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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期モータの２相交流座標系における誘起電圧モデルに、モータ印加電圧の指令値及び
モータ電流の検出値を入力することによって、当該同期モータの誘起電圧を演算し、その
演算した誘起電圧から推定磁極位置を求める同期モータの磁極位置推定方法において、
　前記誘起電圧モデルとして、モータ電流の波高値の時間微分をゼロと仮定した近似誘起
電圧モデルを用いるものであり、前記２相交流座標系がα－β座標系である場合、以下の
数式１によって示される近似誘起電圧モデルを用いて誘起電圧を演算することを特徴とす
る同期モータの磁極位置推定方法。
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【数１】

【請求項２】
　前記近似誘起電圧モデルによって算出した誘起電圧に応じた交流成分を直流成分に変換
し、当該直流成分に重畳する高周波成分を除去し、さらに、その高周波成分を除去した直
流成分から、前記推定磁極位置を求めることを特徴とする請求項１に記載の同期モータの
磁極位置推定方法。
【請求項３】
　前記直流成分への変換は、前記誘起電圧に基づいて第１の磁極位置を算出し、さらに、
その第１の磁極位置を微分することによって行われ、かつ、高周波成分を除去した直流成
分を積分した積分結果から、第２の磁極位置を求め、当該第２の磁極位置を前記推定磁極
位置とすることを特徴とする請求項２に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項４】
　前記第１の磁極位置と前記第２の磁極位置との位置誤差を算出し、その位置誤差に所定
の第１のゲインを乗じて、前記第２の磁極位置に加える位相同期処理を行うことを特徴と
する請求項３に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項５】
　前記第１の磁極位置と前記第２の磁極位置との位置誤差を算出し、その位置誤差がゼロ
となるように、前記位置誤差に所定の第２のゲインを乗じた補正係数により、前記直流成
分を補正することを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の同期モータの磁極位置推定
方法。
【請求項６】
　２相交流座標系における誘起電圧モデルによって演算される、交流成分からなる前記誘
起電圧を回転座標系に変換することによって直流成分に変換し、かつ、高周波成分を除去
した直流成分を前記２相交流座標系に変換し、その変換結果から前記推定磁極位置を求め
ることを特徴とする請求項２に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項７】
　前記誘起電圧は、前記近似誘起電圧モデルによって誘起電圧ベクトルとして求められ、
前記２相交流座標において、前記モータ回転子の推定磁極位置に対応する位置ベクトルを
設定し、当該位置ベクトルと前記誘起電圧ベクトルとの内積がゼロとなるように、前記位
置ベクトルを補正することによって、当該補正した位置ベクトルから前記推定磁極位置を
求めることを特徴とする請求項１に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項８】
　前記位置ベクトルは、前記モータ回転子の磁極の推定速度を積分することによって設定
されるものであり、前記位置ベクトルと前記誘起電圧ベクトルとの内積に所定の第３のゲ
インを乗じて前記推定速度を求めることによって、結果的に、前記位置ベクトルを補正す
ることを特徴とする請求項７に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
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【請求項９】
　前記モータ回転子の磁極の推定速度は、異なる時刻に算出された複数の誘起電圧ベクト
ルに基づいて算出される推定速度に対して低域通過フィルタ処理を施して第１の推定速度
を求めるとともに、この第１の推定速度に対して、前記位置ベクトルと前記誘起電圧ベク
トルとの内積に所定の第３のゲインを乗じることによって求められる第２の推定速度を加
えることによって求められることを特徴とする請求項８に記載の同期モータの磁極位置推
定方法。
【請求項１０】
　前記モータ回転子の磁極の推定速度を積分した値に対して、前記位置ベクトルと前記誘
起電圧ベクトルとの内積に所定の第４のゲインを乗じた値を加えて、前記位置ベクトルを
求めることを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項１１】
　前記内積を算出する際に、前記誘起電圧ベクトル及び前記位置ベクトルの大きさを正規
化して一定としたことを特徴とする請求項７乃至請求項１０のいずれかに記載の同期モー
タの磁極位置推定方法。
【請求項１２】
　前記誘起電圧は、前記近似誘起電圧モデルによって誘起電圧ベクトルとして求められ、
前記２相交流座標において、前記モータ回転子の推定磁極位置に対応する位置ベクトルを
設定し、当該位置ベクトル±９０度と、前記誘起電圧ベクトルとの外積がゼロとなるよう
に、前記位置ベクトルを補正することによって、当該補正した位置ベクトルから前記推定
磁極位置を求めることを特徴とする請求項１に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項１３】
　前記位置ベクトルは、前記モータ回転子の磁極の推定速度を積分することによって設定
されるものであり、前記位置ベクトル±９０度と前記誘起電圧ベクトルとの外積に所定の
第５のゲインを乗じて前記推定速度を求めることによって、結果的に、前記位置ベクトル
を補正することを特徴とする請求項１２に記載の同期モータの磁極位置推定方法。
【請求項１４】
　前記モータ回転子の磁極の推定速度は、異なる時刻に算出された複数の誘起電圧ベクト
ルに基づいて算出される推定速度に対して低域通過フィルタ処理を施して第１の推定速度
を求めるとともに、この第１の推定速度に対して、前記位置ベクトル±９０度と前記誘起
電圧ベクトルとの外積に所定の第５のゲインを乗じることによって求められる第２の推定
速度を加えることによって求められることを特徴とする請求項１３に記載の同期モータの
磁極位置推定方法。
【請求項１５】
　前記モータ回転子の磁極の推定速度を積分した値に対して、前記位置ベクトル±９０度
と前記誘起電圧ベクトルとの外積に所定の第６のゲインを乗じた値を加えて、前記位置ベ
クトルを求めることを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の同期モータの磁極位
置推定方法。
【請求項１６】
　前記外積を算出する際に、前記誘起電圧ベクトル及び前記位置ベクトルの大きさを正規
化して一定としたことを特徴とする請求項１２乃至請求項１５のいずれかに記載の同期モ
ータの磁極位置推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、永久磁石を回転子とする同期モータにおいて、回転子の位置（磁極位置）を
推定する磁極位置推定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、永久磁石を回転子とする同期モータ（ＳＰＭＳＭ，ＩＰＭＳＭ）を運転する場
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合、回転子の位置（磁極位置）に同期して固定子巻線への通電位相を制御するので、原則
として、回転子の磁極位置を検出する位置検出器が必要である。この位置検出器としては
、ホール素子、エンコーダ、レゾルバなどを用いることができる。ところが、このような
位置検出器を用いた場合、モータの小型化を図ることが困難になるとともに、モータを制
御する制御装置との接続配線を行う必要が生じる。
【０００３】
　このため、近年では、回転子の磁極位置を検出する位置検出器を用いずに、モータの制
御に必要な回転子の磁極位置を推定により求めることが検討されている。例えば特許文献
１に記載の位置推定方法では、ｄq回転座標上で近似したモータモデルに対して、検出電
流Ｉｄｃ、Ｉｑｃ、電圧指令Ｖｄｃ＊，Ｖｑｃ＊、及び速度指令ωｒ＊を入力することに
より、同期モータの軸ずれΔθを算出する。この算出した同期モータの軸ずれΔθから、
回転子の磁極位置を求めている。
【０００４】
　ただし、現実のモータは、交流電圧を印加することによって駆動され、検出される電流
も３相交流であるため、ｄｑ回転座標上における直流検出電流Ｉｄｃ、Ｉｑｃを得るには
、推定磁極位置を基に、交流検出電流を回転座標上の直流電流に座標変換する必要がある
。この場合、座標変換された検出電流Ｉｄｃ、Ｉｑｃには推定磁極位置の誤差に応じた誤
差が含まれる。従って、この誤差を含む検出電流Ｉｄｃ、Ｉｑｃを基に、新たな磁極位置
を推定するので、磁極位置の推定精度が低下するとともに、この推定磁極位置に基づいて
モータ制御を行うと、モータ制御の安定性が低下する問題があった。
【０００５】
　このような問題に対して、例えば非特許文献１に記載のように、αβ座標に代表される
２相交流座標上の交流電圧、交流電流を、その２相交流座標上のモータモデルを基に構成
した磁束オブザーバに入力して、回転子の磁極位置を直接的に推定することが提案されて
いる。
【特許文献１】特開２００１－２５１８８９号公報
【非特許文献１】「突極型ブラシレスＤＣモータのセンサレス制御のための拡張誘起電圧
オブザーバ」９９年電気学会全国大会　Ｎｏ．１０２６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した非特許文献１に提案されたように、２相交流座標上の交流電圧・電流を用いる
ことにより、磁極位置の推定精度を向上することができる。ただし、非特許文献１に記載
された方法では、微分項を含むモータモデルを用いているため、推定磁極位置を求めるた
めの演算量が膨大になるとの問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、磁極位置の推定精度を向上しつつ、
その磁極位置を求めるための演算量を軽減することが可能な同期モータの磁極位置推定方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の同期モータの磁極位置推定方法は、同期
モータの２相交流座標系における誘起電圧モデルに、モータ印加電圧の指令値及びモータ
電流の検出値を入力することによって、当該同期モータの誘起電圧を演算し、その演算し
た誘起電圧から推定磁極位置を求めるものであって、
　誘起電圧モデルとして、モータ電流の波高値の時間微分をゼロと仮定した近似誘起電圧
モデルを用いるものであり、前記２相交流座標系がα－β座標系である場合、以下の数式
１によって示される近似誘起電圧モデルを用いて誘起電圧を演算することを特徴とする。
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【数１】

【０００９】
　このように、モータ電流の波高値の時間微分を概ねゼロ、すなわち、モータ電流の波高
値は概ね一定であると仮定することにより、モータモデルに含まれる微分項を省略するこ
とができる。従って、微分項を省略した近似誘起電圧モデルにより誘起電圧を演算すると
、推定磁極位置を求めるために必要な誘起電圧を演算するための演算量を低減することが
できる。
【００１０】
　具体的には、２相交流座標系がα－β座標系である場合、近似誘起電圧モデルは、数式
１によって示される。この数式１においては、モデルが、固定子抵抗Ｒ、回転速度ωｒｅ

、及びｑ軸インダクタンスによって表されており、微分項による複雑な演算を行う必要が
ない。
【００１１】
　請求項２に記載したように、近似誘起電圧モデルによって算出した誘起電圧に応じた交
流成分を直流成分に変換し、当該直流成分に重畳する高周波成分を除去し、さらに、その
高周波成分を除去した直流成分から、推定磁極位置を求めることが好ましい。
【００１２】
　上述した微分項を省略した近似誘起電圧モデルを用いると、同期モータを駆動する際の
デッドタイムや突極性に起因するインダクタンス変化により、高周波成分を含む誘起電圧
が算出される。この高周波成分を含む誘起電圧をそのまま用いて推定磁極位置を求めると
、推定精度が低下する場合がある。
【００１３】
　そこで、請求項２では、一旦、誘起電圧に応じた交流成分を直流成分に変換した上で、
フィルタ処理によって高周波成分を除去する。これにより、のこぎり波によって示される
位置情報の始点及び終点の情報を欠落することなく、高周波成分を除去することができる
。その結果、推定磁極位置の精度を向上できる。
【００１４】
　交流成分から直流成分への変換は、例えば請求項３に記載したように、誘起電圧に基づ
いて第１の磁極位置を算出し、さらに、その第１の磁極位置を微分することによって行う
ことができる。この場合、推定磁極位置は、高周波成分を除去した直流成分を積分した積
分結果から、第２の磁極位置を求めることで算出する。
【００１５】
　また、請求項３に記載の方法で交流成分から直流成分への変換を行う場合、請求項４に
記載したように、第１の磁極位置と第２の磁極位置との位置誤差を算出し、その位置誤差
に所定の第１のゲインを乗じて、第２の磁極位置に加える位相同期処理を行うことが好ま
しい。これにより、高周波成分を除去するためのフィルタ処理による遅れが低減され、磁
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極位置の推定精度が向上できる。ただし、第１のゲインの過度に高めると、高周波成分の
影響が強くなって磁極位置の推定精度が低下するので、第１のゲインの設定には注意を要
する。
【００１６】
　さらに、請求項３又は請求項４に記載の方法で交流成分から直流成分への変換を行う場
合、請求項５に記載したように、第１の磁極位置と第２の磁極位置との位置誤差を算出し
、その位置誤差がゼロとなるように、当該位置誤差に所定の第２のゲインを乗じた補正係
数により、直流成分を補正するようにしても良い。このようにしても、高周波成分を除去
するためのフィルタ処理による遅れの低減を図ることができる。
【００１７】
　また、交流成分から直流成分への変換は、請求項６に記載したように、２相交流座標系
における誘起電圧モデルによって演算される、交流成分からなる誘起電圧を回転座標系に
変換することによって行うこともできる。この場合、推定磁極位置は、高周波成分を除去
した直流成分を２相交流座標系の交流成分に再変換し、その変換結果から求めれば良い。
【００１８】
　請求項７に記載したように、誘起電圧は、近似誘起電圧モデルによって誘起電圧ベクト
ルとして求められ、２相交流座標において、モータ回転子の推定磁極位置に対応する位置
ベクトルを設定し、当該位置ベクトルと誘起電圧ベクトルとの内積がゼロとなるように、
位置ベクトルを補正することによって、当該補正した位置ベクトルから推定磁極位置を求
めるようにしても良い。
【００１９】
　誘起電圧ベクトルは、モータ回転子の磁石磁束の微分に相当するため、磁石磁束から９
０度進んだベクトルとなる。ここで、磁石磁束の位置はモータ回転子の推定磁極位置に相
当するので、モータ回転子の推定磁極位置を示す位置ベクトルと誘起電圧ベクトルとの内
積はゼロになる関係を持つ。従って、位置ベクトルと誘起電圧ベクトルとの内積がゼロと
なるように、位置ベクトルを補正することによって、当該補正した位置ベクトルから推定
磁極位置を求めることが可能になる。
【００２０】
　請求項８に記載したように、位置ベクトルは、モータ回転子の磁極の推定速度を積分す
ることによって設定されるものであり、位置ベクトルと誘起電圧ベクトルとの内積に所定
の第３のゲインを乗じて推定速度を求めることによって、結果的に、位置ベクトルを補正
するようにしても良い。上記したように、位置ベクトルがモータ回転子の磁極の推定速度
を積分することによって設定される場合には、推定速度を増減補正することによって、結
果的に位置ベクトルを補正できるためである。
【００２１】
　請求項９に記載したように、モータ回転子の磁極の推定速度は、異なる時刻に算出され
た複数の誘起電圧ベクトルに基づいて算出される推定速度に対して低域通過フィルタ処理
を施して第１の推定速度を求めるとともに、この第１の推定速度に対して、位置ベクトル
と誘起電圧ベクトルとの内積に所定の第３のゲインを乗じることによって求められる第２
の推定速度を加えることによって求めるようにしても良い。
【００２２】
　上述したように、誘起電圧（ベクトル）には、種々の原因によってノイズである高周波
成分が含まれるので、その誘起電圧ベクトルから算出される推定速度にも、その高周波成
分の影響が残る。そのため、推定速度に対して低域通過フィルタ処理を施すことにより、
ノイズが低減された第１の推定速度を得ることができる。ただし、フィルタ処理により、
第１の推定速度には遅れが生じる。これに対して、第１の推定速度に、位置ベクトルと誘
起電圧ベクトルとの内積に所定の第３のゲインを乗じて求めた第２の推定速度を加えるこ
とにより、その遅れを補償することができる。
【００２３】
　請求項１０に記載したように、モータ回転子の磁極の推定速度を積分した値に対して、
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位置ベクトルと前記誘起電圧ベクトルとの内積に所定の第４のゲインを乗じた値を加えて
、位置ベクトルを求めるようにしても良い。このように、モータ回転子の磁極の推定速度
を積分した値、すなわち磁極位置に、位置ベクトルと前記誘起電圧ベクトルとの内積に所
定の第４のゲインを乗じた値を加えても、請求項９と同様に、フィルタ処理による遅れを
補償することができる。
【００２４】
　請求項１１に記載したように、内積を算出する際に、誘起電圧ベクトル及び位置ベクト
ルの大きさを正規化して一定とすることが好ましい。これにより、位置ベクトルと誘起電
圧ベクトルとの内積が、両ベクトルの角度差（磁極位置誤差）のみに依存して変化するよ
うにできる。
【００２５】
　なお、上述した請求項７～請求項１１に記載した発明における位置ベクトルと誘起電圧
ベクトルとの内積に代えて、位置ベクトル±９０度と誘起電圧ベクトルとの外積を用いる
ことも可能である。請求項１２～１６に記載の発明は、位置ベクトル±９０度と誘起電圧
ベクトルとの外積を用いた場合の磁極位置の推定方法に関するものであり、その作用効果
は、請求項７～請求項１１の発明の作用効果とほぼ同様であるため、説明を省略する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について、図に基づいて説明する。図１は、本実施形態に
よる同期モータ１０の制御装置の全体構成を示すブロック図である。なお、本実施形態に
おける同期モータ１０は、３相（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相）の固定子巻線、及び永久磁石からな
る回転子を有する。
【００２７】
　図１において、速度制御器２は、第１の偏差演算部１によって演算される速度指令値ω
＊と速度推定値ωｅｓとの偏差が入力され、その入力値に基づいて、速度推定値ωｅｓが
速度指令値ω＊に近づくように、ｄ軸電流指令値ｉ＊

ｄ及びｑ軸電流指令値ｉ＊
ｑを算出

して出力する。
【００２８】
　第２の偏差演算部３は、これらｄ軸電流指令値ｉ＊

ｄ及びｑ軸電流指令値ｉ＊
ｑと、後

述するαβ／ｄｑ変換部１２からｄ軸電流値ｉｄ及びｑ軸電流値ｉｑが入力され、それら
の入力値の偏差（ｄ軸電流偏差Δｉｄ、ｑ軸電流偏差Δｉｑ）をそれぞれ演算して出力す
る。そして、電流制御器４は、ｄ軸電流偏差Δｉｄ及びｑ軸電流偏差Δｉｑに基づいて、
それぞれの偏差をゼロに近づけるように、ｄ軸電圧指令値Ｖ＊

ｄ及びｑ軸電圧指令値Ｖ＊

ｑを算出して出力する。電流制御器４が出力したｄ軸電圧指令値Ｖ＊
ｄ及びｑ軸電圧指令

値Ｖ＊
ｑは、ｄｑ／αβ座標変換部５に出力される。

【００２９】
　ここで、公知のように、ｄｑ座標は、例えば、回転子のＳ極からＮ極に向かう方向をｄ
軸とし、そのｄ軸に垂直なｑ軸によって定義される回転座標であり、αβ座標は、回転子
の回転軸を原点として、相互に直交するα軸及びβ軸によって定義される静止座標である
。このαβ座標上では、電圧、電流とも交流信号によって表されるので、αβ座標は、２
相交流座標として定義することもできる。
【００３０】
　ｄｑ／αβ座標変換部５におけるｄｑ回転座標からαβ静止座標への座標変換は、後述
する位置・速度推定部１３から出力される回転子の第２の推定磁極位置θｅｓ２に基づい
て実行される。回転子の磁極位置が推定できれば、ｄｑ回転座標とαβ静止座標との相対
的な位相関係が特定できるので、座標変換を行うことができるためである。この座標変換
によって、ｄｑ／αβ座標変換部５からは、α軸電圧指令値Ｖ＊

α及びβ軸電圧指令値Ｖ
＊

βが出力される。
【００３１】
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　ｄｑ／αβ座標変換部５からのα軸電圧指令値Ｖ＊
α及びβ軸電圧指令値Ｖ＊

βは、２
相－３相変換部であるαβ／ｕｖｗ変換部６及び位置・速度推定部１３の拡張誘起電圧演
算部１４に与えられる。αβ／ｕｖｗ変換部６は、αβ静止座標におけるα軸電圧指令値
Ｖ＊

α及びβ軸電圧指令値Ｖ＊
βから、３相同期モータ８の各固定子巻線（Ｕ相、Ｖ相、

W相）に出力すべきＵ相電圧指令値Ｖ＊
ｕ、Ｖ相電圧指令値Ｖ＊

Ｖ、W相電圧指令値Ｖ＊
w

を生成する。
【００３２】
　ＰＷＭ信号発生部５は、Ｕ相電圧指令値Ｖ＊

ｕ、Ｖ相電圧指令値Ｖ＊
Ｖ、W相電圧指令

値Ｖ＊
wに基づいて、インバータ８の、各固定子巻線に対応するスイッチング素子を駆動

するためのＰＷＭ信号を発生する。このＰＷＭ信号によって、インバータ８を構成する各
スイッチング素子を駆動することにより、Ｕ相電圧指令値Ｖ＊

ｕ、Ｖ相電圧指令値Ｖ＊
Ｖ

及びW相電圧指令値Ｖ＊
wに相当する電圧を各固定子巻線に印加することができる。

【００３３】
　電流センサ９は、各固定子巻線に流れる電流を検出する。電流センサ９によって検出さ
れた各固定子巻線の電流検出値は、ｕｖｗ／αβ変換部１１に入力され、αβ座標におけ
るα軸電流値ｉαとβ軸電流値ｉβに変換される。なお、電流センサ９は、３相すべての
固定子巻線の電流を検出する必要はなく、２相の電流を検出して、残りの１相の電流は、
その２相の電流から推定しても良い。ｕｖｗ／αβ変換部１１から出力されるα軸電流値
ｉα及びβ軸電流値ｉβは、αβ／ｄｑ変換部１２及び位置・速度推定部１３の拡張誘起
電圧演算部１４に入力される。αβ／ｄｑ変換部１２は、後述する位置・速度推定部１３
から出力される回転子の第２の推定磁極位置θｅｓ２に基づいて、α軸電流値ｉα及びβ
軸電流値ｉβをｄ軸電流値ｉｄ及びｑ軸電流値ｉｑに変換して、第２の偏差演算部３に出
力する。
【００３４】
　次に、本実施形態のモータ制御装置の特徴部分に関する位置・速度推定部１３について
詳しく説明する。この位置・速度推定部１３は、図１に示すように拡張誘起電圧演算部１
４を有する。
【００３５】
　拡張誘起電圧演算部１４は、ｄｑ／αβ座標変換部５から入力されるα軸及びβ軸の電
圧指令値Ｖ＊

α、Ｖ＊
β及びｕｖｗ／αβ変換部１１から入力されるα軸及びβ軸の電流

検出値ｉα、ｉβに基づいて、回転子の磁極位置を推定するものである。
【００３６】
　ここで、従来の拡張誘起電圧の演算方法では、例えば上記した非特許文献１に記載され
ているように、αβ座標に代表される２相交流座標上の交流電圧、交流電流を、その２相
交流座標上のモータモデルを基に構成したオブザーバに入力して、回転子の磁極位置を直
接的に推定する。ここで、このオブザーバについて簡単に説明する。
【００３７】
　αβ座標上の同期モータの拡張誘起電圧モデルは、以下の数式２のように示される。
【００３８】



(9) JP 4674516 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【数２】

　この数式２において、右辺第２項が拡張誘起電圧として定義される。この拡張誘起電圧
モデルは、永久磁石による誘起電圧に加え、リラクタンストルクを生じるインダクタンス
の差を新たに磁束成分として扱うものである。そして、上記数式２に示されるモデルを基
に、拡張誘起電圧オブザーバを構成することにより、拡張誘起電圧を直接求めることがで
きる。この場合、拡張誘起電圧ｅα、ｅβは、以下の数式３によって表される。
【００３９】

【数３】

　しかしながら、上述した例では、微分項を含む詳細なモータモデルを基に誘起電圧を演
算するため、その演算量が膨大になってしまう。この点を考慮し、本実施形態では、微分
項を省略した近似モデルにより誘起電圧を演算する。これにより、第１の回転子磁極位置
θｅｓ１を求めるための演算量を低減することができる。
【００４０】
　以下に、近似モデルを得るための考え方について説明する。本実施形態では、微分項を
省略するために、図２に示すα軸電流ｉα及びβ軸電流ｉβの波高値Ｉａは一定であり、
その時間微分は概ねゼロであるとみなす。この仮定により、例えばα軸電流ｉαの微分項
は以下の数式４のように近似できる。
【００４１】
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【数４】

　同様にして、β軸電流ｉβの微分項の近似も行うことにより、上記した数式３は、以下
の数式５のように簡略化できる。
【００４２】

【数５】

　上述した数式５においては、拡張誘起電圧ｅα、ｅβを演算するためのモータモデルが
、固定子抵抗Ｒ、回転速度ωｒｅ、及びｑ軸インダクタンスによって表されている。すな
わち、モータ電流の波高値Ｉａの時間微分を概ねゼロ、すなわち、モータ電流の波高値Ｉ

ａは概ね一定であると仮定することにより、モータモデルに含まれる微分項を省略するこ
とができる。微分項を省略した近似誘起電圧モデルにより拡張誘起電圧ｅα、ｅβを演算
すると、推定磁極位置を求めるために必要な拡張誘起電圧ｅα、ｅβを演算するための演
算量を低減することができる。
【００４３】
　拡張誘起電圧演算部１４によって演算された拡張誘起電圧ｅα、ｅβは、推定位置演算
部１５に入力される。推定位置演算部１５は、拡張誘起電圧ｅα、ｅβに対して、以下の
数式６に示すように逆正接演算を行うことにより、回転子の第１の推定磁極位置θｅｓ１

を求める。
【００４４】
【数６】

　この算出された第１の推定磁極位置θｅｓ１は、微分処理部１６及び第３の偏差演算部
２１に与えられる。微分処理部１６は、推定位置演算部１５から出力された第１の推定磁
極位置θｅｓ１に対して微分処理を施すことにより、回転子の回転速度である磁極の速度
推定値ωｅｓを算出する。この微分処理は、以下の数式７によって表される。
【００４５】

【数７】



(11) JP 4674516 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

　ここで、第１の推定磁極位置θｅｓ１は、拡張誘起電圧ｅα、ｅβに応じて周期的に変
化する交流成分である。この第１の推定磁極位置θｅｓ１に対して微分処理を施すことに
より、交流成分である第１の推定磁極位置θｅｓ１を直流成分である速度推定値ωｅｓに
変換することができる。そして、低域通過フィルタ部（ＬＰＦ）１７において、速度推定
値ωｅｓに対して低域通過フィルタ処理を施す。
【００４６】
　上述した微分項を省略した近似誘起電圧モデルを用いると、同期モータ１０を駆動する
際のデッドタイムや突極性に起因するインダクタンス変化により、高周波成分を含む拡張
誘起電圧ｅα、ｅβが算出される。この高周波成分を含む拡張誘起電圧ｅα、ｅβを用い
て第１の推定磁極位置θｅｓ１を求めると、高周波成分の影響が第１の推定磁極位置θｅ

ｓ１にも現れるため、磁極位置の推定精度を悪化させる要因となる。
【００４７】
　そこで、本実施形態では、一旦、拡張誘起電圧ｅα、ｅβから求めた、交流成分である
第１の推定磁極位置θｅｓ１を直流成分である速度推定値ωｅｓに変換した上で、低域通
過フィルタ処理によって高周波成分を除去する。これにより、図２のように、のこぎり波
によって示される位置情報の始点及び終点の情報を欠落することなく、高周波成分を除去
することができる。その結果、推定磁極位置の精度を向上できる。
【００４８】
　ＬＰＦ１７は、フィルタ処理後の速度推定値ωｅｓを第１の偏差演算部１及び積分処理
部１８に出力する。積分処理部１８は、入力された速度推定値ωｅｓを積分して、推定磁
極位置に再変換する。
【００４９】
　加算部１９は、積分処理部１８からの推定磁極位置と、位相補償部２０からの推定磁極
位置とを加算して、第２の推定磁極位置θｅｓ２として出力する。この加算部１９によっ
て算出された第２の推定磁極位置θｅｓ２が、最終的な推定磁極位置として、上述したｄ
ｑ／αβ変換部５、αβ／ｄｑ変換部１２及び第３の偏差演算部２１に出力される。
【００５０】
　ここで、位相補償部２０には、第３の偏差演算部２１によって演算される、推定位置演
算部１５からの第１の推定磁極位置θｅｓ１と上述した第２の推定磁極位置θｅｓ２との
偏差（位置誤差）が入力される。そして、位相補償部２０は、入力された位置誤差に、所
定の第１のＰＩゲイン（Ｋｐ１+Ｋｉ１／ｓ）を乗じた値を、推定磁極位置として加算部
１９に出力する。
【００５１】
　このように、第１の推定磁極位置θｅｓ１と第２の磁極位置θｅｓ２との位置誤差を算
出し、その位置誤差に所定の第１のＰＩゲインを乗じて、積分処理部１８から出力された
推定磁極位置に加えることにより、ＬＰＦ１７におけるフィルタ処理及び積分処理部１８
による位相遅れを低減することができる。すなわち、加算部１９、位相補償部２０及び第
３の偏差演算部２１によってフェーズロックループ（ＰＬＬ）が形成されるので、加算部
１９から算出される第２の推定磁極位置θｅｓ２の位相を第１の推定磁極位置θｅｓ１の
位相に近づけることができる。これにより、高周波成分を除去するためのフィルタ処理に
よる位相遅れが低減され、第２の推定磁極位置θｅｓ２の精度を向上できる。ただし、位
相補償部２０における第１のＰＩゲインを過度に高めると、高周波成分の影響が強くなっ
て磁極位置の推定精度が低下するので、この第１のＰＩゲインの設定には注意を要する。
【００５２】
　（第２実施形態）
　上述した第１実施形態では、第１の推定磁極位置θｅｓ１と第２の磁極位置θｅｓ２と
の位置誤差に所定の第１のＰＩゲインを乗じて、積分処理部１８から出力された推定磁極
位置に加えることにより、第２の推定磁極位置θｅｓ２の位相遅れを防止した。
【００５３】
　しかしながら、図３に示すように、第３の偏差演算部２１によって演算される第１の推
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定磁極位置θｅｓ１と第２の磁極位置θｅｓ２との位置誤差Δθｅｓに、所定の第２のＰ
Ｉゲイン（Ｋｐ２+Ｋｉ２／ｓ）を乗じて、ＬＰＦ１７から出力される直流成分である速
度推定値ωｅｓに加算するようにしても良い。このようにしても、ＬＰＦ１７における高
周波成分を除去するためのフィルタ処理による遅れの低減を図ることができる。
【００５４】
　さらに、第１の実施形態と第２の実施形態とを組み合わせて実施しても良い。すなわち
、積分処理部１８から出力される推定磁極位置及びＬＰＦ１７から出力される速度推定値
ωｅｓの両方に、第１の推定磁極位置θｅｓ１と第２の磁極位置θｅｓ２との位置誤差に
第１及び第２のＰＩゲインを乗じた値をそれぞれ加算しても良い。
【００５５】
　（第３実施形態）
　上述した第１の実施形態では、推定位置演算部１５から出力された第１の推定磁極位置
θｅｓ１に対して微分処理を施すことにより、交流成分である第１の推定磁極位置θｅｓ

１を直流成分である速度推定値ωｅｓに変換した。しかしながら、拡張誘起電圧ｅα、ｅ

βに応じた交流成分から直流成分への変換は、交流成分からなる拡張誘起電圧ｅα、ｅβ

そのものを、直流成分に変換することによって行っても良い。以下、拡張誘起電圧ｅα、
ｅβを直流成分に変換する手法について説明する。
【００５６】
　上述した拡張誘起電圧ｅα、ｅβは、２相交流座標系における拡張誘起電圧モデルによ
って演算されるため、交流成分となる。この拡張誘起電圧ｅα、ｅβには、図４（ａ）に
示すように、ノイズとなる高周波成分が重畳している。
【００５７】
　ここで、拡張誘起電圧ｅα、ｅβについて、２相交流座標であるαβ座標から回転座標
であるｄｑ座標へと座標変換を行うことにより、図４（ｂ）に示すように、拡張誘起電圧
ｅα、ｅβを直流成分に変換することができる。このように直流成分に変換した拡張誘起
電圧ｅα、ｅβに対して低域通過フィルタ処理を施すことにより、図４（ｃ）に示すよう
に、高周波成分を除去することができる。そして、フィルタ処理後の拡張誘起電圧ｅα、
ｅβを、再度、ｄｑ座標からαβ座標へと座標変換することにより、図４（ｄ）に示すよ
うに、高周波成分が除去された交流成分信号が得られる。
【００５８】
　上述した２種の座標変換処理を、第１実施形態における、微分処理及び積分処理に代え
て実施することによっても、第１実施形態と同様の効果を相することができる。
【００５９】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態では、位置・速度推定部１
３の構成のみが、上述した第１実施形態と異なるため、以下、本実施形態による位置・速
度推定部３０について図５に基づいて説明する。
【００６０】
　図５に示すように、拡張誘起電圧演算部１４によって演算された、ベクトルである拡張
誘起電圧ｅは、内積演算部３１に入力される。さらに、この内積演算部３１には、後述す
る加算部３５から出力される推定磁極位置に対応する位置ベクトルθｅｓが入力される。
内積演算部３１では、以下の数式８に示す式によって、誘起電圧ベクトルｅと位置ベクト
ルθｅｓとの内積を算出する。
【００６１】
【数８】
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　ここで、図６に示すように、拡張誘起電圧ベクトルｅは、モータ回転子４０の磁石磁束
の微分に相当するため、磁石磁束から９０度進んだベクトルとなる。一方、磁石磁束の位
置はモータ回転子４０の磁極位置に相当する。従って、モータ回転子４０の磁極位置を示
す位置ベクトルθｅｓが、正しくモータ回転子４０の磁極位置に対応している場合、位置
ベクトルθｅｓと拡張誘起電圧ベクトルｅとの内積はゼロになる。逆に言えば、位置ベク
トルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積が概ねゼロとなるように、位置ベクトルθｅｓ

を補正して求めることによって、当該補正した位置ベクトルθｅｓが推定磁極位置を示す
ことになり、磁極位置を求めることが可能になる。
【００６２】
　本実施形態では、内積演算部３１によって演算される、誘起電圧ベクトルｅと位置ベク
トルθｅｓとの内積に、速度変換部３２において所定の第３のＰＩゲイン（Ｋｐ３+Ｋｉ
３／ｓ）を乗じて、速度推定値ωｅｓに相当する値を算出する。そして、積分処理部３４
によって、速度推定値ωｅｓに対して積分処理を施すことによって、推定磁極位置を求め
ている。
【００６３】
　位置ベクトルθｅｓが、正しい磁極位置θからずれている場合、その位置誤差Δθに応
じた内積が、上記の数式８によって算出される。この場合、位置ベクトルθｅｓを正しい
磁極位置θに一致させるには、位置誤差Δθに応じて速度推定値ωｅｓを増減すれば良い
。例えば、図６に示すように、位置ベクトルθｅｓが正しい磁極位置θに対して遅れてい
る場合には、速度推定値ωｅｓが増加するように補正すると、この速度推定値ωｅｓから
求められる位置ベクトルθｅｓを正しい磁極位置θに近づけることができる。
【００６４】
　このように、誘起電圧ベクトルｅと位置ベクトルθｅｓとの内積と、算出すべき速度推
定値ωｅｓとは相関関係を有するので、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内
積に所定の第３のＰＩゲインを乗じることによって、速度推定値ωｅｓに相当する値を求
めることができる。そして、このように速度推定値ωｅｓを求めることによって、速度推
定値ωｅｓは、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積に応じて増減補正され
る。このような速度推定値ωｅｓから位置ベクトルθｅｓを求めることによって、結果的
に、位置ベクトルθｅｓは、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積に応じて
補正されることになる。
【００６５】
　なお、本実施形態では、積分処理部３４における積分処理によって、誘起電圧ベクトル
ｅに含まれる高周波成分がなまされるので、実質的にフィルタ処理が行われる。すなわち
、積分処理部３４は、積分処理とフィルタ処理とを同時に実行する。
【００６６】
　さらに、本実施形態では、図５に示すように、モータ回転子４０の速度推定値ωｅｓを
積分して求めた推定磁極位置に対して、位相補償部３３によって算出される、位置ベクト
ルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積に所定の第４のＰＩゲイン（Ｋｐ４+Ｋｉ４／ｓ
）を乗じた値を加算部３５において加算することにより、最終的な推定磁極位置、すなわ
ち位置ベクトルθｅｓを求めている。このようにすると、積分処理部３４の積分処理によ
って発生する位相遅れを補償することができ、位置ベクトルθｅｓを精度良く求めること
ができる。
【００６７】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。本実施形態においても、位置・速度推
定部１３の構成のみが、上述した第１実施形態と異なるため、以下、本実施形態による位
置・速度推定部５０について図７に基づいて説明する。
【００６８】
　図７に示すように、拡張誘起電圧演算部１４によって演算された、ベクトルである拡張
誘起電圧ｅは、速度推定部５１に入力される。速度推定部５１は、この入力された拡張誘
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起電圧ｅを保持する機能を有する。そして、速度推定部５１は、異なる時刻ｔ１、ｔ２に
算出された複数の拡張誘起電圧ｅｔ１、ｅｔ２に基づいて、第１の速度推定値ωｅｓを算
出する。すなわち、時刻ｔ１、ｔ２間の経過時間と、拡張誘起電圧ベクトルｅｔ１、ｅｔ

２間における位置誤差とから、第１の速度推定値ωｅｓを算出する。
【００６９】
　なお、上述したように、拡張誘起電圧ベクトルｅｔ１、ｅｔ２には、種々の原因によっ
てノイズである高周波成分が含まれるので、その拡張誘起電圧ベクトルｅｔ１、ｅｔ２か
ら算出される第１の速度推定値ωｅｓにも、その高周波成分の影響が残る。そのため、本
実施形態では、第１の速度推定値ωｅｓに対して低域通過フィルタ処理を施す低域通過フ
ィルタ部（ＬＰＦ）５２を設けている。これにより、第１の速度推定値ωｅｓに含まれる
ノイズを低減することができる。
【００７０】
　一方、上述した第４実施形態と同様に、誘起電圧ベクトルｅと位置ベクトルθｅｓとの
内積を演算する内積演算部５４、及びこの内積に所定の第３のＰＩゲインを乗じることに
より速度推定値ωｅｓを出力する速度変換部５５が設けられている。すなわち、この内積
演算部５４及び速度変換部５５によって、第２の速度推定値ωｅｓが出力される。
【００７１】
　加算部５３は、ＬＰＦ５２から出力された第１の速度推定値ωｅｓと速度変換部５５か
ら出力された第２の速度推定値ωｅｓとを加算して、その加算結果を最終的な速度推定値
ωｅｓとして出力する。積分処理部５６は、加算部５３から出力された最終的な速度推定
値ωｅｓに対して積分処理を施すことにより、回転子４０の磁極位置を示す位置ベクトル
θｅｓを算出する。
【００７２】
　ＬＰＦ５２のフィルタ処理によって、第１の速度推定値ωｅｓには位相遅れが生じる。
しかしながら、第１の速度推定値ωｅｓに、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅと
の内積に所定の第３のＰＩゲインを乗じて求めた第２の速度推定値ωｅｓを加えることに
より、その位相遅れを補償することができる。
【００７３】
　なお、フィルタ処理による位相遅れを防止するためには、図８に示すように、積分処理
部５６から出力された推定磁極位置に対して、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅ
との内積に、位相補償部５７にて所定の第４のＰＩゲインを乗じて求めた推定磁極位置を
加算部５８にて加算するようにしても良い。
【００７４】
　さらに、ＬＰＦ５２から出力される第１の速度推定値ωｅｓ及び積分処理部５６から出
力される推定磁極位置の両方に、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積に第
３及び第４のＰＩゲインを乗じた値をそれぞれ加算するようにしても良い。
【００７５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に
なんら制限されることなく、種々変形して実施することができる。
【００７６】
　例えば、上述した第４及び第５実施形態において、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベク
トルｅとの内積を算出する際に、位置ベクトルθｅｓ及び誘起電圧ベクトルｅの大きさを
正規化して一定としても良い。具体的には、内積を、位置ベクトルθｅｓ及び誘起電圧ベ
クトルｅの大きさの絶対値で除算することで、それぞれの大きさを一定にする。これによ
り、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積が、両ベクトルの角度差（位置誤
差）のみに依存して変化するようにできる。このため、内積から、速度推定値ωｅｓ等を
精度良く算出することができる。
【００７７】
　また、上述した第４及び第５実施形態では、速度推定値ωｅｓを求めること等を目的と
して、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅとの内積を利用した。しかしながら、こ
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の内積に代えて、位置ベクトルθｅｓ±９０度と誘起電圧ベクトルｅとの外積を用いるこ
とも可能である。すなわち、上述したように、位置ベクトルθｅｓと誘起電圧ベクトルｅ
とは実質的に９０度の位相差をもっているので、位置ベクトルθｅｓに±９０度の位相補
正を行うと、位置ベクトルθｅｓ±９０度と誘起電圧ベクトルｅとの位相関係は、実質的
に０度もしくは１８０度となる。
【００７８】
　従って、下記の数式９で表される外積を用いて、この外積が概ねゼロとなるように、位
置ベクトルθｅｓを速度推定値ωｅｓ等によって補正することにより、正しい磁極位置に
対応した位置ベクトルθｅｓを求めることができる。
【００７９】
【数９】

　なお、上述した外積を用いる場合には、位置ベクトルθｅｓをそのまま外積演算部に入
力するのではなく、その間に、位置ベクトルθｅｓの位相を９０度ずらすための位相補正
部を設ける必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】第１実施形態による同期モータの制御装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】モータの近似モデルを得るための考え方を説明するための説明図である。
【図３】第２実施形態における、位置・速度推定部の構成を示すブロック図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、第３実施形態による、拡張誘起電圧ｅα、ｅβに応じた交流
成分から直流成分への変換方法を説明するための説明図である。
【図５】第４実施形態における、位置・速度推定部の構成を示すブロック図である。
【図６】拡張誘起電圧ベクトルｅと、位置ベクトルθｅｓとの関係を説明するための説明
図である。
【図７】第５実施形態における、位置・速度推定部の構成を示すブロック図である。
【図８】第５実施形態の変形例における、位置・速度推定部の構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００８１】
２…速度制御器
４…電流制御器
５…ｄｑ／αβ座標変換部
６…αβ／ｕｖｗ変換部
７…ＰＷＭ信号発生部
８…インバータ
９…電流センサ
１０…同期モータ
１１…ｕｖｗ／αβ変換部
１３…速度・位置推定部
１４…拡張誘起電圧演算部
１５…推定位置演算部
１６…微分処理部
１７…低域通過フィルタ部
１８…積分処理部
２０…位相補償部
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