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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三相電圧指令と三角波キャリア信号とを比較することで電圧指令をＰＷＭパルスに変換
するパルス幅変調手段と、
　前記ＰＷＭパルスに基づきスイッチ素子を駆動し直流電圧と三相交流電圧との間に電力
変換する電力変換器と、
　前記電力変換器の主回路の直流母線に流れるパルス状電流を検出する電流検出手段と、
　前記三相電圧指令の瞬間値をその大きさの順に並べた場合の最大となる相を最大相、２
番目に大きい相を中間相、３番目に大きい相を最小相とするとき、最大相と中間相の線間
電圧及び中間相と最小相の線間電圧の、２つの線間電圧がそれぞれ所定値以上となるよう
に、前記最大相と最小相の電圧指令を補正する電圧指令補正手段とを備えた電力変換装置
において、
　所定の条件において、前記最大相及び／又は最小相の電圧指令のみならず、前記中間相
の電圧指令を補正する電圧指令補正手段を備えたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　前記所定の条件を、前記最大相あるいは最小相の電圧指令値を補正するとき、補正後の
最大相電圧指令あるいは補正後の最小相電圧指令のどちらかが電圧指令値の上限値あるい
は下限値に達し、前記２つの線間電圧の一方が前記所定値以上確保できない場合とし、そ
の場合には中間相を必要補正量の不足分だけ補正するよう設定したことを特徴とする請求
項１に記載の電力変換装置。
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【請求項３】
　三相電圧指令と三角波キャリア信号とを比較することで電圧指令をＰＷＭパルスに変換
するパルス幅変調手段と、
　前記ＰＷＭパルスに基づきスイッチ素子を駆動し直流電圧と三相交流電圧との間に電力
変換する電力変換器と、
　前記電力変換器の主回路の直流母線に流れるパルス状電流を検出する電流検出手段と、
　前記三相電圧指令の瞬間値をその大きさの順に並べた場合の最大となる相を最大相、２
番目に大きい相を中間相、３番目に大きい相を最小相とするとき、最大相と中間相の線間
電圧及び中間相と最小相の線間電圧の、２つの線間電圧がそれぞれ所定値以上となるよう
に、前記最大相と最小相の電圧指令を補正する電圧指令補正手段とを備えた電力変換装置
において、前記最大相あるいは最小相の電圧指令値を補正するとき、電圧補正値の絶対値
が大きい側の補正量を一定の割合で削減し、削減された補正量分だけ中間相を補正するよ
う設定したことを特徴とする電力変換装置。
【請求項４】
　前記電圧指令補正手段が確保する線間電圧値の前記所定値は、前記直流母線を流れる前
記パルス状電流の通流時間を、前記電流検出手段が前記直流母線の電流を検出するに要す
る時間以上を確保するために必要な電圧値としたことを特徴とする請求項１または３に記
載の電力変換装置。
【請求項５】
　前記電圧指令補正手段が確保する線間電圧の前記所定値は、前記直流母線を流れる前記
パルス状電流の通流時間を、前記電流検出手段が前記直流母線の電流を検出するためのサ
ンプルホールド時間と、前記電力変換器のスイッチ素子に起因するリンギングノイズ持続
期間とを合計した時間以上を確保するために必要な電圧値としたことを特徴とする請求項
１または３に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　前記電圧指令補正手段により、前記三角波キャリア信号の半周期を単位周期として前記
電圧指令を補正し、前記単位周期の整数倍の期間における前記電圧指令の補正量の平均値
が、零あるいは略零となるように設定したことを特徴とする請求項１または３に記載の電
力変換装置。
【請求項７】
　前記電圧指令の補正量の平均を零または略零となる期間を、前記単位周期の奇数倍に設
定したことを特徴とする請求項６に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　前記電圧指令補正量の平均を零または略零となる期間を、前記単位周期の奇数倍に設定
するとともに、その中心に当たる単位周期で電流を検出するように設定したことを特徴と
する請求項６に記載の電力変換装置。
【請求項９】
　前記パルス幅変調手段が、三相の内任意の一相のスイッチ動作を停止し、残りの二相の
スイッチ素子を駆動させる２相変調手段であることを特徴とする請求項１または３に記載
の電力変換装置。
【請求項１０】
　前記電圧指令の上限値及び下限値の差が、前記所定値の２倍より小さいとき、前記三角
波キャリア信号の周波数を低減するキャリア周波数切替え手段を備えたことを特徴とする
請求項１または３に記載の電力変換装置。
【請求項１１】
　三相電圧指令と三角波キャリア信号とを比較して電圧指令をＰＷＭパルスに変換するス
テップと、
　前記ＰＷＭパルスに基づき電力変換器のスイッチ素子を駆動し直流電圧と三相交流電圧
との間に電力変換するステップと、
　前記電力変換器の主回路の直流母線に流れるパルス状電流を検出するステップと、
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　前記三相電圧指令を補正するステップと、
　前記三相電圧指令の瞬間値をその大きさの順に並べた場合の最大となる相を最大相、２
番目に大きい相を中間相、３番目に大きい相を最小相とするとき、最大相と中間相の線間
電圧及び中間相と最小相の線間電圧がともに所定値以上となるように、前記最大相と最小
相の電圧指令を補正するステップとを備えた電力変換装置の制御方法において、
　前記最大相と最小相の電圧指令を補正するステップで、前記最大相あるいは最小相の電
圧指令値を補正したとき、電圧指令値の上限値又は下限値を逸脱するとき、前記最大相及
び／又は最小相の電圧指令のみならず、前記中間相の電圧指令を補正するステップを備え
たことを特徴とする電力変換装置の制御方法。
【請求項１２】
　線間電圧値の前記所定値は、前記直流母線を流れる直流入力電流のパルス幅を所定の幅
以上とするための最小の線間電圧であることを特徴とする請求項１１に記載の電力変換装
置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直流母線電流を検出して相電流情報を得る電力変換装置及びその制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　インバータに代表される電力変換装置では、パルス幅変調（以下、「ＰＷＭ」と記す）
により、直流－交流変換、あるいは交流－直流変換の機能を実現している。インバータは
、同期モータや誘導モータ等の交流電動機（以下、「電動機」と記す）の駆動システムな
どに用いられる。
【０００３】
　電動機を駆動する電力変換装置では、精度の良い制御を実現するために相電流の検出手
段が必要となる。近年、たとえば、特許文献１、特許文献２及び特許文献３等において、
電流センサなどの外部電流検出手段を用いずに電力変換装置の直流母線電流から電動機に
流れる交流電流の情報を取得する方法が提案されている。これらの技術により、専用の電
流センサを用いる必要がなくなり、装置の部品点数が減り、省スペース化と製造コストの
低減が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１９２６３号公報
【特許文献２】特許第３６６４０４０号公報
【特許文献３】特開２００８－１３１７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　まず、後の説明のため、三相電圧指令の瞬間値を大きい順に並べたとき最大となる相を
最大相、２番目に大きい相を中間相、３番目に大きい相を最小相と呼称することとする。
【０００６】
　特許文献２では、相電流情報を取得するために、ＰＷＭ信号を生成する三角波キャリア
信号の１周期を前半と後半に分け、前後半いずれかの期間で相電圧指令値に所定値を加算
、あるいは減算し、直流母線にパルス状に流れる相電流の通流時間を一時的に長くする。
こうすることで、線間電圧値を広げ、直流母線にパルス状に流れる相電流（以下、これを
パルス状電流と呼ぶ）の通流時間を一時的に長くして、相電流情報を取得するのである。
【０００７】
　ここで、前記の電圧指令に対する補正は、最大相に補正量を加算あるいは最小相に補正
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量を減算することが最良の実施形態とされてきた。
【０００８】
　しかし、一般にＰＷＭパルス生成器において、三角波キャリア信号と比較される各相の
電圧指令値には上限値及び下限値が設けられており、補正量を加減算した結果、前記上限
値あるいは下限値を超過してしまうことがある。このような場合には、十分に前記パルス
状電流の通流時間を確保できず、電流検出が出来ない期間が発生してしまい、電動機制御
精度が悪化する問題となる。
【０００９】
　上記の状況は、例えば電動機が高速で回転している場合のように、補正前の電圧指令値
の絶対値が大きく、小さい補正量でも上限値または下限値を超過してしまう場合や、必要
となる補正量が大きい場合に発生する。補正量が大きい場合としては、キャリア周波数が
高い場合、あるいは、パルス状電流の立ち上がり時に発生し、検出誤差原因となるリンギ
ングノイズの持続時間が長い場合などがある。
【００１０】
　近年、電動機の高効率化・小型化・低騒音化の傾向が進み、電圧飽和領域の活用やキャ
リア周波数の高周波化など、上記の状況はますます発生し易くなっており、大きな問題と
なっている。
【００１１】
　また、特許文献３では、ＰＷＭのスイッチングに起因して発生する電流リプルによる検
出誤差を抑制するための三相電圧指令の補正方法が提案されているが、やはり電圧の上限
及び下限による検出不可能状態についての記述はない。
【００１２】
　本発明の目的は、電圧指令値の上限あるいは下限の制約のために電流検出が不可能とな
ることのない直流母線による相電流の検出を実現し、電動機の安定した高精度運転を可能
ならしめる電力変換装置及びその制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明はその一面において、三相電圧指令と三角波キャリア信号とを比較することで電
圧指令をＰＷＭパルスに変換するパルス幅変調手段と、前記ＰＷＭパルスに基づきスイッ
チ素子を駆動し直流電圧と三相交流電圧との間に電力変換する電力変換器と、前記電力変
換器の主回路の直流母線に流れるパルス状電流を検出する電流検出手段と、前記三相電圧
指令の瞬間値をその大きさの順に並べた場合の最大となる相を最大相、２番目に大きい相
を中間相、３番目に大きい相を最小相とするとき、最大相と中間相の線間電圧及び中間相
と最小相の線間電圧がそれぞれ所定値以上となるように、前記最大相と最小相の電圧指令
を補正する電圧指令補正手段とを備えた電力変換装置において、所定の条件において、前
記最大相及び／又は最小相の電圧指令のみならず、前記中間相の電圧指令を補正する電圧
指令補正手段を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の望ましい実施態様においては、前記所定の条件を、前記最大相あるいは最小相
の電圧指令値を補正することによって、電圧指令値の上限値又は下限値を逸脱する場合に
設定する。
【００１５】
　また、本発明の望ましい実施態様においては、電圧指令補正手段により、三角波キャリ
ア信号周期の半分を単位周期として電圧指令を補正し、単位周期の整数倍の期間における
電圧指令の補正量の平均値が、零あるいは略零となるように設定する。
【００１６】
　さらに、本発明の望ましい実施態様においては、電圧指令補正量の平均を零または略零
となる期間を、単位周期の奇数倍に設定するとともに、その中心に当たる単位周期で電流
を検出するように設定する。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明の望ましい実施態様によれば、電圧指令値の上限あるいは下限の制約のために電
流検出が不可能となることなく直流母線による相電流の検出を実現し、電動機の安定した
高精度運転を実現する電力変換装置及びその制御方法を提供することができる。
【００１８】
　本発明の望ましい実施態様によれば、従来方法では直流母線から電流検出が不可能とな
る高速運転時、三角波キャリア周波数が高い条件、リンギングノイズ持続時間が長い悪環
境などの運転条件においても適切に電流検出を実現できる。
【００１９】
　本発明のその他と目的と特徴は、以下に述べる実施形態の中で明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１による電力変換装置の全体構成図である。
【図２】本発明の実施例１における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図３】本発明の実施例１における電圧指令補正量演算部の処理フロー図である。
【図４】本発明の実施例２における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図５】本発明の実施例３における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図６】本発明の実施例４における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図７】本発明の実施例５における電圧補補償量とそれに起因する電流高調波の関係説明
図である。
【図８】本発明の実施例６における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図９】本発明の実施例７における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【図１０】本発明の実施例９における電圧指令補正量演算部の処理フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１は、本発明の実施例１による電力変換装置の全体構成図である。図１では、マイコ
ン４内部は情報の流れを、それ以外は電気回路（実際の電流の流れ）を表している。
【００２３】
　本実施例においては、直流電源１と、直流母線に接続された電流検出手段３と、前記電
流検出手段３から得られた電流情報を基にＰＷＭ信号を出力するマイコン４と、前記ＰＷ
Ｍ信号に従って前記直流電源１の電力を交流電力に変換する電力変換部主回路５と、変換
された電力によって仕事を行う交流電動機２を備えている。
【００２４】
　前記マイコン４は、まず、前記電流検出手段３により検出される直流母線電流ＩＤＣ信
号が入力され、三相平衡電流Ｉｕｃ，Ｉｖｃ，Ｉｗｃを再現して出力する電流検出部７を
備えている。次に、三相平衡電流Ｉｕｃ，Ｉｖｃ，Ｉｗｃと、外部から任意に与えられる
電流指令Ｉｕ＊，Ｉｖ＊，Ｉｗ＊（以下、記号添字の「＊」は指令値を意味する）とが入
力され、第１の三相電圧指令Ｖｕ＊、Ｖｖ＊、Ｖｗ＊を演算して出力する電圧指令演算部
８を備える。ここで、電流指令Ｉｕ＊，Ｉｖ＊，Ｉｗ＊の代わりに、これを回転座標系に
変換したＩｄ＊，Ｉｑ＊で与えることもある。また、第１の三相電圧指令Ｖｕ＊，Ｖｖ＊

，Ｖｗ＊から電圧指令補正量ΔＶｕ，ΔＶｖ，ΔＶｗを演算する電圧指令補正量演算部１
０と、第１の電圧指令と電圧指令補正量を加算して第２の三相電圧指令Ｖｕ＊＊，Ｖｖ＊

＊，Ｖｗ＊＊を演算する電圧指令補正部９とを備えている。さらに、最終的に得られた第
２の三相電圧指令Ｖｕ＊＊，Ｖｖ＊＊，Ｖｗ＊＊を、ＰＷＭによりスイッチ信号へと変換
するＰＷＭ変換手段１１とを備える。
【００２５】
　前記電力変換部主回路５は、前記スイッチ信号により直流電源１の電力を交流電力に変
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換して交流電動機に三相平衡電流Ｉｕ，Ｉｖ，Ｉｗを流す。この相電流は、電力変換部主
回路５のスイッチ状態によっては直流母線を流れるため、直流母線電流にはパルス状に相
電流が流れることになる。電流検出部７は、第２の電圧指令値から相電流検出が検出可能
かどうかを判定し、検出可能ならば相電流を検出するタイミングを設定して電流検出を行
い、検出した電流がどの相に当たるかを判定し、検出したＩＤＣから、Ｉｕｃ，Ｉｖｃ，
Ｉｗｃを再現する。
【００２６】
　次に、本実施例の特徴である電圧指令補正部９について述べる。
【００２７】
　図２は、本発明の実施例１における直流母線電流と三相電圧の関係説明図であり、三角
波キャリア信号と直流母線電流波形を模式的に表す。三角波キャリアの一周期は、三角波
の単調増加期間および単調減少期間の各半周期からなる。直流母線電流ＩＤＣには、三角
波キャリアの半周期（以下、これを単位周期と呼ぶ。）につき、２相分の相電流情報がパ
ルス状に現れることが知られている。得られる電流相は、単位周期における電圧最大相と
電圧最小相であり、図２に示すように、三角波キャリアの単調増加期間ｋ＝１，３と単調
減少期間ｋ＝２，４でパルスが現れる順番が変わる。図２では、前記電流検出手段３によ
って各単位周期に検出する２相分の電流値を、検出する順にＩＤＣ１，ＩＤＣ２と表現し
ている。
【００２８】
　直流母線電流から単位周期に得られる相電流情報は、三相交流電流のうち２相分のみで
あるが、三相交流電流Ｉｕ，Ｉｖ，Ｉｗは平衡交流であるため、Ｉｕ＋Ｉｖ＋Ｉｗ＝０が
常に成り立っている。このため、残り１相分の情報は他の２相から求められる。
【００２９】
　ここで、各瞬間における三相の電圧指令のうち最大のものを最大相としてＶ１、最小の
ものを最小相としてＶ３、中間のものを中間相としてＶ２と記号で示し、対応した相電流
をそれぞれ、Ｉ１，Ｉ２，Ｉ３と表記する。図２では、大小関係がＶｕ＞Ｖｖ＞Ｖｗとな
っているため、Ｖ１＝Ｖｕ，Ｖ２＝Ｖｖ，Ｖ３＝Ｖｗである。
【００３０】
　各単位周期において、直流母線電流に現れる電圧最大相電流Ｉ１及び電圧最小相電流Ｉ
３の通流時間（以下、電流パルス幅と呼ぶ）は、Ｖ１及びＶ３の中間相電圧Ｖ２からの線
間電圧値に依存して決まる。すなわち、図２における補正前を表す単位周期ｋ＝１，２か
ら明らかなように、例えば、最小相電流パルスの通流時間は、Ｖ２３＊＝Ｖ２＊－Ｖ３＊

で決まり、最大相電流パルスの通流時間はＶ１２＊＝Ｖ＊１－Ｖ２＊により決まる。
【００３１】
　パルス状電流から電流検出を行うためには、電流パルス幅が所定値以上であることが必
要となる。ここでいう「所定値」とは、半導体素子のアーム短絡を防止するためのデッド
タイム期間や、リンギングノイズが発生している期間、あるいは、Ａ／Ｄ変換器のサンプ
ルホールド時間などを考慮した最小幅であり、ハード的な制約で決まると考えてよい。こ
の電流検出可能な電流パルス幅の最小値を最小パルス幅Ｔｐｗと定義する。
【００３２】
　なお、図２では、ｋ＝２において、Ｖ１２は十分大きいがＶ２３が小さいため、ＩＤＣ
１の検出は可能であるが、ＩＤＣ２の通流時間ｔが最小パルス幅Ｔｐｗより短く（ｔ＜Ｔ
ｐｗ）なり、電流検出が不可能となっている。
【００３３】
　まとめると、直流母線電流ＩＤＣから相電流検出が可能となる条件は、次の（１）式で
表される。
【００３４】
　　Ｖ１２＞＝Ｖｐｗ、かつ、Ｖ２３＞＝Ｖｐｗ…………………………………（１）
　ここで、必要線間電圧Ｖｐｗは、最小パルス幅Ｔｐｗに相当する線間電圧である。電流
検出時における電圧指令補正部９の目的は、第１の電圧指令が（１）式を満たさない場合
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、第２の電圧指令が（１）式を満たすように電圧指令値を補正することにある。
【００３５】
　次に、本発明の最も特徴的な電圧指令補正量演算の内容について説明する。
【００３６】
　図３は、本発明の実施例１における電圧指令補正量演算部の処理フロー図である。所定
の周期毎に電流検出時の電圧指令補正量演算プロセス３０が呼び出されると、入力された
第１の電圧指令Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊を大きい順にＶ１＊，Ｖ２＊，Ｖ３＊と定義する
（処理３１）。続いて、（１）式を満たすように、最大相電圧Ｖ１＊及び最小相電圧Ｖ３
＊を補正したとき、出力電圧上限値Ｖｍａｘあるいは電圧下限値Ｖｍｉｎを超過しないか
どうかチェックを行う。なお、Ｖｍａｘ及びＶｍｉｎは、例えば直流電源１の電圧から決
まる電力変換部主回路５の出力可能な最大電圧及び最小電圧で与えられる。
【００３７】
　例えば（１）式を満たすように、Ｖ１＊に補正量ΔＶ１を加算するとき、（２）式と（
３）式を満たすように、ΔＶ１及びΔＶ３を決定する。
【００３８】
　　Ｖ１＊＊－Ｖ２＊＝Ｖ１＊＋ΔＶ１－Ｖ２＊＞＝Ｖｐｗ………………………（２）
　　Ｖ２＊＊－Ｖ３＊＊＝Ｖ２＊－Ｖ３＊＋ΔＶ３＞＝Ｖｐｗ……………………（３）
　しかし、このとき出力電圧の最大最小がＶｍａｘ以上Ｖｍｉｎ以下に制限されていると
すると、
　　Ｖ１＊＊＜Ｖｍａｘ…………………………………………………………………（４）
　　Ｖ３＊＊＞Ｖｍｉｎ…………………………………………………………………（５）
でなければならない。この条件をまとめると以下のようになる。
【００３９】
　　Ｖ２＊＋Ｖｐｗ＜Ｖｍａｘ…………………………………………………………（６）
　　Ｖ２＊－Ｖｐｗ＞Ｖｍｉｎ…………………………………………………………（７）
　（６）式を満たしていないとき、第２の電圧指令値Ｖ１＊＊がＶｍａｘを超過し、最大
相電流を検出することができなくなる。同様に（７）式が満たされない場合、第２の電圧
指令値Ｖ３＊＊がＶｍｉｎを下回るため、最小相電流を検出することができなくなる。
【００４０】
　（６）式，（７）式が共に満たされる場合、（２）式，（３）式を満たすΔＶ１、ΔＶ
３を計算すればよく、通常ΔＶ１及びΔＶ３は（２）式および（３）式を満たす最小の値
に設定する（処理３２）。
【００４１】
　（７）式のみが満たされない場合、（３）式を満たすいかなるΔＶ３でもＶ３＊＊がＶ
ｍｉｎを下回ってしまうため、Ｖ２３＊がＶｐｗ以上確保することが出来ず、最小相電流
を検出することが出来なくなる。
【００４２】
　そこで、本実施例では、Ｖ３＊＊＝Ｖｍｉｎとし、Ｖ２３＊がＶｐｗに満たない分をＶ
２＊に加算してやることでＶｐｗを確保する。このとき、Ｖ２＊の増加に伴いＶ１２＊が
小さくなるため、（１）式を満たさなくなる可能性がある。そこでＶ１＊もＶ２＊＊から
Ｖｐｗを確保できる値になるまで補正する（処理３３）。
【００４３】
　同様に（６）式のみが満たされない場合、Ｖ１＊＊＝Ｖｍａｘとし、Ｖ１２＊がＶｐｗ
に満たない分、Ｖ２＊を減算することで確保する（処理３４）。
【００４４】
　もし（６）式，（７）式共に満たされない場合は、ΔＶ１，ΔＶ２，ΔＶ３を零として
電流検出を諦める（処理３５）。
【００４５】
　以上のプロセスで演算されたΔＶ１及びΔＶ３が、（８）式，（９）式を満たす場合は
、補正しなくても、もともと（数１）を満たしている条件である。
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【００４６】
　　ΔＶ１＜０……………………………………………………………………………（８）
　　ΔＶ３＞０……………………………………………………………………………（９）
　このため、ΔＶ１＝０、ΔＶ３＝０としてよい（処理３６，３７）。
【００４７】
　処理３１の逆の処理を行い、最後に演算したΔＶ１，ΔＶ２，ΔＶ３をΔＶｕ，ΔＶｖ
，ΔＶｗに戻して引数に返して処理を終わる。
【００４８】
　これらの処理により、第２の三相電圧指令は（１），（４），（５）式を全て満たすた
め、適切な電流検出を実現し、かつ電圧指令補正量を最小に抑えることが出来る。
【００４９】
　以上の実施例１の動作の一例を、図２の単位周期ｋ＝４に示している。この例では、最
小相電圧ＶＷ＊（Ｖ３＊）をΔＶ３で補正すると共に、本発明により、中間相電圧ＶＶ＊

（Ｖ２＊）に対しても、ΔＶ２による補正を追加している。この結果、電流ＩＤＣ２のパ
ルス幅ｔが、ｔ≧Ｔｐｗに延び、電流検出を可能にしている。
【００５０】
　次に、本実施例の効果について述べる。
【００５１】
　特許文献２で提案されているように、従来では（１）式を満たすため、電圧指令補正は
最大相電圧Ｖ１＊または最小相電圧Ｖ３＊の絶対値が大きくなる方向（中間相電圧Ｖ２＊

から離れる方向）に行うことが最良の実施形態であるとされてきた。これは、Ｖ２＊を動
かすと一方の電流パルス幅は大きくなるが他方の電流パルス幅が小さくなるデメリットが
あるためである。
【００５２】
　しかし（１）Ｖ１＊あるいはＶ３＊の絶対値が大きい場合や、（２）最小パルス幅Ｔｐ
ｗを確保するために必要な線間電圧Ｖｐｗが大きい状況では、電圧上限値Ｖｍａｘ及び下
限値Ｖｍｉｎまでの余裕が小さくなり、Ｖｐｗを確保することができなくなる。
【００５３】
　前記（１）Ｖ１＊あるいはＶ３＊の絶対値が大きい場合とは、例えば交流電動機２の速
度が高速になる場合が挙げられる。このとき内部逆起電力が大きくなるため、第１の電圧
指令が大きくなる。このように、電動機の高速運転時に、本発明は特に有用である。
【００５４】
　また、前記（２）Ｖｐｗが大きい状況とは、例えばキャリア周波数が高い場合が考えら
れる。高周波キャリア条件では、同じ最小パルス幅Ｔｐｗであっても、最小線間電圧Ｖｐ
ｗが大きくなる。これは、図２の三角波キャリアの傾きがキャリア周波数の増大に伴って
急峻となることを考えれば自明である。近年の半導体素子の低損失化とユーザーの静音化
ニーズの高まりによるキャリア周波数の高周波化傾向に対して、本発明は効果的である。
【００５５】
　その他に、Ｖｐｗが大きい状況として、リンギングノイズ環境の悪条件が考えられる。
半導体素子のスイッチ動作に伴ってパルス状電流に現れる高周波リンギングノイズは、装
置の設置環境に依存して持続時間が変わるため、それに伴いＶｐｗも変化することになる
。多様な環境に対する適用性に関して、本発明は効果的である。
【００５６】
　本実施形態によれば、電圧指令補正部９は、三角波キャリアの半周期を単位周期として
電圧指令値の最大相及び最小相に補正量を加算し、その結果、電圧上限や下限値を超過す
る場合には、その超過分だけ中間相を加算して電流検出に必要な線間電圧を確保する。こ
れにより、電圧上限及び下限のために電流検出が不可能であった条件下でも、高精度な電
流検出が可能となる。すなわち、電動機の高速運転時や三角波キャリア周波数の高周波条
件、リンギングノイズ悪環境のような多様な環境に対しても高精度な制御が可能となる。
【実施例２】
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【００５７】
　図４は、本発明の実施例２における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。この
図を用いて、本実施例２の特徴を説明する。本実施例では、実施例１のように電流検出時
に加算された電圧指令補正量を、電流検出を行わない期間において補償を行う。これによ
り、第２の電圧指令と第１の電圧指令とを同等とし、正常な運転を維持することが出来る
。補償の方法については、特許文献２及び特許文献３などで提案されている通り、単位周
期のＮ倍の期間を調整期間として考え、調整期間中の各相の補正量の平均が零または略零
となるように電流非検出期間の補正量を設定すればよい。しかし、本発明では中間相も補
正しており、補償時に電圧上限あるいは下限を超過する問題が発生する。本実施例ではそ
の対策について述べる。なお、Ｎは自然数とする。
【００５８】
　説明のため調整期間がＮであったとき、調整期間内の各単位周期に序数ｋ＝１，２，３
，・・・Ｎをつけて考える。このとき、各単位周期の電圧指令補正量をΔＶ１［ｋ］、Δ
Ｖ２［ｋ］、ΔＶ３［ｋ］とする。Ｎ個の単位周期のうち少なくとも一つでは電流検出を
行うため、この単位周期を検出期間と呼び、残りの単位周期は補償期間と呼ぶ。ここでは
検出期間を調整期間中１回とする。Ｖ１［ｋ］，Ｖ２［ｋ］，Ｖ３［ｋ］の計算方法につ
いては実施例１で述べた通りである。この電流検出時の電圧指令補正量を、ここでは、Δ
Ｖ１０，ΔＶ２０，ΔＶ３０とする。また、調整期間における電圧指令補正量の時間平均
を零または略零とするために、電圧指令補正量は各相について次の関係を満たす必要があ
る。
【００５９】
　　Σ＿ｋ＝１～ＮΔＶ１［ｋ］＝０………………………………………………（１０）
　　Σ＿ｋ＝１～ＮΔＶ２［ｋ］＝０………………………………………………（１１）
　　Σ＿ｋ＝１～ＮΔＶ３［ｋ］＝０………………………………………………（１２）
　例えば、調整周期において検出が１回行われると仮定すると、補償期間の序数の単位周
期においては、次式のように設定するものとする。
【００６０】
　　ΔＶ１［ｋ］＝－ΔＶ１０／（Ｎ－１）………………………………………（１３）
　　ΔＶ２［ｋ］＝－ΔＶ２０／（Ｎ－１）………………………………………（１４）
　　ΔＶ３［ｋ］＝－ΔＶ３０／（Ｎ－１）………………………………………（１５）
　式（１３）～（１５）ではΔＶ１［ｋ］、ΔＶ２［ｋ］、ΔＶ３［ｋ］を各ｋについて
同値であるとしたが、式（１０）～（１２）を満たしていれば値が異なっていてもよい。
例えば、検出期間の前の補償期間では補正量を大きく、後では補正量を小さく設定しても
よい。
【００６１】
　更に、第２の電圧指令が電圧上限あるいは下限を超過する問題が発生する。これを防ぐ
ためには、（１６）～（１８）式に示す条件を全ての序数ｋについて満たすようにΔＶ１
［ｋ］，ΔＶ２［ｋ］，ΔＶ３［ｋ］を設定する必要がある。
【００６２】
　　Ｖ１＊＋ΔＶ１［ｋ］＜Ｖｍａｘ、Ｖ１＊＋ΔＶ１［ｋ］＞Ｖｍｉｎ……（１６）
　　Ｖ２＊＋ΔＶ２［ｋ］＜Ｖｍａｘ、Ｖ２＊＋ΔＶ２［ｋ］＞Ｖｍｉｎ……（１７）
　　Ｖ３＊＋ΔＶ３［ｋ］＜Ｖｍａｘ、Ｖ３＊＋ΔＶ３［ｋ］＞Ｖｍｉｎ……（１８）
　ただし、検出期間（ｋ＝１のとき）については、実施例１で述べたように、電圧指令補
正量を決定するため（１６）～（１８）式は満たされる。このため、ここで問題となるの
は補償期間においてである。そこで、ΔＶ１［ｋ］，ΔＶ２［ｋ］，ΔＶ３［ｋ］が（１
６）～（１８）式を満たさない場合、検出不能と判断して電圧指令補正及び電流検出はし
ないものとする。
【００６３】
　具体的な例として、図４に示すように、Ｎ＝２とした場合を説明する。図４では、Ｖ２
３＊（＝Ｖ２＊－Ｖ３＊）＜Ｖｐｗである。したがって、（１）式を満たさないため、こ
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のままでは相電流が検出できない。また、検出周期はｋ＝１とする。
【００６４】
　単位周期ｋ＝１において、実施例１で説明したように、ΔＶ１［１］＝ΔＶ１０，ΔＶ
２［１］＝ΔＶ２０，ΔＶ３［１］＝ΔＶ３０とすることで、ΔＶ２３＊＊＝Ｖｐｗとし
、相電流情報を得る（なお、ここではΔＶ１０＝０である）。ここでの補正量を保存して
おき、続くｋ＝２の単位周期において、電圧指令補正量ΔＶ２［２］，ΔＶ３［２］を計
算する。Ｎ＝２より、ΔＶ１［２］＝－ΔＶ１０，ΔＶ２［２］＝－ΔＶ２０，ΔＶ３［
２］＝－ΔＶ３０である。更に、ΔＶ１，ΔＶ２，ΔＶ３が（１６）～（１８）式を満た
すかどうかの判定を行う。
【００６５】
　もし（１６）～（１８）式のいずれかを満たさない場合には、検出不可能と判断し、補
正及び検出を行わないものとする。この処理により、事前に補償不可能な場合を判断し、
補償不全による電動機の運転異常を回避することが出来る。
【００６６】
　なお、本実施例では、三角波キャリア信号の単調増加期間を検出期間（ｋ＝１）とした
が、単調減少期間を検出期間としても良い。
【実施例３】
【００６７】
　図５は、本発明の実施例３における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。この
図を用いて、本実施例３について、実施例２と異なる点について説明する。本実施例３で
は、（１６）～（１８）式を満たさない場合には（１６）～（１８）式を満たすまで一時
的にＮを増加させて検出を実施する。
【００６８】
　図５では、補償量ΔＶ２０が著しく大きく、ｋ＝２において、Ｖ２＋ΔＶ２［２］がＶ
ｍｉｎを下回ってしまう場合である。このとき、一時的に調整期間を延長し、次の単位周
期（ｋ＝３）で補償し切れなかった残りの補償量を補償する。もし、Ｎ＝３でも補償し切
れない場合は、更に調整期間を延ばせばよい。このように調整期間を延長することで、実
施例２では検出を諦めていた条件でも相電流検出を行うことが可能となる。
【実施例４】
【００６９】
　図６は、本発明の実施例４における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。本実
施例は、調整期間を決定する単位周期数Ｎを奇数とし、検出する単位周期を調整期間の中
心に配置するところを特徴とする。図６ではＮ＝３の場合を示している。ｋ＝２を検出期
間とし、ｋ＝１及び３のときを補償期間としている。各検出期間における電圧指令補正量
演算は実施例１の方法を用い、補償期間における補正量演算は実施例２で述べた方法を用
いて次のように設定する。
【００７０】
　　ΔＶ１［１］＝ΔＶ１［３］＝－ΔＶ１０／２………………………………（１９）
　　ΔＶ２［１］＝ΔＶ２［３］＝－ΔＶ２０／２………………………………（２０）
　　ΔＶ３［１］＝ΔＶ３［３］＝－ΔＶ３０／２………………………………（２１）
　また、補償期間において電圧指令がＶｍａｘあるいはＶｍｉｎを超過する場合について
は実施例２による方法あるいは実施例３による方法を同様に適用できる。
【００７１】
　このように調整期間を単位周期の奇数倍としたことで、検出周期が三角波キャリアの単
調増加期間と単調減少期間に交互に割り当てられるため、ＰＷＭに伴う電流リプルによる
電流検出誤差の影響を減らすことが可能となり、高精度な検出が実現できるようになる。
【００７２】
　また、その中心に当たる単位周期で検出を行うようにしたことにより、その範囲内での
制御量の変動幅を小さく抑えることができ、安定性に優れた制御を実現できる。
【実施例５】
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【００７３】
　次に、本発明の実施例５を説明する。図６に示した実施例４では、式（１９）～（２１
）のように補償期間での補正量演算を行ったが、本実施例５では、以下のように補正量演
算を行う点が異なっている。
【００７４】
　　ΔＶ１［１］＝－ΔＶ１０×ｍ…………………………………………………（２２）
　　ΔＶ１［３］＝－ΔＶ１０×（１－ｍ）………………………………………（２３）
　　ΔＶ２［１］＝－ΔＶ２０×ｍ…………………………………………………（２４）
　　ΔＶ２［３］＝－ΔＶ２０×（１－ｍ）………………………………………（２５）
　　ΔＶ３［１］＝－ΔＶ３０×ｍ…………………………………………………（２６）
　　ΔＶ３［３］＝－ΔＶ３０×（１－ｍ）………………………………………（２７）
　ここで、ｍは０＜ｍ＜１を満たす正の実数である。ｍ＝０．５とすれば、実施例４に一
致する。本実施例５では、ｍを０．５より大きい値（例えば０．７５）などの値とする。
【００７５】
　図７は、本実施例５の効果を実施例４と比較して模式的に示したもので、電圧最大相を
補正したことによって生じる最大相電流Ｉ１の高調波成分を表している。実施例４の場合
、補償量は検出周期に対して対称をなしているため、その結果現れる高調波成分も対称形
をなす。電流検出タイミングは検出周期の末期となるため、結果として高調波成分のピー
クで検出することとなり、誤差が発生する。それに対して本実施例５では、ｋ＝１での補
償量を大きめに取ることで検出点のピークの値を小さく抑えることが出来る。これによっ
て、電流検出誤差を小さくすることが出来る。
【００７６】
　以上のように、補償期間の補償量を非対称とすることで、電圧補償による高調波成分に
起因する電流検出誤差を抑制し、より精度良い電動機制御特性を得ることが出来る。
【実施例６】
【００７７】
　図８は、本発明の実施例６における直流母線電流と三相電圧の関係説明図であり、本発
明を、二相変調に適用した実施例である。
【００７８】
　電力変換部主回路のスイッチ素子の動作回数を減らして素子のエネルギー損失を低減す
るため、三相のうち一相のスイッチ動作を無くし、残りの２相のみのスイッチ動作により
電動機を駆動することが知られており、これを二相変調と呼ぶ。これに対し、実施例１～
４で述べたような通常の変調方式は「三相変調」と呼ばれる。
【００７９】
　一般的に、二相変調は、電圧最大相Ｖ１をスイッチＯＮ状態に固定するか、電圧最小相
をスイッチＯＦＦ状態に固定することで実現される。マイコン６内部の動作としては、最
大相あるいは最小相を三角波キャリア信号の振幅範囲外に設定する。これを波形の概観か
らそれぞれ「最大相張り付き」、「最小相張り付き」と呼ぶ。更に、スイッチ状態が固定
されている電圧相を「張り付き相」と呼ぶ。
【００８０】
　二相変調では、直流母線電流ＩＤＣの波形が三相変調方式と比べて変化する。
【００８１】
　図８においては、Ｖｕが最大相張り付きとなっている場合を示している。このとき、直
流母線電流ＩＤＣには三角波キャリア信号の単調増加期間と単調減少期間にまたがって電
圧最大相電流が流れる。このため、見かけ上、最大相電流の通流時間は、線間電圧Ｖ１２
から通常考えられる値の２倍となるため、張り付き相のパルス状電流については、張り付
き相を含む線間電圧が、従来の必要条件Ｖｐｗの半分以上であれば検出が可能となる。
【００８２】
　そのため、通常の環境では張り付き相のパルス状電流は電圧指令補正を行わなくても検
出が可能となる。
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【００８３】
　しかし、Ｖｐｗが大きくなる環境では、張り付き相を含む線間電圧（図８では、Ｖ１２
＊＊）が十分でなく、相電流が検出できない状況が現れる。このとき、実施例１と同じ処
理によって中間相を補正することで電流検出が可能となる。また、補償期間における第２
の電圧指令飽和の問題についても、実施例２及び３と同じ方法で対応することが出来る。
【００８４】
　以上のように、本実施例６により、２相変調において張り付き相のパルス状電流を検出
できないような環境においても、相電流を検出することが可能となり、電力変換装置の損
失を減らしつつ高精度な電動機制御が可能となる。
【実施例７】
【００８５】
　図９は、本発明の実施例７における直流母線電流と三相電圧の関係説明図である。
【００８６】
　２相変調時においても、調整期間を単位周期の奇数倍とし、検出期間を調整期間の中心
と設定することにより精度の向上が可能である。しかし、実施例６で述べたように、パル
ス状電流が単位周期を跨って流れることを考慮して電流検出を行うと、張り付き相の検出
タイミングが実質的に三角波キャリアの単調増加期間あるいは単調減少期間に限られてし
まう。このため、実施例４で得られた精度向上の効果が小さくなってしまう。
【００８７】
　そこで、本実施例７では、三角波キャリア信号の単調増加期間と単調減少期間に跨って
電圧最大相電流が流れていることは考慮せず、各単位周囲において（１）式を満たすよう
に電圧指令補正量を決定する。
【００８８】
　以上の方法によれば、電力変換装置の損失を減らしつつ、更なる高精度な電流検出を実
現することが出来る。
【実施例８】
【００８９】
　電圧上限値Ｖｍａｘと電圧下限値Ｖｉｍの差が必要線間電圧Ｖｐｗの２倍より小さく、
（２８）式が成立する場合には、そもそも（１）式が満たされないため、直流母線電流Ｉ
ＤＣからの相電流検出は不可能である。
【００９０】
　　Ｖｍａｘ－Ｖｍｉｎ＜２Ｖｐｗ…………………………………………………（２８）
　図２から明らかなように、三角波キャリア周波数を下げることで、同じＴｐｗに対する
Ｖｐｗを小さくすることができる。したがって、（２８）式を満たす場合でも、（２８）
式を満たすような三角波キャリア周波数を設定することで電動機制御が可能となる。
【実施例９】
【００９１】
　図１０は、本発明の実施例９による電圧指令補正量演算部の処理フロー図である。これ
は、実施例１の異なる実施形態であり、実施例１では、電圧補正により２相共に検出可能
な場合の処理３２では、中間相は補正しない（ΔＶ２＝０）としていた。しかし、本実施
例９では、ΔＶ１及びΔＶ３のうち、必要な補正量が大きくなる側の補正量の一部を中間
相に分担させる点が異なっている。以下、図１０を用いて説明する。
【００９２】
　Ｖ１２＊とＶ２３＊を比較し、最大相と最小相で必要な補正量が大きくなる側を判定す
る。ここではＶ１２＊の方が大きい場合を例に説明する。このとき必要な補正量は最大相
側Δ１に比べて最小相側ΔＶ３の方が大きくなる。このときの必要な補正量をＶ３ｔとす
ると、
　　ΔＶ３ｔ＝（Ｖ２＊－Ｖ３＊）－Ｖｐｗ………………………………………（２９）
と求められる。この必要補正量ΔＶ３ｔを、最小相と中間相で分担して補正する。例えば
ある値ａ（０＜ａ＜１の定数。たとえば０．５）を用いて、
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　　ΔＶ２＝－ΔＶ３ｔ×（１－ａ）………………………………………………（３０）
　　ΔＶ３＝ΔＶ３ｔ×ａ……………………………………………………………（３１）
とする。更に中間相を補正した分Ｖ１２が小さくなるため、
　　ΔＶ１＝Ｖｐｗ－（Ｖ１＊－（Ｖ２＊＋Ｖ２））……………………………（３２）
と最大相補正量を修正する。
【００９３】
　なお、ΔＶ３ｔが正の場合、電圧補正しなくてもΔＶ２３＞Ｖｐｗであり、さらにΔＶ
１２＞ΔＶ２３が分かっているため、全相電圧補正しなくても電流検出が可能である。
【００９４】
　また、図１０には明示していないが、この処理により電圧補正を行った結果、最大相電
圧指令値あるいは最小相電圧指令値が電圧上下限を逸脱した場合は、実施例１と同様に処
理３３または処理３４のように補正量を決めればよい。
【００９５】
　この処理により、電圧補正量を三相に分散させることで、一相ごとの補正量が減り、電
流の高周波リプルを軽減し、騒音の抑制及び電動機の運転効率を上げることが出来る。
【符号の説明】
【００９６】
　１…直流電源、２…交流電動機、３…電流検出手段、４…マイコン、５…電力変換部主
回路、７…電流検出部、８…電圧指令演算部、９…電圧指令補正部、１０…電圧指令補正
量演算部、１１…ＰＷＭ変換手段。

【図１】 【図２】
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