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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期電動機と、
　前記同期電動機と接続し複数のスイッチング素子により構成される電力変換器と、
　前記電力変換器に対し電圧指令を出力して前記同期電動機を制御する制御器と、
　前記同期電動機の三相巻線のうち、それぞれの二相間に正および負のパルス電圧をそれ
ぞれ印加したときの、開放相の誘起電圧を検出する電圧検出部と、
　前記二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の電圧
と、負の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の誘起電圧との差
である誘起電圧差を算出する誘起電圧差算出部と、
　前記二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の電圧
と、負の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の誘起電圧との和
である誘起電圧和を算出する誘起電圧和算出部と、
　前記誘起電圧差に基づき回転子の位置の範囲を推定し、前記誘起電圧和に基づき前記回
転子の極性判別を行うことにより、前記回転子の位置を判定する回転子位置判定部とを備
えることを特徴とする同期電動機の駆動システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の同期電動機の駆動システムにおいて、
　前記回転子位置判定部は、前記誘起電圧和に加えて更に前記誘起電圧差に基づき前記回
転子の極性判別を行うことを特徴とする同期電動機の駆動システム。
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【請求項３】
　同期電動機と、
　前記同期電動機と接続し複数のスイッチング素子により構成される電力変換器と、
　前記電力変換器に対し電圧指令を出力して前記同期電動機を制御する制御器と、
　前記同期電動機の三相巻線のうち、それぞれの二相間に正および負のパルス電圧をそれ
ぞれ印加したときの、開放相の誘起電圧を検出する電圧検出部と、
　前記二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の電圧
と、負の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の誘起電圧との差
である誘起電圧差を算出する誘起電圧差算出部と、
　前記電力変換器に供給される直流電力の電流値を検出する電流検出部と、
　前記誘起電圧差に基づき回転子の位置の範囲を推定し、前記直流電力の電流値に基づき
前記回転子の極性判別を行うことにより、前記回転子の位置を判定する回転子位置判定部
とを備えることを特徴とする同期電動機の駆動システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の同期電動機の駆動システムにおいて、
　前記正および負の電圧パルスをそれぞれ印加したときに発生した開放相の誘起電圧をそ
れぞれ検出すると同時に、前記電力変換器に供給される前記直流電力の電流値を検出する
ことを特徴とする同期電動機の駆動システム。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の同期電動機の駆動システムにおいて
、
　前記正および負の電圧パルスをそれぞれ印加して開放相の誘起電圧を検出する際に、正
の電圧パルスと負の電圧パルスが交互に繰り返される電圧パルスを前記同期電動機の三相
巻線の二相間に印加して、開放相の誘起電圧を検出することを特徴とする同期電動機の駆
動システム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の同期電動機の駆動システムにおいて
、
　前記正または負のパルス電圧のパルスの幅は、少なくとも２μsから２０μsの幅である
ことを特徴とする同期電動機の駆動システム。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の同期電動機の駆動システムにおいて
、
　前記同期電動機と、前記電力変換器と、前記制御器とが一体化され、前記電力変換器と
前記制御器の電源線、ならびに制御器への信号線を外部に引き出す構成とすることを特徴
とする同期電動機の駆動システム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の同期電動機の駆動システムを含み、
前記同期電動機の負荷として、水ポンプ、もしくは油圧ポンプを駆動することを特徴とす
る同期電動機を用いたポンプ駆動システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同期電動機の駆動システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
自動車・産業・家電などのモータ駆動システムでは、小形・高効率の永久磁石モータ（同
期電動機）が幅広く用いられており、例えば、トルクアシスト機器、位置決め制御、なら
びにファン、ポンプ、圧縮機等に用いらている。
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　永久磁石モータ（以下、ＰＭモータと略）を駆動するには、ＰＭモータの回転子位置の
情報が必要であり、そのための位置センサが必須となる。近年では、この位置センサを取
り除き、ＰＭモータの回転数やトルク制御を行う「センサレス制御」が広く普及している
。
【０００３】
　センサレス制御の実用化によって、位置センサにかかる費用（センサそのもののコスト
やセンサの配線にかかるコストなど）が削減でき、また，センサが不要となる分、システ
ムの小形化や劣悪な環境での使用が可能となるため、大きなメリットがある。現在、ＰＭ
モータのセンサレス制御は、回転子が回転することによって発生する誘起電圧（速度起電
圧）を直接検出し、回転子の位置情報としてＰＭモータの駆動を行う方式や、対象となる
モータの数式モデルから、回転子位置を推定演算する位置推定技術などが採用されている
。
【０００４】
　これらのセンサレス制御方式の大きな課題は、停止状態（零速）を含めた低速運転時の
位置検出方法である。現在、実用化されている大半のセンサレス制御は、ＰＭモータの発
生する速度起電圧に基づくものであるため、誘起電圧の小さい停止・低速域では感度が低
下してしまい、位置情報がノイズに埋もれてしまう。
【０００５】
　この問題を解決する従来方式として、特許文献１には、ＰＭモータの１２０度通電制御
をベースにした停止・低速域における位置センサレス制御方式において、開放相に生じる
誘起電圧に基づいて通電相を切り替える制御方式が開示されている。この誘起電圧は、Ｐ
Ｍモータ内部の磁気回路が変化して生じる誘起電圧であり、従来の回転速度に起因した速
度起電圧を利用する方式とは異なる原理によるものである。よって、停止・低速域におい
てもセンサレス制御が実現できる。
【０００６】
　また、特許文献２では、特許文献１記載の手法同様のＰＭモータの１２０度通電制御を
ベースにした停止時における位置センサレス制御方式を用いた回転子位置推定技術が開示
されている。この特許文献２においては、ＰＭモータが停止状態において、三相巻線の相
間に６通りの電圧パルスを印加し（三相の相間に対し、それぞれに正，負のパルスを印加
する）、その際に開放相に発生した６個の誘起電圧値に基づいて、回転子の初期位置を推
定している。この手法により、回転子の初期位置が短時間で推定できるため、モータを逆
回転させることなく、しかも短時間でのセンサレス駆動が実現されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１８９１７６号公報
【特許文献２】特開２００１－２７５３８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来技術では、例えば特許文献１の発明では、ＰＭモータが停止状
態における初期位置推定に関する記載がない。初期位置が不明なまま起動すると、回転子
が逆転してしまうという問題がある。
　一方、特許文献２の発明では、原理的には回転子の初期位置を推定するものであるが、
その推定精度に問題が生じる場合がある。初期位置推定に用いる開放相誘起電圧は、モー
タの磁気回路特性に依存しているため、モータによっては極めて感度の低い特性を示す場
合がある。具体的には、三相巻線の線間へ正パルス、ならびに負パルスを印加した際に発
生したそれぞれの開放相誘起電圧を合成（和）し、それら三相分の値の大小関係を比較し
て、回転子の初期位置を推定する。モータの特性によっては、この開放相誘起電圧を合成
（和）した値が小さく、回転子位置の十分な推定精度（分解能）が得られず、初期位置推
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定に失敗する場合が生じる。この結果、条件によってはモータを起動することができない
、あるいは逆転方向に回転してしまうなどの問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）上記課題を解決するための請求項１に記載の発明は、同期電動機と、前記同期電動
機と接続し複数のスイッチング素子により構成される電力変換器と、前記電力変換器に対
し電圧指令を出力して前記同期電動機を制御する制御器と、前記同期電動機の三相巻線の
うち、それぞれの二相間に正および負のパルス電圧をそれぞれ印加したときの、開放相の
誘起電圧を検出する電圧検出部と、前記二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧
検出部で検出される開放相の電圧と、負の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検
出される開放相の誘起電圧との差である誘起電圧差を算出する誘起電圧差算出部と、前記
二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の電圧と、負
の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検出される開放相の誘起電圧との和である
誘起電圧和を算出する誘起電圧和算出部と、前記誘起電圧差に基づき回転子の位置の範囲
を推定し、前記誘起電圧和に基づき前記回転子の極性判別を行うことにより、前記回転子
の位置を判定する回転子位置判定部とを備えることを特徴とする同期電動機の駆動システ
ムである。
（２）上記課題を解決するための請求項３に記載の発明は、同期電動機と、前記同期電動
機と接続し複数のスイッチング素子により構成される電力変換器と、前記電力変換器に対
し電圧指令を出力して前記同期電動機を制御する制御器と、前記同期電動機の三相巻線の
うち、それぞれの二相間に正および負のパルス電圧をそれぞれ印加したときの、開放相の
誘起電圧を検出する電圧検出部と、前記二相間に正の電圧パルスを印加した際に前記電圧
検出部で検出される開放相の電圧と、負の電圧パルスを印加した際に前記電圧検出部で検
出される開放相の誘起電圧との差である誘起電圧差を算出する誘起電圧差算出部と、前記
電力変換器に供給される直流電力の電流値を検出する電流検出部と、前記誘起電圧差に基
づき回転子の位置の範囲を推定し、前記直流電力の電流値に基づき前記回転子の極性判別
を行うことにより、前記回転子の位置を判定する回転子位置判定部とを備えることを特徴
とする同期電動機の駆動システムである。
【発明の効果】
【００１０】
上述のように，本発明によれば，停止時の初期位置推定を短時間で、かつ、高精度に行い
、逆転することなく短時間に起動できるＰＭモータの駆動システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るの同期電動機の駆動システムの第１の実施形態の構成を表すブロッ
ク図である。
【図２】図１の同期電動機４の回転子の二相のコイル（Ｖ－Ｗ相）に正または負のパルス
電圧を印加する場合の模式図である。（ａ）は正パルス印加の場合、（ｂ）は負パルス印
加の場合を示す。
【図３】図２（ａ）、（ｂ）で二相のコイル（Ｖ－Ｗ相）に正または負のパルスを印加し
た場合に非通電相コイル（Ｕ相）に誘起される電圧の例を示す図である。横軸でθｄは回
転子の電気角を示す。１は正パルスを印加した場合
【図４】図１に示す本発明に係る第１の実施形態で、１２０度通電制御を行った場合に、
二相のコイルに正または負のパルスを印加した（ＰＷＭ制御）時に非通電相コイルに発生
する誘起電圧の例である。（ａ）はＶ－Ｗ相コイルに正または負のパルスを印加した場合
のＵ相の誘起電圧、（ｂ）はＷ－Ｕ相に正または負のパルスを印加した場合のＶ相の誘起
電圧、（ｃ）はＶ－Ｕ相に正または負のパルスを印加した場合のＷ相の誘起電圧をそれぞ
れ示す。（ｄ）は（ａ）～（ｃ）に示す通電動作を電気角で６つの領域（通電モード）に
分け、それぞれにおいて、各相コイルの通電状態を示している。＋ｓｉｄｅのＵ＋、Ｖ＋
、Ｗ＋はそれぞれスイッチング素子Ｓｕｐ、Ｓｖｐ、Ｓｗｐが導通状態となっていること
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を示し、－ｓｉｄｅのＶ－、Ｗ－、Ｕ－はそれぞれスイッチング素子Ｓｖｎ、Ｓｗｎ、Ｓ
ｕｎが導通状態となっていることを示す。
【図５】図４に示す通電モード３における電圧ベクトル表記の模式図である。
【図６】本発明に係る実施形態１の同期電動機の回転子位置を推定するために用いる各種
電圧波形の模式図である。（ａ）は、図４（ａ）と同等の誘起電圧波形である。（ｂ）は
、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）それぞれに示す正パルス印加時の誘起電圧と負パルス印加
時の誘起電圧の和を示す。（ｃ）は、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）それぞれに示す正パル
ス印加時の誘起電圧と負パルス印加時の誘起電圧の差を示す。
【図７】本発明に係わる実施形態１で、回転子位置の推定に用いる判別表図である。
【図８】本発明に係わる実施形態１の回転子の初期位置推定の方法を説明するための図で
ある。（ａ）は、図６（ｃ）と同等の電圧波形図である。（ｂ）は、図６（ｂ）と同等の
電圧波形図である。（ｃ）は（ａ）の一部（Ａ－４の部分）を拡大した図である。
【図９】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第２の実施形態での回転子の各相コイ
ルに印加するパルス電圧波形の例を示す図である。（ａ）は通電モード１－３で二相のコ
イルに印加するパルス波形を示す。（ｂ）は（ａ）のＶ相のパルス電圧波形Ｖｖｗを拡大
して示したものである。
【図１０】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第３の実施形態での回転子位置を推
定する方法でのインバータの動作とインバータに供給されるＤＣ電圧／電流波形を模式的
に示した図である。（ａ）は、通電モード１でのインバータのスイッチング素子の状態を
示す。（ｂ）は（ａ）の状態でＵ－Ｖ相コイルに正パルスを印加した場合の、インバータ
に供給されるＤＣ電流の電圧波形を示す。（ｃ）は、Ｕ－Ｖ相コイルに流れるコイル電流
波形を（ｂ）に対応して示す。（ｄ）は、インバータに供給されるＤＣ電流の電流波形を
（ｂ）に対応して示す。（ｅ）は、回転子の永久磁石の磁場とコイル電流による磁場の向
きが一致した場合に固定子側で磁気飽和が起こることを示している。
【図１１】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第３の実施形態の動作を説明するた
めの図である。（ａ）は、同期電動機の起動フローチャートを示し、（ｂ）は（ａ）ステ
ップＳ２およびＳ３で用いる電圧波形あるいは電流波形の例を示す。
【図１２】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第３の実施形態の変形例の起動フロ
ーチャートを表す図である。
【図１３】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第４の実施形態の構成を表す図であ
る。
【図１４】本発明に係る同期電動機の駆動システムの第５の実施形態であり、第１乃至４
のいずれかの実施形態の同期電動機の駆動システムを備えた電動油圧ポンプシステムの構
成例を表す図である。
【図１５】図１４に示す電動油圧ポンプシステムの動作の時間経過を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１～１５を参照して本発明を実施するための形態について説明する。各図中に
おいて、共通する符号は同一の部品や構成要素を示す。
　なお、ここでは制御対象となる同期電動機を、ＰＭモータとして説明するが、他の同期
電動機（例えば、回転子に界磁巻線を使用したもの、あるいはリラクタンストルクによっ
て駆動される電動機など）でもほぼ同様の効果を得ることができる。
【００１３】
（第１の実施形態）
　まず、低速域における制御装置の構成、ならびに制御方式について説明する。位置セン
サレス制御による回転子位置推定の技術としては、特許文献１に開示されているように、
１２０度通電制御をベースにした制御方式に基づくものである。
【００１４】
　図１は本発明に係る同期電動機の駆動システムの第１の実施形態の構成を表すブロック
図である。
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　図１に示すように、本実施形態の同期電動機の駆動システム１００は、制御対象となる
ＰＭモータ４と、このＰＭモータ４の印加電圧指令Ｖ＊を発生するＶ＊発生器１と、ＰＭ
モータ４と接続され、複数のスイッチング素子により構成される電力変換器（インバータ
）３と、このインバータ３に対し、電圧指令を出力してＰＭモータ４を制御する制御器２
を有する。この制御器２は、ＰＭモータ４の三相巻線のうち、通電する二相を選択して正
および負パルス電圧をそれぞれ印加し、正および負パルス印加時の開放相（非通電相）の
各誘起電圧に基づいて位相（回転子の磁極位置）、ならびに回転速度を推定する。
【００１５】
　制御器２は、電圧指令Ｖ＊からＰＷＭ信号を生成するＰＷＭ信号生成器５と、三相コイ
ルに電圧を印加するパターンを定義した通電モードを決定する通電モード決定器６と、決
定された通電モードで各相に電圧が印加されるようにゲート信号を切換えるゲート信号切
替器７、モード切替トリガ発生器８と、回転子位置推定部２０と、切替スイッチ５０とを
備えている。
　モード切替トリガ発生器８は、回転電機の通常動作時に、三相巻線の各々の相の電圧と
基準レベルを比較することにより、回転子の位相（磁極位置）や回転速度を推定し、適切
なタイミングで通電モードを切換えるトリガー信号を発生する。
【００１６】
　回転子位置推定部２０は、ＰＭモータ４の起動時に動作してＰＭモータ４の停止状態（
初期状態）での回転子の位置推定を行う。後述するように、この回転子位置推定部２０で
回転子の回転位置の初期状態を推定し、これに基づいて通電モード決定器６は、ＰＭモー
タ４の始動時に、固定子の三相巻線（Ｌｕ、Ｌｖ、Ｌｗ）にインバータ３から駆動電流を
供給する際の通電モードを決定する。切替スイッチ５０は、ＰＭモータ４の始動時に三相
巻線の誘起電圧を回転子位置推定部２０に入力するためのスイッチである。
【００１７】
　インバータ３は、直流電源３１、６個のスイッチング素子Ｓｕｐ～Ｓｗｎで構成される
インバータ主回路部３２、インバータ主回路３を直接駆動する出力プリ・ドライバ３３を
備えている。
【００１８】
（ＰＭモータの通常動作時の制御）
　以下に、従来技術と共通な部分であり、ＰＭモータ４における１２０度通電制御でのセ
ンサレス制御の動作について簡単に説明する。
　Ｖ＊発生器１は、ＰＭモータ４への印加電圧指令Ｖ＊を発生する。この指令Ｖ＊に相当
する電圧を、パルス幅変調（ＰＷＭ）を行って、ＰＭモータ４へ印加するように動作する
。制御器２では、Ｖ＊発生器１の出力に基づき、ＰＷＭ発生器５にて、パルス幅変調され
た１２０度通電波を作成する。通電モード決定器６では、インバータ主回路部３２の６通
りのスイッチングモードを決定するモード指令を順次出力する。
【００１９】
　ゲート信号切替器７では、インバータ主回路部３２の各々のスイッチング素子がどのよ
うな動作でスイッチングするかを、モード指令に基づいて決定し、最終的な６つのゲート
パルス信号を、インバータ３に出力する。通電モード決定器６は、モード切替トリガー発
生器８が発生する信号によって、通電モードを切り替えていく。
【００２０】
　モード切替トリガー発生器８は、ＰＭモータ４の非通電相における誘起電圧の基準とな
る閾値を発生する基準レベル切替器９と、ＰＭモータ４の三相端子電圧の中から、非通電
相をモード指令に基づいて選択する非通電相電位選択器１０と、非通電相電位選択器１０
の出力を比較し、モード切替トリガーを発生する比較器１１を備えている。
【００２１】
　なお、１２０度通電方式では、制御器２は、ＰＭモータ４の三相巻線から２つの相を選
択して電圧を印加し、トルクを発生させる。その２つの相の組み合わせは６通り存在し、
それぞれを通電モード１～６と定義している。
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【００２２】
　図２（ａ）は、Ｖ相からＷ相へ通電しているモード３、同図（ｂ）は反対にＷ相からＶ
相へ通電しているモード６を示すものである。これらに対して、回転子位置の角度を電気
角の一周期分変化させた場合、非通電相に現れる誘起電圧は、図３のとおりとなる。これ
らより、回転子位置によって、Ｕ相の誘起電圧が変化しているのがわかる。
　ここで、この誘起電圧は、速度起電圧ではなく、Ｖ相とＷ相の電機子巻線に鎖交する磁
束の変化率の差異が、Ｕ相にて観測されたものである。よって、停止・低速域であっても
、回転子位置に応じた誘起電圧が観測できる。また、図２（ａ）、（ｂ）に示した電圧パ
ルスは、１２０度通電の通常の動作中に印加される。
【００２３】
　図４は、Ｕ、Ｖ、Ｗ相の誘起電圧Ｅｏｕ、Ｅｏｖ、Ｅｏｗ、インバータ３のゲート信号
Ｇｕｐ、Ｇuｎ、Ｇｕｐ、Ｇｖｎ、Ｇｖｎ、Ｇｖｐ、Ｇｗｎ、ならびに、ＰＭモータ４の
回転子位相角θｄ、通電モード１～６でのＵ、Ｖ、Ｗ相の通電状態を示している。回転子
位相角θｄに応じて、６０度毎に通電する２相が切り替えられている。
　図４において、モード３、ならびにモード６がそれぞれ図２（ａ）、（ｂ）の状態と等
価である。このときのＵ相の誘起電圧は、図３と併せて記入すると、Ｅｏｕ上の太い矢印
のようになる。すなわち、モード３では、マイナス方向に減少し、モード６ではプラス方
向に増加するような誘起電圧が観測される。
【００２４】
　上述した制御装置、ならびに制御方式によって、回転する回転子の位置に応じて、適切
なモータ駆動トルクが得られる。非通電相の誘起電圧は、速度起電圧によるものではなく
、変圧器としての誘起電圧であるため、極低速状態であっても感度よく検出することがで
きる。
【００２５】
　以上が、従来技術と共通な部分の制御装置の構成、ならびに制御方式である。
　以下で、本発明の特徴である「起動失敗を防止して短時間で起動を実現できる初期位置
推定方式」について説明する。
【００２６】
（本発明でのＰＭモータの始動時の制御）
　本発明の特徴は、同期電動機を１２０度通電方式で起動するにあたり、正パルスないし
負パルス印加時に発生した各開放相の誘起電圧値の和、ならびに差に基づいて、同期電動
機の磁極位置を推定し、同期電動機を起動することにある。
【００２７】
　図５に通電モードの電圧ベクトル表記を示す。図５においては、各通電モードにおける
印加電圧が、三相-二相変換（αβ変換）されて、ベクトル空間上に表示されている。Ｕ
相軸をα軸とし、その直交方向をβ軸として、各通電モード１～６を電圧ベクトルＶＭ１
～６で表記している。
　なお、図５では、例としてＶ相とＷ相の線間に正パルスが印加される通電モード３の場
合について説明する。
【００２８】
　通電モード３は、図５に示すように、Ｖ相に通電された正パルスは、Ｗ相に負パルスと
して通電されるため、その時の固定子側での起磁力ベクトルとしては、Ｖ相軸のベクトル
と－Ｗ相軸のベクトルを合成した方向（図５のＶＭ３の方向）となる。一方、通電モード
３に対応する回転子位置は、ＶＭ１（θｄ＝－３０°）からＶＭ２（θｄ＝＋３０°）の
範囲である。すなわち、固定子側のＶＭ３のベクトルと、回転子側の磁石磁束φｐｍとの
ベクトルは、９０度±３０度の範囲となり、正転トルクを発生する。つまり、図５に示す
斜線部分にφｐｍが存在する場合、通電モード３が選択されれば正転トルクが発生するこ
とを意味している。
　このようにして、回転子位置に応じて適切な通電モードを選択することで、回転子が逆
転することなく、また最大トルクによってＰＭモータを起動することができる。しかし、
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最初の通電モードを誤って設定してしまうと、起動失敗や逆転の恐れがあるため、初期位
置推定は重要な技術である。
【００２９】
　図６（ａ）は、正および負パルス印加時にそれぞれ発生したＵ相の誘起電圧の検出値で
ある。Ｕ相が開放となる条件は、モード３とモード６であり、それぞれが正パルス、なら
びに負パルスに相当する。Ｕ相の誘起電圧は、回転子位置の電気角に応じて変化しており
、主に電気角一周期の成分と、その２倍の周波数成分が含まれる特性を示す。図の記載を
省略するが、Ｖ相、Ｗ相においては、このＵ相の波形を±１２０度ずらした波形が得られ
る。
【００３０】
　初期位置推定では、６つの通電モードすべてを順番に印加し、それぞれの誘起電圧を測
定するため、計６個の誘起電圧が取得できる。これらの検出した６つの誘起電圧から、逆
に回転子の初期位置を推定する。なお、この際スイッチ５０（図１参照）を切換えて、三
相巻線の誘起電圧を誘起電圧検出部２１に入力して、以下に説明する処理を行う。
【００３１】
　図６（ｂ）は各モードの誘起電圧の検出値に対して和を施したもの、同図（ｃ）は各モ
ードの誘起電圧の検出値に対して差を施したものである。回転子が、ある初期位置に固定
されているものとし、その状態で６つモードに通電し、それぞれ誘起電圧を取得する。そ
の後、図６に示すように、誘起電圧値の和（Ｕｓｕｍ、Ｖｓｕｍ、Ｗｓｕｍ）、ならびに
差（Ｕｄｉｆ、Ｖｄｉｆ、Ｗｄｉｆ）の処理を施す。誘起電圧の和の演算は、図１に示す
誘起電圧合成部（和）２３で行われ、誘起電圧の差の演算は、誘起電圧合成部（差）２２
で行われる。
【００３２】
　図６（ｂ）は、各相に発生した誘起電圧値の和を示しているが、これらは電気角一周期
に対して、１周期の変化をしていることがわかる。すなわち、図６（ｂ）の特性から、回
転子位置を逆算することが原理上可能である。この原理に基づく従来例として、特許文献
１が挙げられる。
しかし、この図６（ｂ）のような特性が、必ずしも高感度に得られるとは限らない。感度
が低下する要因として、モータそのものの磁気回路特性が関係している。すなわち、ＰＭ
モータによっては、十分な推定精度（分解能）が得られない場合がある。
【００３３】
（本発明での通電モードの推定方法）
　この問題を解決するため、本発明では、図６（ｃ）に示すように、各相の誘起電圧値の
「差」の特性も利用して初期位置推定を行うものとする。図に示すように、誘起電圧値の
差を取ると、誘起電圧値の和を取った場合と比べて検出感度が高くなるので、ノイズによ
る影響を抑制できるようになる。ただし、電気角一周期の成分がキャンセルされ、１／２
周期の成分のみが拡大されるため、回転子位置の推定範囲としては±９０°となる。そこ
で、第一段階として一旦は「差」の情報に基づいて位置推定を行い、第二段階として、「
和」の情報に基づいて、極性の判別（Ｎ極またはＳ極の選択）を実施する。
【００３４】
　次に、図７、８を用いて各ステップでの具体的な処理方法について説明する。
　図７は、各通電モードにおいて検出した６つの誘起電圧値の各相の差（Ｕｄｉｆ、Ｖｄ
ｉｆ、Ｗｄｉｆ）、ならびに和（Ｕｓｕｍ、Ｖｓｕｍ、Ｗｓｕｍ）の値に基づき、それら
の大小比較から、初期位置を求めて、通電すべきモードを判別するための表である。
【００３５】
　図８（ａ）は、各モードにおいて検出された誘起電圧値の差に基づいて大小比較を実施
する際の誘起電圧波形の模式図（図８のＳＴＥＰ１に該当）、同図（ｂ）は各モードにお
いて検出された誘起電圧値の和に基づいて大小比較を実施する際の誘起電圧波形の模式図
（図８のＳＴＥＰ２に該当）、同図（ｃ）は境界判定を行う際に基となる誘起電圧波形の
模式図（図８のＳＴＥＰ３に該当）をそれぞれ示したものである。
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【００３６】
　図７に示すように、［ＳＴＥＰ１］において、「差」の大小関係（最大(ＭＡＸ)、中間
(ＭＩＤ)、最小(ＭＩＮ)）から、回転子位相を±９０度の範囲に追い込んでいる。さらに
［ＳＴＥＰ２］にて、「和」の値から極性判別を実施している。図８（ｂ）、（ｃ）の比
較で分かるように、「和」の値、すなわち図８（ｂ）を用いて極性判別を行う場合は、「
和」の波形振幅が小さいため、位置推定の結果が通電モードの境界付近にある場合は、判
定が精度良く行われない可能性がある。
【００３７】
　このような場合、図８（ｃ）に示すように、「差」の値を用いることにより（［ＳＴＥ
Ｐ３］）、位置推定の結果が通電モードの境界にある場合に、どちらの通電モードに近い
かの判定を容易に行うことができる。
【００３８】
　例えば、図８（ａ）のＳＴＥＰ１において、ＵｄｉｆがＭＡＸ、ＷｄｉｆがＭＩＮ、Ｖ
ｄｉｆがＭＩＤの場合、回転子の磁極位置としてはＡ－２領域（－６０°）、または、Ａ
－１領域（１２０°）が候補として挙げられる。次に、図８（ｂ）に示すＳＴＥＰ２とし
て、ＵｓｕｍとＶｓｕｍの大小比較を実施し、極性判別を行う。ここで、ＵｓｕｍがＶｓ
ｕｍの値よりも大きい場合には、回転子の磁極位置としては１２０°と推定され、図８（
ｃ）に示す境界判定により通電モード５が、一方、ＵｓｕｍがＶｓｕｍの値よりも小さい
場合には、回転子の磁極位置としては－６０°が推定され、図８（ｃ）に示す境界判定に
より通電モード２が選択される。
【００３９】
　ただし、図８（ａ）のＳＴＥＰ１において、ＵｄｉｆがＭＡＸ、ＶｄｉｆがＭＩＮ、Ｗ
ｄｉｆがＭＩＤの場合、図８（ｂ）に示すＳＴＥＰ２として、Ａ－３ないしＡ－４の領域
が候補として挙げられる。仮に、Ａ－４領域とした場合、Ｗｄｉｆの値によっては通電モ
ードが２または３と境界上となるため、極性判別が困難となり、条件によってはトルク不
足となってしまう可能性がある。そのため、図８（ｃ）に示す境界判定によって、Ｗｄｉ
ｆが零より大きい場合、通電モード３を、Ｗｄｉｆが零より小さい場合、通電モード２を
選択して起動を行う。
【００４０】
　なお、上記でＳＴＥＰ３として説明した、Ａ－４領域での通電モードが２あるいは３の
どちらかであるかの境界判定を「和」の値を用いて行う場合は、領域Ａ－４でのＷｓｕｍ
の値（図８（ｂ）参照）を用いて行う。また、領域Ａ－３でＷｓｕｍを用いて同様の判定
を行う場合は、Ｗｓｕｍの波形の変化が上記の説明と逆になるので、図７に示す表の右端
（ＳＴＥＰ３）での、判定条件を“Ｗｓｕｍ＞０”とすると、分類（モード５、６）の順
序が「差」を用いる場合と逆になる。「和」を用いた場合の図７のような表と、これを参
照した説明は省略する。
　ただし、図８（ｂ）から分かるように、「和」の値を用いた場合、この値の振幅が小さ
い場合には、領域がＡ－３かＡ－４かの判定は可能であるが、これらの領域内での境界判
定が精度よく行われない可能性がある。このような場合は「差」の値による判定あるいは
検証を行う。
【００４１】
　以上で説明したように、本発明を用いることにより、「和」あるいは「差」の値を用い
て極性判別を行うことができる。また「和」および「差」の値を用いた極性判別を共に行
うことでさらに確実に極性判別の検証を行うことができる。なお、上記で説明した、通電
モードの推定が図１に示す通電モード推定部（起動時）２４で行われている。
【００４２】
　以上で説明した極性判別の各ＳＴＥＰは、得られた６つの誘起電圧値を用いて後処理に
て実施するものであり、それぞれの処理時間は数μ～数１０μsで実現できる。ただし、
６つの誘起電圧値を得るのに、過渡現象も考慮して、１０数ｍｓ程度必要となる。しかし
ながら、それでも極めて短い時間での起動が可能となる。
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　以上より、本発明の駆動システムを各種同期電動機に適用すれば、停止時の回転子初期
位置を精度よく推定することが可能であり、起動失敗や逆転を防止して短時間に電動機を
起動することができる。
【００４３】
（第２の実施形態）
　図９を参照して、本発明に係る同期電動機の駆動システムの第２の実施形態について説
明する。
　第１の実施形態では、初期位置推定のために６つのモード１～６での開放相の誘起電圧
値が必要であり、これらの誘起電圧値を測定するために、それぞれのモードで電圧パルス
を順番にＰＭモータに印加する必要がある。しかし、６個の誘起電圧値を得るには、過渡
現象まで含めて考えると多くの時間を要するため、効率的とは言えない。本実施形態での
初期位置推定方法によって、さらに短時間で回転子の初期位置を推定することができる。
【００４４】
　図９は、正パルス電圧、負パルス電圧を交互に出力するモード１１～１３の波形である
。ＰＷＭ時のパルス作成方法によって、このような波形を印加することが可能である。こ
の場合、正パルスによる誘起電圧と負パルスによる誘起電圧をほぼ同時に得ることができ
るため、実質的な通電モードは３通りで上記の６個の誘起電圧値を得ることができる。し
たがって、誘起電圧検出のために要する時間を半減できることになる。
【００４５】
　また、図９では、たとえば図９（ｂ）に示すように、正パルス（Ｖ-Ｗパルス）と負パ
ルス（Ｗ-Ｖパルス）が不均等な幅となっているが、初期位置推定時には、平均値が零と
なるように、等しい幅の正負のパルスを交互に印加した方がよい。パルスが正側、あるい
は負側に偏っていると、条件によってはトルクが発生して、回転子位置が動いてしまう可
能性もある。リンギングを考慮すれば、少なくとも２μｓから２０μｓの幅を確保すれば
よい。よって、正負パルスを交互にほぼ同時に印加することで、より正確な誘起電圧値が
得られる。
【００４６】
　以上、本発明による同期電動機の駆動システムの第２の実施形態によれば、停止時の回
転子初期位置をより短時間で精度よく推定することが可能な同期電動機の駆動システムを
提供できる。
【００４７】
（第３の実施形態）
　図１０、図１１を用いて、本発明に係る同期電動機の駆動システムの第３の実施形態に
ついて説明する。
　図１０は、通電する二相の線間電圧波形と、その時の相電流波形およびインバータの保
護抵抗（シャント抵抗）３５に流れる電流を模式的に示した図である。同図（ａ）はＶｕ
ｖ（Ｐ側はＳｕｐ、Ｎ側はＳｖｎがオン状態）時におけるインバータ電流、同図（ｂ）は
Ｖｕｖの線間電圧波形、同図（ｃ）はＩｕの相電流波形、同図（ｄ）はＩＤＣの直流電流
、同図（ｅ）はｄ軸電流に対するｄ軸鎖交磁束の変化を示したものである。なお、ＩＤＣ

は、通電モード推定部（起動時）２４に入力されたシャント抵抗３５に発生する電圧から
算出される（図１参照）。
【００４８】
　第１の実施形態では、ＰＭモータの誘起電圧の検出感度が非常に小さい場合には、誘起
電圧がノイズに埋もれてしまうため、極性判別の際に通電モードの選択が困難となり、起
動に失敗する可能性が僅かながらもあった。
　そこで、本実施形態では、図１１に示す通り、第１の実施形態で説明した誘起電圧値の
和および差に基づいて位置推定を実施し、その後、推定された通電モードにおいて、さら
に電流によって極性判別（Ｎ極またはＳ極の選択）を行い、起動の失敗をさらに低減する
ことができる。
【００４９】
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　図１０に示す通り、線間電圧Ｖｕｖが一定であるにも関わらず、相電流Ｉｕ、ならびに
直流電流ＩＤＣの大きさが変わるのは、磁気飽和のためである。回転子の磁極位置、すな
わちｄ軸に負の電流を印加すると永久磁石の磁束を弱める（減磁）ことになり磁気飽和は
起きない、あるいは影響が小さいが、正の電流を印加すると永久磁石の磁束を強める（増
磁）ことになるため、磁気飽和が起こる、あるいは磁気飽和の影響が大きくなる。すなわ
ち、磁気飽和の影響が大きくなると、インダクタンスが低下し、振幅が等しい線間電圧に
対して、流れる電流が大きくなるという原理である。
　この原理に基づいて、図１１（ａ）のフローチャートに示す通り、第１の実施形態での
誘起電圧値の和、ならびに差の少なくとも一方に基づいて位置推定を実施し（ステップＳ
１２）、その後、推定された通電モードにおいて、電流による極性判別を実施し（ステッ
プＳ１３）、起動の失敗をさらに低減することが可能となる。
【００５０】
　図１１（ｂ）は、図６あるいは図８で説明した通電モード推定と、図１０に示した原理
に基づいて、実際に初期位置推定を行った例であり、直流電流ＩＤＣと通電モードの関係
を示したものである。図のほぼ左側半分が図６あるいは図８で説明した通電モード推定に
対応し、右側半分が図１０に基づく極性判別である。説明のために、図中上部の波形は左
半分が電圧波形であり、右半分は電流波形が示されている。
【００５１】
　図１１（ｂ）において、ステップＳ１２の誘起電圧による位置推定の場合では、第２の
実施形態で説明したように、正および負パルスを交互に印加し（第２の実施形態）、通電
モード１１～１３で通電モード１～６に対応した６つの誘起電圧を得る。次に、得られた
誘起電圧値の和、ならびに差の少なくとも一方に基づいて、回転子の磁極位置を推定し、
推定した磁極位置に基づいて決定した通電モードで三相コイルに通電を行う。図１１（ｂ
）に示す通り、ここでは通電モード１にいると判断されたため、通電モード１とその逆極
性である通電モード４にも通電している。次に、ステップＳ１３の電流による極性判別を
行う場合には、先の通電モード１と通電モード４の直流電流ＩＤＣの大小比較を実施する
。その結果、通電モード１で通電した際の電流値が大きいと判定したため、回転子の磁極
位置は通電モード１にいる、すなわち、θｄ＝－３０°～＋３０°付近にいると判断して
いる。したがって、ＰＭモータを起動するためには、通電モード３で三相コイルに通電し
て最大トルクを発生させればよく、試験結果から通電モード３で起動しているのがわかる
。
【００５２】
　以上、本発明の第３の実施形態を用いて、停止時の回転子初期位置をより短時間で精度
よく推定することが可能な同期電動機の駆動システムを提供できる。
　なお、第３の実施形態では、図１０、１１を参照して説明しており、図１１では図９に
示すような第２の実施形態での電圧パルス印加方法を想定している。この第３の実施形態
は、図４に示すような第１の実施形態での電圧パルス印加方法にも追加して適用すること
ができる。すなわち、第１の実施形態においても、ＰＭモータの誘起電圧の検出感度が非
常に小さいために、図８（ｂ）に示すＳＴＥＰ２での、ＵｓｕｍとＶｓｕｍの大小比較に
よる極性判別の精度が充分でない場合に精度よく回転子磁極位置を推定することができる
。
　あるいは、第１の実施形態で説明した誘起電圧の差と第３の実施形態の直流電流測定の
結果とから、誘起電圧の和を用いずに、回転子磁極位置を推定することが可能である。
【００５３】
（第３の実施形態の変形例）
　次に、図１２を用いて、本発明に係る同期電動機の駆動システムの第３の実施形態の変
形例について説明する。
　第３の実施形態では、第１の実施形態と同様に誘起電圧による位置推定を実施した後、
推定された通電モードにおいて、さらに直流電流ＩＤＣによって極性判別（Ｎ極またはＳ
極の選択）を行うようにした。
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【００５４】
　本変形例では、図１２に示す通り、正負パルス印加時（第１ないし第２の実施形態）に
発生した各開放相の誘起電圧を検出すると同時に、直流電流ＩＤＣを検出する。
　ステップＳ２１で処理が開始される。ステップＳ２２において、たとえば図１１（ｂ）
と同様に、第２の実施形態で説明した正負パルスを交互に通電するモード１１～１３で三
相コイルに通電する。各通電モードにおける開放相の誘起電圧を６つ、直流電流をそれぞ
れ６つ検出して記憶する。ステップＳ２３において、記憶した６つの誘起電圧の和および
差の少なくとも１つにより磁極位置を推定し、推定した磁極位置に基づいて、通電モード
１～６のいずれで三相コイルに通電するかを決定する。そして、決定された通電モードに
おいて検出されて記憶されている直流電流と、そのモードとは逆特性の通電モードにおい
て検出されて記憶されている直流電流との大小比較により極性判別を行う。以上の手順に
より回転電機の正しい起動を短時間で行うことができる。
【００５５】
　これにより、たとえば図１１の例では、図１１（ｂ）のステップＳ１３に示す電流検出
が、既にステップＳ１２の誘起電圧による回転位置推定の動作で、電圧検出と同時に行わ
れるので、測定時間を短縮でき、回転位置推定を短時間で行うとこができる。
　誘起電圧と直流電流を検出した後、各開放相の誘起電圧値に基づいて、同期電動機の磁
極位置を推定し、さらに、電流検出値に基づいて、極性判別を行い、同期電動機が正転す
るように起動を実施する。
【００５６】
　本発明による同期電動機の駆動システムの特徴は、以上に説明した第１乃至第３の実施
形態および変形例から分かるように、三相巻線の二相間に正パルスおよび負パルスをそれ
ぞれ印加し、正パルスあるいは負パルスを印加した時のそれぞれの開放相の誘起電圧の差
から回転子磁極位置（電気角）の候補の推定を行い、さらに、少なくとも誘起電圧の和を
用いて、回転子位置の極性判別を行うことによって、回転子位置の精度のよい検出が行え
ることである。この同期電動機の駆動システムによって、１２０度通電による回転駆動を
行うための電気角６０°毎の６つの通電モードの内、どの通電モードから同期電動機を始
動するかを正確に決定することができる。
　回転子位置の極性判別には、上記の、従来技術で用いられている、三相巻線の二相間に
正パルスおよび負パルスを印加した際の開放相の誘起電圧の和から判定してもよいし（第
１の実施形態）、誘起電圧の差を用いてさらに精度よく判定してもよい（第１の実施形態
）。あるいは正パルスあるいは負パルスを印加した際に流れる直流電流の大小により判定
してもよい（第３の実施形態および変形例）。
　三相巻線の二相間に電気パルスを印加する際の条件は、二相の選択と正・負により６通
り（上記説明でのモード１～６）ある。本発明による同期電動機の駆動システムは、上記
の三相巻線の二相間への正パルスおよび負パルスの印加を、正パルスおよび負パルスを交
互に印加することにより三相巻線に通電するモードの数を半分（たとえば、モード１～３
）にすることができ、開放相の誘起電圧の測定ならびに第３の実施形態および変形例での
直流電源の電流測定をさらに短縮することができる。
【００５７】
　以上、本発明による同期電動機の駆動システムの第３の実施形態の変形例によれば、停
止時の回転子初期位置をより短時間で精度よく推定することが可能な同期電動機の駆動シ
ステムを提供できる。
　次に、図１３を用いて、本発明に係る同期電動機の駆動システムの第４の実施形態につ
いて説明する。
【００５８】
（第４の実施形態）
　図１３は、本発明による同期電動機の駆動システムの第４の実施形態の構成の概略図で
ある。本実施形態では、上記で説明した実施形態の同期電動機の駆動システムＰＭモータ
の筐体内部に実装したものであり、いわゆる機電一体構造となっている。図１３における
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筐体４０の内部には、これまでの部品がすべて収められており、直流電源３１と、ＰＭモ
ータへの指令や、動作状態をやり取りする通信線のみを外部へ引き出している。
　このように、ＰＭモータの駆動システムを一体化することで小形化が実現できるととも
に、配線の引き回しが不要になる。また、本発明によるＰＭモータ駆動システムは、回転
子の位置センサ、速度センサを不要としているため、よりコンパクトに全体をまとめるこ
とが可能である。
【００５９】
　上述の第４の実施形態のような機電一体構造にすれば、停止時の回転子初期位置をより
短時間で精度よく推定することが可能で、且つ、コンパクトにシステム全体をまとめた同
期電動機の駆動システムを提供できる。
【００６０】
（第５の実施形態）
　図１４、ならびに図１５を参照して、本発明に係る第５の実施形態である、上述の同期
電動機の駆動システムを備えた電動油圧ポンプシステムについて説明する。
【００６１】
　図１４は、自動車のアイドリングストップ中に駆動される電動油圧ポンプシステムのブ
ロック図である。この電動油圧ポンプシステムは、アイドリングストップ時だけでなく、
ハイブリッド自動車のようにエンジンが完全に停止する自動車においては、トランスミッ
ション、クラッチ、ブレーキなどへの油圧を確保するのに用いられるものである。　参照
番号１００は、上記で説明した実施形態によるＰＭモータ駆動システムであり、電動ポン
プ１０２は、モータ４とポンプ１０１から構成される。エンジン停止時には、電動ポンプ
１０２によって、油圧回路２００の油圧を制御する。油圧回路２００は、エンジン２０１
を動力として駆動されるメカポンプ２０２、油を貯蔵するタンク２０３、メカポンプ２０
２から電動ポンプ１０２への逆流を防ぐ逆止弁２０４とを備えている。
【００６２】
　従来の電動油圧ポンプシステムでは、油圧を設定値以下に保つためのリリーフバルブ２
０５が備え付けられていたが、本発明のシステムではこれを削除することが可能となる。
この理由を以下の本電動油圧システムの動作の説明とともに、図１５を参照して説明する
。
【００６３】
　エンジン２０１が回転し、メカポンプ２０２が十分な油圧を生じている間は、電動ポン
プ１０２は停止しており、油圧はメカポンプ２０２によって生成されている。アイドリン
グストップ等の要求時にエンジン２０１の駆動が停止されると同時に回転が低下し、メカ
ポンプ２０２の吐出圧は低下し始める。一方で、電動ポンプ１０１が起動して、油圧を生
成し始める。メカポンプ２０２と電動ポンプ１０２の吐出圧が逆転した時点で逆止弁２０
４が開き、電動ポンプ１０２が油圧を確保する。
【００６４】
　この際、エンジン２０１の停止時に、メカポンプ２０２による油圧が電動ポンプ１０２
の油圧以下になるタイミングにおいて、電動ポンプ１０２による油圧が十分な値となるよ
う、メカポンプ２０２の停止、すなわちエンジン２０１の停止に先駆けて電動ポンプ１０
２を起動するのが望ましく、具体的にはエンジン２０１の停止指示時、またはその前後に
設定されるとよい。
【００６５】
　エンジン２０１の再始動時においても、エンジン２０１の回転に伴って回転数が上昇す
るメカポンプ２０２では、その油圧はエンジン２０１の回転数とともに上昇するため、メ
カポンプ２０２の油圧がエンジン２０１の停止中の電動ポンプ１０２の供給する油圧を超
えるまで電動ポンプ１０２を駆動するのがよい。たとえば、エンジン２０１によってメカ
ポンプ２０２の油圧が所定値になる回転数まで電動ポンプ１０２を駆動するか、あるいは
エンジン２０１の再始動開始からの時間などで電動ポンプ１０２の駆動時間を設定すると
よい。
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　以上が電動油圧システムの動作概要であるが、ここで、リリーフバルブ２０５の動作に
ついて説明する。逆止弁２０４が開く条件として、電動ポンプ１０２の吐出油の圧力がメ
カポンプ２０２の吐出油の圧力を上回る必要がある。その圧力は、油圧回路２００の負荷
条件や温度条件などによって変化し、場合によっては電動ポンプ１０２側に過大負荷が加
わることになる。その際、リリーフバルブ２０５が開き、油圧を逃がすことで電動ポンプ
１０２の負荷を軽減する必要がある。
【００６７】
　リリーフバルブ２０５がない場合には、モータ４が低速域で逆転・脱調してしまい、電
動ポンプ１０２による油圧が確保できなくなる。この電動ポンプ１０２による吐出圧がな
くなる、または不足してしまうと、メカポンプ２０２による油圧が上昇するまでの間、ア
イドルストップ終了時にミッションやクラッチに圧力が不足し、車両発進が遅れる、ある
いは発進ショックが発生することになる。
【００６８】
　モータが脱調停止する原因は、上記で説明したように、従来技術においては、低速域に
おける回転子位置の推定が正確に行うことができず、電動機４の逆転あるいは始動時のト
ルク不足が起こるためである。無論、回転子位置センサを取り付ければこの問題は解決す
るが、その場合には、センサの信頼性の問題や、配線や取り付け調整作業などが問題とな
る。
【００６９】
　本発明による同期電動機の駆動システムでは、停止から高速回転域まで、安定な駆動が
可能であり、回転子位置を推定可能であるため、何ら問題が生じない。本発明によれば、
図１４のように、リリーフバルブ２０５を排除することが可能となる。その結果、電動ポ
ンプ１０２の無駄な動きがなくなり、高効率で静音となる電動油圧システムを提供できる
。
【００７０】
　以上の説明は本発明の実施形態および変形実施の例であり、本発明はこれらの実施形態
や変形実施例に限定されない。当業者であれば、本発明の特徴を損なわずに様々な変形実
施が可能である。
【符号の説明】
【００７１】
１…Ｖ＊発生器、２…制御器、３…電力変換器（インバータ）、
４…同期電動機（ＰＭモータ）、５…ＰＷＭ発生器、６…通電モード決定器、
７…ゲート信号切替器、８…モード切替トリガー発生器、９…基準レベル切替器、
１０…非通電相電位選択器、１１…比較器、
２０…回転子位置推定部、２１…誘起電圧検出部（起動時）、２２…誘起電圧合成部（差
）、２３…誘起電圧合成部（和）、２４…通電モード推定部（起動時）
３１…直流電源、３２…インバータ主回路部、３３…出力プリ・ドライバ
３５…シャント抵抗、４０…筐体、
５０…切替スイッチ
１００…同期電動機駆動システム、
１０１…ポンプ、１０２…電動ポンプ、
２００…油圧回路、２０１…エンジン、２０２…メカポンプ、２０３…タンク、２０４…
逆止弁、２０５…リリーフバルブ
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