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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動機械と、該電動機械のトルクの目標値を表す電動機械目標トルクを算出する電動機
械目標トルク算出処理手段と、前記電動機械目標トルクのトルク補正値が記録されたトル
ク補正マップを参照し、前記電動機械の回転速度を表す電動機械回転速度、電動機械目標
トルク、及び前記電動機械を駆動するための直流電圧に対応するトルク補正値に基づいて
電動機械目標トルクを補正する電動機械目標トルク補正処理手段とを有することを特徴と
する電動駆動制御装置。
【請求項２】
　前記トルク補正マップは、直流電圧ごとに電動機械回転速度及び電動機械目標トルクに
よって形成された複数のマップを備え、前記電動機械目標トルク補正処理手段は、直流電
圧に対応するマップを参照する請求項１に記載の電動駆動制御装置。
【請求項３】
　前記電動機械は、駆動モータ及び発電機から成り、前記トルク補正マップは、各駆動モ
ータ及び発電機ごとに形成される請求項１又は２に記載の電動駆動制御装置。
【請求項４】
　少なくとも第１～第３の回転要素を備えた差動回転装置を有するとともに、第１の回転
要素が前記発電機に、第２の回転要素が駆動モータに、第３の回転要素がエンジンに連結
される請求項１～３のいずれか１項に記載の電動駆動制御装置。
【請求項５】
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　電動機械のトルクの目標値を表す電動機械目標トルクを算出し、前記電動機械目標トル
クのトルク補正値が記録されたトルク補正マップを参照し、前記電動機械の回転速度を表
す電動機械回転速度、電動機械目標トルク、及び前記電動機械を駆動するための直流電圧
に対応するトルク補正値に基づいて電動機械目標トルクを補正することを特徴とする電動
駆動制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動駆動制御装置及び電動駆動制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気自動車、ハイブリッド型車両等の電動車両に、電動機械として配設された駆
動モータ又は発電機は、回転自在に配設され、Ｎ極及びＳ極の永久磁石から成る磁極対を
備えたロータ、該ロータより径方向外方に配設され、Ｕ相、Ｖ相及びＷ相のステータコイ
ルを備えたステータ等を備える。
【０００３】
　そして、駆動モータ又は発電機を駆動し、駆動モータのトルクである駆動モータトルク
、又は発電機のトルクである発電機トルクを発生させるために、電動駆動装置が配設され
る。駆動モータを駆動するために駆動モータ制御装置が、発電機を駆動するために発電機
制御装置が、電動機械制御装置として配設され、該電動機械制御装置において発生させら
れたＵ相、Ｖ相及びＷ相のパルス幅変調信号をインバータに送り、該インバータにおいて
発生させられた相電流、すなわち、Ｕ相、Ｖ相及びＷ相の電流を前記各ステータコイルに
供給することによって、前記駆動モータトルクを発生させたり、発電機トルクを発生させ
たりするようになっている。
【０００４】
　前記電動機械制御装置においては、ロータにおける磁極対の方向にｄ軸を、該ｄ軸と直
角の方向にｑ軸をそれぞれ採ったｄ－ｑ軸モデル上でベクトル制御演算によるフィードバ
ック制御が行われる。そのために、前記電動機械制御装置は、各ステータコイルに供給さ
れる電流、ロータの磁極位置、インバータの入口の直流電圧等を検出し、検出された電流
、すなわち、検出電流を磁極位置に基づいてｄ軸電流及びｑ軸電流に変換し、続いて、電
流指令値マップを参照してｄ軸電流及びｑ軸電流の目標値を表すｄ軸電流指令値及びｑ軸
電流指令値を算出し、前記ｄ軸電流とｄ軸電流指令値との偏差、ｑ軸電流とｑ軸電流指令
値との偏差、及び駆動モータ又は発電機のパラメータに基づいてｄ軸電圧指令値及びｑ軸
電圧指令値を算出するようにしている。
【０００５】
  そして、前記電流指令値マップには、駆動モータトルクの目標値を表す駆動モータ目標
トルク、又は発電機トルクの目標値を表す発電機目標トルク、前記直流電圧及び角速度に
対応させてｄ軸電流指令値及びｑ軸電流指令値が記録される。なお、駆動モータトルク及
び発電機トルクによって電動機械トルクが、駆動モータ目標トルク及び発電機目標トルク
によって電動機械目標トルクが構成される。また、前記パラメータは、逆起電圧定数ＭＩ
ｆ、各ステータコイルの巻線抵抗Ｒａ、インダクタンスＬｄ、Ｌｑ等から成る（例えば、
特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平５－１３０７１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の電動機械制御装置においては、前記電流指令値マップから駆
動モータ目標トルク又は発電機目標トルクに対応するｄ軸電流指令値及びｑ軸電流指令値
を読み出して駆動モータを駆動した場合、駆動モータ目標トルクどおりの駆動モータトル
ク又は発電機目標トルクどおりの発電機トルクを発生させることができないことがある。
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その場合、駆動モータだけを駆動することによって走行させるようにした電動車両におい
ては、発生させられる駆動モータトルクの精度が低くても、運転者がアクセルペダルを操
作することによって、電動車両を等速で走行させることができるが、駆動モータ及び発電
機を駆動することによって走行させるようにした電動車両においては、駆動モータトルク
と発電機トルクとをバランスさせることができないと、駆動モータトルク及び発電機トル
クを精度良く発生させることができない。
【０００７】
　本発明は、前記従来の電動機械制御装置の問題点を解決して、電動機械目標トルクどお
りの電動機械トルクを発生させることができ、電動機械を精度良く駆動することができる
電動駆動制御装置及び電動駆動制御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】
  そのために、本発明の電動駆動制御装置においては、電動機械と、該電動機械のトルク
の目標値を表す電動機械目標トルクを算出する電動機械目標トルク算出処理手段と、前記
電動機械目標トルクのトルク補正値が記録されたトルク補正マップを参照し、前記電動機
械の回転速度を表す電動機械回転速度、電動機械目標トルク、及び前記電動機械を駆動す
るための直流電圧に対応するトルク補正値に基づいて電動機械目標トルクを補正する電動
機械目標トルク補正処理手段とを有する。
【０００９】
　本発明の他の電動駆動制御装置においては、さらに、前記トルク補正マップは、直流電
圧ごとに電動機械回転速度及び電動機械目標トルクによって形成された複数のマップを備
える。そして、前記電動機械目標トルク補正処理手段は、直流電圧に対応するマップを参
照する。
【００１０】
　本発明の更に他の電動駆動制御装置においては、さらに、前記電動機械は、駆動モータ
及び発電機から成る。そして、前記トルク補正マップは、各駆動モータ及び発電機ごとに
形成される。
【００１１】
　本発明の更に他の電動駆動制御装置においては、さらに、少なくとも第１～第３の回転
要素を備えた差動回転装置を有する。
【００１２】
　そして、第１の回転要素が前記発電機に、第２の回転要素が駆動モータに、第３の回転
要素がエンジンに連結される。
【００１３】
　本発明の電動駆動制御方法においては、電動機械のトルクの目標値を表す電動機械目標
トルクを算出し、前記電動機械目標トルクのトルク補正値が記録されたトルク補正マップ
を参照し、前記電動機械の回転速度を表す電動機械回転速度、電動機械目標トルク、及び
前記電動機械を駆動するための直流電圧に対応するトルク補正値に基づいて電動機械目標
トルクを補正する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電動駆動制御装置においては、電動機械と、該電動機械のトルクの目
標値を表す電動機械目標トルクを算出する電動機械目標トルク算出処理手段と、前記電動
機械目標トルクのトルク補正値が記録されたトルク補正マップを参照し、前記電動機械の
回転速度を表す電動機械回転速度、電動機械目標トルク、及び前記電動機械を駆動するた
めの直流電圧に対応するトルク補正値に基づいて電動機械目標トルクを補正する電動機械
目標トルク補正処理手段とを有する。
【００１５】
　この場合、電動機械目標トルクをトルク補正マップで補正し、補正された電動機械目標
トルクに対応する第１の電流指令値及び第２の電流指令値に基づいて電動機械を駆動する
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ようにしているので、電動機械目標トルクどおりの電動機械トルクを発生させることがで
きる。
【００１６】
　また、電動機械目標トルク補正処理手段は、電動機械回転速度、電動機械目標トルク及
び直流電圧に対応するトルク補正値に基づいて電動機械目標トルクを補正するので、電動
車両が置かれた環境が変化しても、電動機械トルクにばらつきが生じることがなくなる。
したがって、電動機械を十分に精度良く駆動することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。この場合、電
動車両としてのハイブリッド型車両等に搭載された電動駆動装置、及び該電動駆動装置を
作動させるための電動駆動制御装置について説明する。
【００１８】
　前記ハイブリッド型車両においては、エンジン、第１の電動機械としての駆動モータ、
及び第２の電動機械としての発電機を有するとともに、少なくとも第１～第３の回転要素
、すなわち、サンギヤ、リングギヤ及びキャリヤを備えた差動回転装置としてのプラネタ
リギヤユニットを有する。そして、サンギヤが発電機に、リングギヤが駆動モータに、キ
ャリヤがエンジンに連結される。なお、前記ハイブリッド型車両においては、駆動モータ
を駆動するために電動機械制御装置としての駆動モータ制御装置を、発電機を駆動するた
めに電動機械制御装置としての発電機制御装置を備えるが、駆動モータ制御装置と発電機
制御装置とは、ほぼ同様の制御を行うので、駆動モータ制御装置についてだけ説明する。
【００１９】
　図１は本発明の実施の形態における駆動モータ制御装置の要部を示すブロック図、図２
は本発明の実施の形態における電動駆動装置の概念図、図３は本発明の実施の形態におけ
る電動駆動装置の動作を示すタイムチャート、図４は本発明の実施の形態における第１の
電流指令値マップを示す図、図５は本発明の実施の形態における第２の電流指令値マップ
を示す図、図６は本発明の実施の形態におけるトルク補正マップを示す図である。なお、
図４において、横軸に電動機械としての駆動モータ３１のトルクである駆動モータトルク
ＴＭの目標値を表す駆動モータ目標トルクＴＭ* を、縦軸にｄ軸電流指令値ｉｄ* を、図
５において、横軸にｄ軸電流指令値ｉｄ* を、縦軸にｑ軸電流指令値ｉｑ* を、図６にお
いて、横軸に駆動モータ３１の回転速度である駆動モータ回転速度ＮＭを、縦軸に駆動モ
ータ目標トルクＴＭ* を採ってある。この場合、駆動モータトルクＴＭによって電動機械
トルクが、駆動モータ目標トルクＴＭ* によって電動機械目標トルクが構成される。
【００２０】
　図２において、３１は駆動モータであり、該駆動モータ３１は、例えば、ハイブリッド
型車両の駆動軸等に取り付けられ、回転自在に配設された図示されないロータ、及び該ロ
ータより径方向外方に配設されたステータを備える。前記ロータは、ロータコア、及びロ
ータコアの円周方向における複数箇所に等ピッチで配設された永久磁石を備え、該永久磁
石のＳ極及びＮ極によって磁極対が構成される。また、前記ステータは、円周方向におけ
る複数箇所に、径方向内方に向けて突出させてティースが形成されたステータコア、並び
に前記ティースに巻装されたＵ相、Ｖ相及びＷ相のコイルとしてのステータコイル１１～
１３を備える。
【００２１】
　前記ロータの出力軸に、該ロータの磁極位置を検出するための磁極位置検出部として磁
極位置センサ２１が配設され、該磁極位置センサ２１は、センサ出力として磁極位置信号
ＳＧθを発生させ、電動機械制御装置としての駆動モータ制御装置４５に送る。なお、本
実施の形態においては、磁極位置検出部として前記磁極位置センサ２１が使用されるよう
になっているが、該磁極位置センサ２１に代えてレゾルバを配設し、該レゾルバによって
磁極位置信号を発生させることができる。
【００２２】
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　そして、前記駆動モータ３１を駆動してハイブリッド型車両を走行させるために、バッ
テリ１４からの直流の電流が、電流発生装置としてのインバータ４０によってＵ相、Ｖ相
及びＷ相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗに変換され、各相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗはそれぞれ各
ステータコイル１１～１３に供給される。
【００２３】
　そのために、前記インバータ４０は、６個のスイッチング素子としてのトランジスタＴ
ｒ１～Ｔｒ６を備え、ドライブ回路５１において発生させられた駆動信号を各トランジス
タＴｒ１～Ｔｒ６に送り、各トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６を選択的にオン・オフさせるこ
とによって、前記各相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗを発生させることができるようになってい
る。前記インバータ４０として、２～６個のスイッチング素子を一つのパッケージに組み
込むことによって形成されたＩＧＢＴ等のパワーモジュールを使用したり、ＩＧＢＴにド
ライブ回路等を組み込むことによって形成されたＩＰＭを使用したりすることができる。
【００２４】
　前記バッテリ１４からインバータ４０に電流を供給する際の入口側に電圧検出部として
の電圧センサ１５が配設され、該電圧センサ１５は、インバータ４０の入口側の直流電圧
Ｖｄｃを検出し、駆動モータ制御装置４５に送る。なお、直流電圧Ｖｄｃとしてバッテリ
電圧を使用することもでき、その場合、前記バッテリ１４に電圧検出部としてバッテリ電
圧センサが配設される。
【００２５】
　そして、前記駆動モータ３１、インバータ４０、ドライブ回路５１、図示されない駆動
輪等によって電動駆動装置が構成される。また、１７はコンデンサである。
【００２６】
　ところで、前記ステータコイル１１～１３はスター結線されているので、各相のうちの
二つの相の電流の値が決まると、残りの一つの相の電流の値も決まる。したがって、各相
の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗを制御するために、例えば、Ｕ相及びＶ相のステータコイル１１
、１２のリード線に、Ｕ相及びＶ相の電流Ｉｕ、Ｉｖを検出する電流検出部としての電流
センサ３３、３４が配設され、該電流センサ３３、３４は、検出された電流を検出電流ｉ
ｕ、ｉｖとして駆動モータ制御装置４５に送る。
【００２７】
　該駆動モータ制御装置４５には、コンピュータとして機能する図示されないＣＰＵのほ
かに、データを記録したり、各種のプログラムを記録したりするためのＲＡＭ、ＲＯＭ等
の図示されない記録装置が配設され、該記録装置に第１、第２の電流指令値マップが形成
される。なお、ＣＰＵに代えてＭＰＵを使用することができる。
【００２８】
　そして、前記ＲＯＭには、各種のプログラム、データ等が記録されるようになっている
が、プログラム、データ等を、外部記憶装置として配設されたハードディスク等の他の記
録媒体に記録することもできる。その場合、例えば、前記駆動モータ制御装置４５にフラ
ッシュメモリを配設し、前記記録媒体から前記プログラム、データ等を読み出してフラッ
シュメモリに記録する。したがって、外部の記録媒体を交換することによって、前記プロ
グラム、データ等を更新することができる。
【００２９】
　次に、電動駆動制御装置の動作について説明する。
【００３０】
　まず、前記駆動モータ制御装置４５の図示されない位置検出処理手段は、位置検出処理
を行い、前記磁極位置センサ２１から送られた磁極位置信号ＳＧθを読み込み、該磁極位
置信号ＳＧθに基づいて磁極位置θを検出する。また、前記位置検出処理手段の回転速度
算出処理手段は、回転速度算出処理を行い、前記磁極位置信号ＳＧθに基づいて駆動モー
タ３１の角速度ωを算出する。なお、前記回転速度算出処理手段は、磁極数をｐとしたと
き、前記角速度ωに基づいて駆動モータ回転速度ＮＭ
　　ＮＭ＝６０・（２／ｐ）・ω／２π
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も算出する。該駆動モータ回転速度ＮＭによって電動機械回転速度が構成される。
【００３１】
　また、前記駆動モータ制御装置４５の図示されない検出電流取得処理手段は、検出電流
取得処理を行い、前記検出電流ｉｕ、ｉｖを読み込んで取得するとともに、前記検出電流
ｉｕ、ｉｖに基づいて検出電流ｉｗ
　　ｉｗ＝－ｉｕ－ｉｖ
を算出することによって取得する。
【００３２】
　そして、前記駆動モータ制御装置４５の図示されない車速検出処理手段は、車速検出処
理を行い、前記駆動モータ回転速度ＮＭに基づいて、駆動モータ回転速度ＮＭに対応する
車速Ｖを検出し、検出された車速Ｖを、ハイブリッド型車両の全体の制御を行う図示され
ない車両制御装置に送る。そして、該車両制御装置の車両要求トルク算出処理手段は、車
両要求トルク算出処理を行い、前記車速Ｖ及びアクセル開度αを読み込み、車速Ｖ及びア
クセル開度αに基づいて車両要求トルクＴＯ* を算出し、前記車両制御装置の電動機械目
標トルク算出処理手段としての駆動モータ目標トルク算出処理手段は、電動機械目標トル
ク算出処理としての駆動モータ目標トルク算出処理を行い、前記車両要求トルクＴＯ* に
基づいて駆動モータ目標トルクＴＭ* を算出し、前記駆動モータ制御装置４５に送る。
【００３３】
　次に、前記駆動モータ制御装置４５の図示されない駆動モータ制御処理手段は、駆動モ
ータ制御処理を行い、駆動モータ目標トルクＴＭ* 、検出電流ｉｕ、ｉｖ、ｉｗ、磁極位
置θ、直流電圧Ｖｄｃ等に基づいて駆動モータ３１を駆動する。
【００３４】
　そのために、前記駆動モータ制御処理手段は、駆動モータ目標トルクＴＭ* を調整する
ために、電動機械目標トルク補正処理手段としての駆動モータ目標トルク補正処理部４４
、駆動モータ目標トルクＴＭ* に基づいて駆動モータ３１を駆動するために、電流指令値
算出・調整処理手段としての電流指令値算出部４６、弱め界磁制御処理手段としての弱め
界磁制御処理部４７、電圧指令値算出処理手段としての電圧指令値算出処理部４８、第１
の相変換処理手段としての三相二相変換部４９、及び出力信号発生処理手段としてのＰＷ
Ｍ発生器５０を備え、ロータにおける磁極対の方向にｄ軸を、該ｄ軸と直角の方向にｑ軸
をそれぞれ採ったｄ－ｑ軸モデル上でベクトル制御演算によるフィードバック制御を行う
。
【００３５】
　前記駆動モータ目標トルク補正処理部４４は、駆動モータ目標トルク補正処理を行うた
めに、トルク補正値算出処理手段としてのトルク補正値算出部４３、トルク補正処理手段
としての減算器４２、及び上下限処理手段としての上下限処理部２２を備える。前記駆動
モータ目標トルク算出処理手段から駆動モータ制御装置４５に駆動モータ目標トルクＴＭ
* が送られると、前記トルク補正値算出部４３は、トルク補正値算出処理を行い、前記駆
動モータ目標トルクＴＭ* 、駆動モータ回転速度ＮＭ及び直流電圧Ｖｄｃを読み込み、ト
ルク補正値δＴＭ* を算出する。また、前記減算器４２は、トルク補正処理を行い、トル
ク補正値算出部４３において算出されたトルク補正値δＴＭ* を前記駆動モータ目標トル
クＴＭ* から減算して、トルク補正を行い、前記上下限処理部２２は、上下限処理を行い
、トルク補正が行われた後の駆動モータ目標トルクＴＭ* が上限値及び下限値を超えない
ように制限する。
【００３６】
　前記電流指令値算出部４６は、電流指令値算出処理を行うために、第１の電流指令値算
出処理手段としてのｄ軸電流指令値算出部５３及び減算器５５、並びに第２の電流指令値
算出処理手段としてのｑ軸電流指令値算出部５４を備え、前記ｄ軸電流指令値算出部５３
及び減算器５５は、第１の電流指令値算出処理を行い、ｄ軸電流ｉｄの目標値を表す第１
の電流指令値としてのｄ軸電流指令値ｉｄ* を算出し、ｑ軸電流指令値算出部５４は、第
２の電流指令値算出処理を行い、ｑ軸電流ｉｑの目標値を表す第２の電流指令値としての
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ｑ軸電流指令値ｉｑ* を算出する。なお、前記ｄ軸電流指令値算出部５３によって最大ト
ルク制御処理手段が、前記減算器５５によって電流指令値調整処理手段が構成される。
【００３７】
　また、弱め界磁制御処理部４７は、電圧飽和算定値算出処理手段としての減算器５８、
及び電圧飽和判定処理手段としての、かつ、調整値算出処理手段としての積分器５９を備
え、弱め界磁制御処理を行い、バッテリ電圧が低くなったり、駆動モータ回転速度ＮＭが
高くなったりすると、自動的に弱め界磁制御を行う。
【００３８】
　そして、前記電圧指令値算出処理部４８は、電圧指令値算出処理を行うために、電流制
御処理手段としての電流制御部６１及び電圧制御処理手段としての電圧制御部６２を備え
、前記ｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流指令値ｉｑ* に基づいて、電流制御部６１は電
流制御処理を行い、第１、第２の軸電圧指令値としてのｄ軸電圧指令値ｖｄ* 及びｑ軸電
圧指令値ｖｑ* を算出し、電圧制御部６２は電圧制御処理を行い、第１～第３の相電圧指
令値としての電圧指令値ｖｕ* 、ｖｖ* 、ｖｗ* を算出する。なお、前記ｄ軸電圧指令値
ｖｄ* 、ｑ軸電圧指令値ｖｑ* 及び電圧指令値ｖｕ* 、ｖｖ* 、ｖｗ* によって電圧指令
値が構成される。
【００３９】
　そして、前記電流指令値算出部４６は、電流指令値算出処理を行い、駆動モータ目標ト
ルクＴＭ* を読み込み、ｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流指令値ｉｑ* を算出する。
【００４０】
　そのために、前記ｄ軸電流指令値算出部５３は、最大トルク制御処理を行い、前記上下
限処理部２２において制限された駆動モータ目標トルクＴＭ* を読み込み、前記記録装置
に設定された図４の第１の電流指令値マップを参照し、前記駆動モータ目標トルクＴＭ* 

に対応するｄ軸電流指令値ｉｄ* を読み込み、該ｄ軸電流指令値ｉｄ* を減算器５５に送
る。
【００４１】
　この場合、前記第１の電流指令値マップにおいて、ｄ軸電流指令値ｉｄ* は、駆動モー
タ目標トルクＴＭ* を達成するために電流振幅指令値の絶対値が最も小さくなるように設
定される。そして、前記第１の電流指令値マップにおいて、駆動モータ目標トルクＴＭ* 

が正の値を採るのに対して、ｄ軸電流指令値ｉｄ* は負の値を採り、駆動モータ目標トル
クＴＭ* が零（０）である場合、ｄ軸電流指令値ｉｄ* は零にされ、駆動モータ目標トル
クＴＭ* が大きくなるに伴ってｄ軸電流指令値ｉｄ* は負の方向に大きくなるように設定
される。
【００４２】
　ところで、前記駆動モータ３１においては、ロータが回転するのに伴って逆起電力が発
生するが、駆動モータ回転速度ＮＭが高くなるほど駆動モータ３１の端子電圧が高くなり
、該端子電圧が閾（しきい）値を超えると、電圧飽和が発生し、駆動モータ３１による出
力が不可能になってしまう。
【００４３】
　そこで、前記電圧制御部６２の図示されない電圧飽和判定指標算出処理手段は、電圧飽
和判定指標算出処理を行い、前記ｄ軸電圧指令値ｖｄ* 及びｑ軸電圧指令値ｖｑ* に基づ
いて、電圧飽和の程度を表す値として、電圧飽和判定指標ｍ
　　ｍ＝√（ｖｄ* 2 ＋ｖｑ* 2 ）／Ｖｄｃ
を算出し、減算器５８に送る。
【００４４】
　該減算器５８は、電圧飽和算定値算出処理を行い、前記電圧飽和判定指標ｍから、イン
バータ４０の最大出力電圧を表す閾値を比較値Ｖｍａｘ
　　Ｖｍａｘ＝ｋ・Ｖｄｃ
としたときの定数ｋ（本実施の形態においては、０．７８）を減算して電圧飽和算定値Δ
Ｖ
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　　ΔＶ＝ｍ－ｋ
を算出し、積分器５９に送る。
【００４５】
　続いて、積分器５９は、電圧飽和判定処理及び調整値算出処理を行い、制御タイミング
ごとに前記電圧飽和算定値ΔＶを積算し、積算値ΣΔＶを算出し、該積算値ΣΔＶが正の
値を採る場合、積算値ΣΔＶに比例定数を乗算して弱め界磁制御を行うための、弱め界磁
電流としての調整値Δｉｄを算出し、正の値に設定し、電圧飽和算定値ΔＶ又は積算値Σ
ΔＶが零以下の値を採る場合、前記調整値Δｉｄを零にする。
【００４６】
　そして、減算器５５は、電流指令値調整処理を行い、調整値Δｉｄを受け、前記ｄ軸電
流指令値ｉｄ* から調整値Δｉｄを減算することによってｄ軸電流指令値ｉｄ* を調整し
、調整されたｄ軸電流指令値ｉｄ* を電流制御部６１に送る。
【００４７】
　この場合、調整値Δｉｄが零の値を採るとき、実質的にｄ軸電流指令値ｉｄ* の調整は
行われず、弱め界磁制御も行われない。一方、調整値Δｉｄが正の値を採るとき、ｄ軸電
流指令値ｉｄ* は調整されて値が負の方向に大きくされ、弱め界磁制御が行われる。
【００４８】
　このようにして、ｄ軸電流指令値ｉｄ* が算出されると、前記ｑ軸電流指令値算出部５
４は、前記上下限処理部２２において制限された駆動モータ目標トルクＴＭ* 、及び調整
値Δｉｄを読み込み、前記記録装置に設定された図４と同様のマップを参照し、駆動モー
タ目標トルクＴＭ* に対応するｄ軸電流指令値ｉｄ* を算出し、該ｄ軸電流指令値ｉｄ* 

を調整値Δｉｄによって調整する。続いて、ｑ軸電流指令値算出部５４は、前記記録装置
に設定された図５の第２の電流指令値マップを参照し、駆動モータ目標トルクＴＭ* 及び
調整された後のｄ軸電流指令値ｉｄ* に対応するｑ軸電流指令値ｉｑ* を算出し、該ｑ軸
電流指令値ｉｑ* を前記電流制御部６１に送る。
【００４９】
　なお、前記第２の電流指令値マップにおいて、駆動モータ目標トルクＴＭ* が大きくな
るほどｄ軸電流指令値ｉｄ* が負の方向に、ｑ軸電流指令値ｉｑ* が正の方向に大きくな
り、駆動モータ目標トルクＴＭ* が小さくなるほどｄ軸電流指令値ｉｄ* が負の方向に、
ｑ軸電流指令値ｉｑ* が正の方向に小さくなるように設定される。また、駆動モータ目標
トルクＴＭ* が一定の場合、ｄ軸電流指令値ｉｄ* が負の方向に大きくなると、ｑ軸電流
指令値ｉｑ* が正の方向に小さくなる。
【００５０】
　したがって、前記調整値Δｉｄが零であり、弱め界磁制御が行われない場合、調整値Δ
ｉｄは零であるので、例えば、図５に示されるように、ｑ軸電流指令値算出部５４におい
て算出され、調整値Δｉｄによって調整されたｄ軸電流指令値ｉｄ* の値がｉｄａ* であ
る場合、ｑ軸電流指令値ｉｑ* の値はｉｑａ* になる。これに対して、調整値Δｉｄが正
の値を採り、弱め界磁制御が行われる場合、例えば、ｑ軸電流指令値算出部５４において
算出されたｄ軸電流指令値ｉｄ* の値がｉｄａ* である場合、調整値Δｉｄによって、ｄ
軸電流指令値ｉｄ* は、負の方向に調整値Δｉｄだけ大きい値ｉｄｂ* にされ、ｑ軸電流
指令値ｉｑ* の値はｉｑａ* より正の方向に小さくされて、値ｉｑｂ* になる。
【００５１】
　ところで、前記三相二相変換部４９は、第１の相変換処理としての三相／二相変換を行
い、磁極位置θを読み込み、検出電流ｉｕ、ｉｖ、ｉｗをそれぞれｄ軸電流ｉｄ及びｑ軸
電流ｉｑに変換し、ｄ軸電流ｉｄ及びｑ軸電流ｉｑを実電流として算出し、電流制御部６
１に送る。そして、電流制御部６１は、減算器５５及びｑ軸電流指令値算出部５４から弱
め界磁制御処理が行われた後のｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流指令値ｉｑ* を受け、
三相二相変換部４９から前記ｄ軸電流ｉｄ及びｑ軸電流ｉｑを受けると、フィードバック
制御を行う。
【００５２】
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　そのために、電流制御部６１は、前記ｄ軸電流指令値ｉｄ* とｄ軸電流ｉｄとの電流偏
差δｉｄ、及びｑ軸電流指令値ｉｑ* とｑ軸電流ｉｑとの電流偏差δｉｑを算出し、各電
流偏差δｉｄ、δｉｑに基づいて、比例制御及び積分制御を行う。
【００５３】
  すなわち、前記電流制御部６１は、電流偏差δｉｄに基づいて比例成分の電圧指令値を
表す電圧降下Ｖｚｄｐ、及び積分成分の電圧指令値を表す電圧降下Ｖｚｄｉを算出し、電
圧降下Ｖｚｄｐ、Ｖｚｄｉを加算して、電圧降下Ｖｚｄ
　　Ｖｚｄ＝Ｖｚｄｐ＋Ｖｚｄｉ
を算出する。
【００５４】
　また、前記電流制御部６１は、角速度ω及びｑ軸電流ｉｑを読み込み、角速度ω、ｑ軸
電流ｉｑ及びｑ軸インダクタンスＬｑに基づいて、ｑ軸電流ｉｑによって誘起される誘起
電圧ｅｄ
　　ｅｄ＝ω・Ｌｑ・ｉｑ
を算出するとともに、前記電圧降下Ｖｚｄから誘起電圧ｅｄを減算し、出力電圧としての
ｄ軸電圧指令値ｖｄ* 

　　ｖｄ* ＝Ｖｚｄ－ｅｄ
　　　　　＝Ｖｚｄ－ω・Ｌｑ・ｉｑ
を算出する。
【００５５】
　そして、電流制御部６１は、電流偏差δｉｑに基づいて比例成分の電圧指令値を表す電
圧降下Ｖｚｑｐ、及び積分項分の電圧指令値を表す電圧降下Ｖｚｑｉを算出し、電圧降下
Ｖｚｑｐ、Ｖｚｑｉを加算して、電圧降下Ｖｚｑ
　　Ｖｚｑ＝Ｖｚｑｐ＋Ｖｚｑｉ
を算出する。
【００５６】
　また、電流制御部６１は、角速度ω及びｄ軸電流ｉｄを読み込み、角速度ω、逆起電圧
定数ＭＩｆ、ｄ軸電流ｉｄ及びｄ軸上のインダクタンスＬｄに基づいて、ｄ軸電流ｉｄに
よって誘起される誘起電圧ｅｑ
　　ｅｑ＝ω（ＭＩｆ＋Ｌｄ・ｉｄ）
を算出するとともに、電圧降下Ｖｚｑに誘起電圧ｅｑを加算し、出力電圧としてのｑ軸電
圧指令値ｖｑ* 

　　ｖｑ* ＝Ｖｚｑ＋ｅｑ
　　　　　＝Ｖｚｑ＋ω（ＭＩｆ＋Ｌｄ・ｉｄ）
を算出する。
【００５７】
　続いて、前記電圧制御部６２の図示されない第２の相変換処理手段としての二相三相変
換部は、第２の相変換処理を行い、前記ｄ軸電圧指令値ｖｄ* 、ｑ軸電圧指令値ｖｑ* 及
び磁極位置θを読み込み、ｄ軸電圧指令値ｖｄ* 及びｑ軸電圧指令値ｖｑ* を電圧指令値
ｖｕ* 、ｖｖ* 、ｖｗ* に変換し、該電圧指令値ｖｕ* 、ｖｖ* 、ｖｗ* をＰＷＭ発生器
５０に送る。
【００５８】
　該ＰＷＭ発生器５０は、出力信号発生処理を行い、前記各相の電圧指令値ｖｕ* 、ｖｖ
* 、ｖｗ* 及び前記直流電圧Ｖｄｃに基づいて、前記ｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流
指令値ｉｑ* に対応するパルス幅を有する各相のパルス幅変調信号Ｍｕ、Ｍｖ、Ｍｗを出
力信号として発生させ、前記ドライブ回路５１に送る。
【００５９】
　該ドライブ回路５１は、前記各相のパルス幅変調信号Ｍｕ、Ｍｖ、Ｍｗを受けて６個の
駆動信号を発生させ、該駆動信号をインバータ４０に送る。該インバータ４０は、前記パ
ルス幅変調信号Ｍｕ、Ｍｖ、Ｍｗに基づいて、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６をスイッチン
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グして各相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗを発生させ、該各相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗを前記駆
動モータ３１の各ステータコイル１１～１３に供給する。
【００６０】
　このように、駆動モータ目標トルクＴＭ* に基づいてトルク制御が行われ、駆動モータ
３１が駆動されてハイブリッド型車両が走行させられる。
【００６１】
　ところで、前記第１の電流指令値マップから駆動モータ目標トルクＴＭ* に対応するｄ
軸電流指令値ｉｄ* を読み出し、第２の電流指令値マップからｄ軸電流指令値ｉｄ* に対
応するｑ軸電流指令値ｉｑ* を読み出して駆動モータ３１を駆動した場合、駆動モータ目
標トルクＴＭ* どおりの駆動モータトルクＴＭを発生させることができないことがある。
【００６２】
　そこで、駆動モータ目標トルクＴＭ* をトルク補正マップで補正し、補正された駆動モ
ータ目標トルクＴＭ* に対応するｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流指令値ｉｑ* に基づ
いて駆動モータ３１を駆動するようにしている。
【００６３】
　次に、前記トルク補正マップについて説明する。
【００６４】
　ところで、駆動モータ３１だけを駆動することによって走行させるようにした電動車両
においては、発生させられる駆動モータトルクＴＭの精度が低くても、運転者がアクセル
ペダルを操作することによって、電動車両を等速で走行させることができるのに対して、
駆動モータ３１及び発電機を駆動することによって走行させるようにした電動車両におい
ては、駆動モータトルクＴＭと発電機トルクＴＧとをバランスさせる必要があるので、駆
動モータトルクＴＭ及び発電機トルクＴＧを精度良く発生させる必要がある。
【００６５】
　そこで、本実施の形態においては、駆動モータ目標トルクＴＭ* 及び発電機目標トルク
ＴＧ* をトルク補正マップで補正し、補正された駆動モータ目標トルクＴＭ* 及び発電機
目標トルクＴＧ* に基づいて駆動モータ３１及び発電機を駆動するようにしている。その
ために、駆動モータ目標トルクＴＭ* を補正するためのトルク補正マップだけでなく、発
電機目標トルクＴＧ* を補正するためのトルク補正マップが配設される。なお、本実施の
形態において、両トルク補正マップは、ほぼ同様の構成を有するので、駆動モータ目標ト
ルクＴＭ* を補正するためのトルク補正マップについてだけ説明する。
【００６６】
　ところで、例えば、運転者がアクセルペダルを踏み込む等して、電動車両が置かれた環
境が変化すると、図４に示されるように、駆動モータ回転速度ＮＭ、駆動モータトルクＴ
Ｍ、発電機回転速度ＮＧ、発電機トルクＴＧ等が変動するだけでなく、直流電圧Ｖｄｃが
変動することがあり、その場合、前記トルク補正マップからトルク補正値δＴＭ* 、δＴ
Ｇ* を読み出して駆動モータ目標トルクＴＭ* 及び発電機目標トルクＴＧ* を補正しても
、発生させられる駆動モータトルクＴＭ及び発電機トルクＴＧにばらつきが発生してしま
う。
【００６７】
　そこで、前記トルク補正マップは、図６に示されるように、複数のマップｍｋ（ｋ＝１
、２、…、ｒ）を備え、各マップｍｋは、直流電圧Ｖｄｃの下限値と上限値との間を複数
に均等に分割することによって、所定の間隔ごとに形成される。
【００６８】
　図６において、Ｏは原点、Ｎｉ（ｉ＝１、２、…、ｐ）は、駆動モータ回転速度ＮＭの
上限値と零との間を複数に均等に分割することによって、所定の間隔ごとに設定され、駆
動モータ回転速度ＮＭを表す線、Ｔｊ（ｊ＝１、２、…、ｑ）は、駆動モータ回転速度Ｎ
Ｍがマップｍｋごとに設定された領域境界速度Ｎｓｋ（ｋ＝１、２、…、ｒ）より低い低
速領域において、理論上の駆動モータ目標トルクＴＭ* の上限値と零との間を複数に均等
に分割することによって、所定の間隔ごとに設定され、駆動モータ回転速度ＮＭが前記領
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域境界速度Ｎｓｋ以上で、かつ、上限値以下である高速領域において、各駆動モータ回転
速度ＮＭごとの駆動モータ目標トルクＴＭ* の最大値を表す最大駆動モータ目標トルクＴ
Ｍ* ｍａｘと零との間を複数に均等に分割することによって、所定の間隔ごとに設定され
た駆動モータ目標トルクＴＭ* を表す線である。なお、前記理論上の駆動モータ目標トル
クＴＭ* の上限値は、駆動モータ３１の最大トルクを表し、各駆動モータ回転速度ＮＭご
との駆動モータ目標トルクＴＭ* の最大値は、駆動モータ３１の最大出力を表す。
【００６９】
　そして、各線Ｎｉ、Ｔｊが交差する各交点に、駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆動モータ
目標トルクＴＭ* に対応するトルク補正値δＴＭ* が、
　　－β１≦δＴＭ* ≦＋β２（β１、β２＞０）
のように設定され、記録される。この場合、β１、β２はあらかじめ設定された値であり
、前記領域境界速度Ｎｓｋは、理論上の駆動モータ目標トルクＴＭ* の最大値を採る駆動
モータ回転速度ＮＭのうちの最も高い駆動モータ回転速度ＮＭである。
【００７０】
　したがって、前記駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆動モータ目標トルクＴＭ* が特定され
ると、トルク補正マップからトルク補正値δＴＭ* が読み出され、駆動モータ目標トルク
ＴＭ* は、トルク補正値δＴＭ* が減算されて補正される。そして、補正された駆動モー
タ目標トルクＴＭ* に基づいて駆動モータ３１が駆動される。なお、各交点間の駆動モー
タ回転速度ＮＭ、及び各交点間の駆動モータ目標トルクＴＭ* におけるトルク補正値δＴ
Ｍ* は、各交点におけるトルク補正値δＴＭ* を補間することによって算出される。
【００７１】
　ところで、駆動モータ３１を駆動したとき、特性上、低速領域においては、出力が上限
値にならないので、発生させられる駆動モータトルクＴＭの最大値を一定にすることがで
きるが、高速領域においては、出力が上限値になるので、駆動モータトルクＴＭの最大値
を一定の値にすることはできず、駆動モータ回転速度ＮＭが高くなるほど低くなる。
【００７２】
　したがって、駆動モータ目標トルクＴＭ* を実際に設定するに当たり、駆動モータ３１
の特性に合わせて、前記低速領域においては、各駆動モータ回転速度ＮＭごとの最大駆動
モータ目標トルクＴＭ* ｍａｘを一定にし、高速領域においては、最大駆動モータ目標ト
ルクＴＭ* ｍａｘを、駆動モータ回転速度ＮＭが高くなるほど低くする必要がある。
【００７３】
　そこで、前記トルク補正マップを形成する場合においても、最大駆動モータ目標トルク
ＴＭ* ｍａｘが低速領域において一定になるように、高速領域において駆動モータ回転速
度ＮＭが高くなるほど小さくなるように設定するようにしている。この場合、全域で等分
割のトルク補正マップを形成することができ、分解能を高くすることができるので、駆動
モータ３１を精度良く駆動することができる。
【００７４】
　なお、前記線Ｔｊは、低速領域において等トルク曲線を、高速領域において等出力曲線
を構成する。そして、低速領域において、最大トルクエリアが構成され、トルクエリアが
表され、高速領域において、最大出力エリアが構成され、出力限界が表される。
【００７５】
　本実施の形態においては、駆動モータ目標トルクＴＭ* が正の値を採る部分についてだ
け示されているが、負の値を採る部分についても同様に設定される。
【００７６】
　次に、前記トルク補正値算出部４３の動作について説明する。
【００７７】
　この場合、前記駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆動モータ目標トルクＴＭ* が特定される
と、前記トルク補正値算出部４３の図示されない変量取得処理手段は、変量取得処理を行
い、直流電圧Ｖｄｃ、駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆動モータ目標トルクＴＭ* を読み込
むことによって取得する。



(12) JP 4839119 B2 2011.12.21

10

20

30

40

【００７８】
　そして、前記トルク補正値算出部４３の図示されないトルク補正値取得処理手段は、ト
ルク補正値取得処理を行い、直流電圧Ｖｄｃに対応したマップｍｋを参照し、線Ｎｉ、Ｔ
ｊの交点のトルク補正値δＴＭ* を読み出し、前記トルク補正値算出部４３の図示されな
い補間処理手段は、補間処理を行い、読み出されたトルク補正値δＴＭ* に従って、各交
点間の補間、本実施の形態においては、線型補間を行い、駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆
動モータ目標トルクＴＭ* に対応するトルク補正値δＴＭ* を算出する。
【００７９】
　また、高速領域においては、駆動モータ回転速度ＮＭが高くなるほど、各線Ｔｊの間隔
が短くなるので、駆動モータトルクＴＭの補正を細く行うことができる。
【００８０】
　このように、駆動モータ目標トルクＴＭ* をトルク補正マップで補正し、補正された駆
動モータ目標トルクＴＭ* に対応するｄ軸電流指令値ｉｄ* 及びｑ軸電流指令値ｉｑ* に
基づいて駆動モータ３１を駆動するようにしているので、駆動モータ目標トルクＴＭ* ど
おりの駆動モータトルクＴＭを発生させることができる。
【００８１】
　また、トルク補正マップは各直流電圧Ｖｄｃごとに駆動モータ回転速度ＮＭ及び駆動モ
ータ目標トルクＴＭ* によって形成された複数のマップｍｋから成り、直流電圧Ｖｄｃに
対応するマップｍｋを参照することができるので、電動車両が置かれた環境が変化しても
、駆動モータトルクＴＭにばらつきが生じることがなくなる。したがって、駆動モータ３
１を十分に精度良く駆動することができる。
【００８２】
　また、同様に、発電機トルクＴＧにばらつきが生じることがなくなり、発電機を十分に
精度良く駆動することができる。
【００８３】
　本実施の形態においては、駆動モータ３１及び発電機を駆動する場合について説明して
いるが、本発明を駆動モータ３１だけを駆動するようにした電動車両、発電機だけを駆動
するようにした電動車両に適用することができる。
【００８４】
  なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施の形態における駆動モータ制御装置の要部を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の形態における電動駆動装置の概念図である。
【図３】本発明の実施の形態における電動駆動装置の動作を示すタイムチャートである。
【図４】本発明の実施の形態における第１の電流指令値マップを示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における第２の電流指令値マップを示す図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるトルク補正マップを示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
３１　　駆動モータ
４０　　インバータ
４３　　トルク補正値算出部
４４　　駆動モータ目標トルク補正処理部
５１　　ドライブ回路
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