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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流母線を介して入力される直流電圧を三相交流電圧に変換してモータに出力するイン
バータと、
　前記インバータを制御するインバータ制御手段と、
　前記直流母線に流れる直流電流を検出する電流検出手段と
を備え、
　前記インバータ制御手段は、
　前記直流電流をパラメータとして含むγ軸電流演算式を予め保有し、該γ軸電流演算式
に前記電流検出手段により検出された直流電流を用いてγ軸電流を算出する第１電流算出
手段を具備し、
　前記γ軸電流演算式は、線間電圧及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときの
モータトルクに対する平均直流電流およびγ軸電流の関係を求め、該関係から導出された
式であるインバータ装置。
【請求項２】
　前記インバータ制御手段は、前記電流検出手段によって検出された直流電流から３相交
流電流を算出し、該３相交流電流からδ軸電流を算出する第２電流算出手段を備える請求
項１に記載のインバータ装置。
【請求項３】
　前記インバータ制御手段は、前記第１電流算出手段によって算出されたγ軸電流および
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前記第２電流算出手段によって算出されたδ軸電流が入力されるＶ／ｆ制御手段を備え、
　前記Ｖ／ｆ制御手段は、
　γ軸電流と前記モータの速度指令とを用いて電源周波数指令を算出する電源周波数指令
算出手段と、
　δ軸電流の積分項及び前記電源周波数指令をパラメータとして含む演算式を用いてγ軸
電圧指令を算出するγ軸電圧指令算出手段と、
　前記δ軸電流の一次関数を用いてδ軸電圧指令を算出するδ軸電圧指令算出手段と
を有する請求項２に記載のインバータ装置。
【請求項４】
　前記第２電流算出手段は、過変調制御実行中において電気角１周期の中にデューティ比
が１００％及び０％以外となる第１期間である場合に、前記３相交流電流からδ軸電流を
算出し、前記第１期間以外の期間においては、前記第１期間において直前に算出されたδ
軸電流を保持し、保持した値をδ軸電流として出力する請求項２または請求項３に記載の
インバータ装置。
【請求項５】
　過変調制御実行中において、電気角１周期の中にデューティ比が１００％及び０％であ
る期間において、
　前記第２電流算出手段は、前記δ軸電流の算出処理を停止し、
　前記γ軸電圧指令算出手段は、前記δ軸電流の積分項に予め設定された一定値を用いて
前記γ軸電圧指令を算出する請求項３に記載のインバータ装置。
【請求項６】
　過変調制御実行中において、前記δ軸電圧指令算出手段は、前記δ軸電圧指令として予
め設定されている一定値を出力する請求項３または請求項５に記載のインバータ装置。
【請求項７】
　前記インバータ制御手段は、
　前記第１電流算出手段によって算出されたγ軸電流が入力され、該γ軸電流と前記モー
タの速度指令とを用いて電源周波数指令を算出するＶ／ｆ制御手段と、
　線間電圧および前記Ｖ／ｆ制御手段において算出される前記電源周波数指令をパラメー
タとして含むδ軸電流演算式を予め保有し、該δ軸電流演算式に、前記線間電圧の指令値
または計測値及び前記Ｖ／ｆ制御手段で算出された前記電源周波数指令を用いてδ軸電流
を算出する第３電流算出手段と
を具備する請求項１に記載のインバータ装置。
【請求項８】
　前記δ軸電流演算式は、線間電圧及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときの
モータトルクに対するδ軸電流の関係を求め、該関係から導出された式である請求項７に
記載のインバータ装置。
【請求項９】
　前記電流検出手段によって検出された直流電流から３相交流電流を算出し、該３相交流
電流からγ軸電流を算出する第４電流算出手段と、
　算出した前記３相交流電流からδ軸電流を算出する第２電流算出手段と
を有し、
　過変調制御が実行されている期間は、前記第１電流算出手段によりγ軸電流を算出する
とともに前記第３電流算出手段により前記δ軸電流を算出し、前記過変調制御が行われて
いない期間においては、前記第４電流算出手段によりγ軸電流を算出するとともに前記第
２電流算出手段によりδ軸電流を算出する請求項７または請求項８に記載のインバータ装
置。
【請求項１０】
　過変調制御実行中において、電気角１周期の中にデューティ比が１００％及び０％以外
となる第１期間である場合に、前記第４電流算出手段によりγ軸電流を算出するとともに
、前記第２電流算出手段によりδ軸電流を算出し、前記第１期間以外の期間においては、
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前記第１の電流算出手段によりγ軸電流を算出し、前記第３電流算出手段によりδ軸電流
を算出する請求項９に記載のインバータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インバータ装置によるモータの駆動制御方法として、Ｖ／ｆベクトル制御が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。更に、Ｖ／ｆベクトル制御において、電圧利用率
を１以上とする制御方法である過変調制御が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
　また、インバータ装置によるモータ制御においては、インバータからモータへ流れる３
相交流電流を検出する必要がある。この３相交流電流の検出方法として、例えば、特許文
献３には、インバータの入力側に設けられた１つの電流センサによって、３相交流電流を
検出する方法が開示されている。具体的には、特許文献３には、インバータが備える各相
に対応するスイッチング素子のオンオフによって、ＰＷＭインバータの直流電流に、二相
の電流情報が現れることを利用し、スイッチング素子のオンオフ情報を元に、サンプリン
グした直流入力電流を各相別に分配して３相の電流検出値として検出する技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２１０８１３号公報
【特許文献２】特開２０１０－０９３９３１号公報
【特許文献３】特開２００８－２２０１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、例えば、上述した特許文献２に開示されているような過変調制御では、イン
バータを構成する下側アームのスイッチング素子のうち、１相を１制御周期以上の期間に
渡ってオン状態とするとともに、２相をオフ状態とするような制御が行われる場合がある
（例えば、図７参照）。一方、上記特許文献３に開示されているモータ電流検出方法では
、スイッチング素子のオンオフによって、直流電流に二相の電流情報が現れることを利用
していることから、１制御周期内にスイッチングによる電流変化が生じることが電流検出
の条件となる。
　したがって、例えば、過変調制御実施中に図７のようなスイッチング状態となった場合
には、特許文献３に開示されている技術による電流検出が不可能となり、安定したインバ
ータ制御が実現できないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、過変調制御が実行されてい
る全ての期間において、１つの電流センサによる電流検出により、安定したインバータ制
御を実現することのできるインバータ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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明は、直流母線を介して入力される直流電圧を三相交流電圧に変換してモータに出
力するインバータと、前記インバータを制御するインバータ制御手段と、前記直流母線に
流れる直流電流を検出する電流検出手段とを備え、前記インバータ制御手段は、前記直流
電流をパラメータとして含むγ軸電流演算式を予め保有し、該γ軸電流演算式に前記電流
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検出手段により検出された直流電流を用いてγ軸電流を算出する第１電流算出手段を具備
し、前記γ軸電流演算式は、線間電圧及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたとき
のモータトルクに対する平均直流電流およびγ軸電流の関係を求め、該関係から導出され
た式であるインバータ装置を提供する。
【０００８】
　上記構成によれば、γ軸電流算出手段が、直流電流をパラメータとしたγ軸電流を算出
するための演算式を予め保有しており、この演算式を用いてγ軸電流を算出するので、直
流電流が検出できれば、γ軸電流を得ることができる。これにより、電流センサとして１
つの電流センサしか設けられておらず、かつ、過変調制御が行われている全ての期間にお
いても、γ軸電流を得ることが可能となる。
　上記直流電流のパラメータとは、直流電流を平均化処理して求められる平均直流電流な
ど、直流電流を用いて定められる直流電流に関するパラメータも含むものとする。
【００１０】
　上記インバータ装置において、前記インバータ制御手段は、前記電流検出手段によって
検出された直流電流から３相交流電流を算出し、該３相交流電流からδ軸電流を算出する
第２電流算出手段を備えることとしてもよい。
【００１１】
　上記インバータ装置において、前記インバータ制御手段は、前記第１電流算出手段によ
って算出されたγ軸電流および前記第２電流算出手段によって算出されたδ軸電流が入力
されるＶ／ｆ制御手段を備え、前記Ｖ／ｆ制御手段は、γ軸電流と前記モータの速度指令
とを用いて電源周波数指令を算出する電源周波数指令算出手段と、δ軸電流の積分項及び
前記電源周波数指令をパラメータとして含む演算式を用いてγ軸電圧指令を算出するγ軸
電圧指令算出手段と、前記δ軸電流の一次関数を用いてδ軸電圧指令を算出するδ軸電圧
指令算出手段とを有することとしてもよい。
【００１２】
　上記インバータ装置において、前記第２電流算出手段は、過変調制御実行中において電
気角１周期の中にデューティ比が１００％及び０％以外となる第１期間である場合に、前
記３相交流電流からδ軸電流を算出し、前記第１期間以外の期間においては、前記第１期
間において直前に算出されたδ軸電流を保持し、保持した値をδ軸電流として出力するこ
ととしてもよい。
【００１３】
　このように、前記第１期間以外の期間において、第２電流算出手段が算出処理を行わず
に保持している前回値を出力することで、処理負担の軽減や消費電力の低減を図ることが
可能となる。
　ここで、「第１期間」とは、インバータ制御装置（例えば、ＣＰＵ）が電流値を検出す
るのに必要な時間を確保することができるデューティ比の上限以下であり、かつ、インバ
ータ制御装置が電流値を検出するのに必要な時間を確保することができるデューティ比の
下限以上である期間をいう。
【００１４】
　上記インバータ装置においては、過変調制御実行中において、電気角１周期の中にデュ
ーティ比が１００％及び０％である期間においては、前記第２電流算出手段は、前記δ軸
電流の算出処理を停止し、前記γ軸電圧指令算出手段は、前記δ軸電流の積分項に予め設
定された一定値を用いて前記γ軸電圧指令を算出することとしてもよい。
【００１５】
　このように、過変調制御実行中において、電気角１周期の中にデューティ比が１００％
及び０％である期間においては、δ軸電流の算出処理を停止するとともに、Ｖ／ｆ制御手
段におけるδ軸電流の積分項の算出処理を停止するので、演算処理を簡素化でき、インバ
ータ制御手段の処理負担を軽減させることが可能となる。
【００１６】
　上記インバータ装置においては、過変調制御実行中において、前記δ軸電圧指令算出手
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段は、前記δ軸電圧指令として予め設定されている一定値を出力することとしてもよい。
【００１７】
　このように、過変調制御実行中において、Ｖ／ｆ制御手段におけるδ軸電圧指令の算出
処理を停止するので、演算処理を簡素化でき、インバータ制御手段の処理負担を軽減させ
ることが可能となる。
【００１８】
　上記インバータ装置において、前記インバータ制御手段は、前記第１電流算出手段によ
って算出されたγ軸電流が入力され、該γ軸電流と前記モータの速度指令とを用いて電源
周波数指令を算出するＶ／ｆ制御手段と、線間電圧および前記Ｖ／ｆ制御手段において算
出される前記電源周波数指令をパラメータとして含むδ軸電流演算式を予め保有し、該δ
軸電流演算式に、前記線間電圧の指令値または計測値及び前記Ｖ／ｆ制御手段で算出され
た前記電源周波数指令を用いてδ軸電流を算出する第３電流算出手段とを具備することと
してもよい。
【００１９】
　上記構成によれば、第３電流算出手段は、δ軸電流を算出するための演算式を予め保有
しており、この演算式を用いてδ軸電流を算出する。これにより、電流センサとして１つ
の電流センサしか設けられておらず、かつ、過変調制御が行われている全ての期間におい
ても、δ軸電流を得ることが可能となる。
【００２０】
　上記インバータ装置において、前記δ軸電流演算式は、例えば、線間電圧及びモータの
回転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータトルクに対するδ軸電流の関係を求め、該
関係から導出された式である。
【００２１】
　上記インバータ装置は、前記電流検出手段によって検出された直流電流から３相交流電
流を算出し、該３相交流電流からγ軸電流を算出する第４電流算出手段と、算出した前記
３相交流電流からδ軸電流を算出する第２電流算出手段とを有し、過変調制御が実行され
ている期間は、前記第１電流算出手段によりγ軸電流を算出するとともに前記第３電流算
出手段により前記δ軸電流を算出し、前記過変調制御が行われていない期間においては、
前記第４電流算出手段によりγ軸電流を算出するとともに前記第２電流算出手段によりδ
軸電流を算出することとしてもよい。
【００２２】
　上記インバータ装置においては、過変調制御実行中において、電気角１周期の中にデュ
ーティ比が１００％及び０％以外となる第１期間である場合に、前記第４電流算出手段に
よりγ軸電流を算出するとともに、前記第２電流算出手段によりδ軸電流を算出し、前記
第１期間以外の期間においては、前記第１の電流算出手段によりγ軸電流を算出し、前記
第３電流算出手段によりδ軸電流を算出することとしてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、過変調制御が実行されている全ての期間において、１つの電流センサ
による電流検出により、安定したインバータ制御を実現することができるという効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るインバータ装置の概略構成を示した図である。
【図２】図１に示したインバータ制御装置が備える機能を展開して示した機能ブロック図
である。
【図３】線間電圧指令実効値及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータ
トルクに対する平均直流電流とγ軸電流及びδ軸電流の関係を示した図である。
【図４】線間電圧指令実効値及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータ
トルクに対する平均直流電流とγ軸電流及びδ軸電流の関係を示した図である。
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【図５】線間電圧指令実効値及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータ
トルクに対する平均直流電流とγ軸電流及びδ軸電流の関係を示した図である。
【図６】図３から図５に示した関係から得られたδ軸電流の平均値と線間電圧指令実効値
／モータの回転軸速度との関係を示した図である。
【図７】過変調制御の際のＵ相、Ｖ相、Ｗ相の負側スイッチのＰＷＭ信号の一例を示した
図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るインバータ装置の概略構成を示したブロック図であ
る。
【図９】第１期間について説明するための図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係るインバータ装置の概略構成を示したブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明に係るインバータ装置を車載の空気調和機に使用される圧縮機モータに
適用した場合の一実施形態について、図面を参照して説明する。なお、本発明に係るイン
バータ装置は、以下に説明する圧縮機モータのみに適用されるものではなく、モータ全般
に広く適用することができる。
【００２６】
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態に係るインバータ装置の概略構成を示した図である。図
１に示されるように、インバータ装置１は、直流電源５から直流母線Ｌを介して入力され
る直流電圧ＶＤＣを三相交流電圧に変換して圧縮機モータ４に出力するインバータ２と、
インバータ２を制御するインバータ制御装置３とを備えている。
【００２７】
　インバータ２は、各相に対応して設けられた上側アームのスイッチング素子Ｓ１ｕ、Ｓ

１ｖ、Ｓ１ｗと下側アームのスイッチング素子Ｓ２ｕ、Ｓ２ｖ、Ｓ２ｗとを備えており、
これらのスイッチング素子がインバータ制御装置３により制御されることにより、圧縮機
モータ４に供給される３相交流電圧が生成される。
【００２８】
　また、インバータ装置１は、直流母線Ｌに流れる直流電流ｉｓｈを検出するための電流
センサ（電流検出手段）６及びインバータ２の入力直流電圧ＶＤＣを検出する電圧センサ
８を備えている。
　電流センサ６により検出された直流電流ｉｓｈ及び電圧センサ８により検出された直流
電圧ＶＤＣはインバータ制御装置３に入力される。ここで、電流センサ６の一例としては
、シャント抵抗が挙げられる。なお、図１では、電流センサ６を直流電源５の負極側に設
けているが、正極側に設けることとしてもよい。
【００２９】
　インバータ制御装置３は、例えば、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）であり、以下に
記載する各処理を実行するためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記
録媒体を有しており、ＣＰＵがこの記録媒体に記録されたプログラムをＲＡＭ等の主記憶
装置に読み出して実行することにより、以下の各処理が実現される。コンピュータ読み取
り可能な記録媒体としては、例えば、磁気ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等が
挙げられる。
【００３０】
　インバータ制御装置３は、圧縮機モータ４の回転速度が上位の制御装置（図示略）から
与えられるモータ速度指令に一致させるようなＰＷＭ信号ＳＰＷＭを相毎に生成し、これ
らをインバータ２の各相に対応するスイッチング素子に与えることでインバータ３を制御
し、所望の３相交流電圧を圧縮機モータ４に供給する。
【００３１】
　図２は、インバータ制御装置３が備える機能を展開して示した機能ブロック図である。
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　図２に示すように、インバータ制御装置３は、電流算出部１１、Ｖ／ｆ制御部１２、お
よびＰＷＭ信号生成部１３を備えている。
【００３２】
　電流算出部１１は、平均電流算出部１１１と、γ軸電流算出部（第１電流算出手段）１
１２と、δ軸電流算出部（第３電流算出手段）１１３とを備えている。
　平均電流算出部１１１は、電流センサ６により検出された直流電流ｉｓｈを所定のサン
プリング周期で平均化して平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅを算出する。平均電流算出部１１
１は、例えば、いずれかの相電流の電気角６０°周期で直流電流ｉｓｈを平均化し、平均
直流電流ｉｓｈ_ａｖｅを得る。なお、直流電流ｉｓｈの平均化は、必ずしも必要ではな
く、モータ駆動時において速度変動や振動が問題にならないような程度であれば、平均化
は省略してもよい。この場合には、後述のγ軸電流の算出においては、平均直流電流ｉｓ

ｈ_ａｖｅに代えて直流電流ｓｈを用いてγ軸電流ｉγの算出が行われる。
【００３３】
　γ軸電流算出部１１２は、平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅをパラメータとして含むγ軸電
流演算式を予め保有しており、このγ軸電流演算式に平均電流算出部１１１によって算出
された平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅを代入することにより、γ軸電流ｉγを算出する。
【００３４】
　δ軸電流算出部１１３は、後述するＶ／ｆ制御部１２で用いられる電源周波数指令ω１
＊および２相電圧指令ｖγ

＊，ｖδ
＊から定められる線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓをパラ

メータとして含むδ軸電流演算式を予め保有しており、このδ軸電流演算式に、Ｖ／ｆ制
御部１２で算出された電源周波数指令ω１

＊および２相電圧指令ｖγ
＊，ｖδ

＊から定め
られる線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓを用いてδ軸電流ｉδを算出する。
　上記線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓは、以下の式で算出される。
【００３５】
　Ｖｒｍｓ＝√（ｖδ

＊２+ｖγ
＊２)

【００３６】
　ここで、γ軸電流及びδ軸電流とは、モータの回転子位置の界磁方向をｄ軸、ｄ軸と直
交する方向にｑ軸を定めたｄ－ｑ座標系に対応する、回転子位置の検出または推定を行わ
ずにモータを駆動する為に定めるインバータ軸（γ軸、δ軸）であるδ－γ座標系を用い
て定められる各軸電流である。
　なお、δ軸電流ｉδの算出においては、線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓに代えて、実際の
線間電圧の実効値（計測値）を用いることとしてもよい。また、上記例では、２相電圧指
令ｖγ

＊，ｖδ
＊から線間電圧指令実効値を算出することとしたが、３相電圧指令から線

間電圧指令実効値を算出することとしてもよい。
　また、γ軸電流算出部１１２が保有するγ軸電流演算式及びδ軸電流算出部１１３が保
有するδ軸電流演算式の詳細については、後述する。
【００３７】
　Ｖ／ｆ制御部１２は、速度・位置指令生成部１２１、電圧指令生成部１２２、２相／３
相変換部１２３を備えている。
【００３８】
　速度・位置指令生成部１２１は、圧縮機モータ４の回転軸速度指令ωｍ

＊とγ軸電流算
出部１１２により算出されたγ軸電流ｉγとを用いて、電源周波数指令（圧縮機モータ４
に供給する３相交流電圧の角周波数指令）ω１

＊を算出する。
【００３９】
　電源周波数指令ω１

＊は、例えば、以下の（１）式を用いて算出される。
【００４０】
　ω１

＊＝ｎωｍ
＊－Ｋωｉγ　　　（１）

【００４１】
　（１）式において、ｎは極対数、ωｍ

＊はモータの回転軸速度指令、Ｋωは周波数制御
ゲインであり正の定数である。
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　（１）式によれば、γ軸電流ｉγが増加した場合、すなわち、モータ負荷が増加した場
合には、電源周波数指令ω１

＊を減少させ、一方、γ軸電流ｉγが減少した場合、すなわ
ち、モータ負荷が減少した場合には、電源周波数指令ω１

＊を増加させる。このように制
御することで、モータ負荷が増加した場合には、電源周波数指令ω１

＊を減少させること
によって失速を防止し、モータ負荷が減少した時には、電源周波数指令ω１

＊を増加させ
ることによってモータの加速を抑制することが可能となる。
【００４２】
　更に、速度・位置指令生成部１２１は、電源周波数指令ω１

＊を積分することにより、
ロータの位置指令θ＊を算出する。ロータの位置指令θ＊の算出式は、以下の（２）式で
与えられる。
【００４３】
　θ＊＝∫ω１

＊ｄｔ　　　（２）
【００４４】
　電圧指令生成部１２２は、以下の（３）式からγ軸電圧指令ｖγ

＊を、以下の（４）式
からδ軸電圧指令ｖδ

＊を算出する。
【００４５】
　ｖγ

＊＝Λδ
＊ω１

＊＋Ｖｏｆｓγ　　　（３）
　ｖδ

＊＝－Ｋδｉδ　　　（４）
【００４６】
　（３）式において、Λδ

＊は圧縮機モータ５の誘起電圧係数（逆起電圧係数）、Ｖｏｆ

ｓγはオフセット電圧であり、以下の（５）式で与えられる。また、（４）式において、
Ｋδはδ軸電流制御ゲインであり正の定数である。
【００４７】
　Ｖｏｆｓγ＝－Ｋｄ∫ｉδｄｔ　　　（５）
【００４８】
　上記（５）式において、Ｋｄは電圧調整ゲインであり、正の定数である。
【００４９】
　２相／３相変換部１２３は、ロータの位置指令θ＊を用いて、電圧指令生成部１２２に
おいて算出されたγ軸電圧指令ｖγ

＊及びδ軸電圧指令ｖδ
＊から３相電圧指令ｖｕ

＊、
ｖｖ

＊、ｖｗ
＊を算出する。

【００５０】
　ＰＷＭ信号生成部１３は、Ｖ／ｆ制御部１２で算出された３相電圧指令ｖｕ

＊、ｖｖ
＊

、ｖｗ
＊を用いて、各相に対応するＰＷＭ信号ＳＰＷＭを生成する。また、ＰＷＭ信号Ｓ

ＰＷＭの生成には、インバータ３に入力される入力直流電圧ＶＤＣが用いられる。
【００５１】
　次に、本発明の主たる特徴の一つである電流算出部１１で用いられるγ軸電流演算式お
よびδ軸電流演算式について詳しく説明する。
【００５２】
　発明者らは、シミュレーションを行うことにより、線間電圧指令実効値及びモータの回
転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータトルクに対する平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅ

とγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの関係を求めた。
　図３から図５にシミュレーション結果を示す。図３から図５に示されたグラフにおいて
、縦軸は電流であり、横軸はモータトルクである。図３はモータの回転軸速度が低速度の
とき、例えば、回転軸速度を最大の回転軸速度に対して７０％以上８０％未満に設定した
ときのシミュレーション結果、図４はモータの回転軸速度が中速度、例えば、回転軸速度
を最大の回転軸速度に対して８０％以上９０％未満に設定したときのシミュレーション結
果、図５はモータの回転軸速度が高速度のとき、例えば、回転時速度を最大の回転軸速度
に対して９０％以上１００％以下に設定した時のシミュレーション結果を示している。ま
た、図３から図５において、線間電圧指令実効値は、図３（ａ）から図５（ｃ）の順で、
徐々に高くなっている。また、各特性は、モータトルクによっては過変調制御になるよう
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な線間電圧指令実効値及びモータの回転軸速度を対象として求められたものである。
【００５３】
　図３から図５に示されるように、γ軸電流ｉγと平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅとは比例
関係にあり、γ軸電流ｉγは平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅの一次関数で表わされることが
わかった。
　また、比例係数（γ軸電流換算係数Ｋγ）は、回転速度や線間電圧指令実効値によらず
、一定値で表現できることも分かった。シミュレーション結果から導出されたγ軸電流演
算式を（６）式に示す。
【００５４】
　ｉγ＝Ｋγ×ｉｓｈ_ａｖｅ　　　（６）
【００５５】
　上記（６）式において、Ｋγはγ軸電流換算係数であり、図３から図５に示したシミュ
レーション結果から導出される値である。
【００５６】
　上記γ軸電流ｉγに対し、δ軸電流ｉδはモータトルクに対してほぼ一定であり、また
、δ軸電流ｉδは、線間電圧指令実効値とモータの回転軸速度によって変化することが分
かった。そこで、発明者らは、線間電圧指令実効値をモータの回転軸速度で除算した値を
横軸とし、δ軸電流ｉδの平均値を縦軸とした座標空間に、図３から図５に示された各グ
ラフのδ軸電流の平均値をプロットし、図６に示すような回転速度（最大軸速度に対する
７０％、８５％、１００％）毎の特性を得た。図６からδ軸電流ｉδの平均値は、線間電
圧指令実効値をモータの回転軸速度で除した値の一次関数とおくことができることが分か
った。シミュレーション結果から導出されたδ軸電流演算式を（７）式に示す。
【００５７】
　ｉδ＝Ｋδ（Ｖｒｍｓ／ω１

＊）＋ｉδｏｆｓ　　　（７）
【００５８】
　（７）式において、Ｋδはδ軸電流換算係数、Ｖｒｍｓは線間電圧指令実効値、ω１

＊

は電源周波数指令、ｉδｏｆｓはδ軸電流オフセットである。ここで、δ軸電流換算係数
Ｋδ及びδ軸電流オフセットｉδｏｆｓは、図６に示した特性から導出される値である。
また、図６はモータの回転軸速度を用いているが、（７）式ではモータの回転軸速度に代
えて電源周波数指令を用いることとした。これは、電源周波数指令はモータの回転軸速度
とほぼ一致しており、代用しても演算式が成立すること、及び、上述のようにモータ制御
装置３では電源周波数指令ω１

＊をＶ／ｆ制御において利用していることから、Ｖ／ｆ制
御で算出した電源周波数指令ω１

＊をそのまま流用することで、δ軸電流を容易に算出す
ることができることを理由としている。
【００５９】
　次に、本実施形態に係るインバータ制御装置３の作用について説明する。
　まず、電流センサ６及び電圧センサ８によって検出された直流電流ｉｓｈ及び入力直流
電圧ＶＤＣは、インバータ制御装置３に入力される。インバータ制御装置３の電流算出部
１１の平均電流算出部１１１は、直流電流ｉｓｈを所定のサンプリング周期で平均化し、
平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅをγ軸電流算出部１１２及びδ軸電流算出部１１３に出力す
る。
【００６０】
　γ軸電流算出部１１２は、上記（６）式を予め保有しており、上記（６）式に平均電流
算出部１１１から入力された平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅを代入することにより、γ軸電
流ｉγを算出する。
　また、δ軸電流算出部１１３は、上記（７）式を予め保有しているとともに、Ｖ／ｆ制
御部１２から最新の電源周波数指令ω１

＊、γ軸電圧指令ｖγ
＊、及びδ軸電圧指令ｖδ

＊が入力される。δ軸電流算出部１１３は、γ軸電圧指令ｖγ
＊及びδ軸電圧指令ｖδ

＊

から線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓを算出し、この線間電圧指令実効値Ｖｒｍｓと入力され
た電源周波数指令ω１

＊とを上記（７）式に代入することにより、δ軸電流ｉδを算出す
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る。
【００６１】
　γ軸電流算出部１１２により算出されたγ軸電流ｉγ及びδ軸電流算出部１１３により
算出されたδ軸電流ｉδは、Ｖ／ｆ制御部１２へ入力され、３相電圧指令の生成に利用さ
れる。
　具体的には、Ｖ／ｆ制御部１２の速度・位置指令生成部１２１において、γ軸電流ｉγ

が上記（１）式に代入されることにより電源周波数指令ω１
＊が算出される。更に、電源

周波数指令が積分されることにより、ロータの位置指令θ＊が算出される。
【００６２】
　続いて、電圧指令生成部１２２において、電源周波数指令ω１

＊とδ軸電流ｉδとが用
いられて、（３）式および（４）式からγ軸電圧指令ｖγ

＊及びδ軸電圧指令ｖδ
＊が算

出される。
【００６３】
　２相／３相変換部１２４では、速度・位置指令生成部１２１において算出されたロータ
の位置指令θ＊が用いられて、電圧指令生成部１２２において算出されたγ軸電圧指令ｖ

γ
＊及びδ軸電圧指令ｖδ

＊が３相電圧指令ｖｕ
＊、ｖｖ

＊、ｖｗ
＊に変換される。

【００６４】
　Ｖ／ｆ制御部１２において算出された３相電圧指令ｖｕ

＊、ｖｖ
＊、ｖｗ

＊は、ＰＷＭ
信号生成部１３に入力され、インバータ２に入力される入力直流電圧ＶＤＣの値とともに
、各相に対応するＰＷＭ信号ＳＰＷＭの生成に利用される。ＰＷＭ信号生成部１３により
生成された各相のＰＷＭ信号は、インバータ２に与えられ、このＰＷＭ信号に基づいてイ
ンバータ２の各相に対応する上側アーム及び下側アームのスイッチング素子がオンオフ制
御される。
【００６５】
　以上説明したように、本実施形態に係るインバータ装置１によれば、線間電圧指令実効
値及びモータの回転軸速度をそれぞれ変化させたときのモータトルクに対する平均直流電
流、γ軸電流、及びδ軸電流の関係をそれぞれ求め、該関係からγ軸電流ｉγおよびδ軸
電流ｉδを算出するための演算式をそれぞれ定め、この演算式を用いてγ軸電流ｉγおよ
びδ軸電流ｉδを算出するので、図７に示すように、１制御周期以上の期間に渡って一相
（図７ではＷ相）のスイッチング素子のみがオン状態とされ、他の２相に対応するスイッ
チング素子がオフ状態とされるような過変調制御が実行されている場合でも、１つの電流
センサ６によって検出される直流電流ｉｓｈに基づいて、γ軸電流ｉγおよびδ軸電流ｉ

δを得ることが可能となる。
【００６６】
　更に、本実施形態に係るインバータ装置１によれば、平均直流電流ｉｓｈ_ａｖｅから
γ軸電流ｉγを算出するとともに、Ｖ／ｆ制御に用いられるパラメータを使用してδ軸電
流ｉδを算出することから、例えば、特許文献３などに述べられているインバータ出力電
流ｉｕ，ｉｖ，ｉｗを算出するステップを省略することができる。これにより、インバー
タ制御装置３における処理負担を軽減することができる。この結果、インバータ制御装置
３における処理に余裕ができることから、例えば、制御周期の短縮化や、キャリア周波数
の高周波化を実現することが可能となる。
【００６７】
　なお、本実施形態において、Ｖ／ｆ制御部１２の構成は一例であり、上述した構成のほ
か、公知のＶ／ｆ制御の構成、例えば、特許文献１に開示されているようなＶ／ｆ制御の
構成を採用することが可能である。
【００６８】
　また、更に、上記インバータ制御装置３は、Ｖ／ｆ制御部１２のほか、センサレスベク
トル制御、オープンループ制御、等幅ＰＷＭ制御等の他の制御方法を使用してインバータ
を制御する１または２以上の制御部を備えていてもよい。例えば、圧縮機モータ４の速度
指令に応じて、オープンループ制御、等幅ＰＷＭ制御、センサレスベクトル制御、Ｖ／ｆ
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制御のうちから一の制御方法を選択し、その制御方法に従ってインバータ２を制御するよ
うにしてもよい。この場合においては、Ｖ／ｆ制御を行っている期間についてのみ、上述
した電流算出部１１によるγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの算出を行い、算出されたγ軸
電流ｉγ及びδ軸電流ｉδに基づくＶ／ｆ制御を行うこととしてもよい。
【００６９】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態に係るインバータ装置について説明する。上述した第１実
施形態に係るインバータ装置１においては、過変調制御が行われているか否かにかかわら
ず、Ｖ／ｆ制御部１２によるＶ／ｆ制御が実施されている期間は、電流算出部１１により
γ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの算出を行い、算出されたγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδ

をＶ／ｆ制御に用いることとしていたが、本実施形態に係るインバータ装置は、Ｖ／ｆ制
御において過変調制御が行われている期間にのみ、電流算出部１１によるγ軸電流ｉγ及
びδ軸電流ｉδの算出を行い、過変調制御が行われていない期間においては他の軸電流算
出手法を用いてγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの算出を行う。
【００７０】
　例えば、図８に示すように、本実施形態に係るインバータ装置１ａは、電流算出部１１
の他に、特許文献３に開示されている方法、すなわち、直流電流ｉｓｈから三相電流ｉｕ

，ｉｖ，ｉｗを算出し、算出した三相電流ｉｕ，ｉｖ，ｉｗからγ軸電流ｉγ及びδ軸電
流ｉγを算出する電流算出部（第３電流算出手段、第４電流算出手段）２０を備えている
。
　具体的には、電流算出部２０は、相電流算出部２１と３相／２相変換部２２とを備えて
いる。
　このようなインバータ装置１ａにおいて、過変調制御が行われている場合には電流算出
部１１を用いてγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδを算出し、過変調制御が行われていない場
合には電流算出部２０を用いてγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδを算出する。
　ここで、過変調制御が行われているか否かの判定は、例えば、電圧利用率に基づいて行
うこととしてもよい。電圧利用率は以下の（８）式で与えられる。
【００７１】
　電圧利用率＝線間電圧指令実効値／（直流電圧／√２）　　　　（８）
【００７２】
　この場合、電圧利用率が予め設定された所定の値（例えば、１）以上の場合に、過変調
制御が行われていると判断して電流算出部１１を採用し、電圧利用率が所定の値未満の場
合には過変調制御が行われていないと判断して電流算出部２０を採用する。
【００７３】
　また、上記電圧利用率による判定のほか、例えば、１制御周期以上の期間に渡って、１
相または２相に対応する負側スイッチング素子のみがオンとされ、残りの相に対応する負
側スイッチング素子がオフとされている場合においては電流算出部１１を採用し、それ以
外の場合においては電流算出部２０を採用することとしてもよい。１相または２相に対応
する負側スイッチング素子のみがオンとされ、残りの相に対応する負側スイッチング素子
がオフとされているかについては、例えば、Ｖ／ｆ制御部１２によって算出された３相電
圧指令ｖｕ

＊、ｖｖ
＊、ｖｗ

＊のいずれかの相がキャリア三角波振幅の最大値を超えてい
るか否かによって判定することが可能である。
【００７４】
　また、過変調制御の実行中であっても、例えば、図９の第１期間Ｔａにおいては、電流
算出部２０を採用してγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδを算出することとし、第１期間Ｔａ
以外の領域においては、電流算出部１１を採用してγ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδを算出
することとしてもよい。ここで、第１期間Ｔａとは、インバータ制御装置（例えば、ＣＰ
Ｕ）が電流値を検出するのに必要な時間を確保することができるデューティ比の上限Ａ以
下であり、かつ、インバータ制御装置が電流値を検出するのに必要な時間を確保すること
ができるデューティ比の下限Ｂ以上の期間をいう。
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　このように、電気角１周期の中で、電流算出部１１と電流算出部２０との切替を行うこ
とにより、急激な負荷トルク変動が発生した場合でも、電流値と電流位相の変化に素早く
追従することができ、安定した制御を実現することが可能となる。
【００７５】
　また、上記電流算出部１１と電流算出部２０との切り替えは、γ軸電流についてのみ、
又は、δ軸電流についてのみ行うこととしてもよい。例えば、γ軸電流ｉγについては、
電流算出部の切り替えを行わずに、常に、電流算出部１１のγ軸電流算出部１１２を用い
て行うこととしてもよい。例えば、γ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの両方について、一度
に算出方法を切り替えてしまうと、切替の前後で算出値に変動が生じるおそれがある。し
たがって、γ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδのいずれか一方については、常に同じ手法で算
出するようにすることで、算出手法の切替に伴う算出値の変動を抑制することが可能とな
る。
【００７６】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明の第３実施形態に係るインバータ装置について説明する。本実施形態に係
るインバータ装置は、図１０に示すように、上述した電流算出部１１（図２参照）におけ
るγ軸電流算出部（第１電流算出手段）１１２と、電流算出部２０におけるδ軸電流算出
機能（第２電流算出手段）とを有しており、γ軸電流算出部１１２により算出されたγ軸
電流と、電流算出部２０により算出されたδ軸電流とが、Ｖ／ｆ制御部１２に出力される
。
　本実施形態に係るインバータ装置においては、過変調制御の実行中において、図９に示
す第１期間Ｔａについては、γ軸電流算出部１１２により算出されたγ軸電流と、電流算
出部２０により算出されたδ軸電流とが、Ｖ／ｆ制御部１２に出力される。
　また、第１期間Ｔａ以外の期間においては、電流算出部２０はδ軸電流の算出処理を停
止し、直前の第１期間Ｔａで算出されたδ軸電流ｉδを保持し、この値をδ軸電流ｉδと
して出力する。なお、この場合もγ軸電流に関しては、引き続きγ軸電流算出部１１２に
よるγ軸電流の算出が行われる。
【００７７】
　このように、第１期間Ｔａ以外の期間の場合には、第１期間Ｔａにおいて算出された最
後のδ軸電流ｉδの値が電流算出部２０により保持され、この値を用いてＶ／ｆ制御部１
２により上述した（３）式－（５）式の計算が実行されてγ軸電圧指令ｖγ

＊及びδ軸電
圧指令ｖδ

＊が算出される。
【００７８】
　このように、電流算出部２０によってδ軸電流ｉδの検出ができない可能性のある第１
期間Ｔａ以外の期間においては、電流算出部２０によるδ軸電流ｉδの算出処理を停止す
ることで、インバータ制御装置の処理負担の軽減や消費電力の低減を図ることが可能とな
る。
　なお、本実施形態では、δ軸電流の算出手段として電流算出部２０を採用したが、これ
に代えて、図１に示したδ軸電流算出部１１３を採用することとしてもよい。この場合も
、第１期間Ｔａ以外の期間においてδ軸電流ｉδの算出処理を停止することで、処理負担
の軽減、消費出力の低減を図ることができる。
【００７９】
〔第４実施形態〕
　次に、本発明の第４実施形態に係るインバータ装置について説明する。上述した第３実
施形態では、過変調制御実行中における第１期間Ｔａ以外の期間において、δ軸電流とし
て前回値を用いていたが、本実施形態では、上記第１期間Ｔａ以外において、電流算出部
２０におけるδ軸電流の算出処理を停止するとともに、Ｖ／ｆ制御部１２における、（４
）式及び（５）式の算出処理を停止する。
　具体的には、Ｖ／ｆ制御部１２は、δ軸電圧指令ｖδ

＊として予め設定された一定値を
採用し、また、（５）式については算出処理を行わずに、（３）式におけるＶｏｆｓγの
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値を一定として取り扱う。
　このように、第１期間Ｔａ以外の場合には、δ軸電流の算出処理を停止するとともに、
Ｖ／ｆ制御部１２における（４）式及び（５）式の算出処理も停止することから、演算処
理を簡素化することができ、電流算出部１１およびＶ／ｆ制御部１２の処理負担を軽減さ
せることが可能となる。
　なお、上記の態様に代えて、δ軸電圧指令ｖδ

＊については、過変調制御の実行期間を
通して、（４）式を用いた算出処理を停止し、予め設定された一定値を採用することとし
てもよい。
【符号の説明】
【００８０】
１　インバータ装置
２　インバータ
３　インバータ制御装置
４　圧縮機モータ
５　直流電源
６　電流センサ
８　電圧センサ
１１　電流算出部
１２　Ｖ／ｆ制御部
１３　ＰＷＭ信号生成部
２０　電流算出部
１１１　平均電流算出部
１１２　γ軸電流算出部
１１３　δ軸電流算出部
１２１　速度・位置指令生成部
１２２　電圧指令生成部
１２３　２相／３相変換部
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