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(57)【要約】
　軸ずれ検出部１２２は、マグネット部とセンサ部とに
おける回転軸の径方向の相対位置のずれである軸ずれの
発生を検出すると、軸ずれ判定フラグＦ（＝１）を補正
部１２４と制御変更指令部１３０１と出力する。補正部
１２４は、軸ずれによる検出誤差を低減するようにモー
タ回転角θを計算する。制御変更指令部１３０１は、ア
シストトルク設定部１０１１およびアシスト電流指令部
１０２１に対して、検出誤差の影響が少なくなるように
計算方法を変更させる指令Ｃｔ，Ｃｉを出力する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段と
　を備えたことを特徴とする回転角検出装置。
【請求項２】
　前記軸ずれ検出手段は、
　前記軸ずれの程度を表す軸ずれ程度を計算し、前記軸ずれ程度が閾値より大きい場合に
軸ずれが発生していると判定することを特徴とする請求項１記載の回転角検出装置。
【請求項３】
　前記軸ずれ検出手段により前記軸ずれの発生が検出されている場合、前記軸ずれによる
回転角の検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算する回転角補正手段を備え
たことを特徴とする請求項１または２記載の回転角検出装置。
【請求項４】
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記４つの磁気センサの出力信号を使って、前記軸ずれの発生
を検出することを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか一項記載の回転角検出装置
。
【請求項５】
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号か
ら計算される第１回転角と、前記位相が互いにπ／２ずれた他の２つの磁気センサの出力
信号から計算される第２回転角との偏差が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生している
と判定することを特徴とする請求項４記載の回転角検出装置。
【請求項６】
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力値の合計で
ある第１加算値と、前記位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値の合計であ
る第２加算値とに基づいて、前記第１加算値と前記第２加算値の少なくとも一方が閾値よ
り大きい場合に、軸ずれが発生していると判定することを特徴とする請求項４記載の回転
角検出装置。
【請求項７】
　前記軸ずれ検出手段は、前記４つの磁気センサの出力信号を使って、前記軸ずれの量を
表す軸ずれ量を計算し、前記軸ずれ量が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生していると
判定することを特徴とする請求項４記載の回転角検出装置。
【請求項８】
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記回転角補正手段は、前記４つの磁気センサの出力信号を使って、前記軸ずれによる
検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算することを特徴とする請求項３記載
の回転角検出装置。
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【請求項９】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って複数の回転角計算値を計算し、前記複数の回転角計算値の
平均値を前記回転軸の回転角としたことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１０】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って計算した複数の回転角計算値のうち、前記複数の回転角計
算値の平均値に最も近い回転角計算値を前記回転軸の回転角として選択することを特徴と
する請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１１】
　前記回転角補正手段は、４つの磁気センサの出力信号を使って前記軸ずれに対応した補
正角度を計算し、前記回転角計算手段により計算された回転角を前記補正角度で補正する
ことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１１の何れか一項記載の回転角検出装置を備え、前記回転角検出
装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回転角に基づいて前
記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発生させる電動パワ
ーステアリング装置であって、
　前記軸ずれ情報出力手段から出力される軸ずれ情報に基づいて、前記モータの制御態様
を変更する制御態様変更手段を備えたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項１３】
　前記軸ずれの発生に伴って生じる物理量の周期的な変動を検出する変動検出手段を備え
、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により検出された物理量の周期的な変動に基
づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１２記載の電動パワーステアリ
ング装置。
【請求項１４】
　前記変動検出手段は、前記物理量として、前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、
前記モータの制御値、操舵角速度、前記モータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧
の少なくとも１つを取得し、前記物理量における前記回転角計算手段により計算された回
転角の周波数の２倍の周波数成分の振幅を計算し、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における前記振
幅に基づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１３記載の電動パワース
テアリング装置。
【請求項１５】
　前記回転角補正手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における振幅が
減少するように前記回転角計算手段により計算された回転角を補正することを特徴とする
請求項１４記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１６】
　前記変動検出手段は、前記操舵トルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前
記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し、
　前記回転角補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおけ
る前記位相に基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し、
前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正することを特
徴とする請求項１５記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１７】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記回転角検
出装置により検出される回転角を使わずに、前記モータで発生する誘起電圧に基づいて推
定した推定電気角を使って前記モータを駆動制御する制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
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【請求項１８】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
角速度に応じて設定される弱め界磁制御量を低減した制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１７の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１９】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
回転角あるいは角速度に応じて設定され前記操舵アシストトルクに付加される補償トルク
を低減した制御態様に切り替えることを特徴とする請求項１２ないし請求項１８の何れか
一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２０】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、操舵アシスト
を停止させることを特徴とする請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワ
ーステアリング装置。
【請求項２１】
　前記軸ずれの発生が検出された場合、前記軸ずれの程度に応じて異なる態様で異常をド
ライバーに報知する軸ずれ報知手段を備えたことを特徴とする請求項１２ないし請求項２
０の何れか一項記載の電動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、モータ等の回転軸の回転角を検出する回転角検出装置、および、この回転角
検出装置を使ってモータの回転角を検出し、検出した回転角に基づいてモータを駆動制御
して操舵アシストトルクを発生する電動パワーステアリング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、磁気センサを使って回転軸の回転角度を検出する回転角検出装置が知られて
いる。例えば、特許文献１には、回転軸に固定されて回転軸の周方向に所定方向の間隔を
もってＮ極およびＳ極が着磁された磁性部材と、この磁性部材に対抗配置されてＮ極およ
びＳ極による磁界の変化を検出する２つのＭＲセンサを回転軸の周方向に回転軸の軸心を
対称軸として１８０度対称となる位置に設けたセンサ部とを備えた回転角検出装置が提案
されている。２つのＭＲセンサは、それぞれ外部磁界を受けると磁束密度の大きさに応じ
て電気抵抗が変化する特性を有する２つの磁気抵抗効果素子（ＭＲ素子）を備えている。
このＭＲセンサにおいては、２つのＭＲ素子が互いに直列接続されて、その両端に所定電
圧が印加され、両ＭＲ素子間の接続点の電圧を出力する。
【０００３】
　回転軸の中心軸とセンサ部との相対位置関係が、回転軸の径方向にずれると（以下、こ
のずれを軸ずれと呼ぶ）、回転角を正確に検出することができない。そこで、特許文献１
の回転角検出装置においては、２つのＭＲセンサの出力から得られる結果の平均値を用い
て回転角を求めることで、軸ずれによる回転角の検出誤差をキャンセルするようにしてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１６９７１６号公報
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１に提案された回転角検出装置においては、単に、２つの
ＭＲセンサを使って軸ずれによる検出誤差をキャンセルしているだけであって、実際に軸
ずれの発生を検出していない。また、検出誤差のキャンセルは、軸ずれが特定の方向に発
生した場合にしかできない。このため、大きな軸ずれが発生し、しかも、検出誤差をキャ
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ンセルできない状態であっても、回転角の検出値がそのまま使用されてしまう。
【０００６】
　例えば、電動パワーステアリング装置においては、操舵アシストトルクを発生させるモ
ータ（例えば、ＤＣブラシレスモータ）を駆動制御するにあたって、モータの回転角を検
出し、その回転角に応じた位相の駆動電圧をモータに印加する。このため、軸ずれにより
回転角の検出精度が低下している状況においては、適正にモータを駆動することができな
くなるため、モータ駆動の制御態様を変更するなど、モータ制御上での対応が必要となる
。しかし、特許文献１に提案された回転角検出装置においては、軸ずれを検出できないた
め、そうした軸ずれの対処ができない。また、仮に２つのＭＲセンサにより回転軸の軸ず
れによる検出誤差をキャンセルできている状況であっても、一方のＭＲセンサが故障した
場合には、それ以降、検出誤差をキャンセルできなくなってしまう。従って、この場合に
おいても、軸ずれの対処ができない。
【０００７】
　本発明の目的は、上記課題を解決するためになされたもので、軸ずれに対して柔軟な対
処ができるようにすることにある。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の特徴は、回転軸と一体となって回転するように設
けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に着磁された領域の位置とＳ極に着磁された
領域の位置が交互に切り替わるように着磁されたマグネット部（２１０）と、前記マグネ
ット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネット部の磁気
作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサ（Ｓ）を複数備えたセンサ部
（２２０）と、前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の
回転角を計算する回転角計算手段（１２１）とを備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段（１２２）と、前記軸ずれの発生を表す軸ずれ
情報（Ｆ）を出力する軸ずれ情報出力手段（Ｓ１４，Ｓ２５，Ｓ３６，Ｓ４４）とを備え
たことにある。
【０００９】
　本発明においては、回転角計算手段が、マグネット部の回転にともなってセンサ部の磁
気センサが出力する周期信号に基づいて回転軸の回転角を計算する。マグネット部とセン
サ部とにおける回転軸の径方向の相対位置のずれが発生すると、磁気センサの出力する周
期信号が適正でなくなり、回転角を正確に計算できなくなる。そこで、本発明においては
、軸ずれ検出手段と軸ずれ情報出力手段とを備えている。軸ずれ検出手段は、マグネット
部とセンサ部とにおける回転軸の径方向の相対位置のずれである軸ずれの発生を検出し、
軸ずれ情報出力手段は、軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する。従って、本発明によ
れば、軸ずれ情報に基づいて、軸ずれに対して柔軟な対処ができる。例えば、回転角検出
装置がモータの回転角を検出するものであれば、軸ずれ情報に基づいてモータの駆動制御
を軸ずれに対応した制御に変更することができる。
【００１０】
　本発明の他の特徴は、前記軸ずれ検出手段（１２２）は、前記軸ずれの程度を表す軸ず
れ程度を計算し、前記軸ずれ程度が閾値より大きい場合に軸ずれが発生していると判定す
ること（Ｓ１１～Ｓ１４，Ｓ２１～Ｓ２５，Ｓ３１～Ｓ３６，Ｓ４１～Ｓ４４、Ｓ７１）
にある。
【００１１】
　本発明においては、軸ずれ検出手段が軸ずれ程度を計算し、その軸ずれ程度が閾値より
大きい場合に軸ずれが発生していると判定する。従って、適正に軸ずれの発生を検出する
ことができる。
【００１２】
　本発明の他の特徴は、前記軸ずれ検出手段（１２２）により前記軸ずれの発生が検出さ
れている場合、前記軸ずれによる回転角の検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角
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を計算する回転角補正手段（１２４）を備えたことにある。
【００１３】
　本発明においては、軸ずれの発生が検出されている場合、回転角補正手段が、軸ずれに
よる回転角の検出誤差を低減するように回転軸の回転角を計算する。従って、軸ずれによ
る回転角の検出精度の低下を抑制することができる。この場合、回転角補正手段は、回転
角計算手段により計算された回転角を補正する構成であってもよいし、回転角計算手段に
代わって軸ずれの発生が検出されていない場合とは異なる計算方法で回転角を計算する構
成であってもよい。
【００１４】
　本発明の他の特徴は、前記センサ部（２２０）は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状
に変化する周期信号をその位相がπ／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサ（Ｓ
s1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2）を備え、前記軸ずれ検出手段は、前記４つの磁気センサの出力信
号（Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2）を使って、前記軸ずれの発生を検出することにある。
【００１５】
　本発明においては、４つの磁気センサが、回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周
期信号をその位相がπ／２ずつずれるように出力する。従って、センサ部から、回転軸の
回転に同期したｓｉｎ波信号と、ｃｏｓ波信号と、ｓｉｎ波信号を反転した－ｓｉｎ波信
号と、ｃｏｓ波信号を反転した－ｃｏｓ波信号とが得られる。これにより、位相が互いに
π／２ずれた２つの信号の出力値の逆正接を計算することで回転角を求めることができる
。この場合、回転角計算手段は、複数通りの信号の組み合わせから回転角の計算値を複数
求めることができるため、任意の磁気センサが故障しても残りの磁気センサから回転角を
計算することができる。尚、「４つの磁気センサを備える」とは、センサ部が磁気センサ
を少なくとも４つ備えていることであって、磁気センサを備えている数が４つであること
を限定しているものではない。
【００１６】
　軸ずれが発生した場合には、信号位相が変化して４つの周期信号の出力値の相互関係が
変化する。従って、軸ずれ検出手段は、この出力値の相互関係の変化を捉えることで、適
切に軸ずれの発生を検出することができる。
【００１７】
　本発明の他の特徴は、前記軸ずれ検出手段（１２２）は、前記位相が互いにπ／２ずれ
た２つの磁気センサの出力信号から計算される第１回転角と、前記位相が互いにπ／２ず
れた他の２つの磁気センサの出力信号から計算される第２回転角との偏差が閾値より大き
い場合に、軸ずれが発生していると判定すること（Ｓ１１～Ｓ１４）にある。
【００１８】
　位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号は、例えば、ｓｉｎ波信号とｃ
ｏｓ波信号として扱える。このため、２つの信号の出力値の逆正接を計算することで回転
角を求めることができる。位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号から計
算される第１回転角と、位相が互いにπ／２ずれた他の２つの磁気センサの出力信号から
計算される第２回転角を計算した場合、軸ずれが発生していなければ、第１回転角と第２
回転角とは等しくなるが、軸ずれが発生すると、第１回転角と第２回転角との偏差が大き
くなる。そこで、本発明においては、第１回転角と第２回転角との偏差を軸ずれ程度とみ
なして、偏差が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生していると判定する。従って、軸ず
れの発生を適切に検出することができる。
【００１９】
　本発明の他の特徴は、前記軸ずれ検出手段（１２２）は、前記位相が互いにπずれた２
つの磁気センサの出力値の合計である第１加算値と、前記位相が互いにπずれた他の２つ
の磁気センサの出力値の合計である第２加算値とに基づいて、前記第１加算値と前記第２
加算値の少なくとも一方が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生していると判定すること
（Ｓ２１～Ｓ２５）にある。
【００２０】
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　位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力信号は、例えば、ｓｉｎ波信号と－ｓｉ
ｎ波信号として扱うことができ、位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力信号
は、例えば、ｃｏｓ波信号と－ｃｏｓ波信号として扱うことができる。位相が互いにπず
れた２つの磁気センサの出力値を足し合わせた第１加算値と、位相が互いにπずれた他の
２つの磁気センサの出力値を足し合わせた第２加算値とは、軸ずれが発生していなければ
どちらもゼロになるが、軸ずれが発生している場合には、少なくとも一方はゼロにならな
い。そこで、本発明においては、第１加算値と第２加算値とを軸ずれ程度とみなして、第
１加算値と第２加算値の少なくとも一方が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生している
と判定する。従って、軸ずれの発生を適切に検出することができる。
【００２１】
　本発明の他の特徴は、前記軸ずれ検出手段（１２２）は、前記４つの磁気センサの出力
信号を使って、前記軸ずれの量を表す軸ずれ量を計算し、前記軸ずれ量が閾値より大きい
場合に、軸ずれが発生していると判定すること（Ｓ３１～Ｓ３６）にある。
【００２２】
　本発明においては、軸ずれ検出手段が、４つの磁気センサの出力信号を使って、軸ずれ
量（マグネット部とセンサ部とにおける径方向の相対位置のずれた距離）を計算し、軸ず
れ量が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生していると判定する。例えば、位相が互いに
πずれた２つの磁気センサの出力値の合計値から、マグネット部の回転中心から２つの磁
気センサの磁気検出位置への傾き（φｘ）を計算することができ、この傾きと磁気センサ
の検出位置とから特定方向の軸ずれ量（Ｘ）を計算することができる。また、例えば、位
相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値の合計値から、マグネット部の回転中
心から他の２つの磁気センサの磁気検出位置への傾き（φｙ）を計算することができ、こ
の傾きと磁気センサの検出位置とから上記特定方向とは直交する方向の軸ずれ量（Ｙ）を
計算することができる。従って、４つの磁気センサの出力信号を使って、二つの傾き（φ
ｘ、φｙ）を計算することでずれ量を計算することができる。これにより、本発明によれ
ば、軸ずれの発生を適切に検出することができる。
【００２３】
　本発明の他の特徴は、前記センサ部（２２０）は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状
に変化する周期信号をその位相がπ／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサ（Ｓ
s1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2）を備え、前記回転角補正手段は、前記４つの磁気センサの出力信
号（Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2）を使って、前記軸ずれによる検出誤差を低減するように前
記回転軸の回転角を計算することにある。
【００２４】
　本発明においては、４つの磁気センサが、回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周
期信号をその位相がπ／２ずつずれるように出力する。従って、センサ部から、回転軸の
回転に同期したｓｉｎ波信号と、ｃｏｓ波信号と、ｓｉｎ波信号を反転した－ｓｉｎ波信
号と、ｃｏｓ波信号を反転した－ｃｏｓ波信号とが得られる。従って、周期信号を組み合
わせることで、軸ずれによる検出誤差を低減するよう回転角を計算することができる。こ
れにより、軸ずれによる回転角の検出精度の低下を抑制することができる。
【００２５】
　本発明の他の特徴は、前記回転角補正手段（１２４）は、前記位相が互いにπ／２ずれ
た２つの磁気センサの出力信号の複数通りの組み合わせを使って複数の回転角計算値を計
算し、前記複数の回転角計算値の平均値を前記回転軸の回転角としたことにある。
【００２６】
　本発明においては、位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の出力値の
逆正接を計算することにより回転角を計算することができる。従って、２つの磁気センサ
の出力信号の複数通りの組み合わせを使って回転角を複数通りに計算することができる。
軸ずれが発生していない場合は、複数の回転角計算値は、同様な値を示すが、軸ずれが発
生した場合には、回転角計算値は、正常値（軸ずれが発生していないときの回転角）に対
して大きくなるものと小さくなるものとが混在する。そこで、本発明においては、複数の
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回転角計算値の平均値を計算し、この平均値を回転軸の回転角とする。これにより、軸ず
れによる検出誤差を簡単に低減することができる。
【００２７】
　本発明の他の特徴は、前記回転角補正手段（１２４）は、前記位相が互いにπ／２ずれ
た２つの磁気センサの出力信号の複数通りの組み合わせを使って計算した複数の回転角計
算値のうち、前記複数の回転角計算値の平均値に最も近い回転角計算値を前記回転軸の回
転角として選択する（Ｓ５１～Ｓ６０）ことにある。
【００２８】
　本発明においては、位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の複数通り
の組み合わせを使って複数の回転角計算値を計算し、その平均値を計算する。そして、平
均値に最も近い回転角計算値を回転軸の回転角として選択する。これにより、軸ずれによ
る検出誤差を簡単に低減することができる。
【００２９】
　本発明の他の特徴は、前記回転角補正手段（１２４）は、４つの磁気センサの出力信号
を使って前記軸ずれに対応した補正角度を計算し、前記回転角計算手段により計算された
回転角を前記補正角度で補正することにある。
【００３０】
　本発明においては、回転角補正手段が、４つの磁気センサの出力信号を使って軸ずれに
対応した補正角度を計算し、その補正角度を使って回転角を補正する。これにより、軸ず
れによる検出誤差を簡単に低減することができる。
【００３１】
　本発明の他の特徴は、前記回転角検出装置を備え、前記回転角検出装置により操舵アシ
スト用のモータ（２０）の回転角を検出し、前記検出した回転角に基づいて前記モータを
駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発生させる電動パワーステアリ
ング装置であって、前記軸ずれ情報出力手段（Ｓ１４，Ｓ２５，Ｓ３６，Ｓ４４）から出
力される軸ずれ情報に基づいて、前記モータの制御態様を変更する制御態様変更手段（１
３０，１３０１，１３０２）を備えたことにある。
【００３２】
　本発明は、上記の回転角検出装置を電動パワーステアリング装置の操舵アシスト用のモ
ータの回転角検出用に備えたもので、軸ずれ情報に基づいて制御態様変更手段がモータの
制御態様を変更する。従って、軸ずれの発生により不適切な操舵アシストが行われること
を抑制することができる。
【００３３】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記軸ずれの発生に伴って生じる
物理量の周期的な変動を検出する変動検出手段（Ｓ４１～Ｓ４２）を備え、前記軸ずれ検
出手段は、前記変動検出手段により検出された物理量の周期的な変動に基づいて、軸ずれ
の発生を検出すること（Ｓ４３～Ｓ４４）にある。
【００３４】
　操舵アシスト用のモータの回転角検出装置に軸ずれが発生した場合には、モータ回転角
の検出誤差が周期的に変動し、これに伴って種々の物理量が変動する。そこで、本発明に
おいては、変動検出手段により軸ずれの発生に伴って生じる物理量の周期的な変動を検出
し、この物理量の周期的な変動に基づいて軸ずれの発生を検出する。例えば、物理量の変
動幅（振幅）が閾値より大きい場合に軸ずれが発生していると判定する。従って、本発明
は、適切に軸ずれの発生を検出することができる。
【００３５】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記変動検出手段は、前記物理量
として、前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、前記モータの制御値、操舵角速度、
前記モータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧の少なくとも１つを取得し（Ｓ４１
）、前記物理量における前記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周
波数成分の振幅を計算し、（Ｓ４２）、前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により
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計算された前記物理量における前記振幅に基づいて、軸ずれの発生を検出する（Ｓ４３～
Ｓ４４）ことにある。
【００３６】
　軸ずれが発生した場合には、モータの回転角の検出誤差が周期的に変動し、これに伴っ
て、操舵トルク、モータに流れる電流、モータの制御値、操舵角速度、モータの角速度、
モータで発生する誘起電圧が変動する。これらの物理量の変動は、モータの回転角の周波
数（検出回転角が１周期分変化する周波数）の２倍の周波数で発生する。そこで、本発明
においては、変動検出手段は、これらの物理量の少なくとも１つを取得し、その物理量に
おけるモータ回転角の周波数の２倍の周波数成分の振幅を計算する。この振幅の大きさは
、軸ずれ程度に相当するものとなる。軸ずれ検出手段は、変動検出手段により計算された
物理量における振幅に基づいて、軸ずれの発生を検出する。従って、本発明によれば、電
動パワーステアリング装置内で発生する物理量の振動に基づいて適切に軸ずれの発生を検
出することができる。
【００３７】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記回転角補正手段は、前記変動
検出手段により計算された前記物理量における振幅が減少するように前記回転角計算手段
により計算された回転角を補正すること（Ｓ７１～Ｓ７８）にある。
【００３８】
　本発明においては、軸ずれの発生に伴って生じる物理量の振幅が減少するように、回転
角計算手段により計算された回転角を補正する。従って、軸ずれが発生した場合に、モー
タの回転角を適切に補正することができる。
【００３９】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記変動検出手段は、前記操舵ト
ルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前記回転角計算手段により計算された
回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し（１２４２，１２４３）、前記回転角
補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおける前記位相に
基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し（Ｓ７２～Ｓ７
５）、前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正するこ
とにある。
【００４０】
　本発明においては、操舵トルクとモータの角速度とのそれぞれについて、回転角計算手
段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算する。操舵トルクは
、例えば、操舵トルクセンサにより検出された値を使えば良く、モータの角速度は、例え
ば、回転角計算手段により計算された回転角を微分して求めることができる。操舵トルク
とモータの角速度とにおける回転角の周波数の２倍の周波数成分（以下、回転２次成分と
呼ぶ）の位相から、回転角の補正すべき方向（増加させる、あるいは、減少させるかを特
定するもの）を設定することができる。そこで本発明においては、回転角計算手段により
計算された回転角を補正方向に補正することにより回転角を補正する。これにより、回転
角を適正に補正することができる。
【００４１】
　例えば、回転角を補正するための補正量を補正波形で表した場合、補正波形の位相は、
モータの角速度あるいは操舵トルクにおける回転２次成分の位相から求めることができる
。従って、補正方向と補正波形の位相とを設定することができるため、上記物理量におけ
る回転２次成分の振幅が減少するように補正波形の振幅を計算すればよい。これにより、
振幅のフィードバックにより補正量が計算されて適正に回転角を補正することができる。
【００４２】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記制御態様変更手段（１３０２
，１４０，１５０）は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記回転角検出装
置により検出される回転角を使わずに、前記モータで発生する誘起電圧に基づいて推定し
た推定電気角（θｅ２）を使って前記モータを駆動制御する制御態様に切り替えることに
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ある。
【００４３】
　モータの電気角は、モータで発生する誘起電圧に基づいて推定することができる。そこ
で、本発明においては、軸ずれの発生が検出されている場合には、回転角検出装置により
検出される回転角を使わずに、モータで発生する誘起電圧に基づいて推定した推定電気角
を使ってモータを駆動制御する。従って、大きな軸ずれが発生した場合でも、軸ずれに影
響されずにモータを駆動制御することができる。これにより、操舵アシストを継続させる
ことができ、利便性が高いものとなる。
【００４４】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記制御態様変更手段は、前記軸
ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの角速度に応じて設定される弱め界磁
制御量を低減した制御態様に切り替えること（Ｓ９１～Ｓ９３）にある。
【００４５】
　軸ずれが発生している場合には、モータの回転角の検出誤差が生じ、結果としてモータ
の角速度の検出精度が低下する。また、弱め界磁制御量は、モータの角速度に応じて設定
されるため、軸ずれが発生している場合には、弱め界磁制御の精度が低下してしまう。そ
こで、本発明においては、軸ずれの発生が検出されている場合には、弱め界磁制御量を低
減した制御態様に切り替える。これにより、軸ずれが弱め界磁制御に与える影響を低減す
ることができる。尚、弱め界磁制御量を低減した制御態様とは、弱め界磁制御を行わない
制御態様も含むものである。
【００４６】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記制御態様変更手段は、前記軸
ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの回転角あるいは角速度に応じて設定
され前記操舵アシストトルクに付加される補償トルクを低減した制御態様に切り替えるこ
と（Ｓ８１～Ｓ８２）にある。
【００４７】
　軸ずれが発生している場合には、モータの回転角に検出誤差が生じ、結果としてモータ
の角速度の検出精度が低下する。操舵アシストトルクは、基本的には操舵トルクに基づい
て設定されるが、操舵フィーリングを良好にするために操舵トルクだけでなく、モータの
回転角や角速度に応じた補償トルクを付加するケースがある。そうしたケースにおいては
、軸ずれが発生していると、補償トルクの計算精度が低下してしまう。そこで、本発明に
おいては、軸ずれの発生が検出されている場合には、補償トルクを低減した制御態様に切
り替える。これにより、軸ずれが操舵アシストトルクに与える影響を低減することができ
る。
【００４８】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記制御態様変更手段（１３０）
は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、操舵アシストを停止させることにある
。
【００４９】
　本発明においては、軸ずれの発生が検出された場合、制御態様変更手段が操舵アシスト
を停止させる。これにより、安全性を向上させることができる。また、操舵アシストが停
止することにより、ドライバーに対して異常を知らせることができる。
【００５０】
　本発明の電動パワーステアリング装置の他の特徴は、前記軸ずれの発生が検出された場
合、前記軸ずれの程度に応じて異なる態様で異常をドライバーに報知する軸ずれ報知手段
（３００，Ｓ１０６，Ｓ１０８）を備えたことにある。
【００５１】
　本発明においては、軸ずれの程度に応じた態様で異常をドライバーに報知するため、ド
ライバーに対して、軸ずれの程度が大きいほど強く修理の必要性を知らせることができる
。
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【００５２】
　尚、上記説明においては、発明の理解を助けるために、実施形態に対応する発明の構成
に対して、実施形態で用いた符号を括弧書きで添えているが、発明の各構成要件は前記符
号によって規定される実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る回転角検出装置を備えた電動パワーステアリン
グ装置の概略構成図である。
【図２】図２は、第１実施形態にかかるアシストＥＣＵのマイクロコンピュータの処理を
表す機能ブロック図である。
【図３】図３は、基本アシストマップを表すグラフである。
【図４】図４は、ダンピング補償トルクマップを表すグラフである。
【図５】図５は、戻し補償トルクマップを表すグラフである。
【図６】図６は、ｄ軸指令電流マップを表すグラフである。
【図７】図７は、回転角センサの概略斜視図である。
【図８】図８は、各ＭＲセンサの配置を平面座標に表したイメージ図である。
【図９】図９は、ＭＲセンサの等価回路図である。
【図１０】図１０は、センサ部とマグネット部との軸ずれを表すイメージ図である。
【図１１】図１１は、ＭＲセンサにより検出される検出角度を表すグラフである。
【図１２】図１２は、軸ずれ検出ルーチン（軸ずれ検出処理１）を表すフローチャートで
ある。
【図１３】図１３は、出力電圧Ｖs1と出力電圧Ｖs2との和、および、出力電圧Ｖc1と出力
電圧Ｖc2との和の特性を表すグラフである。
【図１４】図１４は、軸ずれ検出ルーチン（軸ずれ検出処理２）を表すフローチャートで
ある。
【図１５】図１５は、ｘ軸方向に軸ずれが発生した場合（ａ）と、ｙ軸方向とに軸ずれが
発生した場合（ｂ）におけるずれ量の計算を説明する説明図である。
【図１６】図１６は、軸ずれ検出ルーチン（軸ずれ検出処理３）を表すフローチャートで
ある。
【図１７】図１７は、軸ずれが発生している場合における周期変動特性を表すグラフであ
る。
【図１８】図１８は、軸ずれ検出ルーチン（軸ずれ検出処理４）を表すフローチャートで
ある。
【図１９】図１９は、第２実施形態にかかるアシストＥＣＵのマイクロコンピュータの処
理を表す機能ブロック図である。
【図２０】図２０は、検出角度と平均値との特性を表すグラフである。
【図２１】図２１は、回転角補正ルーチン（回転角補正処理２）を表すフローチャートで
ある。
【図２２】図２２は、軸ずれが発生している場合における周期変動特性を表すグラフであ
る。
【図２３】図２３は、回転角補正処理３を実行するアシストＥＣＵの補正部の機能ブロッ
ク図である。
【図２４】図２４は、補正量計算部の実行する補正量計算ルーチンを表すフローチャート
である。
【図２５】図２５は、アシストトルク設定部の処理を表すフローチャートである。
【図２６】図２６は、アシスト電流指令部の処理を表すフローチャートである。
【図２７】図２７は、制限ゲインマップを表すグラフである。
【図２８】図２８は、第３実施形態におけるアシストＥＣＵのマイクロコンピュータの処
理を表す機能ブロック図である。
【図２９】図２９は、制御態様切替ルーチンを表すフローチャートである。
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【図３０】図３０は、誘起電圧を説明する回路図である。
【図３１】図３１は、変形例としての回転角センサのセンサ部とマグネット部との関係を
表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、本発明の一実施形態に係る回転角検出装置を備えた電動パワーステアリング装置
について図面を用いて説明する。図１は、同実施形態に係る車両の電動パワーステアリン
グ装置の概略構成を表している。
【００５５】
　この電動パワーステアリング装置は、操舵ハンドル１１の操舵操作により転舵輪を転舵
するステアリング機構１０と、ステアリング機構１０に組み付けられ操舵アシストトルク
を発生するモータ２０と、モータ２０を駆動するためのモータ駆動回路３０と、モータ２
０の作動を制御する電子制御装置１００とを主要部として備えている。以下、電子制御装
置１００をアシストＥＣＵ１００と呼ぶ。
【００５６】
　ステアリング機構１０は、操舵ハンドル１１の回転操作により左右前輪ＦＷＬ，ＦＷＲ
を転舵するための機構で、操舵ハンドル１１を上端に一体回転するように接続したステア
リングシャフト１２を備える。このステアリングシャフト１２の下端には、ピニオンギヤ
１３が一体回転するように接続されている。ピニオンギヤ１３は、ラックバー１４に形成
されたラック歯１４ａと噛み合って、ラックバー１４とともにラックアンドピニオン機構
を構成する。ラックバー１４の両端には、タイロッド１７を介して左右前輪ＦＷＬ，ＦＷ
Ｒのナックル（図示略）が操舵可能に接続されている。左右前輪ＦＷＬ，ＦＷＲは、ステ
アリングシャフト１２の軸線回りの回転に伴うラックバー１４の軸線方向の変位に応じて
左右に操舵される。
【００５７】
　ステアリングシャフト１２には減速ギヤ２５を介してモータ２０が組み付けられている
。モータ２０は、その回転により減速ギヤ２５を介してステアリングシャフト１２をその
軸中心に回転駆動して、操舵ハンドル１１の回動操作に対してアシスト力を付与する。こ
のモータ２０は、３相ブラシレスモータである。
【００５８】
　ステアリングシャフト１２には、操舵トルクセンサ２１が設けられる。操舵トルクセン
サ２１は、例えば、ステアリングシャフト１２の中間部に介装されたトーションバー（図
示略）の捩れ角度を検出し、この捩れ角に基づいてステアリングシャフト１２に働いた操
舵トルクＴｒを検出する。操舵トルクＴｒは、正負の値により操舵ハンドル１１の操作方
向が識別される。例えば、操舵ハンドル１１の右方向への操舵時における操舵トルクＴｒ
を正の値で、操舵ハンドル１１の左方向への操舵時における操舵トルクＴｒを負の値で示
す。
【００５９】
　モータ２０には、回転角センサ２００が設けられる。この回転角センサ２００は、モー
タ２０の回転軸の一方端に設けられ、モータ２０の回転軸の回転とともに電圧値が周期的
に変化する４つの検出信号Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2をアシストＥＣＵ１００に出力する。
アシストＥＣＵ１００は、この検出信号Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2に基づいて、モータ２０
の回転角を計算し、この回転角からモータ２０の電気角θｅを求める。
【００６０】
　モータ駆動回路３０は、ＭＯＳ－ＦＥＴ（Ｍetal　Ｏxide　Ｓemiconductor　Ｆield　
Ｅffect　Ｔransistor）からなる６個のスイッチング素子３１～３６により３相インバー
タ回路を構成したものである。具体的には、第１スイッチング素子３１と第２スイッチン
グ素子３２とを直列接続した回路と、第３スイッチング素子３３と第４スイッチング素子
３４とを直列接続した回路と、第５スイッチング素子３５と第６スイッチング素子３６と
を直列接続した回路とを並列接続し、各直列回路における２つのスイッチング素子間（３
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１－３２，３３－３４，３５－３６）からモータ２０への電力供給ライン３７を引き出し
た構成を採用している。
【００６１】
　モータ駆動回路３０には、モータ２０に流れる電流を検出する電流センサ３８が設けら
れる。この電流センサ３８は、各相（Ｕ相，Ｖ相，Ｗ相）ごとに流れる電流をそれぞれ検
出し、その検出した電流値Ｉu，Ｉv，Ｉwに対応した検出信号をアシストＥＣＵ１００に
出力する。以下、この測定された３相の電流値をモータ電流Ｉuvwと総称する。また、モ
ータ駆動回路３０には、モータ２０の端子電圧を検出する電圧センサ３９が設けられる。
電圧センサ３９は、各相（Ｕ相，Ｖ相，Ｗ相）の端子電圧をそれぞれ検出し、その検出し
た電圧値Ｖu,Ｖv，Ｖwに対応した検出信号をアシストＥＣＵ１００に出力する。以下、こ
の測定された３相の端子電圧をモータ端子電圧Ｖuvwと総称する。
【００６２】
　モータ駆動回路３０の各スイッチング素子３１～３６は、それぞれゲートがアシストＥ
ＣＵ１００に接続され、アシストＥＣＵ１００から出力されるＰＷＭ制御信号によりデュ
ーティ比が制御される。これによりモータ２０の駆動電圧が目標電圧に調整される。
【００６３】
　アシストＥＣＵ１００は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等からなるマイクロコンピュータを
主要部として構成される。アシストＥＣＵ１００は、操舵トルクセンサ２１、回転角セン
サ２００、電流センサ３８、電圧センサ３９、および、車速を検出する車速センサ２５を
接続し、それぞれの検出信号を入力する。そして、入力した検出信号に基づいて、運転者
の操舵操作に応じた最適な操舵アシストトルク（以下、単にアシストトルクと呼ぶ）が得
られるようにモータ２０に流す指令電流を計算し、その指令電流が流れるようにモータ駆
動回路３０の各スイッチング素子３１～３６のデューティ比を制御する。
【００６４】
　モータ２０は、後述するようにモータ２０に流れる電流のフィードバック制御により駆
動される。従って、電圧センサ３９は、必ずしも必要ないが、モータ駆動回路３０への電
力供給状態の診断、各スイッチング素子３１～３６の異常有無の診断を行う場合や、後述
する回転角センサレス制御を行う場合において使用される。
【００６５】
　電動パワーステアリング装置は、電源供給元ライン８３と接地ライン８４とを介して車
載電源装置８０から電源供給される。電源供給元ライン８３は、制御系電源ライン８５と
駆動系電源ライン８６とに分岐する。制御系電源ライン８５には、イグニッションスイッ
チ８７が接続され、駆動系電源ライン８６には、主電源リレー８８が接続される。この主
電源リレー８８は、アシストＥＣＵ１００からの制御信号によりオンしてモータ２０への
電力供給回路を形成するものである。駆動系電源ライン８６は、主電源リレー８８の２次
側（負荷側）において連結ライン９０により制御系電源ライン８５と接続される。制御系
電源ライン８５および連結ライン９０には、電流の流れを一方向に規制するダイオード８
９およびダイオード９１が設けられ、制御系電源ライン８５に流れる電流が駆動系電源ラ
イン８６に流れないように構成されている。従って、制御系電源ライン８５は、アシスト
ＥＣＵ１００に電源供給するための電源ラインとして機能し、駆動系電源ライン８６は、
モータ駆動回路３０とアシストＥＣＵ１００との両方に電源供給する電源ラインとして機
能する。
【００６６】
　次に、アシストＥＣＵ１００が行うモータ２０の制御について説明する。アシストＥＣ
Ｕ１００は、モータ２０の回転子に設けられた永久磁石の磁界が貫く方向にｄ軸、ｄ軸に
直交する方向（ｄ軸に対して電気角がπ／２だけ進んだ方向）にｑ軸を定めたｄ－ｑ座標
系を用いた電流ベクトル制御によってモータ２０の回転を制御する。電気角θｅは、モー
タ２０のＵ相コイルを貫く軸とｄ軸とのなす角で表される。電流ベクトルのｄ軸成分をｄ
軸電流と呼び、ｑ軸成分をｑ軸電流と呼ぶ。ｑ軸電流は、ｑ軸方向に磁界が発生するよう
に作用する。従って、ｑ軸電流は、モータトルクを発生させる。一方、ｄ軸電流は、ｄ軸
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方向に磁界を発生させるためモータトルクを発生できず、弱め界磁制御に使用される。
【００６７】
　アシストＥＣＵ１００は、こうした電流ベクトル制御を行うにあたって、電気角θｅを
検出することによりｄ－ｑ座標軸を定める。この電気角θｅは、回転角センサ２００の出
力する検出信号Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2に基づいて計算されたモータ回転角θから求めら
れる。
【００６８】
　次に、アシストＥＣＵ１００の機能について図２を用いて説明する。図２は、アシスト
ＥＣＵ１００のマイクロコンピュータのプログラム制御により処理される機能を表す機能
ブロック図である。各機能部は、所定の短い演算周期で当該処理を繰り返す。アシストＥ
ＣＵ１００は、アシストトルク設定部１０１を備えている。アシストトルク設定部１０１
は、基本アシストトルクＴａと、補償トルクＴb1，Ｔb2とを計算し、それらを合計して目
標アシストトルクＴ＊を設定する（Ｔ＊＝Ｔａ＋Ｔb1＋Ｔb2）。
【００６９】
　アシストトルク設定部１０１は、図３に示す基本アシストマップと図４に示すダンピン
グ補償トルクマップと図5に示す戻し補償トルクマップとを記憶している。基本アシスト
マップは、代表的な複数の車速ｖごとに、操舵トルクＴｒと基本アシストトルクＴａとの
関係を設定した関係付けデータであり、操舵トルクＴｒの大きさ（絶対値）が大きくなる
ほど大きくなり、かつ、車速ｖが大きくなるほど小さくなる基本アシストトルクＴａを設
定する特性を有する。ダンピング補償トルクマップは、操舵速度に対応するモータ２０の
角速度ωｍとダンピング補償トルクＴb1との関係を設定した関係付けデータであり、角速
度ωｍの絶対値が大きくなるほど、絶対値が大きくなるダンピング補償トルクＴb1を設定
する特性を有する。ダンピング補償トルクＴb1は、基本アシストトルクＴａと反対方向に
働くように設定される。
【００７０】
　また、戻し補償トルクマップは、操舵角θｈと戻し補償トルクＴb2との関係を設定した
関係付けデータであり、操舵角θｈの絶対値が大きくなるほど、絶対値が大きくなる戻し
補償トルクＴb2を設定する特性を有する。戻し補償トルクＴb2は、基本アシストトルクＴ
ａと反対方向に働くように設定される。尚、この例では、戻し補償トルクＴb2について、
上限制限を設けているが、ダンピング補償トルクＴb1についても戻し補償トルクＴb2と同
様に上限制限を設けるようにしてもよい。
【００７１】
　アシストトルク設定部１０１は、車速センサ２５により検出される車速ｖと、操舵トル
クセンサ２１により検出される操舵トルクＴｒと、後述する角速度計算部１０８により計
算される角速度ωｍと、後述する操舵角計算部１０９により計算される操舵角θｈを入力
して、上記３つのマップを参照して、目標アシストトルクＴ＊を計算する。
【００７２】
　アシストトルク設定部１０１は、算出した目標アシストトルクＴ＊をアシスト電流指令
部１０２に出力する。アシスト電流指令部１０２は、目標アシストトルクＴ＊をトルク定
数で除算することにより、ｄ－ｑ座標系におけるｑ軸指令電流Ｉｑ＊を算出する。また、
アシスト電流指令部１０２は、図６に示すｄ軸指令電流マップを記憶しており、このｄ軸
指令電流マップを参照して、角速度計算部１０８により計算される角速度ωｍに基づいて
ｄ軸指令電流Ｉｄ＊を算出する。ｄ軸指令電流マップは、角速度ωｍが大きくなるほどｄ
軸指令電流Ｉｄ＊を大きくし、角速度ωｍが所定の基準値以上となる場合にｄ軸指令電流
Ｉｄ＊を上限値に制限する特性を有する。このｄ軸指令電流Ｉｄ＊は、弱め界磁用に使用
される。
【００７３】
　このように計算されたｑ軸指令電流Ｉｑ＊とｄ軸指令電流Ｉｄ＊は、フィードバック制
御部１０３に出力される。フィードバック制御部１０３は、ｑ軸指令電流Ｉｑ＊からｑ軸
実電流Ｉｑを減算した偏差ΔＩｑを算出し、この偏差ΔＩｑを使った比例積分制御により
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ｑ軸実電流Ｉｑがｑ軸指令電流Ｉｑ＊に追従するようにｑ軸指令電圧Ｖｑ＊を計算する。
同様に、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊からｄ軸実電流Ｉｄを減算した偏差ΔＩｄを算出し、この偏
差ΔＩｄを使った比例積分制御によりｄ軸実電流Ｉｄがｄ軸指令電流Ｉｄ＊に追従するよ
うにｄ軸指令電圧Ｖｄ＊を計算する。
【００７４】
　ｑ軸実電流Ｉｑおよびｄ軸実電流Ｉｄは、モータ２０のコイルに実際に流れた３相電流
の検出値Ｉu，Ｉv，Ｉwをｄ－ｑ座標の２相電流に変換したものである。この３相電流Ｉu
，Ｉv，Ｉwからｄ－ｑ座標の２相電流Ｉｄ，Ｉｑへの変換は、３相／２相座標変換部１０
４によって行われる。３相／２相座標変換部１０４は、後述する電気角計算部１０７から
出力される電気角θｅを入力し、その電気角θｅに基づいて、電流センサ３８により検出
した３相電流Ｉu，Ｉv，Ｉwをｄ－ｑ座標系の２相電流Ｉｄ，Ｉｑに変換する。
【００７５】
　３相座標系からｄ－ｑ座標系に変換する変換行列Ｃは次式（１）にて表される。
【数１】

【００７６】
　フィードバック制御部１０３により算出されたｑ軸指令電圧Ｖｑ＊とｄ軸指令電圧Ｖｄ
＊は、２相／３相座標変換部１０５に出力される。２相／３相座標変換部１０５は、電気
角計算部１０７から出力される電気角θｅに基づいて、ｑ軸指令電圧Ｖｑ＊とｄ軸指令電
圧Ｖｄ＊を３相指令電圧Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊に変換して、その変換した３相指令電圧
Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊をＰＷＭ信号発生部１０６に出力する。ＰＷＭ信号発生部１０６
は、３相指令電圧Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊に対応したＰＷＭ制御信号をモータ駆動回路３
０のスイッチング素子３１～３６に出力する。これによりモータ２０が駆動され、目標ア
シストトルクＴ＊に追従したアシストトルクがステアリング機構１０に付与される。
【００７７】
　アシストＥＣＵ１００は、回転角センサ２００の出力する検出信号Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，
Ｖc2に基づいて、モータ回転角θを検出する回転角検出部１２０を備えている。回転角セ
ンサ２００および回転角検出部１２０についての詳細な説明は後述する。回転角検出部１
２０は、計算により求めたモータ回転角θを電気角計算部１０７、角速度計算部１０８、
操舵角計算部１０９に出力するとともに、軸ずれ判定フラグＦを制御変更指令部１３０に
出力する。電気角計算部１０７は、回転角検出部１２０から出力されたモータ回転角θを
入力し、モータ回転角θをモータ２０の電気角θｅに変換する。そして、電気角θｅを３
相／２相座標変換部１０４および２相／３相座標変換部１０５に出力する。
【００７８】
　角速度計算部１０８は、回転角検出部１２０から出力されたモータ回転角θを入力し、
モータ回転角θを時間で微分することによりモータ回転速度である角速度ωｍを求める。
角速度計算部１０８は、計算により求めた角速度ωｍをアシストトルク設定部１０１とア
シスト電流指令部１０２に出力する。操舵角計算部１０９は、回転角検出部１２０から出
力されたモータ回転角θを入力し、車両が直進する操舵ハンドル１１の中立位置を基準と
して、この中立位置からのモータ２０が回転した角度に基づいて操舵角θｈを求める。
【００７９】
　回転角検出部１２０から制御変更指令部１３０に出力される軸ずれ判定フラグＦは、Ｆ
＝０により「軸ずれ無し」を表し、Ｆ＝１により「軸ずれ有り」を表す。制御変更指令部
１３０は、軸ずれ判定フラグＦを入力し、この軸ずれ判定フラグＦにしたがって、操舵ア
シスト制御を司る各機能部１０１～１０９に対して、操舵アシストの許可／禁止を指定す
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る指令信号Ｃｓを出力する。
【００８０】
　制御変更指令部１３０は、指令信号Ｃｓを使って、軸ずれ判定フラグＦが「０」の場合
には、操舵アシストを許可し、軸ずれ判定フラグＦが「１」の場合には、操舵アシストを
禁止する。各機能部１０１～１０９は、指令信号Ｃｓにより操舵アシストが許可されてい
る場合には、上述した処理を実行し、操舵アシストが禁止されている場合には、上述した
処理を停止する。従って、軸ずれ判定フラグＦが「１」の場合には、操舵アシストが停止
される。
【００８１】
　尚、制御変更指令部１３０は、軸ずれ判定フラグＦが「１」の場合、上記処理に代えて
あるいは加えて、電力供給ライン３７に設けた開閉リレー（図示略）をオフ状態に切り替
える、あるいは、主電源リレー８８をオフ状態に切り替えるなどの処理を行ってモータ２
０への電力供給を遮断するようにしてもよい。
【００８２】
　回転角センサ２００は、図７に示すように、モータ２０の回転軸２０ａの一方端に固定
して取り付けられるマグネット部２１０と、マグネット部２１０に向かい合うように設け
られるセンサ部２２０とを備えている。センサ部２２０は、モータ２０のケーシング（図
示略）との相対位置が変わらないように固定された基板２３０に設けられる。マグネット
部２１０は、モータ２０の回転軸２０ａと同軸状に設けられる円盤形状の磁性部材であっ
て、その半分の領域２１１（半月状の領域）がＮ極に着磁され、残り半分の領域２１２（
半月状の領域）がＳ極に着磁されている。
【００８３】
　センサ部２２０は、マグネット部２１０の円盤状の平面に対して、モータ２０の回転軸
２０ａの軸方向に所定のギャップをあけて設けられる。以下、モータ２０の回転軸２０ａ
の軸方向を単に軸方向と呼び、モータ２０の回転軸２０ａの径方向を単に径方向と呼ぶ。
センサ部２２０には、４つのＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2が内蔵されている。図８
は、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の配置を平面座標に表したイメージ図である。
図中において、符号Ｏは、マグネット部２１０の回転中心を表している。以下、ＭＲセン
サＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の何れかを特定しない場合には、単にＭＲセンサＳと呼ぶ。
【００８４】
　ＭＲセンサＳは、Ｓｉもしくはガラス基板と、その上に形成されたＮｉ，Ｆｅなどの強
磁性金属を主成分とする合金の薄膜で構成されており、薄膜強磁性金属が特定方向の磁界
の強度に応じて電気抵抗値が変化する特性を利用している。各ＭＲセンサＳは、薄膜強磁
性金属エレメント（磁気抵抗効果素子）を２つ備えており、図９に示すように、各エレメ
ントＥle１，Ｅle2が直列に接続され、その両端に電圧Ｖccが印加され（直列接続された
一方のエレメントＥle１の端と他方のエレメントＥle2の端との間に電圧が印加され）、
２つのエレメントＥle１，Ｅle2の接続点における電位を表す電圧信号Ｖoutを出力する。
【００８５】
　２つのエレメントＥle１，Ｅle2は、その配設される向きが互いに異なるように設けら
れている。つまり、エレメントＥle１，Ｅle2に作用する磁界の方向に対して電気抵抗値
の変化する特性が異なるように設けられている。このため、マグネット部２１０が回転し
て各エレメントＥle１，Ｅle2に作用する磁界の向きが回転すると、それに同期してＭＲ
センサＳの出力信号の電圧が変動する。この電圧変動分は、モータ２０の回転角度に応じ
た正弦波状に変化する。尚、本実施形態においては、基板２３０の裏面に固定されたバイ
アス用マグネット（図示略）を備えることにより、マグネット部２１０とバイアス用マグ
ネットとの合成された磁界をＭＲセンサＳに作用させる。これにより、ＭＲセンサＳは、
モータ２０の回転軸２０ａの１回転に対して１周期分の正弦波状の電圧信号を出力する。
【００８６】
　センサ部２２０における４つのＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2は、モータ２０の回
転に伴って正弦波状に電圧が変動する周期信号を出力するが、この出力信号の電圧波形の
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位相が、π／２ずつずれるように配置して設けられる。各ＭＲセンサＳは、直列に接続さ
れたエレメントＥle１，Ｅle2に印加される電圧Ｖccの１／２の電圧に、正弦波状の電圧
変動成分を加えた電圧信号を出力するが、電圧変動分のみが回転角の計算に利用され、直
流分（Ｖcc／２）については、全てのＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2において同一電
圧であり回転角の計算に利用されないため、以下、説明を簡単にするために、各ＭＲセン
サＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力信号を、正弦波状に変化する電圧変動分の信号として説
明する。つまり、実際の出力電圧から直流分（Ｖcc／２）をオフセットした値をＭＲセン
サＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力信号として説明する。
【００８７】
　ＭＲセンサＳs1の出力電圧をＶs1、ＭＲセンサＳc1の出力電圧をＶc1、ＭＲセンサＳs2
の出力電圧をＶs2、ＭＲセンサＳc2の出力電圧をＶc2とすると、出力電圧Ｖs1，Ｖc1，Ｖ
s2，Ｖc2は次式（２）～（５）のように表される。
　Ｖs1＝α・ｓｉｎθ　　　・・・（２）
　Ｖc1＝α・ｃｏｓθ　　　・・・（３）
　Ｖs2＝－α・ｓｉｎθ　　　・・・（４）
　Ｖc2＝－α・ｃｏｓθ　　　・・・（５）
　ここで、αは電圧振幅を表す。また、θは、予め設定したマグネット部２１０とセンサ
部２２０との相対回転基準位置からマグネット部２１０が回転した角度を表す。尚、ＭＲ
センサＳが、その出力信号がモータ２０の１回転に対してＮ周期（Ｎ：自然数）で変動す
るように構成されているタイプである場合には、実際のモータ２０の回転軸２０ａの回転
角は、モータ回転角θの１／Ｎとして計算すればよい。以下、ＭＲセンサＳの出力信号に
おけるθをモータ回転角θとして説明する。
【００８８】
　センサ部２２０は、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力電圧Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2
，Ｖc2を表す検出信号をアシストＥＣＵ１００に出力する。アシストＥＣＵ１００は、モ
ータ回転角θの検出にかかるマイコンの機能部として、回転角検出部１２０を備えている
。回転角検出部１２０は、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力電圧Ｖs1，Ｖc1，
Ｖs2，Ｖc2からモータ回転角θを計算により検出する機能部である。従って、回転角セン
サ２００と回転角検出部１２０とにより回転角検出装置を構成している。尚、本実施形態
においては、アシストＥＣＵ１００のマイコンの機能として回転角検出部１２０を設けて
いるが、回転角検出部１２０は、アシストＥＣＵ１００内に設けずに、別の回転角検出用
の制御プログラムを記憶したマイコンを設け、そのマイコンによりモータ回転角θを計算
により検出するようにした構成であってもよい。
【００８９】
　回転角検出部１２０は、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力電圧Ｖs1，Ｖc1，
Ｖs2，Ｖc2を入力し、この出力電圧Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2に基づいてモータ回転角θを
計算する回転角計算部１２１と、回転角センサ２００におけるマグネット部２１０とセン
サ部２２０との相対位置が軸方向にずれた状態を表す軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出
部１２２と、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の異常を検出する異常検出部１２３と
を備えている。
【００９０】
　回転角計算部１２１は、以下の方法によりモータ回転角θを計算により求める。ここで
は、２通りの計算処理の実施例について説明するが、回転角計算部１２１は、そのうちの
一つを使って計算すればよい。何れの実施例においても、センサ部２２０の出力信号にお
ける正弦波信号と余弦波信号とを使って逆正接を計算することによりモータ回転角θを計
算する。
【００９１】
　＜モータ回転角の計算処理１＞
　ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2との差（Ｖs1－Ｖs2）
を表す電圧差Ｖs1-s2、および、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出力
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電圧Ｖc2との差（Ｖc1－Ｖc2）を表す電圧差Ｖc1-c2は、次式（６），（７）のように表
される。
　Ｖs1-s2＝α・ｓｉｎθ－（－α・ｓｉｎθ）＝２α・ｓｉｎθ　　　・・・（６）
　Ｖc1-c2＝α・ｃｏｓθ－（－α・ｃｏｓθ）＝２α・ｃｏｓθ　　　・・・（７）
従って、モータ回転角θは、次式（８）にて計算することができる。
　θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／ｃｏｓθ）＝ｔａｎ-1（Ｖs1-s2／Ｖc1-c2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８）
回転角計算部１２１は、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2の出力する検出信号（出力
電圧Ｖs1，Ｖc1，Ｖs2，Ｖc2）を入力し、この検出信号に基づいて、上記式（８）を使っ
てモータ回転角θを計算する。
【００９２】
　尚、上記式（８）によるモータ回転角θの計算にあたっては、解が２つ求められるが、
ｓｉｎθとｃｏｓθとが正の値である場合にはθが第１象限（０°～９０°）になる角度
を選択し、ｓｉｎθが正の値でｃｏｓθが負の値である場合にはθが第２象限（９０°～
１８０°）になる角度を選択し、ｓｉｎθが負の値でｃｏｓθが負の値である場合にはθ
が第３象限（１８０°～２７０°）になる角度を選択し、ｓｉｎθが負の値でｃｏｓθが
正の値である場合にはθが第４象限（２７０°～３６０°）になる角度を選択する。以下
、逆正接の計算に当たっては、これに準じる。
【００９３】
＜モータ回転角の計算処理２＞
　この計算処理２においては、４つのＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2のうち、位相が
互いにπ／２ずれている２つのＭＲセンサＳの検出信号を用いる。例えば、ＭＲセンサＳ
s1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とを用いた場合には、次式（９）によ
りモータ回転角θを計算することができる。
　θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／ｃｏｓθ）＝ｔａｎ-1（Ｖs1／Ｖc1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
　また、ＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを用いた場合
には、次式（１０）によりモータ回転角θを計算することができる。
　θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／ｃｏｓθ）＝ｔａｎ-1（Ｖs2／Ｖc2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）
　また、ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを用いた場合
には、次式（１１）によりモータ回転角θを計算することができる。
　θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／ｃｏｓθ）＝ｔａｎ-1（Ｖs1／－Ｖc2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）
　また、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とを用いた場合
には、次式（１２）によりモータ回転角θを計算することができる。
　θ＝ｔａｎ-1（ｓｉｎθ／ｃｏｓθ）＝ｔａｎ-1（－Ｖs2／Ｖc1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１２）
　回転角計算部１２１は、各ＭＲセンサＳの出力する検出信号のうち、位相が互いにπ／
２ずれた２つの検出信号を入力し、この検出信号の電圧値に基づいて、上記４つの式の何
れか一つを使ってモータ回転角θを計算する。
【００９４】
　上記計算処理１の場合には、計算処理２に比べて２倍の電圧値を使って計算することが
できるため、計算されるモータ回転角θの分解能を向上させることができる。従って、本
実施形態においては、回転角計算部１２１は、通常時においては、計算処理１を使ってモ
ータ回転角θを計算し、異常検出部１２３により４つのＭＲセンサＳの何れかに異常が検
出された場合には、正常なＭＲセンサＳの検出信号を２つ使って計算処理２によりモータ
回転角θを計算する。
【００９５】
　次に、軸ずれ検出部１２２について説明する。軸ずれ検出部１２２の処理については、
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４つの実施例（軸ずれ検出処理１～４）を説明するが、軸ずれ検出部１２２は、そのうち
の一つを使えばよい。
【００９６】
＜軸ずれ検出処理１＞
　図１０は、センサ部２２０とマグネット部２１０との軸ずれのイメージを表す図である
。この図においては、マグネット部２１０の回転中心Ｏ、つまり、モータ２０の回転軸２
０ａの中心Ｏが、センサ部２２０の基準位置に対してＭＲセンサＳs2側にずれた例を表し
ている。この場合、例えば、ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳc1の出力電圧
Ｖc1とを用いて上記式（９）により計算したモータ回転角を第１検出角θ１とし、ＭＲセ
ンサＳs2の出力電圧Ｖs2とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを用いて上記式（１０）によ
り計算したモータ回転角を第２検出角θ２とすると、図１０のように軸ずれが発生してい
る場合には、第1検出角θ１と第２検出角θ２とは、センサ部２２０に作用する磁界角度
に対して、図１１に示すような特性で変化する。
【００９７】
　軸ずれ検出処理１においては、この特性を利用して軸ずれの発生を検出する。図１２は
、軸ずれ検出処理１としてアシストＥＣＵ１００の軸ずれ検出部１２２（マイコンの機能
部）が実行する軸ずれ検出ルーチンを表す。軸ずれ検出ルーチンは、所定の周期で繰り返
し実行される。軸ずれ検出部１２２は、まず、ステップＳ１１において、ＭＲセンサＳs1
の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とを読み込み、上記式（９）を使って第
１検出角θ１を計算する。続いて、ステップＳ１２において、ＭＲセンサＳs2の出力電圧
Ｖs2とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを読み込み、上記式（１０）を使って第２検出角
θ２を計算する。
【００９８】
　続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ１３において、第１検出角θ１と第２検出
角θ２との偏差Δθ（＝｜θ１－θ２｜）を計算し、偏差Δθが判定閾値θrefより大き
いか否かを判断する。この判定閾値θrefは、軸ずれの発生の有無を判定する基準値であ
り予め設定されている。軸ずれ検出部１２２は、偏差Δθが判定閾値θrefより大きい場
合には、ステップＳ１４において、軸ずれ判定フラグＦを「１」に設定して軸ずれ検出ル
ーチンを終了する。一方、偏差Δθが判定閾値θref以下となる場合には、ステップＳ１
４の処理をスキップして軸ずれ検出ルーチンを終了する。この軸ずれ判定フラグＦは、Ｆ
＝０により「軸ずれ無し」を表し、Ｆ＝１により「軸ずれ有り」を表し、起動時（イグニ
ッションスイッチ８７の投入時）における初期値は「０」に設定されている。軸ずれ検出
ルーチンは、所定の短い周期で繰り返される。従って、軸ずれの発生が一旦検出されると
、「軸ずれ有り」という判定が維持される。軸ずれ検出部１２２は、軸ずれ判定フラグＦ
を制御変更指令部１３０に出力する。
【００９９】
　この軸ずれ検出処理１によれば、適切に軸ずれの発生を検出することができる。尚、第
１検出角θ１、第２検出角θ２の計算にあたっては、上記式（１１）、（１２）を用いて
計算するようにしてもよい。
【０１００】
＜軸ずれ検出処理２＞
　次に、軸ずれ検出処理２について説明する。軸ずれが発生していない場合、ＭＲセンサ
Ｓs1の出力電圧Ｖs1（＝α・ｓｉｎθ）とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2（＝－α・ｓｉ
ｎθ）との和は常にゼロになる。また、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1（＝α・ｃｏｓθ
）とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2（＝－α・ｃｏｓθ）との和は常にゼロになる。つま
り、互いにπだけ位相がずれた周期波信号同士の電圧値を足し合わせると、その計算結果
は、常にゼロになる。しかし、軸ずれが発生している場合には、その計算結果に変化が現
れる。例えば、図１０に示すように軸ずれが発生している場合には、図１３に示すように
、ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2との和に関しては常に
ゼロになるものの、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2との
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【０１０１】
　軸ずれ検出処理２においては、この特性を利用して軸ずれの発生を検出する。図１４は
、軸ずれ検出処理２としてアシストＥＣＵ１００の軸ずれ検出部１２２（マイコンの機能
部）が実行する軸ずれ検出ルーチンを表す。軸ずれ検出ルーチンは、所定の周期で繰り返
し実行される。軸ずれ検出部１２２は、まず、ステップＳ２１において、ＭＲセンサＳs1
の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とを読み込み、出力電圧Ｖs1と出力電圧
Ｖs2とを足し合わせた加算値Ｖs12（＝Ｖs1＋Ｖs2）を計算する。続いて、軸ずれ検出部
１２２は、ステップＳ２２において、加算値Ｖs12が判定閾値Ｖrefより大きいか否かを判
断する。この判定閾値Ｖrefは、軸ずれの発生の有無を判定する基準値であり予め設定さ
れている。
【０１０２】
　軸ずれ検出部１２２は、加算値Ｖs12が判定閾値Ｖref以下である場合（Ｓ２２：No）に
は、続くステップＳ２３において、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出
力電圧Ｖc2とを読み込み、出力電圧Ｖc1と出力電圧Ｖc2とを足し合わせた加算値Ｖc12（
＝Ｖc1＋Ｖc2）を計算する。続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ２４において、
加算値Ｖc12が判定閾値Ｖrefより大きいか否かを判断する。軸ずれ検出部１２２は、加算
値Ｖc12が判定閾値Ｖref以下となる場合には、軸ずれ検出ルーチンを一旦終了する。
【０１０３】
　一方、ステップＳ２２において、加算値Ｖs12が判定閾値Ｖrefより大きいと判定した場
合、あるいは、ステップＳ２４において、加算値Ｖc12が判定閾値Ｖrefより大きいと判定
した場合には、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ２５において、軸ずれ判定フラグＦを
「１」に設定して軸ずれ検出ルーチンを終了する。軸ずれ判定フラグＦは、上述した軸ず
れ検出処理１のものと同様であり、Ｆ＝０により「軸ずれ無し」を表し、Ｆ＝１により「
軸ずれ有り」を表し、初期値は「０」に設定されている。
【０１０４】
　この軸ずれ検出処理２によれば、適切に軸ずれの発生を検出することができる。
【０１０５】
＜軸ずれ検出処理３＞
　次に、軸ずれ検出処理３について説明する。この軸ずれ検出処理３は、センサ部２２０
の出力信号に基づいて、軸ずれ量を計算により求めるものである。例えば、図１５（ａ）
に示すように、ｘ軸方向に軸ずれが発生した場合を考える。ここでｘ軸方向とは、ＭＲセ
ンサＳc1の磁気検出位置とＭＲセンサＳc2の磁気検出位置とを結んだ直線の成す方向であ
る。マグネット部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｘ軸方向にずれ量Ｘだけずれる
と、各ＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2における磁気検出位置も、マグネット部２１０
に対して相対的にｘ軸方向にずれ量Ｘだけずれる。この場合、ＭＲセンサＳs1，Ｓs2にお
いては、マグネット部２１０の回転中心Ｏから各自の磁気検出位置への方向は変化しない
が、ＭＲセンサＳc1，Ｓc2においては、マグネット部２１０の回転中心Ｏから各自の磁気
検出位置への方向がφｘだけ傾く。
【０１０６】
　この場合、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを足し合
わせた加算値をＶc12とすると、Ｖc12は、次式（１３）、（１４）のように表される
　Ｖc12＝α・ｃｏｓ（θ－φｘ）＋｛－α・ｃｏｓ（θ＋φｘ）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１３）
　Ｖc12＝２α・ｓｉｎθ・ｓｉｎφｘ　・・・（１４）
　従って、傾きφｘは、次式（１５），（１６）により計算することができる。
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【数２】

　これにより、次式（１７）を使って、ずれ量Ｘを計算することができる。
【数３】

　ここで，Ｌは、出力信号の位相が互いにπ／２ずれたＭＲセンサＳにおける磁気検出位
置間の距離を表す。
【０１０７】
　ｙ軸方向の軸ずれに関しても同様に考えることができる。例えば、図１５（ｂ）に示す
ように、ｙ軸方向にずれ量Ｙの軸ずれが発生した場合には、ＭＲセンサＳc1，Ｓc2におい
ては、マグネット部２１０の回転中心Ｏから各自の磁気検出位置への方向は変化しないが
、ＭＲセンサＳs1，Ｓs2においては、マグネット部２１０の回転中心Ｏから各自の磁気検
出位置への方向がφｙだけ傾く。
【０１０８】
　この場合、ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とを足し合
わせた加算値をＶs12とすると、Ｖs12は、次式（１８）、（１９）のように表される
　Ｖs12＝α・ｓｉｎ（θ－φｙ）＋｛－α・ｓｉｎ（θ＋φｙ）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１８）
　Ｖs12＝－２α・ｃｏｓθ・ｓｉｎφｙ　・・・（１９）
　従って、傾きφｙは、次式（２０），（２１）により計算することができる。
【数４】

　これにより、次式（２２）を使って、ずれ量Ｙを計算することができる。
【数５】

【０１０９】
　軸ずれは、ｘ軸方向、ｙ軸方向のみに限らず、斜め方向に発生することもある。その場
合、電圧Ｖs12、電圧Ｖc12の両方が発生するが、相互に影響を及ぼすため、軸ずれ量を数
式で表すことは難しい。しかし、軸ずれ量が大きくなるにつれて、加算値Ｖs12あるいは
加算値Ｖc12も増加するという傾向はかわりない。そこで、予めシミュレーションにより
、ｘ軸方向のずれ量Ｘをφｘとφｙとで表わした関数（Ｘ＝Ｆ（φｘ，φｙ））と、ｙ軸
方向のずれ量Ｙをφｘとφｙとで表わした関数（Ｙ＝Ｇ（φｘ，φｙ））とを計算して２
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次元マップとしてアシストＥＣＵ１００に記憶しておくことで、軸ずれ検出部１２２は、
モータ駆動制御中においてリアルタイムでずれ量Ｘおよびずれ量Ｙを求めることができる
。
【０１１０】
　次に、軸ずれ検出処理３としての軸ずれ検出部１２２の処理について説明する。図１６
は、軸ずれ検出処理３としてアシストＥＣＵ１００の軸ずれ検出部１２２（マイコンの機
能部）が実行する軸ずれ検出ルーチンを表す。軸ずれ検出ルーチンは、所定の周期で繰り
返し実行される。軸ずれ検出部１２２は、まず、ステップＳ３１において、ＭＲセンサＳ
c1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを読み込み、上述した式（１６）を
使って傾きφｘを計算する。続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ３２において、
ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とを読み込み、上述した
式（２１）を使って傾きφｙを計算する。
【０１１１】
　続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ３３において、予め記憶しておいた２次元
マップを参照して、傾きφｘと傾きφｙとから、ずれ量Ｘとずれ量Ｙとを求める。続いて
、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ３４において、軸ずれの距離を表す合成ずれ量Ｄを
計算する。合成ずれ量Ｄは、次式（２３）により、ずれ量Ｘとずれ量Ｙとの二乗和の平方
根により求められる。
【数６】

【０１１２】
　続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ３５において、合成ずれ量Ｄが判定閾値Ｄ
refより大きいか否かを判断する。この判定閾値Ｄrefは、軸ずれの発生の有無を判定する
基準値であり予め設定されている。合成ずれ量Ｄが判定閾値Ｄrefより大きい場合には、
ステップＳ３６において、軸ずれ判定フラグＦを「１」に設定して軸ずれ検出ルーチンを
終了する。一方、合成ずれ量Ｄが判定閾値Ｄref以下である場合には、ステップＳ３６の
処理をスキップして軸ずれ検出ルーチンを終了する。
【０１１３】
　この軸ずれ検出処理３によれば、適切に軸ずれの発生を検出することができる。尚、ス
テップＳ３４，Ｓ３５においては、合成ずれ量Ｄを計算せずに、ずれ量Ｘとずれ量Ｙとの
二乗和（Ｘ２＋Ｙ２）を、判定閾値Ｄrefの二乗値（Ｄref２）に相当する値と比較するよ
うにすれば、計算処理が容易になる。
【０１１４】
＜軸ずれ検出処理４＞
　次に、軸ずれ検出処理４について説明する。例えば、図１０に示す方向に軸ずれが発生
すると、回転角計算部１２１により計算されたモータ回転角θは、図１７（ａ）の実線に
て示すように誤差が生じる。このモータ回転角θの誤差（角度誤差と呼ぶ）は、周期的に
変動する。この角度誤差によりモータ力率が低下することから、角度誤差最大時にアシス
トトルクが小さくなり、結果的に、操舵トルク（ドライバーの入力したトルク）が大きく
なる。従って、操舵トルクセンサ２１により検出される操舵トルクＴｒは、図１７（ｂ）
に示すように、概ね正弦波状に変動する。また、これに伴って、図１７（ｃ）に示すよう
に、指令電流Ｉｄ＊，Ｉｑ＊、あるいは、実電流Ｉｄ，Ｉｑも同様に変動する。従って、
操舵トルクあるいは電流検出値あるいは電流指令値の周期変動を検出することで軸ずれの
発生を検出することができる。
【０１１５】
　また、軸ずれが発生した場合には、これらの値だけでなく、図１７（ｄ）に示すように
、操舵ハンドル１１の角速度（回転速度）も周期的に変動する。従って、操舵角センサ等
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の操舵角を検出することができる車両においては、操舵角を時間で微分したハンドル角速
度の周期変動を検出することで軸ずれの発生を検出することができる。また、ハンドル角
速度は、モータ２０で発生する誘起電圧と相関関係を有するため、誘起電圧を検出するよ
うにしてもよい。誘起電圧は、後述する回転角センサレス制御において計算される誘起電
圧ｅを使用すればよい。また、ハンドル角速度は、角速度計算部１０８で計算される角速
度ωｍを利用することもできる。
【０１１６】
　次に、軸ずれ検出処理４としての軸ずれ検出部１２２の処理について説明する。図１８
は、軸ずれ検出処理４としてアシストＥＣＵ１００の軸ずれ検出部１２２（マイコンの機
能部）が実行する軸ずれ検出ルーチンを表す。軸ずれ検出ルーチンは、所定の周期で繰り
返し実行される。軸ずれ検出部１２２は、まず、ステップＳ４１において、対象データを
サンプリングする。対象データは、操舵トルクＴｒ、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊、ｑ軸指令電流
Ｉｑ＊、ｄ軸実電流Ｉｄ、ｑ軸実電流Ｉｑ、ハンドル角速度ωｈ、誘起電圧ｅ、モータ角
速度ωｍの何れでも良い。対象データのサンプリングは、回転角計算部１２１により計算
されたモータ回転角θを基準とし、モータ回転角θが（３６０／Ｎ）°変化するたびに行
う（Ｎは５以上の任意の整数）。軸ずれ検出部１２２は、モータ回転角θにおける３６０
°分（または、その整数倍でもよい）の対象データを表す入力信号系列Ｙ（ｋ）を取得す
ると、続くステップＳ４２において、入力信号系列Ｙ（ｋ）におけるモータ回転角θの周
波数（モータ回転角θが３６０°変化する周波数）の２倍の周波数の振動成分（以下、回
転２次周波数成分という）の振幅Ａを高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使って計算する。
【０１１７】
　軸ずれ検出部１２２は、このステップＳ４２において、まず、回転２次周波数成分のｓ
ｉｎ成分を表すＳsと回転２次周波数成分のｃｏｓ成分を表すＳcとを次式（２４）、（２
５）により計算する。
【数７】

　軸ずれ検出部１２２は、この計算値を使って、次式（２６）により回転２次周波数成分
の振幅Ａｙを計算する。
【数８】

　軸ずれの程度が大きくなるほど、対象データの回転２次周波数成分が増加して振幅Ａｙ
が大きくなる。従って、振幅Ａｙは、軸ずれの程度（度合）を表すものとなる。
【０１１８】
　続いて、軸ずれ検出部１２２は、ステップＳ４３において、回転２次周波数成分の振幅
Ａｙが判定閾値Ａｙrefより大きいか否かを判断する。この判定閾値Ａｙrefは、軸ずれの
発生の有無を判定する基準値であり予め設定されている。軸ずれ検出部１２２は、振幅Ａ
ｙが判定閾値Ａｙrefより大きい場合には、ステップＳ４４において、軸ずれ判定フラグ
Ｆを「１」に設定して軸ずれ検出ルーチンを終了する。一方、振幅Ａｙが判定閾値Ａｙre
f以下となる場合には、ステップＳ４４の処理をスキップして軸ずれ検出ルーチンを終了
する。
【０１１９】
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　この軸ずれ検出処理４によれば、回転角センサ２００の検出信号を使わなくても適切に
軸ずれの発生を検出することができる。
【０１２０】
　次に、異常検出部１２３について説明する。異常検出部１２３は、ＭＲセンサＳs1の出
力電圧Ｖs1と、ＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2と、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1と、Ｍ
ＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2とを入力し、その出力電圧に基づいてＭＲセンサＳの個々の
異常を検出する。例えば、出力電圧が適正範囲内に入っていないＭＲセンサＳがあれば、
そのＭＲセンサＳに異常が発生していると判定する。また、一部のＭＲセンサＳのみにお
いて、出力電圧に周期変動が検出されない（例えば、出力電圧が一定値に固定される）場
合には、周期変動が検出されないＭＲセンサＳに異常が発生していると判定する。
【０１２１】
　異常検出部１２３は、ＭＲセンサＳの異常を検出した場合には、異常が発生しているＭ
ＲセンサＳを特定した異常検出信号failを回転角計算部１２１および軸ずれ検出部１２２
に出力する。
【０１２２】
　モータ回転角は、出力電圧の位相が互いにπ／２ずれたＭＲセンサＳが１組正常であれ
ば計算することができる。従って、回転角計算部１２１は、異常検出部１２３から異常検
出信号failが出力されていない場合、つまり、４つのＭＲセンサＳが正常である場合には
、上述した計算処理１によりモータ回転角θを計算するが、ＭＲセンサＳの異常が検出さ
れている場合には、出力電圧の位相が互いにπ／２ずれた正常なＭＲセンサＳが１組以上
存在すれば、上述した計算処理２を使ってモータ回転角θを計算する。
【０１２３】
　また、軸ずれ検出部１２２においては、異常検出部１２３から異常検出信号failが出力
されていない場合、つまり、４つのＭＲセンサＳが正常である場合には、上述した軸ずれ
検出処理１～４の何れかを使って軸ずれの発生を検出するが、軸ずれ検出処理２，３に関
しては、４つのＭＲセンサが全て正常でなければ実施できないため、ＭＲセンサＳの異常
が検出されている場合には、軸ずれ検出処理１，４の何れかを実施する。軸ずれ検出処理
１の場合には、出力電圧の位相が互いにπ／２ずれた正常なＭＲセンサＳの組み合わせが
２組あれば軸ずれ検出処理を実施できるため、１つのＭＲセンサＳに異常が発生している
状況であれば、常に軸ずれ検出が可能となる。また、２つ以上のＭＲセンサＳに異常が発
生している場合には、出力電圧の位相が互いにπ／２ずれた正常なＭＲセンサＳが２組存
在しないことから、軸ずれ検出方法４を実施する必要がある。
【０１２４】
　例えば、軸ずれ検出部１２２は、軸ずれ検出処理１～４を実行するプログラムを全て記
憶し、異常検出部１２３から出力された異常検出信号failに基づいて、上記のように軸ず
れ検出方法を選択するようにするとよい。つまり、軸ずれ検出部１２２は、複数種類の軸
ずれ検出態様を記憶し、センサ異常が検出された場合、そのセンサ異常の発生状況（どの
ＭＲセンサＳに異常が発生したかを表す情報）に応じて軸ずれ検出態様を選択する手段を
備えるとよい。
【０１２５】
　また、出力電圧の位相が互いにπ／２ずれた正常なＭＲセンサＳが１組も存在しない場
合には、モータ回転角θの計算ができない状態となっているため、回転角計算部１２１お
よび軸ずれ検出部１２２は、その処理を中止する。また、軸ずれ検出部１２２は、軸ずれ
判定フラグＦを「１」に設定する。これにより、制御変更指令部１３０は、指令信号Ｃｓ
を使って、操舵アシストの停止指令を各機能部１０１～１０９に出力する。
【０１２６】
　以上説明した本実施形態の回転角検出装置を備えた電動パワーステアリング装置によれ
ば、軸ずれ検出部１２２が回転角センサ２００における軸ずれの程度を計算により求め、
軸ずれの程度が閾値を超えた場合には、軸ずれが発生したと判断して、軸ずれ判定フラグ
Ｆを使ってモータ２０の作動を禁止して操舵アシストを停止させる。従って、モータ回転
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角θの誤検出により不適切な操舵アシストが行われることを防止することができ安全性が
向上する。また、回転角センサ２００は、出力信号の位相がπ／２ずつずれた４つのＭＲ
センサＳを備えているため、軸ずれの発生を適正に、かつ、色々な方法で検出することが
でき、任意のＭＲセンサＳに異常が発生しても、その異常に対応した軸ずれ検出および回
転角検出を行うことができる。
【０１２７】
　また、モータ回転角θの計算に当たっては、ＭＲセンサＳの正常時においては、計算処
理１に示すように、出力信号の位相が互いにπずれた１対のＭＲセンサＳの出力電圧の差
（Ｖs1－Ｖs2），（Ｖc1－Ｖc2）を使ってモータ回転角θを計算するため、分解能を向上
させることができ高精度にモータ回転角θを計算することができる。
【０１２８】
　また、軸ずれ検出処理４においては、軸ずれにより生じるモータ回転角θの検出誤差に
起因して変動する物理量（操舵トルク、モータ電流、ハンドル角速度、モータ角速度、誘
起電圧等）の回転２次周波数成分を計算により求めることにより軸ずれの発生を検出する
。従って、ＭＲセンサＳの異常状態に関係なく軸ずれの発生を検出することができる。
【０１２９】
　次に、第２実施形態について説明する。上述した実施形態（以下、第１実施形態と呼ぶ
）においては、軸ずれの発生を検出した場合に、操舵アシストを停止するように構成され
ているが、この第２実施形態においては、軸ずれの発生を検出した場合には、直ちに操舵
アシストを停止するのではなく、モータ回転角θの検出誤差が操舵アシストに与える影響
が少なくなるような制御態様に変更するとともに、モータ回転角θを適正値に補正する補
正機能を備えたものである。以下、第１実施形態と同一の構成については、図面に第１実
施形態と同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１３０】
　図１９は、第２実施形態におけるアシストＥＣＵ１００のマイクロコンピュータの処理
を表す機能ブロック図である。第２実施形態において、アシストＥＣＵ１００は、第１実
施形態の回転角検出部１２０に代えて回転角検出部１２０１を備えている。この回転角検
出部１２０１は、第１実施形態と同様の回転角計算部１２１、軸ずれ検出部１２２、異常
検出部１２３に加えて、補正部１２４を備えている。
【０１３１】
　補正部１２４は、回転角計算部１２１が計算したモータ回転角を入力するとともに、軸
ずれ検出部１２２から出力される軸ずれ判定フラグＦを入力し、軸ずれ判定フラグＦが「
０」の場合には、回転角計算部１２１から入力したモータ回転角をそのまま出力し、軸ず
れ判定フラグＦが「１」の場合には、軸ずれの影響を低減するように補正したモータ回転
角を最終的なモータ回転角θとして出力する。以下、この第２実施形態においては、回転
角計算部１２１で計算したモータ回転角と補正部１２４で計算したモータ回転角とを区別
するために、回転角計算部１２１で計算したモータ回転角をモータ回転角θ’と呼び、補
正部１２４で計算した回転角をモータ回転角θと呼ぶ。
【０１３２】
　また、第２実施形態においては、第１実施形態のアシストトルク設定部１０１に代えて
アシストトルク設定部１０１１を備え、第１実施形態のアシスト電流指令部１０２に代え
てアシスト電流指令部１０２１を備え、第１実施形態の制御変更指令部１３０に代えて制
御変更指令部１３０１を備えている。
【０１３３】
　アシストトルク設定部１０１１、アシスト電流指令部１０２１、制御変更指令部１３０
１の処理については後述するとして、まず、補正部１２４の処理について説明する。補正
部１２４の処理については、以下、４つの実施例を説明するが、補正部１２４は、そのう
ちの一つを使えばよい。
【０１３４】
＜回転角補正処理１＞
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　この回転角補正処理１においては、軸ずれ検出部１２２が上述の軸ずれ検出処理１を実
施するものとする。補正部１２４は、軸ずれ判定フラグＦが「１」の場合には、軸ずれ検
出部１２２で計算した第１検出角θ１と第２検出角θ２とを読み込み、第１検出角θ１と
第２検出角θ２との平均値を計算して、その計算結果（（θ１＋θ２）／２）を最終的な
モータ回転角θとして電気角計算部１０７，角速度計算部１０８，操舵角計算部１０９に
出力する。従って、図２０に示すように、第１検出角θ１に含まれている角度誤差と第２
検出角θ２に含まれている角度誤差とが打ち消しあって、角度誤差の少ないモータ回転角
θが求められることになる。この回転角補正処理１によれば、軸ずれによる角度誤差を簡
単に低減することができる。
【０１３５】
　尚、この回転角補正処理１においては、軸ずれ検出部１２２で算出した第１検出角θ１
と第２検出角θ２とを利用することにより演算負担を軽くしているが、回転角補正処理１
を行うにあたって、必ずしも軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理１を実行する必要はな
く、他の軸ずれ検出処理を実行してもよい。その場合には、補正部１２４が第１検出角θ
１と第２検出角θ２とを計算すればよい。
【０１３６】
＜回転角補正処理１の変形例＞
　上述した回転角補正処理１においては、２つの検出角θ１，θ２の平均値を計算してモ
ータ回転角θを求めたが、モータ回転角θは４通りのＭＲセンサＳの組み合わせにて計算
することができる。つまり、上述した式（９）～式（１２）を使って４通りのモータ回転
角θを計算することができる。そこで、この変形例においては、補正部１２４は、式（９
）により求められる第１検出角θ１と、式（１０）により求められる第２検出角θ２と、
式（１１）により求められる第３検出角θ３と、式（１２）により求められる第４検出角
θ４とを計算する。そして、４つの検出角θ１～θ４の平均値を計算して、その計算結果
（（θ１+θ２+θ３+θ４）／４）を最終的なモータ回転角θとして電気角計算部１０７
，角速度計算部１０８，操舵角計算部１０９に出力する。従って、この変形例によれば、
一層、角度誤差の少ないモータ回転角θを求めることができる。尚、この変形例において
も、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理１を実施する場合には、第１検出角θ１と第２
検出角θ２に関しては、軸ずれ検出部１２２の計算結果を利用すればよい。
【０１３７】
＜回転角補正処理２＞
　この回転角補正処理２においては、上述した４つの検出角θ１～θ４の平均値に最も近
い検出角をモータ回転角θとして採用するものである。図２１は、回転角補正処理２とし
てアシストＥＣＵ１００の補正部１２４（マイコンの機能部）が実行する回転角補正ルー
チンを表す。回転角補正ルーチンは、所定の周期で繰り返し実行される。補正部１２４は
、まず、ステップＳ５１において、上述した回転角補正処理１の変形例のように式（９）
～式（１２）を使って第１検出角θ１、第２検出角θ２、第３検出角θ３、第４検出角θ
４を計算する。つまり、４通りのＭＲセンサＳの組み合わせによりモータ回転角を計算す
る。続いて、ステップＳ５２において、４つの検出角θ１～θ４の平均値θave（＝（θ
１+θ２+θ３+θ４）／４）を計算する。
【０１３８】
　続いて、補正部１２４は、ステップＳ５３において、平均値θaveと第ｋ検出角θｋ（k
=1,2,3,4）との差の絶対値を表す偏差θｃ［ｋ］を計算する（θｃ［ｋ］＝｜θave－θ
ｋ｜）。ここでは、偏差θｃ［１］から偏差θｃ［４］まで計算されることになる。続い
て、補正部１２４は、ステップＳ５４において、変数ｎを１，変数Ｎを１に設定し、続く
ステップＳ５５において、偏差θｃ［Ｎ］が偏差θｃ［ｎ＋１］よりも小さいか否かを判
断する。この場合、偏差θｃ［１］が偏差θｃ［２］より小さいか否かを判断することに
なる。
【０１３９】
　偏差θｃ［Ｎ］が偏差θｃ［ｎ＋１］より小さい場合には（Ｓ５５：Ｙｅｓ）、ステッ
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プＳ５６において、Ｎの値をｎに設定し、偏差θｃ［Ｎ］が偏差θｃ［ｎ＋１］以上であ
る場合には（Ｓ５５：Ｎｏ）、ステップＳ５７において、Ｎの値を（ｎ＋１）に設定する
。続いて、補正部１２４は、ステップＳ５８において、変数ｎが３であるかを判断し、変
数ｎが３でなければ、ステップＳ５９において、変数ｎを値「１」だけインクリメントし
て、その処理をステップＳ５５に戻す。補正部１２４は、変数ｎが３であると判定される
までステップＳ５５からステップＳ５９までの処理を繰り返す。補正部１２４は、こうし
た処理を繰り返し、変数ｎが３であると判定すると（Ｓ５８：Ｙｅｓ）、ステップＳ６０
において、モータ回転角θを第Ｎ検出角θＮに設定して回転角補正ルーチンを終了する。
【０１４０】
　この回転角補正ルーチンでは、偏差θｃ［ｋ］が最も小さくなる検出角θｋがモータ回
転角θに設定される。従って、最も真の値に近い検出角θｋをモータ回転角θに設定する
ことができ、軸ずれによる角度誤差を簡単に低減することができる。
【０１４１】
＜回転角補正処理３＞
　軸ずれが発生すると、回転角計算部１２１により計算されたモータ回転角θ’に誤差が
生じる。このモータ回転角’の誤差（角度誤差と呼ぶ）は、例えば、図２２（ａ）に示す
ように、周期的に変動する（この例では、検出角度が大きくなる方向に誤差が発生してい
る例である）。このため、軸ずれ検出処理４で説明したように、操舵トルク、角速度等に
モータ回転角θ’の回転２次周波数成分が発生する。そこで、この回転角補正処理３にお
いては、この回転２次周波数成分の振幅をゼロに近づけるように振幅をフィードバックし
て補正量を計算する。角度誤差は、モータ回転角θ’に応じて周期的に変動する。そこで
、回転角補正処理３においては、計算の簡略化のために補正波形を正弦波として、この補
正波形の振幅、位相、補正方向を計算して補正量を決定する。
【０１４２】
　軸ずれが発生して、図２２（ａ）に示すように、モータ回転角θ’に誤差が生じると、
同図（ｂ）に示すように、モータ回転角θ’を微分した角速度ω’（＝ｄθ’／ｄｔ）が
周期的に変動する。角速度ω’の変動は、角度誤差が最大のとき、および、ゼロのときに
角速度ω’の誤差がゼロになるような、概ね正弦波に近い波形を示すと考えられる。
【０１４３】
　また、角度誤差によりモータ力率が低下することから、角度誤差最大時にアシストトル
クが小さくなり、結果的に、操舵トルクＴｒが大きくなる。従って、操舵トルクＴｒの変
動は、図２２（ｃ）に示すように、概ね正弦波に近い波形を示す。ここで、軸ずれの影響
で、例えば、図２２（ａ）に示すように、角度が大きくなる方向に誤差が発生している場
合においては、モータ回転角θ’を時間で微分した角速度ω’は、真のモータ回転角が４
５°，２２５°付近で最大、１３５°，３１５°付近で最小となる回転２次波形となる。
逆に、角度が小さくなる方向に誤差が発生している軸ずれの場合においては、真のモータ
回転角が４５°，２２５°付近で最小、１３５°，３１５°付近で最大となる回転２次波
形となる。
【０１４４】
　一方、操舵トルクＴｒは、角度誤差の方向に関わらず、真のモータ回転角が０°，１８
０°付近で最小、９０°，２７０°付近で最大となる。従って、角速度ω’と操舵トルク
Ｔｒとの関係に基づいて、補正方向を決定することができる。つまり、操舵トルクＴｒに
対して角速度ω’の位相が９０°進んでいれば、モータ回転角θ’をマイナス方向に補正
し、逆に、操舵トルクＴｒに対して角速度ω’の位相が９０°遅れていれば、モータ回転
角θ’をプラス方向に補正すればよい。
【０１４５】
　図２３は、回転角補正処理３を実行するアシストＥＣＵ１００の補正部の機能ブロック
図である。補正部１２４は、角速度計算部１２４１と、二つのＦＦＴ計算部１２４２，１
２４３と、補正量計算部１２４４と、補正波形生成部１２４５と、補正量加算部１２４６
とを備えている。角速度計算部１２４１は、回転角計算部１２１で計算されたモータ回転
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１２４２に出力する。ＦＦＴ計算部１２４２は、モータ回転角θ’と角速度ω’とを入力
し、モータ回転角θ’が（３６０／Ｎ）°変化するたびに、角速度ω’をサンプリングし
（Ｎは５以上の任意の整数）、モータ回転角θ’における３６０°分（または、その整数
倍でもよい）の角速度ω’（ｋ）のサンプリングを終えた時点で、角速度ω’における回
転２次周波数成分の振幅Ａωおよび位相φωを高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使って計算
する。
【０１４６】
　ＦＦＴ計算部１２４２は、回転２次周波数成分のｓｉｎ成分を表すＳωsと、回転２次
周波数成分のｃｏｓ成分を表すＳωcとを次式（２７）、（２８）によりＦＦＴ計算する
。
【数９】

【０１４７】
　ＦＦＴ計算部１２４２は、次式（２９）、（３０）により回転２次周波数成分の振幅Ａ
ωと位相φωを計算する。ＦＦＴ計算部１２４２は、計算した振幅Ａωと位相φωを補正
量計算部１２４４に出力する。

【数１０】

【０１４８】
　もう一方のＦＦＴ計算部１２４３は、モータ回転角θ’と操舵トルクＴｒとを入力し、
モータ回転角θ’が（３６０／Ｎ）°変化するたびに、操舵トルクＴｒをサンプリングし
（Ｎは５以上の任意の整数）、モータ回転角θ’における３６０°分（または、その整数
倍でもよい）の操舵トルクＴｒ（ｋ）のサンプリングを終えた時点で、操舵トルクＴｒに
おける回転２次周波数成分の振幅Ａｔおよび位相φｔを高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使
って計算する。
【０１４９】
　ＦＦＴ計算部１２４３は、回転２次周波数成分のｓｉｎ成分を表すＳｔsと、回転２次
周波数成分のｃｏｓ成分を表すＳｔcとを次式（３１）、（３２）によりＦＦＴ計算する
。
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【数１１】

　ＦＦＴ計算部１２４３は、次式（３３）、（３４）により回転２次周波数成分の振幅Ａ
ｔと位相φｔを計算する。ＦＦＴ計算部１２４３は、計算した振幅Ａｔと位相φｔを補正
量計算部１２４４に出力する。
【０１５０】
【数１２】

【０１５１】
　補正量計算部１２４４の処理については、フローチャートを使って説明する。図２４は
、補正量計算部１２４４の実行する補正量計算ルーチンを表す。補正量計算ルーチンは、
所定の周期で繰り返し実行される。補正量計算部１２４４は、まず、ステップＳ７１にお
いて、角速度ω’の回転２次周波数成分の振幅Ａωが閾値Ａωref1より大きいか否かを判
断し、振幅Ａωが閾値Ａωref１以下であれば、本ルーチンを一旦終了し、所定のインタ
ーバルをあけて本ルーチンを繰り返す。
【０１５２】
　一方、振幅Ａωが閾値Ａωref1より大きい場合には、補正量計算部１２４４は、続く、
ステップＳ７２において、操舵トルクＴｒの回転２次周波数成分の位相φｔから角速度ω
’の回転２次周波数成分の位相φωを引いた差（φｔ－φω）が約π／２であるか否かを
判断する。差が約π／２であるとは、差がπ／２を中心としてプラスマイナスαの許容範
囲内（π／２とみなすことのできる範囲内）に入っていることである。補正量計算部１２
４４は、差（φｔ－φω）が約π／２である場合には、ステップＳ７３において、補正量
の位相φ、つまり補正波形の位相を（φω－９０°）に設定し、補正方向ｓをマイナス方
向「－１」に設定する。
【０１５３】
　一方、差（φｔ－φω）が約π／２ではない場合においては、補正量計算部１２４４は
、ステップＳ７４において、操舵トルクＴｒの回転２次周波数成分の位相φｔから角速度
ω’の回転２次周波数成分の位相φωを引いた差（φｔ－φω）が約－π／２であるか否
かを判断する。補正量計算部１２４４は、差（φｔ－φω）が約－π／２である場合には
、ステップＳ７５において、補正量の位相φを（φω－９０°）に設定し、補正方向ｓを
プラス方向「＋１」に設定する。また、補正量計算部１２４４は、差（φｔ－φω）が約
－π／２ではない場合には、本ルーチンを一旦終了し、所定のインターバルをあけて本ル
ーチンを繰り返す。
【０１５４】
　このステップＳ７２からステップＳ７５の処理は、操舵トルクＴｒの位相φｔと角速度
ω’の位相φωとを比較して、角速度ω’の位相φωが操舵トルクＴｒの位相φｔよりも
約９０°進んでいる場合にはモータ回転角θ’の補正方向をモータ回転角θ’を減らす方
向に設定し、角速度ω’の位相φωが操舵トルクＴｒの位相φｔよりも約９０°遅れてい
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る場合にはモータ回転角θ’の補正方向をモータ回転角θ’を増やす方向に設定するもの
である。
【０１５５】
　続いて、補正量計算部１２４４は、ステップＳ７６において、補正量の振幅Ａを予め設
定した一定値ΔＡだけ増加させる（Ａ＝Ａ＋ΔＡ）。尚、振幅Ａの初期値はゼロでよい。
続いて、ステップＳ７７において、ＦＦＴ計算部１２４２で計算された角速度ω’の回転
２次周波数成分の振幅Ａωを読み込み、ステップＳ７８において、振幅Ａωが予め設定し
た閾値Ａωref2より大きいか否かを判断する。補正量計算部１２４４は、振幅Ａωが閾値
Ａωref2より大きい場合には、その処理をステップＳ７６に戻して、補正量の振幅Ａを一
定値ΔＡだけ増加させる。補正量計算部１２４４は、こうした処理（Ｓ７６～Ｓ７８）を
繰り返し、振幅Ａωが閾値Ａωref2以下になるまで低下すると本ルーチンを一旦終了する
。
【０１５６】
　補正量計算部１２４４は、補正量計算ルーチンの実行時において、ステップＳ７６で計
算した補正量の振幅Ａと、ステップＳ７３，Ｓ７５で計算した補正量の位相φ、補正方向
ｓ（「＋１」または「－１」）を補正波形生成部１２４５に出力する。補正波形生成部１
２４５は、次式（３５）を使って補正量（補正角度θa）を表す補正波形を生成する。
　θa＝ｓ・Ａ・（ｓｉｎ（２θ－φ）＋１）　・・・（３５）
【０１５７】
　補正波形生成部１２４５は、算出した補正波形を補正量加算部１２４６に出力する。補
正量加算部１２４６は、回転角計算部１２１により計算されたモータ回転角θ’に、補正
角度θaを加算することにより、修正されたモータ回転角度（θ’＋θａ）を計算し、こ
の計算結果をモータ回転角θとして出力する。
【０１５８】
　この回転角補正処理３によれば、角速度ω’の回転２次周波数成分の振幅Ａωをゼロに
近づけるように振幅Ａωをフィードバックして補正量を計算するため、回転角計算部１２
１で計算されたモータ回転角θ’に軸ずれによる角度誤差が含まれていても、その角度誤
差をゼロにするように補正されたモータ回転角θが計算される。従って、精度の高いモー
タ回転角θを計算することができる。また、ＭＲセンサＳの検出信号を使って補正量を計
算するものではないため、一部のＭＲセンサＳに異常が発生していても適正なモータ回転
角θを計算することができる。
【０１５９】
＜回転角補正処理４＞
　上述の軸ずれ検出処理３において説明したように、マグネット部２１０とセンサ部２２
０との相対位置がｘ軸方向にずれた場合においては、式（１６）で表される角度φｘだけ
マグネット部２１０の回転中心ＯからＭＲセンサＳc1，Ｓc2の磁気検出位置への方向が変
化する。また、マグネット部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｙ軸方向にずれた場
合においては、式（２１）で表される角度φｙだけマグネット部２１０の回転中心Ｏから
ＭＲセンサＳs1，Ｓs2の磁気検出位置への方向が変化する。
【０１６０】
　従って、回転角補正処理４においては補正部１２４は、マグネット部２１０とセンサ部
２２０との相対位置がｘ軸方向のみにずれた場合には、式（１６）で計算した角度φｘに
符号「－１」を乗算した値（－φｘ）を補正角度として設定し、回転角計算部１２１によ
り計算されたモータ回転角θ’に補正角度（－φｘ）を加算してモータ回転角θを計算す
る。また、補正部１２４は、マグネット部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｙ軸方
向のみにずれた場合には、式（２１）で計算した角度φｙに符号「－１」を乗算した値（
－φｙ）を補正角度として設定し、回転角計算部１２１により計算されたモータ回転角θ
’に補正角度（－φｙ）を加算してモータ回転角θを計算する。
【０１６１】
　このように回転角補正処理４においては、軸ずれがｘ軸方向に発生した場合とｙ軸方向



(31) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40

50

に発生した場合とにおいて、モータ回転角の位相ずれ量（φｘあるいはφｙ）を計算し、
その位相ずれ量でモータ回転角θ’を補正することにより適切なモータ回転角θを計算す
ることができる。また、例えば、補正角度を常にメモリに記憶更新するようにすれば、一
部のＭＲセンサＳに異常が発生してそれ以降補正角度を計算できない状態になっても、記
憶している最新の補正角度を使って、補正部１２４がモータ回転角の補正処理を行うこと
ができる。従って、軸ずれを加味した操舵アシストを継続させることができる。
【０１６２】
　尚、補正部１２４は、ＭＲセンサＳc1の出力電圧Ｖc1とＭＲセンサＳc2の出力電圧Ｖc2
とを足し合わせた加算値Ｖc12が閾値より大きく、かつ、ＭＲセンサＳs1の出力電圧Ｖs1
とＭＲセンサＳs2の出力電圧Ｖs2とを足し合わせた加算値Ｖs12がゼロ近傍となる場合に
、マグネット部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｘ軸方向のみにずれていると判定
し、逆に、加算値Ｖc12がゼロ近傍となり、かつ、加算値Ｖs12が閾値より大きい場合に、
マグネット部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｙ軸方向のみにずれていると判定す
る。また、加算値Ｖc12と加算値Ｖs12とがともに閾値よりも大きい場合には、マグネット
部２１０とセンサ部２２０との相対位置がｘ軸方向とｙ軸方向とにずれているため、モー
タ回転角θ’の補正を行わない。つまり、位相が互いにπずれた２つのＭＲセンサＳの出
力値の合計が閾値よりも大きく、かつ、位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサＳの
出力値の合計がゼロ近傍となる軸ずれが発生している場合において、補正角度を計算する
。
【０１６３】
　次に、第２実施形態におけるアシストトルク設定部１０１１、アシスト電流指令部１０
２１、制御変更指令部１３０１の処理について説明する。ここでは、第１実施形態のアシ
ストトルク設定部１０１、アシスト電流指令部１０２、制御変更指令部１３０１と相違す
る点について説明する。第２実施形態における制御変更指令部１３０１は、軸ずれ検出部
１２２により軸ずれの発生が検出されたとき（Ｆ＝１）に、制御態様の変更として操舵ア
シストを停止させるのではなく、アシスト制御量の計算方法を変更して操舵アシストを継
続させるように作動する。
【０１６４】
　制御変更指令部１３０１は、軸ずれ検出部１２２から出力される軸ずれ判定フラグＦを
入力し、この軸ずれ判定フラグＦにしたがって、アシストトルク設定部１０１１に対して
、目標アシストトルクＴ＊の計算方法を指定するための指令信号Ｃｔを出力する。この指
令信号Ｃｔには、軸ずれ判定フラグＦがそのまま用いられる。図２５は、第１実施形態の
アシストトルク設定部１０１と相違する部分のアシストトルク設定部１０１１の処理を表
す。アシストトルク設定部１０１１は、ステップＳ８１において、軸ずれ判定フラグＦを
表す指令信号Ｃｔを読み込んで、軸ずれ判定フラグＦが「１」であるか否かを判断し、軸
ずれ判定フラグＦが「１」である場合、つまり、軸ずれの発生が検出されている場合には
、ステップＳ８２において、ダンピング補償トルクＴb1と戻し補償トルクＴb2とをゼロに
設定する。
【０１６５】
　一方、軸ずれ判定フラグＦが「０」である場合（Ｓ８１：Ｎｏ）、つまり、軸ずれの発
生が検出されていない場合には、アシストトルク設定部１０１１は、ステップＳ８２の処
理をスキップする。従って、この場合には、図４，５に示したダンピング補償トルクマッ
プ、戻し補償トルクマップに基づいてダンピング補償トルクＴb1と戻し補償トルクＴb2と
が設定される。
【０１６６】
　ダンピング補償トルクＴb1および戻し補償トルクＴb2は、それぞれモータ回転角θから
計算される角速度ωｍおよび操舵角θｈに基づいて計算されるものである。従って、この
アシストトルク設定部１０１１においては、軸ずれの発生が検出されている場合に、ダン
ピング補償トルクＴb1および戻し補償トルクＴb2をゼロに設定することで、軸ずれがアシ
ストトルクに与える影響を低減する。
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【０１６７】
　また、制御変更指令部１３０１は、軸ずれ検出部１２２から出力される軸ずれ判定フラ
グＦを入力し、この軸ずれ判定フラグＦにしたがって、アシスト電流指令部１０２１に対
して、電流指令値（ｄ軸指令電流Ｉｄ＊）の計算方法を指定するための指令信号Ｃｉを出
力する。この指令信号Ｃｉには、軸ずれ検出部１２２から入力した軸ずれ判定フラグＦに
加えて軸ずれ程度Ｑを表す情報が含まれている。従って、この第２実施形態においては、
軸ずれ検出部１２２は、軸ずれ判定フラグＦに加えて軸ずれ程度Ｑを表す情報を制御変更
指令部１３０１に出力する。
【０１６８】
　図２６は、第１実施形態のアシスト電流指令部１０２と相違する部分にかかるアシスト
電流指令部１０２１の処理を表す。アシスト電流指令部１０２１は、ステップＳ９１にお
いて、軸ずれ判定フラグＦおよび軸ずれ程度Ｑを表す指令信号Ｃｔを読み込んで、軸ずれ
判定フラグＦが「１」であるか否かを判断し、軸ずれ判定フラグＦが「１」である場合、
ステップＳ９２において、軸ずれ程度Ｑに基づいて制限ゲインＧを計算する。
【０１６９】
　アシスト電流指令部１０２１は、図６に示すｄ軸指令電流マップに加えて、図２７に示
す制限ゲインマップを記憶している。この制限ゲインマップは、軸ずれ程度Ｑが閾値Ｑre
f1以下となっている範囲においては、制限ゲインＧを値「１．０」に設定し、軸ずれ程度
Ｑが閾値Ｑref1を超える範囲においては、軸ずれ程度Ｑの増加にしたがって値「０」にま
で減少する制限ゲインＧを設定する特性を有する。
【０１７０】
　軸ずれ程度Ｑは、例えば、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理１を実施する場合であ
れば、第１検出角θ１と第２検出角θ２との偏差Δθ（＝｜θ１－θ２｜）を用いること
ができる。この場合、軸ずれ程度Ｑの閾値Ｑref1は、判定閾値θrefに設定するとよい。
【０１７１】
　また、軸ずれ程度Ｑは、例えば、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理２を実施する場
合であれば、加算値Ｖs12（＝Ｖs1＋Ｖs2）と加算値Ｖc12（＝Ｖc1＋Ｖc2）とのうちの大
きい方の値を用いることができる。この場合、軸ずれ程度Ｑの閾値Ｑref1は、判定閾値Ｖ
refに設定するとよい。
【０１７２】
　また、軸ずれ程度Ｑは、例えば、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理３を実施する場
合であれば、軸ずれの距離を表す合成ずれ量Ｄを用いることができる。この場合、軸ずれ
程度Ｑの閾値Ｑref1は、判定閾値Ｄrefに設定するとよい。
【０１７３】
　また、軸ずれ程度Ｑは、例えば、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理４を実施する場
合であれば、振幅Ａｙを用いることができる。この場合、軸ずれ程度Ｑの閾値Ｑref1は、
判定閾値Ａｙrefに設定するとよい。
【０１７４】
　アシスト電流指令部１０２１は、ステップＳ９２において制限ゲインＧを計算すると、
続くステップＳ９３において、図６に示すｄ軸指令電流マップを参照して計算されるｄ軸
指令電流Ｉｄ＊に制限ゲインＧ（＜１）を乗算した値を、最終的なｄ軸指令電流Ｉｄ＊に
設定する（Ｉｄ＊＝Ｇ・Ｉｄ＊）。つまり、アシスト電流指令部１０２１は、角速度ωｍ
に基づいて計算したｄ軸指令電流Ｉｄ＊を軸ずれ程度Ｑに応じて低減するように補正する
。
【０１７５】
　一方、軸ずれ判定フラグＦが「０」である場合（Ｓ９１：Ｎｏ）、つまり、軸ずれの発
生が検出されていない場合には、アシスト電流指令部１０２１は、ステップＳ９２，Ｓ９
３の処理をスキップする。従って、この場合には、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊は低減補正されな
い。
【０１７６】
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　ｄ軸指令電流Ｉｄ＊は、モータ回転角θから計算される角速度ωｍに基づいて計算され
るものである。従って、このアシスト電流指令部１０２１においては、軸ずれの発生が検
出されている場合に、軸ずれ程度Ｑが大きいほどｄ軸指令電流Ｉｄ＊を少なくなるように
補正することで、軸ずれが弱め界磁制御に与える影響を低減する。
【０１７７】
　以上説明した第２実施形態の回転角検出装置を備えた電動パワーステアリング装置によ
れば、軸ずれ検出部１２２により軸ずれの発生が検出された場合には、補正部１２４が軸
ずれによる角度誤差を低減するようにモータ回転角θを計算し、このモータ回転角θを使
ってモータ２０を駆動制御する。従って、操舵アシストを継続させるためドライバーにと
って使い勝手がよい。また、軸ずれの発生が検出されている場合には、モータ回転角θに
関連して設定される制御量（補償トルクＴb1，Ｔb2、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊）を低減するよ
うにしているため、軸ずれが操舵アシストに与える影響を低減することができる。
【０１７８】
　次に、第３実施形態について説明する。この第３実施形態は、軸ずれ程度Ｑに基づいて
、操舵アシストの制御態様を３通りに切り替えるように構成したものである。以下、第２
実施形態と同一の構成については、図面に第２実施形態と同一の符号を付してその説明を
省略する。
【０１７９】
　図２８は、第３実施形態におけるアシストＥＣＵ１００のマイクロコンピュータの処理
を表す機能ブロック図である。第３実施形態におけるアシストＥＣＵ１００は、第２実施
形態の構成に加えて、電気角推定部１４０と電気角選択部１５０とを備えている。また、
第２実施形態の角速度計算部１０８，操舵角計算部１０９，制御変更指令部１３０１に代
えて、角速度計算部１０８１，操舵角計算部１０９１，制御変更指令部１３０２を備えて
いる。
【０１８０】
　電気角推定部１４０は、モータ２０で発生する誘起電圧（逆起電力）に基づいてモータ
２０の電気角を推定し、この推定した電気角を電気角選択部１５０に出力する。一方、電
気角計算部１０７は、回転角検出部１２０１から出力されたモータ回転角θに基づいて電
気角を計算し、この電気角を電気角選択部１５０に出力する。ここで、２つの電気角を区
別するために、電気角推定部１４０により誘起電圧に基づいて推定された電気角を推定電
気角θｅ２と呼び、電気角計算部１０７により計算された電気角をセンサ電気角θｅ１と
呼ぶ。
【０１８１】
　電気角選択部１５０は、センサ電気角θｅ１と推定電気角θｅ２とを入力し、その何れ
か一方を選択して出力する。この選択された電気角が最終的に操舵アシスト制御に使用さ
れる電気角θｅとなる。電気角選択部１５０から出力された電気角θｅは、３相／２相座
標変換部１０４および２相／３相座標変換部１０５に出力されるとともに、角速度計算部
１０８１および操舵角計算部１０９１に出力される。角速度計算部１０８１は、電気角θ
ｅを入力し、電気角θｅを時間で微分することにより角速度ωｍを求める。また、操舵角
計算部１０９１は、電気角θｅを入力し、操舵ハンドル１１の中立位置を基準として、こ
の中立位置からのモータ２０が回転した電気角θｅに基づいて操舵角θｈを求める。
【０１８２】
　電気角推定部１４０は、モータ２０で発生する誘起電圧と角速度とが比例関係を有する
ことを利用して、誘起電圧からモータ角速度を算出する。そして、演算周期とモータ角速
度とから、１演算周期あたりにモータ２０が回転した角度を求め、１演算周期前の電気角
にこの回転角度をモータ回転方向に加算することで現時点の電気角、つまり、推定電気角
を算出する。こうした推定電気角によりモータを駆動する制御を回転角センサレス制御と
呼ぶ。
【０１８３】
　ここで、電気角推定部１４０の行う推定電気角θｅ２の計算処理について説明する。電



(34) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40

50

気角推定部１４０は、電圧センサ３９から出力されるモータ端子電圧Ｖu，Ｖv，Ｖwを表
す検出信号と、電流センサ３８から出力されるモータ電流Ｉu，Ｉv，Ｉwを表す検出信号
とを入力し、モータ２０で発生する誘起電圧ｅを計算する。誘起電圧ｅの計算にあたって
は、図３０に示すように、モータ２０のＵ相の誘起電圧をｅu、Ｖ相の誘起電圧をｅv、Ｗ
相の誘起電圧をｅwとして、次式（３６），（３７），（３８）により誘起電圧ｅu、ｅv
、ｅwを計算する。
　ｅu＝Ｖu－Ｉu・Ｒ－Ｖm　・・・（３６）
　ｅv＝Ｖv－Ｉv・Ｒ－Ｖm　・・・（３７）
　ｅw＝Ｖw－Ｉw・Ｒ－Ｖm　・・・（３８）
　ここで、Ｖmは中点電圧、Ｒは各相のコイルの巻線抵抗である。中点電圧Ｖmは、Ｖm＝
（Ｖu＋Ｖv＋Ｖw）／３として計算すればよい。
【０１８４】
　モータ２０の誘起電圧ｅは、次式（３９）を使って３相の誘起電圧ｅu，ｅv，ｅwを２
相のｄ－ｑ座標系における誘起電圧ｅｄ，ｅｑに変換した後に、次式（４０）を使って計
算することができる。
【数１３】

【数１４】

【０１８５】
　モータ２０で発生する誘起電圧ｅとモータ角速度とは比例関係を有する。従って、モー
タ角速度ωは、次式（４１）により推定することができる。
　ω＝ｅ／Ｋｅ　・・・（４１）
　ここで、Ｋｅは、モータ２０の角速度と誘起電圧との関係を表すモータ誘起電圧定数〔
Ｖ／（ｒａｄ／ｓ）〕である。以下、推定されたモータ角速度ωを推定角速度ωと呼ぶ。
【０１８６】
　電気角推定部１４０は、推定角速度ωと演算周期とから、１演算周期の間にモータ２０
の回転子が回転した電気角変化量｜Δθｅ｜を次式（４２）により計算する。
　｜Δθｅ｜＝Ｋｆ・ω　　・・・（４２）
　ここでＫｆは、モータ角速度（ｒａｄ／ｓ）から１演算周期のあいだにモータ２０の回
転子が回転する電気角（ｒａｄ）を求めるための定数であり、演算周期に相当する。
【０１８７】
　電気角推定部１４０は、１周期前の演算タイミングで算出した推定電気角θｅ２(n-1)
を記憶しており、この推定電気角θｅ２(n-1)に電気角変化量｜Δθｅ｜をモータ回転方
向に応じて加減算することにより現在の推定電気角θｅ２(n)を算出する。モータ２０の
回転方向は、例えば、操舵トルクＴｒの符号（正負）にて判定することができる。このた
め、推定電気角θｅ２(n)は、操舵トルクＴｒの符号をＳ（Ｔｒ）とすると、次式（４３
）にて表される。
　　θｅ２(n)＝θｅ２（n-1)＋Ｓ（Ｔｒ）・｜Δθｅ｜　・・・（４３）
　この場合、推定電気角θｅ２（n-1)の初期値は、電気角推定部１４０が演算を開始する
直前に検出されていたセンサ電気角θｅ１を使用すればよい。
【０１８８】
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　次に、制御変更指令部１３０２について説明する。制御変更指令部１３０２は、軸ずれ
検出部１２２から出力される軸ずれ判定フラグＦおよび軸ずれ程度Ｑを表す情報を入力す
る。そして、判定フラグＦが「１」の場合には、第２実施形態と同様に、アシストトルク
設定部１０１１に対して目標アシストトルクＴ＊の計算方法を変更するための指令信号Ｃ
ｔを出力し、アシスト電流指令部１０２１に対して電流指令値の計算方法を変更するため
の指令信号Ｃｉを出力する。制御変更指令部１３０２は、軸ずれ程度Ｑが大きい場合には
、電気角計算部１０７により計算されるセンサ電気角θｅ１に代えて、電気角推定部１４
０により推定される推定電気角θｅ２を使ってモータ２０を駆動する制御態様に切り替え
る。
【０１８９】
　図２９は、制御変更指令部１３０２（マイコンの機能部）が実行する制御態様切替ルー
チンを表す。制御態様切替ルーチンは、所定の周期で繰り返し実行される。制御変更指令
部１３０２は、まず、ステップＳ１０１において、軸ずれ検出部１２２から出力される軸
ずれ程度Ｑを読み込む。続いて、ステップＳ１０２において、軸ずれ程度Ｑの大きさが、
第１閾値Ｑref1以下であるのか、第１閾値Ｑref1より大きく第２閾値Ｑref2（＞Ｑref1）
以下であるのか、第２閾値Ｑref2より大きいのかについて判定する。制御変更指令部１３
０２は、軸ずれ程度Ｑが第１閾値Ｑref1以下であると判定した場合には、ステップＳ１０
３において、モータ２０の制御態様をノーマル制御に設定し、ステップＳ１０４において
、車室内のインストルメントパネルに設けられたインジケータ３００をオフ（消灯）状態
に維持する。
【０１９０】
　この軸ずれ程度Ｑは、第２実施形態における軸ずれ程度Ｑと同様であり、例えば、軸ず
れ検出部１２２が軸ずれ検出処理１を実施する場合であれば第１検出角θ１と第２検出角
θ２との偏差Δθ（＝｜θ１－θ２｜））に相当するものであり、軸ずれ検出部１２２が
軸ずれ検出処理２を実施する場合であれば加算値Ｖs12（＝Ｖs1＋Ｖs2）と加算値Ｖc12（
＝Ｖc1＋Ｖc2）とのうちの大きい方の値に相当するものであり、軸ずれ検出部１２２が軸
ずれ検出処理３を実施する場合であれば軸ずれの距離を表す合成ずれ量Ｄに相当するもの
であり、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理４を実施する場合であれば回転２次周波数
成分の振幅Ａｙに相当するものである。
【０１９１】
　また、第１閾値Ｑref1は、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ判定フラグＦを「０」から「１
」に切り替える閾値に相当し、例えば、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理１を実施す
る場合であれば判定閾値θrefに相当するものであり、軸ずれ検出部１２２が軸ずれ検出
処理２を実施する場合であれば判定閾値Ｖrefに相当するものであり、軸ずれ検出部１２
２が軸ずれ検出処理３を実施する場合であれば判定閾値Ｄrefに相当するものであり、軸
ずれ検出部１２２が軸ずれ検出処理４を実施する場合であれば判定閾値Ａｙrefに相当す
るものである。
【０１９２】
　従って、制御変更指令部１３０２は、軸ずれが少なく、軸ずれ判定フラグＦが「０」と
なる状況においては、モータ２０の制御態様をノーマル制御に設定する。ノーマル制御と
は、回転角検出部１２０１により検出されたモータ回転角θを使ってモータ２０を駆動制
御するとともに、軸ずれ検出によって操舵アシストの制限を行うことをしない通常の制御
態様をいう。
【０１９３】
　制御変更指令部１３０２は、モータ２０の制御態様をノーマル制御に設定するにあたっ
て、アシストトルク設定部１０１１に対しては指令信号Ｃｔを使ってノーマル制御を指定
し、アシスト電流指令部１０２１に対しては指令信号Ｃｉを使ってノーマル制御を指定し
、電気角推定部１４０および電気角選択部１５０に対しては指令信号Ｃｅを使ってノーマ
ル制御を指定する。
【０１９４】
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　ノーマル制御が指定されると、アシストトルク設定部１０１１は、補償トルクＴb1，Ｔ
b2を組み込んだ目標アシストトルクＴ＊を計算する。また、アシスト電流指令部１０２１
は、制限ゲインＧを値「１．０」に設定する。また、電気角推定部１４０は、推定電気角
θｅ２の計算処理を行わない。また、電気角選択部１５０は、電気角計算部１０７により
出力されるセンサ電気角θｅ１を選択して、電気角θｅとして出力する。
【０１９５】
　また、ノーマル制御が設定されている場合には、軸ずれ判定フラグＦが「０」になって
いるため、回転角検出部１２０１においては、回転角計算部１２１で計算されたモータ回
転角θ’を補正することなくモータ回転角θとして出力する。
【０１９６】
　一方、制御変更指令部１３０２は、ステップＳ１０２において、軸ずれ程度Ｑが第１閾
値Ｑref1より大きく、かつ、第２閾値Ｑref2以下であると判定した場合には、ステップＳ
１０５において、モータ２０の制御態様を軸ずれ補正制御に設定し、ステップＳ１０６に
おいて、車室内のインストルメントパネルに設けられたインジケータ３００を黄色にて点
灯させて、ドライバーに対して注意を促す。
【０１９７】
　軸ずれ程度Ｑが第１閾値Ｑref1より大きくなる場合、軸ずれ判定フラグＦは「１」に設
定されている。従って、モータ２０の制御態様が軸ずれ補正制御に設定された場合、回転
角検出部１２０１においては、補正部１２４が上述した回転角補正処理１～４の何れかを
実行することにより、軸ずれに伴う角度誤差を低減したモータ回転角θを出力する。
【０１９８】
　制御変更指令部１３０２は、制御態様を軸ずれ補正制御に設定するにあたって、アシス
トトルク設定部１０１１に対しては指令信号Ｃｔを使って軸ずれ補正制御を指定し、アシ
スト電流指令部１０２１に対しては指令信号Ｃｉを使って軸ずれ補正制御を指定し、電気
角推定部１４０および電気角選択部１５０に対しては指令信号Ｃｅを使って軸ずれ補正制
御を指定する。
【０１９９】
　アシストトルク設定部１０１１は、軸ずれ補正制御が指定されると、補償トルクＴb1，
Ｔb2をゼロ（Ｔb1＝０，Ｔb2＝０）にした目標アシストトルクＴ＊を計算する。また、ア
シスト電流指令部１０２１は、制限ゲインマップを参照して制限ゲインＧを角速度ωｍに
基づいて設定し、この制限ゲインＧによりｄ軸指令電流Ｉｄ＊を低減するように補正する
。また、電気角推定部１４０は、ノーマル制御と同様に推定電気角θｅ２の計算処理を行
わない。また、電気角選択部１５０は、ノーマル制御と同様に電気角計算部１０７により
出力されるセンサ電気角θｅ１を選択して、電気角θｅとして出力する。
【０２００】
　この軸ずれ補正制御においては、モータ回転角θに関連して設定される制御量（補償ト
ルクＴb1，Ｔb2、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊）が低減されるため、軸ずれが操舵アシストに与え
る影響を低減することができる。また、操舵アシストを停止せずに継続するためドライバ
ーにとって使い勝手がよい。また、インジケータが黄色にて点灯するため、ドライバーに
異常を知らせることができる。
【０２０１】
　また、制御変更指令部１３０２は、ステップＳ１０２において、軸ずれ程度Ｑが第２閾
値Ｑref2より大きいと判定した場合には、ステップＳ１０７において、モータ２０の制御
態様を回転角センサレス制御に設定し、ステップＳ１０８において、車室内のインストル
メントパネルに設けられたインジケータ３００を赤色にて点灯させて、ドライバーに対し
て強い注意を促す。尚、インジケータ３００の点灯に加えて、更に、アラームブザー（図
示略）を鳴動させるようにしてもよい。
【０２０２】
　制御変更指令部１３０２は、制御態様を回転角センサレス制御に設定するにあたって、
アシストトルク設定部１０１１に対しては指令信号Ｃｔを使って回転角センサレス制御を
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指定し、アシスト電流指令部１０２１に対しては指令信号Ｃｉを使って回転角センサレス
制御を指定し、電気角推定部１４０および電気角選択部１５０に対しては指令信号Ｃｅを
使って回転角センサレス制御を指定する。
【０２０３】
　アシストトルク設定部１０１１およびアシスト電流指令部１０２１は、回転角センサレ
ス制御が指定された場合は、軸ずれ補正制御が指定された場合と同様の処理を行う。一方
、電気角推定部１４０は、回転角センサレス制御が指定されると、上述した推定電気角θ
ｅ２の計算処理を開始し、計算した推定電気角θｅ２を電気角選択部１５０に出力する。
電気角選択部１５０は、回転角センサレス制御が指定されると、電気角推定部１４０から
出力された推定電気角θｅ２と回転角検出部１２０１から出力されたセンサ電気角θｅ１
とのうち推定電気角θｅ２を選択して、電気角θｅとして出力する。
【０２０４】
　回転角センサレス制御が実施される場合には、回転角検出部１２０１で検出したモータ
回転角θはモータ２０の駆動制御に使用されないため、回転角検出部１２０１においては
、回転角計算部１２１および補正部１２４の計算処理を中止する。
【０２０５】
　この回転角センサレス制御においては、回転角検出装置（回転角センサ２００と回転角
検出部１２０１）を使わずに、モータ２０で発生する誘起電圧に基づいてモータ２０の電
気角を推定し、その推定した推定電気角θｅ２に基づいてモータ２０を駆動制御する。従
って、回転角センサ２００に大きな軸ずれが発生していても、軸ずれに関係なくモータ２
０を駆動制御することができる。このため、操舵アシストを継続させるためドライバーに
とって使い勝手がよい。また、回転角センサレス制御の場合には、回転角検出装置が適切
に作動する場合に比べて、電気角の検出精度が低下している。そのため、この実施形態に
おいては、モータ回転角θ（電気角θｅに対応する）に関連して設定される制御量（補償
トルクＴb1，Ｔb2、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊）を低減することで、不適切な操舵アシストが行
われることを抑制することができる。
【０２０６】
　以上説明した第３実施形態の回転角検出装置を備えた電動パワーステアリング装置によ
れば、軸ずれ程度Ｑに応じてモータ２０の制御態様を切り替えるため、回転角センサ２０
０の軸ずれ状態に応じた適切な操舵アシスト制御を実行することができる。また、モータ
２０の制御態様の切り替えにあわせて、インジケータ３００の作動態様を切り替えるため
、ドライバーに対して、軸ずれ程度が大きいほど強く修理の必要性を知らせることができ
る。
【０２０７】
　尚、軸ずれ程度Ｑが第２閾値Ｑref2より大きい場合には、ステップＳ１０７において、
操舵アシストを停止するようにしてもよい。また、モータ２０の制御態様を、ノーマル制
御と回転角センサレス制御の２通りとして、軸ずれ程度Ｑが第１閾値Ｑref1より大きい場
合には、回転角センサレス制御を設定するようにしてもよい。
【０２０８】
　以上、３つの実施形態にかかる回転角検出装置を備えた電動パワーステアリング装置に
ついて説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を逸
脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【０２０９】
　例えば、本実施形態においては、ＭＲセンサＳの異常を検出する異常検出部１２３を備
えているが、必ずしも異常検出部１２３を設ける必要はない。異常検出部１２３を設けな
くても、ＭＲセンサＳの異常が発生した場合には、軸ずれ検出部１２２が大きな軸ずれの
発生を検出することになるため、その軸ずれの発生の検出により、操舵アシストの制御態
様を変更（停止あるいは回転角センサレス制御への変更）することが可能となり、ＭＲセ
ンサＳの異常に対処することができる。
【０２１０】
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　また、例えば、第１実施形態では、軸ずれの発生が検出された場合（Ｆ＝１）、操舵ア
シスト制御を停止するようにしているが、第２実施形態のように、アシストトルク設定部
１０１１、アシスト電流指令部１０２１、制御変更指令部１３０１を設けて、操舵アシス
トの制御量の計算方法を切り替えて操舵アシストを継続するようにしてもよい。
【０２１１】
　また、本実施形態の回転角センサ２００は、Ｎ極に着磁された領域２１１とＳ極に着磁
された領域２１２とを１つずつ設けたマグネット部２１０を使用しているが、例えば、図
３１に示すように、Ｎ極とＳ極とが複数の領域に交互に着磁されたマグネット部２１０を
使用することもできる。また、同図に示すように、センサ部２２０は、マグネット部２１
０の外周面に向かい合って、その周方向に沿ってＭＲセンサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2を所
定間隔で配設して設けるよう構成されたものであってもよい。この場合においても、ＭＲ
センサＳs1，Ｓc1，Ｓs2，Ｓc2は、位相がπ／２ずつずれた検出信号を出力するように配
置すればよい。
【０２１２】
　また、本実施形態の回転角センサ２００は、４つのＭＲセンサＳを備えているが、ＭＲ
センサＳの数は、４つに限るものではない。例えば、図３１に示すように着磁されたマグ
ネット部２１０を備えている場合には、破線にて示すセンサ部２２０を追加して、２組の
センサ部２２０を互いに周方向に１８０°ずれた位置に設けるようにすることもできる。
この場合は、一方のセンサ部２２０が故障した場合でも、他方のセンサ部２２０を使用す
ることができる。
【０２１３】
　また、軸ずれ検出処理４においては、振幅を計算する対象データとして、操舵トルクＴ
ｒ、ｄ軸指令電流Ｉｄ＊、ｑ軸指令電流Ｉｑ＊、ｄ軸実電流Ｉｄ、ｑ軸実電流Ｉｑ、ハン
ドル角速度ωｈ、誘起電圧ｅ、モータ角速度ωｍの何れか１つを使用しているが、それら
のうちの複数種類の振幅を計算し、計算された複数種類の振幅に基づいて軸ずれを判断す
るようにしてもよい。例えば、複数種類の振幅の最大値、あるいは、最小値、あるいは、
平均値等を使って軸ずれを判断するようにしてもよい。
【０２１４】
　また、第２実施形態におけるアシストトルク設定部１０１１においては、軸ずれの発生
が検出されている場合には、ダンピング補償トルクＴb1および戻し補償トルクＴb2をゼロ
に設定しているが、必ずしもゼロにする必要はなく、それらが低減されるように補正する
ものであればよい。
【０２１５】
　また、回転角補正処置３においては、角速度ω’の回転２次周波数成分の振幅Ａωが閾
値Ａωref2以下に低減されように補正量θを計算しているが、角速度ω’に代えて、軸ず
れの発生に伴って回転２次周波数成分の振動が生じる他の物理量を採用することもできる
。
【０２１６】
　また、本実施形態においては、モータ２０の発生するトルクをラックバー１４に付与す
るラックアシスト式の電動パワーステアリング装置について説明したが、モータの発生す
るトルクをステアリングシャフト１２に付与するコラムアシスト式の電動パワーステアリ
ング装置であってもよい。
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【図３１】

【手続補正書】
【提出日】平成24年5月25日(2012.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段と、
　前記軸ずれ検出手段により前記軸ずれの発生が検出されている場合、前記軸ずれによる
回転角の検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算する回転角補正手段と
　を備えたことを特徴とする回転角検出装置。
【請求項２】



(46) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号か
ら計算される第１回転角と、前記位相が互いにπ／２ずれた他の２つの磁気センサの出力
信号から計算される第２回転角との偏差が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生している
と判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項６】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力値の合計で
ある第１加算値と、前記位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値の合計であ
る第２加算値とに基づいて、前記第１加算値と前記第２加算値の少なくとも一方が閾値よ
り大きい場合に、軸ずれが発生していると判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項７】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
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　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力値の合計で
ある第１加算値に基づいて、前記２つの磁気センサの磁気検出位置を結んだ直線の成す方
向に対して、前記マグネット部の回転中心から前記２つの磁気センサの磁気検出位置への
方向が傾く第１角度を計算し、前記位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値
の合計である第２加算値に基づいて、前記他の２つの磁気センサの磁気検出位置を結んだ
直線の成す方向に対して、前記マグネット部の回転中心から前記他の２つの磁気センサの
磁気検出位置への方向が傾く第２角度を計算し、前記第１角度と前記第２角度とから、前
記軸ずれの量を表す軸ずれ量を計算し、前記軸ずれ量が閾値より大きい場合に、軸ずれが
発生していると判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項８】
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記回転角補正手段は、前記４つの磁気センサの出力信号を使って、前記軸ずれによる
検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算することを特徴とする請求項１記載
の回転角検出装置。
【請求項９】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って複数の回転角計算値を計算し、前記複数の回転角計算値の
平均値を前記回転軸の回転角としたことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１０】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って計算した複数の回転角計算値のうち、前記複数の回転角計
算値の平均値に最も近い回転角計算値を前記回転軸の回転角として選択することを特徴と
する請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１１】
　前記回転角補正手段は、４つの磁気センサの出力信号を使って前記軸ずれに対応した補
正角度を計算し、前記回転角計算手段により計算された回転角を前記補正角度で補正する
ことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１２】
　請求項１、５、６、７、８、９、１０、１１の何れか一項記載の回転角検出装置を備え
、前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記軸ずれ情報出力手段から出力される軸ずれ情報に基づいて、前記モータの制御態様
を変更する制御態様変更手段を備えたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項１３】
　前記軸ずれの発生に伴って生じる物理量の周期的な変動を検出する変動検出手段を備え
、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により検出された物理量の周期的な変動に基
づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１２記載の電動パワーステアリ
ング装置。
【請求項１４】
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　前記変動検出手段は、前記物理量として、前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、
前記モータの制御値、操舵角速度、前記モータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧
の少なくとも１つを取得し、前記物理量における前記回転角計算手段により計算された回
転角の周波数の２倍の周波数成分の振幅を計算し、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における前記振
幅に基づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１３記載の電動パワース
テアリング装置。
【請求項１５】
　前記回転角補正手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における振幅が
減少するように前記回転角計算手段により計算された回転角を補正することを特徴とする
請求項１４記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１６】
　前記変動検出手段は、前記操舵トルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前
記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し、
　前記回転角補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおけ
る前記位相に基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し、
前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正することを特
徴とする請求項１５記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１７】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記回転角検
出装置により検出される回転角を使わずに、前記モータで発生する誘起電圧に基づいて推
定した推定電気角を使って前記モータを駆動制御する制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１８】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
角速度に応じて設定される弱め界磁制御量を低減した制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１７の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１９】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
回転角あるいは角速度に応じて設定され前記操舵アシストトルクに付加される補償トルク
を低減した制御態様に切り替えることを特徴とする請求項１２ないし請求項１８の何れか
一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２０】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、操舵アシスト
を停止させることを特徴とする請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワ
ーステアリング装置。
【請求項２１】
　前記軸ずれの発生が検出された場合、前記軸ずれの程度に応じて異なる態様で異常をド
ライバーに報知する軸ずれ報知手段を備えたことを特徴とする請求項１２ないし請求項２
０の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２２】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
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る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備えた回転角検
出装置を備え、
　前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、前記モータの制御値、操舵角速度、前記モ
ータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧の少なくとも１つの物理量を取得し、前記
物理量における前記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分
の振幅を計算する変動検出手段を備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における前記振
幅に基づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項２３】
　前記変動検出手段により計算された前記物理量における振幅が減少するように前記回転
角計算手段により計算された回転角を補正する回転角補正手段を備えたことを特徴とする
請求項２２記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２４】
　前記変動検出手段は、前記操舵トルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前
記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し、
　前記回転角補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおけ
る前記位相に基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し、
前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正することを特
徴とする請求項２３記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２５】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備えた回転角検
出装置を備え、
　前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの角速度に応じて設定される
弱め界磁制御量を低減した制御態様に切り替える制御態様変更手段を備えたことを特徴と
する電動パワーステアリング装置。
【請求項２６】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算



(50) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

する回転角計算手段と、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備えた回転角検
出装置を備え、
　前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの回転角あるいは角速度に応
じて設定され前記操舵アシストトルクに付加される補償トルクを低減した制御態様に切り
替えて操舵アシストを継続させる制御態様変更手段を備えたこと特徴とする電動パワース
テアリング装置。
【請求項２７】
　請求項１、５、６、７、８、９、１０、１１の何れか一項記載の回転角検出装置を備え
、前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置。
【手続補正書】
【提出日】平成25年12月26日(2013.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段と、
　前記軸ずれ検出手段により前記軸ずれの発生が検出されている場合、前記軸ずれによる
回転角の検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算する回転角補正手段と
　を備えたことを特徴とする回転角検出装置。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
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たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号か
ら計算される第１回転角と、前記位相が互いにπ／２ずれた他の２つの磁気センサの出力
信号から計算される第２回転角との偏差が閾値より大きい場合に、軸ずれが発生している
と判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項６】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力値の合計で
ある第１加算値と、前記位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値の合計であ
る第２加算値とに基づいて、前記第１加算値と前記第２加算値の少なくとも一方が閾値よ
り大きい場合に、軸ずれが発生していると判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項７】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と
　を備えた回転角検出装置において、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備え、
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
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　前記軸ずれ検出手段は、前記位相が互いにπずれた２つの磁気センサの出力値の合計で
ある第１加算値に基づいて、前記２つの磁気センサの磁気検出位置を結んだ直線の成す方
向に対して、前記マグネット部の回転中心から前記２つの磁気センサの磁気検出位置への
方向が傾く第１角度を計算し、前記位相が互いにπずれた他の２つの磁気センサの出力値
の合計である第２加算値に基づいて、前記他の２つの磁気センサの磁気検出位置を結んだ
直線の成す方向に対して、前記マグネット部の回転中心から前記他の２つの磁気センサの
磁気検出位置への方向が傾く第２角度を計算し、前記第１角度と前記第２角度とから、前
記軸ずれの量を表す軸ずれ量を計算し、前記軸ずれ量が閾値より大きい場合に、軸ずれが
発生していると判定することを特徴とする回転角検出装置。
【請求項８】
　前記センサ部は、前記回転軸の回転に伴って正弦波状に変化する周期信号をその位相が
π／２ずつずれるように出力する４つの磁気センサを備え、
　前記回転角補正手段は、前記４つの磁気センサの出力信号を使って、前記軸ずれによる
検出誤差を低減するように前記回転軸の回転角を計算することを特徴とする請求項１記載
の回転角検出装置。
【請求項９】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って複数の回転角計算値を計算し、前記複数の回転角計算値の
平均値を前記回転軸の回転角としたことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１０】
　前記回転角補正手段は、前記位相が互いにπ／２ずれた２つの磁気センサの出力信号の
複数通りの組み合わせを使って計算した複数の回転角計算値のうち、前記複数の回転角計
算値の平均値に最も近い回転角計算値を前記回転軸の回転角として選択することを特徴と
する請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１１】
　前記回転角補正手段は、４つの磁気センサの出力信号を使って前記軸ずれに対応した補
正角度を計算し、前記回転角計算手段により計算された回転角を前記補正角度で補正する
ことを特徴とする請求項８記載の回転角検出装置。
【請求項１２】
　請求項１、５、６、７、８、９、１０、１１の何れか一項記載の回転角検出装置を備え
、前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記軸ずれ情報出力手段から出力される軸ずれ情報に基づいて、前記モータの制御態様
を変更する制御態様変更手段を備えたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項１３】
　前記軸ずれの発生に伴って生じる物理量の周期的な変動を検出する変動検出手段を備え
、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により検出された物理量の周期的な変動に基
づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１２記載の電動パワーステアリ
ング装置。
【請求項１４】
　前記変動検出手段は、前記物理量として、前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、
前記モータの制御値、操舵角速度、前記モータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧
の少なくとも１つを取得し、前記物理量における前記回転角計算手段により計算された回
転角の周波数の２倍の周波数成分の振幅を計算し、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における前記振
幅に基づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする請求項１３記載の電動パワース
テアリング装置。
【請求項１５】
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　前記回転角補正手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における振幅が
減少するように前記回転角計算手段により計算された回転角を補正することを特徴とする
請求項１４記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１６】
　前記変動検出手段は、前記操舵トルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前
記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し、
　前記回転角補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおけ
る前記位相に基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し、
前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正することを特
徴とする請求項１５記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１７】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記回転角検
出装置により検出される回転角を使わずに、前記モータで発生する誘起電圧に基づいて推
定した推定電気角を使って前記モータを駆動制御する制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１８】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
角速度に応じて設定される弱め界磁制御量を低減した制御態様に切り替えることを特徴と
する請求項１２ないし請求項１７の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項１９】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの
回転角あるいは角速度に応じて設定され前記操舵アシストトルクに付加される補償トルク
を低減した制御態様に切り替えることを特徴とする請求項１２ないし請求項１８の何れか
一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２０】
　前記制御態様変更手段は、前記軸ずれの発生が検出されている場合には、操舵アシスト
を停止させることを特徴とする請求項１２ないし請求項１６の何れか一項記載の電動パワ
ーステアリング装置。
【請求項２１】
　前記軸ずれの発生が検出された場合、前記軸ずれの程度に応じて異なる態様で異常をド
ライバーに報知する軸ずれ報知手段を備えたことを特徴とする請求項１２ないし請求項２
０の何れか一項記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２２】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備えた回転角検
出装置を備え、
　前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記操舵トルク、前記モータに流れる電流、前記モータの制御値、操舵角速度、前記モ
ータの角速度、前記モータで発生する誘起電圧の少なくとも１つの物理量を取得し、前記
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物理量における前記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分
の振幅を計算する変動検出手段を備え、
　前記軸ずれ検出手段は、前記変動検出手段により計算された前記物理量における前記振
幅に基づいて、軸ずれの発生を検出することを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項２３】
　前記変動検出手段により計算された前記物理量における振幅が減少するように前記回転
角計算手段により計算された回転角を補正する回転角補正手段を備えたことを特徴とする
請求項２２記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２４】
　前記変動検出手段は、前記操舵トルクと前記モータの角速度とのそれぞれについて、前
記回転角計算手段により計算された回転角の周波数の２倍の周波数成分の位相を計算し、
　前記回転角補正手段は、前記計算された前記操舵トルクと前記モータの角速度とにおけ
る前記位相に基づいて前記回転角を増加または減少させる方向を表す補正方向を設定し、
前記回転角計算手段により計算された回転角を前記設定した補正方向に補正することを特
徴とする請求項２３記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項２５】
　回転軸と一体となって回転するように設けられ、前記回転軸の回転にともなってＮ極に
着磁された領域の位置とＳ極に着磁された領域の位置が交互に切り替わるように着磁され
たマグネット部と、
　前記マグネット部に向かい合って配置され、前記回転軸の回転にともなって前記マグネ
ット部の磁気作用により周期的に変化する周期信号を出力する磁気センサを複数備えたセ
ンサ部と、
　前記センサ部の磁気センサが出力する周期信号に基づいて、前記回転軸の回転角を計算
する回転角計算手段と、
　前記マグネット部と前記センサ部とにおける前記回転軸の径方向の相対位置のずれであ
る軸ずれの発生を検出する軸ずれ検出手段と、
　前記軸ずれの発生を表す軸ずれ情報を出力する軸ずれ情報出力手段とを備えた回転角検
出装置を備え、
　前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置であって、
　前記軸ずれの発生が検出されている場合には、前記モータの角速度に応じて設定される
弱め界磁制御量を低減した制御態様に切り替える制御態様変更手段を備えたことを特徴と
する電動パワーステアリング装置。
【請求項２６】
（削除）
【請求項２７】
　請求項１、５、６、７、８、９、１０、１１の何れか一項記載の回転角検出装置を備え
、前記回転角検出装置により操舵アシスト用のモータの回転角を検出し、前記検出した回
転角に基づいて前記モータを駆動制御して、操舵トルクに応じた操舵アシストトルクを発
生させる電動パワーステアリング装置。



(55) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(56) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40



(57) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40



(58) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

20

30

40



(59) JP WO2013/076839 A1 2013.5.30

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

Ｆターム(参考) 3D333 CB02  CB13  CC38  CD53  CE21  CE31 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

