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(57)【要約】
【課題】回転部材が回転を停止した場合に、再び回転を
始めると同時に、適切なフィルタリング処理を施す事が
できる構造を実現する。
【解決手段】回転部材である、車輪支持用転がり軸受ユ
ニットを構成するハブの回転停止時に、その時点に於け
るエンコーダの円周方向位置と、このハブに対する、こ
のエンコーダの組み付け誤差に基づく振れ回り等の回転
１次成分の誤差成分との関係を、メモリ等の記憶手段に
より記憶する。そして、上記ハブが回転を再開するのと
同時に、この記憶手段に記憶した上記関係に基づいて、
適応フィルタによるフィルタリング処理を開始する。こ
れにより、上記課題を解決する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転部材の一部にこの回転部材と同心に支持固定された、被検出面の特性を円周方向に
関して交互に変化させたエンコーダと、その検出部をこの被検出面に対向させた状態で回
転しない部分に支持され、この被検出面の特性変化に対応してその出力信号を変化させる
センサと、このセンサの出力信号にフィルタリング処理を施すフィルタ回路と、このフィ
ルタ回路によりフィルタリング処理を施された上記出力信号に基づいて、上記回転部材に
関する物理量を算出する演算器とを備え、上記フィルタ回路は、この出力信号の変動のう
ち、上記被検出面の円周方向に亙る特性変化に関する誤差に基づく誤差成分を消去するも
のであり、上記演算器は、上記フィルタ回路によりフィルタリング処理を施された、上記
出力信号が変化するパターンに基づいて、上記物理量を算出する機能を有するものである
回転部材の物理量測定装置に於いて、この回転部材の回転停止時に、その時点に於ける上
記エンコーダの円周方向位置と円周方向に亙る特性変化に関する誤差成分との関係を記憶
手段に記憶させておき、上記回転部材の回転を再開するのと同時に、この記憶手段に記憶
させておいた上記関係に基づいて、上記フィルタリング処理を開始する事を特徴とする回
転部材の物理量測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明に係る回転部材の物理量測定装置は、例えば車両（自動車）の車輪を懸架装置
に対して回転自在に支持すると共に、この車輪の回転速度や回転角度、又はこの車輪に加
わる荷重の大きさを測定して、車両の安定運行の確保に利用する。或は、各種工作機械の
主軸を支持する為の転がり軸受ユニットに組み込んで、この主軸に加わる荷重や、熱膨張
等による変位を測定し、工具の送り速度等を適切に調節する為に利用する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、車両の車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する為に、転がり軸受ユニット
を使用する。又、車両の走行安定性を確保する為に、アンチロックブレーキシステム（Ａ
ＢＳ）やトラクションコントロールシステム（ＴＣＳ）等の車両の走行状態安定化装置が
広く使用されている。これらＡＢＳやＴＣＳ等の走行状態安定化装置によれば、制動時や
加速時に於ける車両の走行状態を安定させる事はできるが、より厳しい条件の下でもこの
安定性の確保を図る為には、車両の走行安定性に影響するより多くの情報を取り入れて、
ブレーキやエンジンの制御を行なう事が必要になる。
【０００３】
　即ち、上記ＡＢＳやＴＣＳ等の従来の走行状態安定化装置の場合には、タイヤと路面と
の滑りを検知してブレーキやエンジンを制御する、所謂フィードバック制御を行っている
為、これらブレーキやエンジンの制御が一瞬とは言え遅れる。言い換えれば、厳しい条件
下での性能向上を図るべく、所謂フィードフォワード制御により、タイヤと路面との間に
滑りが発生しない様にしたり、左右の車輪の制動力が極端に異なる所謂ブレーキの片効き
を防止する事はできない。更には、トラック等で、積載状態が不良である事に基づいて走
行安定性が不良になるのを防止する事もできない。
【０００４】
　この様な問題に対応すべく、上記フィードフォワード制御等を行なう為に、懸架装置に
対して車輪を支持する為の転がり軸受ユニットに、この車輪に加わるラジアル荷重とアキ
シアル荷重とのうちの一方又は双方を測定する為の荷重測定装置を組み込む事が考えられ
る。この様な場合に使用可能な荷重測定装置付車輪支持用転がり軸受ユニットとして、特
許文献１には、図２～３に示す様な構造により、静止側軌道輪である外輪２と、回転側軌
道輪であって内輪でもあるハブ３との間に加わる荷重及びモーメントを測定可能とした、
荷重測定装置付車輪支持用転がり軸受ユニット１に関する発明が記載されている。
【０００５】
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　この従来構造では、上記外輪２の内周面に形成した複列の外輪軌道４、４と、上記ハブ
３の外周面に設けた複列の内輪軌道５、５との間に転動体６、６を、各列毎に複数個ずつ
、転動自在に設けている。そして、上記外輪２の内径側に上記ハブ３を、回転自在に支持
している。尚、図示の例では、転動体として玉を使用しているが、重量の嵩む車両の車輪
支持用転がり軸受ユニットの場合には、各転動体として円すいころを使用する場合もある
。
【０００６】
　この様な、転がり軸受ユニット１と組み合わされる、物理量測定装置である荷重測定装
置７（回転速度、回転角度検出装置としての機能も兼ね備える）は、上記ハブ３の中間部
に外嵌固定された、永久磁石製である１個のエンコーダ８と、上記外輪２の軸方向中間部
で複列に配置された上記各転動体６、６同士の間部分に設けられた、１対のセンサ９、９
と、図示しない演算器とを備える。上記エンコーダ８の外周面である被検出面１０は円筒
面状であって、この被検出面１０に、Ｎ極に着磁した部分とＳ極に着磁した部分とが、円
周方向に関して交互に且つ等間隔で配置されている。又、上記Ｎ極に着磁された部分とＳ
極に着磁された部分との境界を、上記エンコーダ８の軸方向に対し同じ角度だけ傾斜させ
ると共に、この軸方向に対する傾斜方向を、このエンコーダ８の軸方向中間部を境に互い
に逆方向としている。従って、上記Ｎ極に着磁された部分とＳ極に着磁された部分とは、
軸方向中間部が円周方向に関して最も突出した（又は凹んだ）、「く」字形となっている
。従って、上記被検出面１０の磁気特性は、円周方向に関して交互に且つ等間隔に変化す
るが、変化する位相は、この被検出面１０の軸方向に関して漸次変化する。
【０００７】
　又、上記１対のセンサ９、９は、アクティブ型の磁気センサであり、これら両センサ９
、９の検出部には、ホール素子、磁気抵抗素子等の磁気検出素子を設けている。この様な
磁気検出素子の特性は、Ｎ極に対向している状態とＳ極に対向している状態とで変化する
。この様な上記両センサ９、９は、これら両センサ９、９の検出部を上記エンコーダ８の
被検出面１０に、近接対向させている。尚、これら両センサ９、９の検出部が上記エンコ
ーダ８の被検出面１０に対向する位置は、上記エンコーダ８の円周方向に関して同じ位置
としている。又、上記外輪２とハブ３との間にアキシアル荷重が作用しない状態で、上記
Ｎ極に着磁された部分とＳ極に着磁された部分との軸方向中間部で円周方向に関して最も
突出した部分（境界の傾斜方向が変化する部分）が、上記両センサ９、９の検出部同士の
間の丁度中央位置に存在する様に、各部材８、９、９の設置位置を規制している。
【０００８】
　上述の様に構成する特許文献１に記載された従来構造の場合、上記外輪２とハブ３との
間にアキシアル荷重が作用すると、上記両センサ９、９の出力信号が変化する位相がずれ
る。詳細な説明は上記特許文献１に記載されているので省略するが、この出力信号の位相
のずれは、上記外輪２とハブ３との間に加わるアキシアル荷重の方向に応じた方向にずれ
る。又、このアキシアル荷重により上記両センサ９、９の出力信号の位相がずれる程度は
、このアキシアル荷重が大きくなる程大きくなる。従って、上記両センサ９、９の出力信
号の位相ずれの有無、ずれが存在する場合にはその方向及び大きさに基づいて、上記外輪
２とハブ３との間の軸方向に関する相対変位量及びこれら外輪２とハブ３との間に作用し
ているアキシアル荷重の方向及び大きさを求められる。
【０００９】
　ところで、上記特許文献１に記載された様な、車輪支持用転がり軸受ユニット１の場合
、上記エンコーダ８を上記ハブ３に組み付ける際の組み付け誤差等によって、このハブ３
の回転に伴ってこのエンコーダ８の被検出面１０が、荷重に関係なく、見掛け上変位（回
転に伴って振動）する可能性がある。上記組み付け誤差等により、上記エンコーダ８の被
検出面１０の幾何中心軸と回転中心軸とが不一致である場合、即ち、両中心軸同士が径方
向にずれていたり、或いは互いに傾斜していたりすると、上記荷重に関係なく、上記両セ
ンサ９、９の検出部が対向する、上記エンコーダ８の被検出面１０の幅方向位置がずれて
しまう。この様なずれは、例えば、上記荷重測定装置７の様に、検出すべき荷重がアキシ
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アル荷重である場合には、上記ハブ３の回転に伴なう、上記エンコーダ８の被検出面１０
の、振れ回り等の回転１次の軸方向変位運動として現れる。この結果、上記荷重が変動し
ない場合でも、上記両センサ９、９の出力信号が変動するパターンが変化して、この荷重
の測定精度が悪化する事が考えられる。
【００１０】
　そこで、上記転がり軸受ユニット１と組み合わされる荷重測定装置７は、図４に示す様
な構成により、上記両センサ９、９の出力信号（一方のセンサ９の出力信号と他方のセン
サ９の出力信号の位相差）から上記振れ回り等の回転１次成分の誤差成分を消去している
。この動作に関して、以下に簡単に説明する。
　上記図４の、ｄdは上記エンコーダ８の上記両センサ９、９に対する実際の変位に伴な
うこれら両センサ９、９の出力信号の位相差を表し、ｄnは上記振れ回り等の回転１次成
分の誤差成分を、ｘはこの誤差成分ｄnと相関性のある参照信号を、ｙは適応フィルタ１
１の出力であるキャンセル信号を、それぞれ表している。
　又、ｄは上記両センサ９、９が実際に測定した出力信号の位相差（以下出力信号）であ
り、上記実際の位相差ｄdと誤差成分ｄnとが重畳されたもの（ｄ＝ｄd＋ｄn）である。
　又、ｅは修正信号であり、上記出力信号ｄに対して上記適応フィルタ１１によりフィル
タリング処理を施した後のもの（ｅ＝ｄ－ｙ）である。
【００１１】
　上記適応フィルタ１１は、上記参照信号ｘと修正信号ｅとを情報にして、上記特許文献
１に記載された様な同期式ＬＭＳアルゴリズムに基き、自己学習により上記適応フィルタ
１１を構成するフィルタ係数列Ｗ（上記エンコーダ８の１回転のパルス数と同数のフィル
タ係数により構成されている）を逐次適正に更新する。この自己学習が完了すると、上記
適応フィルタ１１は、実際の信号の流れ「ｄn→ｄ」の伝達特性と同じ特性を持ったＦＩ
Ｒ（ｆｉｎｉｔｅ　ｉｍｐｕｌｓｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）フィルタを形成する。
　この様な構成によれば、上記自己学習が完了した後の上記適応フィルタ１１のキャンセ
ル信号ｙを、上記出力信号ｄから差し引けば、上記両センサ９、９の出力信号ｄから上記
誤差成分ｄnを取り除いた（ｄ－ｄn）事と等価になる。尚、上記キャンセル信号ｙがＤＣ
レベル（直流成分）を含んでいる場合には、上記特許文献１に記載された様な処理により
上記修正信号ｅ又は上記キャンセル信号ｙにＤＣレベルの補正を施す。
【００１２】
　図５は、上述した様な図４に示す構成の適応フィルタ１１により、上記出力信号ｄにフ
ィルタリング処理を施して、上記振れ回り等の回転１次成分の誤差成分ｄnを消去した結
果を示している。上記図５のうちの（Ａ）は、上記フィルタリング処理を施していない、
上記両センサ９、９の出力信号ｄを示している。この様な図５の（Ａ）には、上記エンコ
ーダ８の組み付け誤差に基づく回転１次の誤差成分ｄnが大きく現れている。これに対し
て図５の（Ｂ）には、上記出力信号ｄに対して、上記適応フィルタ１１によるフィルタリ
ング処理を施した結果得られる上記修正信号ｅを示している。この様な図５の（Ｂ）から
、このフィルタリング処理により、前記アキシアル荷重を求める場合に問題となる回転１
次の誤差成分ｄnを低減できている事が分かる。
　但し、上記図５の（Ｂ）に示す様に、上記出力信号ｄから上記誤差成分ｄnを十分に低
減するまでには、所定の時間（図５の（Ｂ）では２秒程度）を要する。これは、上記適応
フィルタ１１の自己学習が十分に進んでいない為に、この適応フィルタ１１のキャンセル
信号ｙが収束していないからである。この様に、この適応フィルタ１１の自己学習が十分
に進んでいない間のデータは、信頼性が低い為、制御等には使用できない。
　又、上述した様な、特許文献１の構造の場合、位相差を検出するためには、複数パルス
のエッジからエッジまでの時間計測をしなければならないが、演算に用いるＣＰＵの性能
上の制約から、無限に長い時間の計測は出来ない。従って、前期ハブ３の回転速度が或る
一定の速度より小さくなったり、或いは回転が停止すると、演算を中止せざるを得ない。
この為、再び回転が始まり演算を再開する場合は、上記適応フィルタ１１を再学習させる
必要があり、上記図５（Ｂ）に示す様に、この適応フィルタ１１のキャンセル信号ｙが収
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束するまでの所定の時間はデータを、制御等に用いる事ができない。
【００１３】
【特許文献１】特開２００７－４０９５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上述の様な事情に鑑み、回転部材が回転を停止した場合に、再び回転を始め
るのと同時に、適切なフィルタリング処理を施す事で、センサの出力信号から組み付け誤
差に基づく回転１次の誤差成分を有効に低減できる、回転部材の物理量測定装置を実現す
べく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の回転部材の物理量測定装置は、エンコーダと、センサと、フィルタ回路と、演
算器とを備える。
　このうちのエンコーダは、回転部材の一部にこの回転部材と同心に支持されたもので、
被検出面の特性を円周方向に関して交互に変化させている。
　又、上記センサは、その検出部を上記被検出面に対向させた状態で回転しない部分に支
持され、この被検出面の特性変化に対応してその出力信号を変化させる。
　又、上記フィルタ回路は、上記センサの出力信号（波形成形回路等によりこの出力信号
に基づいて得られる処理信号を含む）にフィルタリング処理を施す。即ち、上記フィルタ
回路は、上記出力信号の変動のうち、上記被検出面の円周方向に亙る特性変化に関する誤
差に基づく、誤差成分を消去する。尚、本明細書及び特許請求の範囲で述べるフィルタ回
路には、独立したフィルタ用アナログ回路を含む事は勿論、演算器にインストールしたプ
ログラム中でフィルタ処理を実行（フィルタ演算）する構造も含む。この場合には、上記
演算器の一部が上記フィルタ回路に相当する。
　又、上記演算器は、上記フィルタ回路によりフィルタリング処理を施された上記出力信
号に基づいて、上記回転部材の物理量を算出する。即ち、上記演算器は、上記フィルタ回
路を通過した、上記出力信号が変化するパターンに基づいて、上記物理量を算出する機能
を有する。
【００１６】
　特に、本発明の回転部材の物理量測定装置は、上記回転部材の回転停止時に、その時点
に於ける上記エンコーダの円周方向位置と円周方向に亙る特性変化に関する誤差成分（フ
ィルタ回路を構成する為の情報等）との関係を記憶手段に記憶させておく。そして、上記
回転部材の回転を再開するのと同時に、この記憶手段に記憶させておいた関係に基づいて
、上記フィルタリング処理を開始する。
　上述の様な本発明を実施する場合に例えば、上記物理量を、上記回転部材の回転速度と
回転角度とのうちの少なくとも一方とする。
　或いは、上記物理量を、上記回転部材の変位量とこの回転部材に作用する外力とのうち
の少なくとも一方とする。
　又、この様に変位量又は外力を求める場合に好ましくは、１対のセンサを、それぞれの
検出部を上記エンコーダの被検出面の幅方向に離隔した位置に対向させた状態で設置する
。又、この被検出面のうちで、少なくとも一方のセンサの検出部が対向する部分の、円周
方向に関して特性が変化する境界を、上記幅方向に対し傾斜させる。そして、上記少なく
とも一方のセンサの出力信号の変化の位相を、このセンサの検出部が対向する、上記エン
コーダの被検出面の幅方向位置に対応して変化させる。
　又、本発明を実施する場合に例えば、上記回転部材を、転がり軸受ユニットの回転側軌
道輪若しくはこの回転側軌道輪に結合固定されてこの回転側軌道輪と共に回転する部材と
する。又、上記転がり軸受ユニットは、使用状態で回転する上記回転側軌道輪と、使用状
態でも回転しない静止側軌道輪と、これら回転側軌道輪と静止側軌道輪との互いに対向す
る周面に存在する静止側軌道と回転側軌道との間に設けられた複数個の転動体とを備えた
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ものとする。
　更に、本発明を実施する場合に好ましくは、上記フィルタ回路を適応フィルタとする。
【発明の効果】
【００１７】
　上述の様に構成する本発明の回転部材の物理量測定装置は、回転部材の回転停止時に、
その時点に於けるエンコーダの円周方向位置と円周方向に亙る特性変化に関する誤差成分
との関係を記憶手段に記憶させておく事で、上記回転部材が回転を再開するのと同時に、
センサの出力信号に対して、適切なフィルタリング処理を施して、この出力信号に含まれ
た誤差成分を消去する事ができる。この為、回転を再開した直後のデータの信頼性を向上
させて、このデータを、例えば発進時のＴＣＳ制御等、各種制御に利用する事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施の形態に就いて説明する。尚、本例の特徴は、回転部材であるハ
ブの回転が停止して、再度回転を始める場合にも、この回転を始めると同時に適切なフィ
ルタリング処理を施す事ができる様に、フィルタ回路の構成を工夫した点にある。この本
例の特徴となる部分以外の構造及び作用は、前記図２～４に示した従来構造と同様である
から、重複する図示並びに説明は省略する。又、本例の構造を説明するのに必要な場合は
、上記図２～４を参照する。
【００１９】
　本例の場合には、回転部材である、車輪支持用転がり軸受ユニット１（図２参照）を構
成するハブ３の回転停止時に、その時点に於けるエンコーダ８の円周方向位置（回転開始
位置を基準位置として、この基準位置からのパルス数、回転角度等）と、上記ハブ３に対
する、このエンコーダ８の組み付け誤差に基づく振れ回り等の回転１次成分の誤差成分｛
適応フィルタ１１（図４参照）を構成するフィルタ係数列Ｗ（上記エンコーダ８の１回転
のパルス数と同数のフィルタ係数ｗにより構成される）｝との関係を、図示しないメモリ
等の記憶手段に記憶する。そして、上記ハブ３が回転を再開するのと同時に、この記憶手
段に記憶した、上記円周方向位置と誤差成分との関係に基づいて、上記適応フィルタ１１
によるフィルタリング処理を開始する。
【００２０】
　この様な本例の場合、回転部材である上記ハブ３の回転が停止して、再度回転を始める
場合に、上記記憶手段に記憶しておいた、上記エンコーダ８の回転が停止した時点の円周
方向位置に対応した適切な値を、上記適応フィルタ１１を構成するフィルタ係数列Ｗに設
定した状態で、フィルタリング処理を開始する事ができる。この為、上記ハブ３が再度回
転を開始した直後の両センサ９、９の出力信号（一方のセンサ９の出力信号と他方のセン
サ９の出力信号との位相差）から、上記エンコーダ８の組み付け誤差に基づく振れ回り等
の回転１次成分の誤差成分を有効に低減する事ができ、制御に用いるデータの信頼性を向
上する事ができる。この理由に就いて、以下に説明する。尚、上記適応フィルタ１１の学
習アルゴリズム等に就いては、前記特許文献１に詳しく記載されている為、省略する。
【００２１】
　上記適応フィルタ１１のキャンセル信号ｙ（図４参照）は、上記特許文献１に記載され
ている様に、参照信号ｘとこの適応フィルタ１１を構成するフィルタ係数列Ｗとにより、
以下の式（１）により、一意に決定される。
【数１】

上記（１）式中、ｋは時系列データのデータ番号、Ｎは上記適応フィルタ１１としている
ＦＩＲフィルタのタップ数である。又、ｗはＦＩＲフィルタのフィルタ係数列Ｗを構成す
るフィルタ係数を表し、ｗkはｋ番目のデータ処理をする場合に使用するフィルタ係数を
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表している。
【００２２】
　又、上記適応フィルタ１１に入力する上記参照信号ｘは、同じく上記特許文献１に記載
されている様に、前記エンコーダ８の振れ回り等に代表される、このエンコーダ８の回転
ｎ次（ｎは正の整数)成分と相関性のある信号であれば良いので、このエンコーダ８の１
回転当り１インパルス信号でも構わない。そこで、本例でも、上記参照信号ｘが１インパ
ルス信号であると同時に、上記適応フィルタのタップ数Ｎが、上記エンコーダの１回転当
りのパルス数と等しい参照信号ｘを使用する。この場合、時系列ｋの瞬間に計算に使用す
る参照信号ｘは、次の（２）式で表される。
【数２】

　この（２）式で、上記参照信号ｘが値１のインパルスとなる位置ｊは、時系列ｋが進ん
でいくのに従って右側に１個ずつずれて行き、一番右側の「Ｎ－１」番目までずれると、
次の時系列では、新たなインパルス値が一番左の０番目に表れる事になる。即ち、上記参
照信号ｘは、値１のインパルスの位置を０番目からＮ－１番目まで巡回させただけのデー
タ列となる。この（２）式を、前述の（１）式に当て嵌めると、次の（３）式を得られる
。

【数３】

【００２３】
　上記式（３）から分かる様に、上記式（２）の様な参照信号ｘを用いると、上記適応フ
ィルタ１１は、時系列ｋの瞬間の上記エンコーダ８の円周方向位置｛上記基準位置からｊ
番目のパルス（これに相当する角度）に対応した位置｝に於ける、上記誤差成分を消去す
るキャンセル信号ｙ（ｋ）として、上記フィルタ係数列Ｗのｊ番目のフィルタ係数ｗk（
ｊ）を出力する。つまり、上記エンコーダ８の円周方向位置とこのフィルタ係数列Ｗを構
成する各フィルタ係数ｗとは１対１で対応する。この為、前記ハブ３の回転が停止した時
点の、上記エンコーダ８の円周方向位置が、上記基準位置から何番目のパルス（これに相
当する角度）に位置しているかを記憶しておき、上記ハブ３が回転を再開した際に、この
記憶した円周方向位置に対応する上記フィルタ係数列Ｗのフィルタ係数ｗを出力できる様
に、このフィルタ係数列Ｗを再構成（フィルタ係数の並び替え程度の処理）すれば、回転
を再開した瞬間から上記適応フィルタ１１による適切なフィルタリング処理を開始する事
ができる。
【００２４】
　図１は、前記図５の（Ａ）に示した信号に対して、本例の構成の適応フィルタ１１によ
りフィルタリング処理を施した結果を示している。この図１の結果から、上記ハブ３の回
転が再開した瞬間から、上記適応フィルタ１１のフィルタリング処理により、回転１次の
誤差成分を低減できている事が分かる。フィルタリング処理後の信号には、若干の高周波
ノイズが残っているが、この高周波ノイズは、ローパスフィルタにより容易に、且つ、実
用上問題となる様な応答遅れを生じさせずに低減できるので、特に問題とはならない。尚
、回転を再開した際には、上記基準位置をこの回転を再開した円周方向位置に更新する。
【００２５】
　尚、上述した様な本例の構成の場合、電源がＯＦＦからＯＮになり、最初に上記ハブ３
が回転した際には、上記適応フィルタ１１のフィルタ系数列Ｗに適切な値を設定する事が
できない。この為、前述した特許文献１に記載された構造と同様に、上記適応フィルタ１
１のキャンセル信号ｙが収束するまで（この適応フィルタ１１の自己学習が十分に進むま
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で）の間のデータは、信頼性が低く、制御等には使用できない。尚、電源ＯＦＦ後も記憶
手段に前記関係を記憶しておく事も考えられるが、ＯＦＦ状態のまま車両が動く事も考え
られ、その場合に、ＯＮ後の制御の信頼性を確保できないので、好ましくない。
　又、位相差を検出する為には、上記特許文献１に記載された構造と同様に、複数パルス
のエッジからエッジまでの時間計測をしなければならないが、演算に用いるＣＰＵの性能
上の制約から、無限に長い時間の計測はできない。従って、前期ハブ３の回転速度が或る
一定の速度より小さくなったり、或いは回転が停止すると、演算を中止せざるを得ない。
但し、上記エンコーダ８のパルスのエッジ認識だけは、電源がＯＦＦにならない限り継続
する事ができるので、このエンコーダ８の円周方向位置を認識する事はできる。この様に
、回転速度が極低速の場合にも、このエンコーダ８の円周方向位置を認識し続けて、この
エンコーダ８の回転が完全に停止した瞬間の円周方向位置を記憶する様にする。又、この
エンコーダ８の回転が停止した後に、上記演算を再開できない程度の低速で、このエンコ
ーダ８が回転を始めてしまった場合にも、上記円周方向位置の認識を行う様にする。
　又、上記エンコーダ８の回転方向が正逆のどちらもあり得る場合は、円周方向位置の認
識だけでなく、例えば、ＡＢ２相式のインクリメンタル方式を用いたロータリーエンコー
ダ等により、回転方向も認識する様にする事で対応できる。この場合も、これら円周方向
位置及び回転方向の情報に基づいて、適切な値を前記適応フィルタ１１のフィルタ係数列
Ｗに設定して、本例と同様の作用効果を得る事ができる。又、上記エンコーダ８の円周方
向位置の認識方法は、本例の様に上記基準値からの相対的な位置認識方法に限らず、絶対
的な位置を認識する方法を用いる事もできる。この様な位置認識方法は、用途、精度、コ
スト等を考慮して設計的に決定すれば良い。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　上述した実施例では、上記式（２）に示す様なデータを参照信号ｘとしたが、この参照
信号ｘは、上記特許文献１に記載されている様に、前記誤差成分ｄnと相関のある信号で
あれば良い。例えば、上記エンコーダ８の振れ回りの影響が、回転１次が主成分の波形で
あり、このエンコーダ８が、１回転当りＮパルスのものであれば、Ｎ個のデータで１周期
となる様なサイン波、三角波、鋸波、矩形波、パルス波等を使用できる。この様な参照信
号ｘを使用した場合にも、上述した様に適応フィルタ１１のフィルタ係数列Ｗの再構成に
より、上記実施の形態と同様の作用効果を得る事ができる。
　又、本発明は、前述した特許文献１に記載されている従来構造及び実施の形態で説明し
た様なアキシアル荷重を求める為の構造に限らず、同じく特許文献１に記載されている様
な転がり軸受ユニットに加わるラジアル荷重を求める為の構造等、回転部材の物理量（回
転速度、回転角度、変位量、外力等）を測定する為の各種構造に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態の１例でフィルタリング処理後の出力信号を示す線図。
【図２】従来構造の１例を示す、車輪支持用転がり軸受ユニットの部分断面図。
【図３】同じく、エンコーダの斜視図。
【図４】同じく、センサの出力信号に基づくデータをフィルタリング処理する適応フィル
タのブロック図。
【図５】同じく、誤差成分を含んだセンサの出力信号を示す線図（Ａ）と、センサの出力
信号に対して、適応フィルタによりフィルタリング処理を施した信号を示す線図（Ｂ）。
【符号の説明】
【００２８】
１　転がり軸受ユニット
２　外輪
３　ハブ
４　外輪軌道
５　内輪軌道
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６　転動体
７　荷重測定装置
８　エンコーダ
９　センサ
１０　被検出面
１１　適応フィルタ

【図１】 【図２】



(10) JP 2010-54282 A 2010.3.11

【図３】 【図４】

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

