
JP 6205219 B2 2017.9.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部と、
　前記制御部からの励磁信号の位相に従って回転駆動されるステッピングモータと、
　前記ステッピングモータの回転に従って正逆両方向に回転する指針と、
　前記ステッピングモータの回転駆動力を前記指針に伝達する歯車機構と、
　を備える指針式メータ装置であって、
　前記指針又は前記歯車機構は、前記指針が所定の回転位置に位置している場合にストッ
パに当接する当接部を有し、
　前記制御部は、
　　前記ステッピングモータの励磁開始時には、まず、前記励磁信号の位相を所定の励磁
開始位置とし、その後、前記当接部が前記ストッパに接近する方向である逆方向に前記指
針が回転するように、前記励磁信号の位相を所定の逆転角度だけ戻し、これにより前記当
接部が前記ストッパに当接するストッパ位置に前記指針を位置付け、続いて、前記歯車機
構のバックラッシュ量に対応するバックラッシュ角度に基づき設定された原点復帰角度だ
け前記励磁信号の位相を進め、これにより前記ストッパ位置から所定角度だけ離れた原点
位置まで前記指針を正方向に回転させて該原点位置に位置付ける原点復帰処理を実行し、
　　一方、前記ステッピングモータの励磁終了時には、前記指針が逆方向に回転して前記
原点位置に位置付けられるように、前記励磁信号の位相を戻す終了処理を実行し、
　ここで、前記原点復帰角度は、前記バックラッシュ角度と、所定の正のプリオフセット
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角度と、前記ストッパに対する前記指針の打込誤差に基づき設定される正又は負の打込誤
差補正角度と、を加算した角度である、
　ことを特徴とする指針式メータ装置。
【請求項２】
　第１計器及び第２計器を備え、
　前記指針が、前記第１計器及び前記第２計器それぞれに第１指針及び第２指針として設
けられ、
　前記プリオフセット角度が、前記第１指針と前記第２指針とで異なる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の指針式メータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は指針式メータ装置に関し、特にステッピングモータ及び歯車機構を用いて指針
を駆動する指針式メータ装置の励磁制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ステッピングモータ及び歯車機構を用いて指針を駆動する指針式メー
タ装置が開示されている。特許文献１の指針式メータ装置では、ステッピングモータの駆
動軸が、歯車機構を介して指針の回転軸と連結されている。したがって、ステッピングモ
ータを駆動すると、歯車機構の各歯車が回転し、これにより指針の回転軸が回転し、指針
の指し示す方向が変化する。指針の先端が指し示す位置には、文字板上の目盛りが配置さ
れる。指針の回転位置を適切に制御することにより、スピードメータやタコメータのよう
な計器は、計測値を指針で指し示すことができる。
【０００３】
　ステッピングモータを用いて指針を駆動する場合、ステッピングモータに内蔵されてい
る複数の励磁コイルに流す電流を順次に切り替えることにより、その駆動量をステップ状
に制御する。励磁信号を制御して駆動するステップ数を把握することにより、指針の回転
位置を管理することができる。
【０００４】
　しかしながら、車両の振動や入力データへの雑音の重畳等の原因により、ステッピング
モータの入力信号と、実際の駆動量とが一致しない状態である脱調が一時的に生じる場合
がある。脱調が繰り返し生じると、制御系は実際の駆動量を正確に把握できなくなる。こ
のため、特許文献１の指針式メータ装置においては、駆動系又は指針の一部分（以下、当
接部と称する。例えば、ピン状の部材。）が接触可能な位置にストッパを配置し、電源投
入時などの初期化の際に、当該当接部がストッパに当接する位置まで指針を回転させて、
この位置を基準として指針の実際の位置を把握している。
【０００５】
　また、ステッピングモータの駆動力を、歯車機構を用いて指針に伝達する場合には、歯
車機構における隣接する歯車同士の噛み合う箇所にバックラッシュ（間隙）が存在するの
で、この影響により制御側の駆動量と指針の移動量との間にずれが生じる。即ち、駆動方
向が切り替わる際にバックラッシュの影響により駆動力が制御対象に一時的に伝わらなく
なり、ヒステリシス特性が現れる。このため、特許文献１に開示された装置においては、
当該バックラッシュの影響を考慮して指針の位置を制御している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４１７６９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　上記特許文献１の指針式メータ装置では、バックラッシュの影響による位置ずれを防ぐ
ために、電源投入時などにおける励磁開始時に、原点復帰処理を実行する。原点復帰処理
では、当接部がストッパに当接するストッパ位置を励磁信号における励磁開始位置として
、励磁信号の位相を当該励磁開始位置から所定の逆転角度だけ戻し、当接部がストッパに
当接して歯車機構が片寄せされた状態から、バックラッシュによる影響が無くなる位置ま
で指針を正回転させて、この位置を原点位置として指針の位置を制御する。通常は、この
原点位置は、０目盛位置を指針が指し示す位置に設定される。また、逆転角度は、ヒステ
リシス特性の除去のために必要である励磁信号の制御周期に相当する角度以上の値が設定
される。
【０００８】
　この原点復帰処理を実行することにより、励磁開始時には、ストッパ位置から所定角度
だけ離れた原点位置に指針が確実に位置付けられる。そして、当該原点復帰処理後は通常
の指針位置の制御が実施される。この通常の指針位置の制御においては、バックラッシュ
量を考慮した指針位置の制御を実施することにより、指針を目標位置に精度良く位置付け
ることができる。
【０００９】
　一方、指針による通常の指示制御の実施後、励磁終了時には、指針が逆方向に回転して
上記原点位置に位置付けられるように、励磁信号の位相を戻した後で、ステッピングモー
タへの励磁を停止する。この終了処理を実行することにより、当接部がストッパに当接し
て歯車機構が片寄せされた状態で、指針が原点位置に位置付けられて停止する。したがっ
て、次に励磁を開始する前には、指針は原点位置に位置付けられている。
【００１０】
　以上説明したように、特許文献１に記載の指針の制御方法では、励磁開始前には、指針
は原点位置に位置付けられている。これに対して、励磁を再開する際には、励磁信号の位
相を励磁開始位置（制御原点）として、指針をストッパ位置に位置付けて励磁制御が開始
される。したがって、励磁開始時には、指針が原点位置からストッパ位置まで一気に動く
。このような指針の挙動は、これを視認する運転者に不自然な動きとして認識される虞が
ある。
【００１１】
　また、上記のような指針式メータ装置を組み付ける際には、回転軸の所定の位置に指針
を打ち込んで圧入固定する必要がある。近年では、特殊な形状の指針キャップが採用され
る場合があり、打ち込み時に位置ずれが生じやすくなっている。このような指針の位置ず
れについては、特許文献１に開示されているように、指針の圧入後に調整制御を実施する
ことにより、目盛りの位置に対して位置ずれが生じないように補正することが可能である
。即ち、特許文献１では、本来、バックラッシュ量に対応するバックラッシュ角度だけス
トッパ位置と原点位置とが離れるように打ち込まれる指針を、これに代えて、当該バック
ラッシュ角度よりも大きい角度分だけストッパ位置と原点位置とが離れるように打ち込み
、打ち込み後に当該角度の差分を計測して、計測して得られた値を打込誤差として利用し
て指針の位置制御を実施している。この打込誤差を補正するための指示調整を実施する場
合、当該指示調整を実施しない場合よりもストッパ位置と原点位置とが更に離れることに
なる。このため、励磁開始時に指針が一気に動く量が更に多くなる。
【００１２】
　１つのメータユニットの中には、例えばスピードメータやタコメータなど複数の計器が
存在している場合が多い。これら複数の計器それぞれについて、上記のような打込誤差の
補正を実施すると、計器間で打込誤差量が異なるために、励磁開始時における指針の挙動
に違いが生じる可能性がある。このことによっても、指針の挙動が不自然な動きであると
認識される可能性が高まる。また、複数の計器の中に打込誤差の補正を実施しないものが
あることも考えられる。
【００１３】
　また、上記打込誤差の補正量が、励磁信号の半周期分に対応する量よりも大きい場合に
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は、指針が原点位置からストッパ方向である逆方向ではなく正方向に一旦動いた後で、ス
トッパ方向に移動する跳ね上がりが発生する。従来は、この跳ね上がりの発生を防止する
ために、打込誤差の補正量を励磁信号の半周期分に対応する量よりも小さくする必要があ
った。
【００１４】
　このようなことから、近年では、励磁開始時において指針に不自然な挙動が生じること
を防止可能な指針式メータ装置が求められている。
【００１５】
　また、上述したように、特許文献１では、所定の離間量であるバックラッシュ角度より
も大きい角度分だけストッパ位置と原点位置とが離れるように指針を打ち込み、打ち込み
後に当該角度の差分を計測して、計測して得られた値を打込誤差として利用して指針の位
置制御を実施している。しかしながら、特許文献１の方法では、ストッパ位置が原点位置
に対して離れる方向への打込誤差は許容できるけれども、原点位置に対して近付く方向へ
の打込誤差は許容できない。したがって、指針の打込作業を実施する作業者（製造装置）
は、指針を所定の位置に対して特定の方向側に打ち込まなければならない。このため、近
年では、打込誤差の補正の自由度を高めることができる指針式メータ装置が求められてい
る。
【００１６】
　本発明は、上記の状況に鑑みてなされたものであり、打込誤差の補正の自由度を高める
ことができる指針式メータ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】
【００１７】
　本発明に係る上記目的は、下記構成により達成される。
（１）　制御部と、
　前記制御部からの励磁信号の位相に従って回転駆動されるステッピングモータと、
　前記ステッピングモータの回転に従って正逆両方向に回転する指針と、
　前記ステッピングモータの回転駆動力を前記指針に伝達する歯車機構と、
　を備える指針式メータ装置であって、
　前記指針又は前記歯車機構は、前記指針が所定の回転位置に位置している場合にストッ
パに当接する当接部を有し、
　前記制御部は、
　　前記ステッピングモータの励磁開始時には、まず、前記励磁信号の位相を所定の励磁
開始位置とし、その後、前記当接部が前記ストッパに接近する方向である逆方向に前記指
針が回転するように、前記励磁信号の位相を所定の逆転角度だけ戻し、これにより前記当
接部が前記ストッパに当接するストッパ位置に前記指針を位置付け、続いて、前記歯車機
構のバックラッシュ量に対応するバックラッシュ角度に基づき設定された原点復帰角度だ
け前記励磁信号の位相を進め、これにより前記ストッパ位置から所定角度だけ離れた原点
位置まで前記指針を正方向に回転させて該原点位置に位置付ける原点復帰処理を実行し、
　　一方、前記ステッピングモータの励磁終了時には、前記指針が逆方向に回転して前記
原点位置に位置付けられるように、前記励磁信号の位相を戻す終了処理を実行し、
　ここで、前記原点復帰角度は、前記バックラッシュ角度と、所定の正のプリオフセット
角度と、前記ストッパに対する前記指針の打込誤差に基づき設定される正又は負の打込誤
差補正角度と、を加算した角度である。
【００１８】
　上記（１）の指針式メータ装置によれば、原点復帰角度に所定の正のプリオフセット角
度が加算されているので、ストッパに対する指針の正方向側及び逆方向側への打込誤差を
許容できる。このため、指針の打込作業時に、作業者は指針を所定の位置に対して正逆両
方向側に打ち込むことができるので、打込誤差の補正の自由度を高めることができる。
【００１９】
（２）　上記（１）の指針式メータ装置であって、
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　　第１計器及び第２計器を備え、
　前記指針が、前記第１計器及び前記第２計器それぞれに第１指針及び第２指針として設
けられ、
　前記プリオフセット角度が、前記第１指針と前記第２指針とで異なる。
【００２０】
　上記（２）の指針式メータ装置によれば、第１指針及び第２指針について、指針の挙動
を個別に設定することができる。したがって、指針のデザインや構造に大きな違いがある
ような第１計器と第２計器とを組み合わせる場合であっても、指針の挙動を調整すること
が可能である。例えば、指針の長さやデザインに応じてグループ毎に異なるプリオフセッ
ト角度を設定してもよい。例えば、スピードメータやタコメータ等の指針が長いもののプ
リオフセット角度を、燃料計や水温計等の指針が短いもののプリオフセット角度よりも小
さくすることが想定される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の指針式メータ装置によれば、打込誤差の補正の自由度を高めることができる指
針式メータ装置を提供できる。
【００２２】
　以上、本発明について簡潔に説明した。さらに、以下に説明される発明を実施するため
の形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本
発明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、第１実施形態に係る指針式メータ装置の外観の具体例を示す正面図であ
る。
【図２】図２は、図１の指針式メータ装置の電気回路の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、図１の指針式メータ装置の駆動機構の具体的な構成例を示す図である。
【図４】図４は、ステッピングモータを含む駆動機構の構成例を示すブロック図である。
【図５】図５は、ステッピングモータを駆動するための励磁信号の具体例を示すタイムチ
ャートである。
【図６】図６は、従来の励磁制御の場合における原点復帰処理の例を示す図であり、図６
（Ａ）は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図６（Ｂ）は、励磁信号の
位相と指針の回転角度との関係を表す図、図６（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル
図である。
【図７】図７は、従来の励磁制御により打込誤差の補正を実施する場合の原点復帰処理の
例を示す図であり、図７（Ａ）は励磁信号及び指針の回転角度の時間変化の例を示す図、
図７（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図７（Ｃ）は、回転
子の位置を示すベクトル図である。
【図８】図８は、励磁開始時における指針間の挙動の違いを説明するための説明図である
。
【図９】図９は、励磁開始時において跳ね上がりが発生した場合の指針の挙動を説明する
ための図であり、図９（Ａ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図
９（Ｂ）は、回転子の位置を示すベクトル図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態係る指針式メータ装置の励磁制御の場合における原
点復帰処理の例を示す図であり、図１０（Ａ）は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変
化を示す図、図１０（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図１
０（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態係る指針式メータ装置の励磁制御により打込誤差の
補正を実施する場合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１１（Ａ）は、励磁
信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１１（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の
回転角度との関係を表す図、図１１（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
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【図１２】図１２は、第１実施形態に係る指針式メータ装置による原点復帰処理における
処理フローを示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の場合における原点復帰処理
の例を示す図であり、図１３（Ａ）は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図
、図１３（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図１３（Ｃ）は
、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【図１４】図１４は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の励磁制御により正方向に打
込誤差の補正を実施する場合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１４（Ａ）
は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１４（Ｂ）は、励磁信号の位相
と指針の回転角度との関係を表す図、図１４（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図
である。
【図１５】図１５は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の励磁制御により逆方向に打
込誤差の補正を実施する場合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１５（Ａ）
は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１５（Ｂ）は、励磁信号の位相
と指針の回転角度との関係を表す図、図１５（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明に係る指針式メータ装置の具体的な実施形態について、各図を参照しながら以下
に説明する。
【００２５】
（第１実施形態）
＜装置の概要の説明＞
　＜指針式メータ装置の外観＞
　指針式メータ装置１０の外観の具体例を図１に示す。
【００２６】
　図１に示した指針式メータ装置１０は、車両に搭載されるメータユニットとして利用さ
れる。指針式メータ装置１０は、車両における主要な計器であるスピードメータ１１、タ
コメータ１２、燃料計１３、及び水温計１４を備え、更に各種警報を表示するための警報
表示部１５を備えている。
【００２７】
　スピードメータ１１は、円形に形成された文字板の中央部を中心として正逆両方向に回
転可能な指針１１ａと、文字板の周縁に沿って形成された目盛り１１ｂと、を有している
。スピードメータ１１は、指針１１ａが目盛り１１ｂ上の所定の位置を指し示すように指
針１１ａの回転位置が制御されることにより、車両の現在の速度を指示する。タコメータ
１２、燃料計１３、及び水温計１４のそれぞれも、スピードメータ１１と同様に、車両の
各種状態量を呈示するための目盛りと回転可能な指針とを有している。
【００２８】
　警報表示部１５は、車両に生じた異常などに応じて、警告用のランプを点灯したり、運
転者に伝えるべき様々な情報を表示するために利用される。
【００２９】
　＜電気回路の構成例＞
　指針式メータ装置１０の電気回路の構成例を図２に示す。
　図２に示すように、指針式メータ装置１０は、制御部１０１、不揮発性メモリ１０２、
電源回路１０３、インタフェース回路１０４、表示部１０７、及び４つのステッピングモ
ータ１１１～１１４を備えている。
【００３０】
　制御部１０１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）により構成されており、
予め組み込まれているプログラムを実行することによって、指針式メータ装置１０の全体
の制御を行う。
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【００３１】
　不揮発性メモリ１０２は、例えばＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable
 Read-Only Memory）により構成されており、制御部１０１が実行するプログラムや、様
々な制御において使用される各種定数を保持している。不揮発性メモリ１０２上の一部の
データは、制御部１０１のアクセスにより必要に応じて逐次更新される。
【００３２】
　電源回路１０３は、車載バッテリー１０６から供給される電源電力を利用して、指針式
メータ装置１０が必要とする安定化された電源電圧を生成する。
【００３３】
　インタフェース回路１０４は、車両側から出力される各種信号を入力し、制御部１０１
が処理可能な信号に変換する。例えばイグニッションスイッチ１０５からの信号が、イン
タフェース回路１０４を介して制御部１０１に入力される。表示部１０７は、液晶表示パ
ネルで構成される表示画面や、表示ランプなどを備えており、様々な情報を表示すること
ができる。
【００３４】
　４つのステッピングモータ１１１、１１２、１１３、及び１１４は、それぞれ図１に示
したスピードメータ１１、タコメータ１２、燃料計１３、及び水温計１４の各指針を駆動
するために使用される。これらのステッピングモータ１１１～１１４は、制御部１０１の
出力に接続されており、制御部１０１からの制御信号に従って回転駆動される。尚、図２
には示してないが、実際には励磁コイルの通電状態を制御する所定のドライバ回路を介し
て、制御部１０１とステッピングモータ１１１～１１４とが接続されている。
【００３５】
　＜駆動機構の構成例＞
　指針式メータ装置１０の駆動機構の具体的な構成例を図３に示す。ステッピングモータ
１１１の出力軸とスピードメータ１１の指針１１ａとの間は、図３に示すような構成の歯
車機構２０を介して機械的に連結されている。図３に示すように、歯車機構２０は、ロー
ターギア２１、中間ギア２２、２３、及び出力ギア２４を有している。
【００３６】
　ステッピングモータ１１１の出力軸には、ローターギア２１が同軸上に連結されている
。そして、互いに隣接する位置に配置されているローターギア２１及び中間ギア２２の外
周に形成されている歯が互いに噛み合っている。
【００３７】
　また、中間ギア２２の回転軸と同軸に中間ギア２３が連結されている。さらに、中間ギ
ア２３と、出力ギア２４とが互いに隣接する位置に配置してあり、中間ギア２３及び出力
ギア２４の外周に形成されている歯が互いに噛み合っている。
【００３８】
　出力ギア２４の中心に連結されている回転軸２５には、指針１１ａの基部が圧入され固
定されている。したがって、出力ギア２４が回転すると、それに伴って、指針１１ａが回
転する。
【００３９】
　つまり、ステッピングモータ１１１を駆動すると、ローターギア２１が回転し、ロータ
ーギア２１の駆動力が中間ギア２２、中間ギア２３、及び出力ギア２４に順次に伝達され
、これにより指針１１ａを駆動することができる。
【００４０】
　尚、歯車機構２０においては、ローターギア２１と中間ギア２２との噛み合い部分、及
び中間ギア２３と出力ギア２４との噛み合い部分には、歯車の滑らかな回転のために必要
なバックラッシュ（間隙）が存在している。
【００４１】
　図３に示すように、出力ギア２４上にはストッパピン２４ａ（当接部）が固定されてい
る。したがって、出力ギア２４が回転すると、それに伴ってストッパピン２４ａの位置も
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変化する。また、指針式メータ装置１０のケース側には、ストッパ２６が所定の位置に固
定されている。ストッパ２６が配置されている位置は、ストッパピン２４ａの移動経路上
にあるので、出力ギア２４が回転を続けると、所定の回転位置でストッパピン２４ａがス
トッパ２６に当接し、この状態で出力ギア２４の回転が停止する。したがって、ストッパ
ピン２４ａがストッパ２６に当接した状態の位置を基準として、指針１１ａ等の可動部の
位置を管理することができる。尚、本実施形態では、当接部であるストッパピン２４ａが
出力ギア２４上に固定されているとして説明したが、即ち、歯車機構２０が当接部を有す
るとして説明したが、キャップ裏面にストッパピンが成形されている場合には指針１１ａ
が当接部を有すると看做すことができるし、或いは指針１１ａから当接部が延設されてい
ても構わない。
【００４２】
　＜ステッピングモータの構成例＞
　ステッピングモータ１１１を含む駆動機構の構成例を図４に示す。
　図４に示すように、ステッピングモータ１１１は、互いに独立した２相の励磁コイル５
１ａ及び５１ｂと、回転子５２とを備えている。回転子５２については、図４のように円
周方向において永久磁石のＮ極とＳ極とが交互に配置されている。
【００４３】
　したがって、２相の励磁コイル５１ａ及び５１ｂに流す電流によって発生する磁界と、
回転子５２の各極の永久磁石との間で生じる磁気吸引力又は磁気反発力により、回転子５
２を回転駆動することができる。
【００４４】
　＜励磁信号の具体例＞
　ステッピングモータを駆動するための励磁信号の具体例を図５に示す。
　図５に示すような互いに９０度（π／２［ｒａｄ］）の位相差を有する２相の励磁信号
ＳＩＮ及びＣＯＳを用いることにより、ステッピングモータ１１１の回転量及び回転方向
を制御することができる。即ち、励磁コイル５１ａに対して正弦波形の励磁信号ＳＩＮを
与え、同時に励磁コイル５１ｂに対して余弦波形の励磁信号ＣＯＳを与えることにより、
ステッピングモータ１１１を駆動する。また、励磁信号ＳＩＮ又はＣＯＳの位相の進み／
遅れを切り替えることにより、回転子５２の回転方向を切り替える。
【００４５】
　励磁信号の制御周期Ｔ０は、励磁信号ＳＩＮ及びＣＯＳの波形の１周期と同じ長さであ
る。図５のように制御周期Ｔ０を繰り返すように励磁信号ＳＩＮ及びＣＯＳを出力するこ
とにより、連続的に又は間欠的にステッピングモータ１１１を駆動することができる。ま
た、制御周期Ｔ０以内の精密な回転位置についても、励磁信号ＳＩＮ及びＣＯＳの２π［
ｒａｄ］以内の位相制御を行うことにより制御できる。
【００４６】
＜従来の励磁制御において、励磁開始時に発生する指針の挙動の説明＞
　図６を参照して、従来の励磁制御を用いた場合における、励磁開始時における指針の挙
動を説明する。図６は、従来の励磁制御の場合における原点復帰処理の例を示す図であり
、図６（Ａ）は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図６（Ｂ）は、励磁
信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図６（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベ
クトル図である。図６においては、指針の挙動が実線で示されており、励磁信号の位相が
破線で示されている。この点は、後述する図７、図９～図１４においても同様である。ま
た、以下では、スピードメータ１１の指針１１ａを制御対象として説明するが、同様の制
御は他の計器であるタコメータ１２、燃料計１３、及び水温計１４の各指針にも実施され
る。
【００４７】
　まず、図６が示す内容について説明する。
　図６に示すように、この例では、励磁信号の制御周期Ｔ０に相当する電気角の３６０度
（２π［ｒａｄ］）が、機械角の２度の変化に対応している。つまり、励磁信号ＳＩＮ及
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びＣＯＳを制御して励磁信号の位相が１周期分だけ変化すると、機械角に相当する指針１
１ａの回転角度が２度変化する。
【００４８】
　図６（Ｃ）のベクトル図における位置Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、及びＰ４は、それぞれ次に示
すような点である。
Ｐ１：励磁信号ＣＯＳがプラスの最大値になり、ＳＩＮが０になる位置。
Ｐ２：励磁信号ＳＩＮがプラスの最大値になり、ＣＯＳが０になる位置。
Ｐ３：励磁信号ＣＯＳがマイナスの最大値になり、ＳＩＮが０になる位置。
Ｐ４：励磁信号ＳＩＮがマイナスの最大値になり、ＣＯＳが０になる位置。
　励磁信号ＳＩＮ及びＣＯＳを用いてステッピングモータ１１１の駆動を制御することに
より、各位置Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、及びＰ４に回転子５２を位置決めすることができる。ま
た、励磁信号の位相を切り替えることにより、回転方向のＣＷ（時計回り、正方向）／Ｃ
ＣＷ（反時計回り、逆方向）を切り替えることができる。
【００４９】
　制御部１０１が出力する励磁信号の位相と、指針１１ａの回転角度（指示角度）との関
係は、図６（Ｂ）に「理論値」として示す直線のように線形であれば理想的である。しか
しながら、実際には歯車機構２０のバックラッシュの影響があるので指示誤差が生じ、実
際の指針の動きと「理論値」との間には違いが生じる。このため、図６（Ｂ）のＩ～Ｖの
順番で制御した場合には次のような動作になる。
Ｉの区間：励磁信号の位相を０から増加させても、バックラッシュの影響がある間は指示
角度が０のまま変化しない。
ＩＩの区間：励磁信号の位相角度の増加に比例して指示角度が増える。
ＩＩＩの区間：励磁信号の位相角度を減少させても、バックラッシュの影響がある間は指
示角度に変化が現れない。
ＩＶの区間：励磁信号の位相角度の減少に比例して指示角度が減少する。
Ｖの区間：励磁信号の位相角度を０から増加させても、バックラッシュの影響がある間は
指示角度が変化しない。
　したがって、「理論値」と実際の指針１１ａの指示角度との間には、バックラッシュ量
に相当する指示誤差βが発生する。また、指針が目盛りの「０」の位置を指示する位置で
ある原点位置と、ストッパピン２４ａがストッパ２６に当接する位置であるストッパ位置
との間には、指示誤差αが発生する。このため、従来の制御では、図６に示すように、原
点位置とストッパ位置との間隔が、バックラッシュにより発生する指示誤差αと等しく設
定され、励磁開始時に原点復帰処理が実施されている。
【００５０】
　続いて、励磁開始時における具体的な制御内容を説明する。
　脱調による位置ずれをリセットするために、励磁開始時に、原点復帰処理を実行する。
この原点復帰処理では、図６に符号Ａで示す位置を励磁信号における励磁開始位置として
、図６（Ａ）に示すように励磁信号の位相を当該励磁開始位置から所定の逆転角度だけ戻
し、ストッパピン２４ａがストッパ２６に当接するストッパ位置まで指針１１ａを回転さ
せる。このとき、歯車機構２０は片寄せされた状態となる。この片寄せされた状態から、
バックラッシュによる影響が無くなる位置まで指針１１ａを正回転（時計回り方向への回
転）させ、この位置を原点位置（０目盛位置）として指針１１ａの位置を制御する。この
原点復帰処理後には、励磁信号の位相は、図６に符号Ｂで示す位置になる。即ち、この符
号Ｂから励磁開始位置Ａまでの角度が、励磁開始位置から原点復帰処理後までの角度であ
る原点復帰角度であり、図６の例では歯車機構２０のバックラッシュ量に対応するバック
ラッシュ角度と等しい。また、上記逆転角度は、ヒステリシス特性の除去のために必要で
ある励磁信号の制御周期Ｔ０に相当する角度以上の値が設定される。この例では、逆転角
度を、制御周期Ｔ０に相当する３６０度（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度として説
明する。
【００５１】
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　一方、通常の指針制御の実施後、励磁終了時には、指針１１ａが逆方向に回転して上記
原点位置（０目盛位置）に位置付けられるように（図６（Ｂ）のＩＶに示すように）、励
磁信号の位相を戻した後で、ステッピングモータ１１１への励磁を停止する。このとき、
励磁信号の位相は、図６中に符号Ｂ２で示す位置になる。この終了処理を実行することに
より、ストッパピン２４ａがストッパ２６に当接して歯車機構２０が片寄せされた状態で
、指針１１ａが原点位置に位置付けられて停止する。したがって、次に励磁を開始する前
には、指針１１ａは原点位置に位置付けられている。
【００５２】
　このため、励磁を再開して、上記原点復帰処理を実行すると、励磁信号の位相が励磁開
始位置Ａとされ、指針１１ａがストッパ位置に位置付けられるので、図６（Ａ）に示すよ
うに、指針１１ａが原点位置からストッパ位置まで一気に動く。このような指針１１ａの
挙動は、これを視認する運転者に不自然な動きとして認識される虞がある。尚、図６（Ａ
）において、励磁信号を逆転角度だけ戻す間に指針１１ａがストッパ位置にて振動してい
るのは、ヒステリシスの除去処理中に指針１１ａに生じるリバウンド挙動（例えば特許第
４１７６９８４参照。）のためである。
【００５３】
　続いて、図７を参照して、従来の励磁制御により打込誤差の補正を実施する場合におけ
る、励磁開始時における指針の挙動を説明する。図７は、従来の励磁制御により打込誤差
の補正を実施する場合の原点復帰処理の例を示す図であり、図７（Ａ）は励磁信号及び指
針の回転角度の時間変化の例を示す図、図７（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度
との関係を表す図、図７（Ｃ）は、回転子の位置を示すベクトル図である。
【００５４】
　図７に示す例では、指針１１ａが機械角で０．３度だけ目標位置からずれて打ち込まれ
た場合を想定している。即ち、指針１１ａの打込誤差が０．３度である場合を想定してい
る。この場合には、図７に示すように、励磁開始位置Ａから符号Ｃで示される原点復帰処
理後の位置までの角度である原点復帰角度は、上記バックラッシュ角度に、打込誤差０．
３度に基づき設定される打込誤差補正角度Ｘを加算した角度とする。励磁開始位置Ａから
励磁信号の位相を戻す逆転角度は、図６の例と同様に基本逆転角度とする。これにより、
図７に示すように、原点復帰処理を実行して指針１１ａを原点位置に位置付けることがで
きる。
【００５５】
　この場合における終了処理後の励磁信号の位相は、図７中に符号Ｃ２で示す位置になる
。このとき、指針１１ａは原点位置にて停止している。したがって、励磁を再開して原点
復帰処理を実行すると、励磁信号の位相が励磁開始位置Ａとされ、指針１１ａがストッパ
位置に位置付けられるので、図７（Ａ）に示すように、指針１１ａが原点位置からストッ
パ位置まで一気に動く。さらに、図７（Ａ）に示すように、打込誤差を補正するための指
示調整を実施する場合、当該指示調整を実施しない場合よりもストッパ位置と原点位置と
が更に離れることになる。このため、励磁開始時に指針１１ａが一気に動く量が更に多く
なる。
【００５６】
　以上説明したように、従来の励磁制御では、励磁開始時に指針が一気に動く。このため
、例えばスピードメータ１１、タコメータ１２、燃料計１３、及び水温計１４の各指針間
で打込誤差の補正の有無や補正量に違いがある場合には、励磁開始時における指針の挙動
に違いが生じる可能性があり、運転者に不自然な動きであると認識される可能性がある。
例えば、図８に示すように、スピードメータ１１の指針１１ａでは打込誤差の補正が実施
され、タコメータ１２の指針では打込誤差の補正が実施されない場合には、励磁開始時に
はスピードメータ１１の指針１１ａのみが動くので、励磁開始時におけるスピードメータ
１１の指針１１ａの挙動がタコメータ１２の指針の挙動よりも大きくなってしまう。
【００５７】
　次に、図９を参照して、励磁開始時において跳ね上がりが発生した場合の指針の挙動を
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説明する。図９は、励磁開始時において跳ね上がりが発生した場合の指針の挙動を説明す
るための図であり、図９（Ａ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、
図９（Ｂ）は、回転子の位置を示すベクトル図である。
【００５８】
　図９では、打込誤差の補正量が、指針１１ａの回転角度で１．０度であり、電気角では
励磁信号の制御周期Ｔ０の半分に相当する１８０度（π［ｒａｄ］）である例を示してい
る。励磁信号の位相は、原点復帰処理後には図９中に符号Ｄで示す位置となり、終了処理
後には図９中に符号Ｄ２で示す位置となる。この場合には、終了処理後の励磁信号の位相
が１．０度よりも僅かに正方向側であるか、逆方向側であるかによって、指針１１ａの回
転方向が異なるので、励磁を開始するまで指針１１ａの回転方向が分からない。つまり、
図９（Ａ）に示すように、終了処理後の励磁信号の位相が１．０度よりも大きい場合には
、指針１１ａが原点位置からストッパ方向である逆方向（反時計回り方向）ではなく正方
向（時計回り方向）に一旦動いた後で、ストッパ方向に移動してしまう跳ね上がりが発生
する。一方、終了処理後の励磁信号の位相が１．０度よりも小さい場合には、指針１１ａ
は原点位置からストッパ方向である逆方向に移動する。このような跳ね上がりは、打込誤
差の補正量が、指針１１ａの回転角度で１．０度よりも大きい場合に生じる。このため、
従来は、跳ね上がりの発生を防止するために、打込誤差の補正量を励磁信号の半周期分に
対応する量よりも小さくする必要があった。
【００５９】
＜第１実施形態に係る指針式メータ装置における励磁制御の説明＞
　図１０を参照して、第１実施形態に係る指針式メータ装置における、励磁開始時におけ
る指針の挙動を説明する。図１０は、第１の実施形態係る指針式メータ装置の励磁制御の
場合における原点復帰処理の例を示す図であり、図１０（Ａ）は、励磁信号及び指針の回
転角度の時間変化を示す図、図１０（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係
を表す図、図１０（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【００６０】
　第１実施形態の指針式メータ装置１０における励磁制御では、図６に示した例と比較し
て、励磁開始位置が異なる。即ち、励磁開始位置が、図６の例では図１０に符号Ａで示す
位置であったのに対して、第１実施形態の励磁制御では、符号Ｂ２で示す終了処理実行後
における励磁信号の位相から、バックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置であり、図１０
に符号Ａ２で示す位置である。
【００６１】
　励磁開始位置が、符号Ｂ２で示す位置からバックラッシュ角度の半分だけ（開始時補正
角度だけ）進んだ符号Ａ２で示す位置であるので、図１０に示すように、逆転角度は、制
御周期Ｔ０に相当する３６０度（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度に、当該開始時補
正角度を加えた角度とする。原点復帰角度は、図６に示した例と同様にバックラッシュ角
度とする。
【００６２】
　以上説明した第１実施形態の指針式メータ装置１０における励磁制御では、励磁開始位
置が、終了処理の実行後における励磁信号の位相からバックラッシュ角度の半分だけ進ん
だ位置Ａ２であるので、励磁開始時におけるステッピングモータ１１１の回転子の移動は
歯車機構２０のバックラッシュ内での動きとなり、励磁開始時に指針１１ａが動かない。
そして、励磁開始後、上記逆転角度だけ励磁信号の位相を戻すことにより、図１０（Ａ）
に示すように、指針１１ａがストッパ位置まで連続的に滑らかに回転した後で、原点位置
（０目盛位置）まで回転し、原点位置に位置付けられる。尚、このとき、ストッパ位置ま
での指針１１ａの回転速度と、当該ストッパ位置から原点位置までの回転速度とは、同一
であってもよいし、異なる速度であっても構わない。図１０では、速度が異なる例を示し
ている。また、上記逆転角度だけ励磁信号の位相を戻す際に、指針１１ａがストッパ位置
まで連続的に滑らかに回転した後で、一旦停止し、所定の時間が経過した後、原点位置ま
で回転する構成としても構わない。
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【００６３】
　次に、図１１を参照して、第１実施形態に係る指針式メータ装置の励磁制御により打込
誤差の補正を実施する場合における、励磁開始時における指針の挙動を説明する。図１１
は、第１の実施形態係る指針式メータ装置の励磁制御により打込誤差の補正を実施する場
合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１１（Ａ）は、励磁信号及び指針の回
転角度の時間変化を示す図、図１１（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係
を表す図、図１１（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【００６４】
　この例における励磁制御は、図７に示した例と比較して、励磁開始位置が異なる。即ち
、励磁開始位置が、図７の例では図１１に符号Ａで示す位置であったのに対して、第１実
施形態の励磁制御では、符号Ｃ２で示す終了処理実行後における励磁信号の位相から、バ
ックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置であり、図１１に符号Ａ３で示す位置である。
【００６５】
　励磁開始位置が、符号Ｃ２で示す位置からバックラッシュ角度の半分だけ（開始時補正
角度だけ）進んだ符号Ａ３で示す位置であるので、図１１（Ａ）示すように、逆転角度は
、基本逆転角度（２π［ｒａｄ］）に、当該開始時補正角度と、打込誤差０．３度に基づ
き設定される打込誤差補正角度Ｘとを加算した角度とする。原点復帰角度は、図７に示し
た例と同様に、バックラッシュ角度に打込誤差補正角度Ｘを加算した角度とする。
【００６６】
　以上説明したように打込誤差の補正を実施する場合であっても、励磁開始位置が、終了
処理の実行後における励磁信号の位相からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置Ａ３
であるので、励磁開始時におけるステッピングモータ１１１の回転子の移動は歯車機構２
０のバックラッシュ内での動きとなり、励磁開始時に指針１１ａが動かない。そして、励
磁開始後、図１１（Ａ）に示すように、上記逆転角度だけ励磁信号の位相を戻すことによ
り、指針１１ａがストッパ位置まで連続的に滑らかに回転した後で、原点位置まで回転す
る。尚、このとき、図７に示した例と同様に、ストッパ位置までの指針１１ａの回転速度
と、当該ストッパ位置から原点位置までの回転速度とは、同一であってもよいし、異なる
速度であっても構わない。図１１では、速度が異なる例を示している。また、上記逆転角
度だけ励磁信号の位相を戻す際に、指針１１ａがストッパ位置まで連続的に滑らかに回転
した後で、一旦停止し、所定の時間が経過した後、原点位置まで回転する構成としても構
わない。
【００６７】
＜原点復帰処理における処理フロー＞
　図１２を参照して、第１実施形態に係る指針式メータ装置による原点復帰処理における
の処理フローを説明する。図１２は、第１実施形態に係る指針式メータ装置による励磁制
御における処理フローを示すフローチャートである。図１２に示す処理を行うための動作
プログラムは、不揮発性メモリ１０２に格納されており、当該動作プログラムは制御部１
０１により実行される。
【００６８】
　ステップＳ１１では、制御部１０１は、指針式メータ装置１０の電源がオンされたか否
かを識別する。制御部１０１は、識別の結果、電源がオンされたと識別した場合には、次
のステップＳ１２を実行し、電源がオンされていないと識別した場合には、再びステップ
Ｓ１１を実行する。
【００６９】
　ステップＳ１２では、制御部１０１は、不揮発性メモリ１０２を参照し、ステッピング
モータ１１１に入力する励磁信号の励磁開始位置を読み出す。上述したように、励磁開始
位置は、終了処理実行後における励磁信号の位相からバックラッシュ角度の半分だけ進ん
だ位置とされている。当該終了処理実行後における励磁信号の位相は、前回の終了処理実
行時に、制御部１０１により不揮発性メモリ１０２に格納されている。また、バックラッ
シュ角度の大きさも、不揮発性メモリ１０２に予め格納されている。



(13) JP 6205219 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【００７０】
　続くステップＳ１３では、制御部１０１は、ステッピングモータ１１１への励磁を開始
し、励磁信号の位相をステップＳ１２で読み出した励磁開始位置とする。励磁開始位置に
おいては、指針１１ａは終了処理実行後における停止位置である原点位置（０目盛位置）
に位置付けられている。また、励磁信号の位相を励磁開始位置とする際には、ステッピン
グモータ１１１の回転子の移動は歯車機構２０のバックラッシュ内での動きとなり、指針
１１ａは動かない。
【００７１】
　続くステップＳ１４では、制御部１０１は、励磁信号の位相を戻し、指針１１ａのスト
ッパ側（逆方向側）への回転を開始させる。
【００７２】
　続くステップＳ１５では、制御部１０１は、ステップＳ１４で励磁信号の位相を戻し始
めてからの角度が、所定の逆転角度を超えているか否かを識別する。制御部１０１は、識
別の結果、逆転角度を超えていると識別した場合には、次のステップＳ１６を実行し、超
えていないと識別した場合には、再びステップＳ１５を実行する。これにより、励磁信号
の位相が逆転角度だけ戻される。上述したように、逆転角度は、制御周期Ｔ０に相当する
３６０度（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度に、開始時補正角度（バックラッシュ角
度の半分）と、打込誤差がある場合には当該打込誤差に基づき設定される打込誤差補正角
度Ｘと、を加算した角度とする。打込誤差の有無及び打込誤差の大きさは、指針１１ａの
打ち込み作業時に作業者等により計測されて不揮発性メモリ１０２に格納されている。
　ステップＳ１４、Ｓ１５の処理により、指針１１ａが原点位置（０目盛位置）からスト
ッパ位置まで回転した後、励磁信号が基本逆転角度だけ戻され、脱調リセットが行われる
。
　尚、ステップＳ１４、Ｓ１５の処理により励磁信号の位相を逆転角度だけ戻す際には、
まず、開始時補正角度と、打込誤差がある場合には打込誤差補正角度Ｘとを加算した角度
だけ戻した後、所定時間だけ待機し、その後、基本逆転角度だけ更に戻す構成としてもよ
い。このようにすれば、指針１１ａが一旦ストッパ位置にて停止した後で、脱調リセット
が行われる。
【００７３】
　ステップＳ１６では、制御部１０１は、励磁信号の位相を所定の原点復帰角度だけ進め
る。上述したように、原点復帰角度は、打込誤差の補正が無い場合にはバックラッシュ角
度であり、打込誤差の補正がある場合には当該バックラッシュ角度に更に打込誤差補正角
度Ｘを加算した角度とする。
　ステップＳ１６の処理により、指針１１ａがストッパ位置から原点位置（０目盛位置）
まで正方向に回転して当該原点位置に位置付けられる。
　その後、制御部１０１は、原点復帰処理を終了する。
【００７４】
＜第１実施形態に係る指針式メータ装置の作用効果＞
　第１実施形態に係る指針式メータ装置１０によれば、励磁開始位置が、終了処理の実行
後における励磁信号の位相からバックラッシュ角度の半分である開始時補正角度だけ進ん
だ位置であるので、励磁開始時におけるステッピングモータ１１１の回転子の移動は歯車
機構２０のバックラッシュ内での動きとなり、励磁開始時に指針１１ａが動かない。した
がって、励磁開始において、指針１１ａに不自然な挙動が生じることを防止できる。また
、複数の計器であるタコメータ１２、燃料計１３、及び水温計１４の指針それぞれについ
て、励磁開始時における位置からストッパ位置まで同時に連続的に動かす構成とすれば、
全ての指針が儀式的に動く様になるので、運転者に与える違和感を低減することができる
。また、励磁開始時に指針が動かないので、打込誤差の補正量が励磁信号の半周期分であ
る場合であっても、励磁開始時に指針に跳ね上がりが発生することを防止できる。このよ
うに跳ね上がりを防止できるので、打込誤差の補正量を励磁信号の半周期分に対応する量
よりも小さくする必要がなく、補正量に制限を設ける必要がない。
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【００７５】
　尚、上記第１実施形態では、開始時補正角度は、バックラッシュ角度の半分としたが、
バックラッシュ角度よりも小さい値であればよく、このように設定すれば、励磁開始時に
おけるステッピングモータ１１１の回転子の移動は歯車機構２０のバックラッシュ内での
動きとなり、励磁開始時に指針１１ａが動かない。即ち、励磁開始位置が、終了処理の実
行後における前記励磁信号の位相から、バックラッシュ角度よりも小さい開始時補正角度
だけ進んだ位置である構成としても構わない。
【００７６】
（第２実施形態）
　以下では、第２実施形態に係る指針式メータ装置１０Ｂについて説明する。指針式メー
タ装置１０Ｂは、原点復帰処理の内容のみが指針式メータ装置１０と異なり、電気回路の
構成等は同一であるので、同一の部材には同一の符号を付して説明を省略する。
　また、概略的には、指針式メータ装置１０Ｂは、原点位置（０目盛位置）が正方向側に
プリオフセットされている点が、指針式メータ装置１０と異なる。
【００７７】
＜打込誤差補正を実施しない場合＞
　図１３は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の場合における原点復帰処理の例を示
す図であり、図１３（Ａ）は、励磁信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１３
（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の回転角度との関係を表す図、図１３（Ｃ）は、励磁信
号の位相を示すベクトル図である。
【００７８】
　図１３に示した、打込誤差補正を実施しない場合の第２実施形態の指針式メータ装置１
０Ｂにおける励磁制御では、図１０に示した例と比較して、原点復帰角度及び逆転角度が
異なる。即ち、原点復帰角度が、バックラッシュ角度に、所定の正のプリオフセット角度
を加算した角度に設定されている。また、逆転角度が、制御周期Ｔ０に相当する３６０度
（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度と、開始時補正角度（バックラッシュ角度の半分
）と、上記プリオフセット角度と、を加算した角度に設定されている。図１３の例では、
プリオフセット角度は、指針１１ａの回転角度で１．０度に相当する励磁信号における１
８０度（π［ｒａｄ］）に設定されている。尚、プリオフセット角度は、ストッパ位置か
らプリオフセット角度分だけ指針１１ａが正方向に回転した場合に指針１１ａとストッパ
２６が乖離する角度以上の値であれば任意の大きさに設定し得る。
　尚、励磁開始位置は、図１０に示した例と同等に、終了処理の実行後における励磁信号
の位相からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置である。
【００７９】
 　図１３の例では、原点復帰処理処理後の励磁信号の位相は、符号Ｅで示す位置であり
、終了処理後の励磁信号の位相は、符号Ｅ２で示す位置である。また、励磁開始位置は、
符号Ｅ２からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置であり、符号Ａ４で示す位置であ
る。
【００８０】
　このように、原点復帰角度及び逆転角度にプリオフセット角度を加えた場合であっても
、上述した図１０に示した例と同様に指針１１ａを原点位置に位置付けることができる。
【００８１】
＜正方向に打込誤差補正を実施する場合＞
　図１４は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の励磁制御により正方向に打込誤差の
補正を実施する場合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１４（Ａ）は、励磁
信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１４（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の
回転角度との関係を表す図、図１４（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【００８２】
　図１４に示した、正方向に打込誤差補正を実施する場合の第２実施形態の指針式メータ
装置１０Ｂにおける励磁制御では、図１１に示した例と比較して、原点復帰角度及び逆転
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角度が異なる。即ち、原点復帰角度が、バックラッシュ角度に、所定の正のプリオフセッ
ト角度と、正の打込誤差補正角度と、を加算した角度に設定されている。図１４の例では
、打込誤差補正角度は、指針１１ａの回転角度で０．５度に相当する励磁信号における９
０度（π／２［ｒａｄ］）に設定されている。また、逆転角度が、制御周期Ｔ０に相当す
る３６０度（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度と、開始時補正角度（バックラッシュ
角度の半分）と、上記プリオフセット角度と、上記打込誤差補正角度と、を加算した角度
に設定されている。
　尚、励磁開始位置は、図１１に示した例と同等に、終了処理の実行後における励磁信号
の位相からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置である。
【００８３】
 　図１４の例では、原点復帰処理処理後の励磁信号の位相は、符号Ｆで示す位置であり
、終了処理後の励磁信号の位相は、符号Ｆ２で示す位置である。また、励磁開始位置は、
符号Ｆ２からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置であり、符号Ａ５で示す位置であ
る。
【００８４】
　このように、原点復帰角度及び逆転角度にプリオフセット角度及び正の打込誤差補正角
度を加えた場合であっても、上述した図１１に示した例と同様に指針１１ａを原点位置に
位置付けることができる。
【００８５】
＜逆方向に打込誤差補正を実施する場合＞
　図１５は、第２実施形態に係る指針式メータ装置の励磁制御により逆方向に打込誤差の
補正を実施する場合における、原点復帰処理の例を示す図であり、図１５（Ａ）は、励磁
信号及び指針の回転角度の時間変化を示す図、図１５（Ｂ）は、励磁信号の位相と指針の
回転角度との関係を表す図、図１５（Ｃ）は、励磁信号の位相を示すベクトル図である。
【００８６】
　図１５に示した、逆方向に打込誤差補正を実施する場合の第２実施形態の指針式メータ
装置１０Ｂにおける励磁制御では、他の例と比較して、原点復帰角度及び逆転角度が異な
る。即ち、原点復帰角度が、バックラッシュ角度に、所定の正のプリオフセット角度と、
負の打込誤差補正角度と、を加算した角度に設定されている。図２１及び図２２の例では
、打込誤差補正角度は、指針１１ａの回転角度で－０．５度に相当する励磁信号における
－９０度（－π／２［ｒａｄ］）に設定されている。また、逆転角度が、制御周期Ｔ０に
相当する３６０度（２π［ｒａｄ］）である基本逆転角度と、開始時補正角度（バックラ
ッシュ角度の半分）と、上記プリオフセット角度と、上記打込誤差補正角度と、を加算し
た角度に設定されている。尚、負の打込誤差補正角度は、プリオフセット角度よりも小さ
い値が設定可能である。
　また、励磁開始位置は、他の例と同等に、終了処理の実行後における励磁信号の位相か
らバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置である。
【００８７】
 　図１５の例では、原点復帰処理処理後の励磁信号の位相は、符号Ｇで示す位置であり
、終了処理後の励磁信号の位相は、符号Ｇ２で示す位置である。また、励磁開始位置は、
符号Ｇ２からバックラッシュ角度の半分だけ進んだ位置であり、符号Ａ６で示す位置であ
る。
【００８８】
　このように、原点復帰角度及び逆転角度にプリオフセット角度及び負の打込誤差補正角
度を加えた場合であっても、上述した他の例と同様に指針１１ａを原点位置に位置付ける
ことができる。
【００８９】
　以上説明したように、第２実施形態に係る指針式メータ装置１０Ｂによれば、原点復帰
角度に所定の正のプリオフセット角度が加算されているので、ストッパ２６に対する指針
１１ａの正方向側及び逆方向側への打込誤差を許容できる。このため、指針１１ａの打込
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作業時に、作業者は指針１１ａを所定の位置に対して正逆両方向側に打ち込むことができ
るので、打込誤差の補正の自由度を高めることができる。
【００９０】
　尚、上記プリオフセット角度は、スピードメータ１１、タコメータ１２、燃料計１３、
及び水温計１４の各指針間で異なる値に設定してもよく、指針の長さやデザインに応じて
グループ毎に異なるプリオフセット角度を設定してもよい。例えば、スピードメータ１１
やタコメータ１２等の指針が長いもののプリオフセット角度を指針の指示角度で１．０度
とし、燃料計１３や水温計１４等の指針が短いもののプリオフセット角度を指針の指示角
度で０．５度としてもよい。
【００９１】
　また、第２実施形態に係る指針式メータ装置１０Ｂによる原点復帰処理を実行する場合
には、図１２のステップＳ１４、Ｓ１５に相当する処理により励磁信号の位相を逆転角度
だけ戻す際には、連続的に戻してもよいし、或いは、まず、開始時補正角度と、打込誤差
がある場合には打込誤差補正角度Ｘと、プリオフセット角度と、を加算した角度だけ戻し
た後、所定時間だけ待機し、その後、基本逆転角度だけ更に戻す構成としてもよい。この
ようにすれば、指針１１ａが一旦ストッパ位置にて停止した後で、ヒステリシスの除去処
理が行われる。
【００９２】
　以下では、実施形態に係る指針式メータ装置１０、１０Ｂについて纏める。
（１）　指針式メータ装置１０Ｂは、制御部１０１と、前記制御部１０１からの励磁信号
の位相に従って回転駆動されるステッピングモータ１１１と、前記ステッピングモータ１
１１の回転に従って正逆両方向に回転する指針１１ａと、前記ステッピングモータ１１１
の回転駆動力を前記指針１１ａに伝達する歯車機構２０と、を備えている。前記指針１１
ａ又は前記歯車機構２０は、前記指針１１ａが所定の回転位置に位置している場合にスト
ッパ２６に当接する当接部としてのストッパピン２４ａを有している。前記制御部１０１
は、前記ステッピングモータ１１１の励磁開始時には、まず、前記励磁信号の位相を所定
の励磁開始位置とし、その後、前記当接部が前記ストッパ２６に接近する方向である逆方
向に前記指針１１ａが回転するように、前記励磁信号の位相を所定の逆転角度だけ戻し、
これにより前記当接部が前記ストッパ２６に当接するストッパ位置に前記指針１１ａを位
置付ける。制御部１０１は、続いて、前記歯車機構２０のバックラッシュ量に対応するバ
ックラッシュ角度に基づき設定された原点復帰角度だけ前記励磁信号の位相を進め、これ
により前記ストッパ位置から所定角度だけ離れた原点位置まで前記指針１１ａを正方向に
回転させて該原点位置に位置付ける。これらの処理が、原点復帰処理である。一方、制御
部１０１は、前記ステッピングモータ１１１の励磁終了時には、前記指針１１ａが逆方向
に回転して前記原点位置に位置付けられるように、前記励磁信号の位相を戻す終了処理を
実行する。ここで、前記原点復帰角度は、前記バックラッシュ角度と、所定の正のプリオ
フセット角度と、前記ストッパ２６に対する前記指針１１ａの打込誤差に基づき設定され
る正の打込誤差補正角度と、を加算した角度である。
【００９３】
（２）　指針式メータ装置１０Ｂは、第１計器としてのスピードメータ１１及び第２計器
としての燃料計１３を備えている。そして、前記指針１１ａが、前記第１計器及び前記第
２計器それぞれに第１指針及び第２指針として設けられ、前記プリオフセット角度が、前
記第１指針と前記第２指針とで異なる。
【００９４】
（３）　指針式メータ装置１０、１０Ｂでは、前記励磁開始位置は、前記終了処理の実行
後における前記励磁信号の位相から、前記バックラッシュ角度よりも小さい開始時補正角
度だけ進んだ位置である。
　上記（３）の指針式メータ装置１０、１０Ｂによれば、ストッパ２６に対する指針１１
ａの正方向側及び逆方向側への打込誤差を許容しつつ、励磁開始において、指針１１ａに
不自然な挙動が生じることを防止できる。
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　即ち、上記（３）の指針式メータ装置１０、１０Ｂによれば、励磁開始位置が、終了処
理の実行後における励磁信号の位相からバックラッシュ角度よりも小さい開始時補正角度
だけ進んだ位置であるので、励磁開始時におけるステッピングモータ１１１の回転子５２
の移動は歯車機構２０のバックラッシュ内での動きとなり、励磁開始時に指針１１ａが動
かない。したがって、励磁開始において、指針１１ａに不自然な挙動が生じることを防止
できる。また、複数の計器それぞれについて打込誤差の補正を実施している場合には、例
えば励磁開始時における位置からストッパ位置まで全ての指針を同時に連続的に動かす構
成とすれば、全ての指針が儀式的に動く様になるので、運転者に与える違和感を低減する
ことができる。また、励磁開始時に指針が動かないので、打込誤差の補正量が励磁信号の
半周期分に対応する量よりも大きい場合であっても、励磁開始時に指針に跳ね上がりが発
生することを防止できる。このように跳ね上がりを防止できるので、打込誤差の補正量を
励磁信号の半周期分に対応する量よりも小さくする必要がなく、補正量に制限を設ける必
要がない。
　また、単に、従来の制御方法において、原点復帰角度に所定の正のプリオフセット角度
を加算した場合、その分だけストッパ位置と原点位置とが離れるので、プリオフセット角
度を加算しない場合よりもストッパ位置と原点位置とが更に離れることになる。このため
、励磁開始時に指針１１ａが一気に動く量が更に多くなる。この結果、打込誤差の補正の
自由度を高めることができたとしても、励磁開始時に運転者に与える違和感も大きくなっ
てしまう可能性がある。
　これに対して、上記（３）の指針式メータ装置１０、１０Ｂによれば、励磁開始時に指
針１１ａが動かないので、打込誤差の補正の自由度を高めつつ、励磁開始において指針１
１ａに不自然な挙動が生じることを防止できる。
　また、プリオフセット角度が正の値に設定されているので、励磁開始直後からストッパ
位置まで移動するまでの間、指針１１ａはストッパ２６に接近する方向である逆方向のみ
に回転する。このため、指針が複数ある場合に指針の移動方向を揃えることができる。
【００９５】
（４）　指針式メータ装置１０Ｂでは、前記逆転角度が、前記励磁信号の制御周期Ｔ０に
相当する角度以上に設定された基本逆転角度と、前記開始時補正角度と、前記プリオフセ
ット角度と、前記打込誤差補正角度と、を加算した角度である。そして、前記制御部１０
１は、前記原点復帰処理において、前記励磁信号の位相を前記逆転角度だけ戻す際に、ま
ず、前記開始時補正角度と前記プリオフセット角度と前記打込誤差補正角度とを加算した
角度だけ戻した後、所定時間だけ待機し、その後、前記基本逆転角度だけ更に戻す。換言
すれば、前記制御部１０１は、前記原点復帰処理において、前記励磁信号の位相を前記逆
転角度だけ戻す際に、まず、前記逆転角度から前記基本逆転角度を除した角度だけ戻した
後、所定時間だけ待機し、その後、前記基本逆転角度だけ更に戻す。
　上記（４）の指針式メータ装置によれば、励磁信号の位相を、はじめに開始時補正角度
とプリオフセット角度と打込誤差補正角度とを加算した角度だけ戻した後、所定時間だけ
待機し、その後、基本逆転角度だけ更に戻すので、指針１１ａが一旦ストッパ位置にて停
止した後で、ヒステリシスの除去処理が実施される。このヒステリシスの除去処理中には
、励磁信号が１周期変化する間に、指針１１ａがストッパ位置にて振動するリバウンド挙
動が生じる（例えば特許第４１７６９８４参照。）。この点、上記（４）の指針式メータ
装置１０Ｂによれば、指針１１ａが一旦ストッパ位置にて停止した後、当該リバウンド挙
動が生じるので、意図的に全ての指針が動くことを運転者に認識させることができる。
【００９６】
　尚、本発明の技術的範囲は、上述した実施形態に限定されるものではない。上述した実
施形態は、本発明の技術的範囲内で種々の変形や改良等を伴うことができる。
【符号の説明】
【００９７】
　１０、１０Ｂ　指針式メータ装置
　１１　スピードメータ（第１計器）
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　１１ａ　指針（第１指針）
　１１ｂ　目盛り
　１２　タコメータ
　１３　燃料計（第２計器）
　１４　水温計
　２０　歯車機構
　２４ａ　ストッパピン（当接部）
　２６　ストッパ
　１０１　制御部
　１０２　不揮発性メモリ
　１０３　電源回路
　１０４　インタフェース回路
　１０５　イグニッションスイッチ
　１０６　車載バッテリー
　１０７　表示部
　１１１～１１４　ステッピングモータ

【図１】 【図２】
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