機構によってＶＧＲＳ４を構成してもよい。
【００３４】
　また、実施例１の車両用操舵装置１によれば、ＥＰＳ５は、第２モータ２５のトルクを
ラックアンドピニオン式の第２減速機構２６により減速して出力するものであったが、Ｅ
ＰＳ５の態様は、ラックアンドピニオン式の第２減速機構２６を有するものに限定されな
い。例えば、第２モータ２５をラック同軸モータとし、第２減速機構２６をボールねじに
より構成してもよく、さらに他の形式の減速機構によってＥＰＳ５を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】車両用操舵装置の構成図である。
【図２】ＶＧＲＳの構成図である。
【図３】ＥＰＳの構成図である。
【符号の説明】
【００３６】
１　車両用操舵装置
２　舵輪
３　転舵輪
６　操舵角センサ
９　第１モータ
１０　第１減速機構
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１１　第１回転角センサ
２３　操舵角ＥＣＵ（操舵角推定手段、操舵角比較手段、操舵角演算処理装置）
２５　第２モータ
２６　第２減速機構
２７　第２回転角センサ

【図１】 【図２】
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【図３】
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