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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータの回転子が停止している停止状態から所定回転速度になるまでの起動期間におい
て前記モータのコイルに印加される印加電圧の電気角の位相を所定の位相調整信号に基づ
いて調整する電気角位相調整手段と、
　前記起動期間における前記印加電圧の電気角速度と時間との関係が示された速度プロフ
ァイルデータを積算して速度積算位相信号を生成する速度積算位相信号生成手段と、
　前記電気角の位相を調整する時刻を示す予め定められた位相調整時刻及び予め定められ
た位相調整値と前記速度積算位相信号とに基づいて前記電気角の位相を調整するための位
相調整信号を生成し前記電気角位相調整手段に出力する位相調整信号生成手段とを備え、
　前記位相調整値は、前記位相調整時刻以降の所定時刻において前記回転子の回転速度が
予め定められた目標速度以上となるよう、前記位相調整時刻における前記電気角の位相を
調整するための位相値であり、
　前記位相調整信号生成手段は、前記位相調整時刻において、前記速度積算位相信号が示
す電気角の位相に対して前記位相調整値だけ位相を遅らせる又は進ませることにより前記
位相調整信号を生成するものであり、
　前記電気角位相調整手段は、前記位相調整信号が示す電気角と予め定められた基本印加
電圧波形とから前記電気角の位相が調整された印加電圧を生成するものであることを特徴
とするモータ起動装置。
【請求項２】
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　前記速度プロファイルデータは、前記起動期間において前記コイルに印加される印加電
圧の電気角速度を調整するための情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のモータ起
動装置。
【請求項３】
　前記基本印加電圧波形は、正弦波状の波形であることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載のモータ起動装置。
【請求項４】
　モータの回転子が停止している停止状態から所定回転速度になるまでの起動期間におい
て前記モータのコイルに印加される印加電圧の電気角の位相を所定の位相調整信号に基づ
いて調整する電気角位相調整ステップと、
　前記起動期間における前記印加電圧の電気角速度と時間との関係が示された速度プロフ
ァイルデータを積算して速度積算位相信号を生成する速度積算位相信号生成ステップと、
　前記電気角の位相を調整する時刻を示す予め定められた位相調整時刻及び予め定められ
た位相調整値と前記速度積算位相信号とに基づいて前記電気角の位相を調整するための位
相調整信号を生成する位相調整信号生成ステップとを含み、
　前記位相調整値は、前記位相調整時刻以降の所定時刻において前記回転子の回転速度が
予め定められた目標速度以上となるよう、前記位相調整時刻における前記電気角の位相を
調整するための位相値であり、
　前記位相調整信号生成ステップで、前記位相調整時刻において、前記速度積算位相信号
が示す電気角の位相に対して前記位相調整値だけ位相を遅らせる又は進ませることにより
前記位相調整信号を生成し、
　前記電気角位相調整ステップで、前記位相調整信号が示す電気角と予め定められた基本
印加電圧波形とから前記電気角の位相が調整された印加電圧を生成することを特徴とする
モータ起動方法。
【請求項５】
　前記速度プロファイルデータは、前記起動期間において前記コイルに印加される印加電
圧の電気角速度を調整するための情報を含むことを特徴とする請求項４に記載のモータ起
動方法。
【請求項６】
　前記基本印加電圧波形は、正弦波状の波形であることを特徴とする請求項４又は請求項
５に記載のモータ起動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば複数相のコイルを備えたブラシレスモータを起動するモータ起動装置
及びモータ起動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラシレスモータは、家電機器やＯＡ機器など幅広い分野で用いられている。ブラシレ
スモータには、各コイルに流す電流の転流タイミングを取得するため、回転子の位置を検
出する手段が設けられている。この種の手段として例えばホール素子のようなセンサを設
けるのが一般的であるが、センサを使用すると小型化やコストダウン化の障害となるので
、センサを使用せずに、コイルに発生する逆起電圧に基づいて回転子の位置を検出する手
法が知られている。
【０００３】
　しかしながら、逆起電圧に基づく手法では、回転子が停止している停止状態、又は停止
状態から一定の回転に達するまでの期間では逆起電圧の検出が不可能なので、転流タイミ
ングを取得することができない。そこで、その対策として、逆起電圧の検出が可能となる
速度まで回転子を回転させる手法が知られている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００４】
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　まず、特許文献１には、例えばステッピングモータのステップ駆動のように、回転子の
位置に関わらず、通電する相の切替えを行い、逆起電圧が検出されるまで繰り返す起動方
法が記載されている。
【０００５】
　次に、特許文献２には、回転子の停止状態において所定のコイルに一時的に通電して回
転子を特定の位置に移動させた後、逆起電圧が検出可能となる速度まで、通電する相を順
次切り替えて回転子を加速する起動方法が記載されている。
【特許文献１】特許第３５８６６２８号公報
【特許文献２】特開平９－２３３８８５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、特許文献１に示された起動方法では、起動開始時から逆起電圧が検出さ
れるまで、通電する相の切替えを繰り返す構成なので、起動時間の短縮化が図れないとい
う課題があった。
【０００７】
　また、特許文献２に示された起動方法では、回転子を特定の位置に移動させた後、逆起
電圧が検出可能となる速度まで、通電する相を順次切り替える構成なので、起動時間の短
縮化が図れないという課題があった。
【０００８】
　本発明は、従来の課題を解決するためになされたものであり、起動時間の短縮化を図る
ことができるモータ起動装置及びモータ起動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】
【０００９】
　本発明のモータ起動装置は、モータの回転子が停止している停止状態から所定回転速度
になるまでの起動期間において前記モータのコイルに印加される印加電圧の電気角の位相
を所定の位相調整信号に基づいて調整する電気角位相調整手段と、前記起動期間における
前記印加電圧の電気角速度と時間との関係が示された速度プロファイルデータを積算して
速度積算位相信号を生成する速度積算位相信号生成手段と、前記電気角の位相を調整する
時刻を示す予め定められた位相調整時刻及び予め定められた位相調整値と前記速度積算位
相信号とに基づいて前記電気角の位相を調整するための位相調整信号を生成し前記電気角
位相調整手段に出力する位相調整信号生成手段とを備え、前記位相調整値は、前記位相調
整時刻以降の所定時刻において前記回転子の回転速度が予め定められた目標速度以上とな
るよう、前記位相調整時刻における前記電気角の位相を調整するための位相値であり、前
記位相調整信号生成手段は、前記位相調整時刻において、前記速度積算位相信号が示す電
気角の位相に対して前記位相調整値だけ位相を遅らせる又は進ませることにより前記位相
調整信号を生成するものであり、前記電気角位相調整手段は、前記位相調整信号が示す電
気角と予め定められた基本印加電圧波形とから前記電気角の位相が調整された印加電圧を
生成するものである構成を有している。
【００１０】
　この構成により、本発明のモータ起動装置は、起動期間において、印加電圧の電気角に
ついて位相調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相との間
の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができる。したがって、本発明のモー
タ起動装置は、モータを円滑に起動することができるので、起動時間の短縮化を図ること
ができる。
【００１２】
　また、この構成により、本発明のモータ起動装置は、生成した位相調整信号によって印
加電圧の電気角について位相調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回
転子の位相との間の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができる。したがっ
て、本発明のモータ起動装置は、モータを円滑に起動することができ、起動時間の短縮化
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を図ることができる。
【００１４】
　また、この構成により、本発明のモータ起動装置は、印加電圧の電気角位相を所定値遅
らせることにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相との間の位相差を、
回転子が加速できる値に設定することができる。したがって、本発明のモータ起動装置は
、モータを円滑に起動することができ、起動時間の短縮化を図ることができる。
【００１５】
　さらに、本発明のモータ起動装置は、前記速度プロファイルデータは、前記起動期間に
おいて前記コイルに印加される印加電圧の電気角速度を調整するための情報を含む構成を
有している。
【００１６】
　この構成により、本発明のモータ起動装置は、起動期間において、印加電圧の電気角位
相及び電気角速度を調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位
相との間の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができるとともに、印加電圧
の電気角速度（回転子相当）と回転子の速度との間の速度差を、回転子が加速できる値に
設定することができる。したがって、本発明のモータ起動装置は、モータを円滑に起動す
ることができるので、起動時間の短縮化を図ることができる。
【００１７】
　さらに、本発明のモータ起動装置は、前記基本印加電圧波形は、正弦波状の波形である
構成を有している。
【００１８】
　この構成により、本発明のモータ起動装置は、コイルに印加される印加電圧の波形を矩
形波状のものよりも連続的で滑らかな正弦波状とすることにより、矩形波状の波形で起動
する場合よりも、より振動を抑えて回転子を回転起動することができる。
【００１９】
　本発明のモータ起動方法は、モータの回転子が停止している停止状態から所定回転速度
になるまでの起動期間において前記モータのコイルに印加される印加電圧の電気角の位相
を所定の位相調整信号に基づいて調整する電気角位相調整ステップと、前記起動期間にお
ける前記印加電圧の電気角速度と時間との関係が示された速度プロファイルデータを積算
して速度積算位相信号を生成する速度積算位相信号生成ステップと、前記電気角の位相を
調整する時刻を示す予め定められた位相調整時刻及び予め定められた位相調整値と前記速
度積算位相信号とに基づいて前記電気角の位相を調整するための位相調整信号を生成する
位相調整信号生成ステップとを含み、前記位相調整値は、前記位相調整時刻以降の所定時
刻において前記回転子の回転速度が予め定められた目標速度以上となるよう、前記位相調
整時刻における前記電気角の位相を調整するための位相値であり、前記位相調整信号生成
ステップで、前記位相調整時刻において、前記速度積算位相信号が示す電気角の位相に対
して前記位相調整値だけ位相を遅らせる又は進ませることにより前記位相調整信号を生成
し、前記電気角位相調整ステップで、前記位相調整信号が示す電気角と予め定められた基
本印加電圧波形とから前記電気角の位相が調整された印加電圧を生成する構成を有してい
る。
【００２０】
　この構成により、本発明のモータ起動方法は、起動期間において、印加電圧の電気角に
ついて位相調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相との間
の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができる。したがって、本発明のモー
タ起動方法は、モータを円滑に起動することができるので、起動時間の短縮化を図ること
ができる。
【００２１】
　また、本発明のモータ起動方法は、前記速度プロファイルデータは、前記起動期間にお
いて前記コイルに印加される印加電圧の電気角速度を調整するための情報を含む構成を有
している。
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【００２２】
　この構成により、本発明のモータ起動方法は、起動期間において、印加電圧の電気角及
び電気角速度を調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相と
の間の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができるとともに、印加電圧の電
気角速度（回転子相当）と回転子の速度との間の速度差を、回転子が加速できる値に設定
することができる。したがって、本発明のモータ起動装置は、モータを円滑に起動するこ
とができるので、起動時間の短縮化を図ることができる。
【００２３】
　さらに、本発明のモータ起動方法は、前記基本印加電圧波形が、正弦波状の波形である
構成を有している。
【００２４】
　この構成により、本発明のモータ起動方法は、コイルに印加される印加電圧の波形を矩
形波状のものよりも連続的で滑らかな正弦波状とすることにより、矩形波状の波形で起動
する場合よりも、より振動を抑えて回転子を回転起動することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、起動時間の短縮化を図ることができるという効果を有するモータ起動装置及
びモータ起動方法を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、本発明のモータ起動
装置を、３相ブラシレスモータの起動装置に適用した例を挙げて説明する。また、以下の
説明において、回転子が停止した停止状態から、回転子の位置検出を行わずに、３相ブラ
シレスモータのコイル端子に所定の波形に従った電圧を印加することにより、回転子を起
動する起動方法を「オープンループ起動」という。
【００２７】
　（第１の実施の形態）
　まず、本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態における構成について説明する
。
【００２８】
　図１に示すように、本実施の形態におけるモータ起動装置１００は、オープンループ駆
動信号を生成する駆動信号生成手段１０と、３相ブラシレスモータ（以下、単に「モータ
」という。）４０に接続されたドライブ回路３０とを備えている。
【００２９】
　駆動信号生成手段１０は、所定のデータを記憶するデータ記憶部１１と、速度データを
積算する速度積算部１２と、位相調整信号を生成する位相調整信号生成部１３と、３相駆
動信号を生成する３相駆動信号生成部１４と、ドライブ回路３０を駆動するドライブ回路
駆動部１５とを備えている。
【００３０】
　モータ４０は、Ｕ相、Ｖ相及びＷ相の３相からなる各コイルと、各コイルが発生する磁
界によって回転する回転子（図示省略）とを備えている。モータ４０の各コイルは、図示
のようにＹ（スター）結線されており、各コイルは互いに１２０［ｄｅｇ］の角度で配置
されている。
【００３１】
　各コイルに接続されたコイル端子（図示省略）間には、ドライブ回路３０によって所定
の電圧（以下「コイル端子間電圧」という。）がそれぞれ印加されるようになっている。
また、回転子は、各コイルに対向して、Ｓ極とＮ極とが交互に配置された磁石で構成され
ている。以下の記載において、磁石のＳ極とＮ極とのペア数を「極ペア数」という。また
、ホール素子等により検出した転流タイミングに従って駆動している場合、コイル端子間
電圧の電気角及び電気角速度を極ペア数で除したものが、それぞれ、回転子の位相及び速
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度を示すという関係が成立するが、オープンループ起動時においては、この関係は必ずし
も成り立つとは限らない。ここで、オープンループ起動時において、電気角及び電気角速
度を極ペア数で除したものを、それぞれ電気角（回転子相当）及び電気角速度（回転子相
当）と表記する。なお、電気角速度を電気角周波数と言い換えることもできる。
【００３２】
　データ記憶部１１は、例えば、記憶情報を電気的に書き換え可能な半導体メモリで構成
されている。また、データ記憶部１１は、速度プロファイルデータと、位相調整タイミン
グデータと、位相調整値データとを記憶するものである。
【００３３】
　これらのデータのうち、まず、速度プロファイルデータは、モータ４０の回転子が停止
している停止状態から所定回転速度になるまでの起動期間におけるコイル端子間電圧の電
気角速度（回転子相当）と時間との関係が示されたデータであり、本実施の形態における
速度プロファイルデータは、図２（ａ）に示したパターンのデータとする。
【００３４】
　図２（ａ）において、横軸は時間軸であり、時刻０はモータ４０の起動開始時刻に対応
する。一方、縦軸は、コイル端子間電圧の電気角速度（回転子相当）を示している。図２
（ａ）に例示した速度プロファイルデータは、時刻０から時刻ｔ２までの起動期間におけ
るものであり、時刻ｔ１及びｔ２において電気角速度（回転子相当）はそれぞれｆ１及び
ｆ２である。また、時刻ｔ１から時刻ｔｃｈまでの期間では、電気角速度（回転子相当）
はｆ１で一定となっている。電気角速度を一定としたのは、起動直後に回転子を安定化さ
せるために好ましいからであるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３５】
　次に、位相調整タイミングデータは、起動期間において、コイル端子間電圧の電気角に
ついて位相調整するタイミングを示すデータであり、本実施の形態においては、位相調整
タイミングを図２（ａ）に示した時刻ｔｃｈとする。また、位相調整値データは、起動期
間において、コイル端子間電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相との間の位相差を
調整するための、電気角（回転子相当）の位相調整値を示すデータである。以下、位相調
整値をｄθで表す。
【００３６】
　速度積算部１２は、データ記憶部１１から速度プロファイルデータを読み出し、読み出
した速度プロファイルデータを積算して速度積算位相信号ａを生成し、位相調整信号生成
部１３に出力するものである。具体的には、図２（ｂ）に示すように、速度積算位相信号
ａは、図２（ａ）に示した速度プロファイルデータを積分したものである。なお、速度積
算部１２は、本発明の速度積算位相信号生成手段に対応する。
【００３７】
　位相調整信号生成部１３は、データ記憶部１１から位相調整タイミングデータ及び位相
調整値データを読み出すものである。また、位相調整信号生成部１３は、読み出した位相
調整タイミングデータ及び位相調整値データと、速度積算部１２が生成した速度積算位相
信号ａとに基づいて、位相調整信号ｂを生成するものである。なお、位相調整信号生成部
１３は、本発明の位相調整信号生成手段に対応する。
【００３８】
　具体的には、位相調整信号生成部１３は、図２（ｃ）に示すように、時刻０から時刻ｔ
ｃｈまでの期間において、入力する速度積算位相信号ａを位相調整信号ｂとして生成し、
３相駆動信号生成部１４に出力するものである。また、位相調整信号生成部１３は、時刻
ｔｃｈ以降において、位相調整値データより得られる位相調整値ｄθで速度積算位相信号
ａを補正することによって位相調整信号ｂを生成し、３相駆動信号生成部１４に出力する
ものである。したがって、速度積算位相信号ａが時間軸に沿って連続的に変化する信号で
あるのに対し、位相調整信号ｂは時刻ｔｃｈにおいて電気角が急に変化する信号となる。
【００３９】
　３相駆動信号生成部１４は、モータ４０の極ペア数を位相調整信号ｂに乗じて電気角を
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算出し、算出した電気角と周期的に変化する基本印加電圧波形とから得られる振幅値に所
定の印加電圧の振幅値を乗じて３相印加電圧信号Ｖｕを生成し、さらに、Ｖｕを含めて互
いに１２０［ｄｅｇ］の電気角位相差を有する、３相印加電圧信号Ｖｖ、Ｖｗも生成して
ドライブ回路駆動部１５に出力するものである。ここで、基本印加電圧波形は、例えば図
３に示すような、振幅値が規格化された正弦波状のものである。この基本印加電圧波形の
データは、データ記憶部１１に記憶されている（図示省略）。なお、正弦波状の波形は図
３に示すものに限定されるものではなく、例えば矩形波の振幅を階段状に変化させて正弦
波に近似させた波形も含む。また、３相駆動信号生成部１４は、本発明の電気角位相調整
手段に対応する。
【００４０】
　ドライブ回路駆動部１５は、例えばレベルシフト方式やＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔ
ｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）方式等の論理に基づいて、３相印加電圧信号Ｖｕ、Ｖｖ、Ｖ
ｗを基にスイッチング素子駆動信号ＵＨ、ＶＨ、ＷＨ、ＵＬ、ＶＬ、ＷＬを生成してドラ
イブ回路３０に出力するものである。
【００４１】
　ドライブ回路３０は、それぞれ３つのスイッチング素子及びダイオードを有する上側ア
ームと下側アームとがブリッジ接続された構成である。上側アームには、スイッチング素
子駆動信号ＵＨ、ＶＨ及びＷＨが入力され、下側アームには、スイッチング素子駆動信号
ＵＬ、ＶＬ及びＷＬが入力されるようになっている。ドライブ回路３０は、スイッチング
素子駆動信号ＵＨ、ＶＨ、ＷＨ、ＵＬ、ＶＬ、ＷＬに基づいてモータ４０をスイッチング
駆動するものである。
【００４２】
　次に、位相調整値ｄθの算出について具体的に説明する。位相調整値ｄθは、例えば計
算機によるシミュレーションによって算出されるものである。オープンループ起動におけ
るシミュレーションに使用する各パラメータとして下記に例示したものを用い、オープン
ループ起動によって回転子を時刻ｔ２において目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加速する例を挙
げて説明する。ここで、目標速度ｘ＝５．５［Ｈｚ］とする。また、コイル端子間電圧は
正弦波状の波形とし、その振幅は３．１５［Ｖ］（一定）とする。
【００４３】
　（１）モータ４０の各パラメータを以下の値とする。
【００４４】
　イナーシャ：９．９１×１０－５［ｋｇ・ｍ２］、巻線抵抗：０．７６［Ω］、巻線イ
ンダクタンス：０．３４×１０－３［Ｈ］、極ペア数：８、鎖交磁束：０．００４７［Ｗ
ｂ］、最大静止摩擦トルク：６×１０－２［Ｎ・ｍ］、負荷トルク（動摩擦含）：５×１
０－２［Ｎ・ｍ］、粘性負荷係数：４×１０－４［Ｎ・ｍ・ｓ］
　（２）図２（ａ）に示した時刻ｔ１及びｔ２、周波数ｆ１及びｆ２をそれぞれ以下の値
とする。
【００４５】
　ｔ１＝０．０２［ｓ］、ｔｃｈ＝０．０４［ｓ］、ｔ２＝０．０８［ｓ］、ｆ１＝２［
Ｈｚ］、ｆ２＝８［Ｈｚ］
　まず、上記の各パラメータを用いて、時刻ｔ２において回転子が目標速度ｘ［Ｈｚ］以
上に加速される条件を求める。以下の説明において、時刻ｔｃｈにおける、速度プロファ
イルデータ（図２（ａ）参照）で定められる電気角速度（回転子相当）と、回転子の速度
との差を「速度差」という。また、時刻ｔｃｈにおける、速度プロファイルデータを積算
して得た位相調整信号ｂ（図２（ｃ）参照）と、回転子の位相との差を「位相差」という
。なお、速度差及び位相差におけるマイナス符号は回転子の遅れを示し、プラス符号は回
転子の進みを示す。
【００４６】
　図４（ａ）に示すように、横軸に位相差、縦軸に速度差を設定したグラフにおいて、シ
ミュレーションにより、時刻ｔｃｈにおける位相差及び速度差の値をそれぞれ変更しなが
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ら、時刻ｔ２において回転子が目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加速するか否かを、グラフ内の
全領域を探索することによって、時刻ｔ２において回転子が目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加
速される領域（以下「加速可能領域」という。）を求める。図４（ａ）において実線で囲
まれた領域が加速可能領域に相当する。この実線は、時刻ｔｃｈにおいて加速可能な点を
グラフ上にプロットし、プロットした点で内側が全て満たされるように囲んだ領域の外縁
を示すものである。
【００４７】
　続いて、起動開始時における位相差（以下「初期位相差」という。）を考慮したシミュ
レーションについて説明する。前述のように、加速可能領域は、時刻ｔ２において回転子
が目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加速される領域であるので、初期位相差の値により、時刻ｔ
ｃｈにおける位相差及び速度差の値がばらついたとしても結果的に加速領域内に含まれれ
ば、モータ起動装置１００はモータ４０を円滑に起動することができる。
【００４８】
　図４（ａ）には、初期位相差を考慮したシミュレーションによって算出した６つのデー
タが三角印でプロットされている。また、表１には、各データ値が示されている。なお、
表１は、後述する図４（ｂ）における各データ値も含む（最右欄）。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　ここで、プロットしたデータ数を６つとした理由を以下に示す。本実施の形態において
は極ペア数＝８としているので、初期位相差は、電気角の１周期である３６０［ｄｅｇ］
を極ペア数で除した値、すなわち±２２．５［ｄｅｇ］で変動することとなる。また、本
実施の形態においては、モータ４０はＹ結線された３相ブラシレスモータを想定しており
、モータ４０の状態は６つに大別されるため、２２．５［ｄｅｇ］を６等分した値、すな
わち７．５［ｄｅｇ］刻みとした。したがって、初期位相差は、＋２２．５、＋１５、＋
７．５、０、－７．５、－１５［ｄｅｇ］の６つを代表値とした。
【００５１】
　図４（ａ）及び表１に示した例では、初期位相差＝－１５［ｄｅｇ］の場合、速度差＝
０．１［Ｈｚ］、位相差＝－１７．０１［ｄｅｇ］であり、加速可能領域外である。そこ
で、図４（ｂ）及び表１の最右欄に示すように、位相調整値ｄθ＝－１．３［ｄｅｇ］で
補正する。ここで、マイナス符号は、電気角を遅らせて位相差がゼロに近づく方向を示し
ている。その結果、速度プロファイルは変化せずに、全ての初期位相差条件に対して、時
刻ｔｃｈにおける位相差及び速度差が加速可能領域内に含まれることとなる。したがって
、モータ起動装置１００は、全ての初期位相差条件に対して、時刻ｔ２において回転子を
目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加速することができる。
【００５２】
　具体的には、図５（ａ）、（ｂ）及び表２に示すような、回転子速度のシミュレーショ
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ン結果が得られた。図５（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ、位相調整なしの場合及び位相調
整ありの場合の回転子速度のシミュレーション結果を示している。図中の太実線は速度プ
ロファイルを示し、太点線は目標速度ｘ［Ｈｚ］を示し、細実線は各初期位相差に対する
回転子速度のシミュレーション結果を示している。また、表２は、各初期位相差に対し、
位相調整なしの場合及び位相調整ありの場合における時刻ｔ２での回転子の速度を示して
いる。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　図５（ａ）、（ｂ）及び表２に示すように、位相調整なしのシミュレーション結果は、
前述のとおり初期位相差が－１５［ｄｅｇ］の場合のみ、時刻ｔ２において目標速度ｘ［
Ｈｚ］に達していないことを示しており、位相調整ありのシミュレーション結果は、前述
の位相調整を実施することによって、全ての初期位相差に対して、回転子が目標速度ｘ［
Ｈｚ］以上に加速されることを示している。
【００５５】
　図６は、前述の位相調整を実施した場合、モータ４０のコイル端子間電圧の波形例を示
している。図に示すように、時刻０．０４［ｓ］（＝ｔｃｈ）において位相調整（ｄθ＝
－１．３［ｄｅｇ］）が行われているので、コイル端子間電圧波形が変化している。なお
、図６は、コイル端子間電圧の時間変化を表したものであり、このコイル端子間電圧波形
における位相調整値は、電気角（回転子相当）における位相調整値－１．３［ｄｅｇ］に
極ペア数（＝８）を乗じて、コイル端子間電圧の電気角では－１０．４［ｄｅｇ］である
。
【００５６】
　なお、３相駆動信号生成部１４の説明において、基準電圧波形が正弦波状の例を挙げて
説明したが、コイル端子間電圧の波形が正弦波状となる基準電圧波形であれば、同様の効
果が得られる。
【００５７】
　また、前述した位相調整値ｄθ＝－１．３［ｄｅｇ］は一例であってこれに限定される
ものではなく、時刻ｔｃｈにおける位相差及び速度差が加速可能領域内に含まれるよう補
正できるものであればよい。
【００５８】
　また、基本印加電圧波形を正弦波状として説明したが、これに代えて規格化された矩形
波状の波形を基本印加電圧波形としてもよい。例えば、図７に示すように、１２０度矩形
波駆動における基準印加電圧波形を用いることもできる。この場合、図８（ａ）に示すよ
うな、オープンループ駆動による回転子速度のシミュレーション結果が得られた。ここで
、コイル端子間電圧の振幅は４［Ｖ］としている。比較のため、コイル端子間電圧の振幅
が４［Ｖ］での正弦波駆動における基準印加電圧波形を用いた場合のシミュレーション結
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果を図８（ｂ）に示す。
【００５９】
　図８（ａ）及び（ｂ）において、太実線は速度プロファイルを示し、細実線は各初期位
相差に対する回転子速度のシミュレーション結果を示している。ここで、各初期位相差は
、前述の正弦波駆動におけるものと同様であり、＋２２．５、＋１５、＋７．５、０、－
７．５、－１５［ｄｅｇ］としている。図８（ａ）に示した矩形駆動による結果と、図８
（ｂ）に示した正弦波駆動による結果とを比較すると、正弦波駆動の方が矩形波駆動より
も、より滑らかに起動できることがわかる。
【００６０】
　次に、本実施の形態におけるモータ起動装置１００の動作について図１を用いて説明す
る。
【００６１】
　まず、速度積算部１２は、データ記憶部１１から速度プロファイルデータを読み出す。
次いで、速度積算部１２は、読み出した速度プロファイルデータを積算して速度積算位相
信号ａを生成し、位相調整信号生成部１３に出力する。
【００６２】
　続いて、位相調整信号生成部１３は、データ記憶部１１から位相調整タイミングデータ
及び位相調整値データを読み出す。そして、位相調整信号生成部１３は、読み出した位相
調整タイミングデータ及び位相調整値データと、速度積算部１２が生成した速度積算位相
信号ａとに基づいて位相調整信号ｂを生成し、３相駆動信号生成部１４に出力する。
【００６３】
　さらに、３相駆動信号生成部１４は、モータ４０の極ペア数を位相調整信号ｂに乗じて
電気角を算出し、算出した電気角と周期的に変化する基本印加電圧波形（図３参照）とか
ら得られる振幅値に所定の印加電圧の振幅値を乗じて３相印加電圧信号Ｖｕを生成し、さ
らに、Ｖｕも含めて互いに１２０［ｄｅｇ］の電気角位相差を有する他の３相印加電圧信
号Ｖｖ、Ｖｗも生成してドライブ回路駆動部１５に出力する。
【００６４】
　次いで、ドライブ回路駆動部１５は、例えばレベルシフト方式やＰＷＭ方式等の論理に
基づいて、３相印加電圧信号Ｖｕ、Ｖｖ、Ｖｗを基にスイッチング素子駆動信号ＵＨ、Ｖ
Ｈ、ＷＨ、ＵＬ、ＶＬ、ＷＬを生成してドライブ回路３０に出力する。
【００６５】
　そして、ドライブ回路３０は、スイッチング素子駆動信号ＵＨ、ＶＨ、ＷＨ、ＵＬ、Ｖ
Ｌ、ＷＬに基づいて、モータ４０をスイッチング駆動する。
【００６６】
　以上のように、本実施の形態におけるモータ起動装置１００によれば、位相調整信号生
成部１３は、印加電圧の電気角について位相調整するための位相調整信号ｂを生成し、３
相駆動信号生成部１４は、位相調整信号ｂに基づいた３相印加電圧信号Ｖｕ、Ｖｖ、Ｖｗ
を生成する構成としたので、位相調整信号ｂによって印加電圧の電気角について位相調整
することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）と回転子の位相との間の位相差を、回
転子が加速できる値に設定することができる。したがって、本実施の形態におけるモータ
起動装置１００は、モータを円滑に起動することができるので、起動時間の短縮化を図る
ことができる。
【００６７】
　なお、前述の実施の形態において、位相調整値ｄθのマイナス符号は電気角位相を遅ら
せるという表現をしたが、例えば極ペア数＝１のモータにおいて、電気角位相を１［ｄｅ
ｇ］遅らせることは電気角位相を３５９［ｄｅｇ］進ませることに等しいので、位相調整
値ｄθで電気角位相を進ませると表現することもできる。
【００６８】
　また、前述の実施の形態において、速度積算部１２は、データ記憶部１１から速度プロ
ファイルデータを読み出し、読み出した速度プロファイルデータを積算して速度積算位相
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信号ａを生成すると説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、速度積算部１
２を設けずに、データ記憶部１１に前記速度プロファイルを積算した位相信号データを保
存しておき、位相調整信号生成部１３が、速度積算位相信号ａを受ける代わりに、データ
記憶部１１から位相信号データを読み出す構成としても同等の効果が得られる。
【００６９】
　また、前述の実施の形態において、速度積算部１２は、データ記憶部１１から速度プロ
ファイルデータを読み出し、読み出した速度プロファイルデータを積算して速度積算位相
信号ａを生成し、位相調整信号生成部１３は、データ記憶部１１から位相調整タイミング
データ及び位相調整値データを読み出し、読み出した位相調整タイミングデータ及び位相
調整値データと、速度積算位相信号ａとに基づいて位相調整信号ｂを生成すると説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、速度積算部１２及び位相調整信号生成部１
３を設けずに、データ記憶部１１に前記速度プロファイルを積算し、かつ位相調整値ｄθ
を含む位相調整信号データを保存しておき、３相駆動信号生成部１４が、位相調整信号ｂ
を受ける代わりに、データ記憶部１１から位相調整信号データを読み出す構成としても同
等の効果が得られる。
【００７０】
　また、前述の実施の形態において、３相駆動信号生成部１４は、モータ４０の極ペア数
を位相調整信号ｂに乗じて電気角を算出すると説明したが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、３相駆動信号生成部１４は、極ペア数を位相調整信号ｂに乗じる構成とはせ
ずに、速度プロファイルデータ及び位相調整値データに、極ペア数を乗じた値をデータ記
憶部１１に保存する構成としても同等の効果が得られる。
【００７１】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態におけるモータ起動装置は、第１の実施の形態のおけるモー
タ起動装置１００（図１参照）においてデータ記憶部１１が記憶する速度プロファイルデ
ータ（図２（ａ）参照）を変更したものである。したがって、本実施の形態におけるモー
タ起動装置の構成の説明を省略する。
【００７２】
　本実施の形態における速度プロファイルデータは、図９（ａ）に示すように、起動期間
において、コイル端子間電圧の電気角速度（回転子相当）と回転子の速度との間の速度差
を調整するための、電気角速度（回転子相当）の速度調整値を含むものである。以下、速
度調整値をｄｆで表し、時刻ｔｃｈにおいて電気角速度を調整するものとする。
【００７３】
　次に、オープンループ起動におけるシミュレーションに使用する各パラメータとして下
記に例示したものを用い、オープンループ起動によって回転子を時刻ｔ２において目標速
度ｘ［Ｈｚ］以上に加速する例を挙げて説明する。ここで、モータ４０の各パラメータは
第１の実施の形態と同様とする。また、目標速度ｘ＝５．５［Ｈｚ］とする。また、コイ
ル端子間電圧は正弦波状の波形を有し、その振幅は３．１［Ｖ］（一定）とする。
【００７４】
　図９（ａ）及び（ｂ）に示した時刻ｔ１、ｔｃｈ及びｔ２、周波数ｆ１及びｆ２をそれ
ぞれ以下の値とする。
【００７５】
　ｔ１＝０．０２［ｓ］、ｔｃｈ＝０．０４［ｓ］、ｔ２＝０．０８［ｓ］、ｆ１＝２［
Ｈｚ］、ｆ２＝８［Ｈｚ］
　図１０（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の太実線で囲まれた加速可能領域は、それぞれ、調整
なしの場合、位相調整のみありの場合、位相調整及び速度調整ありの場合について、図４
と同様に時刻ｔ２において回転子が目標速度ｘ［Ｈｚ］以上となるための、時刻ｔｃｈに
おける位相差及び速度差の満たすべき条件を示す。ここで、時刻ｔｃｈにおいて速度調整
が入るため、時刻ｔｃｈから時刻ｔ２までの速度プロファイルが、調整なし及び位相調整
のみありの場合と比べて異なるので、図１０（ａ）及び（ｂ）に示した加速可能領域と、
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【００７６】
　図１０（ａ）において三角印は、第１の実施の形態と同様、初期位相差の値を変えてオ
ープンループ起動のシミュレーションを行い、時刻ｔｃｈにおける位相差及び速度差の各
データを示している。また、プロットした速度差及び位相差の各データ値を表３に示す。
【００７７】
【表３】

【００７８】
　図１０（ａ）及び表３に示すように、初期位相差－１５［ｄｅｇ］の場合において、調
整なしの場合は、時刻ｔｃｈの位相差及び速度差が、時刻ｔ２において回転子が目標速度
ｘ［Ｈｚ］以上に加速可能である加速可能領域に含まれない。また、図１０（ｂ）に示す
ように、位相調整値ｄθ＝－１．５［ｄｅｇ］（位相差がゼロに近づく方向）による位相
調整のみを実施しても同様である。
【００７９】
　そこで、図１０（ｃ）に示すように、位相調整値ｄθ＝－１．５［ｄｅｇ］と、速度調
整値ｄｆ＝－１［Ｈｚ］（速度差がゼロに近づく方向）とによる電気角及び電気角速度の
調整を実施することによって、全ての初期位相差条件に対して、時刻ｔｃｈにおける位相
差及び速度差が加速範囲内となる。
【００８０】
　次に、回転子速度のシミュレーション結果を図１１及び表４に示す。図１１（ａ）、（
ｂ）及び（ｃ）は、それぞれ、調整なしの場合、位相調整のみありの場合、位相調整及び
速度調整ありの場合のシミュレーション結果を示している。図中の太実線は速度プロファ
イルを示し、太点線は目標速度である目標速度ｘ［Ｈｚ］を示し、細実線は各初期位相差
における回転子速度のシミュレーション結果を示す。また、表４は、各初期位相差に対す
る時刻ｔ２における回転子の速度データを示す。
【００８１】
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【表４】

【００８２】
　図１１及び表４は、調整なし及び位相調整のみありの場合において、前述のとおり初期
位相差が－１５［ｄｅｇ］のとき、時刻ｔ２において目標速度ｘ［Ｈｚ］に達していない
ことを示しており、前述の位相調整及び速度調整を実施することによって、全ての初期位
相差に対して、回転子が目標速度ｘ［Ｈｚ］以上に加速されることを示している。
【００８３】
　図１２は、前述の位相調整及び速度調整を実施した場合における、モータ４０のコイル
端子間電圧の波形例を示している。図に示すように、時刻０．０４［ｓ］（＝ｔｃｈ）に
おいて位相調整（ｄθ＝－１．５［ｄｅｇ］）及び速度調整（ｄｆ＝－１［Ｈｚ］）が行
われているので、印加電圧波形が変化している。なお、図１２は、コイル端子間電圧の時
間変化を表したものであり、このコイル端子間電圧波形における位相調整値は、電気角（
回転子相当）における位相調整値－１．５［ｄｅｇ］に極ペア数（＝８）を乗じて、コイ
ル端子間電圧の電気角では－１２［ｄｅｇ］であり、速度調整値は、電気角速度（回転子
相当）における位相調整値－１［Ｈｚ］に極ペア数（＝８）を乗じて、コイル端子間電圧
の電気角速度では－８［Ｈｚ］である。
【００８４】
　なお、前述した位相調整値ｄθ＝－１．５［ｄｅｇ］、速度調整値ｄｆ＝－１［Ｈｚ］
は一例であってこれに限定されるものではなく、時刻ｔｃｈにおける位相差及び速度差が
加速可能領域内に含まれるよう補正できるものであればよい。
【００８５】
　本実施の形態におけるモータ起動装置の動作は、第１の実施の形態におけるモータ起動
装置１００と同様であるので説明を省略する。
【００８６】
　以上のように、本実施の形態におけるモータ起動装置によれば、起動期間において、印
加電圧の電気角及び電気角速度を調整することにより、印加電圧の電気角（回転子相当）
と回転子の位相との間の位相差を、回転子が加速できる値に設定することができるととも
に、印加電圧の電気角速度（回転子相当）と回転子の速度との間の速度差を、回転子が加
速できる値に設定することができる。したがって、本実施の形態におけるモータ起動装置
は、モータを円滑に起動することができるので、起動時間の短縮化を図ることができる。
【００８７】
　なお、前述の実施の形態において、位相調整を実施する時刻ｔｃｈと同時刻に速度調整
を実施する構成としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、位相調整の時刻
と速度調整の時刻とが異なってもよい。
【００８８】
　また、前述の実施の形態において、速度プロファイルデータが予め速度調整値ｄｆを含
むものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、速度調整値ｄｆを含
まない速度プロファイルデータ（図２（ａ）参照）と、速度調整を実施するタイミングデ
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ータと、速度調整値ｄｆとを予め記憶しておき、これらのデータに基づいて速度調整値ｄ
ｆを含む速度プロファイルデータを生成する手段を設ける構成としても同等の効果が得ら
れる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上のように、本発明に係るモータ起動装置及びモータ起動方法は、起動時間の短縮化
を図ることができるという効果を有し、ブラシレスモータを起動するモータ起動装置等及
びモータ起動方法等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態における構成を示すブロック図
【図２】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態における速度プロファイルデー
タ、速度積算位相信号及び位相調整信号を示す図　（ａ）第１の実施の形態における速度
プロファイルデータを示す図　（ｂ）第１の実施の形態における速度積算位相信号を示す
図　（ｃ）第１の実施の形態における位相調整信号を示す図
【図３】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態における正弦波状の基本印加電
圧波形を示す図
【図４】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態において、シミュレーションに
よって求めた位相差と速度差との関係を示す図　（ａ）位相調整を実施しない場合の位相
差と速度差との関係を示す図　（ｂ）位相調整を実施した場合の位相差と速度差との関係
を示す図
【図５】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態において、シミュレーションに
よって求めた回転子速度を示す図　（ａ）位相調整を実施しない場合の回転子速度を示す
図　（ｂ）位相調整を実施した場合の回転子速度を示す図
【図６】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態において、位相調整を実施した
場合のコイル端子間電圧の波形例を示す図
【図７】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態において、基本印加電圧波形を
矩形波状にした場合の波形例を示す図
【図８】本発明に係るモータ起動装置の第１の実施の形態において、基本印加電圧波形が
矩形波状の場合と、正弦波状の場合とにおける回転子速度のシミュレーション結果　（ａ
）基本印加電圧波形が矩形波状の場合の回転子速度を示す図　（ｂ）基本印加電圧波形が
正弦波状の場合の回転子速度を示す図
【図９】本発明に係るモータ起動装置の第２の実施の形態における速度調整信号及び位相
調整信号を示す図　（ａ）第２の実施の形態における速度調整値を含む速度プロファイル
データを示す図　（ｂ）第２の実施の形態における位相調整信号を示す図
【図１０】本発明に係るモータ起動装置の第２の実施の形態において、シミュレーション
によって求めた位相差と速度差との関係を示す図　（ａ）位相調整及び速度調整を実施し
ない場合の位相差と速度差との関係を示す図　（ｂ）位相調整のみを実施した場合の位相
差と速度差との関係を示す図　（ｃ）位相調整及び速度調整を実施した場合の位相差と速
度差との関係を示す図
【図１１】本発明に係るモータ起動装置の第２の実施の形態において、シミュレーション
によって求めた回転子速度を示す図　（ａ）位相調整及び速度調整を実施しない場合の回
転子速度を示す図　（ｂ）位相調整のみを実施した場合の回転子速度を示す図　（ｃ）位
相調整及び速度調整を実施した場合の回転子速度を示す図
【図１２】本発明に係るモータ起動装置の第２の実施の形態において、位相調整及び速度
調整を実施した場合のコイル端子間電圧の波形例を示す図
【符号の説明】
【００９１】
　１０　駆動信号生成手段
　１１　データ記憶部
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　１２　速度積算部（速度積算位相信号生成手段）
　１３　位相調整信号生成部（位相調整信号生成手段）
　１４　３相駆動信号生成部（電気角位相調整手段）
　１５　ドライブ回路駆動部
　３０　ドライブ回路
　４０　モータ
　１００　モータ起動装置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】
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