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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対回転する一方に設けられ、リング状もしくは円板状を呈し、その外周円の軸心と回
転軸とが略一致し、回転軸に垂直な半径方向に磁束の発生部と磁束の吸引部が向く磁石と
、
　相対回転する他方に設けられ、前記磁石の発生する磁気の変化を検出する第１磁気セン
サと、
　相対回転する他方に設けられ、前記磁石の発生する磁気の変化を前記第１磁気センサに
対して９０°位相をずらして検出する第２磁気センサとを具備し、
　前記相対回転する一方および他方の相対回転角度を、前記第１、第２磁気センサを通過
する磁束によって検出する回転角度検出装置において、
　前記磁石は、同一性能で、前記磁束の発生部と前記磁束の吸引部が同方向に向くものが
回転軸方向に空隙を隔てて２つ配置されるものであり、
　この２つの磁石の中心側には、磁性体製のシャフトが配置されるものであり、
　前記第１、第２磁気センサは、前記２つの磁石の回転軸方向の間で、且つ前記シャフト
の外周端と前記磁石の外周端の間に配置されることを特徴とする回転角度検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の回転角度検出装置において、
　前記第１、第２磁気センサは、前記２つの磁石の回転軸方向の間の略中央部で、且つ前
記シャフトの外周端と前記磁石の外周端の間の略中央部に配置されることを特徴とする回
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転角度検出装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の回転角度検出装置において、
　前記第１、第２磁気センサは、それぞれの磁気検出面が回転軸に向けて配置されるとと
もに、前記第２磁気センサは、前記第１磁気センサに対して回転方向に９０°異なった位
置に配置されることを特徴とする回転角度検出装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の回転角度検出装置において、
　前記第１、第２磁気センサは、１つのチップ内において隣接配置されるものであり、前
記第２磁気センサの磁気検出面が前記第１磁気センサの磁気検出面に対して略直角方向に
向いて配置されることを特徴とする回転角度検出装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の回転角度検出装置において、
　前記第１、第２磁気センサが配置されたチップの配置角度を傾斜させて、前記第１、第
２磁気センサの出力波形の波高を揃えることを特徴とする回転角度検出装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の回転角度検出装置において、
　前記第１、第２磁気センサの出力波形の波高を、電気回路または角度演算装置における
演算により揃えることを特徴とする回転角度検出装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の回転角度検出装置において、
　前記２つの磁石は、回転軸に垂直な半径方向に磁束が向くように着磁され、前記磁束の
発生部と前記磁束の吸引部の着磁方向が１８０°逆方向の永久磁石であることを特徴とす
る回転角度検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの部材（例えば、回転部材と非回転部材）の相対回転角度を非接触で検
出する回転角度検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁石と、磁気センサとによって、広い範囲の回転角度を検出する回転角度検出装置とし
て、図８に示す技術が知られている。
　この回転角度検出装置は、円板状に形成された磁石２（外周円の軸心と回転軸とが略一
致し、回転軸に垂直な半径方向の一方に磁束の発生部、他方に磁束の吸引部が向けられた
磁石）と、この磁石２の外縁の上面に配置されて磁石２から放出される磁束に応じた出力
を発生する第１磁気センサ３と、磁石２の外縁の上面に配置されるとともに、第１磁気セ
ンサ３に対して回転方向に９０°異なった位置に配置されて磁石２から放出される磁束に
応じた出力を発生する第２磁気センサ４とを備える。
【０００３】
　２つの部材が相対回転すると、第１、第２磁気センサ３、４は、ｓｉｎカーブ（正弦曲
線）とｃｏｓカーブ（余弦曲線）を出力し｛図３（ａ）参照｝、角度演算装置（マイクロ
コンピュータ）によって、２つの出力を逆三角関数演算で１８０°間隔の右上がりの直線
特性に変換し｛図３（ｂ）参照｝、各右上がりの直線特性を繋ぎ合わせることで、０°～
３６０°の回転角度出力｛図３（ｃ）参照｝を得るものである（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　従来の回転角度検出装置は、第１、第２磁気センサ３、４が磁石２の円周付近に配置さ
れるものであった。
　磁石２の円周付近は開磁場であり、磁石２の円周付近の磁束線は一定方向に均一化され
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ておらず、磁石２の外周端部から放射状に延びている。このため、磁石２に対する第１、
第２磁気センサ３、４の微妙な位置ズレによりセンサ出力が変化し、結果的に回転検出誤
差が大きくなってしまう。
【０００５】
　上記の具体的な不具合を、図９を参照して説明する。なお、回転軸に垂直な半径方向を
Ｘ軸と称し、回転軸に垂直でＸ軸に対して回転方向に９０°異なった半径方向をＹ軸と称
し、回転軸をＺ軸と称する。
（第１磁気センサ３の位置ズレによる出力変動）
　第１磁気センサ３の位置ズレによる出力変動を図９（ａ）を参照して説明する。
　まず、第１磁気センサ３の取付位置が規定の位置に取り付けられた場合の出力波形を実
線Ａ１に示す。
　第１磁気センサ３の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレた場合は、出力波形が一点鎖線Ａ
２に示すように、実線Ａ１に比較して大きくズレてしまう。
　また、第１磁気センサ３の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた場合も、出力波形が破線
Ａ３に示すように、実線Ａ１に比較して多少ズレてしまう。
【０００６】
（第２磁気センサ４の位置ズレによる出力変動）
　第２磁気センサ４の位置ズレによる出力変動を図９（ｂ）を参照して説明する。
　まず、第２磁気センサ４の取付位置が規定の位置に取り付けられた場合の出力波形を実
線Ｂ１に示す。
　第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレた場合は、出力波形が一点鎖線Ｂ
２に示すように、実線Ｂ１に比較して大きくズレてしまう。
　また、第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた場合も、出力波形が破線
Ｂ３に示すように、実線Ｂ１に比較して多少ズレてしまう。
【０００７】
（演算角度誤差）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１、第２磁気センサ３、４の位置ズレによる回転検出誤差を図９（ｃ）を参照して説
明する。
　上述したように、第１磁気センサ３または第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１
ｍｍズレた場合、第１、第２磁気センサ３、４の出力から角度演算を行うと、実線Ｃ１に
示すように、回転検出誤差が大きくなってしまう。
　また、第１磁気センサ３または第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた
場合も、第１、第２磁気センサ３、４の出力から角度演算を行うと、破線Ｃ２に示すよう
に、回転検出誤差が生じてしまう。
【特許文献１】特開２００３－７５１０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、磁石と、第１、第２
磁気センサとに相対的な位置ズレが生じても、回転検出誤差が生じない回転角度検出装置
の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
［請求項１の手段］
　本願発明者らは、磁束の向きが同方向で同一性能の２つの磁石を回転軸方向に空隙を隔
てて配置し、２つの磁石の中心側に磁性体製のシャフトを配置した状態では、２つの磁石
の回転軸方向の間で、且つシャフトの外周端と磁石の外周端の間の空間に、磁束線が半径
方向に揃って向く閉磁場が形成されることを見出した。
　そこで、請求項１の手段を採用する回転角度検出装置は、閉磁場が形成される空間（２
つの磁石の回転軸方向の間で、且つシャフトの外周端と磁石の外周端の間の空間）に、第
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１、第２磁気センサを配置したものである。
　第１、第２磁気センサが配置される空間は閉磁場であり、その空間は磁束線が半径方向
に揃って向くものであるため、磁石（２つの磁石）と、第１、第２磁気センサとに相対的
な位置ズレが生じても、第１、第２磁気センサに与えられる磁束線の向きの変化が抑えら
れ、回転検出誤差が抑えられる。
【００１０】
［請求項２の手段］
　２つの磁石の回転軸方向の間の中央部付近で、且つシャフトの外周端と磁石の外周端の
間の中央部付近は、磁束ベクトルが均一になっている。
　そこで、請求項２の手段を採用し、第１、第２磁気センサを磁束ベクトルが均一な空間
（２つの磁石の回転軸方向の間の略中央部で、且つシャフトの外周端と磁石の外周端の間
の略中央部）に配置する。
　このように、第１、第２磁気センサが、磁束ベクトルの均一な空間に配置されるため、
磁石（２つの磁石）と、第１、第２磁気センサとに相対的な位置ズレが生じても、回転検
出誤差が生じない。
【００１１】
［請求項３の手段］
　請求項３の手段を採用する回転角度検出装置は、第１磁気センサと第２磁気センサが回
転方向に９０°異なった位置に配置されるものである。
　このように、第１磁気センサと第２磁気センサが異なった位置に配置された状態で、第
１、第２磁気センサの一方、または両方が位置ズレしても、第１、第２磁気センサに与え
られる磁束線の向きの変化が抑えられる。
【００１２】
［請求項４の手段］
　請求項４の手段を採用する回転角度検出装置は、第１、第２磁気センサを１つのチップ
内に搭載するものである。
　このように、第１、第２磁気センサを１つのチップ内に搭載することにより、組付け性
が向上するとともに、第１、第２磁気センサ（１つのチップ）の搭載性の自由度が高まる
。
【００１３】
［請求項５の手段］
　シャフトが磁性体であるため、シャフトの影響によって第１、第２磁気センサの出力波
形の波高が揃わない場合が想定される。
　このような場合は、請求項５の手段を採用し、第１、第２磁気センサが配置されたチッ
プの配置角度を傾斜させて、第１、第２磁気センサの出力波形の波高を揃える。
【００１４】
［請求項６の手段］
　シャフトが磁性体であるため、シャフトの影響によって第１、第２磁気センサの出力波
形の波高が揃わない場合が想定される。
　このような場合は、請求項６の手段を採用し、第１、第２磁気センサの出力波形の波高
を、電気回路または角度演算装置における演算により揃える。
【００１５】
［請求項７の手段］
　請求項７の手段を採用する回転角度検出装置の２つの磁石は、回転軸に垂直な半径方向
に磁束が向くように着磁され、磁束の発生部と磁束の吸引部の着磁方向が１８０°逆方向
の永久磁石である。
　これによって、第１、第２磁気センサから３６０°周期のｓｉｎカーブとｃｏｓカーブ
の出力を取り出すことができ、２つの出力を逆三角関数演算で１８０°間隔の右上がりの
直線特性に変換し、各右上がりの直線特性を繋ぎ合わせることで、０°～３６０°の回転
角度出力を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　最良の形態の回転角度検出装置は、相対回転する一方に設けられ、リング状もしくは円
板状を呈し、その外周円の軸心と回転軸とが略一致し、回転軸に垂直な半径方向に磁束の
発生部と磁束の吸引部が向く磁石と、相対回転する他方に設けられ、磁石の発生する磁気
の変化を検出する第１磁気センサと、相対回転する他方に設けられ、磁石の発生する磁気
の変化を第１磁気センサに対して９０°位相をずらして検出する第２磁気センサとを具備
し、相対回転する一方および他方の相対回転角度を、第１、第２磁気センサを通過する磁
束によって検出する。
　磁石は、同一性能で、磁束の発生部と磁束の吸引部が同方向に向くものが回転軸方向に
空隙を隔てて２つ配置される。
　この２つの磁石の中心側には、磁性体製のシャフトが配置される。
　そして、第１、第２磁気センサは、２つの磁石の回転軸方向の間で、且つシャフトの外
周端と磁石の外周端の間に配置されるものである。
【実施例１】
【００１７】
　実施例１を図１～図５を参照して説明する。
　まず、図１、図２を参照して回転角度検出装置の基本構成を説明する。なお、図１（ａ
）は回転角度検出装置の概略斜視図、図１（ｂ）は回転角度検出装置の概略側面図、図１
（ｃ）は図１（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面の斜視図である。また、図２は回転角度検出装
置における電気回路の概略図である。
　以下では、回転軸に垂直な半径方向をＸ軸と称し、回転軸に垂直でＸ軸に対して回転方
向に９０°異なった半径方向をＹ軸と称し、回転軸をＺ軸と称する。
【００１８】
　この実施例１に示す回転角度検出装置は、シャフト１（相対回転する一方の部材：この
実施例では回転部材）、シャフト１に固定された２つの磁石２、図示しない固定部材（相
対回転する他方の部材：例えば、ハウジングに固定された回路基板等）に搭載された第１
、第２磁気センサ３、４、および角度演算装置５を備える。
【００１９】
　シャフト１は、磁性体製（例えば、鉄等の磁性体金属）で円柱棒状を呈するものであり
、例えばスロットル開度センサにおいては、スロットルバルブ（角度検出の対象物）と一
体に回転するものである。
【００２０】
　２つの磁石２は、シャフト１に固定されて、シャフト１と一体に回転する。
　２つの磁石２は、一定の厚みを有し、リング状もしくは円板状を呈する永久磁石であり
、その外周円の軸心とＺ軸とが一致し、Ｚ軸に垂直な半径方向に磁束の発生部（Ｓ極）と
磁束の吸引部（Ｎ極）が向くものである。
　２つの磁石２は、径寸法、厚み寸法、着磁力など性能が同じで、磁束の発生部と磁束の
吸引部が同方向に向き、Ｚ軸方向に所定の空隙を隔ててシャフト１に固定されている。
　この実施例１の２つの磁石２は、磁束の発生部と磁束の吸引部の着磁方向が１８０°逆
方向に向くよう半径方向に着磁されている。
【００２１】
　第１磁気センサ３は、固定部材（例えば、ハウジングに固定された回路基板等）に固定
され、磁気検出面を通過する磁束の流れ方向および磁束密度に応じた出力を発生する第１
ホール素子３ａ（図２参照）を内蔵している。ここで、第１ホール素子３ａは、微弱なセ
ンサ出力を発生するものであるため、その微弱出力を増幅する第１増幅アンプ６が接続さ
れる。この第１増幅アンプ６は、第１磁気センサ３内に封入したものであっても良いし、
第１磁気センサ３とは別の基板上に配置しても良い。
【００２２】
　第２磁気センサ４は、第１磁気センサ３と同様、固定部材（例えば、ハウジングに固定
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された回路基板等）に固定され、磁気検出面を通過する磁束の流れ方向および磁束密度に
応じた出力を発生する第２ホール素子４ａ（図２参照）を内蔵している。ここで、第２ホ
ール素子４ａは、微弱なセンサ出力を発生するものであるため、その微弱出力を増幅する
第２増幅アンプ７が接続される。この第２増幅アンプ７は、第２磁気センサ４内に封入し
たものであっても良いし、第２磁気センサ４とは別の基板上に配置しても良い。
【００２３】
　第１、第２磁気センサ３、４は、それぞれの磁気検出面がＺ軸に向けて配置されるとと
もに、第２磁気センサ３が第１磁気センサ４に対して回転方向に９０°異なった位置に配
置されるものである。
　これによって、第１磁気センサ３に与えられる磁束線に対して、第２磁気センサ４に与
えられる磁束線の位相が９０°ズレることになる。この結果、第１磁気センサ３のセンサ
出力に対して、第２磁気センサ４のセンサ出力の位相が９０°ずれることになり、図３（
ａ）に示すように、磁石２の回転に対して第１磁気センサ３がｓｉｎカーブのセンサ出力
（図中Ａ）を発生し、第２磁気センサ４がｃｏｓカーブのセンサ出力（図中Ｂ）を発生す
る。
【００２４】
　角度演算装置５は、周知構成のマイクロコンピュータであり、図２に示すように、第１
磁気センサ３のセンサ出力を第１ＡＤＣ８でデジタル変換して入力するとともに、第２磁
気センサ４の出力を第２ＡＤＣ９でデジタル変換して入力する。
　角度演算装置５は、第１、第２磁気センサ３、４の出力から角度演算をするものであり
、図３（ａ）に示すように、第１磁気センサ３のｓｉｎカーブ出力と、第２磁気センサ４
のｃｏｓカーブ出力とを、図３（ｂ）に示すように、逆三角関数演算で１８０°間隔の右
上がりの直線特性Ｃに変換｛ｔａｎθ＝ｓｉｎθ／ｃｏｓθ→θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／
ｃｏｓθ）｝する。そして、角度演算装置５は、図３（ｃ）に示すように、各右上がりの
直線特性Ｃを繋ぎ合わせ、磁石２の回転０°～３６０°に対応した回転角度出力Ｄ（アナ
ログ信号）を発生するものである。
【００２５】
（第１、第２磁気センサ３、４の取付位置の説明）
　上述したように、円板形状を呈した２つの磁石２は、磁束の向きが同一方向で、且つ同
一性能（形状等を含む）であり、所定の空隙を隔てて磁性体製のシャフト１に固定された
ものである。
　このような構成を採用することにより、図４に示されるように、２つの磁石２のＺ軸方
向の間で、且つシャフト１の外周端と磁石２の外周端の間の空間には、磁束線が半径方向
に揃って向く閉磁場（図中、一点鎖線Ｉで囲む範囲）が形成される。
　そこで、この実施例１の回転角度検出装置は、閉磁場が形成される空間（２つの磁石２
のＺ軸方向の間で、且つシャフト１の外周端と磁石２の外周端の間の空間）に、第１、第
２磁気センサ３、４を配置する構成を採用している。
【００２６】
　特に、図４中、破線ＩＩで囲む範囲に示すように、２つの磁石２のＺ軸方向の間の中央
部付近で、且つシャフト１の外周端と磁石２の外周端の間の中央部付近は、磁束ベクトル
が均一になっている。
　このため、第１、第２磁気センサ３、４を破線ＩＩで囲む範囲内（２つの磁石２のＺ軸
方向の間の中央部付近で、且つシャフト１の外周端と磁石２の外周端の間の中央部付近）
に配置することが望ましい。
【００２７】
（実施例１の効果）
　回転角度検出装置は、上述したように、閉磁場が形成される空間（図４中、一点鎖線Ｉ
で囲む範囲）、特に磁束ベクトルが均一の空間（図４中、破線ＩＩで囲む範囲）に、磁気
検出面を有する第１、第２磁気センサ３、４を配置する構成を採用している。
　このため、第１、第２磁気センサ３、４の一方または両方の取付位置が多少ズレても、
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第１、第２磁気センサ３、４に与えられる磁束線の向きの変化が抑えられる。これにより
、第１、第２磁気センサ３、４の位置ズレが生じても回転検出誤差が生じる不具合を無く
すことができる。
【００２８】
　上記の具体的な効果を、図５を参照して説明する。
（第１磁気センサ３の位置ズレによる出力変動）
　第１磁気センサ３の位置ズレによる出力変動を図５（ａ）を参照して説明する。
　まず、第１磁気センサ３の取付位置が規定の位置に取り付けられた場合の出力波形を実
線Ａ１に示す。
　第１磁気センサ３の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレた場合の出力波形を実線Ａ２に示
す。このように、第１磁気センサ３の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレても、規定の位置
に取り付けられた場合の実線Ａ１とほぼ一致した出力波形が得られる。
　また、第１磁気センサ３の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた場合の出力波形を実線Ａ
３に示す。このように、第１磁気センサ３の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレても、規定
の位置に取り付けられた場合の実線Ａ１と一致した出力波形が得られる。
【００２９】
（第２磁気センサ４の位置ズレによる出力変動）
　第２磁気センサ４の位置ズレによる出力変動を図５（ｂ）を参照して説明する。
　まず、第２磁気センサ４の取付位置が規定の位置に取り付けられた場合の出力波形を実
線Ｂ１に示す。
　第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレた場合の出力波形を実線Ｂ２に示
す。このように、第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレても、規定の位置
に取り付けられた場合の実線Ｂ１とほぼ一致した出力波形が得られる。
　また、第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた場合の出力波形を実線Ｂ
３に示す。このように、第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレても、規定
の位置に取り付けられた場合の実線Ｂ１と一致した出力波形が得られる。
【００３０】
（演算角度誤差）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１、第２磁気センサ３、４の位置ズレによる回転検出誤差を図５（ｃ）を参照して説
明する。
　上述したように、第１磁気センサ３または第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１
ｍｍズレても、規定の位置に取り付けられた場合とほぼ一致した出力波形が得られるため
、第１磁気センサ３または第２磁気センサ４の取付位置がＹ軸方向に１ｍｍズレた状態の
センサ出力から角度演算を行っても、実線Ｃ１に示すように、回転検出誤差が殆ど生じな
い。
　また、第１磁気センサ３または第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレて
も、規定の位置に取り付けられた場合と一致した出力波形が得られるため、第１磁気セン
サ３または第２磁気センサ４の取付位置がＺ軸方向に１ｍｍズレた状態のセンサ出力から
角度演算を行っても、実線Ｃ２に示すように、回転検出誤差が生じない。
【００３１】
　この図５に示す実験結果からも、閉磁場が形成される空間（図４中、一点鎖線Ｉで囲む
範囲）、特に磁束ベクトルが均一な空間（図４中、破線ＩＩで囲む範囲）に、第１、第２
磁気センサ３、４を配置する構成を採用することにより、第１、第２磁気センサ３、４の
一方または両方の取付位置が多少ズレたとしても回転検出誤差が抑えられることがわかる
。
【実施例２】
【００３２】
　実施例２を図６、図７を参照して説明する。なお、実施例１と同一符号は、同一機能物
を示すものである。
　上記の実施例１では、第１磁気センサ３と第２磁気センサ４を回転方向に９０°離れた
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位置に配置する例を示した。
　これに対し、この実施例２では、第１、第２磁気センサ３、４を１つのチップ１０内に
おいて隣接配置するものであり、第１磁気センサ３の磁気検出面に対し、第２磁気センサ
４の磁気検出面を略直角方向に向けて配置して、第１磁気センサ３の検出する磁気変化に
対し、第２磁気センサ４の検出する磁気変化の位相が９０°ずれるように設けられている
。
【００３３】
　具体的に、この実施例２では、第１磁気センサ３の磁気検出面が、図６（ｃ）に示すよ
うに、Ｚ軸に向けて配置されるものであり、第２磁気センサ４の磁気検出面が、Ｚ軸に対
して垂直方向に向けて配置されるものである。これによって、第１磁気センサ３の磁気検
出面に対して、略直角方向に第２磁気センサ４の磁気検出面が配置される。
　このように設けられることで、第１磁気センサ３のセンサ出力に対して、第２磁気セン
サ４のセンサ出力の位相が９０°ずれることになり、磁石２の回転に対して第１磁気セン
サ３が３６０°周期のｓｉｎカーブのセンサ出力を発生し、第２磁気センサ４が３６０°
周期のｃｏｓカーブのセンサ出力を発生する。
【００３４】
　第１、第２磁気センサ３、４の感度比（出力波形の波高差）は、検出角度の誤差になる
ため、感度比は小さいほど好ましい。シャフト１は、磁性体製であるため、シャフト１の
影響等によって、第１、第２磁気センサ３、４の出力波形に波高差が生じる可能性がある
。
　その場合は、第１、第２磁気センサ３、４を内蔵するチップ１０の配置角度を傾斜させ
て、第１、第２磁気センサ３、４の出力波形の波高を揃える。これは、第１、第２磁気セ
ンサ３、４が検出する磁束線が半径方向に揃って向く閉磁場で形成され、軸に平行な磁束
成分がないためにチップ１０を所定の角度に傾斜し、２つの波高値を揃えることができる
ためである。
【００３５】
　具体的な例を図７を参照して説明する。
　図７（ａ）に示すように、シャフト１の影響等によって、第１磁気センサ３のセンサ出
力（図中Ａ１）の波高が、第２磁気センサ４のセンサ出力（図中Ｂ１）の波高より低くな
る場合は、図７（ｂ）に示すように、第１磁気センサ３の磁気検出面の向く方向を変更さ
せずに、第２磁気センサ４の磁気検出面の向く方向が傾斜するように、チップ１０の取付
角度（傾斜角）αを変更する。ここで、傾斜により感度を下げる第２磁気センサ４は、ｃ
ｏｓカーブのセンサ出力を発生するものであるため、第１磁気センサ３のセンサ出力をＶ
１、第２磁気センサ４のセンサ出力をＶ２とした場合、傾斜角αはα＝ｃｏｓ-1（Ｖ１　
／Ｖ２）で求めることができる。
　このように、チップ１０の取付角度（傾斜角）αを変更することにより、第２磁気セン
サ４のセンサ出力（図中Ｂ１’）の波高が低下し、図７（ｃ）に示すように、第１磁気セ
ンサ３のセンサ出力（図中Ａ１）の波高と、第２磁気センサ４のセンサ出力（図中Ｂ１’
）の波高を同じ高さに揃えることができる。
【００３６】
　なお、この実施例２では、チップ１０の取付角度（傾斜角）αを変更することで、第１
、第２磁気センサ３、４の出力波形の波高を揃える例を示すが、第１、第２磁気センサ３
、４の出力波形の波高を、電気回路（例えば、第１増幅アンプ６または第２増幅アンプ７
のゲイン）、あるいは角度演算装置５における演算（波高を揃える補正演算）により揃え
ても良い。また、第１、第２磁気センサ３、４の出力波形の波高を、電気回路や角度演算
装置５における演算で揃える技術を、実施例１に適用しても良い。
【００３７】
（実施例２の効果）
　実施例２の回転角度検出装置は、上述した実施例１の効果に加えて、次の効果を奏する
。
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　第１、第２磁気センサ３、４を１つのチップ１０内に配置しているため、第１、第２磁
気センサ３、４の搭載スペースが１箇所で済む。これによって、第１、第２磁気センサ３
、４の搭載性の自由度が高まる。
　また、１つのチップ１０内に第１、第２磁気センサ３、４を隣接配置しているため、部
品点数が減るとともに、組付け性が向上する。
　さらに、第１、第２磁気センサ３、４を隣接配置しているので、第１、第２磁気センサ
３、４の環境条件が略同等であり、温度変化による出力ズレも略同等となるため、良好で
且つ安定した角度精度が得られる。
【００３８】
〔変形例〕
　上記の実施例では、第１、第２磁気センサ３、４を固定し、磁石２を回転させた例を示
したが、逆に磁石２を固定し、第１、第２磁気センサ３、４を回転させる構造を採用して
も良い。また、磁石２と第１、第２磁気センサ３、４の双方が共に回転する構造を採用し
ても良い。
　上記の実施例では、第１、第２磁気センサの一例としてホール素子を用いた例を示した
が、磁気抵抗素子（ＭＲＥ）など、他の磁気センサを用いても良い。
【００３９】
　上記の実施例では、磁石２を永久磁石で構成した例を示したが、通電によって磁力を発
生する電磁石を用いても良い。
　上記の実施例では、回転角度検出装置の具体的な一例としてスロットルバルブの開度を
検出する例を示したが、エンジンのクランクシャフトの回転角度、産業ロボットのアーム
部の回転角度等、他の回転角度を検出するように設けても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】回転角度検出装置の概略斜視図、概略側面図、Ａ－Ａ線に沿う断面の斜視図であ
る（実施例１）。
【図２】回転角度検出装置の電気回路の概略図である（実施例１）。
【図３】センサ出力、逆三角関数演算、繋ぎ合わせの説明用のグラフである（実施例１）
。
【図４】磁束線の向きを示す説明図である（実施例１）。
【図５】第１、第２磁気センサの位置ズレに対する波形出力と回転検出誤差を示すグラフ
である（実施例１）。
【図６】回転角度検出装置の概略斜視図、概略側面図、Ｂ－Ｂ線に沿う断面の斜視図であ
る（実施例２）。
【図７】第１、第２磁気センサの波高差を揃える説明図である（実施例２）。
【図８】回転角度検出装置の斜視図および上視図である（従来例）。
【図９】第１、第２磁気センサの位置ズレに対する波形出力と回転検出誤差を示すグラフ
である（従来例）。
【符号の説明】
【００４１】
　１　シャフト
　２　磁石
　３　第１磁気センサ
　４　第２磁気センサ
　５　角度演算装置
１０　１つのチップ
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