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(57)【要約】
【課題】ブラシレスモータを動力源とする電動工具にお
いて、通電角若しくは進角を制御することで、製品毎に
生じる誤差によって電動工具の駆動特性がばらつくのを
防止する。
【解決手段】モータの回転停止時に、バッテリ電圧に基
づき目標回転数を設定し(S220)、モータの駆動が開始さ
れると、通電角及び進角が設定値に制御されるのを待ち
(S240)、その後、進角制御を行う。進角制御では、モー
タの実回転数と目標回転数との差を算出し(S260)、その
算出した回転数差がしきい値以上であるとき(S270-YES)
、実回転数が目標回転数以下であれば進角の調整量を減
少させ、そうでなければ進角の調整量を増加させる(S28
0～S300)。また、回転差がしきい値以下である状態が所
定時間継続すると、調整量を固定し、進角調整を終了す
る(S310，S320)。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシレスモータと、
　前記ブラシレスモータの駆動に用いるバッテリの電圧を検出するバッテリ電圧検出部と
、
　前記ブラシレスモータの回転位置を検出する回転位置検出部と、
　前記回転位置検出部からの信号により、前記ブラシレスモータへの駆動出力を制御する
制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記ブラシレスモータへの駆動出力制御時に、前記ブラシレスモータの
回転数若しくは通電電流が、前記バッテリ電圧検出部にて検出されたバッテリ電圧に対応
した目標値になるよう、前記ブラシレスモータへの通電角若しくは進角を制御することを
特徴とする電動工具。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記ブラシレスモータの回転数が、前記バッテリ電圧に対応した目標回転数よりも低い
場合は、前記通電角を広げるか、前記進角を進めることにより、前記ブラシレスモータの
回転を上昇させ、
　前記ブラシレスモータの回転数が、前記バッテリ電圧に対応した目標回転数よりも高い
場合は、前記通電角を狭くするか、或いは、前記進角を遅らせることにより、前記ブラシ
レスモータの回転を低下させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電動工具。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記ブラシレスモータの通電電流が、前記バッテリ電圧に対応した目標電流よりも低い
場合には、前記通電角を広げるか、或いは、前記進角を進めることにより、前記ブラシレ
スモータの通電電流を増加させ、
　前記ブラシレスモータの通電電流が、前記バッテリ電圧に対応した目標電流よりも高い
場合には、前記通電角を狭くするか、或いは、前記進角を遅らせることにより、前記ブラ
シレスモータの通電電流を低下させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電動工具。
【請求項４】
　前記制御部は、前記ブラシレスモータの回転数若しくは通電電流が、前記目標値に対応
した許容範囲内に収束すると、前記通電角若しくは前記進角を固定することで、前記通電
角若しくは前記進角の制御を終了することを特徴とする請求項１～請求項３の何れか１項
に記載の電動工具。
【請求項５】
　前記制御部は、前記ブラシレスモータの回転数若しくは通電電流が前記許容範囲内にあ
る状態が所定時間以上継続すると、前記通電角若しくは前記進角を固定することで、前記
通電角若しくは前記進角の制御を終了することを特徴とする請求項４に記載の電動工具。
【請求項６】
　前記制御部は、前記ブラシレスモータの駆動を開始する前に、前記バッテリ電圧検出部
を介して前記バッテリ電圧を検出し、該検出したバッテリ電圧に基づき、前記目標値を設
定することを特徴とする請求項１～請求項５の何れか１項に記載の電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラシレスモータを動力源とする電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　この種の電動工具においては、最適な駆動特性が得られるように、ブラシレスモータ駆
動時の通電角及び進角を設定し、その設定した通電角及び進角値にてブラシレスモータへ
の通電を制御するようにしたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２７６０４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のようにブラシレスモータ駆動時の通電角や進角値を固定すると、
ブラシレスモータの回転位置を検出するセンサによる位置検出誤差、電動工具の製造時に
生じる製品誤差等によって、所望の駆動特性が得られないことがある。
【０００５】
　このため、例えば、ブラシレスモータを駆動したときの回転数や消費電流が、製品毎に
ばらつき、使用者に違和感を与えてしまうという問題があった。
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、ブラシレスモータを動力源とする
電動工具において、通電角若しくは進角を制御することで、製品毎に生じる誤差によって
電動工具の駆動特性がばらつくのを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するためになされた請求項１に記載の電動工具には、動力源であるブ
ラシレスモータと、ブラシレスモータの回転位置を検出する回転位置検出部と、回転位置
検出部からの信号によりブラシレスモータへの駆動出力を制御する制御部とが備えられて
いる。
【０００７】
　そして、制御部は、ブラシレスモータへの駆動出力制御時に、ブラシレスモータの回転
数若しくは通電電流が、バッテリ電圧検出部にて検出されたバッテリ電圧に対応した目標
値になるよう、ブラシレスモータへの通電角若しくは進角を制御する。
【０００８】
　従って、本発明の電動工具によれば、ブラシレスモータへの回転位置検出部の組み付け
誤差等、製品の個体差によって、電動工具の駆動特性がばらつくのを防止し、同じ性能を
有する電動工具を提供できる。
【０００９】
　また特に、本発明では、ブラシレスモータの駆動時に流れる電流を制限するために、通
電角や進角を制限するのではなく、ブラシレスモータの回転数や通電電流が目標値になる
よう通電角若しくは進角を制御する。
【００１０】
　このため、例えば、回転数が目標値よりも高いときに、通電角や進角を制限することも
できるし、回転数が目標値よりも低いときに通電角を広げたり、進角を進めることで、ブ
ラシレスモータにより大きなトルクを発生させることもできる。つまり、本発明によれば
、電動工具の駆動特性をより最適に制御することができる。
【００１１】
　また、通電角若しくは進角を制御する際の目標値として、バッテリ電圧に対応した値を
利用するので、例えば、バッテリ電圧が低いときに目標値を高く設定しすぎて、過進角と
なり、ブラシレスモータの駆動効率が低下する、といったことを防止できる。つまり、本
発明の電動工具によれば、動力源であるブラシレスモータを効率よく駆動し、無駄なエネ
ルギ消費（換言すれば電力消費）を抑えることができる。
【００１２】
　ここで、制御部に対し、ブラシレスモータの回転数が目標値（つまり目標回転数）にな
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るよう通電角若しくは進角を制御させる場合、制御部は、請求項２に記載のように構成す
ればよい。
【００１３】
　つまり、この場合、制御部は、ブラシレスモータの回転数が目標回転数よりも低い場合
は、通電角を広げるか、進角を進めることにより、回転数を上昇させ、回転数が目標回転
数よりも高い場合は、通電角を狭くするか、或いは、進角を遅らせることにより、回転数
を低下させるように構成すればよい。
【００１４】
　また、制御部に対し、ブラシレスモータの通電電流が目標値（つまり目標電流）になる
よう通電角若しくは進角を制御させる場合、制御部は、請求項３に記載のように構成すれ
ばよい。
【００１５】
　つまり、この場合、制御部は、通電電流が目標電流よりも低い場合には、通電角を広げ
るか、或いは、進角を進めることにより、通電電流を増加させ、通電電流が目標電流より
も高い場合には、通電角を狭くするか、或いは、進角を遅らせることにより、通電電流を
低下させるように構成すればよい。
【００１６】
　なお、制御部は、通電角及び進角の一方を制御するようにしてもよく、或いは、その両
方を制御するようにしてもよい。
　次に、請求項４に記載の電動工具においては、制御部は、ブラシレスモータの回転数若
しくは通電電流が目標値に対応した許容範囲内に収束すると、通電角若しくは進角を固定
することで、通電角若しくは進角の制御を終了する。
【００１７】
　また、請求項５に記載の電動工具においては、制御部は、ブラシレスモータの回転数若
しくは通電電流が許容範囲内にある状態が所定時間以上継続すると、通電角若しくは進角
を固定することで、通電角若しくは進角の制御を終了する。
【００１８】
　このように、請求項４及び５に記載の電動工具においては、制御部は、ブラシレスモー
タの回転数若しくは通電電流が許容範囲内に収束するか、更にその状態が所定時間以上継
続すると、通電角若しくは進角を固定する。
【００１９】
　従って、ブラシレスモータの回転数若しくは通電電流が許容範囲内に収束してから、電
動工具（延いてはブラシレスモータ）に加わる負荷が変動して、回転数若しくは通電電流
が変化したとしても、その負荷変動に影響されることなく、通電角若しくは進角を最適値
に保持することができる。
【００２０】
　次に、請求項６に記載の電動工具においては、制御部は、ブラシレスモータの駆動を開
始する前に、バッテリ電圧検出部を介してバッテリ電圧を検出し、その検出したバッテリ
電圧に基づき、目標値を設定する。
【００２１】
　このため、請求項６に記載の電動工具によれば、ブラシレスモータの駆動によってバッ
テリ電圧が変動しても、その変動前のバッテリ電圧にて目標値を設定できることになり、
バッテリ電圧に対応して目標値を適正に設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態の電動工具の回路構成を表すブロック図である。
【図２】制御回路にて実行されるモータ駆動制御を表すフローチャートである。
【図３】図２のＳ１４０にて実行される進角調整量の設定処理を表すフローチャートであ
る。
【図４】バッテリ電圧に基づき目標回転数を設定するのに用いられるマップを表す説明図
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である。
【図５】実施形態の制御回路による制御結果を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本実施形態は、例えば、充電式丸ノコ等の電動工具において、動力源となる３相ブラシ
レスモータ（以下、単にモータという）２を駆動するモータ駆動装置に、本発明を適用し
たものである。
【００２４】
　図１に示すように、モータ駆動装置１０には、直流電源であるバッテリ４の正極側に接
続される電源ラインと、バッテリ４の負極側に接続されるグランドラインとが備えられて
いる。
【００２５】
　正極側の電源ラインと負極側のグランドラインとの間には、モータ２の各相Ｕ，Ｖ，Ｗ
に流れる電流を制御するためのスイッチング回路１２が設けられている。
　スイッチング回路１２は、モータ２の各相Ｕ，Ｖ，Ｗの端子と電源ラインとの間の正極
側通電経路に設けられた３つのスイッチング素子（所謂ハイサイドスイッチ）Ｑ１，Ｑ２
，Ｑ３と、モータ２の各相Ｕ，Ｖ，Ｗの端子とグランドラインとの間の負極側通電経路に
設けられた３つのスイッチング素子（所謂ローサイドスイッチ）Ｑ４，Ｑ５，Ｑ６とから
構成されている。
【００２６】
　スイッチング回路１２とグランドラインとの間（つまり、負極側のスイッチング素子Ｑ
４～Ｑ６とグランドラインとの間）の負極側通電経路には、通電遮断用のスイッチング素
子（通電遮断スイッチ）Ｑ７及び抵抗Ｒ１が設けられている。
【００２７】
　この抵抗Ｒ１の両端には、抵抗Ｒ１の両端電圧からモータ２に流れた電流を検出する電
流検出回路１４が接続されており、通電遮断スイッチＱ７の近傍には、通電遮断スイッチ
Ｑ７の温度に応じて特性が変化する温度センサ１７が設けられている。
【００２８】
　温度センサ１７には、温度センサ１７を介して通電遮断スイッチＱ７の温度を検出する
温度検出回路１８が接続されており、この温度検出回路１８からの検出信号は、電流検出
回路１４からの検出信号と共に、制御回路３０に入力される。
【００２９】
　バッテリ４の正極側からスイッチング回路１２に至る電源ライン（正極側通電経路）と
グランドラインとの間には、平滑用のコンデンサＣ１が設けられると共に、そのライン間
の電圧（つまりバッテリ電圧）を検出する電圧検出回路１６が設けられている。
【００３０】
　モータ駆動装置１０には、モータ２の回転位置を検出する回転位置検出回路２０、及び
、この回転位置検出回路２０により検出される回転位置に基づいてモータ２の回転数を演
算する回転数演算回路２２、も設けられている。
【００３１】
　そして、電圧検出回路１６、回転位置検出回路２０、及び、回転数演算回路２２からの
検出信号も、制御回路３０に入力される。
　なお、回転位置検出回路２０は、モータ２に設けられた回転位置検出用の３つのホール
センサ６，７，８からの検出信号（ホール信号）に基づき、モータ２の回転位置（換言す
れば回転角度）を検出するものである。
【００３２】
　すなわち、ホールセンサ６，７，８は、それぞれ、モータ２のロータの周囲に１２０度
の間隔で配置されており、ロータが１８０度回転する度に増減方向が反転する、Ｕ相，Ｖ
相，Ｗ相のホール信号を出力する。
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【００３３】
　回転位置検出回路２０は、各ホールセンサ６，７，８からの各相Ｕ，Ｖ，Ｗのホール信
号を波形整形することで、ロータの１８０度毎に正負が反転するパルス状のホール信号を
生成し、各ホール信号のエッジから６０度間隔でモータ２（詳しくはロータ）の回転位置
を検出する。
【００３４】
　また、回転数演算回路２２は、各ホール信号のエッジ間隔から、モータ２の回転数を算
出する。
　次に、制御回路３０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを中心に構成されるマイクロコンピュ
ータ（マイコン）にて構成されており、使用者により操作される操作部２４の状態に従い
、モータ２の駆動制御を実行する。
【００３５】
　制御回路３０は、操作部２４が使用者により操作されると、駆動指令が入力されたと判
断して、操作部２４の操作量に応じてモータ２を駆動し、使用者による操作部２４の操作
が終了すると、減速指令若しくは停止指令が入力されたと判断して、モータ２にブレーキ
をかける。
【００３６】
　こうしたモータ２の駆動制御を実行するために、制御回路３０は、ＲＯＭに記憶された
各種制御プログラムを実行し、図１に示すＰＷＭ生成部３２、進角・通電角生成部３４、
過電流検出部３８、及び、駆動信号生成部４０としての機能を実現する。
【００３７】
　ここで、進角・通電角生成部３４は、電流検出回路１４により検出されるモータ２への
通電電流や回転位置検出回路２０により検出されるモータ２の回転位置に基づき、予めＲ
ＯＭ内に記憶された進角・通電角マップ３７を参照して、モータ２の駆動時の進角・通電
角を表す通電指令を生成し、駆動信号生成部４０へ出力する。
【００３８】
　また、ＰＷＭ生成部３２は、モータ２への通電をＰＷＭ制御するための駆動デューティ
比を演算し、その駆動デューティ比を表すＰＷＭ指令を生成して駆動信号生成部４０へ出
力する。
【００３９】
　そして、駆動信号生成部４０は、操作部２４が操作されて、モータ２の駆動制御を行う
際に、通電遮断スイッチＱ７をオンさせ、更に、進角・通電角生成部３４からの通電指令
に従って、スイッチング回路１２を構成する正極側のスイッチング素子（ハイサイドスイ
ッチ）Ｑ１～Ｑ３のいずれか１つ及び負極側のスイッチング素子（ローサイドスイッチ）
Ｑ４～Ｑ６のいずれか１つをオンさせる駆動信号を生成し、スイッチング回路１２へ出力
する。
【００４０】
　また、駆動信号生成部４０は、ハイサイドスイッチ及びローサイドスイッチの何れか一
方に対する駆動信号を、ＰＷＭ生成部３２からのＰＷＭ指令に対応した駆動デューティ比
のＰＷＭ信号とすることで、そのスイッチをデューティ駆動する。
【００４１】
　この結果、モータ２の各相Ｕ，Ｖ，Ｗに、駆動デューティ比に対応した電流が流れ、モ
ータ２は、操作部２４の操作量に対応した回転数で回転することになる。
　また、過電流検出部３８は、電流検出回路１４にて検出されたモータ２の駆動電流が過
電流判定用の閾値を超えると、駆動信号生成部４０からの駆動信号の出力（換言すればモ
ータ２の駆動）を停止させる。
【００４２】
　また、制御回路３０は、電圧検出回路１６及び温度検出回路１８からの検出信号に基づ
き、バッテリ電圧及び温度を監視し、バッテリ電圧の低下時や、温度上昇時には、モータ
２の駆動制御を停止する。
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【００４３】
　ところで、進角・通電角生成部３４は、進角・通電角マップ３７を参照してモータ２の
駆動時の進角・通電角を設定するが、これら各パラメータを、進角・通電角マップ３７か
ら得られる設定値に固定していると、モータ２へのホールセンサ６，７，８の組み付け誤
差や、電動工具本体（図示せず）へのモータ２の組み付け誤差等によって、モータ２（延
いては電動工具）の駆動特性が製品毎にばらつき、使用者に違和感を与えることがある。
【００４４】
　そこで、本実施形態では、進角・通電角生成部３４は、モータ２の駆動開始後、進角・
通電角を、進角・通電角マップ３７に基づく設定値に制御すると、その後、進角を設定値
を基準に増減させることで、駆動特性のばらつきを低減するようにされている。
【００４５】
　つまり、本実施形態では、制御回路３０のＲＯＭ内に、電圧検出回路１６にて検出され
るバッテリ電圧から、モータ２の目標回転数を設定するための目標回転数マップ３６が記
憶されている。
【００４６】
　この目標回転数マップ３６は、モータ２のＮＴ特性(回転数－トルク特性)や、ＩＴ特性
(電流－トルク特性)に基づき、最適な駆動特性が得られるバッテリ電圧と回転数との関係
を記述したものであり、図４に例示するように、所定のバッテリ電圧毎に目標回転数が設
定されている。
【００４７】
　そして、進角・通電角生成部３４は、目標回転数マップ３６に基づき設定される目標回
転数と、回転数演算回路２２にて算出されるモータ２の回転数とに基づき、モータ２の回
転数が目標回転数となるよう、モータ駆動時の進角を補正（増・減）し、モータ２の回転
数が目標回転数に収束させる。
【００４８】
　以下、制御回路３０にて実行されるモータ駆動制御について説明する。
　図２に示すように、制御回路３０は、モータ２の駆動制御を開始すると、まずＳ１１０
（Ｓはステップを表す）にて、電圧検出回路１６からバッテリ電圧を読み込み、続くＳ１
２０にて、モータ２の回転数や回転位置等、モータ２の駆動制御に必要なモータ情報を取
得する。
【００４９】
　次に、Ｓ１３０では、Ｓ１１０、Ｓ１２０にて読み込んだバッテリ電圧及びモータ情報
に基づき、進角・通電角マップ３７を用いて進角・通電角を設定し、続くＳ１４０では、
目標回転数マップ３６を用いてバッテリ電圧に対応した目標回転数を求め、モータ２の回
転数が目標回転数となるようモータ駆動時の進角の調整量を設定する。
【００５０】
　そして、Ｓ１５０では、モータ２への印加電圧をＰＷＭ制御するための駆動デューティ
比を設定し、その駆動デューティ比と、Ｓ１３０、Ｓ１４０で設定される進角・通電角、
進角の調整量とに基づき、スイッチング回路１２に出力する駆動信号を生成することで、
モータ２を駆動させる。
【００５１】
　なお、モータ駆動制御においては、上記Ｓ１１０～Ｓ１５０の一連の処理を繰り返し実
行することで、モータ駆動時の印加電圧、進角、通電角、及び進角調整量を段階的に制御
し、最終的に、モータ２の回転数を目標回転数に制御する。
【００５２】
　つまり、図５に示すように、まず、進角、通電角を初期値（例えば、進角０°、通電角
１２０°）にした状態で、ＰＷＭ制御によりモータ２への印加電圧を設定値まで上昇させ
る（手順１）。
【００５３】
　次に、モータ２の回転数が設定値を越えると、進角をＳ１３０にて設定された設定値ま
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で増加させ（手順２）、進角が設定値で制御されると、通電角をＳ１３０にて設定された
設定値まで増加させる（手順３）。
【００５４】
　こうした手順１～手順３の制御で、製品にばらつきがなければ、モータ２の回転数は概
ね目標回転数に収束するが、実際には、製品毎に特性が異なるので、図５に示すように、
モータ２の回転数は製品毎にばらついてしまう。
【００５５】
　そこで、本実施形態では、通電角が設定値に達すると、その後、Ｓ１４０にて設定され
る進角の調整量に従い、進角を調整し、モータ２の回転数を目標回転数に収束させる（手
順４）。
【００５６】
　次に、このようにモータ２の回転数を目標回転数に収束させるためにＳ１４０にて実行
される進角調整量の設定処理について、図３を用いて説明する。
　図３に示すように、この設定処理では、まずＳ２１０にて、現在、モータ２が回転中か
否かを判断する。
【００５７】
　モータ２が回転中でなければ、Ｓ２２０に移行し、目標回転数マップ３６を用いて、現
在の（換言すれば、モータ２の駆動停止中の）バッテリ電圧に対応した目標回転数を設定
する。そして、続くＳ２３０にて、進角の調整量を初期値「０」に設定する初期化の処理
を実行し、当該設定処理を終了する。
【００５８】
　一方、Ｓ２１０にてモータ２が回転中であると判断されると、Ｓ２４０に移行し、通電
角及び進角は、Ｓ１３０にて設定された設定値で制御されているか否か、つまり、図５に
示した手順１～手順３でのモータ２の駆動制御が完了したか否か、を判断する。
【００５９】
　そして、通電角及び進角はまだ設定値で制御されていない場合には、そのまま当該設定
処理を終了し、通電角及び進角が設定値で制御されていれば、Ｓ２５０に移行して、当該
設定処理による進角調整は完了しているか否かを判断する。
【００６０】
　進角調整が既に完了している場合には、当該設定処理を終了し、進角調整がまだ完了し
ていなければ、Ｓ２６０に移行する。
　Ｓ２６０では、回転数演算回路２２で算出されたモータ２の現在の回転数（実回転数）
と、モータ２の回転停止時にＳ２２０にて設定された目標回転数との差（回転数差）を算
出する。
【００６１】
　そして、続くＳ２７０では、その算出した回転数差は、予め設定されたしきい値よりも
大きいか否か（換言すれば、回転数差は許容範囲を超えているか否か）を判断し、回転数
差がしきい値よりも大きい場合には、Ｓ２８０に移行して、実回転数は目標回転数よりも
大きいか否かを判断する。
【００６２】
　Ｓ２８０にて、実回転数が目標回転数よりも大きいと判断されると、Ｓ２９０にて、進
角の調整量を所定量減少させた後、当該設定処理を終了し、Ｓ２８０にて、実回転数が目
標回転数以下であると判断されると、Ｓ３００にて、進角の調整量を所定量増加させた後
、当該処理を終了する。
【００６３】
　つまり、進角の調整量を減少させれば、モータ駆動時の進角値が遅角側に補正されて、
モータ２の駆動トルクが抑制され、実回転数が低下し、逆に、進角の調整量を増加させれ
ば、モータ駆動時の進角値が進角側に補正されて、モータ２の駆動トルクが増加して、実
回転数が上昇する。
【００６４】
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　従って、Ｓ２８０～Ｓ３００の処理によって、モータ２の実回転数が目標回転数となる
ように進角の調整量が更新され、延いては、モータ２の実回転数が目標回転数となるよう
にモータ駆動時の進角が補正されることになる。
【００６５】
　一方、Ｓ２７０にて、実回転数と目標回転数との回転数差がしきい値以下であると判断
された場合には、Ｓ３１０に移行して、この状態（実回転数≦目標回転数）が所定時間以
上継続しているか否かを判断する。
【００６６】
　そして、Ｓ３１０にて、実回転数≦目標回転数の状態が所定時間以上継続していないと
判断された場合には、当該設定処理を終了し、実回転数≦目標回転数の状態が所定時間以
上継続していると判断された場合には、Ｓ３２０に移行する。
【００６７】
　Ｓ３２０では、現在の進角調整量を、今回のモータ駆動時の進角調整量の最終値として
設定（固定）することで、進角調整完了を記憶し、当該設定処理を終了する。この結果、
モータ２の駆動（回転）が停止するまで、進角の調整量は現在の値に固定される。
【００６８】
　以上説明したように、本実施形態の電動工具によれば、モータ駆動装置１０が、モータ
２の駆動を開始し、図５に示すように、手順１～手順３の制御で、モータ２の通電角及び
進角が基準となる設定値に制御されると、モータ２の回転数が目標回転数となるよう、モ
ータ駆動時の進角を制御する。
【００６９】
　従って、本実施形態の電動工具によれば、製品の個体差によりモータ２（延いては電動
工具)の駆動特性がばらつくのを防止し、同じ性能を有する電動工具を提供できる。
　また特に、本実施形態では、モータ２の進角を制御するに当たって、モータ２の回転数
と目標回転数となるように進角の調整量を増・減させることから、モータ２の回転数が高
く、過進角になっているときに進角を遅らせることができるだけでなく、モータ２の回転
数が低い場合に、進角を更に進めて、モータ２の回転数を上昇させることができる。
【００７０】
　また、本実施形態では、進角を制御する際の目標回転数を、モータ２の回転停止時（換
言すればバッテリ４からモータ２に電力供給がなされていないとき）のバッテリ電圧に基
づき設定する。
【００７１】
　このため、モータ２の駆動によってバッテリ電圧が変動しても、その変動前のバッテリ
電圧にて目標回転数を適正に設定できる。また、例えば、バッテリ電圧が低いときに目標
回転数を高く設定しすぎて、過進角となり、ブラシレスモータの駆動効率が低下する、と
いったことも防止できる。
【００７２】
　また更に、本実施形態では、進角の調整量を増・減することにより、モータ２の回転数
が目標回転数に制御されて、その後、所定時間以上、回転数差がしきい値以下になると（
つまり、モータ２の回転数が目標回転数を中心とする許容範囲内に制御されると）、調整
量をそのときの値に固定して、モータ２の進角調整を完了する。
【００７３】
　従って、モータ２の回転数が許容範囲内に収束してから、電動工具（延いてはモータ２
）に加わる負荷が変動して、回転数が変化したとしても、その負荷変動に影響されること
なく、進角を最適値に保持することができる。
【００７４】
　なお、本実施形態においては、電圧検出回路１６が、本発明のバッテリ電圧検出部に相
当し、ホールセンサ６，７，８及び回転位置検出回路２０が、本発明の回転位置検出部に
相当し、制御回路３０が、本発明の制御部に相当する。
【００７５】
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　以上、本発明の一実施形態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、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にて種々の態様をとることができる。
　例えば、上記実施形態では、モータ２の回転数が目標回転数となるよう、モータ駆動時
の進角を制御するものとして説明したが、通電角を制御するようにしてもよく、進角と通
電角の両方を制御するようにしてもよい。
【００７６】
　なお、通電角を制御する場合、モータ２の回転数が目標回転数よりも低いときに、調整
量を所定量増加させることで、通電角を広げ、モータ２の回転数が目標回転数よりも高い
ときに、調整量を所定量減少させることで、通電角を狭くするようにすればよい。
【００７７】
　また、上記実施形態では、進角を制御するに当たって、モータ２の回転停止時のバッテ
リ電圧から目標回転数を設定し、モータ駆動時に、モータ２の回転数が目標回転数となる
ように、進角の調整量を増・減させるものとして説明したが、回転数に代えてモータ駆動
時の電流が目標電流となるよう進角若しくは通電角を制御するようにしてもよい。
【００７８】
　具体的には、例えば、図３に示した進角調整量の設定処理において、Ｓ２２０では、バ
ッテリ電圧に基づき目標電流を設定し、Ｓ２６０では、電流検出回路１４にて検出された
モータ２の実電流と目標電流との電流差を算出し、Ｓ２７０では、その算出した電流差が
しきい値を越えたか否かを判断し、Ｓ２８０では、実電流が目標電流よりも大きいか否か
を判断するようにする。
【００７９】
　そして、このようにモータ駆動時にモータ２に流れる実電流が目標電流となるように進
角若しくは通電角を制御するようにしても、上記実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【００８０】
　また、上記実施形態では、電動工具は３相ブラシレスモータを備えており、モータ駆動
装置１０は、その３相ブラシレスモータを制御するものとして説明したが、モータ２が単
相モータであっても、本発明を適用することにより、上記実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【符号の説明】
【００８１】
　２…モータ（ブラシレスモータ）、４…バッテリ、６，７，８…ホールセンサ、１０…
モータ駆動装置、１２…スイッチング回路、１４…電流検出回路、１６…電圧検出回路、
１７…温度センサ、１８…温度検出回路、２０…回転位置検出回路、２２…回転数演算回
路、２４…操作部、３０…制御回路、３２…ＰＷＭ生成部、３４…進角・通電角生成部、
３６…目標回転数マップ、３７…進角・通電角マップ、３８…過電流検出部、４０…駆動
信号生成部。
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