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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータに対して所定周波数を有する推定用電圧を印加する電圧印加手段と、
　前記モータに流れる電流を検出する電流検出手段と、
　前記電流検出手段の検出電流に基づいて前記モータの回転子における磁極位置を推定す
る磁極位置推定手段と、を備え、推定磁極位置に基づいて前記モータの制御を行うモータ
制御装置であって、
　前記磁極位置推定手段は、前記電流検出手段の検出電流の第１及び第２軸成分から、前
記推定用電圧の印加に応じて前記モータに流れる推定用電流の第１、第２、第３及び第４
軸成分を導出し、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の積と、前記第３及び第４軸成分
の積と、に基づいて前記磁極位置を推定する推定処理手段を有し、
　電気角表現において前記推定用電流の第１及び第２軸は互いに直交すると共に前記第３
及び第４軸は互いに直交し、且つ、前記第３及び第４軸の夫々は前記推定用電流の第１軸
と異なる
ことを特徴とするモータ制御装置。
【請求項２】
　前記第３及び第４軸は、前記推定用電流の第１及び第２軸から電気角でπ／４だけずれ
ている
ことを特徴とする請求項１に記載のモータ制御装置。
【請求項３】
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　前記推定処理手段は、前記電流検出手段の検出電流の第１及び第２軸成分から前記所定
周波数の成分を抽出することによって前記推定用電流の第１及び第２軸成分を導出し、前
記推定用電流の第１及び第２軸成分の和と差を用いて前記推定用電流の第３及び第４軸成
分を導出する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のモータ制御装置。
【請求項４】
　前記推定処理手段は、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の積の直流成分と、前記推
定用電流の第３及び第４軸成分の積の直流成分と、に基づいて前記磁極位置を推定する
ことを特徴とする請求項１～請求項３の何れかに記載のモータ制御装置。
【請求項５】
　モータと、
　前記モータを駆動するインバータと、
　前記インバータを制御することにより前記モータを制御するモータ制御装置と、を備え
、
　前記モータ制御装置として、請求項１～請求項４の何れかに記載のモータ制御装置を用
いる
ことを特徴とするモータ駆動システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のモータ駆動システムを備え、
　前記モータ駆動システム内のモータの回転力を利用して動作する電気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータの駆動を制御するモータ制御装置に関する。また、本発明は、そのモ
ータ制御装置を利用したモータ駆動システム及び電気機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、モータの回転子における磁極位置（回転子位置）を、位置センサを用いるこ
となく検出しようとする技術が開発されている。そのような技術の中で、高周波の回転電
圧又は交番電圧の印加を利用した技術が提案されている。
【０００３】
　本出願人も、高周波電圧印加を利用した手法を既に提案している（下記特許文献１参照
）。この手法では、ｄ軸及びｑ軸に対応する制御上の推定軸をγ軸及びδ軸とし、γδ座
標系上における高周波の回転電圧又は交番電圧をモータに印加する。そして、その高周波
電圧印加に由来してモータに流れる高周波電流のγ軸成分及びδ軸成分の積を導出し、そ
の積に基づいて磁極位置の推定を行う。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－５３８２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この従来手法では、ｄ軸と推定軸であるγ軸との軸誤差Δθがゼロに近いという近似の
下で軸誤差Δθの推定を行うため、推定軸であるγ軸と磁極位置に対応するｄ軸との一致
が必要となる。そのため、推定軸の初期位置、即ち、初期の軸誤差Δθによっては推定に
時間がかかる場合がある。尚、この理由は、本発明の実施形態中の記載を参照することで
、より明らかとなる。
【０００６】
　モータを始動しようとする際、初期の磁極位置の推定に時間がかかれば、その分だけ、
モータの始動に時間がかかる。モータの始動遅れは、モータを組み込んだ機器（例えば、
電動車両）の始動遅れに繋がる。故に、磁極位置の推定に必要な時間の短縮が望まれてい
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る。
【０００７】
　そこで本発明は、磁極位置（初期の磁極位置）の推定に必要な時間の短縮化に寄与する
モータ制御装置、モータ駆動システム及び電気機器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】
【０００８】
　本発明に係るモータ制御装置は、モータに対して所定周波数を有する推定用電圧を印加
する電圧印加手段と、前記モータに流れる電流を検出する電流検出手段と、前記電流検出
手段の検出電流に基づいて前記モータの回転子における磁極位置を推定する磁極位置推定
手段と、を備え、推定磁極位置に基づいて前記モータの制御を行うモータ制御装置であっ
て、前記磁極位置推定手段は、前記電流検出手段の検出電流の第１及び第２軸成分から、
前記推定用電圧の印加に応じて前記モータに流れる推定用電流の第１、第２、第３及び第
４軸成分を導出し、前記推定用電流の第１～第４軸成分に基づいて前記磁極位置を推定す
る推定処理手段を有し、電気角表現において前記第１及び第２軸は互いに直交すると共に
前記第３及び第４軸は互いに直交し、且つ、前記第３及び第４軸の夫々は前記第１軸と異
なることを特徴とする。
【０００９】
　第１及び第２軸の電流情報だけでなく、第１及び第２軸とは異なる第３軸及び第４軸の
電流情報をも利用することにより、初期の磁極位置の如何に関わらず、安定的に短時間で
磁極位置を推定することが可能となる。
【００１０】
　具体的には例えば、前記第３及び第４軸は、前記第１及び第２軸から電気角でπ／４だ
けずれている。
【００１１】
　また具体的には例えば、前記推定処理手段は、前記電流検出手段の検出電流の第１及び
第２軸成分から前記所定周波数の成分を抽出することによって前記推定用電流の第１及び
第２軸成分を導出し、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の和と差を用いて前記推定用
電流の第３及び第４軸成分を導出する。
【００１２】
　また具体的には例えば、前記推定処理手段は、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の
積と、前記推定用電流の第３及び第４軸成分の積と、に基づいて前記磁極位置を推定する
。
【００１３】
　より具体的には例えば、前記推定処理手段は、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の
積の直流成分と、前記推定用電流の第３及び第４軸成分の積の直流成分と、に基づいて前
記磁極位置を推定する。
【００１４】
　更に具体的には例えば、前記推定処理手段は、前記推定用電流の第１及び第２軸成分の
積の直流成分を、前記推定用電流の第３及び第４軸成分の積の直流成分を含む値によって
除算することにより、前記磁極位置を推定する。
【００１５】
　また具体的には例えば、前記推定処理手段は、前記推定用電流の第１及び第２軸成分そ
れぞれの自乗情報を用いて前記推定用電流の第３及び第４軸成分の積を導出する。
【００１６】
　また例えば、前記推定処理手段を用いて推定した磁極位置を初期の磁極位置として取り
扱い、その初期の磁極位置を元にして、前記推定処理手段と異なる第２の推定処理手段に
よって、その後の磁極位置の推定を行っても良い。
【００１７】
　また例えば、前記第１軸は、前記回転子のｄ軸に対応する制御上の推定軸、又は、所定
の固定軸である。
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【００１８】
　本発明に係るモータ駆動システムは、モータと、前記モータを駆動するインバータと、
前記インバータを制御することにより前記モータを制御する、上記の何れかに記載のモー
タ制御装置と、を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る電気機器は、前記モータ駆動システムを備え、前記モータ駆動システム内
のモータの回転力を利用して動作する。
【００２０】
　電気機器は、電動車両、空調機器、洗濯機、乾燥機などである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、磁極位置（初期の磁極位置）の推定に必要な時間の短縮化に寄与する
モータ制御装置、モータ駆動システム及び電気機器を提供することが可能である。
【００２２】
　本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の一つの実施形態であって、本発明ない
し各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるものでは
ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図
において、同一の部分には同一の符号を付し、同一の部分に関する重複する説明を原則と
して省略する。後に第１～第８実施例を説明するが、まず、各実施例に共通する事項又は
各実施例にて参照される事項について説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施形態に係るモータ駆動システムの概略ブロック図である。図１の
モータ駆動システムは、モータ１と、ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）インバータ２と
、モータ制御装置３と、を備える。モータ制御装置３では、モータ１の回転子の磁極位置
（回転子位置）を、位置センサを用いることなく、推定によって検出する位置センサレス
制御が行われる。
【００２５】
　モータ１は、三相永久磁石同期モータであり、永久磁石を備えた回転子（不図示）と３
相分の電機子巻線を備えた固定子（不図示）とを有している。以下の説明では、原則とし
て、モータ１が、埋込磁石同期モータに代表される突極機であるとする。
【００２６】
　ＰＷＭインバータ（以下、単にインバータという）２は、モータ制御装置３による制御
の下、モータ１に三相交流電圧を供給する。インバータ２によってモータ１に印加される
三相交流電圧は、Ｕ相の電機子巻線への印加電圧を表すＵ相電圧ｖu、Ｖ相の電機子巻線
への印加電圧を表すＶ相電圧ｖv、及び、Ｗ相の電機子巻線への印加電圧を表すＷ相電圧
ｖwから成る。Ｕ相電圧ｖu、Ｖ相電圧ｖv及びＷ相電圧ｖwの合成電圧である、モータ１へ
の、全体の印加電圧をモータ電圧（モータ端子電圧）と呼び、それを記号Ｖaによって表
す。
【００２７】
　モータ電圧Ｖaの印加によってインバータ２からモータ１へ供給される電流のＵ相成分
、Ｖ相成分及びＷ相成分、即ちＵ相、Ｖ相及びＷ相の電機子巻線に流れる電流を、夫々、
Ｕ相電流ｉu、Ｖ相電流ｉv及びＷ相電流ｉwと呼ぶ。Ｕ相電流ｉu、Ｖ相電流ｉv及びＷ相
電流ｉwの合成電流である、モータ１への、全体の供給電流をモータ電流（電機子電流）
と呼び、それを記号Ｉaによって表す。
【００２８】
　モータ制御装置３は、モータ電流Ｉaの検出値に基づきつつ、所望の制御（ベクトル制
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御など）を実現するためのＰＷＭ信号をインバータ２に与える。
【００２９】
　図２（ａ）及び（ｂ）は、モータ１の解析モデル図である。以下の説明において、電機
子巻線とはモータ１に設けられているものを指す。図２（ａ）には、モータ１の回転に関
係なく固定された固定軸であるα軸及びβ軸が示されている。α軸は、例えば、図３に示
す如く、Ｕ相の電機子巻線固定軸と一致している。但し、α軸とＵ相の電機子巻線固定軸
は異なっていても構わない。β軸は、α軸に対して電気角で９０度だけ位相が進んだ軸で
ある。図３には、α軸及びβ軸と共に、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の電機子巻線固定軸が示されて
いる。図２（ａ）及び（ｂ）並びに図３を含む空間ベクトル図において、反時計回り方向
が位相の進み方向に対応している。
【００３０】
　図２（ａ）において、１ａは、モータ１の回転子に設けられた永久磁石である。永久磁
石１ａが作る磁束の回転速度と同じ速度で回転する回転座標系において、永久磁石１ａが
作る磁束方向に沿った軸をｄ軸と定める。ｄ軸の向きは、永久磁石１ａが作る磁束の向き
に合致する。一方、ｄ軸に対応する、制御上の推定軸をγ軸とする。γ軸は、モータ１を
制御するためにモータ制御装置３において定義される。また、図２（ｂ）に示す如く、ｄ
軸から電気角で９０度だけ位相が進んだ軸をｑ軸とし、γ軸から電気角で９０度だけ位相
が進んだ軸をδ軸とする。α軸とβ軸を総称してαβ軸と呼び、α軸とβ軸を座標軸とし
て有する座標系をαβ座標系と呼ぶ。ｄ軸とｑ軸を総称してｄｑ軸と呼び、ｄ軸及びｑ軸
を座標軸として有する座標系をｄｑ座標系と呼ぶ。γ軸とδ軸を総称してγδ軸と呼び、
γ軸及びδ軸を座標軸として有する座標系をγδ座標系と呼ぶ。
【００３１】
　αβ座標系は固定座標系であるが、ｄｑ座標系及びγδ座標系は、回転座標系である。
ｄｑ軸及びｄｑ座標系の回転速度をωdにて表し、γδ軸及びγδ座標系の回転速度をω
γにて表す。
【００３２】
　α軸から見たｄ軸の角度（位相）をθdにより表し、α軸から見たγ軸の角度（位相）
をθγにより表す。θd及びθγにて表される角度は、電気角における角度であり、ωd及
びωγにて表される回転速度は、電気角における角速度である。また、γ軸から見たｄ軸
の角度（位相）、即ち、γ軸とｄ軸との間の軸誤差をΔθにて表す。Δθ＝θd－θγで
ある。θdを、磁極位置（又は回転子位置）とも呼ばれる。γ軸がｄ軸を推定した軸であ
る場合、θγは推定磁極位置（磁極位置θdを推定したもの）を表し、ωγは推定回転速
度（回転速度ωdを推定したもの）を表す。
【００３３】
　モータ駆動システムの制御に関与する記号を、以下のように定義する。
　モータ電圧Ｖaのｄ軸成分、ｑ軸成分、γ軸成分、δ軸成分、α軸成分及びβ軸成分を
、夫々、ｄ軸電圧、ｑ軸電圧、γ軸電圧、δ軸電圧、α軸電圧及びβ軸電圧と呼ぶと共に
記号ｖd、ｖq、ｖγ、ｖδ、ｖα及びｖβにて表す。
　モータ電流Ｉaのｄ軸成分、ｑ軸成分、γ軸成分、δ軸成分、α軸成分及びβ軸成分を
、夫々、ｄ軸電流、ｑ軸電流、γ軸電流、δ軸電流、α軸電流及びβ軸電流と呼ぶと共に
記号ｉd、ｉq、ｉγ、ｉδ、ｉα及びｉβにて表す。
　Φaは、永久磁石１ａによる電機子鎖交磁束を表す。
　Ｌd及びＬqは、夫々ｄ軸インダクタンス（電機子巻線のインダクタンスのｄ軸成分）、
ｑ軸インダクタンス（電機子巻線のインダクタンスのｑ軸成分）を表す。
　Ｒaは、電機子巻線の一相当たりの抵抗値を表す。
　Φa、Ｌd、Ｌq及びＲaは、モータ１の特性に応じて予め定まり、モータ駆動システムの
制御上のパラメータとして利用される。
【００３４】
　γ軸電圧ｖγ及びδ軸電圧ｖδが追従すべき、γ軸電圧ｖγ及びδ軸電圧ｖδの目標値
を、それぞれγ軸電圧指令値ｖγ*及びδ軸電圧指令値ｖδ*により表す。
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　γ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδが追従すべき、γ軸電流ｉγ及びδ軸電流ｉδの目標値
を、それぞれγ軸電流指令値ｉγ*及びδ軸電流指令値ｉδ*により表す。
　回転速度ωγ（又はωd）が追従すべき、回転速度ωγ（又はωd）の目標値を回転速度
指令値ω*により表す。
【００３５】
　尚、ｖγは、γ軸電圧の値を表す記号としても用いられうる。ｖγ以外の状態量（電圧
、電流に関する状態量を含む）を表す記号についても同様である。また、本明細書では、
記述の簡略化上、記号（ｉγなど）を表記することによって、その記号に対応する名称を
省略又は簡略化することがある。即ち、本明細書では、例えば、「ｉγ」と「γ軸電流ｉ
γ」又は「γ軸電流値ｉγ」は同じものを指す。
【００３６】
［磁極位置の推定原理］
　次に、本発明に係る磁極位置の推定原理について説明する。今、γ軸電流値ｉγ及びδ
軸電流値ｉδがγ軸電流指令値ｉγ*及びδ軸電流指令値ｉδ*に追従するようにフィード
バック制御がなされたモータ駆動システム（例えば後に示す図１３のモータ駆動システム
）において、γ軸電流指令値ｉγ*及びδ軸電流指令値ｉδ*に従って作成されたγ軸電圧
指令値ｖγ*及びδ軸電圧指令値ｖδ*に、磁極位置推定のための高周波の重畳電圧を重畳
することを考える。この重畳電圧は、例えば、電圧ベクトル軌跡が円を描く回転電圧であ
る。
【００３７】
　γ軸電流指令値ｉγ*及びδ軸電流指令値ｉδ*をγ軸及びδ軸成分の電流値として有す
る電流（電流ベクトル）は、モータ１を駆動するための駆動電流を表し、γ軸電圧指令値
ｖγ*及びδ軸電圧指令値ｖδ*をγ軸及びδ軸成分の電圧値として有する電圧（電圧ベク
トル）は、モータ１に上記駆動電流を流すためにモータ１に印加される駆動電圧を表す。
上述の重畳電圧を駆動電圧に重畳することによって、重畳電圧（推定用電圧）に応じた重
畳電流（推定用電流）が駆動電流に重畳されることになる。
【００３８】
　重畳電圧における「高周波」とは、その重畳電圧の周波数が駆動電圧の周波数よりも十
分に大きいことを意味している。従って、この重畳電圧に従って重畳される上記重畳電流
の周波数は、上記駆動電流の周波数よりも十分に大きい。また、「回転電圧」とは、図４
の電圧ベクトル軌跡５１０の如く、電圧ベクトルの軌跡がγδ座標系上で円を成すような
電圧を意味する。例えば、上記回転電圧が３相で考えた場合における３相平衡電圧である
場合、その電圧ベクトル軌跡は、図４の電圧ベクトル軌跡５１０のようにγδ座標系上で
原点を中心とする真円を成すことになる。この回転電圧は、モータ１の回転に同期しない
高周波の電圧であるため、この回転電圧の印加によってモータ１が回転することはない。
【００３９】
　モータ１が埋込磁石形同期モータ等であってＬd＜Ｌqが成立するとき、電圧ベクトル軌
跡５１０を成す重畳電圧によってモータ１に流れる重畳電流の電流ベクトル軌跡は、図５
の電流ベクトル軌跡５１１に示す如く、γδ座標系上で原点を中心とし、γ軸方向を長軸
方向且つδ軸方向を短軸方向とする楕円となる。但し、電流ベクトル軌跡５１１は、軸誤
差Δθがゼロの場合の電流ベクトル軌跡である。軸誤差Δθがゼロでない場合における重
畳電流の電流ベクトル軌跡は、電流ベクトル軌跡５１２にて表される楕円のようになり、
その長軸方向（又は短軸方向）はγ軸方向（又はδ軸方向）と一致しない。即ち、軸誤差
Δθがゼロでない場合は、モータ１の磁気突極性に起因して、γδ座標系上で原点を中心
として電流ベクトル軌跡５１１が傾き、電流ベクトル軌跡５１２を描くようになる。
【００４０】
　重畳電流のγ軸成分及びδ軸成分を、それぞれｉhγ及びｉhδにて表すと、それらの積
（ｉhγ×ｉhδ）には、電流ベクトル軌跡５１２にて表される楕円の傾きに依存した直流
成分が存在する。積（ｉhγ×ｉhδ）は、電流ベクトル軌跡の第１及び第３象限で正の値
をとる一方で第２及び第４象限で負の値をとるため、楕円が傾いていない時は（電流ベク
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トル軌跡５１１の場合は）直流成分を含まないが、楕円が傾くと（電流ベクトル軌跡５１
２の場合は）直流成分を含むようになる。尚、図５（及び後述する図７等）におけるＩ、
II、III及びIVは、γδ座標系上での第１、第２、第３及び第４象限を表している。
【００４１】
　Δθ≒０°である状態において、積（ｉhγ×ｉhδ）の直流成分は、軸誤差Δθの大き
さが増大するにつれて大きくなる（軸誤差Δθに概ね比例する）。従って、この直流成分
がゼロに収束するように制御すれば、軸誤差Δθはゼロに収束するようになる。
【００４２】
　重畳電圧は、下記式（Ａ－１）によって表すことができる。ここで、ｖhγ

*及びｖhδ
*

は、駆動電圧（ｖγ*及びｖδ*）に重畳される重畳電圧のγ軸成分及びδ軸成分である。
式（Ａ－１）におけるωhは、ｖhγ

*及びｖhδ
*の周波数（γδ座標系上における電気角

速度）を表し、Ｖhγ及びＶhδは、夫々、重畳電圧のγ軸方向の振幅（即ち、ｖhγ
*の振

幅）及び重畳電圧のδ軸方向の振幅（即ち、ｖhδ
*の振幅）を表す。また、ｔは時間を表

す。
【００４３】
【数１】

【００４４】
　重畳電圧として回転電圧を重畳する場合、重畳電圧のγ軸方向の振幅Ｖhγとδ軸方向
の振幅Ｖhδは一致していてもよいし、異なっていても構わない。図６に、振幅Ｖhγを振
幅Ｖhδに対して相対的に大きくした場合における、重畳電圧としての回転電圧の電圧ベ
クトル軌跡５３０を示す。電圧ベクトル軌跡５３０は、γδ座標系上で原点を中心とし、
γ軸方向を長軸方向且つδ軸方向を短軸方向とする楕円を成す。
【００４５】
　図７に、電圧ベクトル軌跡５３０で表される重畳電圧の重畳に応じて流れる重畳電流の
電流ベクトル軌跡（５３１及び５３２）を示す。この場合も、軸誤差Δθがゼロならば、
重畳電流の電流ベクトル軌跡は電流ベクトル軌跡５３１のようにγδ座標上で原点を中心
とし且つγ軸方向を長軸方向とする楕円を成すため、積（ｉhγ×ｉhδ）は直流成分を持
たない。一方、軸誤差Δθがゼロでなくなると、重畳電流の電流ベクトル軌跡は電流ベク
トル軌跡５３１から電流ベクトル軌跡５３２のように原点を中心として傾くこととなるた
め、積（ｉhγ×ｉhδ）は直流成分を持つようになる。
【００４６】
　更にまた、重畳電圧として交番電圧を採用することも可能である。振幅Ｖhγ及びＶhδ
の内、一方のみをゼロとすれば重畳電圧は交番電圧となる。例えば、Ｖhγ≠０且つＶhδ
＝０とすると、γ軸方向の交番電圧が重畳電圧となり、この重畳電圧の電圧ベクトル軌跡
は、γδ座標上で原点を中点とするγ軸上の線分を成す。この場合も、軸誤差Δθがゼロ
ならば、重畳電流の電流ベクトル軌跡は図８の電流ベクトル軌跡５４１のようにγδ座標
上の原点を中点とするγ軸上の線分を成すため、積（ｉhγ×ｉhδ）は直流成分を持たな
い。一方、軸誤差Δθがゼロでなくなると、重畳電流の電流ベクトル軌跡は電流ベクトル
軌跡５４１から電流ベクトル軌跡５４２のように原点を中心として傾くこととなるため、
積（ｉhγ×ｉhδ）は直流成分を持つようになる。
【００４７】
（ｉ）軸誤差の理論式の導出
　軸誤差推定に関する理論式を説明する。まず、重畳成分に関する方程式は、下記式（Ｂ
－１）によって表される。ここで、下記式（Ｂ－２ａ）、（Ｂ－２ｂ）、（Ｂ－２ｃ）、
（Ｂ－２ｄ）及び（Ｂ－２ｅ）が成立する。尚、ｐは、微分演算子である。
【００４８】
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【数２】

【００４９】
【数３】

【００５０】
　印加する重畳電圧が上記式（Ａ－１）によって表されるとすると、この重畳電圧の印加
に応じて流れる重畳電流の直交２軸成分ｉhγ及びｉhδは、下記式（Ｂ－３）にて表され
る（γ軸とδ軸は直交するため、ｉhγとｉhδを、総称して直交二軸成分と呼ぶことがで
きる）。式（Ｂ－３）中におけるｓはラプラス演算子であり、θh＝ωhｔ、である。
【００５１】

【数４】

【００５２】
　上記式（Ｂ－３）に基づき、重畳電流の直交２軸成分の積を整理すると、下記式（Ｂ－
４）が得られる。ここで、Ｋ1～Ｋ7は、Ｌd及びＬqと重畳電圧の振幅（上記式（Ａ－１）
に従う重畳電圧を印加する場合は、Ｖhγ及びＶhδ）に依存して定まる係数である。
【００５３】

【数５】

【００５４】
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　積（ｉhγ×ｉhδ）の直流成分を（ｉhγ×ｉhδ）DCと表記する。この直流成分は、θ

hにて変動する項を含まないので、式（Ｂ－５）のように表される。
【００５５】
【数６】

【００５６】
　Δθ≒０の場合は、ｓｉｎ（２Δθ）≒２Δθ、ｓｉｎ（４Δθ）≒４Δθ、と近似で
きるため、軸誤差Δθを（ｉhγ×ｉhδ）DCに比例する値として推定することができる。
尚、重畳電圧が真円の回転電圧である場合（即ち、Ｖhγ＝Ｖhδ≠０の場合）は、係数Ｋ

2はゼロとなって、式（Ｂ－５）からΔθの４倍の正弦項は無くなる。
【００５７】
　正弦項の情報のみ基づいて軸誤差Δθの推定を行う手法は、Δθ≒０が前提となってい
る。従って、初期の軸誤差（推定開始時における軸誤差）が比較的大きい場合、推定され
る軸誤差が実際に比べて大幅に小さくなり、結果、推定軸誤差の真値への収束に大きな時
間がかかることがある。
【００５８】
（ii）Δθ≒０の過程を用いない軸誤差の理論式の導出
　これを考慮した、本発明に係る軸誤差推定法を説明する。本発明に係る軸誤差推定法で
は、余弦情報をも利用することにより、Δθ≒０の前提が不要となっている。
【００５９】
　図９に示す如く、γ軸に対して電気角でπ／４だけ位相の進んだ軸をγ’軸と呼び、δ
軸に対して電気角でπ／４だけ位相の進んだ軸をδ’軸と呼ぶ。また、ｉhγ及びｉhδに
よって形成される電流ベクトル、即ち、重畳電流をベクトル表現したものをｉhにて表す
。ｉhγ及びｉhδは、夫々、電流ベクトルｉhのγ軸成分及びδ軸成分である。一方で、
電流ベクトルｉhのγ’軸成分及びδ’軸成分を、夫々、ｉchγ及びｉchδにて表す。ｉc

hγ及びｉchδは、ｉhγ及びｉhδを電気角π／４だけ回転方向に座標変換したものに相
当する。ｉchγ及びｉchδも、重畳電流の直交２軸成分と呼べる。ｉchγ及びｉchδとｉ

hγ及びｉhδとの間には、下記式（Ｂ－６）の関係が成り立つ。
【００６０】

【数７】

【００６１】
　ｉchγ及びｉchδの積（ｉchγ×ｉchδ）は、次式（Ｂ－７）によって表され、式（Ｂ
－７）を上記式（Ｂ－３）を用いて整理すると式（Ｂ－８）が得られる。ここで、Ｋ0～
Ｋ2及びＫ3’～Ｋ7’は、Ｌd及びＬqと重畳電圧の振幅（上記式（Ａ－１）に従う重畳電
圧を印加する場合は、Ｖhγ及びＶhδ）に依存して定まる係数である。
【００６２】
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【００６３】
　積（ｉchγ×ｉchδ）の直流成分を（ｉchγ×ｉchδ）DCと表記する。この直流成分は
、θhにて変動する項を含まないので、式（Ｂ－９）のように表される。
【００６４】
【数９】

【００６５】
　重畳電圧が真円の回転電圧である場合（即ち、Ｖhγ＝Ｖhδ≠０の場合）は、係数Ｋ0

及びＫ2はゼロとなって、式（Ｂ－９）から、オフセットの項及びΔθの４倍の正弦項は
無くなる。２つの直流成分（ｉhγ×ｉhδ）DC及び（ｉchγ×ｉchδ）DCについて、重畳
電圧が楕円の回転電圧又は交番電圧である場合においても、Ｋ1＞＞Ｋ2であるので、近似
式（Ｂ－１０）及び（Ｂ－１１）が成立する（上記式（Ｂ－５）も参照）。
【００６６】
【数１０】

【００６７】
　近似式（Ｂ－１０）及び（Ｂ－１１）を用いると、軸誤差Δθは、式（Ｂ－１２）によ
って求まる。式（Ｂ－１２）の変形式に相当する式（Ｂ－１３）又は（Ｂ－１４）によっ
て軸誤差Δθを求めることもできる（上記式（Ｂ－７）参照）。（（ｉhγ＋ｉhδ）（ｉ

hγ－ｉhδ））DCは、積（ｉhγ＋ｉhδ）（ｉhγ－ｉhδ）の直流成分を表し、（ｉhγ
2

－ｉhδ
2）DCは、値（ｉhγ

2－ｉhδ
2）の直流成分を表している。

【００６８】
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【数１１】

【００６９】
　例えば、算出した軸誤差Δθをゼロに向かわせる制御を実行すれば、γ軸はｄ軸に追従
するようになり、制御上の推定軸（γ軸）をｄ軸とみなすことができる。即ち、ｄ軸の位
相θd（磁極位置）を推定可能である。
【００７０】
　また、ｔａｎ-1の演算を行う代わりに、ｓｉｎに関する情報とｃｏｓに関する情報を切
り替えて利用することにより、軸誤差Δθを算出してもよい。例えば、下記式（Ｂ－１５
）及び（Ｂ－１６）の如く、ｓｉｎに関する情報及びｃｏｓに関する情報を夫々Ｓ1及び
Ｃ1とした上で、軸誤差Δθを下記式（Ｂ－１７）によって導出する。即ち、
　不等式“｜Ｓ1｜＜｜Ｃ1｜且つＣ1＞０”が成立する時には、Δθ＝Ｓ1／２に従って軸
誤差Δθを算出し、
　不等式“｜Ｓ1｜＞｜Ｃ1｜且つＳ1＞０”が成立する時には、Δθ＝π／４－Ｃ1／２に
従って軸誤差Δθを算出し、
　不等式“｜Ｓ1｜＞｜Ｃ1｜且つＳ1＜０”が成立する時には、Δθ＝Ｃ1／２－π／４に
従って軸誤差Δθを算出し、
　不等式“｜Ｓ1｜＜｜Ｃ1｜且つＣ1＜０”が成立する時には、Δθ＝π／２－Ｓ1／２に
従って軸誤差Δθを算出することができる。
【００７１】
【数１２】

【００７２】
　γδ軸に注目し、軸誤差Δθの推定方法を説明したが、この推定方法ではｓｉｎ（２Δ
θ）≒２Δθの近似がなされないため、Δθ≒０の仮定が必要とならない。従って、この
推定方法は、任意の軸に対して適用可能である。例えば、αβ軸に注目した場合は、下記
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式（Ｃ－１）に従う重畳電圧を印加すればよい。式（Ｃ－２）及び（Ｃ－３）が成立する
と共に近似式（Ｃ－４）及び（Ｃ－５）が成立するため、α軸から見たｄ軸の位相θdを
、式（Ｃ－６）、（Ｃ－７）又は（Ｃ－８）によって求めることができる。但し、式（Ｃ
－６）、（Ｃ－７）又は（Ｃ－８）によって求められる位相θdは、－π／２～π／２の
範囲内におけるθdの推定値であるため、－π～πの範囲にて位相θdを推定するためには
、更に極性判別を行う必要がある（詳細は後述）。尚、γ軸は、元々、自由に定義される
任意の軸であるため、γ軸をα軸と見立てれば、上記の各式から下記式（Ｃ－２）～式（
Ｃ－８）を導くことができる。
【００７３】
【数１３】

【００７４】
　ここで、ｖhα

*及びｖhβ
*は、駆動電圧に重畳される重畳電圧のα軸成分及びβ軸成分

である。式（Ｃ－７）におけるωhは、ｖhα
*及びｖhβ

*の周波数（αβ座標系上におけ
る電気角速度）を表し、Ｖhα及びＶhβは、夫々、重畳電圧のα軸方向の振幅（即ち、ｖ

hα
*の振幅）及び重畳電圧のβ軸方向の振幅（即ち、ｖhβ

*の振幅）を表す。また、ｔは
時間を表す。重畳電圧が真円の回転電圧である場合は、Ｖhα＝Ｖhβ≠０であり、重畳電
圧が楕円の回転電圧である場合は、Ｖhα≠Ｖhβ、Ｖhα≠０且つＶhβ≠０であり、重畳
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電圧が交番電圧である場合は、Ｖhα及びＶhβの内、一方のみがゼロである。
【００７５】
　ｉhα及びｉhβは、夫々、電流ベクトルｉhのα軸成分及びβ軸成分である。ｉhα及び
ｉhβも、ｉhγ及びｉhδと同様、重畳電流の直交２軸成分である。図１０に示す如く、
α軸に対して電気角でπ／４だけ位相の進んだ軸をα’軸と呼び、β軸に対して電気角で
π／４だけ位相の進んだ軸をβ’軸と呼ぶ。ｉchα及びｉchβは、夫々、電流ベクトルｉ

hのα’軸成分及びβ’軸成分である。ｉchα及びｉchβは、ｉhα及びｉhβを電気角π
／４だけ回転方向に座標変換したものに相当する。ｉchα及びｉchβも、重畳電流の直交
２軸成分である。（ｉhα×ｉhβ）DCは、ｉhαとｉhβの積（ｉhα×ｉhβ）の直流成分
を表し、（ｉchα×ｉchβ）DCは、ｉchαとｉchβの積（ｉchα×ｉchβ）の直流成分を
表す。同様に、（（ｉhα＋ｉhβ）（ｉhα－ｉhβ））DCは、積（ｉhα＋ｉhβ）（ｉh

α－ｉhβ）の直流成分を表し、（ｉhα
2－ｉhβ

2）DCは、値（ｉhα
2－ｉhβ

2）の直流
成分を表している。
【００７６】
　また、ｔａｎ-1の演算を行う代わりに、ｓｉｎに関する情報とｃｏｓに関する情報を切
り替えて利用することにより、位相θdを算出することもできる。例えば、下記式（Ｃ－
９）及び（Ｃ－１０）の如く、ｓｉｎに関する情報及びｃｏｓに関する情報を夫々Ｓ2及
びＣ2とした上で、位相θdを下記式（Ｃ－１１）によって導出する。即ち、
　不等式“｜Ｓ2｜＜｜Ｃ2｜且つＣ2＞０”が成立する時には、θd＝Ｓ2／２に従って位
相θdを算出し、
　不等式“｜Ｓ2｜＞｜Ｃ2｜且つＳ2＞０”が成立する時には、θd＝π／４－Ｃ2／２に
従って位相θdを算出し、
　不等式“｜Ｓ2｜＞｜Ｃ2｜且つＳ2＜０”が成立する時には、θd＝Ｃ2／２－π／４に
従って位相θdを算出し、
　不等式“｜Ｓ2｜＜｜Ｃ2｜且つＣ2＜０”が成立する時には、θd＝π／２－Ｓ2／２に
従って位相θdを算出することができる。
【００７７】
【数１４】

【００７８】
　図１１（ａ）～（ｃ）及び図１２（ａ）～（ｃ）に、上述の軸誤差推定方法に関するシ
ミュレーション結果を示す。図１１（ａ）～（ｃ）及び図１２（ａ）～（ｃ）の横軸は、
軸誤差Δθの真値を表している（単位は電気角における度）。図１１（ａ）及び図１２（
ａ）における縦軸は、直流成分（ｉhγ×ｉhδ）DC又は（ｉchγ×ｉchδ）DCの値を表し
ている。図１１（ｂ）及び（ｃ）並びに図１２（ｂ）及び（ｃ）の縦軸は、軸誤差Δθの
推定値を表している（単位は電気角における度）。
【００７９】
　図１１（ａ）～（ｃ）は、重畳電圧が真円の回転電圧である時におけるシミュレーショ
ン結果である。図１１（ａ）の実線６０１は、（ｉhγ×ｉhδ）DCの軸誤差Δθ依存性を
表しており、図１１（ａ）の実線６０２は、（ｉchγ×ｉchδ）DCの軸誤差Δθ依存性を
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表している。図１１（ｂ）の白丸群は、ｓｉｎ（２Δθ）≒２Δθ且つｓｉｎ（４Δθ）
≒４Δθの近似を用いて上記式（Ｂ－５）に基づき計算された軸誤差Δθの推定値をプロ
ットしたものである。一方、図１１（ｃ）の白丸群は、上記式（Ｂ－１２）、（Ｂ－１３
）、（Ｂ－１４）又は（Ｂ－１７）に基づき計算された軸誤差Δθの推定値をプロットし
たものである。図１１（ｃ）の実線６１０は、図１１（ｃ）の白丸群に沿って引かれた直
線である。
【００８０】
　図１２（ａ）～（ｃ）は、重畳電圧が交番電圧である時におけるシミュレーション結果
である。図１２（ａ）の実線６２１は、（ｉhγ×ｉhδ）DCの軸誤差Δθ依存性を表して
おり、図１２（ａ）の実線６２２は、（ｉchγ×ｉchδ）DCの軸誤差Δθ依存性を表して
いる。図１２（ｂ）の白丸群は、ｓｉｎ（２Δθ）≒２Δθ且つｓｉｎ（４Δθ）≒４Δ
θの近似を用いて上記式（Ｂ－５）に基づき計算された軸誤差Δθの推定値をプロットし
たものである。一方、図１２（ｃ）の白丸群は、上記式（Ｂ－１２）、（Ｂ－１３）、（
Ｂ－１４）又は（Ｂ－１７）に基づき計算された軸誤差Δθの推定値をプロットしたもの
である。図１２（ｃ）の実線６３０は、図１２（ｃ）の白丸群に沿って引かれた直線であ
る。
【００８１】
　図１１（ｂ）及び図１２（ｂ）からも分かるように、（ｉhγ×ｉhδ）DCのみに基づい
て軸誤差Δθを推定したとしても、軸誤差Δθがゼロに近い状態においては軸誤差Δθの
真値と推定値の差が小さい（即ち、良好な推定が成される）。但し、軸誤差Δθが比較的
大きくなると、その差（即ち、推定誤差）が大きくなる。一方、図１１（ｃ）及び図１２
（ｃ）に見られるように、式（Ｂ－１２）、（Ｂ－１３）、（Ｂ－１４）又は（Ｂ－１７
）に基づいて軸誤差推定を行えば、軸誤差Δθの大小に関わらず、軸誤差Δθの真値と推
定値の差が小さくなる。つまり、γ軸の位相とｄ軸の位相が大きく異なっていたとしても
、正確な軸誤差推定が可能である。尚、（ｉchγ×ｉchδ）DCに係数Ｋ0によるオフセッ
ト成分が含まれていることが、図１２（ａ）の実線６２２から分かる。
【００８２】
　このように、係数Ｋ0によるオフセット成分を考慮した上で式（Ｂ－１２）等を用いれ
ば、軸誤差Δθ、ひいては磁極位置を良好に推定することが可能である。Δθの４倍の正
弦項の影響が多少存在するが、これらのシミュレーション結果によっても、その影響が軽
微であることが示される。図１１（ａ）～（ｃ）及び図１２（ａ）～（ｃ）は、γδ軸に
注目したシミュレーション結果であるが、式（Ｃ－６）、（Ｃ－７）、（Ｃ－８）又は（
Ｃ－１１）を用いても、良好な磁極位置推定が可能である。
【００８３】
　上述してきた、重畳電流の第１～第４軸成分に基づく磁極位置（軸誤差）の推定方法を
、以下、便宜上「４軸電流成分に基づく推定方法」と呼ぶ。第１、第２、第３及び第４軸
は、夫々、γ、δ、γ’及びδ’軸であるか、或いは、α、β、α’及びβ’軸である。
上述の式（Ｂ－１２）、（Ｂ－１３）、（Ｂ－１４）、（Ｂ－１７）、（Ｃ－６）、（Ｃ
－７）、（Ｃ－８）又は（Ｃ－１１）を用いた磁極位置（軸誤差）の推定方法は、４軸電
流成分に基づく推定方法に属する。
【００８４】
　実際に駆動電圧に重畳される重畳電圧は、上述したように、真円の回転電圧、楕円の回
転電圧、及び、交番電圧の何れであっても良いが、重畳電圧として楕円の回転電圧又は交
番電圧を用いる場合は、（ｉchγ×ｉchδ）DCの情報に係数Ｋ0によるオフセット成分が
含まれ、このオフセット成分が推定精度に影響を与えるため、正確なオフセット成分の値
を事前にモータ制御装置３に与える必要がある。一方、重畳電圧に真円の回転電圧を採用
する場合は、係数Ｋ0がゼロになるため、正確なオフセット成分の値を事前に調べる必要
がない。更に、推定処理が容易になる上、オフセット成分による推定誤差が発生しない。
【００８５】
　重畳電圧として楕円の回転電圧又は交番電圧を用いる場合は、実験又はシミュレーショ
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ン等を介して係数Ｋ0の値を予め調べてモータ制御装置３に与えておけばよい。ｄ軸方向
の交番電圧（ｄ軸成分のみを有する交番電圧）を重畳電圧として用いれば、トルクに関与
する電流（ｑ軸電流）を磁極位置推定用に流す必要がなくなるため、重畳電圧の印加に由
来するトルク脈動を抑制できる。また、楕円の回転電圧を重畳電圧として用いる場合にお
いて、その楕円の長軸方向をｄ軸方向に一致させれば、トルクに関与する電流（ｑ軸電流
）を小さくできるため、重畳電圧の印加に由来するトルク脈動を抑制できる。
【００８６】
　尚、インバータ２とインバータ２に電力を供給する直流電源（不図示）との間に流れる
電流の値を電流センサによって検出し、その検出電流値に基づいて三相電流（ｉu、ｉv及
びｉw）の電流値を導出する方法（以下、１シャント電流検出方法という）が知られてい
る（例えば、特開２００８－０９９５４２号参照）。また、１シャント電流検出方法を用
いる場合は、Ｕ、Ｖ、Ｗの相電圧ｖu、ｖv及びｖwの内、電圧の最大相と中間相における
電圧レベル差及び電圧の最小相と中間相における電圧レベル差が接近し過ぎると三相電流
を検出できなくなるため、それを回避すべく、各相電圧に対する補正が必要となることも
知られている。このような電圧補正を行うと、磁極位置推定用の重畳電圧が所望の重畳電
圧と異なってくるが、仮に重畳電圧を交番電圧とすると電圧補正の影響が大きくなる。対
して、重畳電圧として楕円の回転電圧を用いると電圧補正の影響が小さくなるというメリ
ットがある。
【００８７】
　また、γ’軸及びδ’軸が夫々γ軸及びδ軸に対して電気角でπ／４だけ位相の進んだ
軸であると定義したが、γ’軸及びδ’軸が夫々γ軸及びδ軸に対して電気角でθXだけ
位相の進んだ軸であると定義した上で、上述の演算及び後述の各実施例での演算を行うこ
とも可能である。ここで、θXはπ／４以外であって且つゼロ以外の角度である（故に、
γ’軸はγ軸及びδ軸と異なり、δ’軸はγ軸及びδ軸と異なる）。但し、γ’軸及びδ
’軸が夫々γ軸及びδ軸に対して電気角でθXだけ位相の進んだ軸であると定義すると、
係数Ｋ0がゼロとならない場合もある。この場合は、実験又はシミュレーション等を介し
て係数Ｋ0の値を予め調べてモータ制御装置３に与えておけばよい。
【００８８】
　上述の４軸電流成分に基づく推定方法を利用したモータ駆動システムの構成例若しくは
動作例又はそれに関与する技術的事項を説明する実施例として、以下に、第１～第８実施
例を説明する。矛盾が生じない限り、或る実施例に記載した事項を、他の実施例に適用す
ることもできる。
【００８９】
＜＜第１実施例＞＞
　本発明に係る第１実施例を説明する。図１３は、第１実施例に係るモータ駆動システム
の内部ブロック図である。図１３のモータ駆動システムは、図１のモータ１及びインバー
タ２を備えていると共に、モータ制御装置３ａ及び相電流センサ１１を備えている。モー
タ制御装置３ａを、図１のモータ制御装置３として用いることができる。モータ制御装置
３ａは、符号１２～２３によって参照される各部位を備える。相電流センサ１１がモータ
制御装置３ａに含まれている、と考えることもできる。モータ制御装置３ａ内の各部位は
、モータ制御装置３ａ内で生成された各値を自由に利用可能となっている。
【００９０】
　本実施例及び後述の各実施例のモータ駆動システムを形成する各部位は、所定の更新周
期にて自身が算出（又は検出）して出力する指令値（ｖγ*、ｖδ*、ｉγ*、ｉδ*など）
、状態量（ｉu、ｉv、ｉγ、ｉδ、θγ及びωγなど）を更新し、最新の値を用いて必要
な演算を行う。
【００９１】
　モータ駆動装置３ａは、軸誤差Δθがゼロに収束するように、モータ１に対するベクト
ル制御を行う。従って、第１実施例では、制御上の推定軸であるγ軸が、磁極位置に対応
するｄ軸に一致せしめられる（換言すれば、ｄｑ軸が推定される）。
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【００９２】
　位置・速度推定器２０は、推定磁極位置である位相θγを算出する（即ち、磁極位置を
推定する）と共に、回転速度ωγを算出する（即ち、モータ１の回転速度を推定する）。
それらの算出方法は後述される。
【００９３】
　相電流センサ１１は、インバータ２からモータ１に供給されるモータ電流Ｉaの固定軸
成分であるＵ相電流値ｉu及びＶ相電流値ｉvを検出する。尚、関係式「ｉw＝－ｉu－ｉv

」からＷ相電流値ｉwを算出することもできる。座標変換器１２は、位置・速度推定器２
０からの位相θγに基づいてＵ相電流値ｉu及びＶ相電流値ｉvをγδ軸上の電流値に座標
変換することにより、γ軸電流値ｉγ及びδ軸電流値ｉδを算出する。
【００９４】
　減算器１９は、位置・速度推定器２０からの回転速度ωγと、モータ制御装置３ａの外
部又は内部に設けられた回転速度指令値発生部（不図示）からの回転速度指令値ω*とを
参照し、両者間の速度偏差（ω*－ωγ）を算出する。
【００９５】
　速度制御部１７は、比例積分制御などを用いることによって、速度偏差（ω*－ωγ）
がゼロに収束するようにδ軸電流指令値ｉδ*を算出して出力する。
【００９６】
　磁束制御部１６は、γ軸電流指令値ｉγ*を決定する。ｉγ*は、モータ駆動システムに
て実行されるベクトル制御の種類やモータの回転速度に応じて、様々な値をとりうる。第
１実施例では、ｄｑ軸を推定するため、ｄ軸電流をゼロとするための制御を行う場合はｉ
γ*＝０とされる。また、最大トルク制御や弱め磁束制御を行う場合、ｉγ*は、ｉδ*及
び／又はωγ（ω*）に応じた負の値とされる。
【００９７】
　減算器１３は、磁束制御部１６から出力されるγ軸電流指令値ｉγ*より座標変換器１
２から出力されるγ軸電流値ｉγを減算し、電流誤差（ｉγ*－ｉγ）を算出する。減算
器１４は、速度制御部１７から出力されるδ軸電流指令値ｉδ*より座標変換器１２から
出力されるδ軸電流値ｉδを減算し、電流誤差（ｉδ*－ｉδ）を算出する。
【００９８】
　電流制御部１５は、電流誤差（ｉγ*－ｉγ）及び（ｉδ*－ｉδ）が共にゼロに収束す
るように、比例積分制御などを用いた電流フィードバック制御を行う。この際、γ軸とδ
軸との間の干渉を排除するための非干渉制御を利用し、（ｉγ*－ｉγ）及び（ｉδ*－ｉ
δ）が共にゼロに収束するようにγ軸電圧指令値ｖγ*及びδ軸電圧指令値ｖδ*を算出す
る。尚、ｖγ*及びｖδ*を算出するに当たり、ωγやｉγ及びｉδも参照されうる。
【００９９】
　高周波電圧印加部２１は、高周波の重畳電圧をモータ１に印加するための指令値ｖhγ

*

及びｖhδ
*を生成する。高周波電圧印加部２１にて生成されるｖhγ

*及びｖhδ
*は、上記

式（Ａ－１）によって規定される。高周波電圧印加部２１によって印加されるべき重畳電
圧は、上述したように、真円又は楕円の回転電圧であっても良いし、交番電圧であっても
よい。
【０１００】
　加算器２２及び２３にて、電流制御部１５からのｖγ*及びｖδ*に高周波電圧印加部２
１からのｖhγ

*及びｖhδ
*が加算され、加算値（ｖγ*＋ｖhγ

*）及び（ｖδ*＋ｖhδ
*）

が得られる。（ｖγ*＋ｖhγ
*）及び（ｖδ*＋ｖhδ

*）は、夫々、駆動電圧に重畳電圧を
付加した電圧のγ軸成分及びδ軸成分を表している。
【０１０１】
　座標変換器１８は、位置・速度推定器２０からの位相θγに基づいて加算器２２及び２
３の出力値（ｖγ*＋ｖhγ

*）及び（ｖδ*＋ｖhδ
*）を三相の固定座標軸上に座標変換す

ることにより、三相電圧指令値を算出して出力する。三相電圧指令値は、Ｕ相、Ｖ相及び
Ｗ相電圧値ｖu、ｖv及びｖwを指定するＵ相、Ｖ相及びＷ相電圧指令値ｖu

*、ｖv
*及びｖw
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*から形成される。
【０１０２】
　インバータ２は、実際のＵ相、Ｖ相及びＷ相電圧値ｖu、ｖv及びｖwが夫々Ｕ相、Ｖ相
及びＷ相電圧指令値ｖu

*、ｖv
*及びｖw

*と一致するように、三相電圧指令値に従ったモー
タ電流Ｉaをモータ１に供給してモータ１を駆動する。
【０１０３】
　図１４に、位置・速度推定器２０に内在する推定処理部５０の内部ブロック図を示す。
推定処理部５０は、符号５１～６０によって参照される各部位を備え、「４軸電流成分に
基づく推定方法」によって軸誤差Δθ及び位相θγを算出する（即ち、磁極位置を推定す
る）。
【０１０４】
　ＢＰＦ５１は、座標変換器１２から逐次出力されるγ軸電流値ｉγを受け、ｉγを信号
値として有する信号から、重畳電圧の周波数ωhの信号成分を抽出することにより、重畳
電流のγ軸成分であるｉhγを抽出する。同様に、ＢＰＦ５２は、座標変換器１２から逐
次出力されるδ軸電流値ｉδを受け、ｉδを信号値として有する信号から、重畳電圧の周
波数ωhの信号成分を抽出することにより、重畳電流のδ軸成分であるｉhδを抽出する。
乗算器５３は、ＢＰＦ５１及び５２によって抽出されたｉhγとｉhδの積（ｉhγ×ｉhδ
）を算出する。ＬＰＦ（ローパスフィルタ）５４は、この積（ｉhγ×ｉhδ）から高周波
成分を除去することにより、積（ｉhγ×ｉhδ）の直流成分（ｉhγ×ｉhδ）DCを抽出し
て出力する。ＬＰＦ５４によって除去される高周波成分とは、直流成分以外の、周波数ω

hを含む周波数成分である。後述するＬＰＦ５６並びにＬＰＦ７４及び７６（図１７参照
）によって除去される高周波成分も、同様である。
【０１０５】
　演算部５５は、積（ｉchγ×ｉchδ）を算出する部位である。図１４では、演算部５５
内で、ｉhγ及びｉhδの和と差が求められた後、その和と差の積（ｉhγ＋ｉhδ）・（ｉ

hγ－ｉhδ）が求められる様子が示されている。ＬＰＦ５６は、演算部５５にて算出され
た積（ｉhγ＋ｉhδ）・（ｉhγ－ｉhδ）から高周波成分を除去することにより、積（ｉ

hγ＋ｉhδ）・（ｉhγ－ｉhδ）の直流成分（（ｉhγ＋ｉhδ）・（ｉhγ－ｉhδ））DC

を抽出して出力する。
【０１０６】
　図１４に示す例とは異なるが、ＢＰＦ５１及び５２の出力値ｉhγ及びｉhδに基づき、
演算部５５にて（ｉhγ

2－ｉhδ
2）を算出するようにしてもよい。この場合、ＬＰＦ５６

は、（ｉhγ
2－ｉhδ

2）から高周波成分を除去することにより、（ｉhγ
2－ｉhδ

2）の直
流成分（ｉhγ

2－ｉhδ
2）DCを抽出して出力する。上記の式（Ｂ－７）からも分かるよう

に、積（ｉhγ＋ｉhδ）・（ｉhγ－ｉhδ）、又は、値（ｉhγ
2－ｉhδ

2）を算出するこ
とによって、γ’軸及びδ’軸に関する直交２軸成分の積（ｉchγ×ｉchδ）が算出され
ることになる（厳密には、２（ｉchγ×ｉchδ）が算出される）。
【０１０７】
　減算器５７は、ＬＰＦ５６の出力値から係数Ｋを減算し、その減算結果を演算部５８に
出力する。係数Ｋは、上記の係数Ｋ0の２倍である。尚、高周波電圧印加部２１によって
印加される重畳電圧が真円の回転電圧の場合は、上述したように係数Ｋ0はゼロとなるた
め、減算器５７による減算処理は不要である。
【０１０８】
　演算部５８は、ＬＰＦ５４の出力値（ｉhγ×ｉhδ）DCと、２×（（ｉchγ×ｉchδ）

DC－Ｋ0）に相当する減算器５７の出力値に基づき、上記式（Ｂ－１２）～（Ｂ－１４）
に従って軸誤差Δθを算出する、或いは、上記式（Ｂ－１５）～（Ｂ－１７）に従って軸
誤差Δθを算出する。比例積分制御部５９は、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）制御を実現
すべく、比例積分制御を行って、演算部５８から出力される軸誤差Δθがゼロに収束する
ように回転速度ωrを算出する。積分器６０は、比例積分演算器５９から出力される回転
速度ωrを積分することにより位相θrを算出する。ここで算出されたωr及びθrは共に位
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置・速度推定器２０の出力値として、その値を必要とするモータ制御装置３ａの各部位に
与えられる。
【０１０９】
　第１実施例に係るモータ制御装置３ａでは、ＰＬＬ制御によって軸誤差Δθをゼロに向
かわせるため、γ軸はｄ軸の推定軸としてｄ軸に追従する。図１４の推定処理部５０にお
けるθrの算出により、－π／２～π／２の範囲内における磁極位置が推定されるが、－
π～πの範囲にて磁極位置を推定する必要がある場合は、別途、極性判別部（不図示）を
設ければよい。極性判別部は、例えば、相電流センサ１１の検出結果による電流情報を用
いて又は少なくとも１個のホールセンサを用いて、積分器６０の出力値にπを加算するか
否かを判断し、必要な場合にのみ積分器６０の出力値にπを加算して加算結果を最終的な
位相θrとして位置・速度推定器２０から出力させる。
【０１１０】
　図１５（ａ）に、第１実施例のモータ駆動システムを用いた、軸誤差Δθの収束に関す
るシミュレーション結果を示す。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）と対比されるべき参考シ
ミュレーション結果である。図１５（ａ）及び（ｂ）において、横軸は時間を表し（単位
は秒）、縦軸は軸誤差Δθ（単位は電気角における度）を表している。図１５（ａ）の曲
線６５１及び６５２は、共に、推定処理部５０によって算出される軸誤差Δθの時間変化
を表している。一方、図１５（ｂ）の曲線６５１ａ及び６５２ａは、参考推定方法によっ
て算出された軸誤差Δθの時間変化を表している。参考推定方法では、推定処理部５０を
用いるのではなく、上記式（Ｂ－５）に近似式“ｓｉｎ（２Δθ）≒２Δθ且つｓｉｎ（
４Δθ）≒４Δθ”を代入して得た式に対して（ｉhγ×ｉhδ）DCを代入することにより
軸誤差Δθを推定した。但し、曲線６５１及び６５１ａに対応するシミュレーションでは
初期の軸誤差Δθを３０°に設定し、曲線６５２及び６５２ａに対応するシミュレーショ
ンでは初期の軸誤差Δθを９０°に設定した。
【０１１１】
　図１５（ａ）と図１５（ｂ）の対比からも分かるように、本発明に係る「４軸電流成分
に基づく推定方法」によれば、初期の軸誤差Δθが比較的大きいような場合でも、短時間
で軸誤差Δθがゼロに収束する（即ち、短時間で磁極位置θrを推定することが可能とな
る）。また、後述の他の実施例（第４実施例を含む）でも説明されるが、「４軸電流成分
に基づく推定方法」によって推定した磁極位置を初期の磁極位置として取り扱い、その後
においては、その初期の磁極位置に基づきつつ高周波の重畳電圧印加を利用しない磁極位
置の推定を行うことも可能である。初期の磁極位置の推定を短時間で完了させることがで
きれば、高周波の重畳電圧の印加期間を短縮することができ、結果、高周波の重畳電圧印
加に由来する騒音の発生期間を短縮することが可能となる。
【０１１２】
　高周波の重畳電圧印加を利用しない磁極位置の推定は、例えば、ｉγ、ｉδ、ｖγ*及
びｖδ*に基づいて行われる。図１４の推定処理部５０に対してｖγ*及びｖδ*は入力さ
れないが、位置・速度推定器２０にて、高周波の重畳電圧印加を利用しない磁極位置の推
定が行われうることを考慮して、図１３では、位置・速度推定器２０にｉγ、ｉδ、ｖγ
*及びｖδ*が入力される様子が示されている（後述の図１６などについても同様）。
【０１１３】
＜＜第２実施例＞＞
　本発明に係る第２実施例を説明する。図１６は、第２実施例に係るモータ駆動システム
の内部ブロック図である。図１６のモータ駆動システムは、図１のモータ１及びインバー
タ２を備えていると共に、モータ制御装置３ｂ及び相電流センサ１１を備えている。モー
タ制御装置３ｂを、図１のモータ制御装置３として用いることができる。モータ制御装置
３ｂは、符号１２ｂ、１３～１７、１８ｂ、１９、２０ｂ及び２１ｂによって参照される
各部位を備える。相電流センサ１１がモータ制御装置３ｂに含まれている、と考えること
もできる。モータ制御装置３ｂ内の各部位は、モータ制御装置３ｂ内で生成された各値を
自由に利用可能となっている。
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【０１１４】
　モータ駆動装置３ｂは、第１実施例と同様、軸誤差Δθがゼロに収束するように、モー
タ１に対するベクトル制御を行う。従って、第２実施例では、制御上の推定軸であるγ軸
が、磁極位置に対応するｄ軸に一致せしめられる（換言すれば、ｄｑ軸が推定される）。
【０１１５】
　符号１１、１３～１７、１９によって参照される各部位の動作は、第１実施例で説明し
たものと同様である。但し、第２実施例において、電流制御部１５、磁束制御部１６及び
減算器１９に入力される回転速度ωγは位置・速度推定器２０ｂから与えられる。以下、
第１実施例との相違点を説明する。
【０１１６】
　位置・速度推定器２０ｂは、推定磁極位置である位相θγを算出する（即ち、磁極位置
を推定する）と共に、回転速度ωγを算出する（即ち、モータ１の回転速度を推定する）
。それらの算出方法は後述される。
【０１１７】
　座標変換器１２ｂは、相電流センサ１１によって検出されたＵ相電流値ｉu及びＶ相電
流値ｉvをαβ軸上の電流値に座標変換することによりα軸電流値ｉα及びβ軸電流値ｉ
βを算出すると共に、位置・速度推定器２０ｂからの位相θγに基づいて電流値ｉα及び
ｉβ（又はｉu及びｉv）をγδ軸上の電流値に座標変換することにより、γ軸電流値ｉγ
及びδ軸電流値ｉδを算出する。
【０１１８】
　高周波電圧印加部２１ｂは、高周波の重畳電圧をモータ１に印加するための指令値ｖh

α*及びｖhβ
*を生成する。高周波電圧印加部２１ｂにて生成されるｖhα

*及びｖhβ
*は

、上記式（Ｃ－１）によって規定される。高周波電圧印加部２１ｂによって印加されるべ
き重畳電圧は、上述したように、真円又は楕円の回転電圧であっても良いし、交番電圧で
あってもよい。
【０１１９】
　座標変換器１８ｂは、電流制御部１５からのｖγ*及びｖδ*と、高周波電圧印加部２１
ｂからのｖhα

*及びｖhβ
*と、位置・速度推定器２０ｂからの位相θγとに基づいて、指

令値ｖγ*、ｖδ*、ｖhα
*及びｖhβ

*を三相の固定座標軸上に座標変換することにより、
三相電圧指令値（ｖu

*、ｖv
*及びｖw

*）を算出して出力する。具体的には例えば、位相θ
γに基づいて、一旦、γδ軸上の指令値ｖγ*及びｖδ*をαβ軸上に座標変換することに
より、α軸電圧ｖα及びｖβの目標値であるαβ軸上の指令値ｖα*及びｖβ*を算出し、
算出した指令値ｖα*及びｖβ*に対して重畳電圧の指令値ｖhα

*及びｖhα
*を加算するこ

とにより、加算値（ｖα*＋ｖhα
*）及び（ｖβ*＋ｖhβ

*）を得る。（ｖα*＋ｖhα
*）

及び（ｖβ*＋ｖhβ
*）は、駆動電圧に重畳電圧を付加した電圧のα軸成分及びβ軸成分

を表している。その後、αβ軸上の指令値（ｖα*＋ｖhα
*）及び（ｖβ*＋ｖhβ

*）を三
相の固定座標軸上に座標変換することにより、三相電圧指令値を算出して出力する。
【０１２０】
　インバータ２は、実際のＵ相、Ｖ相及びＷ相電圧値ｖu、ｖv及びｖwが夫々Ｕ相、Ｖ相
及びＷ相電圧指令値ｖu

*、ｖv
*及びｖw

*と一致するように、三相電圧指令値に従ったモー
タ電流Ｉaをモータ１に供給してモータ１を駆動する。
【０１２１】
　図１７に、位置・速度推定器２０ｂに内在する推定処理部７０の内部ブロック図を示す
。推定処理部７０は、符号７１～８１によって参照される各部位を備え、「４軸電流成分
に基づく推定方法」によって位相θγを算出する（即ち、磁極位置を推定する）。符号７
１～７７、７９及び８０によって参照される部位の機能は、図１４の符号５１～５７、５
９及び６０によって参照される部位の機能と同様である。但し、図１４の推定処理部５０
ではγδ軸上の電流情報に基づく演算を実行するのに対して、図１７の推定処理部７０で
はαβ軸上の電流情報に基づく演算を実行する。
【０１２２】
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　ＢＰＦ７１は、座標変換器１２ｂから逐次出力されるα軸電流値ｉαを受け、ｉαを信
号値として有する信号から、重畳電圧の周波数ωhの信号成分を抽出することにより、重
畳電流のα軸成分であるｉhαを抽出する。同様に、ＢＰＦ７２は、座標変換器１２ｂか
ら逐次出力されるβ軸電流値ｉβを受け、ｉβを信号値として有する信号から、重畳電圧
の周波数ωhの信号成分を抽出することにより、重畳電流のβ軸成分であるｉhβを抽出す
る。乗算器７３は、ＢＰＦ７１及び７２によって抽出されたｉhαとｉhβの積（ｉhα×
ｉhβ）を算出し、ＬＰＦ７４は、この積（ｉhα×ｉhβ）から高周波成分を除去するこ
とにより、積（ｉhα×ｉhβ）の直流成分（ｉhα×ｉhβ）DCを抽出して出力する。
【０１２３】
　演算部７５は、積（ｉchα×ｉchβ）を算出する部位である。図１７では、演算部７５
内で、ｉhα及びｉhβの和と差が求められた後、その和と差の積（ｉhα＋ｉhβ）・（ｉ

hα－ｉhβ）が求められる様子が示されている。ＬＰＦ７６は、演算部７５にて算出され
た積（ｉhα＋ｉhβ）・（ｉhα－ｉhβ）から高周波成分を除去することにより、積（ｉ

hα＋ｉhβ）・（ｉhα－ｉhβ）の直流成分（（ｉhα＋ｉhβ）・（ｉhα－ｉhβ））DC

を抽出して出力する。
【０１２４】
　図１７に示す例とは異なるが、ＢＰＦ７１及び７２の出力値ｉhα及びｉhβに基づき、
演算部７５にて（ｉhα

2－ｉhβ
2）を算出するようにしてもよい。この場合、ＬＰＦ７６

は、（ｉhα
2－ｉhβ

2）から高周波成分を除去することにより、（ｉhα
2－ｉhβ

2）の直
流成分（ｉhα

2－ｉhβ
2）DCを抽出して出力する。上記の式（Ｃ－３）からも分かるよう

に、積（ｉhα＋ｉhβ）・（ｉhα－ｉhβ）、又は、値（ｉhα
2－ｉhβ

2）を算出するこ
とによって、α’軸及びβ’軸に関する直交２軸成分の積（ｉchα×ｉchβ）が算出され
ることになる（厳密には、２（ｉchα×ｉchβ）が算出される）。
【０１２５】
　減算器７７は、ＬＰＦ７６の出力値から係数Ｋを減算し、その減算結果を演算部７８に
出力する。係数Ｋは、上記の係数Ｋ0の２倍である。尚、高周波電圧印加部２１ｂによっ
て印加される重畳電圧が真円の回転電圧の場合は、上述したように係数Ｋ0はゼロとなる
ため、減算器７７による減算処理は不要である。
【０１２６】
　演算部７８は、ＬＰＦ７４の出力値（ｉhα×ｉhβ）DCと、２×（（ｉchα×ｉchβ）

DC－Ｋ0）に相当する減算器７７の出力値に基づき、上記式（Ｃ－６）～（Ｃ－８）に従
って位相θdを算出する、或いは、上記式（Ｃ－９）～（Ｃ－１１）に従って位相θdを算
出する。減算器８１は、演算部７８にて算出された位相θdから積分器８０から出力され
る位相θγを差し引くことにより軸誤差Δθを算出する。比例積分制御部７９は、ＰＬＬ
制御を実現すべく、比例積分制御を行って、減算器８１から出力される軸誤差Δθがゼロ
に収束するように回転速度ωrを算出する。積分器８０は、比例積分演算器７９から出力
される回転速度ωrを積分することにより位相θrを算出する。ここで算出されたωr及び
θrは共に位置・速度推定器２０ｂの出力値として、その値を必要とするモータ制御装置
３ｂの各部位に与えられる。
【０１２７】
　第２実施例に係るモータ制御装置３ｂでは、ＰＬＬ制御によって軸誤差Δθをゼロに向
かわせるため、γ軸はｄ軸の推定軸としてｄ軸に追従する。図１７の推定処理部７０にお
けるθrの算出により、－π／２～π／２の範囲内における磁極位置が推定されるが、－
π～πの範囲にて磁極位置を推定する必要がある場合は、別途、極性判別部（不図示）を
設ければよい。極性判別部は、例えば、相電流センサ１１の検出結果による電流情報を用
いて又は少なくとも１個のホールセンサを用いて、積分器８０の出力値にπを加算するか
否かを判断し、必要な場合にのみ積分器８０の出力値にπを加算して加算結果を最終的な
位相θrとして位置・速度推定器２０ｂから出力させる。
【０１２８】
　第２実施例の如くモータ駆動システムを形成しても、第１実施例と同様の効果が得られ
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る。
【０１２９】
＜＜第３実施例＞＞
　本発明に係る第３実施例を説明する。図１８は、第３実施例に係るモータ駆動システム
の内部ブロック図である。図１８のモータ駆動システムは、図１のモータ１及びインバー
タ２を備えていると共に、モータ制御装置３ｃ及び相電流センサ１１を備えている。モー
タ制御装置３ｃを、図１のモータ制御装置３として用いることができる。モータ制御装置
３ｃは、符号１１２～１２１によって参照される各部位を備える。相電流センサ１１がモ
ータ制御装置３ｃに含まれている、と考えることもできる。モータ制御装置３ｃ内の各部
位は、モータ制御装置３ｃ内で生成された各値を自由に利用可能となっている。
【０１３０】
　モータ駆動装置３ｃは、第１及び第２実施例と異なり、軸誤差Δθを収束させずに磁極
位置を直接推定する。モータ制御装置３内の位置・速度推定器１２０は、磁極位置を示す
位相θdを算出する（即ち、磁極位置を推定する）と共に、回転速度ωdを算出する（即ち
、モータ１の回転速度を推定する）。それらの算出方法は後述される。
【０１３１】
　座標変換器１１２は、相電流センサ１１によって検出されたＵ相電流値ｉu及びＶ相電
流値ｉvをαβ軸上の電流値に座標変換することによりα軸電流値ｉα及びβ軸電流値ｉ
βを算出すると共に、位置・速度推定器１２０からの位相θdに基づいて電流値ｉα及び
ｉβ（又はｉu及びｉv）をｄｃｑｃ軸上の電流値に座標変換することにより、ｄｃ軸電流
値ｉdc及びｑｃ軸電流値ｉqcを算出する。
【０１３２】
　ｄｃ軸及びｑｃ軸は、ｄ軸及びｑ軸を推定したものであり、位置・速度推定器１２０に
よって算出された位相θdが真の位相θdと合致しておれば、図１９に示す如く、ｄｃ軸及
びｑｃ軸は、夫々、ｄ軸及びｑ軸に合致する。ｄｃ軸及びｑｃ軸を総称してｄｃｑｃ軸と
呼ぶ。第３実施例では、電流ベクトルの制御をｄｃｑｃ軸上で実行する。
【０１３３】
　モータ電圧Ｖaのｄｃ軸成分及びｑｃ軸成分を、夫々、ｄｃ軸電圧及びｑｃ軸電圧と呼
ぶと共に記号ｖdc及びｖqcにて表す。モータ電流Ｉaのｄｃ軸成分及びｑｃ軸成分を、夫
々、ｄｃ軸電流及びｑｃ軸電流と呼ぶと共に記号ｉdc及びｉqcにて表す。
　ｄｃ軸電圧ｖdc及びｑｃ軸電圧ｖqcが追従すべき、ｄｃ軸電圧ｖdc及びｑｃ軸電圧ｖqc

の目標値を、それぞれｄｃ軸電圧指令値ｖdc
*及びｑｃ軸電圧指令値ｖqc

*により表す。ｄ
ｃ軸電流ｉdc及びｑｃ軸電流ｉqcが追従すべき、ｄｃ軸電流ｉdc及びｑｃ軸電流ｉqcの目
標値を、それぞれｄｃ軸電流指令値ｉdc

*及びｑｃ軸電流指令値ｉqc
*により表す。

【０１３４】
　減算器１１９は、位置・速度推定器１２０からの回転速度ωdと、モータ制御装置３ｃ
の外部又は内部に設けられた回転速度指令値発生部（不図示）からの回転速度指令値ω*

とを参照し、両者間の速度偏差（ω*－ωd）を算出する。
【０１３５】
　速度制御部１１７は、比例積分制御などを用いることによって、速度偏差（ω*－ωd）
がゼロに収束するようにｑｃ軸電流指令値ｉqc

*を算出して出力する。磁束制御部１１６
は、ｄｃ軸電流指令値ｉdc

*を決定する。磁束制御部１１６によるｉdc
*の決定方法は、磁

束制御部１６によるｉγ*の決定方法と同様である。
【０１３６】
　電流制御部１１５は、減算器１１３及び１１４によって算出された電流誤差（ｉdc

*－
ｉdc）及び（ｉqc

*－ｉqc）が共にゼロに収束するように、比例積分制御などを用いた電
流フィードバック制御を行う。この際、ｄｃ軸とｑｃ軸との間の干渉を排除するための非
干渉制御を利用し、（ｉdc

*－ｉdc）及び（ｉqc
*－ｉqc）が共にゼロに収束するようにｄ

ｃ軸電圧指令値ｖdc
*及びｑｃ軸電圧指令値ｖqc

*を算出する。尚、ｖdc
*及びｖqc

*を算出
するに当たり、ωdやｉdc及びｉqcも参照されうる。
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【０１３７】
　高周波電圧印加部１２１は、高周波の重畳電圧をモータ１に印加するための指令値ｖh

α*及びｖhβ
*を生成する。高周波電圧印加部１２１にて生成されるｖhα

*及びｖhβ
*は

、上記式（Ｃ－１）によって規定される。高周波電圧印加部１２１によって印加されるべ
き重畳電圧は、上述したように、真円又は楕円の回転電圧であっても良いし、交番電圧で
あってもよい。
【０１３８】
　座標変換器１１８は、電流制御部１１５からのｖdc

*及びｖqc
*と、高周波電圧印加部１

２１からのｖhα
*及びｖhβ

*と、位置・速度推定器１２０からの位相θdとに基づいて、
指令値ｖdc

*、ｖqc
*、ｖhα

*及びｖhα
*を三相の固定座標軸上に座標変換することにより

、三相電圧指令値（ｖu
*、ｖv

*及びｖw
*）を算出して出力する。具体的には例えば、位相

θdに基づいて、一旦、ｄｃｑｃ軸上の指令値ｖdc
*及びｖqc

*をαβ軸上に座標変換する
ことにより、α軸電圧ｖα及びｖβの目標値であるαβ軸上の指令値ｖα*及びｖβ*を算
出し、算出した指令値ｖα*及びｖβ*に対して重畳電圧の指令値ｖhα

*及びｖhα
*を加算

することにより、加算値（ｖα*＋ｖhα
*）及び（ｖβ*＋ｖhβ

*）を得る。（ｖα*＋ｖh

α*）及び（ｖβ*＋ｖhβ
*）は、駆動電圧に重畳電圧を付加した電圧のα軸成分及びβ軸

成分を表している。その後、αβ軸上の指令値（ｖα*＋ｖhα
*）及び（ｖβ*＋ｖhβ

*）
を三相の固定座標軸上に座標変換することにより、三相電圧指令値を算出して出力する。
【０１３９】
　インバータ２は、実際のＵ相、Ｖ相及びＷ相電圧値ｖu、ｖv及びｖwが夫々Ｕ相、Ｖ相
及びＷ相電圧指令値ｖu

*、ｖv
*及びｖw

*と一致するように、三相電圧指令値に従ったモー
タ電流Ｉaをモータ１に供給してモータ１を駆動する。
【０１４０】
　図２０に、位置・速度推定器１２０に内在する推定処理部１７０の内部ブロック図を示
す。推定処理部７０は、符号７１～７８によって参照される各部位を備え、「４軸電流成
分に基づく推定方法」によって磁極位置θdを算出する（即ち、磁極位置を推定する）。
符号７１～７８によって参照される部位の機能は図１７に示されたそれらと同じである。
符号７１～７８によって参照される部位により、座標変換器１１２からの電流値ｉα及び
ｉβに基づいて演算部７８から位相θdの算出値が出力される。その位相θdを微分するこ
とにより回転速度ωdが算出され、算出されたωd及びθdは共に位置・速度推定器１２０
の出力値として、その値を必要とするモータ制御装置３ｃの各部位に与えられる。
【０１４１】
　図２１（ａ）及び（ｂ）に、磁極位置推定に関するシミュレーション結果を示す。図２
１（ａ）及び（ｂ）において、横軸は磁極位置θdの真値を表しており（単位は電気角に
おける度）、縦軸は磁極位置θdの推定値を表している（単位は電気角における度）。
　図２１（ｂ）の白丸群は、磁極位置θdの真値を変数として取り扱った上で推定処理部
１７０によって推定された磁極位置θdをプロットしたものであり、図２１（ｂ）の実線
６８０は、図２１（ｂ）の白丸群に沿って引かれた直線である。図２１（ａ）は、図２１
（ｂ）と対比するための参考図である。図２１（ａ）の白丸群は、磁極位置θdの真値を
変数として取り扱った上で、演算式“θd＝１／２・ｓｉｎ（（ｉhα×ｉhβ）DC）”に
よって推定された磁極位置θdをプロットしたものである。
【０１４２】
　図２１（ｂ）からも分かるように、推定処理部１７０によれば、－π／２～π／２の範
囲内において磁極位置の推定値と真値が精度良く一致するため、推定値をそのまま磁極位
置情報として利用することができる。一方、演算式“θd＝１／２・ｓｉｎ（（ｉhα×ｉ

hβ）DC）”にて磁極位置θdを推定した場合には、そのような利用が困難である。
【０１４３】
　尚、実際には、位置・速度推定器１２０内に磁極判別部（不図示）を設けられる。極性
判別部は、例えば、相電流センサ１１の検出結果による電流情報を用いて又は少なくとも
１個のホールセンサを用いて、演算部７８の出力値にπを加算するか否かを判断し、必要
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な場合にのみ演算部７８の出力値にπを加算して加算結果を最終的な位相θdとして位置
・速度推定器１２０から出力させる。
【０１４４】
　第３実施例の如くモータ駆動システムを形成しても、第１実施例と同様の効果が得られ
る。また、第３実施例のモータ駆動システムの如く、ＰＬＬ制御（比例積分制御）を介さ
ず、直接的に磁極位置を推定するようにすれば、極めて短時間にて磁極位置を推定するこ
とが可能となる。
【０１４５】
＜＜第４実施例＞＞
　本発明に係る第４実施例を説明する。モータ１の始動から高速回転に至るまで期間を複
数の期間に分類し、それぞれの期間に適した推定処理を実行することが可能である。図２
２は、第４実施例に係るモータ駆動システムの動作フローチャートである。モータ１の回
転が停止しており、磁極位置が不明な状態から、モータ１を安定的に高速回転させるまで
の期間に、ステップＳ１、Ｓ２及びＳ３の処理が順次実行される。
【０１４６】
　ステップＳ１では、第１の磁極位置推定方法にて初期の磁極位置が推定される。ステッ
プＳ１では、電流制御及び速度制御などを実行せず、「４軸電流成分に基づく推定方法」
によって初期の磁極位置θdを推定する。
【０１４７】
　続くステップＳ２では、ステップＳ１による磁極位置θdの推定結果を元に、第２の磁
極位置推定方法にて磁極位置を推定することによりモータ１をベクトル制御する。第２の
磁極位置推定方法は、「４軸電流成分に基づく推定方法」であってもよいが、それと異な
っていても良い。例えば、特許文献１に記載された方法、即ち、重畳電流のγ軸成分とδ
軸成分の積を用いた磁極位置の推定方法であってもよい。第２の磁極位置推定方法として
、モータ１の回転停止時及び低速回転時に良好な推定精度を有する磁極位置推定方法を採
用するとよい。
【０１４８】
　その後、モータ１の回転速度が増加して、モータ１の回転速度が所定の基準速度以上と
なると、ステップＳ２からステップＳ３に移行して、磁極位置の推定方法を第２の磁極位
置推定方法から第３の磁極位置推定方法に切り替える。第３の磁極位置推定方法では、モ
ータ１に発生している誘起電圧を見積もることによって磁極位置を推定する。このため、
第３の磁極位置推定方法では、重畳電圧の印加が不要である。尚、高周波の重畳電圧印加
による騒音の発生期間を短縮するべく、ステップＳ２の処理を省略して、ステップＳ１に
て初期の磁極位置θdを推定した後、直接ステップＳ３に移行するようにしてもよい。
【０１４９】
　図２２に示す動作を実現する具体的なモータ駆動システムの構成例を図２３に示す。
図２３は、第４実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。図２３のモー
タ駆動システムは、図１のモータ１及びインバータ２を備えていると共に、モータ制御装
置３ｄ及び相電流センサ１１を備えている。モータ制御装置３ｄを、図１のモータ制御装
置３として用いることができる。モータ制御装置３ｄは、符号２１２～２２１によって参
照される各部位を備える。相電流センサ１１がモータ制御装置３ｄに含まれている、と考
えることもできる。モータ制御装置３ｄ内の各部位は、モータ制御装置３ｄ内で生成され
た各値を自由に利用可能となっている。
【０１５０】
　高周波電圧印加部２２１は、重畳電圧の指令値ｖh1

*及びｖh2
*を作成する。この指令値

の意義は、後述の説明から明らかとなる。
【０１５１】
　図２３のモータ駆動システムに対してモータ１の回転開始を指令する信号が入力される
と、モータ制御装置３ｄは、ステップＳ１における初期の磁極位置を推定するための処理
を実行する。つまり例えば、座標変換器２１２、２１８、位置・速度推定器２２０及び高
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周波電圧印加部２２１を、図１８の座標変換器１１２、１１８、位置・速度推定器１２０
及び高周波電圧印加部１２１として機能させることにより、位置・速度推定器２２０に位
相θdを推定算出させる。
【０１５２】
　図２４に、位置・速度推定器２２０の内部ブロック図の例を示す。位置・速度推定器２
２０は、推定処理部１７０と第２推定処理部１７１を備えている。位置・速度推定器２２
０に内在する推定処理部１７０は、図２０に示すそれと同じものである。
【０１５３】
　ステップＳ１において、具体的には以下のような処理が行われる。ステップＳ１におい
て、上記式（Ｃ－１）により規定される重畳電圧がモータ１に印加されるようにｖh1

*＝
ｖhα

*且つｖh2
*＝ｖhβ

*とし、座標変換器２１８にて、αβ軸上の指令値ｖh1
*（＝ｖh

α*）及びｖh2
*（＝ｖhβ

*）を三相の固定座標軸上に座標変換することにより、三相電圧
指令値を算出する。この三相電圧指令値に従ったモータ電流Ｉaがインバータ２からモー
タ１に供給される。座標変換器２１２は、重畳電圧の印加時に相電流センサ１１にて検出
された電流値ｉu及びｉvをαβ軸上の電流値に座標変換することにより電流値ｉα及びｉ
βを算出し、その算出した電流値ｉα及びｉβを位置・速度推定器２２０に内在する推定
処理部１７０に与える。ステップＳ１における電流値ｉα及びｉβに基づき、推定処理部
１７０にて算出される位相θdが、ステップＳ１にて推定されるべき初期の磁極位置に相
当する。ステップＳ１においては、図２３の符号２１３～２１７及び２１９によって参照
される各部位の動作は停止している。
【０１５４】
　ステップＳ１にて初期の磁極位置が推定された後、モータ制御装置３ｄは、ステップＳ
２の処理を実行することによってモータ１を始動する。ステップＳ２では、上記式（Ａ－
１）によって規定される重畳電圧がモータ１に印加されるようにｖh1

*＝ｖhγ
*且つｖh2

*

＝ｖhδ
*とする。加えて、ステップＳ２では、図２４の第２推定処理部１７１にてγ軸の

位相θγ及び回転速度ωγを推定させると共に、モータ制御装置３ｄ内の符号２１２～２
１９によって参照される各部位に図１３の符号１２～１９によって参照される各部位と同
様の動作を行わせる。第２推定処理部１７１は、ステップＳ１において推定処理部１７０
により推定された初期の磁極位置θdを、ステップＳ２の処理の開始時点における位相θ
γとして利用する。これにより、軸誤差Δθがゼロとなっている状態から磁極位置の推定
を開始することができる。
【０１５５】
　具体的には例えば、第２推定処理部１７１に、図１４のＢＰＦ５１、ＢＰＦ５２、乗算
器５３、ＬＰＦ５４、比例積分制御部５９及び積分器６０を内在させておく。そして、ス
テップＳ２において、座標変換器２１２から出力されるγ軸電流値ｉγ及びδ軸電流値ｉ
δに基づき、ＢＰＦ５１、ＢＰＦ５２、乗算器５３及びＬＰＦ５４を用いて（ｉhγ×ｉh

δ）DCを算出させ、上記式（Ｂ－５）に近似式“ｓｉｎ（２Δθ）≒２Δθ且つｓｉｎ（
４Δθ）≒４Δθ”を代入して得た式に対して（ｉhγ×ｉhδ）DCを代入することにより
軸誤差Δθを推定する。この軸誤差Δθをゼロに収束させる比例積分制御を介して、比例
積分制御部５９及び積分器６０により、ステップＳ２における回転速度ωr及び位相θγ
が算出される。ステップＳ２（及びＳ３）において算出された回転速度ωrが電流制御部
２１５、磁束制御部２１６及び減算器２１９に与えられ且つステップＳ２（及びＳ３）に
おいて算出された位相θγが座標変換器２１２及び２１８に与えられることにより、ステ
ップＳ２（及びＳ３）において、γ軸をｄ軸に追従させるベクトル制御が実行されてモー
タ１が所望の回転速度で回転する。
【０１５６】
　モータ１の回転速度が所定の基準速度以上となった場合は、ステップＳ２の処理ではな
く、ステップＳ３の処理を実行することもできる。ステップＳ３においては、高周波電圧
印加部２２１による重畳電圧の印加は停止される（即ち、ｖh1

*＝ｖh2
*＝０とされる）。

ステップＳ３において、第２推定処理部１７１は、座標変換器２１２からの電流値ｉγ及
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びｉδ並びに電流制御部２１５からの指令値ｖγ*及びｖδ*に基づいて軸誤差Δθを算出
し、その軸誤差Δθがゼロに収束するように比例積分制御を行うことにより位相θγ及び
回転速度ωrを算出する。ｉγ、ｉδ、ｖγ*及びｖδ*に基づく軸誤差Δθの算出方法（
ｉγ、ｉδ、ｖγ*及びｖδ*に基づく誘起電圧の推定を介した軸誤差Δの算出方法）とし
て公知の任意の方法を採用することができる。例えば、次式によって軸誤差Δθを推定す
ることができる。尚、次式における“ｓ”はラプラス演算子であり、Ｅexγ及びＥexδは
、それぞれ、拡張誘起電圧Ｅexのγ軸成分及びδ軸成分を表している。拡張誘起電圧Ｅex

は、Ｅex＝ωγ（（Ｌd－Ｌq）ｉd＋Φa）－（Ｌd－Ｌq）（ｐｉq）によって表される（
ｐは微分演算子である）。
【０１５７】
【数１５】

【０１５８】
　尚、上述したように、図２３のモータ駆動システムにおいて、ステップＳ２の処理を省
略することも可能である。即ち、ステップＳ１にて初期の磁極位置θdを推定した後、直
ちにステップＳ３の誘起電圧に基づく磁極位置推定を実行するようにしてもよい。この場
合、第２推定処理部１７１は、ステップＳ１にて推定された初期の磁極位置θdを、ステ
ップＳ３の処理の開始時点における位相θγとして利用する。
【０１５９】
　また、図２３のモータ駆動システムに対して説明した動作例の如く、ステップＳ１にて
αβ座標系の重畳電圧を印加し、電流値ｉα及びｉβに基づいて初期の磁極位置の推定を
行う場合は、ステップＳ１において電流制御部２１５を用いた電流制御などが行われない
。このため、γδ軸上の情報をαβ軸上の情報に変換するための座標変換及びそれの逆変
換が不要となり、結果、演算負荷の軽減が図られる。
【０１６０】
＜＜第５実施例＞＞
　本発明に係る第５実施例を説明する。図２３のモータ駆動システムにて実行されるステ
ップＳ１の処理では、αβ座標系における重畳電圧をモータ１に印加し、重畳電流のα及
びβ軸成分に基づいて初期の磁極位置を推定している。即ち、図２３のモータ駆動システ
ムにて実行されるステップＳ１の処理では、αβ座標系に注目した上で、初期の磁極位置
の直接推定（ＰＬＬ制御を用いない推定）がなされている。しかしながら、初期の磁極位
置を直接推定する際に注目すべき座標系は、αβ座標系以外の座標系であってもよい。第
５実施例では、γδ座標系に注目した、初期の磁極位置の直接推定方法を説明する。
【０１６１】
　図２５は、第５実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロックである。図２５のモー
タ駆動システムは、図１のモータ１及びインバータ２を備えていると共に、モータ制御装
置３ｅ及び相電流センサ１１を備えている。モータ制御装置３ｅを、図１のモータ制御装
置３として用いることができる。モータ制御装置３ｅは、符号２１２～２１９、２２０ｅ
及び２２１ｅによって参照される各部位を備える。相電流センサ１１がモータ制御装置３
ｅに含まれている、と考えることもできる。モータ制御装置３ｅ内の各部位は、モータ制
御装置３ｄ内で生成された各値を自由に利用可能となっている。モータ制御装置３ｅに含
まれる符号２１２～２１９によって参照される各部位の動作は、図２３のモータ制御装置
３ｄにおけるそれと同様である。但し、モータ制御装置３ｅ内の座標変換器２１２にて、
電流値ｉα及びｉβを算出する必要はない。
【０１６２】
　図２５のモータ駆動システムも、図２２のステップＳ１、Ｓ２及びＳ３の処理を順次実
行する。但し、ステップＳ２の処理を省くことも可能である。
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【０１６３】
　図２５のモータ駆動システムに対してモータ１の回転開始を指令する信号が入力される
と、モータ制御装置３ｅは、ステップＳ１における初期の磁極位置を推定するための処理
を実行する。ステップＳ１（及びＳ２）において、高周波電圧印加部２２１ｅは、上記式
（Ａ－１）にて規定される指令値ｖhγ

*及びｖhδ
*を作成することにより、重畳電圧をモ

ータ１に印加する。
【０１６４】
　ステップＳ１において、γ軸はｄ軸と一致している必要はない。ステップＳ１において
、モータ制御装置３ｅは、任意の軸をγ軸と定める。ステップＳ１において定められたγ
軸の位相θγを特にθγ0にて表す。モータ制御装置３ｅ自身がγ軸を定義するため、位
相θγ0は、モータ制御装置３ｅにとって既知である。ステップＳ１においては、図２５
の符号２１３～２１７及び２１９によって参照される各部位の動作は停止している。この
ように、ステップＳ１の処理実行中では、ＰＬＬ制御が行われないため、γ軸の位相θγ
は変化しない（即ち、一定値θγ0に維持される）。
【０１６５】
　図２６に、位置・速度推定器２２０ｅの内部ブロック図の例を示す。位置・速度推定器
２２０ｅは、推定処理部１７０ｅと第２推定処理部１７１ｅを備えている。推定処理部１
７０ｅは、符号５１～５８によって参照される各部位を備え、それらは図１４のそれらと
同じものである。
【０１６６】
　ステップＳ１において、具体的には以下のような処理が行われ、これによって初期の磁
極位置が推定される。ステップＳ１において、座標変換器２１８は、高周波電圧印加部２
２１ｅによって作成されたγδ軸上の指令値ｖhγ

*及びｖhδ
*を位相θγ0に基づいて三

相の固定座標軸上に座標変換することにより、三相電圧指令値を算出する。この三相電圧
指令値に従ったモータ電流Ｉaがインバータ２からモータ１に供給される。座標変換器２
１２は、重畳電圧の印加時に相電流センサ１１にて検出された電流値ｉu及びｉvを位相θ
γ0に基づいてγβ軸上の電流値に座標変換することにより電流値ｉγ及びｉδを算出し
、その算出した電流値ｉγ及びｉδを推定処理部１７０ｅに与える。これにより、推定処
理部１７０ｅ内の演算部５８から、ステップＳ１における軸誤差Δθが算出される。この
ステップＳ１において算出された軸誤差Δθに位相θγ0を加算したものは、ステップＳ
１における位相θdに一致する（図２（ａ）参照）。従って、位置・速度推定器２２０ｅ
は、ステップＳ１において算出された軸誤差Δθに位相θγ0を加算したものを、初期の
磁極位置θdとして推定する。
【０１６７】
　ステップＳ１にて初期の磁極位置が推定された後、モータ制御装置３ｅは、ステップＳ
２の処理を実行することによってモータ１を始動する。ステップＳ２では、図２６の第２
推定処理部１７１ｅにてγ軸の位相θγ及び回転速度ωγを推定させると共に、モータ制
御装置３ｅ内の符号２１２～２１９によって参照される各部位に図１３の符号１２～１９
によって参照される各部位と同様の動作を行わせる。第２推定処理部１７１ｅは、ステッ
プＳ１において推定された初期の磁極位置θdを、ステップＳ２の処理の開始時点におけ
る位相θγとして利用する。これにより、軸誤差Δθがゼロとなっている状態から磁極位
置の推定を開始することができる。
【０１６８】
　第２推定処理部１７１ｅは、図２４の第２推定処理部１７１と同様のものであり、第４
実施例にて示した方法に従ってステップＳ２及びＳ３における磁極位置の推定処理を実行
する。この推定結果に基づいてステップＳ２及びＳ３におけるベクトル制御が実行される
。上述したように、ステップＳ２の処理を省略することも可能である。尚、仮に、位相θ
γ0をゼロに設定した場合は、ステップＳ１におけるγδ軸はαβ軸と一致するため、図
２５に示すモータ駆動システムは図２３のそれと等価である。
【０１６９】
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＜＜第６実施例＞＞
　本発明の第６実施例を説明する。第４及び第５実施例では、ステップＳ１の処理によっ
て初期の磁極位置の推定を行った後、ステップＳ２及びＳ３において、初期の磁極位置を
元にした磁極位置推定を行うことでモータ１のベクトル制御を行っているが、ステップＳ
１の処理によって初期の磁極位置の推定を行った後、初期の磁極位置を元にした同期運転
（Ｖ／ｆ制御）を行うようにしても良い。同期運転の実行中においては、モータ１に対す
る重畳電圧の印加は停止される。
【０１７０】
　同期運転では、軸誤差Δθをゼロに収束させる制御がなされず、軸誤差Δθが回転速度
指令値ω*などに応じて様々に変化する。同期運転の実行中においては、モータ１の回転
速度ωγが回転速度指令値ω*に合致せしめられる。同期運転実行時における、回転座標
系上の電流ベクトルを、図２７においてベクトル５９０により示す。ここにおける電流ベ
クトルとは、モータ電流Ｉaをベクトルにて表現したものを指す。また、今、ｉγ*＝０且
つｉδ*＝ｉδ0であるものとする。この場合、電流ベクトルの向きはδ軸に平行で、その
大きさはｉδ0となる。同期運転の実行中においては、この電流ベクトルで発生するトル
クと負荷トルクが釣り合うようにｑ軸に対してδ軸が遅れる。
【０１７１】
　同期運転の原理について補足説明する。ベクトルの大きさが一定の電流ベクトルを考え
る。この電流ベクトルで発生することができる最大トルクよりも負荷トルクが小さい場合
、電流ベクトルで発生するトルクと負荷トルクが釣り合うようにｑ軸に対してδ軸が遅れ
た状態で運転がなされる（尚、負荷トルクが最大トルクよりも大きい場合は脱調してしま
う）。
（１）そして、電流ベクトルがｑ軸から遅れれば遅れるほど、正のｄ軸電流が増加する一
方でｑ軸電流は低下するため、発生トルクは低下する。
（２）また、発生トルクが負荷トルクよりも大きい場合は、モータ１の回転速度は増加し
て、ｑ軸に対するδ軸の遅れは増加方向に向かうと共に発生トルクが低下する。
（３）逆に、発生トルクが負荷トルクよりも小さい場合は、モータ１の回転速度は減少し
て、ｑ軸に対するδ軸の遅れは減少方向に向かうと共に発生トルクが増加する。
　このような動作によって、負荷トルクと発生トルクが釣り合うような位相差（ｑ軸とδ
軸との軸誤差）が生じた状態で、運転がなされる。このような運転が同期運転である。
【０１７２】
　初期の磁極位置が分からない状態で同期運転を実行すると、初期の磁極位置に依存して
モータ１の始動が毎回異なったものとなる。初期の磁極位置を推定しておき、その初期の
磁極位置を考慮した上で同期運転によるモータ１の始動を行うようにすれば、初期の磁極
位置に依存しないモータ１の始動が可能となる。また、同期運転においては、高周波の重
畳電圧の印加が不要である。故に、初期の磁極位置の推定後、同期運転にてモータ１の始
動を行うようにすれば、初期の磁極位置の推定後においても高周波の重畳電圧印加が必要
なシステムと比べて、高周波の重畳電圧印加に由来する騒音の発生期間を短縮することが
できる。尚、ステップＳ１における初期の磁極位置の推定処理として、図１４の推定処理
部５０又は図１７の推定処理部７０を用いた推定処理（ＰＬＬ制御を用いた推定処理）を
利用することもできるが、それの代わりに、図２４の推定処理部１７０又は図２６の推定
処理部１７０ｅを用いた推定処理（ＰＬＬ制御を用いない磁極位置の直接推定処理）を利
用するようにすれば、重畳電圧による騒音の発生期間は極めて短くなる。
【０１７３】
　また、第４実施例において、ステップＳ１における初期の磁極位置の推定後、ステップ
Ｓ２の処理を介さず、直接、ステップＳ３における誘起電圧に基づく磁極位置推定を行っ
ても良いことを述べたが、そのような場合においても同期運転と同様のことが言える。
【０１７４】
　初期の磁極位置が分からない状態で誘起電圧に基づく磁極位置推定によりモータ１を始
動しようとすると、初期の磁極位置に依存してモータ１の始動が毎回異なったものとなる
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。初期の磁極位置を推定しておき、その初期の磁極位置を考慮した上で誘起電圧に基づく
磁極位置推定を行い、その推定結果に基づいてモータ１の始動を行うようにすれば、初期
の磁極位置に依存しないモータ１の始動が可能となる。また、誘起電圧に基づく磁極位置
推定においては、高周波の重畳電圧の印加が不要である。故に、初期の磁極位置の推定後
、誘起電圧に基づく磁極位置推定にてモータ１の始動を行うようにすれば、初期の磁極位
置の推定後においても高周波の重畳電圧印加が必要なシステムと比べて、高周波の重畳電
圧印加に由来する騒音の発生期間を短縮することができる。尚、ステップＳ１における初
期の磁極位置の推定処理として、図２４の推定処理部１７０又は図２６の推定処理部１７
０ｅを用いた推定処理（ＰＬＬ制御を用いない磁極位置の直接推定処理）を利用するよう
にすれば、重畳電圧による騒音の発生期間は極めて短くなる。
【０１７５】
　誘起電圧に基づく磁極位置推定方法は、高速回転時に特に適した、高速回転用の磁極位
置推定方法の一種である。初期の磁極位置の推定を行うことなく、同期運転にて又は高速
回転用の磁極位置推定方法にて、モータ１の始動を行うシステムも一般的に存在する。し
かしながら、そのようなシステムにおいては、初期の磁極位置によってはモータ始動に失
敗することがある。上述の如く、初期の磁極位置の推定後、その推定結果を考慮してモー
タ始動を行うことにより確実なる始動が実現される。
【０１７６】
＜＜第７実施例＞＞
　上述の説明では、モータ１が埋込磁石形同期モータ等であって、構造上、モータ１が磁
気突極性を有していることを想定している。しかしながら、上述してきた技術内容を、非
突極機である表面磁石形同期モータ（以下、ＳＰＭＳＭという）に適用することも可能で
ある。即ち、モータ１としてＳＰＭＳＭを採用しても良い。
【０１７７】
　但し、この場合は、磁気飽和を生じさせて、モータ１としてのＳＰＭＳＭに磁気突極性
を持たせるとよい。具体的には、重畳電流のγ軸方向の振幅Ｖhγを大きくすることによ
って重畳電流のγ軸成分（ｉhγ）を増大させ、意図的にモータ１に磁気飽和を起こさせ
ると良い。磁気飽和が起こるとｄ軸インダクタンスＬdが減るため、重畳電流がｄ軸方向
に流れやすくなる。即ち、ＳＰＭＳＭが磁気突極性を持ったように振る舞うため、モータ
１を突極機とする場合と同様の推定処理が可能となる。
【０１７８】
　また、モータ１として、磁気突極性を有する同期リラクタンスモータ（Synchronous Re
luctance Motor）を用いることも可能である。モータ１としての同期リラクタンスモータ
は、回転子とＵ，Ｖ及びＷ相の電機子巻線を有する固定子とを備えるが、回転子には永久
磁石が設けられておらず、回転子を形成する鉄心（又は回転子及び固定子を形成する鉄心
）の突極性によるリラクタンストルクのみを利用して回転子を回転させる。但し、モータ
１の同期リラクタンスモータの回転子に、界磁形成用の永久磁石も設けることも可能であ
る。
【０１７９】
　モータ１の同期リラクタンスモータの回転子に、磁束の流れやすい方向（磁気抵抗が相
対的に小さい方向）と磁束の流れにくい方向（磁気抵抗が相対的に大きい方向）が存在す
るように、回転子が形成される。前者及び後者の方向に沿った軸が、夫々、モータ１とし
ての同期リラクタンスモータにおけるｄ軸及びｑ軸に相当する。永久磁石同期モータと同
様に、同期リラクタンスモータにおけるｄ軸及びｑ軸は、電気角にて表現された回転座標
系において直交する。
【０１８０】
＜＜第８実施例＞＞
　上述してきた本発明に係るモータ駆動システムは、当該モータ駆動システム内のモータ
の回転力を利用して動作する様々な電気機器に適用される。
【０１８１】
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　図２８は、本発明に係るモータ駆動システムが搭載された電動車両４００の内部ブロッ
ク図である。電動車両４００には、モータ４０１ａ及び４０１ｂ、インバータ４０２ａ及
び４０２ｂ、制御装置４０３、並びに二次電池などから形成されるバッテリ４０４ａ及び
４０４ｂが搭載され、モータ４０１ａ及び４０１ｂの回転力を用いて電動車両４００の車
輪が回転することにより電動車両４００は走行する。
【０１８２】
　モータ４０１ａ及び４０１ｂの夫々は、モータ１と同じものであり、インバータ４０２
ａ及び４０２ｂの夫々は、インバータ２と同じものである。制御装置４０３には、モータ
４０１ａに対するモータ制御装置とモータ４０１ｂに対するモータ制御装置とが内在して
おり、制御装置４０３内の各モータ制御装置はモータ制御装置３と同じものである。制御
装置４０３は、モータ４０１ａに流れるモータ電流Ｉaに基づいてインバータ４０２ａに
対する三相電圧指令値を作成すると共に、モータ４０１ｂに流れるモータ電流Ｉaに基づ
いてインバータ４０２ｂに対する三相電圧指令値を作成する。
【０１８３】
　インバータ４０２ａは、インバータ４０２ａに対する三相電圧指令値に基づいて、バッ
テリ４０４ａから出力される直流電圧を三相交流電圧に変換し、その三相交流電圧をモー
タ４０１ａに印加することによりモータ４０１ａを駆動する。同様に、インバータ４０２
ｂは、インバータ４０２ｂに対する三相電圧指令値に基づいて、バッテリ４０４ｂから出
力される直流電圧を三相交流電圧に変換し、その三相交流電圧をモータ４０１ｂに印加す
ることによりモータ４０１ｂを駆動する。
【０１８４】
　図２９（ａ）は、本発明に係るモータ駆動システムが搭載された空調機器４２０の外観
図である。空調機器４２０は、空気調和機（エア・コンディショナー）の、いわゆる室外
機である。空調機器４２０には、圧縮機４２１が備えられていると共に、モータ１、イン
バータ２及びモータ制御装置３から成るモータ駆動システムが備えられている。モータ１
及びインバータ２（又はモータ１のみ）は、圧縮機４２１に組み込まれている。図２９（
ｂ）は、圧縮機４２１の外観図である。圧縮機４２１が、モータ１の回転力を駆動源とし
て冷媒ガス（不図示）の圧縮を行うことにより、対象室内の空気が調整される。
【０１８５】
　本発明のモータ駆動システムが適用される電気機器として電動車両及び空調機器を例示
したが、本発明のモータ駆動システムを適用可能な他の電気機器として洗濯機、乾燥機な
どが挙げられる。
【０１８６】
　上述したように、本発明に係る磁極位置推定方法では、正弦関数の情報だけでなく余弦
関数の情報も利用されるため、推定軸（γ軸）と磁極位置に対応する軸（ｄ軸）を必ずし
も一致させる必要はなく、それらの軸間の軸誤差が比較的大きいような場合においても、
短時間にて正確な磁極位置を推定することができる。本発明に係る磁極位置推定方法にて
初期の磁極位置を推定した後、磁極位置推定方法を高周波の重畳電圧印加の不要なものに
切り替えるようにすれば、高周波の重畳電圧印加に由来する騒音の発生期間を短縮するこ
とも可能である。初期の磁極位置の推定後、その推定結果を考慮してモータ始動を行うよ
うにすれば確実なるモータ始動が実現される。また、初期の磁極位置の推定時間が短縮さ
れれば、モータの始動に必要な時間も短縮される。結果、特に電動車両などにおいては、
始動時間に遅れによる違和感が軽減される。
【０１８７】
　＜＜変形等＞＞
　上述した説明文中に示した具体的な数値は、単なる例示であって、当然の如く、それら
を様々な数値に変更することができる。上述の実施形態の変形例または注釈事項として、
以下に、注釈１～注釈４を記す。各注釈に記載した内容は、矛盾なき限り、任意に組み合
わせることが可能である。
【０１８８】
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［注釈１］
　上述の各実施例では、相電流センサ１１を用いてＵ相電流値ｉu及びＶ相電流値ｉvを直
接検出するようにしているが、上でも述べた１シャント電流検出方法によってそれらを検
出するようにしてもよい。
【０１８９】
［注釈２］
　上述の各種の指令値（ｉγ*、ｉδ*、ｖγ*及びｖδ*など）や状態量（ｉγ、ｉδなど
）を含む、導出されるべき全ての値の導出手法は任意である。即ち、例えば、それらを、
モータ制御装置（３、３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ又は３ｅ）内での演算によって導出するよ
うにしてもよいし、予め設定しておいたテーブルデータから導出するようにしてもよい。
【０１９０】
［注釈３］
　モータ制御装置（３、３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ又は３ｅ）の機能の一部または全部は、
例えば汎用マイクロコンピュータ等に組み込まれたソフトウェア（プログラム）を用いて
実現される。ソフトウェアを用いてモータ制御装置を実現する場合、モータ制御装置の各
部の構成を示すブロック図は機能ブロック図を表すこととなる。勿論、ソフトウェア（プ
ログラム）ではなく、ハードウェアのみによって、或いは、ソフトウェアとハードウェア
の組み合わせによって、モータ制御装置を形成することも可能である。
【０１９１】
［注釈４］
　本明細書及び図面において下記の点に留意すべきである。上記の数と表記した墨付きか
っこ内の式（式（Ａ－１）等）の記述又は図面において、所謂下付き文字として表現され
ているギリシャ文字（γ、δ、α、βを含む）は、それらの墨付きかっこ外において、下
付き文字でない標準文字として表記されうる。このギリシャ文字における下付き文字と標
準文字との相違は適宜無視されるべきである。
【０１９２】
【数１６】

【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】本発明の実施形態に係るモータ駆動システムの概略ブロック図である。
【図２】図１のモータの解析モデル図である。
【図３】図１のモータに関する、Ｕ、Ｖ及びＷ相の電機子巻線固定軸並びにα及びβ固定
軸を示す図である。
【図４】図１のモータに印加されうる真円の回転電圧の電圧ベクトル軌跡を示す図である
。
【図５】真円の回転電圧印加に起因してモータに流れる電流の電流ベクトル軌跡を示す図
である。
【図６】図１のモータに印加されうる楕円の回転電圧の電圧ベクトル軌跡を示す図である
。
【図７】楕円の回転電圧印加に起因してモータに流れる電流の電流ベクトル軌跡を示す図
である。
【図８】γ軸方向の交番電圧印加に起因してモータに流れる電流の電流ベクトル軌跡を示
す図である。
【図９】γ、δ、γ’及びδ’軸の位相関係を示す図である。
【図１０】α、β、α’及びβ’軸の位相関係を示す図である。
【図１１】軸誤差推定に関するシミュレーション結果を示す図である。
【図１２】軸誤差推定に関するシミュレーション結果を示す図である。
【図１３】本発明の第１実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。
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【図１４】図１３の位置・速度推定器に内在する推定処理部の内部ブロック図である。
【図１５】本発明の第１実施例に係り、軸誤差推定に関するシミュレーション結果を示す
図である。
【図１６】本発明の第２実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。
【図１７】図１６の位置・速度推定器に内在する推定処理部の内部ブロック図である。
【図１８】本発明の第３実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。
【図１９】本発明の第３実施例に係り、ｄ、ｑ、ｄｃ及びｑｃ軸の位相関係を示す図であ
る。
【図２０】図１８の位置・速度推定器に内在する推定処理部の内部ブロック図である。
【図２１】本発明の第３実施例に係り、磁極位置推定に関するシミュレーション結果を示
す図である。
【図２２】本発明の第４実施例に係るモータ駆動システムの動作フローチャートである。
【図２３】本発明の第４実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。
【図２４】図２３の位置・速度推定器の内部ブロック図である。
【図２５】本発明の第５実施例に係るモータ駆動システムの内部ブロック図である。
【図２６】図２５の位置・速度推定器の内部ブロック図である。
【図２７】本発明の第６実施例に係り、同期運転実行時における、回転座標系上の電流ベ
クトルを示す図である。
【図２８】本発明の第８実施例に係る電動車両の内部ブロック図である。
【図２９】本発明の第８実施例に係る空調機器の外観図（ａ）と、その空調機器に備えら
れた圧縮機の外観図（ｂ）である。
【符号の説明】
【０１９４】
　　１　モータ
　　２　インバータ
　　３、３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、３ｅ　モータ制御装置
　２０、２０ｂ、１２０、２２０、２２０ｅ　位置・速度推定器
　２１、２１ｂ、１２１、２２１、２２１ｅ　高周波電圧印加部
　５０、７０、１７０、１７０ｅ　推定処理部
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