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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源に接続され交流電動機へ任意周波数および任意電圧の交流電流を出力可能なイ
ンバータに対して、前記インバータを構成するスイッチング素子にパルス幅変調信号を出
力して前記交流電動機を制御する電動機の制御装置において、
　前記パルス幅変調信号の出力パターンとして同期パルスモード、非同期パルスモード、
および１パルスモードを含む複数のパルスモードを選択的に切り替え可能なパルスモード
制御部を有し、
　前記パルスモード制御部は、インバータ出力電圧振幅に関連する量と、インバータ出力
周波数に関連する量とに基づき、前記同期パルスモードと前記非同期パルスモードとの切
り替えを行い、
　前記非同期パルスモードから前記同期パルスモードへの切り替えは、前記インバータ出
力電圧振幅に関連する量が第一の設定値以上となるか、または前記インバータ出力周波数
に関連する量が第二の設定値以上となる場合に行われ、
　前記同期パルスモードから前記非同期パルスモードへの切り替えは、前記インバータ出
力電圧振幅に関連する量が前記第一の設定値未満となり、且つ前記インバータ出力周波数
に関連する量が前記第二の設定値未満となる場合に行われることを特徴とする電動機の制
御装置。
【請求項２】
　前記パルスモード制御部は、前記インバータ出力電圧振幅に関連する量が前記第一の設
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定値よりも大きい値である第三の設定値以上となる場合に前記同期パルスモードから前記
１パルスモードへ切り替えるとともに、前記インバータ出力電圧振幅に関連する量が第三
の設定値未満となる場合に前記１パルスモードから前記同期パルスモードへ切り替えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の電動機の制御装置。
【請求項３】
　前記第二の設定値は、前記インバータ出力電圧基本波の半周期中に含まれるパルス数が
８パルス以上となるように設定されることを特徴とする請求項１または２に記載の電動機
の制御装置。
【請求項４】
　電気車に搭載された電動機の制御装置において、
　前記インバータ出力周波数に関連する量が前記第二の設定値以上で前記電気車が惰行中
の場合に、停止している前記インバータを起動させるとき、前記パルスモードの初期設定
を前記同期パルスモードとする制御ステップを実行することを特徴とする請求項１に記載
の電動機の制御装置。
【請求項５】
　直流電源に接続され交流電動機へ任意周波数および任意電圧の交流電流を出力可能なイ
ンバータに対して、前記インバータを構成するスイッチング素子にパルス幅変調信号を出
力して前記交流電動機を制御する電動機の制御装置において、
　前記パルス幅変調信号の出力パターンとして同期パルスモード、非同期パルスモード、
および１パルスモードを含む複数のパルスモードを選択的に切り替え可能なパルスモード
制御部を有し、
　前記パルスモード制御部は、インバータ出力電圧振幅に関連する量と、インバータ出力
電圧基本波の半周期中に含まれるパルス数に基づく量とに基づき、前記同期パルスモード
と前記非同期パルスモードとの切り替えを行い、
　前記非同期パルスモードから前記同期パルスモードへの切り替えは、前記インバータ出
力電圧振幅に関連する量が第一の設定値以上となるか、または前記パルス数に基づく量が
第二の設定値未満となる場合に行われ、
　前記同期パルスモードから前記非同期パルスモードへの切り替えは、前記インバータ出
力電圧振幅に関連する量が前記第一の設定値未満となり、且つ前記パルス数に基づく量が
前記第二の設定値以上となる場合に行われることを特徴とする電動機の制御装置。
【請求項６】
　前記パルス数に基づく量は、前記インバータ出力電圧基本波の半周期中に含まれるパル
ス数自身であり、前記第二の設定値は８以上であることを特徴とする請求項５に記載の電
動機の制御装置。
【請求項７】
　直流電源に接続され交流電動機へ任意周波数および任意電圧の交流電流を出力可能なイ
ンバータに対して、前記インバータを構成するスイッチング素子にパルス幅変調信号を出
力して前記交流電動機を制御する電動機の制御装置において、
　前記パルス幅変調信号の出力パターンとして同期パルスモード、非同期パルスモード、
および１パルスモードを含む複数のパルスモードを選択的に切り替え可能なパルスモード
制御部を有し、
　前記パルスモード制御部は、インバータ出力電圧振幅に関連する量と、前記交流電動機
の出力するトルクあるいはトルク指令とに基づき、前記同期パルスモードと前記非同期パ
ルスモードとの切り替えを行うことを特徴とする電動機の制御装置。
【請求項８】
　前記パルスモード制御部による前記非同期パルスモードから前記同期パルスモードへの
切り替えは、前記インバータ出力電圧振幅に関連する量が前記交流電動機の出力するトル
クあるいはトルク指令に応じて設定された第一の設定値以上となる場合に行われ、
　前記パルスモード制御部による前記同期パルスモードから前記非同期パルスモードへの
切り替えは、前記インバータ出力電圧振幅に関連する量が前記交流電動機の出力するトル
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クあるいはトルク指令に応じて設定された第一の設定値未満となる場合に行われることを
特徴とする請求項７に記載の電動機の制御装置。
【請求項９】
　前記交流電動機の出力するトルクが大きいときには前記第一の設定値を大きく設定し、
前記交流電動機の出力するトルクが小さいときには前記第一の設定値を小さく設定するこ
とを特徴とする請求項８に記載の電動機の制御装置。
【請求項１０】
　前記第一の設定値は、前記インバータ出力電圧基本波の半周期中に含まれるパルス数が
所定値以上となるように設定されることを特徴とする請求項９に記載の電動機の制御装置
。
【請求項１１】
　前記所定値は８であることを特徴とする請求項１０に記載の電動機の制御装置。
【請求項１２】
　直流電源に接続され交流電動機へ任意周波数および任意電圧の交流電流を出力可能なイ
ンバータに対して、前記インバータを構成するスイッチング素子にパルス幅変調信号を出
力して前記交流電動機を制御する電動機の制御装置において、
　前記パルス幅変調信号の出力パターンとして同期パルスモード、非同期パルスモード、
および１パルスモードを含む複数のパルスモードを選択的に切り替え可能なパルスモード
制御部を有し、
　前記インバータが前記１パルスモードで動作している場合において、前記インバータを
停止させるときに、前記１パルスモード、前記同期パルスモード、前記インバータのゲー
トオフ、の順に制御ステップを実行することを特徴とする電動機の制御装置。
【請求項１３】
　前記インバータが前記同期パルスモードで動作している場合において、前記インバータ
を停止させるときに、前記同期パルスモード、前記インバータのゲートオフ、の順に制御
ステップを実行することを特徴とする請求項１２に記載の電動機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気車駆動用の交流電動機、特に永久磁石同期電動機の制御に好適な電動機
の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、産業機器や家電分野、自動車分野等の交流電動機応用分野において、誘導電動機
をインバータで駆動制御する従来からの方式に代わって、永久磁石同期電動機をインバー
タで駆動制御する方式の事例が増えてきている。
【０００３】
　永久磁石同期電動機は、誘導電動機と比較して、永久磁石による磁束が確立しているの
で励磁電流が不要であることや、回転子に電流が流れないため二次銅損が発生しないこと
、永久磁石による磁束により発生するトルクの他に、回転子の磁気抵抗の違いを利用した
リラクタンストルクを利用することで効果的にトルクを得られること、などから高効率な
電動機として知られており、近年、電気車駆動用の電力変換装置への適用も検討されてい
る。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２２７０８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　永久磁石同期電動機を駆動制御する電動機の制御装置を構成する上での課題の一つとな
るのが、永久磁石同期電動機を最適制御する上で生じる電動機端子間電圧の変化への対処
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である。永久磁石同期電動機の最適制御としては、ある電流で最大のトルクを発生させる
最大トルク／電流制御や、電動機の効率を最大に維持する最大効率制御等が挙げられる。
これらの最適制御方法は、電動機に印加する電流振幅と位相を、演算式やあらかじめテー
ブルに記憶させた最適値になるように調整する制御方法であり、その内容は種々の文献に
開示されているので、ここでは詳細な説明を省略する。ところで、上記最適制御を実施す
る場合、電動機の回転速度および出力トルクの大きさに応じてトルク分電流（ｑ軸電流）
、磁束分電流（ｄ軸電流）を共に最適値に調整するため、電動機の回転速度および出力ト
ルクの大きさに応じて電動機の最適な鎖交磁束が変化し、電動機端子間電圧（＝インバー
タ出力電圧）が大きく変化する。
【０００６】
　これに対して、従来の誘導電動機を駆動制御する電動機の制御装置では、電動機を起動
した後、基底速度に達するまでは電動機の二次磁束を一定として定トルク運転を行い、基
底速度以上では、インバータ出力電圧を最大値に固定してインバータ出力周波数の増加に
ほぼ反比例して二次磁束を減少させることで定電力運転を行うのが一般的である。このた
め、基底速度以上では、インバータは最大出力電圧が得られる所謂１パルスモードで運転
される。これは、電気車以外の電気自動車等の動力用途、また一般産業用途でも同じであ
る。つまり、二次磁束は、定電力運転域においてインバータ出力周波数に反比例させて変
化させるのみであり、出力トルクの大きさに応じて変化させることはない。出力トルクに
応じて二次磁束を調整することは可能であるが、以下に述べるように、出力トルクの過渡
特性が悪化するので一般に用いられない。
【０００７】
　誘導電動機はその原理上、外部より制御可能なステータ側の電流（一次電流）とすべり
周波数を所望に制御することで、ロータ側に電流を誘起させ、二次磁束を発生させるもの
である。この点は、ロータに永久磁石を埋め込み、磁束が元々確立している永久磁石同期
電動機とは大きく異なる。誘導電動機の場合、一次電流と二次磁束との関係は、二次抵抗
と二次インダクタンスとからなる二次時定数を有した一次遅れの関係となるために、出力
トルクの大きさに応じて二次磁束を変化させるべく一次電流を変化させても、二次磁束が
所望の値に安定するまでに二次時定数分の時間（電気車の誘導電動機の場合、一般的に、
おおよそ５００ｍｓ前後）が必要となり、この間、出力トルクが安定しない。このため、
トルクのオーバーシュートが発生したり、トルクが振動気味になったりし、トルクの過渡
応答の劣化が発生する。従って、誘導電動機において、出力トルクに応じて二次磁束を調
整することは一般に用いられない。
【０００８】
　つまり、従来の誘導電動機を駆動制御する電動機の制御装置では、電動機の回転速度と
電動機の二次磁束の値との関係は一義的に定まるため、電動機の回転速度とインバータ出
力電圧の大きさとの関係も一義的に定まる。また、基底速度以上では、インバータが最大
電圧を出力するように二次磁束を減少させてゆくので、出力トルクの大きさにかかわらず
インバータ出力電圧は最大値で固定される（例えば、特許文献１を参照）。
【０００９】
　しかしながら、永久磁石同期電動機を駆動制御する電動機の制御装置の場合、電動機の
回転速度とインバータ出力電圧の大きさとの関係は、出力トルクに応じて変化するため、
電動機の制御装置の構成に際してはこの点に配慮が必要である。
【００１０】
　また、上記とは別の課題として、電動機駆動用のインバータに用いられるスイッチング
素子のスイッチング周波数と電動機の極数との関係が挙げられる。一般に電気車用のイン
バータの入力となる直流電源の電圧は１５００Ｖ～３０００Ｖ程度と高電圧であり、３３
００Ｖ～６５００Ｖ程度の耐圧を有する高耐圧のスイッチング素子を使用することとなる
。しかしながら、高耐圧のスイッチング素子は、スイッチング損失、導通損失ともに大き
く、冷却器や冷却ファン等のスイッチング素子の冷却装置が過剰とならないように配慮す
ると、許容可能なスイッチング周波数は最大で１０００Ｈｚ程度となり、例えば家電製品
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や産業用インバータ、電気自動車用のスイッチング周波数と比較して１／１０～１／２０
程度の低い値である。
【００１１】
　一方、インバータが駆動する永久磁石同期電動機の極数は、電動機の小型化、軽量化の
観点から６極や８極が適当であり、従来の誘導電動機のほとんどが４極であったことを考
慮すると、極数が１．５～２倍に増加する。
【００１２】
　電動機の極数が増加すると、電気車の同一の速度におけるインバータ出力周波数は、極
数増加に比例して増加する。従来の４極の誘導電動機から例えば８極の永久磁石同期電動
機に変更した場合、一般的な電気車への応用におけるインバータ出力周波数の最大値（電
気車の設計最高速度におけるインバータ出力周波数）は、従来の誘導電動機を使用した場
合の１５０Ｈｚ程度から、３００Ｈｚ程度まで倍増する。しかしながら上述したとおり、
スイッチング周波数の許容最大値は１０００Ｈｚ程度でありこれ以上増加できないため、
例えばインバータ出力周波数が最大値の３００Ｈｚ付近にある場合に、インバータ出力電
圧の大きさを調整（インバータ出力電圧を最大電圧以外の値に調整）する場合を想定する
と、スイッチング周波数は最大でも１０００Ｈｚ程度であるから、インバータ出力電圧の
半周期中に含まれるパルス数は、キャリア周波数（＝スイッチング周波数）をインバータ
出力周波数で割った３前後となり、非常に少なくなる。このような状態で電動機を駆動す
ると、キャリア周波数をインバータ出力周波数で割りきれない場合が発生するので、イン
バータ出力電圧の正の半周期と負の半周期にそれぞれ含まれるパルス数やパルス位置がア
ンバランスとなり、電動機に印加される電圧の正負対称性が崩れ、電動機に電流振動やト
ルク脈動が発生し騒音や振動の原因となる。
【００１３】
　なお、従来の誘導電動機を駆動制御する電動機の制御装置では、上述のとおり、基底速
度以上では出力トルクの大きさに拠らず常時インバータ出力電圧を最大値に固定する１パ
ルスモードでの動作となるので、インバータ出力電圧の大きさを調整する必要はなく、イ
ンバータ出力電圧の半周期中に含まれるパルス数は常に１であり時間的に変化なく一定で
あることから、インバータ出力電圧の正の半周期と負の半周期とでパルス数とパルス位置
が同一となり、電動機に印加される電圧の正負対称性が確保できるので、電動機に電流振
動やトルク脈動が発生する懸念がない。
【００１４】
　つまり、永久磁石同期電動機を駆動制御する電気車用の電動機の制御装置は、特にイン
バータ出力周波数が高い領域において電動機に印加される電圧の正負対称性に十分留意し
た制御を行う必要がある。
【００１５】
　以上まとめると、永久磁石同期電動機を駆動制御する電気車用の電動機の制御装置は、
電動機の出力トルクおよび回転速度による電動機端子間電圧の大きさの変化と、電動機に
印加される電圧の正負対称性に十分留意した制御を行う必要がある。
【００１６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、特に永久磁石同期電動機を駆動制御す
る電動機の制御装置において、電動機の出力トルクおよび回転速度によるインバータ出力
電圧の大きさの変化、および電動機に印加される電圧の正負対称性に十分留意した制御を
行うことができ、電動機に電流振動およびトルク脈動が発生することを回避し、従ってそ
れらに起因する騒音および振動の発生を回避し、電動機を安定に駆動制御することが可能
な電動機の制御装置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】
【００１７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る電動機の制御装置は、直
流電源に接続され交流電動機へ任意周波数および任意電圧の交流電流を出力可能なインバ
ータに対して、前記インバータを構成するスイッチング素子にパルス幅変調信号を出力し
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て前記交流電動機を制御する電動機の制御装置において、前記パルス幅変調信号の出力パ
ターンとして同期パルスモード、非同期パルスモード、および１パルスモードを含む複数
のパルスモードを選択的に切り替え可能なパルスモード制御部を有し、前記パルスモード
制御部は、インバータ出力電圧振幅に関連する量と、インバータ出力周波数に関連する量
とに基づき、前記同期パルスモードと前記非同期パルスモードとの切り替えを行い、前記
非同期パルスモードから前記同期パルスモードへの切り替えは、前記インバータ出力電圧
振幅に関連する量が第一の設定値以上となるか、または前記インバータ出力周波数に関連
する量が第二の設定値以上となる場合に行われ、前記同期パルスモードから前記非同期パ
ルスモードへの切り替えは、前記インバータ出力電圧振幅に関連する量が前記第一の設定
値未満となり、且つ前記インバータ出力周波数に関連する量が前記第二の設定値未満とな
る場合に行われることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、電動機の制御装置における同期パルスモードと非同期パルスモードと
の切り替えにおいて、インバータ出力電圧基本波の周期中に含まれるパルス数を参照可能
にする量を含むインバータの出力状態に関連する複数の量に基づいてパルスモードの切り
替えを行うようにしたので、例えば永久磁石同期電動機のように電動機の出力トルクおよ
び回転速度によりインバータ出力電圧の大きさが変化する場合に、従来の制御方法では非
同期パルスモードの選択に起因して電動機に印加される電圧の正負対称性が確保できない
状況に対しても、同期パルスモードを選択可能とすることで電圧の正負対称性が確保する
ことが可能となる。そのため、電動機に電流振動およびトルク脈動が発生することを回避
し、従ってそれらに起因する騒音および振動の発生を回避し、電動機を安定に駆動制御す
ることができる、という効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明に係る電動機の制御装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する
。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２０】
実施の形態１．
　図１は、本実施の形態に係る電動機の制御装置の構成例を示す図である。図１に示すよ
うに、主回路は直流電源となるコンデンサ１、コンデンサ１の直流電圧から任意の周波数
、任意電圧の交流電圧に変換し三相交流を出力するインバータ２、および永久磁石同期電
動機（以下、単に電動機という。）６を備えて構成されている。
【００２１】
　主回路上にはコンデンサ１の電圧を検出する電圧検出器８、インバータ２の出力線の電
流ｉｕ，ｉｖ，ｉｗを検出する電流検出器３，４，５が配置され、電動機６には、ロータ
機械角θｍを検出するレゾルバ７が配置されており、それぞれの検出信号は電動機の制御
装置１００に入力されている。
【００２２】
　なお、レゾルバ７の代わりにエンコーダを使用しても良いし、レゾルバ７から得られる
位置信号の代わりに、検出した電圧、電流等から位置信号を演算して求める位置センサレ
ス方式を使用してもよく、この場合、レゾルバ７は不要となる。つまり、位置信号の取得
はレゾルバ７を使用することに限定されない。また、電流検出器３，４，５に関して、最
低２相に電流検出器を設置してあれば残りの１相の電流は演算して求めることが可能であ
るのでそのように構成しても良いし、インバータ２の直流側電流からインバータ２の出力
電流を再現して取得する構成でもよい。
【００２３】
　インバータ２には電動機の制御装置１００により生成されるゲート信号Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ
，Ｙ，Ｚが入力され、インバータ２に内蔵されるスイッチング素子がＰＷＭ（Pulse Widt
h Modulation：パルス幅変調）制御される。インバータ２は電圧型ＰＷＭインバータが好
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適であり、その構成は公知であるので詳細な説明は省略する。
【００２４】
　電動機の制御装置１００には、図示しない外部の制御装置から、トルク指令Ｔ＊が入力
される構成となっており、電動機の制御装置１００は、トルク指令Ｔ＊に電動機６の発生
トルクＴが一致するようにインバータ２を制御する構成としている。
【００２５】
　次に、電動機の制御装置１００の構成を説明する。電動機の制御装置１００は、ロータ
機械角θｍから基準位相角θｅを算出する基準位相角演算部９５、電流検出器３，４，５
から検出された三相電流ｉｕ、ｉｖ、ｉｗと基準位相角θｅとからｄ軸電流ｉｄ、ｑ軸電
流ｉｑを生成する三相－ｄｑ軸座標変換部９０、基準位相角θｅからインバータ出力角周
波数ωを算出するインバータ角周波数演算部７０、外部より入力されたトルク指令Ｔ*と
インバータ角周波数ωとからｄ軸電流指令ｉｄ＊、ｑ軸電流指令ｉｑ＊を生成する電流指
令生成部１０、ｄ軸電流指令ｉｄ＊とｄ軸電流の差を比例積分制御し、ｄ軸電流誤差ｐｄ
ｅを生成するｄ軸電流制御部２０、ｑ軸電流指令ｉｑ＊とｑ軸電流の差を比例積分制御し
、ｑ軸電流誤差ｐｑｅを生成するｑ軸電流制御部２３、ｄ軸電流指令ｉｄ＊とインバータ
角周波数ωとからｑ軸フィードフォワード電圧ｖｑＦＦを演算するｑ軸非干渉演算部２１
、ｑ軸電流指令ｉｑ＊とインバータ出力角周波数ωとからｄ軸フィードフォワード電圧ｖ
ｄＦＦを演算するｄ軸非干渉演算部２２、ｄ軸電流誤差ｐｄｅとｄ軸フィードフォワード
電圧ｖｄＦＦとの和であるｄ軸電圧指令ｖｄ＊と、ｑ軸電流誤差ｐｑｅとｑ軸フィードフ
ォワード電圧ｖｑＦＦとの和であるｑ軸電圧指令ｖｑ＊と、基準位相角θｅと、コンデン
サ１の電圧ＥＦＣとから変調率ＰＭＦを演算する変調率演算部３０、ｄ軸電流誤差ｐｄｅ
とｄ軸フィードフォワード電圧ｖｄＦＦとの和であるｄ軸電圧指令ｖｄ＊と、ｑ軸電流誤
差ｐｑｅとｑ軸フィードフォワード電圧ｖｑＦＦとの和であるｑ軸電圧指令ｖｑ＊と、基
準位相角θｅとから、制御位相角θを演算する制御位相角演算部４０、および変調率ＰＭ
Ｆと制御位相角θとからインバータ２へのゲート信号Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚを生成する
電圧指令／ＰＷＭ信号生成部５０、とを備えて構成されている。
【００２６】
　次に、以上に説明した各制御ブロックの詳細構成およびその動作を説明する。まず、基
準位相角演算部９５では、以下の式（１）に基づいて、ロータ機械角θｍから電気角であ
る基準位相角θｅを算出する。

θｅ＝θｍ・ＰＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）

ここで、ＰＰは電動機６の極対数である。
【００２７】
　三相－ｄｑ軸座標変換部９０では、以下の式（２）に基づいて、三相電流ｉｕ、ｉｖ、
ｉｗと基準位相角θｅとからｄ軸電流ｉｄ、ｑ軸電流ｉｑを生成する。
【数１】

　
【００２８】
　インバータ角周波数演算部７０では、以下の式（３）に基づき基準位相角θｅを微分す
ることでインバータ出力角周波数ωを算出する。

ω＝ｄθｅ／ｄｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
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また、インバータ出力角周波数ωを２πで割ることによりインバータ出力周波数ＦＩＮＶ
を演算する。
【００２９】
　次に、電流指令生成部１０の構成および動作を説明する。電流指令生成部１０では、外
部より入力されたトルク指令Ｔ*とインバータ出力角周波数ωとからｄ軸電流指令ｉｄ＊
、ｑ軸電流指令ｉｑ＊を生成する。生成方法としては、ある電流で最大のトルクを発生さ
せる最大トルク／電流制御や、電動機の効率を最大に維持する最大効率制御等の最適制御
方法が挙げられる。これらの最適制御方法は、電動機の回転速度と出力トルクの大きさ等
をパラメータとして、演算式やあらかじめテーブルに記憶させた最適なトルク分電流指令
（ｑ軸電流指令ｉｑ＊）、磁束分電流指令（ｄ軸電流指令ｉｄ＊）に実電流が一致するよ
うに調整を行う方式である。なお、その内容は公知であり、種々の文献に開示されている
ので詳細な説明は省略する。
【００３０】
　次に、ｄ軸電流制御部２０、ｑ軸電流制御部２３により、それぞれ以下の式（４）、（
５）に基づいて、ｄ軸電流指令ｉｄ＊とｄ軸電流の差を比例積分増幅したｄ軸電流誤差ｐ
ｄｅと、ｑ軸電流指令ｉｑ＊とｑ軸電流の差を比例積分増幅したｑ軸電流誤差ｐｑｅとを
生成する。

ｐｄｅ＝（Ｋ３＋Ｋ４／ｓ）・（ｉｄ＊－ｉｄ）　　　　　　　　　　　　・・・（４）
ｐｑｅ＝（Ｋ１＋Ｋ２／ｓ）・（ｉｑ＊－ｉｑ）　　　　　　　　　　　　・・・（５）

ここで、Ｋ１、Ｋ３は比例ゲイン、Ｋ２、Ｋ４は積分ゲイン、ｓは微分演算子である。
なお、ｐｑｅ、ｐｄｅは特に１パルスモードでの運転の場合等において、必要に応じてゼ
ロとするなどして制御に使用しないようにしても良い。
【００３１】
　また、ｄ軸非干渉演算部２２、ｑ軸非干渉演算部２１は、それぞれ以下の式（６）、（
７）に基づいて、ｄ軸フィードフォワード電圧ｖｄＦＦ、ｑ軸フィードフォワード電圧ｖ
ｑＦＦを演算する。

ｖｄＦＦ＝（Ｒ１＋ｓ・Ｌｄ）・ｉｄ＊－ω・Ｌｑ・ｉｑ＊　　　　　　　・・・（６）
ｖｑＦＦ＝（Ｒ１＋ｓ・Ｌｑ）・ｉｑ＊＋ω・（Ｌｄ・ｉｄ＊＋φａ）　　・・・（７）

ここで、Ｒ１は電動機６の一次巻線抵抗（Ω）、Ｌｄはｄ軸インダクタンス（Ｈ）、Ｌｑ
はｑ軸インダクタンス（Ｈ）、φａは永久磁石磁束（Ｗｂ）である。
【００３２】
　また、変調率演算部３０では、ｄ軸電流誤差ｐｄｅとｄ軸フィードフォワード電圧ｖｄ
ＦＦとの和であるｄ軸電圧指令ｖｄ＊と、ｑ軸電流誤差ｐｑｅとｑ軸フィードフォワード
電圧ｖｑＦＦとの和であるｑ軸電圧指令ｖｑ＊と、基準位相角θｅと、コンデンサ１の電
圧ＥＦＣとから、次式（８）に基づいて変調率ＰＭＦを演算する。

ＰＭＦ＝ＶＭ＊／ＶＭｍａｘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８）

ただし、

ＶＭｍａｘ＝（√６／π）・ＥＦＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
ＶＭ＊＝ｓｑｒｔ（ｖｄ＊２＋ｖｑ＊２）　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）

である。
【００３３】
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　なお、変調率ＰＭＦは、インバータ出力電圧指令ベクトルの大きさＶＭ＊を、インバー
タが出力可能な最大電圧ＶＭｍａｘ（式（９）で定義）に対する割合で示したものであり
、ＰＭＦ＝１．０の場合は、インバータ出力電圧指令ベクトルの大きさＶＭ＊は、インバ
ータが出力可能な最大電圧ＶＭｍａｘと等しくなることを示している。また、式（２）～
（１０）から分かる通り、電流指令生成部１０により生成されるｄ軸電流指令ｉｄ＊、ｑ
軸電流指令ｉｑ＊により、変調率ＰＭＦが変化することが分かる。
【００３４】
　制御位相角演算部４０では、ｄ軸電流誤差ｐｄｅとｄ軸フィードフォワード電圧ｖｄＦ
Ｆとの和であるｄ軸電圧指令ｖｄ＊と、ｑ軸電流誤差ｐｑｅとｑ軸フィードフォワード電
圧ｖｑＦＦとの和であるｑ軸電圧指令ｖｑ＊と、基準位相角θｅとから、次式（１１）に
基づいて制御位相角θを演算する。

θ＝θｅ＋π＋ＴＨＶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）

ここで、

ＴＨＶ＝ｔａｎ－１（ｖｄ＊／ｖｑ＊）　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１２）
【００３５】
　次に、電圧指令／ＰＷＭ信号生成部５０の構成を説明する。図２は、本実施の形態にお
ける電圧指令／ＰＷＭ信号生成部５０の構成例を示す図である。図２に示すように、電圧
指令／ＰＷＭ信号生成部５０は、掛算器５３、調整ゲインテーブル５４、電圧指令演算部
５５、非同期キャリア信号生成部５７、同期３パルスキャリア生成部５８、スイッチ５９
、比較器６１～６３、および反転回路６４～６６を備えて構成されている。
【００３６】
　電圧指令演算部５５では、変調率ＰＭＦと制御位相角θとから、以下の式（１３）～（
１５）に基づいて、三相電圧指令であるＵ相電圧指令Ｖｕ＊、Ｖ相電圧指令Ｖｖ*、Ｗ相
電圧指令Ｖｗ*を生成する。

Ｖｕ＊＝ＰＭＦＭ・ｓｉｎθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１３）
Ｖｖ＊＝ＰＭＦＭ・ｓｉｎ（θ－（２・π／３））　　　　　　　　　　・・・（１４）
Ｖｗ＊＝ＰＭＦＭ・ｓｉｎ（θ－（４・π／３））　　　　　　　　　　・・・（１５）

ここで、ＰＭＦＭは、後述のように、変調率ＰＭＦに調整ゲインテーブル５４の出力を掛
けた電圧指令振幅である。
【００３７】
　また後述のとおり、上記の各電圧指令と比較するキャリア信号ＣＡＲは、少なくとも同
期キャリア信号、および非同期キャリア信号を有し、パルスモード制御部であるパルスモ
ード切替処理部６０で選択されたパルスモードに応じてキャリア信号ＣＡＲの選択が可能
な構成としている。なお、同期キャリア信号は、インバータ出力電圧を構成するパルス数
とその位置がインバータ出力電圧の正側半周期と負側半周期とで同じになるよう、キャリ
ア信号ＣＡＲの周波数をインバータ出力周波数ＦＩＮＶの関数として決定したものである
。また、非同期キャリア信号は、同期キャリア信号ではない信号であって、インバータ出
力周波数ＦＩＮＶに関連なく決められた周波数のキャリア信号であり、ここでは例えば電
気車用のスイッチング素子の限界スイッチング周波数である１０００Ｈｚの周波数のキャ
リア信号である。また、本実施の形態においては、同期キャリア信号として、インバータ
出力電圧の半周期に３つの電圧パルスが含まれるような同期３パルスキャリア信号を一例
として説明するが、これに限定ざれず、これ以外の例えば同期５パルスキャリア信号等を
使用してもよいし、複数の同期キャリア信号を準備しておき必要に応じて切り替えるよう
に構成してもよい。
【００３８】
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　上述のように、式(１３)～（１５）中の係数ＰＭＦＭは、変調率ＰＭＦに掛算器５３に
て調整ゲインテーブル５４の出力を掛けた電圧指令振幅である。調整ゲインテーブル５４
は、非同期パルスモードおよび同期３パルスモードに対して、変調率ＰＭＦに対するイン
バータ出力電圧ＶＭの関係が異なるのを補正するためのものであり、概略は以下の通りで
ある。
【００３９】
　非同期パルスモードでは、インバータが歪なく出力可能な最大電圧（実効値）は０．６
１２・ＥＦＣとなるが、同期３パルスモードでは、０．７７９７・ＥＦＣとなる。即ち、
非同期パルスモードでは、同期３パルスモードと比較して、変調率ＰＭＦに対するインバ
ータ出力電圧は1／１．２７４となる。この両者の差を打ち消すために、非同期パルスモ
ードでは、変調率ＰＭＦを１．２７４倍し、電圧指令振幅ＰＭＦＭとして上述した電圧指
令演算部５５に入力している。一方、同期パルスモードでは、変調率ＰＭＦを１．０倍し
、電圧指令振幅ＰＭＦＭとして上述した電圧指令演算部５５に入力している。
【００４０】
　次いで、電圧指令演算部５５から出力されるＵ相電圧指令Ｖｕ＊、Ｖ相電圧指令Ｖｖ＊
、Ｗ相電圧指令Ｖｗ＊は、それぞれ比較器６１～６３にてキャリア信号ＣＡＲと大小比較
され、それらの比較結果としてのゲート信号Ｕ、Ｖ、Ｗと、それらをさらに反転回路６４
～６６を介して得られるゲート信号Ｘ，Ｙ，Ｚとが生成される。キャリア信号ＣＡＲは、
パルスモード切替処理部６０により、非同期キャリア信号生成部５７にて生成される非同
期キャリア信号Ａ（ここでは、一般には最大１０００Ｈｚ前後の周波数のキャリア信号）
、同期３パルスキャリア信号生成部５８にて生成される同期３パルスキャリア信号Ｂ、お
よび１パルスモードに対して選択されるゼロ値Ｃが、スイッチ５９により選択された信号
である。なお、非同期キャリア信号Ａ、同期３パルスキャリア信号Ｂは、ゼロを中心とし
て－１～１までの値をとる。
【００４１】
　ここで、パルスモード切替処理部６０の動作を説明する。まず、従来例として、誘導電
動機を駆動制御する電動機の制御装置に適用されている方式を説明する。図７は従来方式
におけるパルスモード切替動作を説明する図である。図７に示すように、変調率ＰＭＦに
応じて、非同期パルスモード、同期パルスモード（例えば、同期３パルスモード）、およ
び１パルスモードを切り替える構成としている。詳細には、変調率ＰＭＦが低い領域（変
調率ＰＭＦが第一の設定値以下）では非同期キャリアＡ側、変調率ＰＭＦが第一の設定値
以上、かつ第三の設定値未満では同期３パルスキャリアＢ側、変調率ＰＭＦが第三の設定
値に達するとゼロ値Ｃ側にスイッチ５９を切り替える構成としている。なお、以下では、
一例として、第一の設定値として０．７８５（＝１／１．２７４）、第三の設定値として
１．０を設定したものとして説明する。
【００４２】
　ここで、同期３パルスモードは、非同期パルスモードでは出力することが不可能な、変
調率ＰＭＦが０．７８５以上の電圧を出力させることが可能である。
なお、非同期パルスモード、同期５パルスモード、同期９パルスモード等において過変調
とする方法を使用する構成としても、同期３パルスモードに相当する電圧を出力できる。
ただし、変調率ＰＭＦとインバータ２の出力電圧との関係が非線形となり、これを補正す
る必要が生じ構成が複雑化する。
【００４３】
　しかしながら、永久磁石同期電動機を駆動制御する電動機の制御装置に対して前述の従
来方式を適用する場合、以下のような問題が発生する。
【００４４】
　図３は永久磁石同期電動機を駆動制御する電動機の制御装置に従来方式におけるパルス
モード切替方式を適用した場合の動作を説明する図である。図３では、トルク指令Ｔ＊を
パラメータとして、インバータ出力周波数ＦＩＮＶと変調率ＰＭＦとの関係に対して選択
されるパルスモードを示している。図３に示すように、トルク指令Ｔ＊の大きさに応じて
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、変調率ＰＭＦとインバータ出力周波数ＦＩＮＶとの関係が大きく変化する。図３におい
て、例えば電気車が最高速度付近で最大トルクで力行加速している場合（図３の地点Ａ）
に着目する。この場合、トルク指令Ｔ＊として最大値が入力されており、インバータは最
大出力電圧を出力する１パルスモードで運転している。ここで、電気車の加速を中止し、
速度を一定に維持する等のために、トルク指令Ｔ＊を最小値に減少させる操作がなされた
場合を考える。この場合、電流指令生成部１０において演算されたｄ軸電流指令ｉｄ＊と
ｑ軸電流指令ｉｑ＊をもとに算出された変調率ＰＭＦは、図３に示すとおり最大値である
第三の設定値１．０から大きく低下することになる。
【００４５】
　そして、変調率ＰＭＦが第一の設定値である０．７８５以下に低下したとすると、従来
の方式では非同期パルスモードが選択されることになるが、例えばインバータ出力周波数
３００Ｈｚに対して、非同期キャリア周波数は最大１０００Ｈｚであるため、インバータ
出力電圧半周期中に含まれるパルス数は３前後と非常に少なくなる。このような状態で電
動機を駆動すると、キャリア周波数をインバータ出力周波数で割りきれない場合が発生す
るのでインバータ出力電圧（以降、特に断らない限り線間電圧を指す）の正の半周期と負
の半周期にそれぞれ含まれるパルス数やパルス位置がアンバランスとなり、電動機に印加
される電圧の正負対称性が崩れ、電動機に電流振動やトルク脈動が発生し騒音や振動を発
生する、という問題がある。
【００４６】
　このような問題を解消するために、本実施の形態のパルスモード切替処理部６０は、イ
ンバータ出力電圧振幅に関連する量である変調率ＰＭＦに加えてインバータ出力周波数に
関連する量であるインバータ出力周波数ＦＩＮＶそれ自身を参照し、出力トルクＴ＊の変
化に対して、変調率ＰＭＦおよびインバータ出力周波数ＦＩＮＶに基づいてパルスモード
の切替を行う構成とした。なお、インバータ出力電圧振幅に関連する量およびインバータ
出力周波数に関連する量の選択については、本実施の形態の選択例に限定されず、それぞ
れインバータ出力電圧振幅およびインバータ出力周波数の関数であれば任意に選択するこ
とができる。
【００４７】
　図４は本実施の形態におけるパルスモード切替動作を説明する図である。図４では、ト
ルク指令Ｔ＊をパラメータとして、インバータ出力周波数ＦＩＮＶと変調率ＰＭＦとの関
係に対して選択されるパルスモードを示している。また、図４では、変調率ＰＭＦについ
ての第一の設定値、第３の設定値に加えて、インバータ出力周波数ＦＩＮＶについての第
二の設定値が示されている。
【００４８】
　前述の説明例のように、最大トルクを出力する１パルスモードで運転している状態から
、電気車の加速を中止し、速度を一定に維持する等のために、トルク指令Ｔ＊を最小値に
減少させる操作がなされた場合を考える。この場合、図４に示すように、地点Ａにおいて
変調率ＰＭＦの他にインバータ出力周波数ＦＩＮＶを参照し、変調率ＰＭＦが第一の設定
値未満となっても、インバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値以上である場合には、
非同期パルスモードを選択せず、同期パルスモードのまま維持する構成としている。つま
り、同期パルスモードから非同期パルスモードへの切替は、変調率ＰＭＦが第一の設定値
未満となり、かつ、インバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値未満となった場合にな
される。逆に、変調率ＰＭＦがゼロから増加してゆく場合においては、変調率ＰＭＦが第
一の設定値未満の場合でも、インバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値以上である場
合には、非同期パルスモードから同期パルスモードに切り替える。つまり、非同期パルス
モードから同期パルスモードへの切替は、変調率ＰＭＦが第一の設定値以上となるか、ま
たはインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値以上となる場合になされる。
【００４９】
　なお、第二の設定値を決定するに当たっては、インバータ出力電圧の半周期中に含まれ
るパルス数を所定値以上確保することが好ましい。また、前記所定値は８以上であること
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が好ましいことをシミュレーション等により確認した。補足すれば、インバータ出力電圧
の半周期中に含まれるパルス数が８程度あれば、キャリア周波数をインバータ出力周波数
で割りきれない場合が発生してもインバータ出力電圧の正の半周期と負の半周期にそれぞ
れ含まれるパルス数やパルス位置のアンバランス度合いが軽減され、電動機に印加される
電圧の正負対称性は実用上問題のない程度に確保できる。もちろん、パルス数は多いほど
好ましい。
【００５０】
　また、同期パルスモードから１パルスモードへの切替は、変調率ＰＭＦが第三の設定値
以上になった時点で実施する。また１パルスモードから同期パルスモードへの切替は変調
率ＰＭＦが第三の設定値未満になった時点で実施する。
【００５１】
　以上、本実施の形態における同期パルスモードと非同期パルスモード間を遷移する場合
の動作をまとめると以下のとおりである。
【００５２】
　非同期パルスモードから同期パルスモードへの切替は、インバータ出力電圧振幅に関連
する量である変調率ＰＭＦが第一の設定値以上となるか、またはインバータ出力周波数に
関連する量であるインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値以上となることを条件に
実施する。また、同期パルスモードから非同期パルスモードへの切替は、インバータ出力
電圧振幅に関連する量である変調率ＰＭＦが第一の設定値未満となり、且つインバータ出
力周波数に関連する量であるインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値未満となるこ
とを条件に実施する。なお、第二の設定値は、インバータ出力電圧基本波半周期中に含ま
れるパルス数を所定の値以上に確保する観点から決定する。即ち、適用可能な非同期キャ
リア信号の周波数と、電動機に印加される電圧の正負対称性を実用上問題のない程度に確
保するために必要なパルス数とから決定する。
【００５３】
　本実施の形態によれば、第二の設定値をインバータ出力電圧半周期中に含まれるパルス
数を例えば８確保するように設定した場合、インバータ出力周波数が非同期キャリア信号
の周波数１０００Ｈｚの１/８以下、即ち１２５Ｈｚ以下になるまではパルスモードは同
期パルスモードで維持される。従って、インバータ出力電圧を構成するパルス数とその位
置がインバータ出力電圧の正側半周期と負側半周期で同じにできるので、電動機に印加さ
れる電圧の正負対称性が確保でき、電動機に電流振動やトルク脈動が発生し騒音や振動を
発することのない電動機の制御装置を得ることができる。
【００５４】
実施の形態２.
　実施の形態１と同様の効果を実現できる別の方法として、例えばインバータ出力周波数
ＦＩＮＶと非同期キャリア信号の周波数との比、即ちインバータ出力電圧基本波の半周期
中に含まれるパルス数に基づく量であるパルス数指標を演算し、このパルス数指標が第四
の設定値より大きい場合に、非同期パルスモードを選択可能とする構成としても良い。パ
ルス数指標は例えば前記パルス数それ自身とすることができる。
【００５５】
　図５は本実施の形態におけるパルスモード切替動作を説明する図である。図５では、ト
ルク指令Ｔ＊をパラメータとして、インバータ出力周波数ＦＩＮＶと変調率ＰＭＦとの関
係に対して選択されるパルスモードを示している。
【００５６】
　変調率ＰＭＦが１．０から減少して行く場合においては、変調率ＰＭＦが第一の設定値
未満の場合でも、パルス数指標が第四の設定値より小さい場合には、非同期パルスモード
には切り替えず、同期パルスモードのまま維持する構成とする。つまり、同期パルスモー
ドから非同期パルスモードへの切り替えは、変調率ＰＭＦが第一の設定値未満であり、且
つパルス数指標が第四の設定値以上である場合に行う。
【００５７】



(13) JP 4205157 B1 2009.1.7

10

20

30

40

50

　逆に、変調率ＰＭＦがゼロから増加して行く場合においては、変調率ＰＭＦが第一の設
定値未満の場合でも、パルス数指標が第四の設定値より小さい場合には、非同期パルスモ
ードから同期パルスモードに切り替える。つまり、非同期パルスモードから同期パルスモ
ードへの切り替えは、変調率ＰＭＦが第一の設定値以上であるか、またはパルス数指標が
第四の設定値未満である場合に行う。
【００５８】
　なお、第四の設定値は、実施の形態１にて説明したように、適用可能な非同期キャリア
信号の周波数と、電動機に印加される電圧の正負対称性を実用上問題のない程度に確保す
るために必要なパルス数とから決定する。第四の設定値としては８以上とするのが好まし
い。
【００５９】
　本実施の形態によれば、第四の設定値をインバータ出力電圧半周期中に含まれるパルス
数を例えば８以上確保するように設定した場合、インバータ出力周波数が非同期キャリア
信号の周波数１０００Ｈｚの１/８以下、即ち１２５Ｈｚ以下になるまではパルスモード
は同期パルスモードで維持される。従って、インバータ出力電圧を構成するパルス数とそ
の位置がインバータ出力電圧の正側半周期と負側半周期で同じにできるので、電動機に印
加される電圧の正負対称性が確保でき、電動機に電流振動やトルク脈動が発生し騒音や振
動を発することのない電動機の制御装置を得ることができる。なお、本実施の形態のその
他の構成、動作、および効果は、実施の形態１と同様である。
【００６０】
実施の形態３.
　図６は本実施の形態におけるパルスモード切替動作を説明する図である。図６に示すよ
うに、変調率ＰＭＦは出力トルクに応じて変動する量であることから、トルク指令Ｔ＊に
応じて第一の設定値を可変とする方法で構成が可能である。図６に示すように、トルク指
令Ｔ＊が大きいときは第一の設定値を大きくし、トルク指令Ｔ＊が小さいときは第一の設
定値を小さくする。そして、非同期パルスモードから同期パルスモードへの切替は、イン
バータ出力電圧振幅に関連する量である変調率ＰＭＦがトルク指令Ｔ＊に応じて設定され
た第一の設定値以上となる場合に行う。また、同期パルスモードから非同期パルスモード
への切替は、インバータ出力電圧振幅に関連する量である変調率ＰＭＦがトルク指令Ｔ＊
に応じて設定された第一の設定値未満となる場合に行う。
【００６１】
　この方法によれば、第二の設定値を設ける必要がない他、電動機のロータ機械角θｍを
含み電動機の回転状態に応じて急激な時間変化を生じうる量であるインバータ出力周波数
ＦＩＮＶを直接参照せず、フィードフォワード的に生成されたトルク指令Ｔ＊を参照する
構成であるので、例えば電気車で一般に発生しうる車輪の空転滑走時等にそれに同期して
電動機の回転速度が変化し、これに伴いインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値を
挟んで振動的に変動した場合において、パルスモードが非同期パルスモードと同期パルス
モードとの間をチャタリングすることを回避できる。
【００６２】
　なお、当然ながら、可変とする第一の設定値を決定するに当たっては、実施の形態１で
示した内容に従い、インバータ出力電圧半周期中に含まれるパルス数を所定値以上（例え
ば８以上）確保することが好ましい。
【００６３】
　本実施の形態によれば、電動機に印加される電圧の正負対称性が確保でき、電動機に電
流振動やトルク脈動が発生し騒音や振動を発することのない電動機の制御装置を得ること
ができる。また、インバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値の前後近傍で変動した場
合に、パルスモードが非同期パルスモードと同期パルスモードとの間をチャタリングする
ことを回避できる。なお、本実施の形態のその他の構成、動作、および効果は、実施の形
態１と同様である。
【００６４】
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　以上、実施の形態１～３では、パルスモードの切り替えをインバータの出力状態に関連
する２つの量に基づいて行っている。即ち、実施の形態１では変調率ＰＭＦおよびインバ
ータ出力周波数ＦＩＮＶに基づき、実施の形態２では変調率ＰＭＦおよびパルス数指標に
基づき、実施の形態３では変調率ＰＭＦおよびトルク指令Ｔ＊に基づいている。これに対
して、図７に示すような従来の制御方法では、変調率ＰＭＦのみに基づいてパルスモード
の切り替えを行っており、このような従来の制御方法をトルク指令Ｔ＊の大きさに応じて
変調率ＰＭＦが大きく変化する電動機に適用した場合には、電流振動やトルク脈動が発生
するという問題点があった。実施の形態１～３では、変調率の他にインバータの出力状態
に関連する量を利用することで、トルク指令Ｔ＊の大きさに応じた変調率ＰＭＦの変化に
対処することが可能となる。また、インバータの出力状態に関連する２つの量を利用する
ことで、インバータ出力電圧基本波の周期中に含まれるパルス数を参照することが可能と
なり、同期パルスモードと非同期パルスモードとの切り替えの設定値を前記パルス数に基
づいて適切に設定することで、電動機に印加される電圧の正負対称性に十分留意した制御
を行うことができる。
【００６５】
実施の形態４.
　次に、電気車が走行中に力行動作または回生動作を中止するためにインバータ２をオフ
する場合の動作を説明する。
【００６６】
　インバータ２が１パルスモードで動作している状態で、電気車の力行動作または回生動
作をオフするオフ指令（図示せず）が外部の制御装置（図示せず）より電動機の制御装置
１００に入力された場合を考える。このとき同時に、外部の制御装置はトルク指令Ｔ＊を
ゼロに向かって徐々に減少させる。トルク指令Ｔ＊は最大値からゼロまで約１秒間で減少
する。このとき、電動機の制御装置１００では以下に示す制御ステップを実行する。
【００６７】
　トルク指令Ｔ＊の減少により変調率ＰＭＦが１．０未満になった時点でパルスモード切
替処理部６０は、パルスモードを１パルスモードから同期パルスモードへ切り替える。以
後、変調率ＰＭＦが第一の設定値未満となっても非同期パルスモードへは切り替えず、同
期パルスモードのまま変調率ＰＭＦを絞ってゆき、十分にトルク指令Ｔ＊が減少した後、
インバータ２へのゲート信号Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚを全てオフする。
【００６８】
　この他のケースとして、インバータ２が同期パルスモードで動作している状態で、電気
車の力行動作または回生動作をオフするオフ指令（図示せず）が外部の制御装置より電動
機の制御装置１００に入力された場合を考える。このとき同時に、外部の制御装置はトル
ク指令Ｔ＊がゼロに向かって徐々に減少させる。トルク指令Ｔ＊は最大値からゼロまで約
１秒間で減少する。このとき、電動機の制御装置１００では以下に示す制御ステップを実
行する。
【００６９】
　トルク指令Ｔ＊の減少により、変調率ＰＭＦが第一の設定値未満となっても、パルスモ
ード切替処理部６０は非同期パルスモードへは切り替えず、同期パルスモードのまま変調
率ＰＭＦを絞ってゆき、十分にトルク指令Ｔ＊が減少した後、インバータ２へのゲート信
号Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚを全てオフする。
【００７０】
　以上に説明した通り、本実施の形態によれば、インバータ２が１パルスモードまたは同
期パルスモードで運転している状態で電気車の力行動作または回生動作を中止するために
インバータ２を停止させる場合において、パルスモード切替処理部６０はパルスモードを
同期パルスモードのままで維持し、非同期パルスモードを選択しない構成とすることで、
インバータ出力周波数が高い領域からインバータ２をオフされた場合においても、インバ
ータ出力電圧を構成するパルス数とその位置がインバータ出力電圧の正側半周期と負側半
周期で同じにできるので、電動機に印加される電圧の正負対称性が確保でき、電動機に電
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流振動やトルク脈動を発生させることなく、インバータ２を確実に安定に停止できる電動
機の制御装置を得ることができる。また、非同期パルスモードを選択しない構成としたこ
とで、トルク指令Ｔ＊がゼロまで減少する短時間（１秒程度）に複数回のパルスモード切
替が行われないので、切替タイミングの遅れ等に起因する制御不安定化を回避することが
できる。
【００７１】
実施の形態５.
　次に、インバータ出力周波数に関連する量であるインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二
の設定値以上で電気車が惰行している場合に、電気車の力行動作または回生動作を開始す
るためにインバータ２を起動する場合の動作を説明する。
【００７２】
　インバータ２が停止している状態で、電気車の力行動作または回生動作を開始する起動
指令（図示せず）が外部の制御装置（図示せず）より電動機の制御装置１００に入力され
た場合を考える。このとき同時に、外部の制御装置はトルク指令Ｔ＊を所定の値まで徐々
に立ち上げる。トルク指令Ｔ＊はゼロから所定値まで約１秒間で立ち上げる。このとき、
電動機の制御装置１００では以下に示す制御ステップを実行する。
【００７３】
　起動指令により、インバータ２のゲート信号Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚのスイッチングを
開始するが、変調率ＰＭＦが第一の設定値未満であってもこれに関係なく、パルスモード
切替処理部６０は、パルスモードの初期設定を同期パルスモードとしてスタートする。以
後、変調率ＰＭＦが増加して１．０以上になった段階でパルスモードを１パルスモードへ
切り替える。あるいは変調率ＰＭＦが減少して第一の設定値未満となり、且つインバータ
出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値未満となった段階でパルスモードを非同期パルスモー
ドに切り替える。
【００７４】
　以上に説明した通り、本実施の形態によれば、インバータ出力周波数に関連する量であ
るインバータ出力周波数ＦＩＮＶが第二の設定値以上で電気車が惰行している状態から、
インバータ２を起動させる場合において、パルスモード切替処理部６０はパルスモードの
初期設定を同期パルスモードとしてスタートし、非同期パルスモードを選択しない構成と
することで、インバータ出力周波数が高い領域からインバータ２を起動された場合におい
ても、起動直後からインバータ出力電圧を構成するパルス数とその位置がインバータ出力
電圧の正側半周期と負側半周期で同じにできるので、電動機に印加される電圧の正負対称
性が確保でき、電動機に電流振動やトルク脈動を発生させることなく、インバータ２を確
実に安定に起動できる電動機の制御装置を得ることができる。
【００７５】
　なお、上記実施の形態１～５では、電気車が力行中を例として説明を実施した部分があ
るが、回生ブレーキを掛けて減速する場合についても、同様の考え方で構成できる。
【００７６】
　また、永久磁石同期電動機を制御する電動機の制御装置を一例として説明したが、その
他の種類の電動機を駆動制御する電動機の制御装置に適用することもできる。また、三相
交流の場合について説明したが、これ以外の場合にも適用することができる。
【００７７】
　以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例であり、別の公知の技術と組み
合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略する等、変
更して構成することも可能であることは言うまでもない。
【００７８】
　さらに、本明細書では、電気車の駆動用の電動機の制御装置への適用を考慮して発明内
容の説明を実施しているが、適用分野はこれに限られるものではなく、電気自動車、エレ
ベータ等、種々の関連分野への応用が可能であることも言うまでもない
【産業上の利用可能性】
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【００７９】
　以上のように、本発明にかかる電動機の制御装置は、永久磁石同期電動機を制御する電
動機の制御装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】図１は、実施の形態１に係る電動機の制御装置の構成例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１における電圧指令／ＰＷＭ信号生成部の構成例を示す図で
ある。
【図３】図３は、永久磁石同期電動機を駆動制御する電動機の制御装置に従来方式におけ
るパルスモード切替方式を適用した場合の動作を説明する図である。
【図４】図４は、実施の形態１におけるパルスモード切替動作を説明する図である。
【図５】図５は、実施の形態２におけるパルスモード切替動作を説明する図である。
【図６】図６は、実施の形態３におけるパルスモード切替動作を説明する図である。
【図７】図７は、従来方式におけるパルスモード切替動作を説明する図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　コンデンサ
　２　インバータ
　３，４，５　電流検出器
　８　電圧検出器
　１０　電流指令生成部
　１１　ｄ軸基本電流指令生成部
　２０　ｄ軸電流制御部
　２１　ｑ軸非干渉演算部
　２２　ｄ軸非干渉演算部
　２３　ｑ軸電流制御部
　３０　変調率演算部
　４０　制御位相角演算部
　５０　電圧指令／ＰＷＭ信号生成部
　５３　掛算器
　５４　調整ゲインテーブル
　５５　電圧指令演算部
　５７　非同期キャリア信号生成部
　５８　同期３パルスキャリア信号生成部
　５９　スイッチ
　６０　パルスモード切替処理部
　６１～６３　比較器
　６４～６６　反転回路
　７０　インバータ角周波数演算部
　９０　三相－ｄｑ軸座標変換部
　９５　基準位相角演算部
　１００　電動機の制御装置
【要約】
　永久磁石同期電動機の制御装置において、非同期パルスモードから同期パルスモードへ
の切り替えは、変調率が第一の設定値以上となるか、またはインバータ出力周波数が第二
の設定値以上となる場合に行い、同期パルスモードから非同期パルスモードへの切り替え
は、変調率が第一の設定値未満となり、且つインバータ出力周波数が第二の設定値未満と
なる場合に行う。第二の設定値を、インバータ出力電圧基本波の半周期中に含まれるパル
ス数が所定値以上となるように設定することで、電動機に電流振動およびトルク脈動が発
生することを抑制できる。
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