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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチと、
　一方向に電流を流す一方向電流素子と、
　容量性ストレージ素子と、
　を有し、
　前記スイッチ、一方向電流素子及び容量性ストレージ素子は、
　直流電圧電源と第１の巻線と第２の巻線とが相互接続されているときに、
　前記スイッチが導通することにより、前記第１の巻線及び前記スイッチに前記直流電圧
電源の電流を流し、これによって前記第１の巻線にエネルギを蓄える、第１の動作状態と
、
　前記スイッチが非導通することにより、前記第１の巻線が前記一方向電流素子及び前記
容量性ストレージ素子に流れる電流により蓄えられた電流を放電するようにし、これによ
って前記容量性ストレージ素子にエネルギを蓄える、第２の動作状態と、
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギが前記直流電圧電源を流れることなく
前記第２の巻線を流れる電流によって放電される、第３の動作状態と、
　が存在するように、前記スイッチと前記容量性ストレージ素子が電気的に接続されない
状態で、相互接続されており、
　前記第１、第２及び第３の動作状態の全てにおいて、前記第２の巻線は、前記第２の巻
線の電圧が前記容量性ストレージ素子の電圧に等しくなるように、前記容量性ストレージ
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素子に電気的に並列に接続されており、
　前記一方向電流素子のカソードは、前記スイッチに電気的に直接接続され、かつ、前記
一方向電流素子のアノードは、前記容量性ストレージ素子に電気的に直接接続されている
、
　電気装置。
【請求項２】
　さらに、直流ストレージ容量を有し、
　前記直流ストレージ容量と前記容量性ストレージ素子は、電気的に直接接続されている
が、前記直流ストレージ容量及び前記容量性ストレージ素子の両方に共通する電気回路に
電流を流さない、
　請求項１に記載の電気装置。
【請求項３】
　前記第２の動作状態の間に前記一方向電流素子及び前記容量性ストレージ素子を流れる
前記電流は、前記直流電圧電源を流れない、
　請求項１に記載の電気装置。
【請求項４】
　前記容量性ストレージ素子で蓄えられた前記エネルギは、本質的に前記容量性ストレー
ジ素子及び前記第２の巻線からなる電気回路を流れる電流によって放電される、
　請求項１に記載の電気装置。
【請求項５】
　第１及び第２の巻線と、
　一方向に電流を流す一方向電流素子と、
　前記第１の巻線及び前記一方向電流素子に直接接続されたスイッチと、
　容量性ストレージ素子と、
　を有する電気装置であり、
　前記電気装置に直流電圧電源が供給されているときに、
　前記第２の巻線は、前記第２の巻線の電圧が前記容量性ストレージ素子の電圧に等しく
なるように、前記容量性ストレージ素子に電気的に並列に接続されており、
　前記容量性ストレージ素子及び前記一方向電流素子は、直列接続した前記容量性ストレ
ージ素子と前記一方向電流素子の両端電圧が前記第１の巻線の電圧に等しくなるように、
前記第１の巻線に電気的に並列に接続されており、
　前記一方向電流素子のカソードは、前記スイッチに電気的に直接接続され、かつ、前記
一方向電流素子のアノードは、前記容量性ストレージ素子に電気的に直接接続されている
、
　電気装置。
【請求項６】
　前記電気装置に直流電圧電源が供給されているときに、
　前記スイッチが導通することにより、前記第１の巻線及び前記スイッチに前記直流電圧
電源の電流を流し、これによって前記第１の巻線にエネルギを蓄える、第１の動作状態と
、
　前記スイッチが非導通することにより、前記第１の巻線が前記一方向電流素子及び前記
容量性ストレージ素子に流れる電流により蓄えられた電流を放電するようにし、これによ
って前記容量性ストレージ素子にエネルギを蓄える、第２の動作状態と、
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギが前記直流電圧電源を流れることなく
前記第２の巻線を流れる電流によって放電される、第３の動作状態と、
　が存在する、
　請求項５に記載の電気装置。
【請求項７】
　前記第２の動作状態の間に、前記一方向電流素子及び前記容量性ストレージ素子を流れ
る前記電流は、前記直流電圧電源を流れない、
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　請求項６に記載の電気装置。
【請求項８】
　前記一方向電流素子は、前記容量性ストレージ素子から前記第１の巻線に電流が流れな
いようにする、
　請求項６に記載の電気装置。
【請求項９】
　前記容量性ストレージ素子で蓄えられた前記エネルギは、本質的に前記容量性ストレー
ジ素子及び前記第２の巻線からなる電気回路を流れる電流によって放電される、
　請求項６に記載の電気装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の巻線は、電気機械の一つの相の要素である、
　請求項５に記載の電気装置。
【請求項１１】
　前記電気装置に直流電圧電源が供給されているときに、
　前記スイッチが導通することにより、前記第１の巻線及び前記スイッチに前記直流電圧
電源の電流を流し、これによって前記第１の巻線にエネルギを蓄える、第１の動作状態と
、
　前記スイッチが非導通することにより、前記第１の巻線が前記一方向電流素子及び前記
容量性ストレージ素子に流れる電流により蓄えられた電流を、前記直流電圧電源に電流を
流すことなく放電するようにし、これによって前記容量性ストレージ素子にエネルギを蓄
える、第２の動作状態と、
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギが前記第２の巻線を流れる電流によっ
て放電される、第３の動作状態と、
　が存在する、
　請求項５に記載の電気装置。
【請求項１２】
　前記容量性ストレージ素子で蓄えられた前記エネルギは、本質的に前記容量性ストレー
ジ素子及び前記第２の巻線からなる電気回路を流れる電流によって放電される、
　請求項１１に記載の電気装置。
【請求項１３】
　さらに、
　第３及び第４の巻線と、
　一方向に電流を流す、前記一方向電流素子とは別の一方向電流素子と、
　前記容量性ストレージ素子とは別の容量性ストレージ素子と、
　を有し、
　前記電気装置に直流電圧電源が供給されているときに、
　前記第４の巻線は、前記別の容量性ストレージ素子に電気的に並列に接続されており、
　前記別の容量性ストレージ素子及び前記別の一方向電流素子は、前記第３の巻線に電気
的に並列に接続されており、
　前記第１から第４の巻線のおのおのは、４相の電気機械の別個の巻線である、
　請求項５に記載の電気装置。
【請求項１４】
　さらに、
　第３及び第４の巻線と、
　一方向に電流を流す、前記一方向電流素子とは別の一方向電流素子と、
　前記容量性ストレージ素子とは別の容量性ストレージ素子と、
　を有し、
　前記電気装置に直流電圧電源が供給されているときに、
　前記第４の巻線は、前記別の容量性ストレージ素子に電気的に並列に接続されており、
　前記別の容量性ストレージ素子及び前記別の一方向電流素子は、前記第３の巻線に電気
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的に並列に接続されており、
　前記第１及び第２の巻線は、電気機械の第１の相の一つの要素であり、
　前記第３及び第４の巻線は、電気機械の第２の相の一つの要素である、
　請求項５に記載の電気装置。
【請求項１５】
　スイッチが導通することにより、電気モータの第１の巻線及び前記スイッチに直流電圧
電源の電流を流し、これによって前記第１のモータ巻線にエネルギを蓄える、第１の動作
状態を実行することと、
　前記スイッチが非導通することにより、前記第１のモータ巻線が一方向電流素子及び容
量性ストレージ素子に流れる電流により蓄えられた電流を放電するようにし、これによっ
て前記容量性ストレージ素子にエネルギを蓄える、第２の動作を実行することと、
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギが前記直流電圧電源を流れることなく
前記第２のモータ巻線を流れる電流によって放電される、第３の動作を実行することと、
　を含み、
　前記第１、第２及び第３の動作状態の全てにおいて、前記第２の巻線は、前記第２の巻
線の電圧が前記容量性ストレージ素子の電圧に等しくなるように、前記容量性ストレージ
素子に電気的に並列に接続されており、
　前記一方向電流素子のカソードは、前記スイッチに電気的に直接接続され、かつ、前記
一方向電流素子のアノードは、前記容量性ストレージ素子に電気的に直接接続されている
、
　電気モータの作動方法。
【請求項１６】
　前記第２の動作の間に前記容量性ストレージ素子を流れる前記電流は、前記直流電圧電
源のエネルギストレージ素子を流れない、
　請求項１５に記載の電気モータの作動方法。
【請求項１７】
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギの放電は、前記第１のモータ巻線に電
流を流さずに行われる、
　請求項１５に記載の電気モータの作動方法。
【請求項１８】
　前記容量性ストレージ素子で蓄えられた前記エネルギは、本質的に前記容量性ストレー
ジ素子及び前記第２の巻線からなる電気回路を流れる電流によって放電される、
　請求項１５に記載の電気モータの作動方法。
【請求項１９】
　スイッチが導通することにより、電気モータの第１の巻線及び前記スイッチに直流電圧
電源の電流を流し、これによって前記第１のモータ巻線にエネルギを蓄える、第１の動作
状態を実行することと、
　前記スイッチが非導通することにより、前記第１のモータ巻線が一方向電流素子及び容
量性ストレージ素子に流れる電流により蓄えられた電流を、前記直流電圧電源に電流を流
すことなく放電するようにし、これによって前記容量性ストレージ素子にエネルギを蓄え
る、第２の動作を実行することと、
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギが前記第２のモータ巻線を流れる電流
によって放電される、第３の動作を実行することと、
　を含み、
　前記第１、第２及び第３の動作状態の全てにおいて、前記第２の巻線は、前記第２の巻
線の電圧が前記容量性ストレージ素子の電圧に等しくなるように、前記容量性ストレージ
素子に電気的に並列に接続されており、
　前記一方向電流素子のカソードは、前記スイッチに電気的に直接接続され、かつ、前記
一方向電流素子のアノードは、前記容量性ストレージ素子に電気的に直接接続されている
、
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　電気モータの作動方法。
【請求項２０】
　前記容量性ストレージ素子に蓄えられたエネルギの放電は、前記第１のモータ巻線に電
流を流さずに行われる、
　請求項１９に記載の電気モータの作動方法。
【請求項２１】
　前記容量性ストレージ素子で蓄えられた前記エネルギは、本質的に前記容量性ストレー
ジ素子及び前記第２の巻線からなる電気回路を流れる電流によって放電される、
　請求項１９に記載の電気モータの作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書における開示は、スイッチトリラクタンス機の分野に関し、より詳細には、多
相スイッチトリラクタンス機の相励磁を制御する新規の単一スイッチ制御回路に関する。
【０００２】
　（優先出願）
　米国特許法第１１９条（ｅ）項の規定により本願は米国仮特許出願第６０／９５５，６
５６号「Single Switch Controlled Switched Reluctance Machine」（Ｋ．Ｒａｍｕ、出
願日：２００７年８月１４日）の利益を主張し、この仮出願は本願に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　誘導電動機およびユニバーサルモータは、現在、一定速度かつ低馬力が要求される用途
のほとんどにおいて使用されており、主たる理由は、これらのモータのコスト競争力であ
る。このような従来のモータに置き換える目的で、過去１０年にわたり、単相のスイッチ
トリラクタンス機（「ＳＲＭ」）に関する研究が行われてきた。しかしながら、従来の単
相ＳＲＭ機は、一般的に高性能用途には適しておらず、なぜなら、出力パワー密度が低い
、トルク発生のデューティサイクルがわずか５０％であるといった固有の制限があること
が知られているためである。さらに、単相ＳＲＭ機では、自己始動のための永久磁石また
は補助巻線の形での追加のコンポーネントも要求される。
【０００４】
　単相ＳＲＭのこれら既知の制限のため、特に、高トルクもしくは高効率、またはその両
方である用途のための多相（すなわち二相以上を有する）ＳＲＭ機への関心が高まってい
る。例えば、家庭用電化製品および動力工具などにおける可変速度用途においては、二相
ＳＲＭをブラシレスモータ駆動装置として採用することができる。二相ＳＲＭは、設計が
比較的単純であることと製造コストが低いため、特に望ましい。例えば、特許文献１（Ｋ
．Ｒａｍｕら、２００６年３月２１日発行）に記載されているものなど、従来技術にはさ
まざまなタイプの二相ＳＲＭが知られている。
【０００５】
　図１Ａおよび図１Ｂは、従来の二相ＳＲＭ１００の一例を示している。この例示的な二
相ＳＲＭは、４つの固定子磁極１１５を有する固定子１１０と、２つの回転子磁極１２５
を有する回転子１２０とを含んでいる。回転子１２０は、回転子の中心に結合されている
固定シャフト１３０を中心に回転するようにされている。第１の組の同心巻線１４０（例
えば、銅線コイル）は、直径方向に対向するそれぞれの固定子磁極１１５Ａの周囲に配置
されている。これらの巻線１４０は、電気的に直列または並列に接続することができる。
同様に、第２の組の同心巻線１５０は、直径方向に対向するそれぞれの固定子磁極１１５
Ｂの周囲に配置されている。これらの巻線１５０は、同様に直列または並列に接続するこ
とができる。図１Ａは、第１の相における例示的な二相ＳＲＭ１００を示している。この
第１の相においては、電流が巻線１４０を通じて印加され、結果としての磁力によって回
転子磁極１２５が固定子磁極１１５Ａに整列する。図１Ｂは、第２の相を示しており、第
２の相においては、巻線１５０を通る電流に起因して回転子磁極１２５が固定子磁極１１
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５Ｂに整列する。巻線１４０および巻線１５０を選択的に励磁することによって、ＳＲＭ
の第１の相および第２の相が駆動され、回転子１２０の回転速度を制御することができる
。
【０００６】
　多相ＳＲＭにおける相巻線は、一般には、ＳＲＭに関連付けられる制御回路によって励
磁される。本明細書において使用する「相巻線」は、ＳＲＭあるいは他のブラシレス機の
単相を駆動するために使用される１つまたは複数の巻線を意味する。例えば、図１Ａおよ
び図１Ｂにおいて、巻線１４０および巻線１５０の各組が、ＳＲＭ１００における相異な
る相巻線を構成することができる。最も一般には、ＳＲＭ制御回路は、１つの相巻線あた
り、その巻線における電流の流れをオンおよびオフにするための少なくとも１つのスイッ
チを有する。例えば、再び図１Ａおよび図１Ｂを参照し、相巻線１４０を通る電流の流れ
を、少なくとも１つのスイッチ（図示していない）を使用して制御することができる一方
で、相巻線１５０を通る電流の流れを、少なくとも１つの別のスイッチ（図示していない
）によって制御することができる。特許文献２（Ｋ．Ｒａｍｕら、２００７年９月１８日
発行）の図１～図４には、多相ＳＲＭ機において使用するための従来技術のマルチスイッ
チ制御回路のさまざまな例が示されている。
【０００７】
　従来のマルチスイッチ式のＳＲＭ制御回路の１つの欠点は、そのコストである。すなわ
ち、制御回路における各スイッチには、一般に、その動作を制御するための追加の回路が
関連付けられている。例えば、各スイッチは、そのスイッチの状態を変更するための回路
が関連付けられているトランジスタスイッチとして実施することができ、さらに、別の回
路コンポーネント（例えば、ダイオード、抵抗器、キャパシタ）を関連付けることができ
る。さらには、マルチスイッチ回路における各スイッチは独立して制御されることがある
ため、個別のスイッチ制御方式を実施するためにさらに追加の回路が要求されうる。複数
のスイッチのそれぞれに関連付けられる追加の回路によって、ＳＲＭ制御回路のコストお
よび複雑さの両方が大幅に増大する傾向にある。
【０００８】
　マルチスイッチ制御回路の不都合を克服する目的で、多相ＳＲＭ機において使用するた
めの単一スイッチ制御回路が提案されている。これまでに知られている単一スイッチ回路
は、一般には、従来のマルチスイッチ制御回路よりも要求される回路）が少ない（例えば
、トランジスタスイッチおよびダイオードが少ない）。結果として、単一スイッチ制御回
路では、ＳＲＭのコストおよび複雑さの両方を低減することができる。さらに、このよう
な単一スイッチ回路は、複数のスイッチを制御するための複数の制御方式が要求されない
という利点を持つ。１つのみのスイッチを能動的に制御して、ＳＲＭの複数の相を生じさ
せることができる。例えば特許文献２には、さまざまな単一スイッチ式のＳＲＭ制御回路
が開示されている。
【０００９】
　図２は、二相ＳＲＭにおいて使用することのできる例示的な単一スイッチ制御回路２０
０を示している。特許文献２の例えば図１０には、類似する単一スイッチ制御回路が開示
されている。例示的な制御回路２００は、直流電流（「ＤＣ」）電源２１０および制御回
路２２０を含んでいる。図示したように、ＤＣ電源２１０は、交流電流（「ＡＣ」）電圧
源２１５と、フルブリッジ整流器（ダイオードＤ１，Ｄ２，Ｄ３，およびＤ４）と、電源
用キャパシタＣ１とを有する。電源用キャパシタＣ１は、その正の端子（すなわち、正の
レール）と負の端子（「負のレール」、「共通」、または「グランド」とも称する）との
間に実質的にＤＣ（すなわち一定の）電圧レベルが維持されるように、有極性とすること
ができる。これに代えて、ＤＣ電源として使用するための、実質的に一定の電圧レベルお
よび電流源を供給する別のタイプの電源、例えば、ハーフブリッジ整流器あるいはＤＣ電
圧源（バッテリなど）に置き換え得ることが、当業者には理解されるであろう。
【００１０】
　制御回路２２０は、特に、「主」相巻線Ｌ１および「補助」相巻線Ｌ２を含んでおり、
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いずれも、ＤＣ電源２１０の正のレールに電気的に接続されている正の端子を有する。主
相巻線Ｌ１の負の端子は、トランジスタスイッチＱ１のコレクタ端子と、ダイオードＤ５
のアノード端子とに電気的に接続されている。補助相巻線Ｌ２の負の端子は、補助キャパ
シタＣ２の正の端子と、ダイオードＤ５のカソード端子とに電気的に接続されている。こ
のコンテキストにおいて、電流は、相巻線にその正の端子を通じて入り、負の端子を通じ
てその相巻線から出る。補助キャパシタＣ２は、電源用キャパシタＣ１と同じ極性を有す
る有極性のキャパシタとすることができる。補助キャパシタＣ２の負の端子は、例えば、
電源用キャパシタＣ１の負の端子に電気的に接続することができる。
【００１１】
　主相巻線および補助相巻線は、それぞれの固定子磁極１１５Ａの組および固定子磁極１
１５Ｂの組に配置することができる（例えば、図１Ａおよび図１Ｂに示した巻線１４０お
よび巻線１５０）。相巻線Ｌ１および相巻線Ｌ２は、制御回路２２０から空間的に隔てる
ことができ、場合によっては、制御回路の一部ではなくＳＲＭモータの一部を形成するも
のとみなすことができるが、説明を目的として、これらの巻線は制御回路２２０の中に示
してある。
【００１２】
　電流が主相巻線Ｌ１を流れるとき、二相ＳＲＭの第１の相を駆動することができる。第
２の相は、電流が補助相巻線Ｌ２を流れるときに駆動することができる。電流が相巻線Ｌ
１またはＬ２のいずれかを流れ、したがってこれらの巻線が励磁されると、結果としての
磁気エネルギによって、励磁されている巻線に対する回転子１２０の位置に応じて、ＳＲ
Ｍに正または負のトルクが発生する。例えば、回転子磁極１２５が、励磁されている巻線
の固定子磁極に向かって回転している場合、その固定子磁極におけるインダクタンスの変
化は正であり、したがって、ＳＲＭによって出力される正の「モータリング」トルクが発
生する。これに対して、回転子磁極１２５が、励磁されている巻線の固定子磁極から離れ
る向きに動いている場合、インダクタンスの傾きは負であって負の「回生」トルクが発生
し、すなわち、ＤＣ電源用キャパシタＣ１にエネルギが戻される。
【００１３】
　動作時、トランジスタスイッチＱ１によって、電流が主相巻線Ｌ１または補助相巻線Ｌ
２のいずれかに導かれ、したがって、ＳＲＭにおける所望の相の駆動が選択される。この
例示的な実施形態に示したように、トランジスタスイッチは、ＮＰＮバイポーラ接合トラ
ンジスタによって実施されており、そのエミッタ端子が共通（グランド）電位に電気的に
接続されており、そのコレクタ端子が主相巻線Ｌ１およびダイオードＤ５に接続されてい
る。トランジスタスイッチＱ１は、そのベース端子に印加される制御信号によってオンお
よびオフにされる。制御信号を供給する追加の制御回路（例えば、マイクロプロセッサ、
デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレ
イなど）は図示していないが、当業者には明らかであろう。
【００１４】
　トランジスタスイッチＱ１がオンになると、電源用キャパシタＣ１からのＤＣ電圧が主
相巻線Ｌ１およびトランジスタスイッチＱ１に印加され、これによって主相巻線およびト
ランジスタスイッチに電流が流れる。ＤＣ電源電圧レベルと比較したときの、通電中のト
ランジスタスイッチＱ１における電圧降下は、一般には無視できる。トランジスタスイッ
チＱ１がオンである間、補助キャパシタＣ２はＤＣ電圧源キャパシタＣ１に放電するため
、補助相巻線Ｌ２における電流が急激に減衰し、これによって補助キャパシタＣ２におけ
る電圧が最終的に電源用キャパシタＣ１における電圧に等しくなり、すなわち、結果とし
て補助相巻線Ｌ２の両端の電圧が０になる。補助キャパシタＣ２がＤＣ電源２１０に迅速
に放電してＤＣ電源電圧レベルに達することができるようにするため、補助キャパシタＣ
２は、ＤＣ電源容量Ｃ１と比較して相対的に小さい静電容量を有することができる。
【００１５】
　このような従来の単一スイッチ制御の例においては、主相巻線Ｌ１を通る電流が所定の
レベルを超える、または何らかの別の基準が満たされたとき、トランジスタスイッチに印
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加される制御信号を調整してトランジスタスイッチＱ１をオフにすることができる。この
場合、主相巻線Ｌ１を通る電流は、ダイオードＤ５に経路変更され、ダイオードＤ５は、
トランジスタスイッチＱ１が通電を停止したとき順バイアス状態になる。経路変更された
電流によって、補助キャパシタＣ２がその残留電圧（すなわちＤＣ電源電圧に等しい電圧
）よりも高い電圧に急速に充電され、補助キャパシタの電圧がＤＣ電源電圧を超え、それ
によって電流が補助相巻線Ｌ２を流れる。
【００１６】
　いくつかの用途においては、従来の単一スイッチ制御回路では、ＳＲＭのトルク発生能
力が十分に生かされないことがある。例えば、主相巻線Ｌ１を電流が流れ終わる前に、補
助キャパシタＣ２によって補助相巻線Ｌ２に電流が発生する状況が起こりうる。このよう
な状況においては、主相巻線および補助相巻線に電流が同時に流れることにより、ＳＲＭ
によって発生する正味トルクが減少することがあり、なぜなら、主相巻線Ｌ１によって負
のトルクが発生するのと同時に補助相巻線Ｌ２によって正のトルクが発生しうる（または
この逆）ためである。補助相巻線Ｌ２に経路変更された電流が主相巻線Ｌ１または電源キ
ャパシタＣ１に再循環すると、正味トルクがさらに減少しうる。これらの場合、補助相巻
線Ｌ２は、主相巻線Ｌ１から自身に伝達されるエネルギのすべてを利用することができず
、したがって、ＳＲＭにおいて補助相巻線Ｌ２が発生させることのできるトルク量が減少
する。さらに、このような再循環により、第１の相から第２の相への遷移に要求される転
流時間も増大することがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】米国特許第７，０１５，６１５号明細書
【特許文献２】米国特許第７，２７１，５６４号明細書
【発明の概要】
【００１８】
　開示する実施形態は、多相スイッチトリラクタンス機において使用するための改良され
た単一スイッチ制御回路を提供する。この目的のため、新規の制御回路は、少なくとも、
電源と、第１の相巻線および第２の相巻線と、スイッチと、キャパシタと、ダイオードと
を含んでいる。開示する実施形態によると、第１の相巻線および第２の相巻線のうち励磁
される相巻線が、スイッチの動作によって決まる。制御回路の構成は、第１の相巻線がス
イッチに直列に電気的に接続されており、かつ、第２の相巻線を備えている回路ブロック
に並列に電気的に接続されているようにすることができる。具体的には、第２の巻線を、
キャパシタに並列かつダイオードに直列に電気的に接続することができる。開示する実施
形態においては、キャパシタは、電源の極性とは逆の極性を有する有極性キャパシタとす
ることができる。このようにキャパシタの極性を方向付けることによって、スイッチを使
用して第１の巻線に電流を導くとき（例：ＳＲＭの第１の相）、キャパシタおよび第２の
巻線のいずれにも実質的にまったく電流が流れない。したがって、この技術分野において
公知である単一スイッチ制御回路とは異なり、スイッチをオン／オフすることによって第
１の巻線の電流が制御されるとき、キャパシタには本質的に電荷が蓄えられない。
【００１９】
　さらに、開示する実施形態においては、スイッチを使用して、電流を第１の巻線から第
２の巻線に経路変更することができる（例：ＳＲＭの第２の相）。キャパシタは、第１の
相の駆動時からの残留電荷を本質的に蓄えていないため、第１の巻線における電流の流れ
を実質的に止めるのに十分なエネルギを最終的に蓄えるまで、経路変更された電流によっ
てキャパシタを充電することができる。次に、キャパシタは、自身の蓄えたエネルギを第
２の巻線に放電することができ、次いで、第１の巻線から放電された電流は第２の巻線に
おいて消費され、トルクが発生する。ダイオードは、キャパシタから放電される電流が第
２の巻線に直接流れ込み、第１の巻線には戻らないようにする役割を果たすことができる
。この改良された制御方法においては、第１の巻線からのエネルギの実質的にすべてをキ
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ャパシタを介して第２の巻線に伝達することができ、これにより、ＳＲＭにおいて第２の
巻線によって発生させることのできるトルク量が最大になる。さらには、この新規の単一
スイッチ制御回路の向上した効率においては、第２の巻線における電流が第１の巻線また
は電源に再循環することが阻止されることにより、ＳＲＭにおける再循環損失（recircul
ation losses）を排除することができる。
【００２０】
　開示する実施形態は、さまざまな多相ＳＲＭ機のみならず、２つ以上の相を有する永久
磁石ブラシレス機にも適用することができ、これは有利である。本発明の態様のさらなる
利点については、一部は以下の説明に記載してあり、一部は以下の説明から明らかであり
、一部は本発明を実施することによって認識されるであろう。本発明のこれらの利点は、
請求項に具体的に記載してある要素およびそれらの組合せによって実現および達成される
であろう。なお、ここまでの全般的な説明および以下の詳細な説明は、いずれも説明を目
的とする例示的なものにすぎず、特許請求の範囲に記載の本発明を制限するものではない
ことを理解されたい。
【００２１】
　図面（本明細書に組み込まれておりその一部を構成している）は、本発明の実施形態を
図解しており、明細書の説明と合わせて本発明の原理を説明する役割を果たす。すべての
図面を通じて、可能な箇所については、同一または類似する部分を同じ参照数字を使用し
て表してある。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】第１の相が励磁された状態にある、前述した従来の２相ＳＲＭの概略図
【図１Ｂ】第２の相が励磁された状態にある、前述した従来の２相ＳＲＭの概略図
【図２】この技術分野において公知である、前述した単一スイッチ式のＳＲＭ制御回路の
回路図
【図３】本発明の第１の開示する実施形態に従って使用することのできる、例示的な単一
スイッチ式のＳＲＭ制御回路の回路図
【図４】本発明の第２の開示する実施形態に従って使用することのできる、例示的な単一
スイッチ式のＳＲＭ制御回路の回路図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　開示する実施形態は、多相スイッチトリラクタンス機において使用するための、改良さ
れた単一スイッチ制御回路を提供する。開示する例示的な実施形態においては、単一スイ
ッチ式のＳＲＭ制御回路は、主相巻線を含んでいることができ、この主相巻線は、スイッ
チに直列に電気的に接続されており、補助相巻線を備えている回路ブロックには並列に電
気的に接続されている。主相巻線および補助相巻線のそれぞれは、ＳＲＭにおける固定子
磁極に配置されている１つまたは複数の同心コイルを備えていることができる。さらには
、主相巻線および補助相巻線は、主相巻線および補助相巻線のいずれかに電流が印加され
たときにＳＲＭにおいて（正または負の）トルクが発生するように、配置することができ
る。補助相巻線は、補助キャパシタに並列に電気的に接続し、かつダイオードに直列に接
続することができる。補助キャパシタは、制御回路におけるＤＣ電源の極性とは逆の極性
を有する有極性のキャパシタとすることができる。スイッチを使用して主相巻線に電流が
導かれるとき（例：ＳＲＭの第１の相）、直列に接続されたダイオードによって、主相巻
線から補助相巻線または補助キャパシタへの電流の流れが阻止される。さらに、補助キャ
パシタとダイオードの配置構成によっても、第１の相の駆動時に補助相巻線に電流が流れ
ることが阻止される。
【００２４】
　スイッチは、主相巻線から補助相巻線に電流を経路変更する（例：ＳＲＭの第２の相）
ために使用することができる。補助キャパシタは、第１の相である間に本質的に電荷を蓄
えないため、主相巻線における電流の流れを実質的に止めるのに十分なエネルギを最終的
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に蓄えるまで、経路変更された電流によって充電される。次に、補助キャパシタは、自身
の蓄えたエネルギを補助相巻線を流れる電流として放電することができ、次いで、放電さ
れた電流は補助相巻線において消費され、ＳＲＭにおけるトルクが発生する。ダイオード
の方向によって、補助キャパシタから放電される電流が補助相巻線に直接流れ込み、主相
巻線には戻らないようにすることができる。
【００２５】
　この制御方法においては、主相巻線からのエネルギの実質的にすべてを補助キャパシタ
を介して補助相巻線に伝達することができ、これにより、第２の相の間に補助相巻線によ
って発生させることのできるトルク量が最大になる。さらには、開示する単一スイッチ制
御回路の向上した効率においては、第２の相の駆動時に補助相巻線における電流が主相巻
線に再循環する、またはＤＣ電源に流れ込むことが阻止されることにより、ＳＲＭにおけ
る再循環損失を排除することができる。
【００２６】
　図３は、本発明の第１の開示する実施形態に従って使用することのできる、例示的な単
一スイッチ式のＳＲＭ制御回路３００を示している。開示する制御回路３００は、ＤＣ電
源３１０および制御回路３２０を含んでいる。ＤＣ電源３１０は、例えば、ＡＣ電圧源３
１５と、フルブリッジ整流器（ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３、およびＤ４）と、電源用キ
ャパシタＣ１とを備えていることができる。電源用キャパシタＣ１は、その正の端子（「
正のレール」）と負の端子（「負のレール」、「共通」、または「グランド」）との間に
実質的にＤＣの（すなわち一定の）電圧レベルを維持するため、有極性とすることができ
る。これに代えて、例えばハーフブリッジ整流器あるいはＤＣ電圧源（バッテリなど）を
使用して、別のタイプのＤＣ電源に置き換え得ることが、当業者には理解されるであろう
。
【００２７】
　制御回路３２０は、特に、主相巻線Ｌ１および補助相巻線Ｌ２を含んでいる。主相巻線
および補助相巻線は、多相ＳＲＭにおける１つまたは複数の固定子磁極１１５に配置する
ことができる。いくつかの実施形態においては、主相巻線Ｌ１を、ＳＲＭにおけるトルク
の大部分を発生させるように構成することができる一方で、補助相巻線Ｌ２を、主相巻線
の転流、速度反転、トルク発生のうちの少なくとも１つにおいて主相巻線を支援するため
に使用することができる。
【００２８】
　主相巻線Ｌ１および補助相巻線Ｌ２のそれぞれは、相巻線の中で直列または並列に接続
することのできる１つまたは複数の導電性コイル（例えば銅線コイル）から構成すること
ができる。補助相巻線Ｌ２は、主相巻線Ｌ１と同じ特性を示す必要はなく、例えば、異な
る通電能力、巻数、銅の量、断面積（内径）のうちの１つ以上を備えていることができる
。より一般的には、主相巻線および補助相巻線の電気特性および材料特性は、制御回路３
００を採用する特定の用途と、その用途において考慮すべきコスト条件とに基づいて、選
択することができる。相巻線Ｌ１および相巻線Ｌ２は制御回路３２０から空間的に隔てる
ことができ、場合によっては、制御回路の一部ではなく多相機の一部を形成するものとみ
なすことができるが、説明を目的として、巻線Ｌ１およびＬ２は制御回路３２０の中に示
してある。
【００２９】
　第１の開示する実施形態によると、主相巻線Ｌ１の正の端子をＤＣ電源３１０の正のレ
ールに電気的に接続することができ、主相巻線の負の端子を、ダイオードＤ５のアノード
端子およびスイッチＴ１のコレクタ端子の両方に電気的に接続することができる。スイッ
チＴ１のエミッタ端子は、ＤＣ電源３１０の負のレールに接続することができる。一例と
して、例示的なスイッチＴ１は、ＮＰＮバイポーラ接合（「ＢＪＴ」）トランジスタとし
て示してある。しかしながら、これに代えて、スイッチＴ１は、任意のタイプの電気式ス
イッチ、機械式スイッチ、または電気機械式スイッチ（例えばリレー）を備えていること
ができる。スイッチＴ１は、例えば、少なくとも１つのトランジスタスイッチを使用して



(11) JP 5430568 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

実施することができ、トランジスタスイッチとしては、ＢＪＴトランジスタスイッチ、金
属酸化膜半導体（「ＭＯＳ」）トランジスタスイッチ、電界効果（「ＦＥＴ」）スイッチ
、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（「ＩＧＢＴ」）スイッチ（ただしこれらに限定さ
れない）、またはこれらの任意のバリエーションまたは組合せが含まれる。
【００３０】
　さらに、第１の開示する実施形態においては、補助相巻線Ｌ２の負の端子をＤＣ電源３
１０の正のレールに電気的に接続することができ、補助相巻線Ｌ２の正の端子をダイオー
ドＤ５のカソード端子に電気的に接続することができる。補助相巻線Ｌ２の正の端子は、
さらに補助キャパシタＣ２の正の端子に電気的に接続することができる。補助キャパシタ
Ｃ２は、電源キャパシタＣ１とは逆の極性を有する有極性キャパシタとすることができる
。補助キャパシタＣ２の負の端子は、例えば図示したように、電源キャパシタＣ１の正の
端子に電気的に接続することができる。
【００３１】
　動作時、例えばトランジスタスイッチＴ１のベース端子に印加される制御信号（または
「ゲーティング信号」）によって、トランジスタスイッチＴ１をオンおよびオフにするこ
とができる。この目的のため、ベース端子をゲート駆動電子回路（図示していない）に結
合することができ、この電子回路としては、例えば、マイクロプロセッサ、デジタル信号
プロセッサ（「ＤＳＰ」）、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートア
レイ、または、制御信号をトランジスタスイッチＴ１に提供するその他の任意の処理回路
もしくは論理回路またはその両方、が挙げられる。スイッチＴ１がオン（例えば、導通状
態）になると、電流は、ＤＣ電源３１０の正のレールから主相巻線Ｌ１およびスイッチＴ
１を通ってＤＣ電源の負のレールに流れる。トランジスタスイッチＴ１がオンである間、
補助キャパシタＣ２には本質的に電荷が蓄えられず、なぜなら、補助キャパシタＣ２の極
性が電源キャパシタＣ１とは逆であるためである。さらに、主相巻線Ｌ１が励磁されてい
る間に電流が補助相巻線Ｌ２を流れることが、ダイオードＤ５の向きによって阻止される
。
【００３２】
　主相巻線Ｌ１を通る電流が所定のレベルを超える、または何らかの別の基準が満たされ
たとき、トランジスタスイッチＴ１に印加される制御信号を調整してスイッチをオフに（
例えば非導通状態に）することができる。この場合、主相巻線Ｌ１を通る電流は、ダイオ
ードＤ５を通って補助キャパシタＣ２に流れるように経路変更される。補助キャパシタＣ
２およびダイオードＤ５は、トランジスタＴ１のスナバ回路として機能する。スイッチＴ
１がオンであった間に補助キャパシタＣ２は本質的に電荷を蓄えていないため、補助キャ
パシタＣ２は、主相巻線Ｌ１における電流の流れを実質的に止めるのに十分なエネルギを
最終的に蓄えるまで、経路変更された電流によって充電される。補助キャパシタＣ２は、
迅速に充電され得るように、電源容量Ｃ１と比較して相対的に小さい静電容量を有するこ
とができる。
【００３３】
　補助キャパシタＣ２によって蓄えられたエネルギの実質的にすべてを、補助相巻線Ｌ２
における電流を発生させるために使用することができる。具体的には、補助キャパシタＣ
２は、自身の蓄えたエネルギを補助相巻線Ｌ２を通る電流として放電することができ、次
いで、放電された電流は補助相巻線Ｌ２において消費され、多相ＳＲＭにおけるトルクが
発生する。ダイオードＤ５は、補助キャパシタＣ２から放電される電流が補助相巻線Ｌ２
に直接流れ込み、主相巻線Ｌ１には戻らないようにする役割を果たすことができる。この
制御方法においては、経路変更された電流の実質的にすべてが補助相巻線Ｌ２において消
費され、これにより、補助相巻線Ｌ２における電流が主相巻線Ｌ１または電源キャパシタ
Ｃ１に再循環することが回避される。さらには、この単一スイッチ構造においては、補助
相巻線Ｌ２を通る電流を能動的に制御する必要性も回避され、したがって、補助相巻線に
おける高調波に関連するコア損失が防止される。
【００３４】
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　第１の開示する実施形態においては、ＤＣ電源３１０の負のレールは、制御回路３２０
、ゲート駆動電子回路（図示していない）、およびその他の任意の関連する計算回路（図
示していない）のための共通の電位として使用することができる。このコンテキストにお
いて、および前述したように、ゲート駆動電子回路またはゲート制御電子回路は、トラン
ジスタスイッチのオン／オフを切り換える（または「ゲーティングする」）ために使用さ
れる制御信号を発生させる任意の論理回路もしくは処理回路、またはその両方を意味する
。その他の関連する計算回路としては、スイッチＴ１を切り換えるための制御方式を実施
する論理回路もしくは処理回路、またはその両方（例：マイクロプロセッサ、ＤＳＰなど
）が挙げられる。多相ＳＲＭにおいては、ＤＣ電源または制御回路、ゲーティング回路、
または計算回路を電気的に絶縁する必要なしに、１つの共通の電位のみを使用できるため
、制御回路３００の相対的なサイズ、複雑さ、およびコストを低減することができる。
【００３５】
　図４は、本発明の第２の開示する実施形態に従って使用することのできる、例示的な単
一スイッチ式のＳＲＭ制御回路を示している。開示する制御回路４００は、ＤＣ電源４１
０および制御回路４２０を含んでいる。ＤＣ電源４１０は、例えば、ＡＣ電圧源４１５と
、フルブリッジ整流器（ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３、およびＤ４）と、電源用キャパシ
タＣ１とを備えていることができる。電源用キャパシタＣ１は、その正の端子（「正のレ
ール」）と負の端子（「負のレール」、「共通」、または「グランド」）との間に実質的
にＤＣの（すなわち一定の）電圧レベルを維持するため、有極性とすることができる。こ
れに代えて、例えばハーフブリッジ整流器あるいはＤＣ電圧源（バッテリなど）を使用し
て、別のタイプのＤＣ電源に置き換え得ることが、当業者には理解されるであろう。
【００３６】
　制御回路４２０は、特に、主相巻線Ｌ１および補助相巻線Ｌ２を含んでいる。主相巻線
および補助相巻線は、多相ＳＲＭにおける１つまたは複数の固定子磁極１１５に配置する
ことができる。いくつかの実施形態においては、主相巻線Ｌ１を、ＳＲＭにおけるトルク
の大部分を発生させるように構成することができる一方で、補助相巻線Ｌ２を、主相巻線
の転流、速度反転、トルク発生のうちの少なくとも１つにおいて主相巻線を支援する目的
に使用することができる。
【００３７】
　主相巻線Ｌ１および補助相巻線Ｌ２のそれぞれは、相巻線の中で直列または並列に接続
することのできる１つまたは複数の導電性コイル（例えば銅線コイル）から構成すること
ができる。補助相巻線Ｌ２は、主相巻線Ｌ１と同じ特性を示す必要はなく、例えば、異な
る通電能力、巻数、銅の量、断面積（内径）のうちの１つ以上を備えていることができる
。より一般的には、主相巻線および補助相巻線の電気特性および材料特性は、制御回路４
００を採用する特定の用途と、その用途において考慮すべきコスト条件とに基づいて、選
択することができる。相巻線Ｌ１および相巻線Ｌ２は制御回路４２０から空間的に隔てる
ことができ、場合によっては、制御回路の一部ではなく多相機の一部を形成するものとみ
なすことができるが、説明を目的として、相巻線Ｌ１および相巻線Ｌ２は制御回路４２０
の中に示してある。
【００３８】
　第２の開示する実施形態によると、スイッチＴ１のコレクタ端子をＤＣ電源４１０の正
のレールに電気的に接続することができ、スイッチＴ１のエミッタ端子を主相巻線Ｌ１の
正の端子に電気的に接続することができる。主相巻線Ｌ１の正の端子は、ダイオードＤ５
のカソード端子にも電気的に接続することができる。ダイオードＤ５のアノード端子は、
補助相巻線Ｌ２の負の端子および補助キャパシタＣ２の負の端子の両方に接続することが
できる。主相巻線Ｌ１の負の端子と、補助相巻線Ｌ２の正の端子と、補助キャパシタＣ２
の正の端子は、いずれもＤＣ電源４１０の負のレールに電気的に接続することができる。
補助キャパシタＣ２は、電源キャパシタＣ１とは逆の極性を有する有極性キャパシタとす
ることができる。例えば、図示した配置構成においては、補助キャパシタＣ２の正の端子
を電源キャパシタＣ１の負の端子に電気的に接続することができる。
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【００３９】
　一例として、例示的なスイッチＴ１は、制御回路４００においてはＮＰＮバイポーラ接
合トランジスタとして示してある。しかしながら、これに代えて、スイッチＴ１は、任意
のタイプの電気式スイッチ、機械式スイッチ、または電気機械式スイッチ（例えばリレー
）を備えていることができる。スイッチＴ１は、例えば、少なくとも１つのトランジスタ
スイッチを使用して実施することができ、トランジスタスイッチとしては、ＢＪＴトラン
ジスタスイッチ、金属酸化膜半導体トランジスタスイッチ、電界効果トランジスタスイッ
チ、絶縁ゲートバイポーラトランジスタスイッチ（ただしこれらに限定されない）、また
はこれらの任意のバリエーションまたは組合せが含まれる。
【００４０】
　トランジスタスイッチＴ１は、例えばトランジスタスイッチＴ１のベース端子に印加さ
れる制御信号（または「ゲーティング信号」）によって、オンおよびオフにすることがで
きる。この目的のため、トランジスタスイッチＴ１のベース端子を、制御電子回路（図示
していない）（例えば、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）、
特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、制御信号をト
ランジスタスイッチＴ１に提供するその他の任意の処理回路もしくは論理回路またはその
両方）に結合することができる。トランジスタスイッチＴ１のエミッタ電圧は、例えばス
イッチのオン動作状態とオフ動作状態との間での切り替えによって大幅に変動するため、
制御信号をトランジスタスイッチＴ１に供給するゲート駆動電子回路（図示していない）
を、制御回路４００から電気的に絶縁することができる。
【００４１】
　スイッチＴ１がオン（例えば、導通状態）になると、電流は、ＤＣ電源３１０の正のレ
ールから、導通状態のスイッチＴ１および主相巻線Ｌ１を通ってＤＣ電源の負のレールに
流れる。トランジスタスイッチＴ１がオンである間、補助キャパシタＣ２には本質的に電
荷が蓄えられず、なぜなら、補助キャパシタＣ２の極性が電源キャパシタＣ１とは逆であ
るためである。さらに、主相巻線Ｌ１が励磁されている間に電流が補助相巻線Ｌ２を流れ
ることが、ダイオードＤ５の向きによって阻止される。
【００４２】
　主相巻線Ｌ１を通る電流が所定のレベルを超える、または何らかの別の基準が満たされ
たとき、トランジスタスイッチＴ１に印加される制御信号を調整してスイッチをオフに（
例えば非導通）状態に）することができる。この場合、主相巻線Ｌ１を通る電流は、補助
キャパシタＣ２に経路変更される。スイッチＴ１がオンであった間に補助キャパシタＣ２
は本質的に電荷を蓄えていないため、補助キャパシタＣ２は、主相巻線Ｌ１における電流
の流れを実質的に止めるのに十分なエネルギを最終的に蓄えるまで、経路変更された電流
によって充電される。補助キャパシタＣ２は、迅速に充電され得るように、電源容量Ｃ１
と比較して相対的に小さい静電容量を有することができる。
【００４３】
　補助キャパシタＣ２によって蓄えられたエネルギの実質的にすべてを、補助相巻線Ｌ２
における電流を発生させるために使用することができる。具体的には、補助キャパシタＣ
２は、自身の蓄えたエネルギを補助相巻線Ｌ２を流れる電流として放電することができ、
次いで、放電された電流は補助相巻線Ｌ２において消費され、多相ＳＲＭにおけるトルク
が発生する。ダイオードＤ５は、補助キャパシタＣ２から放電される電流が補助相巻線Ｌ
２に直接流れ込み、主相巻線Ｌ１には戻らないようにする役割を果たすことができる。こ
の制御方法においては、経路変更された電流の実質的にすべてが補助相巻線Ｌ２において
消費され、これにより、補助相巻線Ｌ２における電流が主相巻線Ｌ１または電源キャパシ
タＣ１に再循環することが回避される。さらには、この単一スイッチ構造においては、補
助相巻線Ｌ２を通る電流を能動的に制御する必要性も回避され、したがって、補助相巻線
における高調波に関連するコア損失が防止される。
【００４４】
　さらに、第２の開示する実施形態においては、主相巻線Ｌ１および補助相巻線Ｌ２のそ
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い）をＳＲＭ機のこれらの巻線に直列に追加することができる。例えば、第１の電流検出
抵抗器（図示していない）を、主相巻線Ｌ１の負の端子と共通の電位との間に直列に追加
することができる。同様に、第２の電流検出抵抗器（図示していない）を、補助相巻線Ｌ
２の正の端子と共通の電位との間に直列に追加することができる。これらの電流検出抵抗
器の両端の電圧をゲート駆動電子回路（図示していない）またはその他の関連付けられる
制御回路にフィードバックすることができ、これらの回路は、トランジスタスイッチＴ１
に印加される制御信号を電流検出測定値を使用して調整する。
【００４５】
　通常、低コスト用途の環境においては電流センサーは高価であり、この実施形態では、
独自の安価な方法においてかつ絶縁（isolation）を必要とせずに、相巻線の瞬間的な電
流を測定することができる。例えば、制御電子回路（図示していない）のための共通の電
圧がＤＣ電源電圧の負のレールである場合、検出される電流は、電流検出抵抗器の両端の
電圧降下の形で得ることができ、この場合、検出される信号と、これらの信号が入力され
る制御回路との間を電気的に絶縁する必要がない。同様に、主相巻線および補助相巻線に
印加される電圧は、例えば、主相巻線とＤＣ電源の負のレールとの間、および、補助相巻
線とＤＣ電源の負のレールとの間にそれぞれ接続されている２つの検出抵抗器（図示して
いない）を使用して、測定することができる。この場合も、これらの検出される電圧信号
は、制御回路に供給するために絶縁する必要はない。制御電子回路は、このような検出さ
れる電圧および電流を使用して、ＳＲＭ機のさまざまなパラメータ（例えば、回転子の位
置、相巻線に入力される電力）を決定または推定することができ、決定または推定された
パラメータは、トランジスタスイッチＴ１に印加される制御信号を介して多相ＳＲＭを制
御する目的に使用することができる。
【００４６】
　ここまで、本発明の可能な実施形態について詳しく説明した。本明細書を検討し、本明
細書に開示されている本発明を実施することによって、当業者には本発明の別の実施形態
が明らかであろう。例えば、本明細書に開示した例示的な制御回路３００および制御回路
４００は、追加の自己始動回路（例えば、永久磁石あるいは巻線（図示していない））を
必要としないが、開示した制御回路を、このような自己始動回路と組み合わせて使用でき
ることも明らかに予測される。さらに、開示した例示的な単一スイッチ制御回路は、さま
ざまな多相（すなわち２つ以上の相を有する）ＳＲＭ機のみならず、２つ以上の相を有す
る永久磁石ブラシレス機において採用することができる。さらには、例示的な制御回路３
００および制御回路４００のそれぞれは、二相ＳＲＭを制御するために使用できるが、よ
り一般的には、多相ＳＲＭにおいてこれらの例示的な制御回路の１つまたは複数を採用す
ることも、明らかに予測される。例えば、四相ＳＲＭが、例示的な実施形態による２つの
異なる単一スイッチ制御回路を含んでいることができ、それぞれの回路が、ＳＲＭ相の異
なる対を制御するために使用される。
【００４７】
　開示した例示的な実施形態は、ハードウェアに基づいて実施されるが、当業者には明ら
かであるように、本発明の少なくとも一部分を、ソフトウェア（例えば、コンピュータ、
ファームウェア、ハードウェア、またはこれらの組合せにおいて実行されるプログラム命
令を有するコンピュータ可読媒体）において実施できることが、明らかに予測される。さ
らには、開示した実施形態は、図３および図４に示した例示的な回路に制限されない。本
発明の教示内容は、示した特定のコンポーネントに加えて、またはこれらに代えて、別の
電気コンポーネント、機械コンポーネント、電気機械コンポーネントを採用する別の実施
形態にも適用可能であることが、当業者には理解されるであろう。したがって、本明細書
およびそこに開示されている実施形態は、例示のみを目的としており、本発明の真の範囲
および概念は請求項によって示されていることを理解されたい。
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