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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が共通の中性点に接続される３相のステータコイルに駆動電流を流すことによって
ロータが回転するブラシレスモータを、各相のステータコイルの他端に順次所定のタイミ
ングで駆動電流を流し込むモータドライバを介して駆動制御するブラシレスモータ駆動制
御回路であって、
　緩やかに上昇又は下降する中性点の電圧と、各相のステータコイルの他端に誘起される
大きな勾配で上昇又は下降する逆起電圧とを比較してその大小結果である極性の切り換わ
りを検出して逆起電圧極性信号を出力する少なくとも１個の逆起電圧検出コンパレータと
、
　前記逆起電圧極性信号の極性の切り換わりから前記モータドライバを駆動するまでのタ
イミングを導出するモータドライバ制御回路と、
　前記逆起電圧検出コンパレータに入力される中性点の電圧と逆起電圧のノイズ除去を行
うものであって、逆起電圧の振幅が小さくなる低速回転の場合は大きな時定数となり、逆
起電圧の振幅が大きい高速回転の場合は小さな時定数となるように、前記逆起電圧極性信
号に基づいて前記モータドライバ制御回路によって時定数が切換えられるノイズ除去用の
フィルタと、
　を備えることを特徴とするブラシレスモータ駆動制御回路。
【請求項２】
　請求項１のブラシレスモータ駆動制御回路において、
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　前記逆起電圧検出コンパレータは３相の逆起電圧をそれぞれ並列的に入力する３個の逆
起電圧検出コンパレータであり、前記フィルタは中性点の電圧と３相の逆起電圧のノイズ
除去を並列的に行う３個のフィルタであることを特徴とするブラシレスモータ駆動制御回
路。
【請求項３】
　請求項１のブラシレスモータ駆動制御回路において、
　３相の逆起電圧を入力し、それらを時分割して出力する逆起電圧マルチプレクサを更に
備え、
　前記逆起電圧検出コンパレータは１個の逆起電圧検出コンパレータであり、前記フィル
タは中性点の電圧と逆起電圧マルチプレクサの出力電圧のノイズ除去を行う１個のフィル
タであることを特徴とするブラシレスモータ駆動制御回路。
【請求項４】
　請求項１及び３のいずれかに記載のブラシレスモータ駆動制御回路と、
　そのブラシレスモータ駆動制御回路によって制御されるモータドライバと、
　そのモータドライバによって駆動されるブラシレスモータと、を備えることを特徴とす
るブラシレスモータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３相のステータコイルを有したブラシレスモータをセンサレス型で駆動制御
するブラシレスモータ駆動制御回路及びそれを用いたブラシレスモータ装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　この種のブラシレスモータ駆動制御回路は、ホール素子を用いずに、ロータの回転に伴
って発生する３相のステータコイルの逆起電圧をコンパレータにより検出し、この逆起電
圧によりロータの回転位置を検出してブラシレスモータを制御駆動する（例えば特許文献
１）。
【０００３】
　ここで、ステータコイルに発生する逆起電圧の振幅はロータの回転速度に比例するため
、低速回転時には、高速回転時に比べ逆起電圧の振幅が小さくなり、ノイズに対するその
比率、すなわちＳ／Ｎ比が小さくなる傾向にある。この対策として、逆起電圧をコンパレ
ータにより検出する前にローパスフィルタを通してノイズを除去し、所要のＳ／Ｎ比を確
保して逆起電圧の検出精度が低下しないようにしている。なお、このノイズは、具体的に
は、ブラシレスモータをＰＷＭ（パルス幅変調）駆動する場合に発生するスイッチングノ
イズなどである。また、低速回転時とは、定常的な低速回転の他、ロータの回転起動時や
回転停止移行時も含まれる。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１４９８７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、従来のブラシレスモータ駆動制御回路は、ローパスフィルタを付加するこ
とにより所要のＳ／Ｎ比を確保することができる。しかし、その反面、このローパスフィ
ルタが持つ時定数により、ロータの回転位置に対応する逆起電圧のコンパレータへの入力
が遅延する。その結果、ブラシレスモータ駆動制御回路の出力タイミングは、遅延時間に
応じてロータを効率よく回転させるためのタイミングからずれて効率が低下することにな
る。特に、高速回転時には、この逆起電圧の遅延時間に対応する電気角が大きくなるため
、ブラシレスモータの効率は更に低下し、極端な場合はロータが停止するおそれもある。
【０００６】
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　本発明は、係る事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、所要の逆起電圧のＳ／
Ｎ比を確保すると共に、高速回転時でのブラシレスモータの効率の低下を抑制することが
できるブラシレスモータ駆動制御回路及びそれを用いたブラシレスモータ装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のブラシレスモータ駆動制御回路は、一端
が共通の中性点に接続される３相のステータコイルに駆動電流を流すことによってロータ
が回転するブラシレスモータを、各相のステータコイルの他端に順次所定のタイミングで
駆動電流を流し込むモータドライバを介して駆動制御するブラシレスモータ駆動制御回路
であって、緩やかに上昇又は下降する中性点の電圧と、各相のステータコイルの他端に誘
起される大きな勾配で上昇又は下降する逆起電圧とを比較してその大小結果である極性の
切り換わりを検出して逆起電圧極性信号を出力する少なくとも１個の逆起電圧検出コンパ
レータと、前記逆起電圧極性信号の極性の切り換わりから前記モータドライバを駆動する
までのタイミングを導出するモータドライバ制御回路と、前記逆起電圧検出コンパレータ
に入力される中性点の電圧と逆起電圧のノイズ除去を行うものであって、逆起電圧の振幅
が小さくなる低速回転の場合は大きな時定数となり、逆起電圧の振幅が大きい高速回転の
場合は小さな時定数となるように、前記逆起電圧極性信号に基づいて前記モータドライバ
制御回路によって時定数が切換えられるノイズ除去用のフィルタと、を備えることを特徴
とする。
【０００８】
　請求項２に記載のブラシレスモータ駆動制御回路は、請求項１のブラシレスモータ駆動
制御回路において、前記逆起電圧検出コンパレータは３相の逆起電圧をそれぞれ並列的に
入力する３個の逆起電圧検出コンパレータであり、前記フィルタは中性点の電圧と３相の
逆起電圧のノイズ除去を並列的に行う３個のフィルタであることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載のブラシレスモータ駆動制御回路は、請求項１のブラシレスモータ駆動
制御回路において、３相の逆起電圧を入力し、それらを時分割して出力する逆起電圧マル
チプレクサを更に備え、前記逆起電圧検出コンパレータは１個の逆起電圧検出コンパレー
タであり、前記フィルタは中性点の電圧と逆起電圧マルチプレクサの出力電圧のノイズ除
去を行う１個のフィルタであることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載のブラシレスモータ装置は、請求項１及び３のいずれかに記載のブラシ
レスモータ駆動制御回路と、そのブラシレスモータ駆動制御回路によって制御されるモー
タドライバと、そのモータドライバによって駆動されるブラシレスモータと、を備えるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のブラシレスモータ駆動制御回路及びそれを用いたブラシレスモータ装置は、ロ
ータの回転速度に応じて少なくとも第１及び第２の時定数を切り換えてその時定数に対応
した低域周波数成分を通過させる逆起電圧フィルタ回路を備えているので、低速回転時に
は時定数を大きくすることによりノイズ除去効果を高くして所要の逆起電圧のＳ／Ｎ比を
確保し、高速回転時には逆起電圧フィルタ回路による逆起電圧の遅延を少なくしてブラシ
レスモータの効率の低下を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本願発明を実施するための最良の形態であるブラシレスモータ駆動制御回路及び
それを用いたブラシレスモータ装置を説明する。このブラシレスモータ装置１は、図１に
示すように、ブラシレスモータ４と、ブラシレスモータ４を駆動するモータドライバ５と
、モータドライバ５を制御するブラシレスモータ駆動制御回路６と、を備える。
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【００１３】
　ブラシレスモータ４は、周方向にＮ極とＳ極が配設される永久磁石で構成されたロータ
ＲＯと、電流（駆動電流）を流すことによってロータＲＯの回転を制御する３相の、すな
わちＵ相、Ｖ相、Ｗ相のステータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷと、から構成される。ステータ
コイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷはＹ結線されて一端が共通の中性点に接続される。この中性点の
電圧は中性点端子Ｎを介してブラシレスモータ駆動制御回路６に出力される。また、ステ
ータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷの他端は端子Ｕ、Ｖ、Ｗを介してそれぞれモータドライバ５
の出力信号が入力されると共に、ステータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷの他端の逆起電圧をブ
ラシレスモータ駆動制御回路６に出力する。
【００１４】
　モータドライバ５は、Ｐ型のＭＯＳトランジスタである３個の電源側出力トランジスタ
ＴＵＵ、ＴＶＵ、ＴＷＵとＮ型のＭＯＳトランジスタである３個の接地側出力トランジス
タＴＵＬ、ＴＶＬ、ＴＷＬとから構成される。電源側出力トランジスタＴＵＵ、ＴＶＵ、
ＴＷＵの各ドレインと接地側出力トランジスタＴＵＵ、ＴＶＵ、ＴＷＵの各ドレインは、
それぞれ互いに接続されると共にブラシレスモータ４の端子Ｕ、Ｖ、Ｗに接続されている
。電源側出力トランジスタＴＵＵ、ＴＶＵ、ＴＷＵの各ソースはブラシレスモータ駆動用
電源ＶＭに接続され、接地側トランジスタＴＵＬ、ＴＶＬ、ＴＷＬのソースは、後述する
電流検出抵抗１２を介して接地電位に接続される。
【００１５】
　ブラシレスモータ駆動制御回路６は、ステータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷの一端である中
性点の電圧が中性点端子Ｎを介して、ステータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷの他端に誘起され
る３相の逆起電圧が端子Ｕ、Ｖ、Ｗを介して、それぞれ並列的に入力され、ロータＲＯの
回転速度に応じて第１及び第２の時定数を切り換えてその時定数に対応した低域周波数成
分を通過させる３個の逆起電圧フィルタ回路１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗと、逆起電圧フィル
タ回路１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗを通過した逆起電圧を並列的に入力し、それぞれを中性点
の電圧と比較してその大小結果である逆起電圧極性信号ＰＵ、ＰＶ、ＰＷを出力する３個
の逆起電圧検出コンパレータ１７Ｕ、１７Ｖ、１７Ｗと、逆起電圧極性信号ＰＵ、ＰＶ、
ＰＷに応じて、モータドライバ５を制御するモータドライバ制御回路１５ａと、を備える
。
【００１６】
　ブラシレスモータ駆動制御回路６は、更に、電圧入力端子ＳＰＩＮからの速度指令用の
入力電圧を反転増幅して回転速度制御電圧を出力する反転増幅器１１と、モータドライバ
５から流れ込むブラシレスモータ４の駆動電流を電圧に変換する前述の電流検出抵抗１２
と、この電圧と回転速度制御電圧を比較してその大小結果を出力する回転速度制御コンパ
レータ１３と、ＰＷＭ基準クロック入力端子ＰＣＬＫからセット入力端Ｓに入力されるＰ
ＷＭ基準クロック（例えば周波数１６７ｋＨｚ）の前縁エッジ（leading edge）によりセ
ットされ、電流検出抵抗１２の電圧が回転速度制御電圧に一致したときに、リセット入力
端Ｒに入力される回転速度制御コンパレータ１３の出力信号にリセットされることにより
ＰＷＭ信号を出力端Ｑからモータドライバ制御回路１５ａに出力するフリップフロップ回
路（ＦＦ）１４と、を備える。
【００１７】
　逆起電圧フィルタ回路１６Ｕは、具体的には、一端が中性点端子Ｎに接続され他端がコ
ンパレータ１７Ｕの一の入力端に接続された抵抗２１Ｕ（例えば抵抗値１０ｋΩ）と、一
端がＵ相の端子Ｕに接続され他端がコンパレータ１７Ｕの他の入力端に接続された抵抗２
２Ｕ（例えば抵抗値１０ｋΩ）と、コンパレータ１７Ｕの２個の入力端に両端が接続され
たコンデンサ２３Ｕ（例えば容量値８０ｐＦ）と、コンパレータ１７Ｕの２個の入力端に
スイッチ２４Ｕと２５Ｕを介して両端が接続されたコンデンサ２６Ｕ（例えば容量値１０
００ｐＦ）と、から構成される。所定回転速度（例えば３０００ｒｐｍ）以下の低速回転
時には、スイッチ２４Ｕ、２５Ｕが閉じてコンデンサ２３Ｕの容量にコンデンサ２６Ｕの
容量が付加される。このとき、抵抗２１Ｕ、２２Ｕの抵抗値とコンデンサ２３Ｕ、２６Ｕ
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の容量値で決まる大きな時定数が第１の時定数となる。所定回転速度を超える高速回転時
には、スイッチ２４Ｕ、２５Ｕが開いてコンデンサ２３Ｕの容量のみとなる。このとき、
抵抗２１Ｕ、２２Ｕの抵抗値とコンデンサ２３Ｕの容量値で決まる小さな時定数が第２の
時定数となる。上記したスイッチ２４Ｕ、２５Ｕの開閉動作は後述するようにモータドラ
イバ制御回路１５ａにより制御される。逆起電圧フィルタ回路１６Ｖ、１６Ｗについても
逆起電圧フィルタ回路１６Ｕと実質的に同様である。
【００１８】
　また、モータドライバ制御回路１５ａは、逆起電圧極性信号ＰＵ、ＰＶ、ＰＷが示すロ
ータＲＯの回転位置情報からモータドライバ５を制御するタイミングを導出すると共に、
それらの周期をシステムクロック入力端子ＳｙＣＬＫから入力されるシステムクロック（
例えば周波数１ＭＨｚ）をカウントすることにより求め、その周期に対応する回転速度が
所定回転速度のどちら側にあるかによって上記スイッチ２４Ｕ、２５Ｕ等の開閉制御を行
う。また、モータドライバ制御回路１５ａは、モータドライバ５の３個の電源側出力トラ
ンジスタＴＵＵ、ＴＶＵ、ＴＷＵには上記制御タイミングに従って選択されるトランジス
タをオンする信号を、３個の接地側出力トランジスタＴＵＬ、ＴＶＬ、ＴＷＬには上記タ
イミングに従って選択されるトランジスタにフリップフロップ回路１４から入力したＰＷ
Ｍ信号を出力する。
【００１９】
　次に、ブラシレスモータ４の回転速度の制御動作を説明する。ＰＷＭ基準クロック入力
端子ＰＣＬＫからのＰＷＭ基準クロックの前縁エッジに同期してＰＷＭ信号はオン期間に
なり、電流検出抵抗１２にはブラシレスモータ４の駆動電流が流れる。この電流は、電流
検出抵抗１２に生じる電圧が反転増幅器１１の出力である回転速度制御電圧に一致するま
で増加し、一致したときにＰＷＭ信号のオン期間は終わる。このようにして、電圧入力端
子ＳＰＩＮの電圧を変えることによりブラシレスモータ４の駆動電流を変え、それにより
回転速度を制御する。
【００２０】
　次に、ブラシレスモータ４の駆動タイミングの制御動作を図２に示す波形図に基づいて
説明する。（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はブラシレスモータ４における端子Ｕ、Ｖ、Ｗの電圧
波形（モータドライバ５の出力電圧と逆起電圧との合成電圧波形）、（ｄ）、（ｅ）、（
ｆ）は端子Ｕ、Ｖ、Ｗの逆起電圧波形、（ｇ）、（ｈ）、（ｉ）は逆起電圧極性信号ＰＵ

、ＰＶ、ＰＷの波形をそれぞれ示したものである。（ａ）、（ｂ）、（ｃ）には、参照の
ため同時に中性点電圧の波形を示している。（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）の逆起電圧波形は、
端子Ｕ、Ｖ、Ｗのそれぞれがハイインピーダンス状態になったときに、（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）に示すように、その端子に現れる。言い換えると、モータドライバ５により電圧が
印加されているときには、その印加電圧に逆起電圧が隠れて端子Ｕ、Ｖ、Ｗに逆起電圧波
形は現れない。また、端子Ｕ、Ｖ、Ｗに現れる逆起電圧と中性点端子Ｎの中性点電圧の交
差するときが、各ステータコイルＬＵ、ＬＶ、ＬＷの位置にロータＲＯにおけるＳ極とＮ
極の境界（極性の切り換わり）が来たときである。この極性の切り換わりを逆起電圧検出
コンパレータ１７Ｕ、１７Ｖ、１７Ｗが検出し、（ｇ）、（ｈ）、（ｉ）に示すように、
それらの出力である逆起電圧極性信号ＰＵ、ＰＶ、ＰＷはハイレベルからローレベル又は
ローレベルからハイレベルに変化する。
【００２１】
　以下、更に詳しく同図（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を説明する。ロータＲＯの周期をそれぞ
れ電気角６０°に相当するｔＡ、ｔＢ、ｔＣ、ｔＤ、ｔＥ、ｔＦの期間に分けて説明する
。期間ｔＡでは、Ｕ相の電源側出力トランジスタＴＵＵとＶ相の接地側出力トランジスタ
ＴＶＬとが選択されてＵ相のステータコイルＬＵからＶ相のステータコイルＬＶに電流が
流れる。このとき、中性点の端子Ｎには緩やかに下降する中性点電圧が現れ、ハイインピ
ーダンス状態のＷ相の端子ＷにはステータコイルＬＷにより誘起された大きな勾配で下降
する逆起電圧が現れる。期間ｔＢでは、Ｕ相の電源側出力トランジスタＴＵＵとＷ相の接
地側出力トランジスタＴＷＬとが選択されてＵ相のステータコイルＬＵからＷ相のステー
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タコイルＬＷに電流が流れる。このとき、中性点の端子Ｎには緩やかに上昇する中性点電
圧が現れ、ハイインピーダンス状態のＶ相の端子ＶにはステータコイルＬＶに誘起された
大きな勾配で上昇する逆起電圧が現れる。期間ｔＣでは、Ｖ相の電源側出力トランジスタ
ＴＶＵとＷ相の接地側出力トランジスタＴＷＬとが選択されてＶ相のステータコイルＬＶ

からＷ相のステータコイルＬＷに電流が流れる。このとき、中性点の端子Ｎには緩やかに
下降する中性点電圧が現れ、ハイインピーダンス状態のＵ相の端子Ｕにはステータコイル
ＬＵに誘起された大きな勾配で下降する逆起電圧が現れる。期間ｔＤでは、Ｖ相の電源側
出力トランジスタＴＶＵとＵ相の接地側出力トランジスタＴＵＬとが選択されてＶ相のス
テータコイルＬＶからＵ相のステータコイルＬＵに電流が流れる。このとき、中性点の端
子Ｎには緩やかに上昇する中性点電圧が現れ、ハイインピーダンス状態のＷ相の端子Ｗに
はステータコイルＬＷに誘起された大きな勾配で上昇する逆起電圧が現れる。期間ｔＥで
は、Ｗ相の電源側出力トランジスタＴＷＵとＵ相の接地側出力トランジスタＴＵＬとが選
択されてＷ相のステータコイルＬＷからＵ相のステータコイルＬＵに電流が流れる。この
とき、中性点の端子Ｎには緩やかに下降する中性点電圧が現れ、ハイインピーダンス状態
のＶ相の端子ＶにはステータコイルＬＶに誘起された大きな勾配で下降する逆起電圧が現
れる。期間ｔＦでは、Ｗ相の電源側出力トランジスタＴＷＵとＶ相の接地側出力トランジ
スタＴＶＬとが選択されてＷ相のステータコイルＬＷからＶ相のステータコイルＬＶに電
流が流れる。このとき、中性点の端子Ｎには緩やかに上昇する中性点電圧が現れ、ハイイ
ンピーダンス状態のＵ相の端子ＵにはステータコイルＬＵに誘起された大きな勾配で上昇
する逆起電圧が現れる。
【００２２】
　このように、逆起電圧は電気角６０°毎の期間において端子Ｕ、Ｖ、Ｗに順番に現れ、
この逆起電圧と中性点電圧の交差を検出することによりロータＲＯの回転位置が検出され
る。ここで、端子Ｕ、Ｖ、Ｗの電圧は、逆起電圧検出コンパレータ１７Ｕ、１７Ｖ、１７

Ｗに入力される前に、逆起電圧フィルタ回路１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗに入力されて逆起電
圧の検出精度が低下しないようノイズが除去される。逆起電圧の振幅が小さくなる低速回
転の場合は、スイッチ２４Ｕ、２５Ｕ等が閉じて大きな時定数となりカットオフ周波数が
低くなりノイズ除去効果が高くなる。こうして、低速回転の場合は逆起電圧の振幅が小さ
くなるが、所要のＳ／Ｎ比は確保される。また、逆起電圧の振幅が大きい高速回転の場合
は、スイッチ２４Ｕ、２５Ｕ等が開き小さな時定数となりカットオフ周波数が高くなりノ
イズ除去効果は低くなる。しかし、逆起電圧の振幅が大きいため低速回転の場合と比べＳ
／Ｎ比が低下することはなく、時定数が小さいのでそれによる逆起電圧の遅延が少なくな
り、もってブラシレスモータ装置１の効率の低下を抑制することができるのである。
【００２３】
　次に、本願発明を実施するため別の形態であるブラシレスモータ駆動制御回路及びそれ
を用いたブラシレスモータ装置を図３の回路図と図４の波形図に基づき説明する。このブ
ラシレスモータ装置２は、図３に示すように、ブラシレスモータ１におけるブラシレスモ
ータ駆動制御回路６の換わりにブラシレスモータ駆動制御回路７を備える。このブラシレ
スモータ駆動制御回路７は、ブラシレスモータ駆動制御回路６における３個の逆起電圧フ
ィルタ回路１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗ、３個の逆起電圧検出コンパレータ１７Ｕ、１７Ｖ、
１７Ｗ、モータドライバ制御回路１５ａの換わりに、逆起電圧マルチプレクサ（ＭＰＸ）
１８、１個の逆起電圧フィルタ回路１６、１個の逆起電圧検出コンパレータ１７、モータ
ドライバ制御回路１５ｂを備える。逆起電圧フィルタ回路１６は逆起電圧フィルタ回路１
６Ｕ等と同様の構成となっている。
【００２４】
　逆起電圧マルチプレクサ１８は、図４の（ｄ）に示すように、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
に示す端子Ｕ、Ｖ、Ｗの電圧を入力し、それらの端子に順番に現れる逆起電圧の部分を時
分割して電圧ＭＵを出力する。なお、（ｄ）には、参照のため中性点の電圧も示している
。逆起電圧フィルタ回路１６は、逆起電圧マルチプレクサ１８の出力電圧ＭＵに含まれる
３相の逆起電圧を入力し、上記と同様に、低速回転時と高速回転時に応じてノイズを除去
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する。逆起電圧検出コンパレータ１７は、（ｅ）に示すように、逆起電圧フィルタ回路１
６を通過した逆起電圧を中性点の電圧と比較してその大小結果である逆起電圧極性信号Ｐ

ＭＵを出力する。モータドライバ制御回路１５ｂは、逆起電圧極性信号ＰＭＵが示すロー
タＲＯの回転位置情報からモータドライバ５を制御するタイミングを導出してそれを制御
し、逆起電圧マルチプレクサ１８を制御するタイミングを導出してそれを制御する。また
、逆起電圧極性信号ＰＭＵの周期に対応する回転速度に応じて逆起電圧フィルタ回路１６
のスイッチ２４、２５の開閉制御を行う。
【００２５】
　このようにして、ブラシレスモータ駆動制御回路７は、ブラシレスモータ駆動制御回路
６と同様な利点を有することができ、更に、逆起電圧フィルタ回路と逆起電圧検出コンパ
レータの数を減少させることができるのでコスト低減が可能となる。
【００２６】
　なお、逆起電圧フィルタ回路１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗ（又は１６）は、ロータＲＯの回
転速度に応じて第１及び第２の時定数を切り換えるものであるが、更に回転速度に応じて
第１、第２、第３又はそれ以上の時定数を切り換えるようにすることも可能である。
【００２７】
　また、本発明は、上記のブラシレスモータ駆動制御回路６及び７のようにブラシレスモ
ータ４をＰＷＭ駆動するもの、すなわちそのためにノイズが大きくなるものに特に有効で
あるが、ノイズがＰＷＭ駆動に比べて少ないリニア駆動のブラシレスモータ駆動制御回路
などにも用いることもできる。
【００２８】
　以上、本発明の実施形態であるブラシレスモータ駆動制御回路及びそれを用いたブラシ
レスモータ装置について説明したが、本発明は、実施形態に記載したものに限られること
なく、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内でのさまざまな設計変更が可能である。例
えば、モータドライバ制御回路１５ａ（又は１５ｂ）は、モータドライバ５の接地側出力
トランジスタＴＵＬ、ＴＶＬ、ＴＷＬにＰＷＭ信号を出力して駆動電流を制御しているが
、反対に、電源側出力トランジスタＴＵＵ、ＴＶＵ、ＴＷＵにＰＷＭ信号を出力して駆動
電流を制御することも可能である。また、逆起電圧フィルタ回路は、第１及び第２の時定
数を有するようにするために様々な素子構成が可能であるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態に係るブラシレスモータ装置の回路図。
【図２】同上の各部に生じる波形を説明する波形図。
【図３】本発明の別の実施形態に係るブラシレスモータ装置の回路図。
【図４】同上の各部に生じる波形を説明する波形図。
【符号の説明】
【００３０】
　　　　　　　　　　　１、２　ブラシレスモータ装置
　　　　　　　　　　　　　４　ブラシレスモータ
　　　　　　　　　　　　　５　モータドライバ
　　　　　　　　　　　６，７　ブラシレスモータ駆動制御回路
　　　　　　　１５ａ、１５ｂ　モータドライバ制御回路
　１６Ｕ、１６Ｖ、１６Ｗ、１６　逆起電圧フィルタ回路
　１７Ｕ、１７Ｖ、１７Ｗ、１７　逆起電圧検出コンパレータ
　　　　　　　　　　　　１８　逆起電圧マルチプレクサ
　　　　　　　ＬＵ、ＬＶ、ＬＷ　ステータコイル
　　　　　　　　　　　　ＲＯ　ロータ
　　　　ＰＵ、ＰＶ、ＰＷ、ＰＭＵ　逆起電圧極性信号
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