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(57)【要約】
　モータとこのモータを駆動制御する駆動制御回路とを
含むモータ装置であって、駆動制御回路が、モータの回
転を制御するための制御信号を生成する制御部と、制御
信号に基づきモータを駆動する駆動部と、シリアルデー
タを伝送するシリアル通信バスを介してシリアル通信を
行う通信部とを備える。そして、この通信部は、アドレ
スを生成し、設定するアドレス生成機能を有している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
モータと前記モータを駆動制御する駆動制御回路とを含むモータ装置であって、
前記駆動制御回路は、
シリアル通信バスを介して送出されたシリアルデータを受信し、設定されたアドレスを参
照して自己宛の前記シリアルデータを取り込むとともに、受信した前記シリアルデータを
中継して送出する通信部を備え、
前記通信部は、前記アドレスを生成し、設定するアドレス生成機能を有したことを特徴と
するモータ装置。
【請求項２】
前記シリアル通信バスは、シリアルデータを伝送するシリアルデータラインとクロック信
号を伝送するクロックラインとを含むことを特徴とする請求項１に記載のモータ装置。
【請求項３】
前記通信部は、前記シリアル通信バスから受け取ったアドレス設定情報に基づきアドレス
を生成し、生成した前記アドレスを自己のアドレスとして設定するとともに、設定した前
記アドレスに関する情報を前記アドレス設定情報として前記シリアル通信バスを介して送
出することを特徴とする請求項２に記載のモータ装置。
【請求項４】
前記通信部は、前記アドレスの生成および設定が完了するまで、前記シリアルデータの中
継を切断することを特徴とする請求項３に記載のモータ装置。
【請求項５】
前記通信部は、自己のアドレスを生成する指令に応答して、前記シリアルデータの中継を
切断することを特徴とする請求項４に記載のモータ装置。
【請求項６】
前記通信部は、前記シリアルデータの中継を切断した後、前記アドレス設定情報が前記シ
リアルデータラインを介して送出されるように切り替え、その後、前記シリアルデータの
中継ができるように切り替えることを特徴とする請求項５に記載のモータ装置。
【請求項７】
前記通信部は、前記シリアル通信バスから受け取った前記アドレス設定情報が示すアドレ
スを前記自己のアドレスとして設定するとともに、前記自己のアドレスの値に所定の演算
を施した値を前記アドレス設定情報として前記シリアル通信バスを介して送出することを
特徴とする請求項６に記載のモータ装置。
【請求項８】
前記通信部は、前記シリアル通信バスから受け取った前記アドレス設定情報が示すアドレ
スの値に所定の演算を施した値を前記自己のアドレスとして設定するとともに、前記自己
のアドレスとして設定した値を前記アドレス設定情報として前記シリアル通信バスを介し
て送出することを特徴とする請求項６に記載のモータ装置。
【請求項９】
前記通信部は、シリアルデータラインの入力レベルに基づき、前記シリアルデータの中継
を切断することを特徴とする請求項４に記載のモータ装置。
【請求項１０】
前記通信部は、前記シリアルデータの中継を切断した後、前記アドレス設定情報が前記シ
リアルデータラインを介して送出されるように切り替え、その後、前記シリアルデータの
中継ができるように切り替えることを特徴とする請求項９に記載のモータ装置。
【請求項１１】
前記通信部は、前記シリアル通信バスから受け取った前記アドレス設定情報が示すアドレ
スを前記自己のアドレスとして設定するとともに、前記自己のアドレスの値に所定の演算
を施した値を前記アドレス設定情報として前記シリアル通信バスを介して送出することを
特徴とする請求項１０に記載のモータ装置。
【請求項１２】
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前記通信部は、前記シリアル通信バスから受け取った前記アドレス設定情報が示すアドレ
スの値に所定の演算を施した値を前記自己のアドレスとして設定するとともに、前記自己
のアドレスとして設定した値を前記アドレス設定情報として前記シリアル通信バスを介し
て送出することを特徴とする請求項１０に記載のモータ装置。
【請求項１３】
前記シリアルデータラインは、前記シリアルデータを前段側から受け取り後段側に送出す
る第１のデータラインと、前記シリアルデータを後段側から受け取り前段側に送出すると
ともに自己の前記シリアルデータも前段側に送出する第２のデータラインとで構成される
ことを特徴とする請求項３に記載のモータ装置。
【請求項１４】
前記通信部は、前記第１のデータラインを介して前段側から受け取った前記アドレス設定
情報に基づきアドレスを生成し、生成した前記アドレスの情報を前記第２のデータライン
へと送出することを特徴とする請求項１３に記載のモータ装置。
【請求項１５】
前記モータは、可動子と３相の駆動巻線とを有し、少なくとも正弦波駆動されるブラシレ
スＤＣモータであることを特徴とする請求項１に記載のモータ装置。
【請求項１６】
請求項１から１５までのいずれか１項に記載のモータ装置を複数個、順次直列に配置する
とともに、各モータ装置を制御するホスト装置を備え、前記ホスト装置と複数個の前記モ
ータ装置の前記通信部とを前記シリアル通信バスで接続したことを特徴とするモータ駆動
システム。
【請求項１７】
複数個直列に配置された前記モータ装置における一方端の前記通信部から他方端の前記通
信部へ向けて、前記通信部のそれぞれが順番にそれぞれを識別するためのアドレスを生成
することを特徴とする請求項１６に記載のモータ駆動システム。
【請求項１８】
前記ホスト装置から、前記ホスト装置と前記シリアル通信バスで直接接続された前記一方
端の通信部に対して、まず、アドレス設定情報が送出され、前記他方端の通信部へ向けて
、前記通信部のそれぞれが順番に前記アドレスを生成することを特徴とする請求項１７に
記載のモータ駆動システム。
【請求項１９】
前記アドレス生成機能を有効にするアドレス設定モードを有し、前記アドレス設定モード
が開始されると、前記通信部のそれぞれが、少なくとも前記シリアルデータの中継を切断
することを特徴とする請求項１８に記載のモータ駆動システム。
【請求項２０】
前記通信部のそれぞれは、生成した前記アドレスの値を含むホスト通知情報を、前記ホス
ト装置に通知することを特徴とする請求項１９に記載のモータ駆動システム。
【請求項２１】
前記他方端とする通信部は、後段側から前記シリアルデータを受け取る入力のレベルを判
定することで、自己が他方端であることを判定し、少なくとも判定した結果情報を含むホ
スト通知情報として、前記ホスト装置に通知することを特徴とする請求項１９に記載のモ
ータ駆動システム。
【請求項２２】
モータと前記モータを駆動制御する駆動制御回路とを含むモータ装置であって、
前記駆動制御回路は、
前記モータの回転を制御するための制御信号を生成する制御部と、
前記制御信号に基づき前記モータを駆動する駆動部と、
シリアルデータを伝送するシリアルデータラインとシリアル制御信号を伝送するシリアル
制御ラインとを含むシリアル通信バスを介してシリアル通信を行う通信部とを備え、
前記通信部は、シリアル制御信号のレベルに応じて前記シリアルデータを取り込むかどう
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かを判定することを特徴とするモータ装置。
【請求項２３】
前記シリアル制御ラインが、モータ装置ごとに信号が順番に伝送されるようにシフトレジ
スタ状に接続される状態と、前記シリアル制御ラインが、信号が共通に伝送されるように
直列に接続される状態とに切り替え可能としたことを特徴とする請求項２２に記載のモー
タ装置。
【請求項２４】
前記モータは、可動子と３相の駆動巻線とを有し、前記駆動部により少なくとも正弦波駆
動されるブラシレスＤＣモータであることを特徴とする請求項２２に記載のモータ装置。
【請求項２５】
請求項２２から２４までのいずれか１項に記載のモータ装置を複数個、順次直列に配置す
るとともに、各モータ装置を制御するホスト装置を備え、前記ホスト装置と複数個の前記
モータ装置の前記通信部とを前記シリアル通信バスで接続したことを特徴とするモータ駆
動システム。
【請求項２６】
複数個の前記モータ装置に対して個別にシリアルデータを伝送する個別伝送モードと、複
数個の前記モータ装置の全てに対してシリアルデータを伝送する共通伝送モードとを有し
たことを特徴とする請求項２５に記載のモータ駆動システム。
【請求項２７】
前記シリアル制御信号は、前記ホスト装置に接続された前記モータ装置の前記通信部から
その反対側に向けて順番に伝送されることを特徴とする請求項２６に記載のモータ駆動シ
ステム。
【請求項２８】
前記個別伝送モードにおいて前記シリアル制御ラインは、モータ装置ごとに信号が順番に
伝送されるようにシフトレジスタ状に接続され、前記共通伝送モードにおいて前記シリア
ル制御ラインは信号が共通に伝送されるように直列に接続されたことを特徴とする請求項
２６に記載のモータ駆動システム。
【請求項２９】
前記シリアル制御信号は、前記ホスト装置に接続された前記モータ装置の前記通信部から
その反対側に向けて順番に伝送されることを特徴とする請求項２８に記載のモータ駆動シ
ステム。
【請求項３０】
モータを駆動制御する駆動制御回路を含む集積回路装置であって、
前記駆動制御回路は、
前記モータの動作を制御するための制御信号を生成する制御部と、
前記制御信号に基づき前記モータを駆動する駆動部と、
シリアル通信バスを介して送出されたシリアルデータを受信し、設定されたアドレスを参
照して自己宛の前記シリアルデータを取り込むとともに、受信した前記シリアルデータを
中継して送出する通信部とを備え、
前記通信部は、前記アドレスを生成し、設定するアドレス生成機能を有したことを特徴と
する集積回路装置。
【請求項３１】
モータを駆動制御する駆動制御回路を含む集積回路装置であって、
前記駆動制御回路は、
前記モータの回転を制御するための制御信号を生成する制御部と、
前記制御信号に基づき前記モータを駆動する駆動部と、
シリアルデータを伝送するシリアルデータラインとシリアル制御信号を伝送するシリアル
制御ラインとを含むシリアル通信バスを介してシリアル通信を行い、シリアル制御信号の
レベルに応じて前記シリアルデータを取り込むかどうかを判定する通信部とを備えたこと
を特徴とする集積回路装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば複写機やプリンタ等のように複数のモータ装置を備えた情報機器に搭
載されるモータ装置、およびそれらを備えたモータ駆動システム並びに集積回路装置に関
し、特に、シリアルデータを用いたシリアル通信により駆動制御されるモータ装置、およ
びそれらを備えたモータ駆動システム並びに集積回路装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような複写機やレーザプリンタなどの情報機器では、通常、上述したように複数の
モータが搭載されている。特に、近年、このようなドキュメントを扱う情報機器は、カラ
ー化、多機能化や高精度化が進み、１台の機器に搭載されるモータの個数も増加傾向にあ
る。このため、各モータの制御方法などが複雑化するとともに、各モータを制御するため
の信号線も増加している。
【０００３】
　例えば、容易に回転制御ができるため近年多く用いられるようになったブラシレスＤＣ
モータの場合、モータ本体とモータ駆動制御回路とを一体化してモータ装置とし、マイコ
ンなどとモータ駆動制御回路とを各種信号線で接続してモータの回転制御を行うような構
成が一般的となっている。このとき、マイコンとモータ駆動制御回路との間では、例えば
、起動／停止、ブレーキ動作／解除、正転／逆転、回転数指令、回転数モニタ、回転数位
相ロック検知、制御ゲイン切替など多くの信号線が接続される。このため、モータの個数
が増加すると、それに伴なってこのような信号線も増加する。そして、配線スペースの増
大による機器の小型化の阻害、機器側に設けられるマイコンなどのメインコントローラの
ポート負担や制御負担の増加、これらに伴なうシステムコストの増加などを招くことにな
る。
【０００４】
　ところで、近年、このような信号線の増加を抑制するため、各種の機器においてシリア
ル通信を利用して制御対象を制御する手法が広く用いられている。機器におけるシリアル
通信は、機器内において、マイコンなどと各制御対象とをシリアル通信バスで接続するこ
とによって実現される。ここで、シリアル通信バスは、シリアルデータを伝送するための
数本の信号線で構成されるデータバスである。このとき、各制御対象は、それぞれが識別
されるようにするため、それぞれにアドレスのような識別番号が割り当てられる。そして
、マイコンが識別番号を指定しながら必要なデータを送受信することで、各制御対象と個
別にデータ通信することができる。このようにして、信号線の増加を抑制しながら、複数
の制御対象と各種データの受け渡しが可能になり、マイコンはこのデータを用いて各制御
対象を制御できる。
【０００５】
　そこで、上述したような複数のモータを備えた機器においても同様に、このようなシリ
アル通信を利用した技術が提案されている。
【０００６】
　このような技術の１つとして、従来、モータを駆動する駆動制御回路に対して、シリア
ル通信バスが縦続接続となるように順次シリアル接続し、これによって配線効率を向上さ
せるような複数モータの駆動システムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　このような従来の駆動システムは、次のように構成されている。すなわち、シリアル通
信バスを介して複数のモータをそれぞれ駆動するためのデータがシリアルデータとして送
出される。モータごとに設けたモータ駆動制御回路は、シリアル通信バスを介して順次シ
リアル接続されている。また、各モータ駆動制御回路には、ビットスイッチなどにより、
それぞれを特定するためのアドレスが設定されている。そして、まず、複数のモータ駆動
制御回路のうち第１のモータ駆動制御回路がデータを受信する。このとき、第１のモータ
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駆動制御回路は、シリアル通信バスを介して送出されたアドレスを参照して、自己宛に送
られた第１のモータ駆動制御回路用のデータのみを抽出し、レジスタに格納する。また、
第１のモータ駆動制御回路は、自己宛ではないデータを、次段のモータ駆動制御回路に転
送する。以降、第１のモータ駆動制御回路と同様な処理を行っていくことで、複数のモー
タを駆動制御する。従来の駆動システムは、このような構成とすることにより、少ない配
線数で簡素な構成を可能としている。
【０００８】
　また、複数のモータを制御する場合、各モータが協調して動作するように制御しなけれ
ばならない場合が多々ある。このため、従来、複数のモータを同時に制御する同時制御モ
ードを設け、それぞれのモータの動作を同期させて変更できるように構成し、協調的なモ
ータの動作を容易に実現するような駆動システムも提案されている（例えば、特許文献２
参照）。
【０００９】
　一方、これらの従来の駆動システムは、受け取ったデータが自己宛に送られたデータで
あるかどうかを判定するため、上述のように、各モータ駆動制御回路は個別のアドレスを
設定するためのビットスイッチなどが必要であった。このため、モータ装置の個数が多く
なると、このようなビットスイッチによる部品数が増加する。さらに、それぞれのモータ
駆動制御回路に対して設定する必要があるため、その設定に手間がかかったり、設定ミス
が起こったりするなどの課題があった。
【００１０】
　このため、従来、上述のモータ装置に相当するスレーブ装置に個々のアドレスを設定し
なくとも、ホスト装置が個々のスレーブ装置と選択的にシリアル通信を行うことを可能と
した通信制御装置なども提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【００１１】
　このような従来の通信制御装置は、次のように構成されている。すなわち、ホスト装置
とスレーブ装置とはシフトパルスラインを介して、順次リンク状に接続されている。ホス
ト装置からスレーブ装置へ、また、上流側のスレーブ装置から下流側のスレーブ装置へと
、シフトクロックに従ってシフトパルスが順番に転送される。スレーブ装置は、このシフ
トパルスが入力されている状態で、シフトクロック信号が入力されると、シリアル通信可
能な状態になったと判断する。そして、このとき、このスレーブ装置は、シリアル通信ラ
インを介してホスト装置とシリアル通信を行う。例えば、ホスト装置から２度シフトクロ
ックが送出されると、シフトパルスは、２番目のスレーブ装置のみに入力された状態とな
る。これにより、２番目のスレーブ装置のみが選択されたことになり、ホスト装置と２番
目のスレーブ装置とのシリアル通信が可能となる。
【００１２】
　しかしながら、上述した従来の通信制御装置は、例えば、各スレーブ装置に対して同じ
データを伝送する場合であっても、通信するスレーブ装置を１つ１つ選択するような構成
となる。このために、上流側から下流側へと所望のスレーブ装置までシフトパルスの伝送
を繰り返す必要があり、複数のモータ装置を高速に制御するシステムには不向きであると
いう課題があった。
【特許文献１】特開２００１－１６１０９５号公報
【特許文献２】特開２００８－２２６３８号公報
【特許文献３】特開２０００－７３２３８号公報
【発明の開示】
【００１３】
　本発明のモータ装置は、モータとこのモータを駆動制御する駆動制御回路とを含むモー
タ装置である。この駆動制御回路は、シリアル通信バスを介して送出されたシリアルデー
タを受信し、設定されたアドレスを参照して自己宛のシリアルデータを取り込むとともに
、受信したシリアルデータを中継して送出する通信部を備える。そして、この通信部が、
アドレスを生成し、設定するアドレス生成機能を有した構成である。
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【００１４】
　また、本発明のモータ駆動システムは、このモータ装置を複数個、順次直列に配置する
とともに、各モータ装置を制御するホスト装置を備える。そして、ホスト装置と複数個の
モータ装置の通信部とをシリアル通信バスで接続した構成である。
【００１５】
　また、本発明の集積回路装置は、モータを駆動制御する駆動制御回路を含む集積回路装
置である。この駆動制御回路は、モータの動作を制御するための制御信号を生成する制御
部と、制御信号に基づきモータを駆動する駆動部と、シリアル通信バスを介して送出され
たシリアルデータを受信し、設定されたアドレスを参照して自己宛のシリアルデータを取
り込むとともに、受信したシリアルデータを中継して送出する通信部とを備える。そして
、通信部が、アドレスを生成し、設定するアドレス生成機能を有した構成である。
【００１６】
　このような構成により、同一のモータ装置を複数個配置し、各通信部がシリアル通信バ
スを介して順次直列となるように接続したとき、例えば、最上流側のモータ装置から下流
側のモータ装置へと順次、自動的に個別のアドレスを設定することが可能となる。すなわ
ち、例えば、ホスト装置が、接続された最上流側の通信部に対してアドレス設定情報を与
えることにより、まず、最上流側の通信部が自己のアドレスを設定する。これとともに、
最上流側の通信部が、設定したアドレスに関する情報として、例えば、自己のアドレスに
１を加えた値をその情報として、次段の通信部に送出する。すると、この次段の通信部は
、最上流側のアドレスに１を加えた値を自己のアドレスとして設定する。このようにして
、各モータ装置には、それぞれが異なった値となるアドレスが自動的に設定されることに
なる。特に、本モータ装置は、例えば生産段階においては、それぞれが同一であり、アド
レスの区分など必要はないため、単一品種として扱うことができる。このため、モータ装
置としての仕様を統一、標準化でき、生産や部品管理としての効率化を図ることができ、
モータ装置のコスト削減にも寄与できる。
【００１７】
　このように、本発明は、それぞれのモータ装置においてアドレスを自動的に生成できる
ため、アドレスを設定するための煩雑な作業は不要で、しかもアドレスの設定ミスも発生
しないものとなる。また、各モータ装置それぞれに対してアドレスが自動的に設定される
ため、アドレスを用いて高速に複数のモータ装置を制御することができる。また、各モー
タ装置は、例えば生産段階においてはアドレス区分などの必要がないため、生産や部品管
理としての効率化をも図ることができる。
【００１８】
　さらに、本発明のモータ装置は、モータとこのモータを駆動制御する駆動制御回路とを
含むモータ装置である。この駆動制御回路は、モータの回転を制御するための制御信号を
生成する制御部と、制御信号に基づきモータを駆動する駆動部と、シリアルデータを伝送
するシリアルデータラインとシリアル制御信号を伝送するシリアル制御ラインとを含むシ
リアル通信バスを介してシリアル通信を行う通信部とを備える。そして、通信部が、シリ
アル制御信号のレベルに応じてシリアルデータを取り込むかどうかを判定する構成である
。
【００１９】
　また、本発明のモータ駆動システムは、このモータ装置を複数個配置するとともに、各
モータ装置を制御するホスト装置を備える。そして、ホスト装置と複数個のモータ装置の
駆動制御回路とをシリアル通信バスで接続した構成である。
【００２０】
　また、本発明のモータ駆動システムは、複数個のモータ装置に対して個別にシリアルデ
ータを伝送する個別伝送モードと、複数個のモータ装置の全てに対してシリアルデータを
伝送する共通伝送モードとを有した構成である。
【００２１】
　また、本発明の集積回路装置は、モータを駆動制御する駆動制御回路を含む集積回路装
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置である。そして、この駆動制御回路が、モータの回転を制御するための制御信号を生成
する制御部と、制御信号に基づきモータを駆動する駆動部と、シリアルデータを伝送する
シリアルデータラインとシリアル制御信号を伝送するシリアル制御ラインとを含むシリア
ル通信バスを介してシリアル通信を行い、シリアル制御信号のレベルに応じてシリアルデ
ータを取り込むかどうかを判定する通信部とを備えた構成である。
【００２２】
　このような構成により、例えば、ホスト装置から各モータ装置の通信部に対して、１つ
のモータ装置のみにおいてシリアル制御信号のレベルが他のモータ装置と異なるように、
シリアル制御信号を介してシリアル制御信号を伝送することにより個別のモータ装置を選
択できる。一方、ホスト装置から各モータ装置の通信部に対して、それぞれのモータ装置
においてシリアル制御信号のレベルが同一となるように、シリアル制御信号を介してシリ
アル制御信号を伝送することにより全てのモータ装置を選択できる。
【００２３】
　このように、本発明は、シリアル制御ラインを介してモータ装置を選択できるため、ア
ドレスを設定するためのビットスイッチなど必要なく、またビットスイッチを設定操作す
る必要もない。また、複数個のモータ装置に対して個別にシリアルデータを伝送する個別
伝送モードと、複数個のモータ装置の全てに対してシリアルデータを伝送する共通伝送モ
ードとを容易に切り替えることができるため、同じデータを伝送する場合には、容易かつ
即座にそれぞれのモータ装置にそのデータを伝送できる。また、各モータ装置は、例えば
生産段階においてはアドレス区分などの必要がないため、生産や部品管理としての効率化
をも図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１におけるモータ駆動システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図２は、同モータ駆動システムのモータ装置の詳細な構成を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、同モータ駆動システムの要部を示すブロック図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２におけるモータ駆動システムの構成図である。
【図５】図５は、同モータ駆動システムのモータ装置の詳細な構成を示すブロック図であ
る。
【図６】図６は、同モータ駆動システムの要部を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０，１１０　　ホスト装置
　１１，１１１　　シリアル通信バス
　２０，１２０　　モータ装置
　２１，１２１　　駆動制御回路
　２３，１２３　　通信部
　２４，１２４　　パラメータ設定部
　２５，１２５　　制御部
　２６，１２６　　駆動部
　２９，１２９　　モータ
　３１，１３１　　入力処理部
　３２，１３２　　出力処理部
　３３，１３３　　転送処理部
　３４　　アドレス処理部
　４１　　アドレスメモリ
　４２　　照合部
　４３　　解読部
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　４４，１４４　　設定メモリ
　５１，１５１　　速度制御部
　５２，１５２　　基本動作処理部
　５３，１５３　　ＦＢ要求処理部
　５４，１５４　　ＦＢ情報メモリ
　６１，１６１　　正弦波駆動部
　６２，１６２　　パワー部
　６３，１６３　　保護部
　９１，１９１　　速度検出器
　９２，１９２　　位置検出器
　２２１，３２１　　集積回路装置
　３３１，３３２，４３１，４３２　　セレクタ
　３４１　　アドレス制御部
　３４２　　アドレス生成部
　３４３　　アドレス設定部
　１３４　　取込部
　１３５　　モード判定部
　４３３　　シフトレジスタ
【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参照しながら説明する。
【００２７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１におけるモータ駆動システムの構成を示すブロック図で
ある。
【００２８】
　図１に示すように、本モータ駆動システムは、モータ２９とモータ２９を駆動制御する
駆動制御回路２１とを含むモータ装置２０を複数個配置するとともに、各モータ装置２０
を制御するホスト装置１０を備えている。そして、ホスト装置１０と複数個のモータ装置
２０の駆動制御回路２１とは、シリアル通信バス１１を介してシリアル通信接続されてい
る。図１では、ホスト装置１０が、３個のモータ装置２０を制御するような一例を示して
おり、それぞれのモータ装置２０は同一品種である。
【００２９】
　ホスト装置１０は、例えば、モータ装置２０が搭載される機器に備えられ、マイコン（
マイクロコンピュータ）あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ）などで構成される。このようなホスト装置１０から、シリアル通信バス１１を介
して、モータ装置２０の速度などを制御するための各種データが各モータ装置２０に通知
される。また、逆に、モータ２９の回転数に関するデータなどが各モータ装置２０から、
シリアル通信バス１１を介して、ホスト装置１０に通知される。
【００３０】
　また、各モータ装置２０において、駆動制御回路２１は、シリアル通信バス１１に接続
された通信部２３、モータ装置２０を動作させるための各種パラメータが設定されたパラ
メータ設定部２４、モータ２９の回転などの動作を制御する制御部２５、およびモータ２
９を駆動する駆動部２６を備えている。
【００３１】
　通信部２３は、ホスト装置１０から、それぞれがシリアル通信バス１１を介して順次直
列接続となるように接続されている。すなわち、各通信部２３は、ホスト装置１０からの
シリアルデータを後段の通信部２３へと中継しながら転送するとともに、後段側の通信部
２３から通知されるシリアルデータを中継してホスト装置１０へと転送するように構成さ
れている。通信部２３は、このようなシリアル通信バス接続された構成によって、ホスト
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装置１０とのシリアル通信を行う。
【００３２】
　パラメータ設定部２４は、シリアル通信バス１１を介して通信部２３に伝送されるシリ
アルデータから、自己宛のデータを取得する。パラメータ設定部２４は、取得した各種デ
ータを、制御パラメータや駆動パラメータなどに区分してメモリなどの記憶部に記憶する
。このようにして、パラメータ設定部２４には、各種パラメータなどのデータが設定され
る。
【００３３】
　制御部２５は、パラメータ設定部２４に設定されたパラメータや指令情報を用いて、例
えば、回転などの動作を制御するための制御信号を生成する。制御部２５は、この制御信
号によりモータ２９の回転動作を制御するなど、モータ装置２０における各種制御や処理
を行う。そして、駆動部２６は、制御部２５からの制御信号に基づきモータ２９を駆動す
る。
【００３４】
　また、本実施の形態では、シリアル通信バス１１が、シリアルデータを伝送するシリア
ルデータラインとして、第１のデータラインとしてのデータ出力ラインＳＯおよび第２の
データラインとしてのデータ入力ラインＳＩと、クロック信号（以下、単に「クロック」
と呼ぶ）を伝送するクロックラインＣＬＫとの３つの信号線で構成されるような一例を挙
げている。データ出力ラインＳＯには、ホスト装置１０からモータ装置２０にシリアルデ
ータが伝送される。データ入力ラインＳＩには、モータ装置２０からホスト装置１０にシ
リアルデータが伝送される。そして、クロックラインＣＬＫには、ホスト装置１０からシ
リアルデータに同期したクロックが伝送される。
【００３５】
　このようなシリアル通信バス１１の構成において、ホスト装置１０がクロックとともに
シリアルデータを送出すると、ホスト装置１０と直接にシリアル通信バス１１で接続され
た最上流側となるモータ装置２０の通信部２３にクロックとシリアルデータとが伝送され
る。この最上流側の通信部２３は、受け取ったクロックとシリアルデータとを中継して、
次段の通信部２３へ転送する。このようにして、ホスト装置１０から、一方端となる最上
流側の通信部２３、その後段の通信部２３へと、他方端となる最下流側の通信部２３に向
けて順番に、各通信部２３を介しながら、データ出力ラインＳＯを通してシリアルデータ
が伝送される。また、逆に、例えば、最下流側の通信部２３からホスト装置１０に通知す
るようなデータは、最下流側の通信部２３から、その前段の通信部２３へと、ホスト装置
１０まで順番に、各通信部２３を介しながら、データ入力ラインＳＩを通してシリアルデ
ータが伝送される。
【００３６】
　このように、本実施の形態のモータ駆動システムは、シリアルデータラインとクロック
ラインとを含むクロック同期方式に基づくシリアル通信バスを利用している。このような
シリアル通信バスは、複数のラインが必要であるものの、クロックラインから受け取った
クロックで単にシリアルデータを例えば取り込めばよい。このため、情報機器間で利用さ
れる非同期通信方式を用いた通信プロトコルなどと比較して、複雑な通信処理手順など必
要なく、簡易な構成で実現できるとともに、ホスト装置１０の処理負荷も軽減できる。そ
して、複雑な通信処理手順など必要ないため応答性を高めることができ、本実施の形態の
ような応答性が重視されるモータ装置２０の制御として適している。また、クロック周波
数の自由度なども高い。
【００３７】
　図２は、本発明の実施の形態におけるモータ駆動システムのモータ装置２０の詳細な構
成を示すブロック図である。
【００３８】
　図２に示すような構成により、駆動制御回路２１がモータ２９を駆動制御する。本実施
の形態では、モータ２９が駆動制御回路２１により正弦波駆動されるブラシレスＤＣモー
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タである一例を挙げて説明する。なお、シリアル通信バス１１を介したホスト装置１０か
らの制御により、正弦波駆動と矩形波駆動とが選択可能なように構成してもよい。また、
駆動制御回路２１の機能の一部あるいは全部は、１つまたは複数の集積回路装置により実
現され、駆動制御回路２１の機能を実現する回路素子がプリント基板上に形成される。本
実施の形態では、図２に示すように、駆動制御回路２１の機能の全部が集積回路装置２２
１により実現された一例を挙げている。そして、モータ装置２０は、このようなプリント
基板が、モータ２９に内蔵または一体化されている。
【００３９】
　モータ２９は、可動子と、Ｕ相、Ｖ相およびＷ相とする３相の駆動巻線とを有している
。各駆動巻線には、駆動制御回路２１から、それぞれ駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが供給され
る。また、モータ２９の近辺には、モータ２９の速度を検出する速度検出器９１、および
モータ２９の可動子の位置を検出する位置検出器９２が配置されている。速度検出器９１
は、検出した速度を示す速度検出信号ＦＧを駆動制御回路２１に通知する。位置検出器９
２は、検出した位置を示す位置検出信号ＣＳを駆動制御回路２１に通知する。
【００４０】
　ところで、このように正弦波駆動されるブラシレスＤＣモータは、回転速度むらの低減
や、低騒音・高効率駆動などの高い性能が、広い回転速度範囲で要求されることが多くな
ってきている。これらの要求を実現するためには、各回転速度ごとにきめ細かく多くの制
御パラメータや駆動パラメータを設定する必要がある。このため、シリアル通信バスを利
用してブラシレスＤＣモータを制御することにより、速度制御、正弦波駆動の際の各種制
御パラメータや駆動パラメータをきめ細かに設定でき、より一層の制御性能、低騒音・高
効率駆動性能を高めることが可能になる。
【００４１】
　一方、図２に示すように、駆動制御回路２１のクロック入力端子ＣＩには、ホスト装置
１０あるいは前段のモータ装置２０である上流側から、クロックラインＣＬＫを通して、
クロックが供給される。また、データ入力端子ＳＩＨには、データ出力ラインＳＯを通し
て、シリアルデータが供給される。そして、データ出力端子ＳＯＨは、データ入力ライン
ＳＩを通して、上流側に対してのシリアルデータを出力する。
【００４２】
　また、駆動制御回路２１のクロック出力端子ＣＯは、クロックラインＣＬＫを通して、
下流側となる後段のモータ装置２０へと、ホスト装置１０からのクロックを出力する。ま
た、データ出力端子ＳＯＬは、データ出力ラインＳＯを通して、ホスト装置１０からのシ
リアルデータを出力する。そして、データ入力端子ＳＩＬには、下流側から、データ入力
ラインＳＩを通して、後段のモータ装置２０からのシリアルデータが供給される。
【００４３】
　次に、通信部２３は、データ入力端子ＳＩＨに供給されたシリアルデータの処理を行う
入力処理部３１、ホスト装置１０にシリアルデータを通知する処理を行う出力処理部３２
、クロックおよびシリアルデータを下流側へと転送するなどの処理を行う転送処理部３３
、およびアドレスの生成や設定などの処理を行うアドレス処理部３４を備えている。
【００４４】
　入力処理部３１は、クロック入力端子ＣＩに供給されたクロックに従って、データ入力
端子ＳＩＨに供給されるシリアルデータを取り込む。入力処理部３１は、取り込んだシリ
アルデータをパラレル変換し、パラレル変換したデータを入力データとしてパラメータ設
定部２４およびアドレス処理部３４に供給する。また、入力処理部３１は、取り込んだシ
リアルデータを転送処理部３３に供給する。
【００４５】
　また、出力処理部３２には、ホスト装置１０に通知するためのデータが制御部２５から
供給される。出力処理部３２は、パラメータ設定部２４から供給されるアドレスデータと
ともにホスト装置１０に通知するためのデータをシリアルデータに変換し、変換したシリ
アルデータをクロック入力端子ＣＩに供給されたクロックに従ってホスト装置１０に伝送
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する。また、出力処理部３２は、データ入力端子ＳＩＬに供給されたシリアルデータを中
継してデータ出力端子ＳＯＨから出力する。このように、出力処理部３２は、下流側から
伝送されたシリアルデータをホスト装置１０へと転送する処理も行う。
【００４６】
　なお、シリアル通信バス１１を介して伝送されるシリアルデータは、パラメータとして
設定するなどの通常のデータに加えて、直接に動作を指令するコマンドデータや、複数の
モータ装置２０の中から１つを特定するためのアドレスデータなども含まれる。例えば、
モータ装置２０を初期状態に戻すようなリセットコマンドがホスト装置１０からシリアル
データとして送出されると、モータ装置２０はそのコマンドデータを解析し自己を初期状
態に戻す。また、ホスト装置１０から特定のモータ装置２０にデータを通知する場合、ホ
スト装置１０から送出されるシリアルデータには、通知するためのデータとともに、その
モータ装置２０に割り当てられたアドレスを示すアドレスデータが含まれる。モータ装置
２０は、まずアドレスデータが自己のアドレスと一致するかどうか判定し、一致すると判
定したとき、通知されたデータを自己宛のデータとして取り込む。このようにして、特定
のモータ装置２０に対してデータが通知される。また、各モータ装置２０は、それぞれを
個別に特定できるように、それぞれを識別するためのアドレスが自動的に割り当てられる
。
【００４７】
　本実施の形態のモータ駆動システムは、このようなアドレスを自動的に生成するアドレ
ス生成機能を有したことを特徴としており、このようなアドレス生成機能を実現するため
、モータ装置２０は、通信部２３においてアドレス処理部３４および転送処理部３３を備
えている。また、本モータ駆動システムはクロック同期方式に基づくため、このようなア
ドレスの生成も簡易な構成で即座に実行することができる。
【００４８】
　アドレス処理部３４には、パラメータ設定部２４からアドレス設定指令ＡＤｃｍｄが通
知される。アドレス処理部３４は、アドレス設定指令ＡＤｃｍｄが通知されると、シリア
ル通信バス１１から受け取ったアドレス設定情報に基づき自己のアドレスを生成する。そ
して、アドレス処理部３４は、生成したアドレスを自己のアドレスとして設定し、さらに
、設定したアドレスに関する情報をアドレス設定情報としてシリアル通信バス１１を介し
て送出するような処理を行う。また、アドレス処理部３４は、アドレス設定情報を次段の
モータ装置２０へと送出するため、転送処理部３３に対して切替信号ｓｅｌを出力する。
【００４９】
　転送処理部３３には、入力処理部３１からのシリアルデータとクロック入力端子ＣＩか
らのクロックとが供給される。これとともに、アドレス処理部３４が生成したアドレス設
定情報とクロックとが供給される。転送処理部３３は、アドレス処理部３４からの切替信
号ｓｅｌに応じて、入力処理部３１からのシリアルデータかアドレス設定情報かを選択し
、同様にクロックも選択して出力する。すなわち、転送処理部３３は、アドレス処理部３
４からの切替信号ｓｅｌにより、ホスト装置１０や前段のモータ装置２０からのシリアル
データおよびクロックの中継を切断したり、再開したりするような機能を有している。な
お、本実施の形態では、転送処理部３３がシリアルデータおよびクロックを切り替えるよ
うな一例を挙げて説明するが、転送処理部３３は、少なくともシリアルデータの中継を切
断し、アドレス設定情報がシリアルデータラインを介して次段の通信部に送出されるよう
に切り替える構成であればよい。
【００５０】
　各モータ装置２０は、このようなアドレス処理部３４および転送処理部３３を備えてお
り、ホスト装置１０からアドレスの設定を指令するようなコマンドが各モータ装置２０に
対して送出されると、パラメータ設定部２４からアドレス処理部３４にアドレス設定指令
ＡＤｃｍｄが通知される。アドレス処理部３４は、このアドレス設定指令ＡＤｃｍｄに応
答して、切替信号ｓｅｌにより転送処理部３３の切り替えを制御する。この切り替え制御
によって、転送処理部３３は、ホスト装置１０や前段のモータ装置２０など上流側からの
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シリアルデータおよびクロックの中継を切断し、アドレス設定情報がシリアル出力ライン
ＳＯを介して次段の通信部２３のアドレス処理部３４に送出されるように切り替える。こ
れにより、各モータ装置２０のアドレス処理部３４がそれぞれ通信接続されるような構成
となる。
【００５１】
　この後、ホスト装置１０がシリアル通信バス１１を介して、一方端とする最上流側のモ
ータ装置２０に対し、初期値とするようなアドレスの値＃０をアドレス設定情報とし、こ
のようなアドレス設定情報を含むシリアルデータとして送出する。これにより、最上流側
のアドレス処理部３４にこのアドレスの値＃０が通知される。最上流側のアドレス処理部
３４は、このアドレスの値＃０を自己のアドレス＃０とすることで、自己のアドレスを生
成する。また、アドレス処理部３４がこのアドレスの値＃０をパラメータ設定部２４に通
知することで、自己のアドレス＃０が設定される。さらに、アドレス処理部３４は、この
アドレスの値＃０に所定の値を加えた値＃１をアドレス設定情報として、転送処理部３３
およびシリアル通信バス１１を介して送出する。この後、アドレス処理部３４からの切替
信号ｓｅｌにより、転送処理部３３は、上流側からのシリアルデータおよびクロックの中
継が可能なように切り替えられる。
【００５２】
　次段のモータ装置２０のアドレス処理部３４は、このアドレスの値＃１を受け取り、自
己のアドレス＃１を設定する。さらに、アドレス処理部３４は、次段のモータ装置２０に
対して、このアドレスの値＃１に所定の値を加えた値＃２をアドレス設定情報として、転
送処理部３３およびシリアル通信バス１１を介して送出する。このようにして、最上流側
となる一方端の通信部２３から他方端の通信部２３に向けて、アドレス＃０、＃１、＃２
、＃３とするようなアドレスが順番に生成され、各モータ装置２０にこのようなアドレス
が設定される。
【００５３】
　本実施の形態のモータ駆動システムは、ホスト装置１０と各モータ装置２０とがデータ
の送受信を行う通常の動作モードに加えて、このようなアドレス生成機能を有効にし、ア
ドレスを各モータ装置２０に設定するアドレス設定モードを有している。また、本モータ
駆動システムはクロック同期方式に基づくため、アドレス設定モードにおけるアドレスの
生成も簡易な構成で即座に実行することができる。
【００５４】
　特に、本実施の形態のモータ駆動システムは、このようなアドレス設定モードが開始さ
れると、各モータ装置２０の転送処理部３３は、シリアルデータの中継を切断し、アドレ
ス設定情報がシリアルデータラインを介して次段の通信部２３に送出されるように切り替
える。このため、アドレス設定モードが開始された時点では、ホスト装置１０と各モータ
装置２０とのシリアル通信は切断されている。そして、アドレスが確定したモータ装置２
０から順番にホスト装置１０とのシリアル通信接続が再開されていくような構成である。
本モータ駆動システムは、このような構成としているため、例えば、ホスト装置１０がア
ドレス未確定のモータ装置２０と通信を行ってしまい、そのモータ装置２０が誤動作して
しまうというような不都合を防止できる。とりわけ、このようなモータ装置２０は、回転
や移動という動き動作が基本であるため、誤動作が発生すると機器本体を破損するなどの
おそれがある。本実施の形態のモータ駆動システムは、上述のように、アドレスが確定し
たモータ装置２０から順次ホスト装置１０との通信が可能となるような構成とすることに
より、モータ装置２０の誤動作を防止している。
【００５５】
　また、本実施の形態のアドレス設定モードにおいて、ホスト装置１０とアドレス未確定
のモータ装置２０との通信を切断するため、転送処理部３３のように切り替えを行う構成
の場合、アドレス設定されるまでの間、少なくともデータ出力端子ＳＯＬは、その出力レ
ベルは未定の固定値となり、誤動作を引きおこす可能性もある。このため、この構成に代
えて、例えば、次のような構成を加えてもよい。すなわち、少なくともデータ出力端子Ｓ



(14) JP WO2009/128216 A1 2009.10.22

10

20

30

40

50

ＯＬを開放状態にしてシリアルデータの次段への伝送も切断する。そして、アドレス設定
情報に基づきアドレスを生成した後に、データ出力端子ＳＯＬを閉状態にしてシリアルデ
ータの伝送が可能な状態とし、シリアルデータラインを介して、アドレス設定情報を次段
の通信部に送出する。このような構成としてもよい。
【００５６】
　また、本実施の形態では、自己のアドレスの設定を終了したモータ装置２０からデータ
入力ラインＳＩを介してホスト装置１０に対し、例えば設定した自己のアドレスやアドレ
ス設定情報などが通知される。すなわち、アドレス処理部３４は、自己のアドレスを生成
し、設定した後、例えば設定した自己のアドレスやアドレス設定情報などを含むホスト通
知情報ｒｅｔを出力処理部３２に通知する。出力処理部３２は、この通知に応答して、ホ
スト通知情報ｒｅｔをホスト装置１０に通知する。このような構成とすることにより、ホ
スト装置１０は、各モータ装置２０において設定されたアドレスを確認することができる
。このため、例えば、アドレス生成機能が正常に実行されたかどうかを判定できるため、
アドレスの自動生成の精度をより高めることができる。
【００５７】
　また、他方端となる最下流側のモータ装置２０が、最下流側であること判定し、ホスト
通知情報ｒｅｔに含めて最下流側であることを示す情報、あるいは最下流側までアドレス
生成が完了したことを示す情報をホスト装置１０に通知するような構成とする。このよう
な構成とすることにより、ホスト装置１０は、全てのモータ装置２０において、アドレス
生成の処理の終了を認識できる。すなわち、後段側からシリアルデータを受け取る入力の
レベルを判定することで、自己が他方端であることを判定し、少なくとも判定した結果情
報を含むホスト通知情報ｒｅｔとして、ホスト装置１０に通知する構成としてもよい。
【００５８】
　本実施の形態では、モータ装置２０が最下流側であるどうかを判定するため、例えば、
データ入力端子ＳＩＬは「Ｌ」レベルに接続した終端抵抗入力としている。これにより、
最下流側のデータ入力端子ＳＩＬは次段に接続されていないため、最下流側のデータ入力
ラインＳＩのレベルは「Ｌ」レベルとなる。このようにして最下流側であることを判定す
るため、アドレス処理部３４は、データ入力端子ＳＩＬに接続されており、そのレベルを
判定する。すなわち、アドレス処理部３４は、データ入力ラインＳＩのレベルを判定する
ことで、自己が他方端であることを判定し、判定した結果情報を含めたアドレス設定情報
として、データ入力ラインＳＩを介してホスト装置１０に通知する。
【００５９】
　次に、パラメータ設定部２４は、アドレスを記憶するアドレスメモリ４１、入力処理部
３１から通知される入力データのアドレスとアドレスメモリ４１に記憶したアドレスとの
照合を行う照合部４２、入力処理部３１から通知される入力データの解読を行う解読部４
３、およびシリアル通信バス１１を介して通知されたデータを記憶する設定メモリ４４を
備えている。
【００６０】
　アドレスメモリ４１は、ＲＡＭのような書き換え可能な揮発性メモリで構成されている
。すなわち、上述したようなアドレス設定モードにおいて、アドレス処理部３４がアドレ
スメモリ４１にアドレスの値を設定することで、そのモータ装置２０固有のアドレスが決
定される。この後、本モータ駆動システムは通常の動作モードとなり、ホスト装置１０は
、このアドレスを利用して特定のモータ装置２０とシリアルデータの送受信を行う。
【００６１】
　特に、本モータ駆動システムは、アドレスを自動的に生成するような構成としているた
め、ビットスイッチなどによるアドレス設定の必要はない。さらに、このようにしてビッ
トスイッチなどの部品を削減することで、駆動制御回路２１をモータ２９に内蔵または一
体化したようなモータ装置２０の小型化を図っている。そして、駆動制御回路２１を集積
回路装置により実現する場合、アドレスを設定するためのピンなどの必要はないため、こ
れによってピン数を削減している。
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【００６２】
　また、アドレスメモリ４１は、書き換え可能な揮発性メモリでよいため、これによって
、機器に組み込む各モータ装置２０の共用化を図っている。すなわち、言い換えれば、例
えばモータ装置２０の生産段階やモータ装置２０を機器に組み込む段階などにおいて、モ
ータ装置２０のアドレスを区分する必要がなく、これによって、生産や部品管理の効率化
を図っている。
【００６３】
　照合部４２には、入力処理部３１から入力データが供給される。入力データは、ホスト
装置１０から通知されるデータに加えてアドレスデータなども含まれる。照合部４２は、
入力データに含まれるアドレスデータとアドレスメモリ４１に記憶されたアドレスとを比
較し、それぞれが一致しているかどうか照合する。照合部４２は、それぞれが一致してい
ると判定すると、ホスト装置１０から通知されたデータは、自己宛に送られたデータであ
ると認識し、入力データに含まれたデータを解読部４３に供給する。
【００６４】
　解読部４３は、照合部４２から供給されたデータが、例えば、コマンドデータであるか
パラメータとして設定するデータであるかなどを解読する。解読部４３は、照合部４２か
ら供給されたデータが、パラメータなどモータ装置２０の動作を設定するためのデータで
ある場合、そのデータを設定メモリ４４に格納する。また、解読部４３は、照合部４２か
ら供給されたデータが、アドレス処理部３４に対してアドレスの設定処理を指令するよう
なコマンドデータであると判定すると、アドレス処理部３４にアドレス設定指令ＡＤｃｍ
ｄを通知する。また、コマンドデータとして、例えば、モータ装置２０の基本動作として
の起動／停止、ブレーキ動作／解除、正転／逆転などを指令する基本動作指令も含まれる
。解読部４３は、ホスト装置１０からこのような基本動作指令が通知されたと判定すると
、その判定結果を制御部２５に通知する。
【００６５】
　設定メモリ４４には、解読部４３により格納された各種動作を設定するためのデータが
記憶される。設定メモリ４４が記憶するデータとしては、制御動作を設定するための制御
動作設定データ、駆動動作を設定するための駆動動作設定データ、パワー部の動作を設定
するためのパワー部動作設定データ、起動時の遅延時間を設定するための起動遅延設定デ
ータ、保護動作を設定するための保護動作設定データ、一連の動作を設定するための一連
動作設定データ、および省エネルギーに関する動作を設定するための省エネ設定データな
どが含まれる。
【００６６】
　さらに、制御動作設定データとしては、回転速度やこれに対応した制御ゲインのような
制御パラメータに関するデータ、指令した回転速度に達したこと示す回転情報ＬＤに対し
てのその検出範囲を示すデータなどが含まれる。駆動動作設定データとしては、回転速度
とこれに対応した進角値、モータ２９を駆動する波形やパルス幅変調の方式を示すデータ
などが含まれる。パワー部動作設定データとしては、デッドタイム、パルス幅変調の周波
数、パワートランジスタのスイッチ速度を示すデータなどが含まれる。保護動作設定デー
タは、保護機能の有効／無効、動作閾値などのパラメータ設定を示すデータなどが含まれ
る。一連動作設定データとしては、例えば「起動→所望速度での回転→ブレーキ減速→停
止→再起動」のような一連動作を指令するデータなどが含まれる。
【００６７】
　次に、制御部２５は、モータ２９の回転速度に関する制御を行う速度制御部５１、モー
タ装置２０の基本動作に関する処理を行う基本動作処理部５２、出力処理部３２を介しホ
スト装置１０に対してフィードバック要求の処理を行うＦＢ要求処理部５３、およびフィ
ードバック要求のためのデータや指令した回転速度に達したこと示す回転情報ＬＤを記憶
するＦＢ情報メモリ５４を備えている。
【００６８】
　速度制御部５１は、設定メモリ４４に記憶された制御動作設定データから、制御パラメ
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ータとしての各データを取り込む。これにより、速度制御部５１には、速度制御信号を生
成するために必要となる制御ゲインなどの回転制御のための制御パラメータが設定される
。速度制御部５１は、このようにして制御パラメータが設定された状態で、ホスト装置１
０から通知される速度指令データおよび速度検出器９１から通知される速度検出信号ＦＧ
に基づきモータ２９の回転速度を制御するための速度制御信号を生成する。そして、速度
制御部５１は、このように生成した速度制御信号を駆動部２６に供給する。
【００６９】
　基本動作処理部５２は、解読部４３から通知された基本動作指令に従って、モータ装置
２０の基本動作としての起動／停止、ブレーキ動作／解除、正転／逆転などを制御する。
また、ＦＢ要求処理部５３は、速度制御部５１、駆動部２６や設定メモリ４４から取得し
た所定のデータをＦＢ情報としてＦＢ情報メモリ５４に格納する。このＦＢ情報は、ホス
ト装置１０に通知するためのデータであり、出力処理部３２およびシリアル通信バス１１
を介してホスト装置１０に通知される。また、速度制御部５１は、ホスト装置１０から通
知された速度指令データが示す速度と速度検出器９１が検出した速度とが等しい速度にな
ったかどうかを判定する機能を有している。速度制御部５１は、この判定結果を、指令し
た回転速度に達したこと示す回転情報ＬＤとしてＦＢ情報メモリ５４に格納する。このよ
うな回転情報ＬＤも上述のようにしてホスト装置１０に通知する。特に、このような回転
情報ＬＤは回転制御を行う上でリアルタイム性が必要であるため、優先してホスト装置１
０に通知するような構成とすることが好ましい。
【００７０】
　次に、駆動部２６は、速度制御部５１からの速度制御信号に従ってモータ２９を正弦波
駆動するための正弦波駆動信号を生成する正弦波駆動部６１、正弦波駆動信号に基づきモ
ータ２９の各駆動巻線に駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷを供給するパワー部６２、およびパワー
部６２の保護を行う保護部６３を備えている。また、正弦波駆動部６１は、正弦波駆動信
号を生成するためのパルス幅変調（ＰＷＭ）回路を有している。そして、パワー部６２は
、モータ２９を駆動するために、直流電力を交流の駆動電力に変換するインバータを有し
ている。
【００７１】
　正弦波駆動部６１は、速度制御部５１からの速度制御信号に応じた振幅、および位置検
出器９２からの位置検出信号ＣＳに応じた位相の正弦波状の波形信号を生成する。さらに
、正弦波駆動部６１は、生成した波形信号によりパルス幅変調した駆動パルス信号を生成
する。生成された駆動パルス信号は正弦波駆動信号としてパワー部６２に供給される。
【００７２】
　パワー部６２において、正弦波駆動信号によりインバータが駆動される。これにより、
パワー部６２から、正弦波駆動信号に応じたパルス状の駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが出力さ
れる。正弦波駆動信号は、正弦波状の波形信号によりパルス幅変調した信号である。この
ため、パルス幅変調の原理から、平均値的には、この波形信号に応じた正弦波状の電圧と
なる駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが、それぞれの駆動巻線に供給されることになる。
【００７３】
　以上説明したように、本モータ駆動システムは、ホスト装置１０と各モータ装置２０と
が、モータ装置２０ごとに設定されたアドレスを利用して個別にデータの送受信を行うこ
とができる。また、各モータ装置２０に設定されるアドレスは、アドレス処理部３４およ
び転送処理部３３により自動的にそれぞれのモータ装置２０に設定されるように構成され
ている。このため、ビットスイッチなどによるモータ装置側でのアドレス設定の必要はな
い。また、アドレス設定モードにおいて、アドレスが確定したモータ装置２０から順番に
ホスト装置１０とのシリアル通信接続が再開されていくような構成であるため、誤動作な
どを防止できる。また、アドレス設定のためのアドレス設定情報はクロック同期方式に基
づきクロック同期して送出されるため、即座にアドレスの自動生成が行われる。
【００７４】
　さらに、通常の動作モードにおいては、各モータ装置２０に自動的にアドレスが設定さ
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れているため、ホスト装置１０は、容易かつ即座に個別のモータ装置２０とのシリアル通
信を行うことができる。
【００７５】
　次に、本実施の形態のモータ駆動システムの動作について、本発明の特徴とするアドレ
ス生成機能を中心に説明する。
【００７６】
　図３は、本発明の実施の形態におけるモータ駆動システムの要部を示すブロック図であ
る。以下、図３を参照しながら本モータ駆動システムのアドレスを生成し設定する動作に
ついて説明する。
【００７７】
　まず、図３に示すように、アドレス処理部３４は、アドレス処理部３４における制御や
処理を行うアドレス制御部３４１、アドレスを生成するアドレス生成部３４２、およびア
ドレスをアドレスメモリ４１に設定するアドレス設定部３４３を有している。
【００７８】
　アドレス生成部３４２は、アドレス制御部３４１から通知されるアドレス設定情報に基
づき、自己のモータ装置２０に設定するアドレスを示すアドレスデータＡｄｒＲと、次段
のモータ装置２０に通知するアドレスを示すアドレスデータＡｄｒＴとを生成する。アド
レス設定部３４３は、アドレス生成部３４２から通知されたアドレスデータＡｄｒＲをア
ドレスメモリ４１に設定する。
【００７９】
　また、転送処理部３３は、アドレス制御部３４１の切替信号ｓｅｌに応じて、シリアル
通信バス１１からの信号とアドレス制御部３４１からの信号とを切り替えて出力するセレ
クタ３３１およびセレクタ３３２を有している。セレクタ３３１は、切替信号ｓｅｌに応
じて、前段側からのシリアル通信バス１１のシリアルデータＳｄｔとアドレス制御部３４
１が出力するアドレスデータＡｄｒＴに対応したシリアルデータとを切り替えて出力する
。セレクタ３３２は、前段側からのシリアル通信バス１１のクロックとアドレス制御部３
４１が出力するクロックとを切り替えて出力する。
【００８０】
　このような各モータ装置２０の構成において、例えば、本モータ駆動システムを備えた
機器の電源を立ち上げたときなど、ホスト装置１０が各モータ装置２０をリセットした後
、上述したようなアドレス設定モードが開始される。
【００８１】
　まず、ホスト装置１０は、シリアル通信バス１１を介して、アドレスの設定を指令する
コマンドを各モータ装置２０に対して送出する。すると、このコマンドを示すシリアルデ
ータが各モータ装置２０の入力処理部３１に伝送される。このコマンドを示す入力データ
が照合部４２を介して解読部４３に通知される。各モータ装置２０の解読部４３は、この
コマンドを示す入力データを解読し、ホスト装置１０からアドレスの設定が指令されたと
判定する。解読部４３は、この判定に基づき、アドレス処理部３４のアドレス制御部３４
１にアドレス設定指令ＡＤｃｍｄを通知する。この通知によって、各モータ装置２０のア
ドレス制御部３４１は、アドレス設定モードにおける処理を開始する。なお、このように
各モータ装置２０を同時に制御するため、ホスト装置１０から全てのモータ装置２０に対
して共通のシリアルデータを伝送するような同時制御モードを設けておくことが好ましい
。
【００８２】
　このようにして、アドレス設定モードになると、各モータ装置２０のアドレス制御部３
４１は、切替信号ｓｅｌにより、アドレス制御部３４１からの信号を選択するようにセレ
クタ３３１およびセレクタ３３２を切り替える。このような切り替えにより、ホスト装置
１０は最上流側のモータ装置２０のみとシリアル通信バス１１を介した通信が可能な接続
構成となる。また、各モータ装置２０については、上流側からのシリアルデータの中継を
切断し、隣あったアドレス制御部３４１どうしが、シリアル通信バス１１を介して通信可
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能な接続構成となっている。
【００８３】
　このようにアドレス制御部３４１がセレクタ３３１およびセレクタ３３２を設定した後
、ホスト装置１０は、アドレス設定情報として初期値とするようなアドレスの値＃０を送
出する。このとき、ホスト装置１０は、シリアル通信バス１１を介して最上流側のモータ
装置２０とのみ通信可能である。すなわち、ホスト装置１０が送出したアドレスの値＃０
は、最上流側の入力処理部３１のみに通知される。
【００８４】
　最上流側のアドレス制御部３４１は、このようにして通知されたアドレスの値＃０を入
力処理部３１から読み込み、このアドレスの値＃０をアドレス生成部３４２に通知する。
アドレス生成部３４２は、まず、このアドレスの値＃０を自己のアドレス＃０とすること
で、自己のアドレスを生成する。さらに、アドレス生成部３４２は、アドレスデータＡｄ
ｒＲとしてこのアドレス＃０をアドレス設定部３４３に通知する。アドレス設定部３４３
は、このアドレス＃０をアドレスメモリ４１に設定する。このようにして、最上流側のモ
ータ装置２０にはアドレス＃０とするようなアドレスが設定される。
【００８５】
　さらに、アドレス生成部３４２は、次段に通知するためのアドレスデータＡｄｒＴを生
成する。具体的な一例として、アドレス生成部３４２は、このアドレスの値＃０に所定の
値を加算した値＃１とするアドレスデータＡｄｒＴを生成する。そして、アドレス生成部
３４２は、値＃１とするアドレスデータＡｄｒＴをアドレス制御部３４１に通知する。こ
の後、アドレス制御部３４１は、セレクタ３３２にクロックを供給するとともに、そのク
ロックに同期して、値＃１とするアドレスデータＡｄｒＴに対応したシリアルデータをセ
レクタ３３１に供給する。これにより、アドレス設定情報としての値＃１とするアドレス
データＡｄｒＴが、最上流側のアドレス制御部３４１から次段のアドレス制御部３４１に
通知される。最上流側のアドレス制御部３４１は、アドレスデータＡｄｒＴを次段のモー
タ装置２０に送出した後、切替信号ｓｅｌによりシリアル通信バス１１からの信号を選択
するようにセレクタ３３１およびセレクタ３３２を切り替える。なお、最下流側となるモ
ータ装置２０のアドレス設定が完了した後、このモータ装置２０の通信部２３がホスト装
置１０にアドレス生成の完了を通知し、各モータ装置２０において切替信号ｓｅｌにより
シリアル通信バス１１からの信号を選択するように、一斉にセレクタ３３１およびセレク
タ３３２を切り替えるような構成でもよい。
【００８６】
　次段のアドレス制御部３４１には、このようにして、値＃１とするアドレスデータＡｄ
ｒＴが通知される。以下、上述した最上流側のモータ装置２０と同様にして、次段のアド
レスメモリ４１にはアドレス＃１が設定される。さらに、その次のモータ装置２０には、
このアドレスの値＃１に所定の値を加算した値＃２とするアドレスデータＡｄｒＴが通知
される。
【００８７】
　このように、本モータ駆動システムは、アドレス設定モードにおいて、最上流側となる
一方端のモータ装置２０から他方端のモータ装置２０へ向けて、ホスト装置１０とシリア
ル通信接続を再開しながら、アドレス＃０、＃１、＃２、＃３とするようなアドレスが順
番に生成され、設定される。すなわち、例えば、アドレス生成部３４２において、アドレ
スの値に加算する所定の値として値「１」としておく。そして、アドレス設定モードにお
いて、ホスト装置１０がアドレスの値「０」を伝送すると、ホスト装置１０に最も近いモ
ータ装置２０から順番に、０番地、１番地、２番地、３番地とするアドレスが設定される
ことになる。
【００８８】
　以上説明したように、本実施の形態におけるモータ駆動システムは、モータ２９とモー
タ２９を駆動制御する駆動制御回路２１とを含むモータ装置２０を複数個配置するととも
に、各モータ装置２０を制御するホスト装置１０を備え、ホスト装置１０と複数個のモー
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タ装置２０の駆動制御回路２１とをシリアル通信バス１１で接続している。さらに、シリ
アル通信バス１１は、シリアルデータを伝送するシリアルデータラインＳＯ、ＳＩとクロ
ック信号を伝送するクロックラインＣＬＫとを含む。また、駆動制御回路２１が、モータ
２９の動作を制御するための制御信号を生成する制御部２５と、制御信号に基づきモータ
２９を駆動する駆動部２６と、ホスト装置１０からシリアル通信バス１１を介してモータ
２９を駆動制御するためのデータを含めたシリアルデータを中継するように順次直列に接
続され、ホスト装置１０とのシリアル通信を行う通信部２３とを備えている。そして、本
モータ駆動システムは、複数個直列に配置されたモータ装置２０における一方端の通信部
２３から他方端の通信部２３へ向けて、それぞれの通信部２３が順番にそれぞれを識別す
るためのアドレスを生成するアドレス生成機能を有している。
【００８９】
　また、本実施の形態におけるモータ装置２０は、通信部２３が、シリアル通信バス１１
から受け取ったアドレス設定情報に基づき自己のアドレスを設定するとともに、設定した
アドレスに関する情報をアドレス設定情報としてシリアル通信バス１１を介して送出する
。
【００９０】
　また、本実施の形態におけるモータ駆動システムは、アドレス生成機能を有効にするア
ドレス設定モードを有している。そして、アドレス設定モードが開始されると、本モータ
装置２０の通信部２３のそれぞれは、少なくともシリアルデータの中継を切断し、アドレ
ス設定情報がシリアルデータラインＳＯを介して次段の通信部２３に送出されるように切
り替えるよう構成されている。
【００９１】
　このため、本実施の形態におけるモータ駆動システムによれば、それぞれのモータ装置
２０においてアドレスを自動的に生成できるため、アドレスを設定するためのビットスイ
ッチなどは必要なく、またビットスイッチを設定操作する必要もない。また、アドレス設
定モードにおいて、シリアルデータの中継が切断されるため、アドレスが未確定のモータ
装置２０との通信も切断され、誤動作などを防止できる。また、通常モードにおいては、
モータ装置２０それぞれに対してアドレスが自動的に設定されるため、速度の低下を招く
ことなく複数のモータ装置２０を制御することができる。また、本実施の形態におけるモ
ータ装置２０は、例えば生産段階においてはアドレス区分などの必要がないため、生産や
部品管理としての効率化をも図ることができる。このように、本発明によれば、ビットス
イッチなどによるモータ装置側でのアドレス設定の必要をなくすとともに、容易かつ即座
に個別のモータ装置とのシリアル通信を可能とすることができる。
【００９２】
　なお、本実施の形態では、通信部２３が、アドレスの設定を指令するコマンドに応答し
て、シリアルデータの中継を切断するような構成例を挙げて説明したが、例えば、シリア
ルデータラインの入力レベルに基づき、シリアルデータの中継を切断するような構成とす
ることも可能である。
【００９３】
　すなわち、最上流となるモータ装置２０のデータ入力端子ＳＩＨを、例えば、「Ｈ」レ
ベルにプルアップしおく。さらに、例えば、電源をオンにすると、データ出力端子ＳＯＬ
からは「Ｌ」レベルの信号が出力され、アドレス生成が完了すると、「Ｈ」レベルを出力
するような構成とする。また、ここで、データ入力端子ＳＩＨの入力レベルにおいて、「
Ｈ」レベルのときアドレス生成が有効を示し、「Ｌ」レベルのとき無効とする。そして、
データ入力端子ＳＩＨの入力レベルにおいて「Ｈ」レベルが継続するとき、モータ装置２
０は最上流側であると認識し、アドレス設定情報の初期値をデータ出力端子ＳＯＬから出
力し、その後、アドレス生成が完了したことを示す「Ｈ」レベルを出力する。また、次段
のモータ装置２０は、データ入力端子ＳＩＨの入力レベルが「Ｈ」レベル変化したことを
検知するとともに、最上流側からのアドレス設定情報を取り込む。次段以降のモータ装置
２０も同様の動作を行う。
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【００９４】
　このような構成とすることにより、電源をオンするとともに、各モータ装置２０は、入
力レベルを参照して、アドレス生成の開始を判定できる。また、最上流となるモータ装置
２０は、データ入力端子ＳＩＨが「Ｈ」レベルにプルアップされているため、自己が最上
流であることを認識できる。このため、アドレスの設定を指令するコマンドに代えて、電
源のオン時やリセット時に、最上流となるモータ装置２０から下流側へと順次アドレスの
生成を実行させることが可能となる。この場合、ホスト装置１０が、アドレスの設定を指
令する必要はないため、ホスト装置１０の処理負荷を低減できる。また、停電などの電源
遮断からの復帰時にも、自動的にアドレスが再設定されることになり、より信頼性を高め
ることができる。
【００９５】
　また、本実施の形態では、次段に通知するアドレス設定情報に含むアドレスデータの生
成手法として、自己のアドレスの値に所定の値を加算する加算演算を行うことで次段への
アドレスを生成する一例を挙げて説明したが、例えば、自己のアドレスの値から所定の値
を減算する減算演算を行うような構成であってもよい。すなわち、あらかじめ定めた所定
の演算に従って、それぞれのモータ装置のアドレスをそれぞれ異なる値とするようなアド
レスデータの生成手法であればよい。
【００９６】
　また、本実施の形態では、各モータ装置において、前段から通知されたアドレス設定情
報を自己のアドレスとし、自己のアドレスに所定の演算を施した値を次段のアドレスとし
て次段に送出するような構成例を挙げて説明した。これに代えて、前段から通知されたア
ドレス設定情報に含まれるアドレスの値に所定の演算を施した値を自己のアドレスとし、
この自己のアドレスを含めてアドレス設定情報として次段に送出するような構成であって
もよい。
【００９７】
　また、本実施の形態では、ホスト装置に接続された最上流側のモータ装置から下流側に
向けて順番にアドレスを生成するような一例を挙げて説明したが、ホスト装置にデータを
通知するデータ入力ラインを利用して、最下流側のモータ装置から上流側に向けて順番に
アドレスを生成するような構成とすることも可能である。
【００９８】
　また、本実施の形態では、アドレスメモリがＲＡＭのような書き換え可能な揮発性メモ
リとした例を挙げて説明した。これに代えて、例えば、モータ装置の生産段階では、アド
レスメモリを未書込みのＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリなどとしておき、各モ
ータ装置を機器に組み込んだ段階で、アドレス設定モードを動作させ、アドレスメモリに
アドレスを設定するような構成としてもよい。このような構成とすることによっても同様
の効果が得られるとともに、機器の電源を立ち上げるたびにアドレス設定モードを動作さ
せる必要がなくなる。
【００９９】
　また、本実施の形態では、同一品種の複数のモータ装置を配置するような一例を挙げて
説明したが、異なる品種のモータ装置を含めてもよく、また、それぞれが異なるモータ装
置を備えたモータ駆動システムに対しても本発明を適用することができる。
【０１００】
　また、本実施の形態では、データ出力ラインＳＯ、データ入力ラインＳＩおよびクロッ
クラインＣＬＫとする３つの信号線で少なくとも構成されるような一例を挙げて説明した
が、信号線の本数などは限定されず、ホスト装置と各モータ装置とがシリアルデータによ
り通信するような構成であれば本発明を適用することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態では、シリアルデータとともにクロックが伝送されるような一例を
挙げて説明したが、クロックは常に連続して伝送され、シリアルデータが必要に応じて不
連続に伝送されるようなシリアル通信方式にも適用することができる。また、本実施の形
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態の構成でクロックが常に連続して伝送されるような場合、転送処理部のクロック切り替
えのためのセレクタは必要なく、転送処理部が、シリアル通信バスのシリアルデータとア
ドレス制御部からのアドレスの値を示すシリアルデータとを切り替えるのみの構成でよい
。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、回転動作を行うモータの例を挙げて説明したが、例えばリニ
アモータなど回転以外の動作を行うモータであってもよい。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、速度制御部が速度指令データおよび速度検出信号ＦＧに基づ
くフィードバックループ制御によりモータの回転速度を制御するような例を挙げて説明し
たが、速度指令データに基づき直接にモータの回転速度が駆動制御されるような構成であ
ってもよい。空調機器用のファンモータ駆動や燃焼用ファンモータを搭載した給湯機、空
気清浄機などでは、このような直接モータを駆動する制御方式が利用されており、これら
の機器において複数のモータを使用する場合などにも、本発明を適用することができる。
【０１０４】
　（実施の形態２）
　図４は、本発明の実施の形態２におけるモータ駆動システムの構成を示すブロック図で
ある。
【０１０５】
　図４に示すように、本モータ駆動システムは、モータ１２９とモータ１２９を駆動制御
する駆動制御回路１２１とを含むモータ装置１２０を複数個配置するとともに、各モータ
装置１２０を制御するホスト装置１１０を備えている。そして、ホスト装置１１０と複数
個のモータ装置１２０の駆動制御回路１２１とは、シリアル通信バス１１１を介してシリ
アル通信接続されている。図４では、ホスト装置１１０が、３個のモータ装置１２０を制
御するような一例を示しており、それぞれのモータ装置１２０は同一品種である。
【０１０６】
　ホスト装置１１０は、例えば、モータ装置１２０が搭載される機器に備えられ、マイコ
ン（マイクロコンピュータ）あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）などで構成される。このようなホスト装置１１０から、シリアル通信バス１
１１を介して、モータ装置１２０の速度などを制御するための各種データが各モータ装置
１２０に通知される。また、逆に、モータ１２９の回転数に関するデータなどが各モータ
装置１２０から、シリアル通信バス１１１を介して、ホスト装置１１０に通知される。
【０１０７】
　また、各モータ装置１２０において、駆動制御回路１２１は、シリアル通信バス１１１
に接続された通信部１２３、モータ装置１２０を動作させるための各種パラメータが設定
されたパラメータ設定部１２４、モータ１２９の回転を制御する制御部１２５、およびモ
ータ１２９を駆動する駆動部１２６を備えている。
【０１０８】
　通信部１２３は、ホスト装置１１０から、それぞれがシリアル通信バス１１１を介して
順次直列接続となるように接続されている。通信部１２３は、このようなシリアル通信バ
ス接続された構成によって、ホスト装置１１０とのシリアル通信を行う。
【０１０９】
　パラメータ設定部１２４は、シリアル通信バス１１１を介して通信部１２３に伝送され
るシリアルデータから、自己宛のデータを取得する。パラメータ設定部１２４は、取得し
た各種データを、制御パラメータや駆動パラメータなどに区分してメモリなどの記憶部に
記憶する。このようにして、パラメータ設定部１２４には、各種パラメータなどのデータ
が設定される。
【０１１０】
　制御部１２５は、モータ装置１２０内における各種制御や処理などを行う。例えば、制
御部１２５は、パラメータ設定部１２４に設定されたパラメータや指令情報を用いて、回
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転を制御するための制御信号を生成し、この制御信号によりモータ１２９の回転動作を制
御する。そして、駆動部１２６は、制御部１２５からの制御信号に基づきモータ１２９を
駆動する。
【０１１１】
　また、本実施の形態では、シリアル通信バス１１１が、データ伝送ラインＳＯ、データ
帰還ラインＳＩ、クロックラインＣＬＫおよびシリアル制御ラインＥＮとする４つの信号
線で構成されるような一例を挙げている。データ伝送ラインＳＯは、シリアルデータを伝
送するシリアルデータラインである。データ伝送ラインＳＯは、ホスト装置１１０から最
上流側のモータ装置１２０を接続し、順番に各モータ装置１２０を直列に接続するように
構成される。さらに、データ帰還ラインＳＩは、最下流側のモータ装置１２０からホスト
装置１１０へと接続し、このような接続によって、データ伝送ラインＳＯを介して伝送さ
れたシリアルデータがホスト装置１１０に帰還する。また、クロックラインＣＬＫには、
ホスト装置１１０からシリアルデータに同期したクロックが伝送される。そして、シリア
ル制御ラインＥＮには、各モータ装置１２０を選択するためのシリアル制御信号が伝送さ
れる。
【０１１２】
　このようなシリアル通信バス１１１の構成において、ホスト装置１１０がクロックとと
もにシリアルデータを送出すると、ホスト装置１１０とバス接続された最上流側となるモ
ータ装置１２０の通信部１２３にクロックとシリアルデータとが伝送される。この最上流
側の通信部１２３は、受け取ったクロックとシリアルデータとを、次段の通信部１２３へ
転送する。このようにして、ホスト装置１１０から、一方端となる最上流側の通信部１２
３、その後段の通信部１２３へと、他方端となる最下流側の通信部１２３に向けて、各通
信部１２３を介しながら、データ伝送ラインＳＯを通してシリアルデータが伝送される。
さらに、最下流側のモータ装置１２０が受け取ったシリアルデータは、データ帰還ライン
ＳＩを介してホスト装置１１０に伝送される。このように、ホスト装置１１０から伝送さ
れたシリアルデータがホスト装置１１０へと帰還するように、シリアルデータラインが環
状に構成されている。また、モータ装置１２０からホスト装置１１０に通知するようなデ
ータは、後段のモータ装置１２０を接続するデータ伝送ラインＳＯを介し、さらにデータ
帰還ラインＳＩを介してホスト装置１１０に通知される。
【０１１３】
　さらに、シリアル通信バス１１１のシリアル制御ラインＥＮを介して、ホスト装置１１
０から各モータ装置１２０に対してシリアル制御信号が伝送される。シリアル制御ライン
ＥＮは、モータ装置１２０を選択するために設けたバスラインである。詳細については以
下で説明するが、本実施の形態のモータ駆動システムは、各モータ装置１２０に対して個
別にシリアルデータを伝送する個別伝送モードと、各モータ装置１２０の全てに対してシ
リアルデータを伝送する共通伝送モードとを有している。
【０１１４】
　個別伝送モードの場合、シリアル制御ラインＥＮを介して、１つのモータ装置１２０を
特定するためのシリアル制御信号がモータ装置１２０ごとに順番に伝送される。より具体
的には、個別伝送モードの場合、シリアル制御ラインＥＮがシフトレジスタ状に接続され
、ホスト装置１１０がシリアル制御信号として送出したパルスが、各モータ装置１２０に
順番に伝送される。また、シリアル制御信号が所定のモータ装置１２０に伝送されたタイ
ミングにあわせて、上述したようなシリアルデータおよびクロックが、各モータ装置１２
０へと伝送され、シリアル制御信号を受け取っているモータ装置１２０がシリアルデータ
を取り込む。このようにして、ホスト装置１１０から特定のモータ装置１２０に対してシ
リアルデータが伝送される。
【０１１５】
　また、共通伝送モードの場合、シリアル制御ラインＥＮを介して、全てのモータ装置１
２０を選択するためのシリアル制御信号が各モータ装置に伝送される。より具体的には、
共通伝送モードの場合、シリアル制御ラインＥＮは信号が共通に伝送されるように直列に
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接続される。このため、ホスト装置１１０がシリアル制御信号として出力した信号レベル
が直接に各モータ装置１２０に伝送される。これとともに、上述したようなシリアルデー
タおよびクロックが各モータ装置１２０へと伝送される。すなわち、全てのモータ装置１
２０は、直接にこの信号レベルを受け取っているため、全てのモータ装置１２０に対して
、シリアルデータの取り込みが可能となるようにできる。このようにして、ホスト装置１
１０から全てのモータ装置１２０に対してシリアルデータが伝送される。
【０１１６】
　図５は、本発明の実施の形態におけるモータ駆動システムのモータ装置１２０の詳細な
構成を示すブロック図である。
【０１１７】
　図５に示すような構成により、駆動制御回路１２１がモータ１２９を駆動制御する。本
実施の形態では、モータ１２９が駆動制御回路１２１により正弦波駆動や矩形波駆動され
るブラシレスＤＣモータである一例を挙げて説明する。また、駆動制御回路１２１の機能
の一部あるいは全部は、１つまたは複数の集積回路装置により実現され、駆動制御回路１
２１の機能を実現する回路素子がプリント基板上に形成される。本実施の形態では、図５
に示すように、駆動制御回路１２１の機能の全部が集積回路装置３２１により実現された
一例を挙げている。そして、モータ装置１２０は、このようなプリント基板が、モータ１
２９に内蔵または一体化されている。
【０１１８】
　モータ１２９は、可動子と、Ｕ相、Ｖ相およびＷ相とする３相の駆動巻線とを有してい
る。各駆動巻線には、駆動制御回路１２１から、それぞれ駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが供給
される。また、モータ１２９の近辺には、モータ１２９の速度を検出する速度検出器１９
１、およびモータ１２９の可動子の位置を検出する位置検出器１９２が配置されている。
速度検出器１９１は、検出した速度を示す速度検出信号ＦＧを駆動制御回路１２１に通知
する。位置検出器１９２は、検出した位置を示す位置検出信号ＣＳを駆動制御回路１２１
に通知する。
【０１１９】
　ところで、このように正弦波駆動されるブラシレスＤＣモータは、回転速度むらの低減
や、低騒音・高効率駆動などの高い性能が、広い回転速度範囲で要求されることが多くな
ってきている。これらの要求を実現するためには、各回転速度ごとにきめ細かく多くの制
御パラメータや駆動パラメータを設定する必要がある。このため、シリアル通信バスを利
用してブラシレスＤＣモータを制御することにより、速度制御、正弦波駆動の際の各種制
御パラメータや駆動パラメータをきめ細かに設定でき、より一層の制御性能、低騒音・高
効率駆動性能を高めることが可能になる。
【０１２０】
　一方、図５に示すように、駆動制御回路１２１のクロック入力端子ＣＩには、ホスト装
置１１０あるいは前段のモータ装置１２０である上流側から、クロックラインＣＬＫを通
して、クロックが供給される。また、データ入力端子ＳＩＨには、データ伝送ラインＳＯ
を通して、シリアルデータが供給される。制御信号入力端子ＥＮＨには、シリアル制御ラ
インＥＮを通して、シリアル制御信号が供給される。
【０１２１】
　また、駆動制御回路１２１のクロック出力端子ＣＯは、クロックラインＣＬＫを通して
、下流側となる後段のモータ装置１２０へと、ホスト装置１１０からのクロックを出力す
る。また、データ出力端子ＳＯＬは、データ伝送ラインＳＯを通して、下流側となる後段
のモータ装置１２０へと、ホスト装置１１０からのシリアルデータを出力する。なお、最
下流側となるモータ装置１２０のデータ出力端子ＳＯＬは、上述したように、データ帰還
ラインＳＩを介してホスト装置１１０に接続される。また、制御信号出力端子ＥＮＬは、
シリアル制御ラインＥＮを通して、下流側となる後段のモータ装置１２０へと、ホスト装
置１１０からのシリアル制御信号を出力する。
【０１２２】
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　次に、通信部１２３は、データ入力端子ＳＩＨに供給されたシリアルデータの処理を行
う入力処理部１３１、ホスト装置１１０にシリアルデータを通知する処理を行う出力処理
部１３２、シリアルデータおよびシリアル制御信号を下流側へと転送するなどの処理を行
う転送処理部１３３、入力処理部１３１に供給されたシリアルデータを取り込む取込部１
３４、および取込部１３４が取り込んだコマンドデータに従って転送処理部１３３を制御
するモード判定部１３５を備えている。
【０１２３】
　入力処理部１３１は、クロック入力端子ＣＩに供給されたクロックに従って、データ入
力端子ＳＩＨに供給されるシリアルデータを取り込む。入力処理部１３１は、取り込んだ
シリアルデータをパラレル変換し、パラレル変換したデータを入力データとして、取込部
１３４に供給する。
【０１２４】
　取込部１３４は、入力処理部１３１から供給された入力データの解読を行う。取込部１
３４は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給されているシリアル制御信号を参照し、シリアル
制御信号が自己を特定するレベルであると判断すると、供給されている入力データを取り
込む。取込部１３４は、取り込んだデータの種別に応じて、パラメータ設定部１２４ある
いは制御部１２５に取り込んだデータを転送する。
【０１２５】
　なお、シリアル通信バス１１１を介して伝送されるシリアルデータは、パラメータとし
て設定するなどの通常のデータに加えて、直接に動作を指令するコマンドデータなども含
まれる。例えば、モータ装置１２０を初期状態に戻すようなリセットコマンドがホスト装
置１１０からシリアルデータとして送出されると、モータ装置１２０はそのコマンドデー
タを解析し自己を初期状態に戻す。また、このようなコマンドデータについては、シリア
ル制御信号のレベルに関係なく取り込むような構成としてもよい。また、特に、本実施の
形態では、コマンドデータの１つとして、個別伝送モードであるか共通伝送モードである
かを示す伝送モードコマンドが含まれる。取込部１３４は、この伝送モードコマンドがホ
スト装置１１０から伝送されたと判定すると、その伝送モードコマンドをモード判定部１
３５に通知する。
【０１２６】
　モード判定部１３５は、取込部１３４から通知された伝送モードコマンドを解析し、ホ
スト装置１１０から、個別伝送モードと指令されたか共通伝送モードと指令されたかを判
定し、その判定結果を転送処理部１３３に通知する。
【０１２７】
　転送処理部１３３は、モード判定部１３５の判定結果に従って、次段に伝送するシリア
ルデータおよびシリアル制御信号を切り替える。
【０１２８】
　個別伝送モードの場合、転送処理部１３３は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給されてい
るシリアル制御信号をシフトレジスタなどに取り込み、シフトレジスタの出力信号が制御
信号出力端子ＥＮＬから出力されるような構成となる。これにより、複数のモータ装置１
２０を直列となるように接続すると、シリアル制御ラインＥＮは、シリアル制御信号を順
次遅延させるようなシフトレジスタ状に接続された構成となる。これにより、ホスト装置
１１０がシリアル制御信号として送出するパルスを、各モータ装置１２０に順番に伝送す
ることができる。すなわち、このようにして、ホスト装置１１０は所望のモータ装置１２
０を特定することができる。
【０１２９】
　また、共通伝送モードの場合、転送処理部１３３は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給さ
れているシリアル制御信号がそのまま制御信号出力端子ＥＮＬから出力されるような構成
となる。これにより、複数のモータ装置１２０を直列となるように接続すると、ホスト装
置１１０がシリアル制御信号として出力した信号レベルが直接に各モータ装置１２０に伝
送される。すなわち、このようにして、ホスト装置１１０は全てのモータ装置１２０が共
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通となるように選択することができる。
【０１３０】
　また、出力処理部１３２には、ホスト装置１１０に通知するためのデータが制御部１２
５から供給される。出力処理部１３２は、ホスト装置１１０に通知するためのデータをシ
リアルデータに変換する。変換されたシリアルデータは、転送処理部１３３に供給され、
さらに、データ出力端子ＳＯＬからデータ伝送ラインＳＯに出力される。このように、ホ
スト装置１１０に通知するためのデータは、下流側に伝送され、最下流側のモータ装置１
２０のデータ出力端子ＳＯＬからデータ帰還ラインＳＩを介してホスト装置１１０まで伝
送される。
【０１３１】
　本実施の形態のモータ駆動システムは、シリアル制御ラインＥＮを上述したように切り
替え可能としたことを特徴としており、これによって、個別のモータ装置１２０を特定し
たり、全てのモータ装置１２０を選択したりすることを可能としている。
【０１３２】
　また、本モータ駆動システムは、上述のようにして個別のモータ装置１２０を特定でき
るため、ビットスイッチなどによるアドレス設定の必要はない。さらに、このようにして
ビットスイッチなどの部品を削減することで、駆動制御回路１２１をモータ１２９に内蔵
または一体化したようなモータ装置１２０の小型化を図っている。そして、駆動制御回路
１２１を集積回路装置により実現する場合、アドレスを設定するためのピンなどの必要は
ないため、これによってピン数を削減している。
【０１３３】
　また、このような構成とすることにより、機器に組み込む各モータ装置１２０の共用化
が図れるため、例えばモータ装置１２０の生産段階やモータ装置１２０を機器に組み込む
段階などにおいて、モータ装置１２０のアドレスを区分する必要がなく、これによって、
生産や部品管理の効率化を図ることができる。
【０１３４】
　次に、パラメータ設定部１２４は、シリアル通信バス１１１を介して通知されたデータ
を記憶する設定メモリ１４４を備えている。設定メモリ１４４には、取込部１３４により
格納される各種動作を設定するためのデータが記憶される。設定メモリ１４４が記憶する
データとしては、制御動作を設定するための制御動作設定データ、駆動動作を設定するた
めの駆動動作設定データ、パワー部の動作を設定するためのパワー部動作設定データ、起
動時の遅延時間を設定するための起動遅延設定データ、保護動作を設定するための保護動
作設定データ、一連の動作を設定するための一連動作設定データ、および省エネルギーに
関する動作を設定するための省エネ設定データなどが含まれる。
【０１３５】
　さらに、制御動作設定データとしては、回転速度やこれに対応した制御ゲインのような
制御パラメータに関するデータ、指令した回転速度に達したこと示す回転情報ＬＤに対し
てのその検出範囲を示すデータなどが含まれる。駆動動作設定データとしては、回転速度
とこれに対応した進角値、モータ１２９を駆動する波形やパルス幅変調の方式を示すデー
タなどが含まれる。パワー部動作設定データとしては、デッドタイム、パルス幅変調の周
波数、パワートランジスタのスイッチ速度を示すデータなどが含まれる。保護動作設定デ
ータは、保護機能の有効／無効、動作閾値などのパラメータ設定を示すデータなどが含ま
れる。一連動作設定データとしては、例えば「起動→所望速度での回転→ブレーキ減速→
停止→再起動」のような一連動作を指令するデータなどが含まれる。
【０１３６】
　次に、制御部１２５は、モータ１２９の回転速度に関する制御を行う速度制御部１５１
、モータ装置１２０の基本動作に関する処理を行う基本動作処理部１５２、出力処理部１
３２を介しホスト装置１１０に対してフィードバック要求の処理を行うＦＢ要求処理部１
５３、およびフィードバック要求のためのデータや指令した回転速度に達したこと示す回
転情報ＬＤを記憶するＦＢ情報メモリ１５４を備えている。
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【０１３７】
　速度制御部１５１は、設定メモリ１４４に記憶された駆動動作設定データから、制御パ
ラメータとしての各データを取り込む。これにより、速度制御部１５１には、速度制御信
号を生成するために必要となる制御ゲインなどの回転制御のための制御パラメータが設定
される。速度制御部１５１は、このようにして制御パラメータが設定された状態で、ホス
ト装置１１０から通知される速度指令データおよび速度検出器１９１から通知される速度
検出信号ＦＧに基づきモータ１２９の回転速度を制御するための速度制御信号を生成する
。そして、速度制御部１５１は、このように生成した速度制御信号を駆動部１２６に供給
する。
【０１３８】
　基本動作処理部１５２は、取込部１３４から通知された基本動作指令に従って、モータ
装置１２０の基本動作としての起動／停止、ブレーキ動作／解除、正転／逆転などを制御
する。また、ＦＢ要求処理部１５３は、速度制御部１５１や駆動部１２６から取得した所
定のデータをＦＢ情報としてＦＢ情報メモリ１５４に格納する。このＦＢ情報は、ホスト
装置１１０に通知するためのデータであり、出力処理部１３２およびシリアル通信バス１
１１のデータ帰還ラインＳＩを介してホスト装置１１０に通知される。また、速度制御部
１５１は、ホスト装置１１０から通知された速度指令データが示す速度と速度検出器１９
１が検出した速度とが等しい速度になったかどうかを判定する機能を有している。速度制
御部１５１は、この判定結果を、指令した回転速度に達したこと示す回転情報ＬＤとして
ＦＢ情報メモリ１５４に格納する。このような回転情報ＬＤも上述のようにしてホスト装
置１１０に通知する。特に、このような回転情報ＬＤは回転制御を行う上でリアルタイム
性が必要であるため、優先してホスト装置１１０に通知するような構成とすることが好ま
しい。
【０１３９】
　次に、駆動部１２６は、速度制御部１５１からの速度制御信号に従ってモータ１２９を
正弦波駆動するための正弦波駆動信号を生成する正弦波駆動部１６１、正弦波駆動信号に
基づきモータ１２９の各駆動巻線に駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷを供給するパワー部１６２、
およびパワー部１６２の保護を行う保護部１６３を備えている。また、正弦波駆動部１６
１は、正弦波駆動信号を生成するためのパルス幅変調（ＰＷＭ）回路を有している。そし
て、パワー部１６２は、モータ１２９を駆動するため、直流電力を交流の駆動電力に変換
するインバータを有している。
【０１４０】
　正弦波駆動部１６１は、速度制御部１５１からの速度制御信号に応じた振幅、および位
置検出器１９２からの位置検出信号ＣＳに応じた位相の正弦波状の波形信号を生成する。
さらに、正弦波駆動部１６１は、生成した波形信号によりパルス幅変調した駆動パルス信
号を生成する。生成された駆動パルス信号は正弦波駆動信号としてパワー部１６２に供給
される。
【０１４１】
　パワー部１６２において、正弦波駆動信号によりインバータが駆動される。これにより
、パワー部１６２から、正弦波駆動信号に応じたパルス状の駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが出
力される。正弦波駆動信号は、正弦波状の波形信号によりパルス幅変調した信号である。
このため、パルス幅変調の原理から、平均値的には、この波形信号に応じた正弦波状の電
圧となる駆動電圧Ｕ、ＶおよびＷが、それぞれの駆動巻線に供給されることになる。
【０１４２】
　次に、本実施の形態のモータ駆動システムの動作について、本発明の特徴とする個別伝
送モードと共通伝送モードとの切り替え動作を中心に説明する。
【０１４３】
　図６は、本発明の実施の形態におけるモータ駆動システムの要部を示すブロック図であ
る。以下、図６を参照しながら本モータ駆動システムの個別伝送モードおよび共通伝送モ
ードにおける動作について説明する。
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【０１４４】
　まず、図６に示すように、転送処理部１３３は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給されて
いるシリアル制御信号を取り込むシフトレジスタ４３３、モード判定部１３５の判定結果
に応じてシリアル通信バス１１１からの信号と出力処理部１３２からの信号とを切り替え
て出力するセレクタ４３１、およびモード判定部１３５の判定結果に応じて制御信号入力
端子ＥＮＨからの信号とシフトレジスタ４３３からの信号とを切り替えて出力するセレク
タ４３２を有している。
【０１４５】
　このような構成において、まず、各駆動制御回路１２１におけるモード判定部１３５は
、取込部１３４から通知された伝送モードコマンド、および取込／読出モードコマンドを
解析し、ホスト装置１１０からの指令を判定し、その判定結果を転送処理部３３に通知す
る。
【０１４６】
　まず、取込／読出モードコマンドにおいて、取込モードと判定した場合、次のような処
理を行う。なお、取込モードは、ホスト装置１１０からのシリアルデータをモータ装置１
２０が取り込むモードである。
【０１４７】
　モード判定部１３５の判定結果が取込モード、かつ個別伝送モードの場合、転送処理部
１３３は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給されているシリアル制御信号をシフトレジスタ
４３３に取り込む。さらに、セレクタ４３２は、シフトレジスタ４３３からの信号を選択
して出力する。また、セレクタ４３１は、データ入力端子ＳＩＨからの信号を選択して出
力する。
【０１４８】
　これにより、個別伝送モードの場合、各駆動制御回路１２１のシフトレジスタ４３３が
直列となるように接続される。すなわち、シリアル制御ラインＥＮは、シフトレジスタ状
に接続された構成となる。これにより、ホスト装置１１０がシリアル制御信号としてパル
ス信号を送出すると、そのパルスが遅延しながら各モータ装置１２０に順番に伝送される
ことになる。すなわち、このようにして、ホスト装置１１０は所望のモータ装置１２０を
順次特定していくことができる。また、特定されたタイミングにあわせて、ホスト装置１
１０がクロックとともにシリアルデータを送出することにより、所望のモータ装置１２０
がシリアルデータを取り込む。
【０１４９】
　また、モード判定部１３５の判定結果が取込モード、かつ共通伝送モードの場合、セレ
クタ４３２は、制御信号入力端子ＥＮＨからの信号を選択して出力する。また、セレクタ
４３１は、データ入力端子ＳＩＨからの信号を選択して出力する。これにより、複数のモ
ータ装置１２０を直列となるように接続すると、ホスト装置１１０がシリアル制御信号と
して出力した信号レベルが直接に各モータ装置１２０に伝送される。すなわち、このよう
にして、ホスト装置１１０は全てのモータ装置１２０が共通となるように選択することが
できる。また、このタイミングにあわせて、ホスト装置１１０がクロックとともにシリア
ルデータを送出することにより、全てのモータ装置１２０がシリアルデータを取り込む。
【０１５０】
　次に、取込／読出モードコマンドにおいて、読出モードと判定した場合、次のような処
理を行う。なお、読出モードは、所望のモータ装置１２０からのシリアルデータをホスト
装置１１０が読み出すモードである。
【０１５１】
　モード判定部１３５の判定結果が読出モードの場合、ホスト装置１１０が特定するモー
タ装置１２０からのシリアルデータを、ホスト装置１１０が読み出すような動作を行う。
読出モードにおいては、転送処理部１３３は、制御信号入力端子ＥＮＨに供給されている
シリアル制御信号をシフトレジスタ４３３に取り込む。さらに、セレクタ４３２は、シフ
トレジスタ４３３からの信号を選択して出力する。さらに、モード判定部１３５は、まず
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、シリアル制御信号を参照して、シリアル制御信号が有効を示すときセレクタ４３１が出
力処理部１３２からの信号を選択し、シリアル制御信号が無効を示すときセレクタ４３１
がデータ入力端子ＳＩＨからの信号を選択するよう切り替える。これにより、シリアル制
御信号が所望のモータ装置１２０に伝送されると、所望のモータ装置１２０がシリアル制
御信号により特定され、さらに出力処理部１３２からのシリアルデータが後段のモータ装
置１２０を介してホスト装置１１０に通知されるような構成となる。これにより、ホスト
装置１１０は、特定のモータ装置１２０のデータを読み出すことができる。
【０１５２】
　次に、ホスト装置１１０からのシリアルデータをモータ装置１２０が取り込む取込モー
ドの具体的な一例を挙げる。
【０１５３】
　例えば、取込部１３４は、制御信号入力端子ＥＮＨのレベルが「Ｈ」レベルであるとき
データの取り込みを行わず、「Ｌ」レベルであるときデータの取り込みを行うような構成
とした場合、各通信部１２３は次のように動作する。
【０１５４】
　個別伝送モードの場合、ホスト装置１１０は、取込モード、および個別伝送モードを指
令する伝送モードコマンドを伝送した後、シリアル制御ラインＥＮに対して、レベルが「
Ｈ」、「Ｌ」、「Ｈ」と変化するようなシリアル制御信号を出力する。このような信号が
遅延されながら下流側のモータ装置１２０へと伝送される。例えば、最上流側の次の通信
部１２３の制御信号入力端子ＥＮＨ２には、所定の期間だけ遅れてこのようなシリアル制
御信号が通知される。通信部１２３は、このようなシリアル制御信号を参照し、シリアル
制御信号が「Ｈ」レベルのとき選択されていないと認識し、「Ｌ」レベルのとき自己が選
択されていると認識する。そして、このようなシリアル制御信号が下流側へと伝送されて
いく。そして、シリアル制御信号により選択されたタイミングにあわせて、ホスト装置１
１０からシリアルデータが出力される。これによって、シリアル制御信号により選択され
たモータ装置１２０の通信部１２３にそのシリアルデータが取り込まれる。
【０１５５】
　なお、以上の説明では、シリアル制御信号は、各通信部１２３に設けたシフトレジスタ
４３３により下流側へと伝送される例を挙げて説明したが、シフトレジスタ４３３に代え
て次のような構成も可能である。すなわち、シリアル制御信号の立上りを検出して、「Ｌ
」レベルを出力するとともに、１つのモータ装置１２０に対応した所定の期間分だけカウ
ントし、カウントし終えると「Ｈ」レベルを出力する。このような構成の回路をシフトレ
ジスタ４３３に代えて設けておく。これによっても、シリアル制御信号が下流側へと伝送
される。
【０１５６】
　また、共通伝送モードの場合、ホスト装置１１０は、共通伝送モードを指令する伝送モ
ードコマンドを伝送した後、シリアル制御ラインＥＮに対して、レベルが「Ｌ」となるシ
リアル制御信号を出力する。すると、全てのモータ装置１２０の制御信号入力端子ＥＮＨ
は「Ｌ」レベルとなる。このため、全てのモータ装置１２０の取込部１３４が伝送される
シリアルデータを取り込むものと認識する。その後、ホスト装置１１０から、各モータ装
置１２０にシリアルデータおよびクロックが伝送されると、各取込部１３４が伝送された
シリアルデータのデータを取り込み、これによって、全てのモータ装置１２０に対して一
度の操作で共通したデータを設定することができる。
【０１５７】
　以上説明したように、本実施の形態におけるモータ駆動システムは、モータ１２９とモ
ータ１２９を駆動制御する駆動制御回路１２１とを含むモータ装置１２０を複数個配置す
るとともに、各モータ装置を制御するホスト装置１１０を備え、ホスト装置１１０と複数
個のモータ装置１２０の駆動制御回路１２１とをシリアル通信バス１１１で接続している
。シリアル通信バス１１１は、シリアルデータを伝送するシリアルデータラインとシリア
ル制御信号を伝送するシリアル制御ラインとを含む。駆動制御回路１２１は、モータ１２
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９の回転を制御するための制御信号を生成する制御部１２５と、制御信号に基づきモータ
１２９を駆動する駆動部１２６と、ホスト装置１１０からシリアル通信バス１１１を介し
て順次直列に接続され、ホスト装置１１０とのシリアル通信を行う通信部１２３とを備え
る。そして、通信部１２３は、シリアル制御信号のレベルに応じてシリアルデータを取り
込むかどうかを判定する。
【０１５８】
　このため、例えば、ホスト装置１１０から各モータ装置１２０の通信部１２３に対して
、１つのモータ装置１２０のみにおいてシリアル制御信号のレベルが他のモータ装置１２
０と異なるように、シリアル制御信号を介してシリアル制御信号を伝送することにより個
別のモータ装置１２０を選択できる。一方、ホスト装置１１０から各モータ装置１２０の
通信部２３に対して、それぞれのモータ装置１２０においてシリアル制御信号のレベルが
同一となるように、シリアル制御信号を介してシリアル制御信号を伝送することにより全
てのモータ装置１２０を選択できる。
【０１５９】
　したがって、本実施の形態におけるモータ駆動システムによれば、アドレスを設定する
ためのビットスイッチなど必要なく、またビットスイッチを設定操作する必要もない。ま
た、複数個のモータ装置に対して個別にシリアルデータを伝送する個別伝送モードと、複
数個のモータ装置の全てに対してシリアルデータを伝送する共通伝送モードとを容易に切
り替えることができるため、同じデータを伝送する場合には、容易かつ即座にそれぞれの
モータ装置にそのデータを伝送できる。
【０１６０】
　また、各モータ装置は、例えば生産段階においてはアドレス区分などの必要がないため
、生産や部品管理としての効率化をも図ることができる。このように、本発明によれば、
ビットスイッチなどによるモータ装置側でのアドレス設定の必要をなくすとともに、同じ
データを伝送する場合には、容易かつ即座に個別のモータ装置とのシリアル通信を可能と
することができる。
【０１６１】
　なお、本実施の形態では、同一品種の複数のモータ装置を配置するような一例を挙げて
説明したが、異なる品種のモータ装置を含めてもよく、また、それぞれが異なるモータ装
置を備えたモータ駆動システムに対しても本発明を適用することができる。
【０１６２】
　また、本実施の形態では、４つの信号線で構成されるような一例を挙げて説明したが、
信号線の本数などは限定されず、ホスト装置と各モータ装置とがシリアルデータにより通
信するような構成であれば本発明を適用することができる。
【０１６３】
　また、本実施の形態では、最下流側のモータ装置１２０が受け取ったシリアルデータが
データ帰還ラインＳＩを介してホスト装置１１０に帰還するような一例を挙げて説明した
が、最下流側のモータ装置１２０が受け取ったシリアル制御信号もホスト装置１１０に帰
還するような帰還ラインをさらに加えた構成としてもよい。このような構成とすることに
より、ホスト装置１１０は、個別伝送モードにおけるシリアルデータ伝送の完了を認識す
ることができる。
【０１６４】
　また、本実施の形態では、シリアルデータとともにクロックが伝送されるような一例を
挙げて説明したが、クロックは常に連続して伝送され、シリアルデータが必要に応じて不
連続に伝送されるようなシリアル通信方式にも適用することができる。
【０１６５】
　また、本実施の形態では、回転動作を行うモータの例を挙げて説明したが、例えばリニ
アモータなど回転以外の動作を行うモータであってもよい。
【０１６６】
　また、本実施の形態では、速度制御部が速度指令データおよび速度検出信号ＦＧに基づ
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くフィードバックループ制御によりモータの回転速度を制御するような例を挙げて説明し
たが、速度指令データに基づき直接にモータの回転速度が駆動制御されるような構成であ
ってもよい。空調機器用のファンモータ駆動や燃焼用ファンモータを搭載した給湯機、空
気清浄機などでは、このような直接モータを駆動する制御方式が利用されており、これら
の機器において複数のモータを使用する場合などにも、本発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６７】
　本発明のモータ装置やモータ駆動システムは、モータ装置側でのアドレス設定の必要を
なくすとともに、容易かつ即座にモータ装置とのシリアル通信が可能であり、このような
シリアル通信を利用して、各回転速度ごとにきめ細かく多くの制御パラメータや駆動パラ
メータを設定できる。このため、より高い性能が広い回転速度範囲で要求されるプリンタ
、複写機、さらには、ハードディスク、光メディア機器などの情報機器などに使用される
モータ駆動システムやモータ装置に好適である。また、空調機器用のファンモータ駆動や
燃焼用ファンモータを搭載した給湯機、空気清浄機などにも好適である。

【図１】 【図２】
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