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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源と、モータと、スイッチング素子のスイッチングに伴って、前記電源から供給され
た電流を相電流に変換して前記モータに供給するインバータと、該インバータにおける所
定の箇所に配設され、該所定の箇所における局部的な温度をインバータの実温度として検
出するインバータ温度検出手段と、所定のタイミングで検出された実温度、及び該実温度
をインバータの状態に対応させて補正するための温度補正値に基づいて、インバータの全
体の温度を表す推定温度を算出する推定温度算出処理手段と、インバータがストール状態
にあることを表す連続ストール時間を算出する連続ストール時間算出処理手段と、前記連
続ストール時間に基づいて第１のトルク制限値を、前記推定温度に基づいて第２のトルク
制限値を、前記実温度に基づいて第３のトルク制限値を算出し、第１～第３のトルク制限
値のうちの最小の値を制限トルクとして算出する制限トルク算出処理手段とを有すること
を特徴とするモータ駆動装置。
【請求項２】
　前記温度補正値は、実温度が検出されたときにインバータに保有されていた熱によるオ
フセット温度、及び実温度が検出されてから現在までのインバータの熱収支を表す積算値
である請求項１に記載のモータ駆動装置。
【請求項３】
　インバータを構成するスイッチング素子のスイッチングに伴って、電源から供給された
電流を相電流に変換してモータに供給し、インバータの所定の箇所における局部的な温度
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をインバータの実温度として検出し、所定のタイミングで検出された実温度、及び該実温
度をインバータの状態に対応させて補正するための温度補正値に基づいて、インバータの
全体の温度を表す推定温度を算出し、インバータがストール状態にあることを表す連続ス
トール時間を算出し、該連続ストール時間に基づいて第１のトルク制限値を、前記推定温
度に基づいて第２のトルク制限値を、前記実温度に基づいて第３のトルク制限値を算出し
、第１～第３のトルク制限値のうちの最小の値を制限トルクとして算出することを特徴と
するモータ駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、モータ駆動装置及びモータ駆動方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電動車両においては、Ｕ相、Ｖ相及びＷ相のステータコイルを備えたステータ、及
び該ステータの内側において回転自在に配設され、磁極対を備えたロータから成るモータ
が使用され、モータ駆動装置によって前記ステータコイルにＵ相、Ｖ相及びＷ相の電流を
供給することにより、前記モータが駆動されるようになっている。
【０００３】
そして、電動車両の全体の制御を行う車両制御回路が、トルク指令値を算出し、該トルク
指令値に基づいて電流指令値を算出してモータ制御部に送ると、該モータ制御部は、前記
電流指令値に対応したパルス幅を有するＵ相、Ｖ相及びＷ相のパルス幅変調信号を発生さ
せ、該パルス幅変調信号をドライブ回路に送る。
【０００４】
該ドライブ回路は、前記パルス幅変調信号に対応させてスイッチング信号を発生させ、該
スイッチング信号をインバータに送る。該インバータは、６個のスイッチング素子として
のトランジスタを有し、前記スイッチング信号がオンの間だけトランジスタをオンにして
各相の電流を発生させ、該各相の電流を前記ステータコイルに供給する。
【０００５】
このようにして、モータ制御部を作動させることによってモータを駆動し、モータトルク
を発生させ、該モータトルクを駆動輪に伝達して電動車両を走行させることができる。
【０００６】
そして、前記モータのステータコイルはスター結線されているので、各相の電流のうちの
二つの相、例えば、Ｕ相及びＶ相の電流の値が決まると、残りの一つの相、例えば、Ｗ相
の電流の値も決まる。したがって、各相の電流を制御するために、Ｕ相及びＶ相の電流が
電流センサによって検出されるようになっている。そして、ロータの磁極対の方向に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軸モデル上でフィードバック制御
が行われるようになっている。
【０００７】
そのために、前記モータ制御部において、Ｕ相及びＶ相の電流は、三相／二相変換が行わ
れてｄ軸電流及びｑ軸電流になる。そして、ｄ軸電流とｄ軸電流指令値とのｄ軸電流偏差
、及びｑ軸電流とｑ軸電流指令値とのｑ軸電流偏差がそれぞれ算出され、前記ｄ軸電流偏
差及びｑ軸電流偏差が零（０）になるようにｄ軸電圧指令値及びｑ軸電圧指令値がそれぞ
れ発生させられる。続いて、ｄ軸電圧指令値及びｑ軸電圧指令値は、二相／三相変換が行
われてＵ相、Ｖ相及びＷ相の電圧指令値になり、該各相の電圧指令値に基づいてＵ相、Ｖ
相及びＷ相のパルス幅変調信号が発生させられる。
【０００８】
ところで、前記トランジスタを選択的にスイッチング、すなわち、オン・オフさせると、
熱が発生するので、ヒートシンクによってトランジスタを冷却するようにしているが、ト
ランジスタを十分に冷却することができない場合、トランジスタの特性が低下するだけで
なく、トランジスタの耐久性が低下してしまう。そこで、前記インバータにおける所定の
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箇所に温度センサを配設し、温度センサによってインバータの温度を検出し、検出された
温度、すなわち、実温度が閾（しきい）値を超えた場合に、インバータの異常を検出し、
前記トルク指令値の制限値、すなわち、制限トルクを小さくすることによってトランジス
タの温度を低くするようにしている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来のモータ駆動装置において、前記温度センサは、インバータにお
ける所定の箇所に配設され、インバータの温度を局部的に検出するだけであるので、イン
バータの異常を確実に検出することができない。例えば、ドライブ回路がスイッチング信
号を発生させ、該スイッチング信号をインバータに送っているにもかかわらず、何らかの
理由でロータが回転しない状態、すなわち、ストール状態が発生すると、所定のトランジ
スタだけがオンになったままになり、前記インバータの温度が局部的に高くなるが、前記
所定のトランジスタから離れた位置に温度センサが配設されていると、前記実温度は高く
ならない。したがって、インバータの異常を確実に検出することができないので、制限ト
ルクを小さくすることができず、トランジスタの温度を低くすることができなくなること
がある。
【００１０】
また、発進時、登坂走行時、急加速時等のように電動車両を走行させるのに必要なモータ
トルク、すなわち、要求トルクが大きい場合、各トランジスタの温度が急激に高くなり、
インバータの温度も急激に高くなる。ところが、前記温度センサは、温度の上昇に十分に
追随することができず、応答性が低い。したがって、インバータの異常を迅速に検出する
ことができないので、制限トルクを小さくするのが遅れ、トランジスタの温度を低くする
のが遅れてしまう。
【００１１】
本発明は、前記従来のモータ駆動装置の問題点を解決して、インバータの異常を確実に、
かつ、迅速に検出することができるモータ駆動装置及びモータ駆動方法を提供することを
目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　そのために、本発明のモータ駆動装置においては、電源と、モータと、スイッチング素
子のスイッチングに伴って、前記電源から供給された電流を相電流に変換して前記モータ
に供給するインバータと、該インバータにおける所定の箇所に配設され、該所定の箇所に
おける局部的な温度をインバータの実温度として検出するインバータ温度検出手段と、所
定のタイミングで検出された実温度、及び該実温度をインバータの状態に対応させて補正
するための温度補正値に基づいて、インバータの全体の温度を表す推定温度を算出する推
定温度算出処理手段と、インバータがストール状態にあることを表す連続ストール時間を
算出する連続ストール時間算出処理手段と、前記連続ストール時間に基づいて第１のトル
ク制限値を、前記推定温度に基づいて第２のトルク制限値を、前記実温度に基づいて第３
のトルク制限値を算出し、第１～第３のトルク制限値のうちの最小の値を制限トルクとし
て算出する制限トルク算出処理手段とを有する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
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。
【００１９】
図１は本発明の実施の形態におけるモータ駆動装置の機能ブロック図である。
【００２０】
図において、１４は電源としてのバッテリ、３１はモータ、４０はスイッチング素子とし
ての図示されないトランジスタのスイッチングに伴って、前記電源１４から供給された電
流を相電流に変換して前記モータ３１に供給するインバータ、２２は該インバータ４０の
温度を実温度として検出するインバータ温度検出手段としての温度センサ、９１は前記イ
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ンバータ４０の状態を表す状態値を算出する状態値算出処理手段、９２は前記実温度及び
状態値のうちの一方に基づいて制限トルクを算出する制限トルク算出処理手段である。
【００２１】
図２は本発明の実施の形態におけるモータ駆動装置の概念図、図３は本発明の実施の形態
におけるモータ制御部のブロック図である。
【００２２】
図において、１０はモータ駆動装置、１７は電動車両の全体の制御を行う車両制御回路、
３１はモータ、４５は該モータ３１の制御を行うモータ制御部である。なお、前記モータ
３１としてＤＣブラシレスモータが使用される。前記モータ３１は、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、該ス
テータは、ステータコア及び該ステータコアに巻装されたＵ相、Ｖ相及びＷ相のステータ
コイル１１～１３を備える。
【００２３】
そして、前記モータ３１を駆動して電動車両を走行させるために、電源としてのバッテリ
１４からの直流の電流がメインリレー１５を介してインバータ４０に供給され、該インバ
ータ４０によって相電流としての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。
【００２４】
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Ｔｒ
１～Ｔｒ６を備え、各トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６をオン・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。
【００２５】
また、前記ロータのシャフトに図示されないドラムが取り付けられ、該ドラムに小磁石が
取り付けられ、前記ドラムと対向させて、簡易的な磁極位置センサとしての磁気抵抗素子
、例えば、ホール素子４３が配設され、該ホール素子４３は、前記ロータの回動に伴って
、前記小磁石の位置を検出し、所定の角度（本実施の形態においては、６０〔°〕）ごと
にセンサ出力としての位置検出信号ＰU 、ＰV 、ＰW を発生させ、磁極位置検出手段とし
ての磁極位置検出回路４４に送る。そして、該磁極位置検出回路４４は、前記位置検出信
号ＰU 、ＰV 、ＰW を受けて磁極位置θを検出するとともに、検出パルスを発生させ、前
記磁極位置θ及び検出パルスをモータ制御部４５に送る。さらに、前記メインリレー１５
とインバータ４０との間にコンデンサ２０が配設され、該コンデンサ２０は、図示されな
いイグニッションキーがオンにされ、メインリレー１５がオンにされると充電され、イン
バータ４０に印加される電圧を平滑化する。そして、コンデンサ２０における正の極性の
端子、及び負の極性の端子が直流電圧検出回路１６に接続され、該直流電圧検出回路１６
は、前記コンデンサ２０の端子間の電圧、すなわち、直流電圧ＶC を検出し、該直流電圧
ＶC を車両制御回路１７及びモータ制御部４５に送る。また、該モータ制御部４５は、前
記磁極位置検出回路４４から検出パルスを受けると、各検出パルスのタイミングに基づい
てモータ３１の回転速度、すなわち、モータ回転速度Ｎｍを算出し、車両制御回路１７に
送る。そして、車両制御回路１７は、モータ回転速度Ｎｍに対応する車速Ｖを検出する。
【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、例えば、Ｕ相及びＶ相の電流の値が決まると、残りの一つの相、例えば、Ｗ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、Ｕ相及
びＶ相の電流ＩU 、ＩV を検出するためにステータコイル１１、１２のリード線に電流セ
ンサ３３、３４が配設され、該電流センサ３３、３４のセンサ出力としての検出信号ＳＧ

U 、ＳＧV がモータ制御部４５に送られる。
【００２７】
そして、１８は図示されないアクセルペダルに配設されたアクセルセンサであり、運転者
が前記アクセルペダルを踏み込むと、アクセルセンサ１８がアクセルペダルの踏込量、す
なわち、アクセル開度αを検出し、車両制御回路１７に送る。
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【００２８】
該車両制御回路１７の図示されない指令値発生部は、前記アクセルセンサ１８から送られ
たアクセル開度α、車速Ｖ等に基づいてトルク指令値Ｔｍを発生させ、該トルク指令値Ｔ
ｍをモータ制御部４５に送る。該モータ制御部４５は、前記トルク指令値Ｔｍに基づいて
電流指令値Ｉｍとしてのｄ軸電流指令値ｉds及びｑ軸電流指令値ｉqsを発生させる。そし
て、モータ制御部４５は、前記磁極位置θ、検出信号ＳＧU 、ＳＧV 、ｄ軸電流指令値ｉ

ds及びｑ軸電流指令値ｉqsに基づいてパルス幅を計算し、該パルス幅を有するＵ相、Ｖ相
及びＷ相のパルス幅変調信号ＳU 、ＳV 、ＳW を発生させ、該各相のパルス幅変調信号Ｓ

U 、ＳV 、ＳW をドライブ回路５１に送る。該ドライブ回路５１は、前記各相のパルス幅
変調信号ＳU 、ＳV 、ＳW を受けて、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６を駆動するための６個
の駆動信号としてのスイッチング信号をそれぞれ発生させ、該スイッチング信号をインバ
ータ４０に送る。該インバータ４０は、前記スイッチング信号がオンの間だけトランジス
タＴｒ１～Ｔｒ６をオンにして電流ＩU 、ＩV 、ＩW を発生させ、該各電流ＩU 、ＩV 、
ＩW を前記各ステータコイル１１～１３に供給する。このように、モータ３１を駆動する
ことによって電動車両を走行させることができる。本実施の形態においては、各駆動輪に
それぞれモータ３１が配設され、各モータ３１に対応させて６個のトランジスタＴｒ１～
Ｔｒ６が配設される。
【００２９】
そして、前記モータ制御部４５においては、ロータの磁極対の方向に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ようになっている。
【００３０】
そのために、前記モータ制御部４５内において、前記電流センサ３３、３４から送られた
検出信号ＳＧU 、ＳＧV 及び前記磁極位置θがＵＶ－ｄｑ変換器６１に送られる。該ＵＶ
－ｄｑ変換器６１は、検出信号ＳＧU 、ＳＧV 及び前記磁極位置θに基づいて三相／二相
変換を行い、検出信号ＳＧU 、ＳＧV 及び前記磁極位置θをｄ軸電流ｉd 及びｑ軸電流ｉ

q に変換する。
【００３１】
そして、ｄ軸電流ｉd は減算器６２に送られ、該減算器６２において前記ｄ軸電流ｉd と
ｄ軸電流指令値ｉdsとのｄ軸電流偏差Δｉd が算出され、該ｄ軸電流偏差Δｉd がｄ軸電
圧指令値発生部６４に送られる。一方、ｑ軸電流ｉq は減算器６３に送られ、該減算器６
３において前記ｑ軸電流ｉq とｑ軸電流指令値ｉqsとのｑ軸電流偏差Δｉq が算出され、
該ｑ軸電流偏差Δｉq がｑ軸電圧指令値発生部６５に送られる。なお、ｄ軸電圧指令値発
生部６４及びｑ軸電圧指令値発生部６５によって電圧指令値発生手段が構成される。
【００３２】
そして、前記ｄ軸電圧指令値発生部６４及びｑ軸電圧指令値発生部６５は、パラメータ演
算部７１から送られたｑ軸インダクタンスＬq 及びｄ軸インダクタンスＬd 、並びに前記
ｄ軸電流偏差Δｉd 及びｑ軸電流偏差Δｉq に基づいて、ｄ軸電流偏差Δｉd 及びｑ軸電
流偏差Δｉq が零になるように、２軸上のインバータ出力としてのｄ軸電圧指令値Ｖd 

* 

及びｑ軸電圧指令値Ｖq 
* をそれぞれ発生させ、該ｄ軸電圧指令値Ｖd 

* 及びｑ軸電圧指
令値Ｖq 

* をそれぞれｄｑ－ＵＶ変換器６７に送る。
【００３３】
続いて、該ｄｑ－ＵＶ変換器６７は、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に基づいて二相／三相変換を行い、ｄ軸電圧指令値Ｖd 
* 及びｑ軸電圧指

令値Ｖq 
* をＵ相、Ｖ相及びＷ相の電圧指令値ＶU 

* 、ＶV 
* 、ＶW 

* に変換し、該各相
の電圧指令値ＶU 

* 、ＶV 
* 、ＶW 

* をＰＷＭ発生器６８に送る。該ＰＷＭ発生器６８は
、前記各相の電圧指令値ＶU 

* 、ＶV 
* 、ＶW 

* 及び前記直流電圧ＶC に基づいて各相の
パルス幅変調信号ＳU 、ＳV 、ＳW を発生させる。
【００３４】
ところで、前記トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６をオン・オフさせると、熱が発生するので、
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図示されないヒートシンクによってトランジスタＴｒ１～Ｔｒ６を冷却するようにしてい
るが、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６を十分に冷却することができない場合、トランジスタ
Ｔｒ１～Ｔｒ６の特性が低下するだけでなく、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６の耐久性が低
下してしまう。そこで、前記インバータ４０における所定の箇所にインバータ温度検出手
段としての温度センサ２２を配設し、該温度センサ２２によって検出されたインバータ４
０の実温度が閾値を超えた場合に、インバータ４０の異常を検出し、前記制限トルクを小
さくすることによってインバータ４０の温度を低くすることが考えられる。
【００３５】
ところが、前記温度センサ２２は、インバータ４０における所定の箇所に配設され、イン
バータ４０の温度を局部的に検出するだけであるので、インバータ４０の温度が局部的に
高くなった場合に、インバータ４０の異常を確実に検出することができない。すなわち、
例えば、ドライブ回路５１がスイッチング信号を発生させ、該スイッチング信号をインバ
ータ４０に送っているにもかかわらず、何らかの理由でストール状態が発生すると、所定
のトランジスタだけがオンになったままになり、前記インバータ４０の温度が局部的に高
くなるが、前記所定のトランジスタから離れた位置に温度センサ２２が配設されていると
、前記実温度は高くならない。その場合、インバータ４０の異常を検出することができず
、制限トルクを小さくすることができなくなってしまう。
【００３６】
また、発進時、登坂走行時、急加速時等のように要求トルクが大きい場合、各トランジス
タＴｒ１～Ｔｒ６の温度が急激に高くなり、インバータ４０の温度も急激に高くなる。と
ころが、前記温度センサ２２は、温度の上昇に十分に追随することができず、応答性が低
い。したがって、インバータ４０の異常を迅速に検出することができないので、制限トル
クを小さくするのが遅れ、インバータ４０の温度を低くするのが遅れてしまう。
【００３７】
そこで、本実施の形態においては、インバータ４０の異常を確実に、かつ、迅速に検出す
ることができるように、複数の異常判定方法でインバータ４０の異常を検出し、制限トル
クを小さくすることによってトランジスタＴｒ１～Ｔｒ６の温度を低くするようにしてい
る。
【００３８】
次に、前記モータ駆動装置１０の動作について説明する。
【００３９】
図４は本発明の実施の形態におけるモータ駆動装置の動作を示すメインフローチャート、
図５は本発明の実施の形態における推定温度算出処理のサブルーチンを示す図、図６は本
発明の実施の形態における推定温度係数算出処理のサブルーチンを示す図、図７は本発明
の実施の形態における放熱量算出処理のサブルーチンを示す図、図８は本発明の実施の形
態におけるオフセット温度算出処理のサブルーチンを示す図、図９は本発明の実施の形態
におけるモータ回転速度・要求トルクの領域を説明する第１の図、図１０は本発明の実施
の形態におけるストール判定処理のサブルーチンを示す図、図１１は本発明の実施の形態
における制限トルク算出処理のサブルーチンを示す図、図１２は本発明の実施の形態にお
けるストール判定処理の動作を示すタイムチャート、図１３は本発明の実施の形態におけ
る第２のトルク制限値と推定温度との関係を示す図、図１４は本発明の実施の形態におけ
る第３のトルク制限値と実温度との関係を示す図である。なお、図９において、横軸にモ
ータ回転速度Ｎｍを、縦軸に要求トルクＴｎを、図１３において、横軸に推定温度ｔｅを
、縦軸に第２のトルク制限値ρ２を、図１４において、横軸に実温度を、縦軸に第３のト
ルク制限値ρ３を採ってある。
【００４０】
まず、車両制御回路１７（図２）の図示されない要求トルク算出処理手段は、要求トルク
算出処理を行い、アクセルセンサ１８から送られたアクセル開度α、車速Ｖ等に基づいて
要求トルクを算出し、該要求トルクをトルク指令値Ｔｍとしてモータ制御部４５に送る。
ここで、前記要求トルクは、モータトルクの出力値をトルク指令値に換算した値である。
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【００４１】
続いて、モータ制御部４５の推定温度算出処理手段９３は、推定温度算出処理を行い、イ
ンバータ４０の全体の温度を推定温度ｔｅとして算出することによって推定する。なお、
該推定温度ｔｅによって、インバータ４０の状態を表す状態値が構成され、前記推定温度
算出処理手段９３によって状態値算出処理手段９１（図１）が構成される。そして、前記
モータ制御部４５のストール判定処理手段９４は、ストール判定処理を行い、ストール状
態が発生したかどうかを判断する。続いて、モータ制御部４５の制限トルク算出処理手段
９２は、制限トルク算出処理を行い、前記推定温度算出処理によって算出された推定温度
ｔｅ、及びストール判定処理による判定結果に基づいて、制限トルクを算出する。
【００４２】
そして、前記モータ制御部４５の目標トルク算出処理手段９５は、目標トルク算出処理を
行い、前記トルク指令値Ｔｍが制限トルクより大きいかどうかを判断し、トルク指令値Ｔ
ｍが制限トルクより大きい場合は制限トルクを目標トルクとして算出し、トルク指令値Ｔ
ｍが制限トルク以下である場合はトルク指令値Ｔｍを目標トルクとして算出する。続いて
、前記モータ制御部４５の電流指令値算出処理手段９６は、電流指令値算出処理を行い、
前記目標トルク等に基づいてｄ軸電流指令値ｉds及びｑ軸電流指令値ｉqsを算出する。
【００４３】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　トルク指令値Ｔｍを算出する。
ステップＳ２　推定温度算出処理を行う。
ステップＳ３　ストール判定処理を行う。
ステップＳ４　制限トルク算出処理を行う。
ステップＳ５　トルク指令値Ｔｍが制限トルクより大きいかどうかを判断する。トルク指
令値Ｔｍが制限トルクより大きい場合はステップＳ７に、トルク指令値Ｔｍが制限トルク
以下である場合はステップＳ６に進む。
ステップＳ６　目標トルクにトルク指令値Ｔｍをセットする。
ステップＳ７　目標トルクに制限トルクをセットする。
ステップＳ８　電流指令値Ｉｍとしてのｄ軸電流指令値ｉds及びｑ軸電流指令値ｉqsを算
出し、処理を終了する。
【００４４】
続いて、図４のステップＳ２における推定温度算出処理のサブルーチンについて説明する
。
【００４５】
推定温度ｔｅを算出するに当たり、所定のタイミング、本実施の形態においては推定温度
ｔｅの推定を開始した時点、すなわち、推定開始時点が特定され、推定開始時点において
温度センサ２２によって検出された実温度、すなわち、推定開始温度ｔｍSTは、モータ制
御部４５内の図示されないメモリに記録される。そして、推定温度ｔｅは、インバータ４
０の状態に対応させて、前記推定開始温度ｔｍST、前記推定開始時点においてインバータ
４０が潜在的に保有していた熱によるオフセット温度ｔｏ、及び推定開始時点から現在ま
でのインバータ４０の熱収支を表す積算値Ａｄに基づいて算出され、次の式（１）のよう
に表される。この場合、オフセット温度ｔｏによって第１の温度補正値が、積算値Ａｄに
よって第２の温度補正値が構成される。
【００４６】
ｔｅ＝ｔｍST＋ｔｏ＋Ａｄ　　　　　　　　　　　　　　　……（１）
そして、前記積算値Ａｄは、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６のオン・オフに伴う発熱量Ｑ、
及びインバータ４０からの放熱量Ｒに基づいて算出され、次の式（２）のように、発熱量
Ｑから放熱量Ｒを減算した値を推定開始時点から現在までの時間で積分した値で表される
。
【００４７】
Ａｄ＝∫（Ｑ－Ｒ）ｄｔ　　　　　　　　　　　　　　　　……（２）
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したがって、推定温度ｔｅは次の式（３）のように表される。
【００４８】
ｔｅ＝ｔｍST＋ｔｏ＋∫（Ｑ－Ｒ）ｄｔ　　　　　　　　　……（３）
そして、推定温度係数をＫとし、要求トルクをＴｎとしたとき、前記発熱量Ｑは、
Ｑ＝Ｋ・Ｔｎ2 

で表されるので、前記推定温度ｔｅは次の式（４）のように表される。
【００４９】
ｔｅ＝ｔｍST＋ｔｏ＋∫（Ｋ・Ｔｎ2 －Ｒ）ｄｔ　　　　　……（４）
なお、前記放熱量Ｒ及び推定温度係数Ｋは、後述されるように、図９に示される各領域Ａ
Ｒ１～ＡＲ６ごとにあらかじめ設定される。
【００５０】
そして、前記推定温度算出処理手段９３は、トルク指令値Ｔｍを読み込むとともに、推定
開始温度ｔｍSTをメモリから読み出す。続いて、前記推定温度算出処理手段９３の図示さ
れない推定温度係数算出処理手段は、推定温度係数算出処理を行うことによって推定温度
係数Ｋを算出し、前記推定温度算出処理手段９３の図示されない放熱量算出処理手段は、
放熱量算出処理を行うことによって放熱量Ｒを算出し、前記推定温度算出処理手段９３の
図示されないオフセット温度算出処理手段は、オフセット温度算出処理を行うことによっ
てオフセット温度ｔｏを算出する。
【００５１】
このようにして、前記推定温度係数Ｋ、放熱量Ｒ及びオフセット温度ｔｏが算出されると
、前記推定温度算出処理手段９３は、推定温度算出処理を行い、前記トルク指令値Ｔｍに
よって表される要求トルクＴｎ、推定開始温度ｔｍST、推定温度係数Ｋ、放熱量Ｒ及びオ
フセット温度ｔｏに基づいて、前記式（４）によって推定温度ｔｅを算出する。
【００５２】
したがって、前記温度センサ２２がインバータ４０における所定の箇所に配設されるだけ
であり、インバータ４０の温度が局部的に高くなった場合でも、インバータ４０の異常を
検出することができる。すなわち、本実施の形態においては、前記推定温度ｔｅによって
前記インバータ４０の全体の温度を推定することができるので、インバータ４０の異常を
確実に検出することができる。したがって、制限トルクを小さくすることができ、インバ
ータ４０の温度を低くすることができる。
【００５３】
なお、前記オフセット温度算出処理手段、及び積算値Ａｄを算出する推定温度算出処理手
段９３の図示されない積算値算出処理手段によって、温度補正値算出処理手段が構成され
、前記オフセット温度算出処理手段によって第１の温度補正値算出処理手段が、積算値算
出処理手段によって第２の温度補正値算出処理手段が構成される。
【００５４】
本実施の形態においては、発熱量Ｑを算出するために要求トルクＴｎが使用されるが、該
要求トルクＴｎに代えて、モータ３１によって発生させられたモータトルクを使用するこ
ともできる。その場合、推定温度係数Ｋの値が変更される。
【００５５】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２－１　トルク指令値Ｔｍを読み込む。
ステップＳ２－２　推定開始温度ｔｍSTを読み出す。
ステップＳ２－３　推定温度係数算出処理を行う。
ステップＳ２－４　放熱量算出処理を行う。
ステップＳ２－５　オフセット温度算出処理を行う。
ステップＳ２－６　推定温度ｔｅを算出し、リターンする。
【００５６】
次に、図５のステップＳ２－３における推定温度係数算出処理のサブルーチンについて説
明する。
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【００５７】
この場合、モータ回転速度Ｎｍ及び要求トルクＴｎが属する領域ごとに推定温度係数Ｋが
あらかじめ設定され、前記メモリ内にモータ回転速度Ｎｍ及び要求トルクＴｎと推定温度
係数Ｋとが対応させられてテーブルとして記録される。
【００５８】
まず、前記推定温度係数算出処理手段は、モータ回転速度Ｎｍが第１のモータ回転速度閾
値ＮｍTH１、本実施の形態においては２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、要求トルクＴｎの
絶対値｜Ｔｎ｜が、モータ３１の定格によりあらかじめ設定された第１の要求トルク閾値
ＴｎTH１、本実施の形態においては最大トルクの２０〔％〕より大きい、図９に示される
領域ＡＲ１に属するかどうかを判断する。そして、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜
Ｔｎ｜が領域ＡＲ１に属する場合、前記推定温度係数算出処理手段は、推定温度係数Ｋを
値ｋ１にする。
【００５９】
また、前記推定温度係数算出処理手段は、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が
領域ＡＲ１に属さない場合、モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値
｜Ｔｎ｜が第２の要求トルク閾値ＴｎTH２（ＴｎTH２＞ＴｎTH１）、本実施の形態におい
ては最大トルクの８０〔％〕以上であり、第３の要求トルク閾値ＴｎTH３（ＴｎTH３＞Ｔ
ｎTH２）、本実施の形態においては最大トルクの９０〔％〕より小さい領域ＡＲ２に属す
るかどうかを判断する。そして、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ
２に属する場合、前記推定温度係数算出処理手段は推定温度係数Ｋを値ｋ２にする。
【００６０】
さらに、前記推定温度係数算出処理手段は、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜
が領域ＡＲ１、ＡＲ２に属さない場合、モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、か
つ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの９０〔％〕以上である領域ＡＲ３に属するかどうかを
判断する。そして、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ３に属する場
合、前記推定温度係数算出処理手段は、推定温度係数Ｋを値ｋ３にする。
【００６１】
また、前記推定温度係数算出処理手段は、前記モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が
領域ＡＲ１～ＡＲ３に属さない場合、推定温度係数Ｋを零にする。なお、値ｋ１～ｋ３は
、
ｋ１＞ｋ２＞ｋ３
にされる。
【００６２】
このように、推定温度係数算出処理においては、モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕よ
り低い場合に、値ｋ１を大きく設定することによって発熱量Ｑを多く想定し、モータ回転
速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの８０〔％〕以上
であり、９０〔％〕より小さい場合に、値ｋ２を小さく設定することによって発熱量Ｑを
少なく想定し、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの９０〔％〕以上である場合に、値ｋ３を更
に小さく設定することによって発熱量Ｑを更に少なく想定し、それ以外の場合に発熱量Ｑ
を零に想定するようにしている。なお、図９において、Ｖは車速、ＬT は制限トルクであ
る。
【００６３】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２－３－１　モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、絶対値｜
Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕より大きいかどうかを判断する。モータ回転速度Ｎｍが
２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕より大きい場
合はステップＳ２－３－２に、モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上であり、かつ、
絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以下である場合はステップＳ２－３－３に進む
。
ステップＳ２－３－２　推定温度係数Ｋに値ｋ１をセットし、リターンする。
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ステップＳ２－３－３　モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔ
ｎ｜が最大トルクの８０〔％〕以上であるとともに９０〔％〕より小さいかどうかを判断
する。モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルク
の８０〔％〕以上であるとともに９０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－３－４に、
モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの９
０〔％〕以上、又は８０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－３－５に進む。
ステップＳ２－３－４　推定温度係数Ｋに値ｋ２をセットし、リターンする。
ステップＳ２－３－５　モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔ
ｎ｜が最大トルクの９０〔％〕以上であるかどうかを判断する。モータ回転速度Ｎｍが２
０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの９０〔％〕以上である場合は
ステップＳ２－３－６に、モータ回転速度Ｎｍが２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、絶対値
｜Ｔｎ｜が最大トルクの９０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－３－７に進む。
ステップＳ２－３－６　推定温度係数Ｋに値ｋ３をセットし、リターンする。
ステップＳ２－３－７　推定温度係数Ｋに零をセットし、リターンする。
【００６４】
次に、図５のステップＳ２－４における放熱量算出処理のサブルーチンについて説明する
。
【００６５】
この場合、モータ回転速度Ｎｍ及び要求トルクＴｎが属する領域ごとに放熱量Ｒがあらか
じめ設定され、前記メモリ内にモータ回転速度Ｎｍ及び要求トルクＴｎと放熱量Ｒとが対
応させられてテーブルとして記録される。
【００６６】
そして、前記放熱量算出処理手段は、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以下であ
る、図９に示される領域ＡＲ４に属するかどうかを判断する。絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ
４に属する場合、前記放熱量算出処理手段は、放熱量Ｒを値ｑにする。
【００６７】
続いて、前記放熱量算出処理手段は、絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ４に属さない場合、モー
タ回転速度Ｎｍが第２のモータ回転速度閾値ＮｍTH２（ＮｍTH２＞ＮｍTH１）、本実施の
形態においては１２５〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％
〕以上であり、第４の要求トルク閾値ＴｎTH４（ＴｎTH２＞ＴｎTH４＞ＴｎTH１）、本実
施の形態においては４０〔％〕より小さい領域ＡＲ５に属するかどうかを判断する。モー
タ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ５に属する場合、前記放熱量算出処理手段
は、放熱量Ｒを値ｑにする。
【００６８】
そして、前記放熱量算出処理手段は、モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ
４、ＡＲ５に属さない場合、モータ回転速度Ｎｍが第３のモータ回転速度閾値ＮｍTH３（
ＮｍTH３＞ＮｍTH２）、本実施の形態においては２５０〔ｒｐｍ〕以上であり、かつ、絶
対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの４０〔％〕以上であり、第５の要求トルク閾値ＴｎTH５（Ｔ
ｎTH２＞ＴｎTH５＞ＴｎTH４）、本実施の形態においては６０〔％〕より小さい領域ＡＲ
６に属するかどうかを判断する。モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ６に
属する場合、前記放熱量算出処理手段は、放熱量Ｒを値ｑにする。
【００６９】
さらに、前記放熱量算出処理手段は、モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜が領域ＡＲ
４～ＡＲ６に属さない場合、放熱量Ｒを零にする。
【００７０】
このように、放熱量算出処理においては、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以下
である場合、モータ回転速度Ｎｍが１２５〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最
大トルクの２０〔％〕以上であるとともに４０〔％〕より小さい場合、及びモータ回転速
度Ｎｍが２５０〔ｒｐｍ〕以上であり、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの４０〔％〕
以上であるとともに６０〔％〕より小さい場合、放熱量Ｒを値ｑに想定し、それ以外の場
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合に、放熱量Ｒを零に想定するようにしている。
【００７１】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２－４－１　絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以下であるかどうかを
判断する。絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以下である場合はステップＳ２－４
－２に、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕より大きい場合はステップＳ２－４－
３に進む。
ステップＳ２－４－２　放熱量Ｒに値ｑをセットし、リターンする。
ステップＳ２－４－３　モータ回転速度Ｎｍが１２５〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜
Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔％〕以上であるとともに４０〔％〕より小さいかどうかを判
断する。モータ回転速度Ｎｍが１２５〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大ト
ルクの２０〔％〕以上であるとともに４０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－４－２
に、モータ回転速度が１２５〔ｒｐｍ〕より小さく、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルク
の４０〔％〕以上、又は２０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－４－４に進む。
ステップＳ２－４－４　モータ回転速度Ｎｍが２５０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜
Ｔｎ｜が最大トルクの４０〔％〕以上であるとともに６０〔％〕より小さいかどうかを判
断する。モータ回転速度Ｎｍが２５０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大ト
ルクの４０〔％〕以上であるとともに６０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－４－２
に、モータ回転速度が２５０〔ｒｐｍ〕より小さく、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルク
の６０〔％〕以上、又は４０〔％〕より小さい場合はステップＳ２－４－５に進む。
ステップＳ２－４－５　放熱量Ｒに零をセットし、リターンする。
【００７２】
次に、図５のステップＳ２－５におけるオフセット温度算出処理のサブルーチンについて
説明する。
【００７３】
この場合、直流電圧ＶC に対してオフセット温度ｔｏがあらかじめ設定され、前記メモリ
内に直流電圧ＶC とオフセット温度ｔｏとが対応させられてテーブルとして記録される。
【００７４】
前記コンデンサ２０は、前述されたようにメインリレー１５とインバータ４０との間に配
設されるので、電動車両の走行を終了して、運転者が図示されないイグニッションキーを
オフにするのに伴ってバッテリ１４とコンデンサ２０との間が遮断されると、放電を開始
し、時間が経過するのに伴って電荷量が少なくなり、前記直流電圧ＶC が低くなる。すな
わち、該直流電圧ＶC は、イグニッションキーをオンにしたときのインバータ４０の状態
を表す。
【００７５】
また、運転者がイグニッションキーをオフにするのに伴って、各トランジスタＴｒ１～Ｔ
ｒ６はオフにされ、熱を発生させることがなくなり、インバータ４０は自然に熱を放出し
、インバータ４０の温度は次第に低くなる。
【００７６】
そこで、運転者がイグニッションキーをオフにした後に再びオンにした場合、オフにして
からオンにするまでの時間を計時する代わりに前記直流電圧ＶC を検出し、オフにしてか
らオンにするまでの時間が長いほど、すなわち、前記直流電圧ＶC が低いほど、オフセッ
ト温度ｔｏを低くするようにしている。したがって、運転者がイグニッションキーをオフ
にした後に再びオンにした場合に、推定温度ｔｅを正確に算出することができる。また、
オフセット温度ｔｏを算出するために前記直流電圧ＶC を使用することができるので、特
別なセンサを配設する必要がなくなる。したがって、モータ駆動装置１０のコストを低く
することができる。
【００７７】
そのために、前記オフセット温度算出処理手段は、イグニッションキーがオンにされたか
どうかを判断し、イグニッションキーがオンにされた場合、直流電圧ＶC を読み込み、オ
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フセット温度ｔｏを算出する。この場合、前記オフセット温度算出処理手段は、直流電圧
ＶC が第１の直流電圧閾値ＶC TH１、本実施の形態においては３０〔Ｖ〕以上であるかど
うかを判断し、直流電圧ＶC が３０〔Ｖ〕以上である場合、オフセット温度ｔｏを値ｔｏ
１（例えば、３０〔℃〕）にする。また、前記オフセット温度算出処理手段は、直流電圧
ＶC が３０〔Ｖ〕より低く、第２の直流電圧閾値ＶC TH２、本実施の形態においては１０
〔Ｖ〕以上であるかどうかを判断し、直流電圧ＶC が３０〔Ｖ〕より低く、１０〔Ｖ〕以
上である場合、オフセット温度ｔｏを値ｔｏ２（ｔｏ２＜ｔｏ１：例えば、２０〔℃〕）
にする。そして、前記オフセット温度算出処理手段は、直流電圧ＶC が１０〔Ｖ〕より小
さい場合、オフセット温度ｔｏを値ｔｏ３（ｔｏ３＜ｔｏ２：例えば、１０〔℃〕）にす
る。
【００７８】
このようにして、オフセット温度ｔｏが設定されると、前記オフセット温度算出処理手段
はメインリレー１５をオンにする。
【００７９】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２－５－１　イグニッションキーがオンにされたかどうかを判断する。イグニ
ッションキーがオンにされた場合はステップＳ２－５－２に進み、イグニッションキーが
オンにされていない場合はリターンする。
ステップＳ２－５－２　直流電圧ＶC を読み込む。
ステップＳ２－５－３　直流電圧ＶC が３０〔Ｖ〕以上であるかどうかを判断する。直流
電圧ＶC が３０〔Ｖ〕以上である場合はステップＳ２－５－４に、直流電圧ＶC が３０〔
Ｖ〕より小さい場合はステップＳ２－５－５に進む。
ステップＳ２－５－４　オフセット温度ｔｏに値ｔｏ１をセットする。
ステップＳ２－５－５　直流電圧ＶC が１０〔Ｖ〕以上であるかどうかを判断する。直流
電圧ＶC が１０〔Ｖ〕以上である場合はステップＳ２－５－６に、直流電圧ＶC が１０〔
Ｖ〕より小さい場合はステップＳ２－５－７に進む。
ステップＳ２－５－６　オフセット温度ｔｏに値ｔｏ２をセットする。
ステップＳ２－５－７　オフセット温度ｔｏに値ｔｏ３をセットする。
ステップＳ２－５－８　メインリレー１５をオンにし、リターンする。
【００８０】
次に、図４のステップＳ３におけるストール判定処理のサブルーチンについて説明する。
【００８１】
まず、前記ストール判定処理手段９４は、ストール条件が成立するのを待機する。そのた
めに、前記ストール判定処理手段９４は、モータ回転速度Ｎｍが零であることを第１の条
件とし、絶対値｜Ｔｎ｜があらかじめ設定された第６の要求トルク閾値ＴｎTH６（本実施
の形態においては、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの５０〔％〕）より大きいことを第２の
条件としたとき、第１、第２の条件がいずれも成立した場合（Ｎｍ＝０、及び、｜Ｔｎ｜
＞ＴｎTH６）にストール条件が成立したと判断する。そして、第１、第２の条件のうちの
少なくとも一方が成立しない場合（Ｎｍ≠０、又は、｜Ｔｎ｜≦ＴｎTH６）にストール条
件が成立しないと判断する。
【００８２】
また、ストール条件が成立した場合、前記ストール判定処理手段９４の連続ストール時間
算出処理手段は、ストール条件が成立している時間、すなわち、連続ストール時間を算出
し、図示されないバッファに記録する。そのために、前記連続ストール時間算出処理手段
は、前記ストール条件が成立すると、図示されないタイマによる計時を開始し、ストール
条件が成立している間、計時を行う。そして、前記ストール判定処理手段９４の累積スト
ール時間算出処理手段は、前記バッファに記録された連続ストール時間の累積値、すなわ
ち、累積ストール時間が３〔秒〕より長いかどうかを判断する。なお、前記連続ストール
時間によって、インバータ４０がストール状態にあることを表す状態値が構成され、前記
連続ストール時間算出処理手段によって状態値算出処理手段９１が構成される。
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【００８３】
図１２において、Ｌ１は絶対値｜Ｔｎ｜を表す線、Ｌ２は第１のトルク制限値ρ１を表す
線である。そして、図１２に示されるように、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの５０〔％〕
より大きい時間τ１～τ３が連続ストール時間であり、時間τ１～τ３の合計が前記累積
ストール時間になる。したがって、前記ストール判定処理は、時間τ１～τ３の合計が３
〔秒〕より長いかどうかを判断する。
【００８４】
そして、前記ストール判定処理手段９４は、累積ストール時間が３〔秒〕より長い場合、
インバータ４０においてストール状態が発生していると判断し、ストール判定を行う。
【００８５】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ３－１　ストール条件が成立するのを待機する。
ステップＳ３－２　累積ストール時間が３〔秒〕より長いかどうかを判断する。累積スト
ール時間が３〔秒〕より長い場合はステップＳ３－３に進み、累積ストール時間が３〔秒
〕以下である場合はリターンする。
ステップＳ３－３　ストール判定を行い、リターンする。
【００８６】
次に、図４のステップＳ４における制限トルク算出処理のサブルーチンについて説明する
。
【００８７】
この場合、前記制限トルク算出処理手段９２は、第１の異常判定方法として、前記ストー
ル判定処理においてストール判定が行われたかどうかを判断し、ストール判定が行われた
場合、第１のトルク制限値ρ１を最大トルクの１００～β〔％〕にする。例えば、図１２
に示されるように、タイミングｔ１で累積ストール時間が３〔秒〕より長くなると、制限
トルク算出処理手段９２は、タイミングｔ１から所定の時間、例えば、１．５〔秒〕が経
過したタイミングｔ２で、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの５０〔％〕になるように、第１
のトルク制限値ρ１を徐々に小さくする。そして、前記制限トルク算出処理手段９２は、
タイミングｔ２でモータ回転速度Ｎｍが零であるかどうか判断し、モータ回転速度Ｎｍが
零でない、すなわち、ロータが回転している場合、前記第１のトルク制限値ρ１を維持す
る。また、タイミングｔ２でモータ回転速度Ｎｍが零である場合、前記制限トルク算出処
理手段９２は前記第１のトルク制限値ρ１を更に小さくする。
【００８８】
そして、該第１のトルク制限値ρ１を維持している間に、タイミングｔ３でモータ回転速
度Ｎｍが零になると、前記制限トルク算出処理手段９２は、タイミングｔ３から所定の時
間、例えば、１．５〔秒〕が経過したタイミングｔ５で、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの
０〔％〕になるように第１のトルク制限値ρ１を徐々に小さくする。また、タイミングｔ
３～ｔ５の間において、モータ回転速度Ｎｍが零でなくなると、前記第１のトルク制限値
ρ１を維持する。
【００８９】
さらに、該第１のトルク制限値ρ１を維持している間に、タイミングｔ６でモータ回転速
度Ｎｍが零になると、前記制限トルク算出処理手段９２は、第１のトルク制限値ρ１を更
に徐々に小さくする。そして、タイミングｔ７で、絶対値｜Ｔｎ｜が最大トルクの２０〔
％〕になると、第１のトルク制限値ρ１を徐々に大きくする。
【００９０】
また、前記制限トルク算出処理手段９２は、前記ストール判定処理においてストール判定
が行われていない場合、第１のトルク制限値ρ１を最大トルクの１００〔％〕にする。
【００９１】
次に、前記制限トルク算出処理手段９２は、第２の異常判定方法として、推定温度算出処
理において算出された推定温度ｔｅが６０〔℃〕以上であるかどうかを判断し、推定温度
ｔｅが６０〔℃〕以上である場合、図１３に示されるように、第２のトルク制限値ρ２を
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最大トルクの８０〔％〕にし、推定温度ｔｅが６０〔℃〕より低い場合、第２のトルク制
限値ρ２を最大トルクの１００〔％〕にする。
【００９２】
続いて、前記制限トルク算出処理手段９２は、第３の異常判定方法として、実温度が６０
〔℃〕以上であるかどうかを判断し、実温度が６０〔℃〕以上である場合、第３のトルク
制限値ρ３を実温度に対応させて最大トルクのγ〔％〕にし、実温度が６０〔℃〕より低
い場合、第３のトルク制限値ρ３を最大トルクの１００〔％〕にする。なお、γの値は、
図１４に示されるように、実温度が６０～８０〔℃〕で変化するのに対応させて変化させ
られ、６０〔℃〕より高くなるに従って第３のトルク制限値ρ３が小さくされる。なお、
実温度が８０〔℃〕になると、第３のトルク制限値ρ３が零にされ、図示されない警報装
置によってアラームが発生させられる。
【００９３】
このようにして、第１～第３の異常判定方法によって第１～第３のトルク制限値ρ１～ρ
３が算出されると、前記制限トルク算出処理手段９２は、第１～第３のトルク制限値ρ１
～ρ３のうちの最小の値を制限トルクとして算出する。
【００９４】
そして、要求トルクＴｎが制限トルクより大きい場合、前記トルク指令値算出処理手段は
、前記制限トルクをトルク指令値として算出し、前記電流指令値算出処理手段９６は、ｄ
軸電流指令値ｉds及びｑ軸電流指令値ｉqsを算出してモータ制御部４５に送る。その結果
、第１のトルク制限値ρ１が制限トルクとして算出された場合、モータ制御部４５におい
てストール制御が行われ、第２のトルク制限値ρ２が制限トルクとして算出された場合、
モータ制御部４５において推定温度制御が行われ、第３のトルク制限値ρ３が制限トルク
として算出された場合、モータ制御部４５において実温度制御が行われる。
【００９５】
次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ４－１　ストール判定が行われたかどうかを判断する。ストール判定が行われ
た場合はステップＳ４－２に、行われなかった場合はステップＳ４－３に進む。
ステップＳ４－２　第１のトルク制限値ρ１に最大トルクの１００～β〔％〕をセットす
る。
ステップＳ４－３　第１のトルク制限値ρ１に最大トルクの１００〔％〕をセットする。
ステップＳ４－４　推定温度ｔｅが６０〔℃〕以上であるかどうかを判断する。推定温度
ｔｅが６０〔℃〕以上である場合はステップＳ４－５に、推定温度ｔｅが６０〔℃〕より
低い場合はステップＳ４－６に進む。
ステップＳ４－５　第２のトルク制限値ρ２に最大トルクの８０〔％〕をセットする。
ステップＳ４－６　第２のトルク制限値ρ２に最大トルクの１００〔％〕をセットする。
ステップＳ４－７　実温度が６０〔℃〕以上であるかどうかを判断する。実温度が６０〔
℃〕以上である場合はステップＳ４－８に、実温度が６０〔℃〕より低い場合はステップ
Ｓ４－９に進む。
ステップＳ４－８　第３のトルク制限値ρ３に最大トルクのγ〔％〕をセットする。
ステップＳ４－９　第３のトルク制限値ρ３に最大トルクの１００〔％〕をセットする。
ステップＳ４－１０　第１～第３のトルク制限値ρ１～ρ３のうちの最小の値を制限トル
クとし、リターンする。
【００９６】
ところで、第１～第３のトルク制限値ρ１～ρ３のうちの最小の値を制限トルクとして算
出すると、モータ３１を駆動する際のモータ回転速度・要求トルクの領域ごとに、第１～
第３の異常判定方法を設定し、第１～第３のトルク制限値ρ１～ρ３に基づいて制限トル
クを小さくすることができる。
【００９７】
図１５は本発明の実施の形態におけるモータ回転速度・要求トルクの領域を説明する第２
の図である。なお、図において、横軸にモータ回転速度Ｎｍを、縦軸に要求トルクＴｎを
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採ってある。
【００９８】
例えば、モータ回転速度Ｎｍが第１のモータ回転速度閾値ＮｍTH１、本実施の形態におい
ては２０〔ｒｐｍ〕より低く、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が、第２の要求トルク閾値ＴｎTH２
、本実施の形態においては最大トルクの８０〔％〕以上である場合、モータ回転速度Ｎｍ
及び絶対値｜Ｔｎ｜は領域ＡＲ１１に属する。この場合、前記制限トルク算出処理におい
て、第１のトルク制限値ρ１が最小になり、第１のトルク制限値ρ１が制限トルクとして
算出され、モータ制御部４５（図２）においてストール制御が行われる。
【００９９】
したがって、発進時、登坂走行時、急加速時等のように要求トルクＴｎが大きい場合、各
トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６の温度が急激に高くなり、インバータ４０の温度も急激に高
くなる。この場合、ストール判定によってインバータ４０の異常を迅速に検出することが
できる。その結果、迅速に制限トルクを小さくし、インバータ４０の温度を低くすること
ができる。
【０１００】
また、モータ回転速度Ｎｍが第１のモータ回転速度閾値ＮｍTH１、本実施の形態において
は２０〔ｒｐｍ〕以上で、かつ、絶対値｜Ｔｎ｜が、第２の要求トルク閾値ＴｎTH２、本
実施の形態においては最大トルクの８０〔％〕以上である場合、モータ回転速度Ｎｍ及び
絶対値｜Ｔｎ｜は領域ＡＲ１２に属する。この場合、前記制限トルク算出処理において、
第２のトルク制限値ρ２が最小になり、第２のトルク制限値ρ２が制限トルクとして算出
され、モータ制御部４５において推定温度制御が行われる。
【０１０１】
したがって、所定のトランジスタの温度が高くなり、前記インバータ４０の温度が局部的
に高くなった場合に、前記所定のトランジスタから離れた位置に温度センサ２２が配設さ
れていても、推定温度ｔｅに基づいて、インバータ４０の異常を確実に検出することがで
きる。その結果、確実に制限トルクを小さくし、インバータ４０の温度を低くすることが
できる。
【０１０２】
また、絶対値｜Ｔｎ｜が、第２の要求トルク閾値ＴｎTH２、本実施の形態においては最大
トルクの８０〔％〕より小さい場合、モータ回転速度Ｎｍ及び絶対値｜Ｔｎ｜は領域ＡＲ
１３に属する。この場合、前記制限トルク算出処理において、第３のトルク制限値ρ３が
最小になり、第３のトルク制限値ρ３が制限トルクとして算出され、モータ制御部４５に
おいて実温度制御が行われる。
【０１０３】
したがって、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ６の実装状態によって各トランジスタＴｒ１～Ｔ
ｒ６の放熱量にばらつきが生じても、実温度に基づいて、インバータ４０の異常を確実に
検出することができる。その結果、確実に制限トルクを小さくし、トランジスタＴｒ１～
Ｔｒ６の温度を低くすることができる。
【０１０４】
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。
【０１０５】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明によれば、モータ駆動装置においては、電源と、モ
ータと、スイッチング素子のスイッチングに伴って、前記電源から供給された電流を相電
流に変換して前記モータに供給するインバータと、該インバータにおける所定の箇所に配
設され、該所定の箇所における局部的な温度をインバータの実温度として検出するインバ
ータ温度検出手段と、所定のタイミングで検出された実温度、及び該実温度をインバータ
の状態に対応させて補正するための温度補正値に基づいて、インバータの全体の温度を表
す推定温度を算出する推定温度算出処理手段と、インバータがストール状態にあることを



(16) JP 4304842 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

表す連続ストール時間を算出する連続ストール時間算出処理手段と、前記連続ストール時
間に基づいて第１のトルク制限値を、前記推定温度に基づいて第２のトルク制限値を、前
記実温度に基づいて第３のトルク制限値を算出し、第１～第３のトルク制限値のうちの最
小の値を制限トルクとして算出する制限トルク算出処理手段とを有する。
【０１０６】
　この場合、実温度、推定温度及び連続ストール時間のうちの一つに基づいて制限トルク
が算出されるので、発進時、登坂走行時、急加速時等のように要求トルクが大きい場合、
各スイッチング素子の温度が急激に高くなり、インバータの温度も急激に高くなるが、推
定温度及び連続ストール時間に基づいてインバータの異常を迅速に検出することができる
。したがって、迅速に制限トルクを小さくし、インバータの温度を低くすることができる
。
【０１０７】
　また、所定のスイッチング素子の温度が高くなり、前記インバータの温度が局部的に高
くなった場合に、前記所定のスイッチング素子から離れた位置にインバータ温度検出手段
が配設されていても、推定温度に基づいて、インバータの異常を確実に検出することがで
きる。したがって、確実に制限トルクを小さくし、インバータの温度を低くすることがで
きる。
【０１０８】
さらに、スイッチング素子の実装状態によって各スイッチング素子の放熱量にばらつきが
生じても、実温度に基づいて、インバータの異常を確実に検出することができる。したが
って、確実に制限トルクを小さくし、インバータの温度を低くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるモータ駆動装置の機能ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるモータ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モータ制御部のブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるモータ駆動装置の動作を示すメインフローチャート
である。
【図５】本発明の実施の形態における推定温度算出処理のサブルーチンを示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における推定温度係数算出処理のサブルーチンを示す図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態における放熱量算出処理のサブルーチンを示す図である。
【図８】本発明の実施の形態におけるオフセット温度算出処理のサブルーチンを示す図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態におけるモータ回転速度・要求トルクの領域を説明する第１
の図である。
【図１０】本発明の実施の形態におけるストール判定処理のサブルーチンを示す図である
。
【図１１】本発明の実施の形態における制限トルク算出処理のサブルーチンを示す図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態におけるストール判定処理の動作を示すタイムチャートで
ある。
【図１３】本発明の実施の形態における第２のトルク制限値と推定温度との関係を示す図
である。
【図１４】本発明の実施の形態における第３のトルク制限値と実温度との関係を示す図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態におけるモータ回転速度・要求トルクの領域を説明する第
２の図である。
【符号の説明】
１０　　モータ駆動装置
１４　　バッテリ
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１７　　車両制御回路
２２　　温度センサ
３１　　モータ
４０　　インバータ
９１　　状態値算出処理手段
９２　　制限トルク算出処理手段
９３　　推定温度算出処理手段
ＩU 、ＩV 、ＩW 　　電流
Ｔｒ１～Ｔｒ６　　トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(21) JP 4304842 B2 2009.7.29

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－１２２７０３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２１０７９０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H02P   6/00- 6/24
              B60L  15/20


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

