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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源から出力される第１の直流電圧と、前記第１の直流電圧の電圧レベルと異なる
電圧レベルを有する第２の直流電圧との間で電圧変換を行なう電圧変換器（１２）と、
　前記電圧変換器（１２）から出力された前記第２の直流電圧に基づいて駆動される電気
負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）と、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量が限界値を超えたと
き、前記電圧変換器（１２）が電圧変換動作を維持可能な範囲に前記パワーの変化量を制
御する制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）とを備え、
　前記限界値は、前記第２の直流電圧が前記第１の直流電圧よりも低下しない前記電気負
荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量に基づいて定められた値である、
電気負荷装置。
【請求項２】
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーは、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワーであり、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記消費パワーの増加量
が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）に供給可能な許容パワーを超えたとき、前記
消費パワーの増加量が前記許容パワー以下になるように制御する、特許請求の範囲第１項
に記載の電気負荷装置。
【請求項３】
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　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記消費パワーを制限す
る、特許請求の範囲第２項に記載の電気負荷装置。
【請求項４】
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーは、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）における発電パワーを含み、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）から前記電圧変換器（１２）へ供給される発電パワーの増加量が前記電
圧変換器（１２）の応答最大値を超えたとき、前記第２の直流電圧の電圧指令値を低下し
て前記電圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第１項に記載の電気負荷装置。
【請求項５】
　前記電圧変換器（１２）は、
　上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）と、
　前記第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）にそれぞれ設けられる第１およ
び第２のフライホイルダイオード（Ｄ１，Ｄ２）とを含む、特許請求の範囲第４項に記載
の電気負荷装置。
【請求項６】
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記許容パワーを増加さ
せ、前記消費パワーが前記許容パワー以下になるように制御する、特許請求の範囲第２項
に記載の電気負荷装置。
【請求項７】
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記第２の直流電圧の電
圧指令値を上昇して前記電圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第６項に記載の
電気負荷装置。
【請求項８】
　前記電圧変換器（１２）は、
　上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）と、
　前記第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）にそれぞれ設けられる第１およ
び第２のフライホイルダイオード（Ｄ１，Ｄ２）とを含む、特許請求の範囲第７項に記載
の電気負荷装置。
【請求項９】
　前記電気負荷（１４，Ｍ１；３１，Ｍ２）は、
　車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生するモータ（Ｍ１；Ｍ２）と、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記第２
の直流電圧を交流電圧に変換して前記モータ（Ｍ１；Ｍ２）を駆動するインバータ（１４
；３１）とを含む、特許請求の範囲第２項から特許請求の範囲第８項のいずれか１項に記
載の電気負荷装置。
【請求項１０】
　前記電圧変換器（１２）と前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）との間に設けられ
、直流電力を蓄積する容量素子（１３）をさらに備え、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）は、
　車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生する第１のモータ（Ｍ１）と、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記容量
素子（１３）から供給された前記第２の直流電圧を交流電圧に変換して前記第１のモータ
（Ｍ１）を駆動する第１のインバータ（１４）と、
　前記車両のエンジンからの動力により発電する第２のモータ（Ｍ２）と、
　前記第１のインバータ（１４）と並列に接続され、前記制御回路（３０，３０Ａ，３０
Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記第２のモータ（Ｍ２）が発電した交流電力
を直流電力に変換して前記容量素子（１３）に供給する第２のインバータ（３１）とを含
む、特許請求の範囲第２項から特許請求の範囲第８項のいずれか１項に記載の電気負荷装
置。
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【請求項１１】
　前記電気負荷（１４，Ｍ１）に並列に接続された発電機（Ｍ２）をさらに備え、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、発電電力が上昇するよう
に前記発電機（Ｍ２）を制御する、特許請求の範囲第２項に記載の電気負荷装置。
【請求項１２】
　前記電圧変換器（１２）は、
　上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）と、
　前記第１および第２のスイッチング素子（Ｑ１，Ｑ２）にそれぞれ設けられる第１およ
び第２のフライホイルダイオード（Ｄ１，Ｄ２）とを含む、特許請求の範囲第１１項に記
載の電気負荷装置。
【請求項１３】
　前記電気負荷（１４，Ｍ１）は、
　車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生するモータ（Ｍ１）と、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記第２
の直流電圧を交流電圧に変換して前記モータ（Ｍ１）を駆動するインバータ（１４）とを
含み、
　前記発電機（Ｍ２）は、前記車両のエンジンからの動力により発電する、特許請求の範
囲第１２項に記載の電気負荷装置。
【請求項１４】
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーは、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）における発電パワーであり、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）から前記電圧変換器（１２）へ供給される発電パワーの増加量が前記電
圧変換器（１２）の応答最大値を超えたとき、前記発電パワーの増加量が前記応答最大値
以下になるように制御する、特許請求の範囲第１項に記載の電気負荷装置。
【請求項１５】
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記第２の直流電圧の電
圧レベルが低下するように前記電圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第１４項
に記載の電気負荷装置。
【請求項１６】
　前記電圧変換器（１２）は、上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチン
グ素子（Ｑ１，Ｑ２）を含み、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、前記第１のスイッチング
素子（Ｑ１）のオン時間を長くして前記電圧変換器（１２）を駆動する、特許請求の範囲
第１５項に記載の電気負荷装置。
【請求項１７】
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）は、
　車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生するモータ（Ｍ１；Ｍ２）と、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記第２
の直流電圧を交流電圧に変換して前記モータ（Ｍ１；Ｍ２）を駆動するインバータ（１４
；３１）とを含む、特許請求の範囲第１４項から特許請求の範囲第１６項のいずれか１項
に記載の電気負荷装置。
【請求項１８】
　前記電圧変換器（１２）と前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）との間に設けられ
、直流電力を蓄積する容量素子（１３）をさらに備え、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）は、
　車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生する第１のモータ（Ｍ１）と、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記容量
素子（１３）から供給された前記第２の直流電圧を交流電圧に変換して前記第１のモータ
（Ｍ１）を駆動する第１のインバータ（１４）と、
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　前記車両のエンジンからの動力により発電する第２のモータ（Ｍ２）と、
　前記第１のインバータ（１４）と並列に接続され、前記制御回路（３０，３０Ａ，３０
Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）からの制御に従って前記第２のモータ（Ｍ２）が発電した交流電力
を直流電力に変換して前記容量素子（１３）に供給する第２のインバータ（３１）とを含
む、特許請求の範囲第１４項から特許請求の範囲第１６項のいずれか１項に記載の電気負
荷装置。
【請求項１９】
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーは、前記電気負荷（１４，３
１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワーおよび前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）に
おける発電パワーであり、
　前記制御回路（３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ）は、
　前記消費パワーの増加量が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）に供給可能な許容
パワーを超えたとき、前記消費パワーの増加量が前記許容パワー以下になるように制御し
、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）から前記電圧変換器（１２）へ供給される発
電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の応答最大値を超えたとき、前記発電パワー
の増加量が前記応答最大値以下になるように制御する、特許請求の範囲第１項に記載の電
気負荷装置。
【請求項２０】
　直流電源から出力される第１の直流電圧と前記第１の直流電圧の電圧レベルと異なる電
圧レベルを有する第２の直流電圧との間で電圧変換を行なう電圧変換器（１２）と、前記
電圧変換器（１２）から出力された前記第２の直流電圧に基づいて駆動される電気負荷（
１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）と、を備える電気負荷装置の制御方法であって、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量を検出する第１のス
テップと、
　前記検出されたパワーの変化量が、限界値を超えるか否かを判定する第２のステップと
、
　前記パワーの変化量が前記限界値を超えたとき、前記電圧変換器（１２）が電圧変換動
作を維持可能な範囲に前記パワーの変化量を制御する第３のステップとを含み、
　前記限界値は、前記第２の直流電圧が前記第１の直流電圧よりも低下しない前記電気負
荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量に基づいて定められた値である、
電気負荷装置の制御方法。
【請求項２１】
　前記第１のステップは、前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワー
の増加量を検出し、
　前記第２のステップは、前記消費パワーの増加量が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，
Ｍ２）に供給可能な許容パワーを超えるか否かを判定し、
　前記第３のステップは、前記消費パワーの増加量が前記許容パワーを超えたとき、前記
消費パワーの変化量が前記許容パワー以下になるように制御する、特許請求の範囲第２０
項に記載の電気負荷装置の制御方法。
【請求項２２】
　前記第３のステップは、前記消費パワーを制限する、特許請求の範囲第２１項に記載の
電気負荷装置の制御方法。
【請求項２３】
　前記第３のステップは、直流電源から出力される前記第１の直流電圧を変換した前記第
２の直流電圧の電圧レベルが上昇するように、前記第１の直流電圧を前記第２の直流電圧
に変換する前記電圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第２１項に記載の電気負
荷装置の制御方法。
【請求項２４】
　前記第３のステップは、前記電気負荷（１４，Ｍ１）に並列に接続された発電機（Ｍ２
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）の発電電力が上昇するように前記発電機（Ｍ２）を制御する、特許請求の範囲第２１項
に記載の電気負荷装置の制御方法。
【請求項２５】
　前記第１のステップは、前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）からの前記第２の直
流電圧を前記第２の直流電圧の電圧レベルと異なる電圧レベルを有する前記第１の直流電
圧に変換する前記電圧変換器（１２）へ供給される前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ
２）における発電パワーの増加量を検出し、
　前記第２のステップは、前記検出された発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）
の応答最大値を超えるか否かを判定し、
　前記第３のステップは、前記発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の前記応答
最大値を超えたとき、前記発電パワーの増加量が前記応答最大値以下になるように前記電
圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第２０項に記載の電気負荷装置の制御方法
。
【請求項２６】
　前記第３のステップは、前記第２の直流電圧の電圧レベルが低下するように前記電圧変
換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第２５項に記載の電気負荷装置の制御方法。
【請求項２７】
　前記第１のステップは、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワーの増加量を検出する第１
のサブステップと、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）からの前記第２の直流電圧を前記第２の直流
電圧の電圧レベルと異なる電圧レベルを有する前記第１の直流電圧に変換する前記電圧変
換器（１２）へ供給される前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における発電パワー
の増加量を検出する第２のサブステップとを含み、
　前記第２のステップは、
　前記消費パワーの増加量が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）に供給可能な許容
パワーを超えるか否かを判定する第３のサブステップと、
　前記検出された発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の応答最大値を超えるか
否かを判定する第４のサブステップとを含み、
　前記第３のステップは、
　前記消費パワーの増加量が前記許容パワーを超えたとき、前記消費パワーの変化量を前
記許容パワー以下に制御する第５のサブステップと、
　前記発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の前記応答最大値を超えたとき、前
記発電パワーの増加量が前記応答最大値以下になるように前記電圧変換器（１２）を制御
する第６のステップとを含む、特許請求の範囲第２０項に記載の電気負荷装置の制御方法
。
【請求項２８】
　直流電源から出力される第１の直流電圧と前記第１の直流電圧の電圧レベルと異なる電
圧レベルを有する第２の直流電圧との間で電圧変換を行なう電圧変換器（１２）と、前記
電圧変換器（１２）から出力された前記第２の直流電圧に基づいて駆動される電気負荷（
１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）と、を備える電気負荷装置を制御するためのプログラムを記録
したコンピュータ読取り可能な記録媒体であって、
　電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量を検出する第１のステッ
プと、
　前記検出されたパワーの変化量が限界値を超えるか否かを判定する第２のステップと、
　前記パワーの変化量が前記限界値を超えたとき、前記電圧変換器（１２）が電圧変換動
作を維持可能な範囲に前記パワーの変化量を制御する第３のステップとをコンピュータに
実行させ、
　前記限界値は、前記第２の直流電圧が前記第１の直流電圧よりも低下しない前記電気負
荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）におけるパワーの変化量に基づいて定められた値である、
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コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒
体。
【請求項２９】
　前記第１のステップは、前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワー
の増加量を検出し、
　前記第２のステップは、前記消費パワーの増加量が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，
Ｍ２）に供給可能な許容パワーを超えるか否かを判定し、
　前記第３のステップは、前記消費パワーの増加量が前記許容パワーを超えたとき、前記
消費パワーの変化量が前記許容パワー以下になるように制御する、特許請求の範囲第２８
項に記載のコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可
能な記録媒体。
【請求項３０】
　前記第３のステップは、前記消費パワーを制限する、特許請求の範囲第２９項に記載の
コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒
体。
【請求項３１】
　前記第３のステップは、直流電源から出力される前記第１の直流電圧を変換した前記第
２の直流電圧の電圧レベルが上昇するように、前記第１の直流電圧を前記第２の直流電圧
に変換する電圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第２９項に記載のコンピュー
タに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項３２】
　前記第３のステップは、前記電気負荷（１４，Ｍ１）に並列に接続された発電機（Ｍ２
）の発電電力が上昇するように前記発電機（Ｍ２）を制御する、特許請求の範囲第２９項
に記載のコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能
な記録媒体。
【請求項３３】
　前記第１のステップは、前記電気負荷（１４，Ｍ１）からの前記第２の直流電圧を前記
第２の直流電圧の電圧レベルと異なる電圧レベルを有する前記第１の直流電圧に変換する
電圧変換器（１２）へ供給される前記電気負荷（１４，Ｍ１）における発電パワーの増加
量を検出し、
　前記第２のステップは、前記検出された発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）
の応答最大値を超えるか否かを判定し、
　前記第３のステップは、前記発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の前記応答
最大値を超えたとき、前記発電パワーの増加量が前記応答最大値以下になるように前記電
圧変換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第２８項に記載のコンピュータに実行させ
るためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項３４】
　前記第３のステップは、前記第２の直流電圧の電圧レベルが低下するように前記電圧変
換器（１２）を制御する、特許請求の範囲第３３項に記載のコンピュータに実行させるた
めのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項３５】
　前記第１のステップは、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における消費パワーの増加量を検出する第１
のサブステップと、
　前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）からの前記第２の直流電圧を前記第２の直流
電圧の電圧レベルと異なる電圧レベルを有する前記第１の直流電圧に変換する電圧変換器
（１２）へ供給される前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）における発電パワーの増
加量を検出する第２のサブステップとを含み、
　前記第２のステップは、
　前記消費パワーの増加量が前記電気負荷（１４，３１，Ｍ１，Ｍ２）に供給可能な許容
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パワーを超えるか否かを判定する第３のサブステップと、
　前記検出された発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の応答最大値を超えるか
否かを判定する第４のサブステップとを含み、
　前記第３のステップは、
　前記消費パワーの増加量が前記許容パワーを超えたとき、前記消費パワーの変化量を前
記許容パワー以下に制御する第５のサブステップと、
　前記発電パワーの増加量が前記電圧変換器（１２）の前記応答最大値を超えたとき、前
記発電パワーの増加量が前記応答最大値以下になるように前記電圧変換器（１２）を制御
する第６のステップとを含む、特許請求の範囲第２８項に記載のコンピュータに実行させ
るためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
技術分野
　この発明は、エネルギー的に破綻しない電気負荷装置、エネルギー的に破綻しない電気
負荷装置の制御方法およびエネルギー的に破綻しない電気負荷の制御をコンピュータに実
行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
背景技術
　最近、環境に配慮した自動車としてハイブリッド自動車（Hybrid Vehicle）および電気
自動車（Electric Vehicle）が大きな注目を集めている。そして、ハイブリッド自動車は
、一部、実用化されている。
【０００３】
　このハイブリッド自動車は、従来のエンジンに加え、直流電源とインバータとインバー
タによって駆動されるモータとを動力源とする自動車である。つまり、エンジンを駆動す
ることにより動力源を得るとともに、直流電源からの直流電圧をインバータによって交流
電圧に変換し、その変換した交流電圧によりモータを回転することによって動力源を得る
ものである。また、電気自動車は、直流電源とインバータとインバータによって駆動され
るモータとを動力源とする自動車である。
【０００４】
　このようなハイブリッド自動車または電気自動車においては、直流電源からの直流電圧
をＤＣ／ＤＣコンバータによって昇圧し、その昇圧した直流電圧がモータを駆動するイン
バータに供給されるようにすることも検討されている（特開平８－２１４５９２号公報参
照）。
【０００５】
　すなわち、ハイブリッド自動車または電気自動車は、図１９に示すモータ駆動装置を搭
載している。図１９を参照して、モータ駆動装置３００は、直流電源Ｂと、システムリレ
ーＳＲ１，ＳＲ２と、コンデンサ３０８，３２２と、双方向コンバータ３１０と、電圧セ
ンサー３２０と、インバータ３３０とを備える。
【０００６】
　直流電源Ｂは、直流電圧を出力する。システムリレーＳＲ１，ＳＲ２は、制御装置（図
示せず）によってオンされると、直流電源Ｂからの直流電圧をコンデンサ３０８に供給す
る。コンデンサ３０８は、直流電源ＢからシステムリレーＳＲ１，ＳＲ２を介して供給さ
れた直流電圧を平滑化し、その平滑化した直流電圧を双方向コンバータ３１０へ供給する
。
【０００７】
　双方向コンバータ３１０は、リアクトル３１１と、ＮＰＮトランジスタ３１２，３１３
と、ダイオード３１４，３１５とを含む。リアクトル３１１の一方端は直流電源Ｂの電源
ラインに接続され、他方端はＮＰＮトランジスタ３１２とＮＰＮトランジスタ３１３との
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中間点、すなわち、ＮＰＮトランジスタ３１２のエミッタとＮＰＮトランジスタ３１３の
コレクタとの間に接続される。ＮＰＮトランジスタ３１２，３１３は、電源ラインとアー
スラインとの間に直列に接続される。そして、ＮＰＮトランジスタ３１２のコレクタは電
源ラインに接続され、ＮＰＮトランジスタ３１３のエミッタはアースラインに接続される
。また、各ＮＰＮトランジスタ３１２，３１３のコレクタ－エミッタ間には、エミッタ側
からコレクタ側へ電流を流すダイオード３１４，３１５が接続されている。
【０００８】
　双方向コンバータ３１０は、制御装置（図示せず）によってＮＰＮトランジスタ３１２
，３１３がオン／オフされ、コンデンサ３０８から供給された直流電圧を昇圧して出力電
圧をコンデンサ３２２に供給する。また、双方向コンバータ３１０は、モータ駆動装置３
００が搭載されたハイブリッド自動車または電気自動車の回生制動時、交流モータＭ１に
よって発電され、インバータ３３０によって変換された直流電圧を降圧してコンデンサ３
０８へ供給する。
【０００９】
　コンデンサ３２２は、双方向コンバータ３１０から供給された直流電圧を平滑化し、そ
の平滑化した直流電圧をインバータ３３０へ供給する。電圧センサー３２０は、コンデン
サ３２２の出力電圧Ｖｍを検出する。
【００１０】
　インバータ３３０は、コンデンサ３２２から直流電圧が供給されると制御装置（図示せ
ず）からの制御に基づいて直流電圧を交流電圧に変換して交流モータＭ１を駆動する。こ
れにより、交流モータＭ１は、トルク指令値によって指定されたトルクを発生するように
駆動される。また、インバータ３３０は、交流モータＭ１が発電した交流電圧を制御装置
からの制御に基づいて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ３２２を介
して双方向コンバータ３１０へ供給する。
【００１１】
　また、ハイブリッド自動車は、図２０に示すモータ駆動装置４００を搭載する。図２０
を参照して、モータ駆動装置４００は、モータ駆動装置３００にインバータ３４０を追加
したものであり、その他は、モータ駆動装置３００と同じである。
【００１２】
　インバータ３４０は、コンデンサ３２２からの直流電圧を制御装置（図示せず）からの
制御に基づいて交流電圧に変換し、その変換した交流電圧によって交流モータＭ２を駆動
する。これにより、交流モータＭ２は、トルク指令値によって指定されたトルクを発生す
るように駆動される。また、インバータ３４０は、交流モータＭ２が発電した交流電圧を
制御装置からの制御に基づいて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ３
２２を介して双方向コンバータ３１０へ供給する。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、モータ駆動装置３００，４００において、図２１Ａおよび図２１Ｂに示すよう
に、時刻t０において、交流モータＭ１に持ち出されるパワーＰが急激に増加すると、そ
れに伴いコンデンサ３２２の蓄電電圧Ｖｍが低下する。
【００１４】
　このときのＤＣ／ＤＣコンバータ３１０の応答時定数をｔｆとすると、ｔｆの間にパワ
ーＰが急激に持ち出されると、Ｖｍ＜Ｖｂ（バッテリ電圧）となる。その結果、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ３１０のダイオード３１４を介して直流電源Ｂ側からＤＣ／ＤＣコンバータ
３１０の出力側へ無制限に電流が流れ、どのようにデューティー比を選択しても、ＤＣ／
ＤＣコンバータ３１０は、直流電源Ｂからの直流電圧を昇圧できないという問題が生じる
。
【００１５】
　すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ３１０に内蔵されるリアクトル３１１の影響により、
交流モータＭ１からのパワーが急変すると、ＤＣ／ＤＣコンバータ３１０は、コンデンサ
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３２２からのエネルギーの持ち出しに応答できず、コンデンサ３２２の出力電圧Ｖｍが低
下する。これにより、低下したコンデンサ３２２の出力電圧Ｖｍを回復させるために直流
電源Ｂから過電流が発生し、その状態が継続することでチョッパの素子へのダメージが予
想される。
【００１６】
　また、コンデンサ３２２の出力電圧が低下することにより突入電流が大きくなり、直流
電源Ｂから大電流が持ち出されることにより、直流電源Ｂへのダメージが大きくなってい
た。
【００１７】
　さらに、モータ駆動装置４００においては、次のような問題があった。交流モータＭ１
がコンデンサ３２２に蓄積された電力を消費し、交流モータＭ２が発電している場合に、
交流モータＭ１がコンデンサ３２２に蓄積された電力の消費を停止すると、インバータ３
４０からコンデンサ３２２に戻される直流電力が急激に増加し、双方向コンバータ３１０
に印加される電圧が急激に増加する。そうすると、双方向コンバータ３１０は、電圧の急
激な増加に追従できず、過電圧が印加される。その結果、モータ駆動装置４００が正しく
動作できない可能性が生じるという問題があった。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
発明の開示
　それゆえに、この発明の目的は、電気負荷におけるパワーが変化しても、エネルギー的
に破綻しない電気負荷装置を提供することである。
【００１９】
　また、この発明の別の目的は、電気負荷におけるパワーが変化しても、エネルギー的に
破綻しない電気負荷装置の制御方法を提供することである。
【００２０】
　さらに、この発明の別の目的は、電気負荷におけるパワーが変化しても、エネルギー的
に破綻しない電気負荷の制御をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコ
ンピュータ読取り可能な記録媒体を提供することである。
【００２１】
　この発明によれば、電気負荷装置は、電圧変換器と、電気負荷と、制御回路とを備える
。電圧変換器は、直流電源から出力される第１の直流電圧と、第１の直流電圧の電圧レベ
ルと異なる電圧レベルを有する第２の直流電圧との間で電圧変換を行なう。電気負荷は、
電圧変換器から出力された第２の直流電圧に基づいて駆動される。制御回路は、電気負荷
におけるパワーの変化量が限界値を超えたとき、電気負荷の駆動動作を維持可能な範囲に
パワーの変化量を制御する。そして、限界値は、電気負荷の駆動動作を維持可能なパワー
の変化量の最大値である。
【００２２】
　好ましくは、電気負荷におけるパワーは、電気負荷における消費パワーであり、制御回
路は、消費パワーの増加量が電気負荷に供給可能な許容パワーを超えたとき、消費パワー
の増加量が許容パワー以下になるように制御する。
【００２３】
　好ましくは、制御回路は、消費パワーを制限する。
　好ましくは、制御回路は、第２の直流電圧の電圧指令値を低下して電圧変換器を制御す
る。
【００２４】
　好ましくは、電圧変換器は、上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチン
グ素子と、第１および第２のスイッチング素子にそれぞれ設けられる第１および第２のフ
ライホイルダイオードとを含む。
【００２５】
　好ましくは、制御回路は、許容パワーを増加させ、消費パワーが許容パワー以下になる
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ように制御する。
【００２６】
　好ましくは、制御回路は、第２の直流電圧の電圧指令値を上昇して電圧変換器を制御す
る。
【００２７】
　好ましくは、電気負荷は、車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生するモータと、
制御回路からの制御に従って第２の直流電圧を交流電圧に変換してモータを駆動するイン
バータとを含む。
【００２８】
　好ましくは、電気負荷装置は、電圧変換器と電気負荷との間に設けられ、直流電力を蓄
積する容量素子をさらに備える。そして、電気負荷は、車両の駆動輪を駆動するためのト
ルクを発生する第１のモータと、制御回路からの制御に従って容量素子から供給された第
２の直流電圧を交流電圧に変換して第１のモータを駆動する第１のインバータと、車両の
エンジンからの動力により発電する第２のモータと、第１のインバータと並列に接続され
、制御回路からの制御に従って第２のモータが発電した交流電力を直流電力に変換して容
量素子に供給する第２のインバータとを含む。
【００２９】
　好ましくは、電気負荷装置は、電気負荷に並列に接続された発電機をさらに備える。そ
して、制御回路は、発電電力が上昇するように発電機を制御する。
【００３０】
　好ましくは、電気負荷は、車両の駆動輪を駆動するためのトルクを発生するモータと、
制御回路からの制御に従って第２の直流電圧を交流電圧に変換してモータを駆動するイン
バータとを含む。そして、発電機は、車両のエンジンからの動力により発電する。
【００３１】
　好ましくは、電気負荷におけるパワーは、電気負荷における発電パワーであり、制御回
路は、電気負荷から電圧変換器へ供給される発電パワーの増加量が電圧変換器の応答最大
値を超えたとき、発電パワーの増加量が応答最大値以下になるように制御する。
【００３２】
　好ましくは、制御回路は、第２の直流電圧の電圧レベルが低下するように電圧変換器を
制御する。
【００３３】
　好ましくは、電圧変換器は、上アームおよび下アーム用の第１および第２のスイッチン
グ素子を含み、制御回路は、第１のスイッチング素子のオン時間を長くして電圧変換器を
駆動する。
【００３４】
　好ましくは、電気負荷におけるパワーは、電気負荷における消費パワーおよび電気負荷
における発電パワーである。制御回路は、消費パワーの増加量が電気負荷に供給可能な許
容パワーを超えたとき、消費パワーの増加量が許容パワー以下になるように制御する。ま
た、制御回路は、電気負荷から電圧変換器へ供給される発電パワーの増加量が電圧変換器
の応答最大値を超えたとき、発電パワーの増加量が応答最大値以下になるように制御する
。
【００３５】
　また、この発明によれば、電気負荷装置の制御方法は、電気負荷におけるパワーの変化
量を検出する第１のステップと、検出されたパワーの変化量が、限界値を超えるか否かを
判定する第２のステップと、パワーの変化量が限界値を超えたとき、電気負荷の駆動動作
を維持可能な範囲にパワーの変化量を制御する第３のステップとを含む。そして、限界値
は、電気負荷の駆動動作を維持可能なパワーの変化量の最大値である。
【００３６】
　さらに、この発明によれば、コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコ
ンピュータ読取り可能な記録媒体は、電気負荷におけるパワーの変化量を検出する第１の
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ステップと、検出されたパワーの変化量が限界値を超えるか否かを判定する第２のステッ
プと、パワーの変化量が限界値を超えたとき、電気負荷の駆動動作を維持可能な範囲にパ
ワーの変化量を制御する第３のステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム
を記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体である。そして、限界値は、電気負荷の駆
動動作を維持可能なパワーの変化量の最大値である。
【００３７】
　好ましくは、第１のステップは、電気負荷における消費パワーの増加量を検出する。ま
た、第２のステップは、消費パワーの増加量が電気負荷に供給可能な許容パワーを超える
か否かを判定する。さらに、第３のステップは、消費パワーの増加量が許容パワーを超え
たとき、消費パワーの変化量を許容パワー以下に制御する。
【００３８】
　好ましくは、第３のステップは、消費パワーを制限する。
　好ましくは、第３のステップは、直流電源から出力される第１の直流電圧を変換した第
２の直流電圧の電圧レベルが上昇するように、第１の直流電圧を第２の直流電圧に変換す
る電圧変換器を制御する。
【００３９】
　好ましくは、第３のステップは、電気負荷に並列に接続された発電機の発電電力が上昇
するように発電機を制御する。
【００４０】
　好ましくは、第１のステップは、電気負荷からの第１の直流電圧を前記第１の直流電圧
の電圧レベルと異なる電圧レベルを有する第２の直流電圧に変換する電圧変換器へ供給さ
れる電気負荷における発電パワーの増加量を検出する。また、第２のステップは、検出さ
れた発電パワーの増加量が電圧変換器の応答最大値を超えるか否かを判定する。さらに、
第３のステップは、発電パワーの増加量が電圧変換器の応答最大値を超えたとき、発電パ
ワーの増加量が応答最大値以下になるように電圧変換器を制御する。
【００４１】
　好ましくは、第３のステップは、第１の直流電圧の電圧レベルが低下するように電圧変
換器を制御する。
【００４２】
　好ましくは、第１のステップは、電気負荷における消費パワーの増加量を検出する第１
のサブステップと、電気負荷からの第１の直流電圧を第１の直流電圧の電圧レベルと異な
る電圧レベルを有する第２の直流電圧に変換する電圧変換器へ供給される電気負荷におけ
る発電パワーの増加量を検出する第２のサブステップとを含む。また、第２のステップは
、消費パワーの増加量が電気負荷に供給可能な許容パワーを超えるか否かを判定する第３
のサブステップと、検出された発電パワーの増加量が電圧変換器の応答最大値を超えるか
否かを判定する第４のサブステップとを含む。さらに、第３のステップは、消費パワーの
増加量が許容パワーを超えたとき、消費パワーの変化量を許容パワー以下に制御する第５
のサブステップと、発電パワーの増加量が電圧変換器の応答最大値を超えたとき、発電パ
ワーの増加量が応答最大値以下になるように電圧変換器を制御する第６のステップとを含
む。
【００４３】
【発明の実施の形態】
発明を実施するための最良の形態
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００４４】
　［実施の形態１］
　図１を参照して、この発明の実施の形態１による電気負荷装置１００は、直流電源Ｂと
、電圧センサー１０，２０と、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２と、コンデンサ１１，１３
と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２と、インバータ１４と、電流センサー２４と、回転センサ
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ー２５と、制御装置３０と、交流モータＭ１とを備える。
【００４５】
　交流モータＭ１は、たとえば、ハイブリッド自動車または電気自動車に搭載される。そ
して、交流モータＭ１は、ハイブリッド自動車または電気自動車の駆動輪を駆動するため
のトルクを発生するための駆動モータである。あるいは、このモータはエンジンにて駆動
される発電機の機能を持つように、そして、エンジンに対して電動機として動作し、たと
えば、エンジン始動を行ない得るようなものとしてハイブリッド自動車に組み込まれるよ
うにしてもよい。
【００４６】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、リアクトルＬ１と、ＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２と、
ダイオードＤ１，Ｄ２とを含む。リアクトルＬ１の一方端は直流電源Ｂの電源ラインに接
続され、他方端はＮＰＮトランジスタＱ１とＮＰＮトランジスタＱ２との中間点、すなわ
ち、ＮＰＮトランジスタＱ１のエミッタとＮＰＮトランジスタＱ２のコレクタとの間に接
続される。ＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２は、電源ラインとアースラインとの間に直列に
接続される。そして、ＮＰＮトランジスタＱ１のコレクタは電源ラインに接続され、ＮＰ
ＮトランジスタＱ２のエミッタはアースラインに接続される。また、各ＮＰＮトランジス
タＱ１，Ｑ２のコレクタ－エミッタ間には、エミッタ側からコレクタ側へ電流を流すダイ
オードＤ１，Ｄ２が接続されている。
【００４７】
　インバータ１４は、Ｕ相アーム１５と、Ｖ相アーム１６と、Ｗ相アーム１７とから成る
。Ｕ相アーム１５、Ｖ相アーム１６、およびＷ相アーム１７は、電源ラインとアースライ
ンとの間に並列に設けられる。
【００４８】
　Ｕ相アーム１５は、直列接続されたＮＰＮトランジスタＱ３，Ｑ４から成り、Ｖ相アー
ム１６は、直列接続されたＮＰＮトランジスタＱ５，Ｑ６から成り、Ｗ相アーム１７は、
直列接続されたＮＰＮトランジスタＱ７，Ｑ８から成る。また、各ＮＰＮトランジスタＱ
３～Ｑ８のコレクタ－エミッタ間には、エミッタ側からコレクタ側へ電流を流すダイオー
ドＤ３～Ｄ８がそれぞれ接続されている。
【００４９】
　各相アームの中間点は、交流モータＭ１の各相コイルの各相端に接続されている。すな
わち、交流モータＭ１は、３相の永久磁石モータであり、Ｕ，Ｖ，Ｗ相の３つのコイルの
一端が中点に共通接続されて構成され、Ｕ相コイルの他端がＮＰＮトランジスタＱ３，Ｑ
４の中間点に、Ｖ相コイルの他端がＮＰＮトランジスタＱ５，Ｑ６の中間点に、Ｗ相コイ
ルの他端がＮＰＮトランジスタＱ７，Ｑ８の中間点にそれぞれ接続されている。
【００５０】
　直流電源Ｂは、ニッケル水素またはリチウムイオン等の二次電池から成る。電圧センサ
ー１０は、直流電源Ｂから出力される直流電圧Ｖｂ（「バッテリ電圧Ｖｂ」とも言う。）
を検出し、その検出した直流電圧Ｖｂを制御装置３０へ出力する。システムリレーＳＲ１
，ＳＲ２は、制御装置３０からの信号ＳＥによりオン／オフされる。より具体的には、シ
ステムリレーＳＲ１，ＳＲ２は、Ｈ（論理ハイ）レベルの信号ＳＥによりオンされ、Ｌ（
論理ロー）レベルの信号ＳＥによりオフされる。
【００５１】
　コンデンサ１１は、直流電源Ｂから供給された直流電圧Ｖｂを平滑化し、その平滑化し
た直流電圧ＶｂをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ供給する。
【００５２】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、コンデンサ１１から供給された直流電圧Ｖｂを昇圧して
コンデンサ１３へ供給する。より具体的には、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、制御装置３
０から信号ＰＷＵを受けると、信号ＰＷＵによってＮＰＮトランジスタＱ２がオンされた
期間に応じて直流電圧Ｖｂを昇圧してコンデンサ１３に供給する。
【００５３】
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　また、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、制御装置３０から信号ＰＷＤを受けると、コンデ
ンサ１３を介してインバータ１４から供給された直流電圧を降圧して直流電源Ｂを充電す
る。ただし、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、昇圧機能のみを行なうような回路構成に適用
されてもよいことは言うまでもない。
【００５４】
　コンデンサ１３は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２からの直流電圧を平滑化し、その平滑化
した直流電圧をインバータ１４へ供給する。電圧センサー２０は、コンデンサ１３の両端
の電圧、すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍ（インバータ１４への入力
電圧に相当する。以下同じ。）を検出し、その検出した出力電圧Ｖｍを制御装置３０へ出
力する。
【００５５】
　インバータ１４は、コンデンサ１３から直流電圧が供給されると制御装置３０からの信
号ＰＷＭＩに基づいて直流電圧を交流電圧に変換して交流モータＭ１を駆動する。これに
より、交流モータＭ１は、トルク指令値によって指定されたトルクを発生するように駆動
される。また、インバータ１４は、電気負荷装置１００が搭載されたハイブリッド自動車
または電気自動車の回生制動時、交流モータＭ１が発電した交流電圧を制御装置３０から
の信号ＰＷＭＣに基づいて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ１３を
介してＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ供給する。なお、ここで言う回生制動とは、ハイブリ
ッド自動車または電気自動車を運転するドライバーによるフットブレーキ操作があった場
合の回生発電を伴う制動や、フットブレーキを操作しないものの、走行中にアクセルペダ
ルをオフすることで回生発電をさせながら車両を減速（または加速の中止）させることを
含む。
【００５６】
　電流センサー２４は、交流モータＭ１に流れるモータ電流ＭＣＲＴを検出し、その検出
したモータ電流ＭＣＲＴを制御装置３０へ出力する。図１においては、電流センサー２４
は、交流モータＭ１のＵ相、Ｖ相およびＷ相の全てに設けられているが、この発明におい
ては、これに限らず、電流センサー２４は、Ｕ相、Ｖ相およびＷ相のうちの少なくとも２
つに設けられればよい。
【００５７】
　回転センサー２５は、交流モータＭ１のモータ回転数ＭＲＮを検出し、その検出したモ
ータ回転数ＭＲＮを制御装置３０へ出力する。
【００５８】
　制御装置３０は、外部に設けられたＥＣＵ（Electrical Control Unit）から入力され
たトルク指令値ＴＲＩ、電圧センサー１０からの直流電圧Ｖｂ、電圧センサー２０からの
出力電圧Ｖｍ、電流センサー２４からのモータ電流ＭＣＲＴおよび回転センサー２５から
のモータ回転数ＭＲＮに基づいて、後述する方法によりＤＣ／ＤＣコンバータ１２を駆動
するための信号ＰＷＵとインバータ１４を駆動するための信号ＰＷＭＩとを生成し、その
生成した信号ＰＷＵおよび信号ＰＷＭＩをそれぞれＤＣ／ＤＣコンバータ１２およびイン
バータ１４へ出力する。
【００５９】
　信号ＰＷＵは、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２がコンデンサ１１からの直流電圧Ｖｂを出力
電圧Ｖｍに変換する場合にＤＣ／ＤＣコンバータ１２を駆動するための信号である。そし
て、制御装置３０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２が直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換す
る場合に、出力電圧Ｖｍをフィードバック制御し、出力電圧Ｖｍが指令された電圧指令Ｖ
ｄｃｃｏｍになるようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を駆動するための信号ＰＷＵを生成す
る。信号ＰＷＵの生成方法については後述する。
【００６０】
　また、制御装置３０は、ハイブリッド自動車または電気自動車が回生制動モードに入っ
たことを示す信号を外部のＥＣＵから受けると、交流モータＭ１で発電された交流電圧を
直流電圧に変換するための信号ＰＷＭＣを生成してインバータ１４へ出力する。この場合
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、インバータ１４のＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ８は信号ＰＷＭＣによってスイッチング
制御される。これにより、インバータ１４は、交流モータＭ１で発電された交流電圧を直
流電圧に変換してＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ供給する。
【００６１】
　さらに、制御装置３０は、ハイブリッド自動車または電気自動車が回生制動モードに入
ったことを示す信号を外部のＥＣＵから受けると、インバータ１４から供給された直流電
圧を降圧するための信号ＰＷＤを生成し、その生成した信号ＰＷＤをＤＣ／ＤＣコンバー
タ１２へ出力する。これにより、交流モータＭ１が発電した交流電圧は、直流電圧に変換
され、降圧されて直流電源Ｂに供給される。
【００６２】
　さらに、制御装置３０は、電圧センサー１０からの直流電圧Ｖｂ、電圧センサー２０か
らの出力電圧Ｖｍ、電流センサー２４からのモータ電流ＭＣＲＴおよび回転センサー２５
からのモータ回転数ＭＲＮに基づいて、交流モータＭ１の消費パワーの増加量が交流モー
タＭ１を駆動するためにコンデンサ１３からインバータ１４に供給可能な許容パワーを超
えるか否かを判定する。そして、制御装置３０は、消費パワーの増加量が許容パワーを超
えるとき、後述する方法によって、交流モータＭ１における消費パワーの増加量を抑制す
るようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する。また、制御装置３０は、消費パワーの増
加量が許容パワーを超えないとき、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の制御をそのまま継続する
。
【００６３】
　さらに、制御装置３０は、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２をオン／オフするための信号
ＳＥを生成してシステムリレーＳＲ１，ＳＲ２へ出力する。
【００６４】
　図２は、制御装置３０の機能ブロック図である。図２を参照して、制御装置３０は、モ
ータトルク制御手段３０１と、電圧変換制御手段３０２とを含む。モータトルク制御手段
３０１は、トルク指令値ＴＲＩ（車両におけるアクセルペダルの踏み込み度合い、ハイブ
リッド車両においてはエンジンの動作状態をも考慮しながらモータに与えるべきトルク指
令を演算して得られている）、直流電源Ｂから出力された直流電圧Ｖｂ、モータ電流ＭＣ
ＲＴ、モータ回転数ＭＲＮおよびＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍに基づいて、
交流モータＭ１の駆動時、後述する方法によりＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトラン
ジスタＱ１，Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵと、インバータ１４のＮＰＮトラン
ジスタＱ３～Ｑ８をオン／オフするための信号ＰＷＭＩとを生成し、その生成した信号Ｐ
ＷＵおよび信号ＰＷＭＩをそれぞれＤＣ／ＤＣコンバータ１２およびインバータ１４へ出
力する。
【００６５】
　また、モータトルク制御手段３０１は、モータ電流ＭＣＲＴに基づいて交流モータＭ１
におけるトルクを所定のタイミングごとに演算する。交流モータＭ１におけるトルクは、
交流モータＭ１の各相に流れるモータ電流ＭＣＲＴに比例するので、モータトルク制御手
段３０１は、予め保持した比例定数を電流センサー２４から受けたモータ電流ＭＣＲＴに
乗算することにより交流モータＭ１におけるトルクを演算する。そして、モータトルク制
御手段３０１は、演算した各タイミングにおけるトルクと各タイミングごとに回転センサ
ー２５から入力されるモータ回転数ＭＲＮとを用いて、前回のタイミングから今回のタイ
ミングまでの期間における交流モータＭ１の消費パワーの増加量を演算する。また、モー
タトルク制御手段３０１は、直流電圧Ｖｂおよび出力電圧Ｖｍに基づいて、コンデンサ１
３からインバータ１４に供給可能な許容パワーを演算する。
【００６６】
　そうすると、モータトルク制御手段３０１は、演算した消費パワーの増加量が演算した
許容パワーを超えるか否かを判定し、消費パワーの増加量が許容パワーを超えるとき、交
流モータＭ１の消費パワーの増加量を抑制するようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御す
る。より具体的には、モータトルク制御手段３０１は、交流モータＭ１の消費パワーの増
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加量を抑制するようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を駆動するための信号ＰＷＵｃ（信号Ｐ
ＷＵの一種）を生成し、その生成した信号ＰＷＵｃをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出力す
る。なお、モータトルク制御手段３０１は、消費パワーの増加量が許容パワーを超えない
とき、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の制御をそのまま継続する。
【００６７】
　電圧変換制御手段３０２は、回生制動時、ハイブリッド自動車または電気自動車が回生
制動モードに入ったことを示す信号ＲＧＥを外部のＥＣＵから受けると、交流モータＭ１
が発電した交流電圧を直流電圧に変換するための信号ＰＷＭＣを生成してインバータ１４
へ出力する。
【００６８】
　また、電圧変換制御手段３０２は、回生制動時、信号ＲＧＥを外部のＥＣＵから受ける
と、インバータ１４から供給された直流電圧を降圧するための信号ＰＷＤを生成してＤＣ
／ＤＣコンバータ１２へ出力する。このように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、直流電圧
を降圧するための信号ＰＷＤにより直流電圧を降下させることもできるので、双方向コン
バータの機能を有するものである。
【００６９】
　図３は、モータトルク制御手段３０１の機能ブロック図である。図３を参照して、モー
タトルク制御手段３０１は、制御部３２と、演算部３４と、メモリ３６と、モータ制御用
相電圧演算部４０と、インバータ用ＰＷＭ信号変換部４２と、インバータ入力電圧指令演
算部５０と、フィードバック電圧指令演算部５２と、デューティー比変換部５４とを含む
。
【００７０】
　制御部３２は、外部のＥＣＵからトルク指令値ＴＲＩが入力されたとき、その入力され
たトルク指令値ＴＲＩをモータ制御用相電圧演算部４０およびインバータ入力電圧指令演
算部５０へ出力する。
【００７１】
　また、制御部３２は、各タイミングごとに入力された直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モ
ータ回転数ＭＲＮおよびモータ電流ＭＣＲＴをメモリ３６へ記憶する。そして、制御部３
２は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する各タイミングにおいて、直流電圧Ｖｂ、出力
電圧Ｖｍ、モータ回転数ＭＲＮおよびモータ電流ＭＣＲＴに基づいて、コンデンサ１３か
らインバータ１４へ供給可能な許容パワーの限界値Ｗ、コンデンサ１３からインバータ１
４へ供給可能な許容パワーＷ０、各タイミングにおける交流モータＭ１のトルクＴｍ（ｎ
）、各タイミングにおける交流モータＭ１の回転角速度ωｍ（ｎ）、各タイミングにおけ
る交流モータＭ１の消費パワーの変化率Ｐ’および隣接する２つのタイミング間における
交流モータＭ１の消費パワーの変化量Ｐｓｍを演算し、その演算結果をメモリ３６に記憶
するように演算部３４を制御する。
【００７２】
　さらに、制御部３２は、タイミングｔにおいて、許容パワーＷ０および消費パワーの増
加量Ｐｓｍを演算部３４から受け、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超える
か否かを判定する。そして、制御部３２は、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０
を超えたとき、交流モータＭ１における消費パワーの増加量を抑制するためのタイミング
ｔにおけるトルク指令を演算するように演算部３４を制御し、演算部３４から受けたトル
ク指令をインバータ入力電圧指令演算部５０へ出力する。なお、制御部３２は、消費パワ
ーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えないとき、タイミングｔにおけるトルクＴｍ（
ｎ）をメモリ３６から読出し、その読出したトルクＴｍ（ｎ）をタイミングｔにおけるト
ルク指令としてインバータ入力電圧指令演算部５０へ出力する。
【００７３】
　演算部３４は、制御部３２からの制御に従って、各タイミングごとにメモリ３６からモ
ータ電流ＭＣＲＴおよびモータ回転数ＭＲＮを読出し、その読出したモータ電流ＭＣＲＴ
およびモータ回転数ＭＲＮを用いてそれぞれトルクＴｍ（ｎ）および回転角速度ωｍ（ｎ
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）を演算する。
【００７４】
　また、演算部３４は、制御部３２からの制御に応じて、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、
モータ回転数ＭＲＮおよびモータ電流ＭＣＲＴをメモリ３６から読出す。そして、演算部
３４は、次式によってコンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能な許容パワーの限界
値Ｗを演算する。
【００７５】
【数１】

【００７６】
　ここで、Ｃは、コンデンサ１３の静電容量を示す。図１に示すＤＣ／ＤＣコンバータ１
２の回路は、Ｖｍ＞Ｖｂの関係が成立する間だけ直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに昇圧でき
る。したがって、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍおよび許容パワーの限界値Ｗの間には、式
（１）に示す関係が成立する。
【００７７】
　また、演算部３４は、メモリ３６から読出したモータ電流ＭＣＲＴに基づいて各指令時
における交流モータＭ１のトルクＴｍ（ｎ）を演算し、メモリ３６から読出したモータ回
転数ＭＲＮに基づいて各指令時における回転角速度ωｍ（ｎ）を演算する。そして、演算
部３４は、その演算したトルクＴｍ（ｎ）および回転角速度ωｍ（ｎ）をメモリ３６に記
憶する。
【００７８】
　さらに、演算部３４は、前回の指令時ｔ－１において、交流モータＭ１のモータ電流Ｍ
ＣＲＴから演算したトルクＴｍ（ｎ－１）およびモータ回転数ＭＲＮから演算した回転角
速度ωｍ（ｎ－１）をメモリ３６から読出し、前回の指令時ｔ－１から今回の指令時ｔま
での間Δｔにおけるトルクの変化量ΔＴおよび回転角速度の変化量Δωｍを演算する。そ
して、演算部３４は、演算したトルクの変化量ΔＴおよび回転角速度の変化量Δωｍを用
いて、前回の指令時ｔ－１から今回の指令時ｔまでの間Δｔにおける交流モータＭ１の消
費パワーの増加率Ｐ’を次式によって演算する。
【００７９】
【数２】

【００８０】
　ここで、Ｔは、今回指令時のトルクを表わし、ωｍは、今回指令時の回転角速度を表わ
す。
【００８１】
　演算部３４は、より具体的には、交流モータＭ１における消費パワーの増加率Ｐ’を次
式を用いて演算する。
【００８２】
【数３】

【００８３】
　式（３）において、Ｔｍ（ｎ）は、今回指令時ｔにおいてモータ電流ＭＣＲＴに基づい
て演算されたトルクを表わし、ωｍ（ｎ）は、今回指令時ｔにおいてモータ回転数ＭＲＮ
に基づいて演算された回転角速度を表わす。なお、演算部３４は、リアクトルＬ１に流れ
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るリアクトル電流およびバッテリ電圧Ｖｂを用いて消費パワーの増加率Ｐ’を演算しても
よい。
【００８４】
　さらに、演算部３４は、消費パワーの増加量Ｐｓｍを次式によって演算する。
【００８５】
【数４】

【００８６】
　式（４）は、時刻ｔにおける交流モータＭ１の消費パワーの増加率Ｐ’がＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１２の制御応答時定数ｔｆの間だけ維持された場合の消費パワーが消費パワーの
増加量Ｐｓｍに等しいことを示す。
【００８７】
　さらに、演算部３４は、制御部３２からの制御によって許容パワーの限界値Ｗに係数Ｇ
（０＜Ｇ＜１）を乗算して許容パワーＷ０を演算する。
【００８８】
　さらに、演算部３４は、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えたとき、制
御部３２からの制御に従って今回指令時ｔにおけるトルク指令Ｔ’ｍ（ｎ）を次式によっ
て演算する。
【００８９】
【数５】

【００９０】
　ここで、Ｔ’ｍ（ｎ－１）は、前回の指令時におけるトルク指令を表わす。また、Ｐ０
＝Ｗ０／ｔｆであり、Ｋは、所定値の係数である。
【００９１】
　メモリ３６は、各タイミングごとの直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ回転数ＭＲＮ
、モータ電流ＭＣＲＴ、モータ電流ＭＣＲＴに基づいて演算されたトルクＴｍ（ｎ）、回
転角速度ωｍ（ｎ）、トルク指令Ｔ’ｍ（ｎ）、係数Ｇ，Ｋおよび制御応答時定数ｔｆを
記憶する。
【００９２】
　モータ制御用相電圧演算部４０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２（すなわち、コンデンサ
１３）の出力電圧Ｖｍを電圧センサー２０から受け、交流モータＭ１の各相に流れるモー
タ電流ＭＣＲＴを電流センサー２４から受け、トルク指令値ＴＲを制御部３２から受ける
。そして、モータ制御用相電圧演算部４０は、これらの入力される信号に基づいて、交流
モータＭ１の各相のコイルに印加する電圧を計算し、その計算した結果をインバータ用Ｐ
ＷＭ信号変換部４２へ供給する。
【００９３】
　インバータ用ＰＷＭ信号変換部４２は、モータ制御用相電圧演算部４０から受けた計算
結果に基づいて、実際にインバータ１４の各ＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ８をオン／オフ
する信号ＰＷＭＩを生成し、その生成した信号ＰＷＭＩをインバータ１４の各ＮＰＮトラ
ンジスタＱ３～Ｑ８へ出力する。
【００９４】
　これにより、各ＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ８は、スイッチング制御され、交流モータ
Ｍ１が指令されたトルクを出すように交流モータＭ１の各相に流す電流を制御する。この
ようにして、モータ駆動電流が制御され、トルク指令値ＴＲに応じたモータトルクが出力
される。
【００９５】
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　一方、インバータ入力電圧指令演算部５０は、トルク指令値ＴＲおよびモータ回転数Ｍ
ＲＮに基づいてインバータ入力電圧の最適値（目標値）、すなわち、電圧指令Ｖｄｃｃｏ
ｍを演算し、その演算した電圧指令Ｖｄｃｃｏｍをフィードバック電圧指令演算部５２へ
出力する。
【００９６】
　フィードバック電圧指令演算部５２は、電圧センサー２０からのＤＣ／ＤＣコンバータ
１２の出力電圧Ｖｍと、インバータ入力電圧指令演算部５０からの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ
とに基づいて、フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂを演算し、その演算したフィ
ードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂをデューティー比変換部５４へ出力する。
【００９７】
　デューティー比変換部５４は、電圧センサー１０からのバッテリ電圧Ｖｂと、フィード
バック電圧指令演算部５２からのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂとに基づい
て、電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２からの
フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂに設定するためのデューティー比を演算し、
その演算したデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタ
Ｑ１，Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵを生成する。そして、デューティー比変換
部５４は、生成した信号ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，
Ｑ２へ出力する。
【００９８】
　なお、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の下側のＮＰＮトランジスタＱ２のオンデューティー
を大きくすることによりリアクトルＬ１における電力蓄積が大きくなるため、より高電圧
の出力を得ることができる。一方、上側のＮＰＮトランジスタＱ１のオンデューティーを
大きくすることにより電源ラインの電圧が下がる。そこで、ＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ
２のデューティー比を制御することで、電源ラインの電圧を直流電源Ｂの出力電圧以上の
任意の電圧に制御可能である。
【００９９】
　図４を参照して、電気負荷としてのインバータ１４および交流モータＭ１における消費
パワーに基づいて、電気負荷装置１００の駆動を維持する動作について説明する。一連の
動作が開始されると、演算部３４は、上記の式（１）および係数Ｇを用いて許容パワーＷ
０を演算する（ステップＳ１０）。そして、演算部３４は、上記の式（２）（より具体的
には式（３））を用いて、前回指令時ｔ－１から今回指令時ｔまでの間Δｔにおける交流
モータＭ１の消費パワーの増加率Ｐ’を演算する（ステップＳ２０）。その後、演算部３
４は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の制御応答時定数ｔｆおよびステップＳ２０において演
算した消費パワーの増加率Ｐ’を用いて式（４）により消費パワーの増加量Ｐｓｍを演算
する。
【０１００】
　そうすると、制御部３２は、許容パワーＷ０および消費パワーの増加量Ｐｓｍを演算部
３４から受け、消費パワーの増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’×ｔｆ）が許容パワーＷ０を超えるか
否かを判定する（ステップＳ３０）。
【０１０１】
　直流電源Ｂから出力される直流電圧Ｖｂ、コンデンサ１３の出力電圧Ｖｍおよびコンデ
ンサ１３からインバータ１４へ供給可能な許容パワーの限界値Ｗの間には、式（１）に示
す関係が成立する。そして、Ｖｍ＞Ｖｂの関係を常時成立させ、かつ、エネルギーの破綻
を発生させないようにするためには、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の制御応答時定数ｔｆの
間にコンデンサ１３からインバータ１４へ持ち出されるパワーは、少なくとも限界値Ｗよ
りも小さくなければならない。
【０１０２】
　そこで、エネルギーの破綻を発生させないようにするために、許容パワーの限界値Ｗに
係数Ｇ（０＜Ｇ＜１）を乗算した許容パワーＷ０を演算し、交流モータＭ１の消費パワー
の増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’×ｔｆ）が許容パワーＷ０よりも大きいか否かを判定することと
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したものである。
【０１０３】
　ステップＳ３０において、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０よりも大きくな
いと判定されたとき、制御部３２は、電気負荷としてのインバータ１４および交流モータ
Ｍ１における消費パワーの制限は必要ないものと判定し、今回指令時にモータ電流ＭＣＲ
Ｔに基づいて演算したトルクＴｍ（ｎ）をトルク指令値ＴＲとしてインバータ入力電圧指
令演算部５０へ出力する。
【０１０４】
　そうすると、インバータ入力電圧指令演算部５０は、トルク指令値ＴＲ（＝Ｔｍ（ｎ）
）およびモータ回転数ＭＲＮに基づいて電圧指令Ｖｄｃｃｏｍを演算してフィードバック
電圧指令演算部５２へ出力し、フィードバック電圧指令演算部５２は、電圧指令Ｖｄｃｃ
ｏｍおよびＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍに基づいて、フィードバック電圧指
令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂを演算してデューティー比変換部５４へ出力する。そして、デュー
ティー比変換部５４は、フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ、出力電圧Ｖｍおよ
び直流電圧Ｖｂに基づいて、出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２からの
フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂに設定するためのデューティー比を演算し、
その演算したデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタ
Ｑ１，Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵを生成する。そして、デューティー比変換
部５４は、生成した信号ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，
Ｑ２へ出力する。これにより、交流モータＭ１が今回指令時のトルクＴｍ（ｎ）を出力す
る制御がそのまま実行される（ステップＳ４０）。
【０１０５】
　一方、ステップＳ３０において、消費パワーの増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’×ｔｆ）が許容パ
ワーＷ０を超えると判定されたとき、制御部３２は、電気負荷としてのインバータ１４お
よび交流モータＭ１における消費パワーを制限する必要があるものと判定し、トルク指令
Ｔ’ｍ（ｎ）を演算するように演算部３４を制御する。そして、演算部３４は、式（５）
によってトルク指令Ｔ’ｍ（ｎ）を演算して制御部３２へ出力し、制御部３２は、トルク
指令Ｔ’ｍ（ｎ）をインバータ入力電圧指令演算部５０へ出力する。
【０１０６】
　そうすると、インバータ入力電圧指令演算部５０は、トルク指令値ＴＲ（＝Ｔ’ｍ（ｎ
））およびモータ回転数ＭＲＮに基づいて電圧指令Ｖｄｃｃｏｍｃを演算してフィードバ
ック電圧指令演算部５２へ出力し、フィードバック電圧指令演算部５２は、電圧指令Ｖｄ
ｃｃｏｍｃおよびＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍに基づいて、フィードバック
電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｃを演算してデューティー比変換部５４へ出力する。そし
て、デューティー比変換部５４は、フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｃ、出
力電圧Ｖｍおよび直流電圧Ｖｂに基づいて、出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演
算部５２からのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｃに設定するためのデュー
ティー比を演算し、その演算したデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２の
ＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵｃを生成する。そして
、デューティー比変換部５４は、生成した信号ＰＷＵｃをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮ
ＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２へ出力する。これにより、交流モータＭ１の消費パワー（ト
ルク）が制限される（ステップＳ５０）。
【０１０７】
　交流モータＭ１の消費パワーの制限処理は、より具体的には、各場合に応じた係数Ｋを
設定することにより次のように行なわれる。
【０１０８】
　式（２）の右辺の第１項ΔＴ・ωｍ＞第２項Δωｍ・Ｔのとき、係数Ｋは、０＜Ｋ＜１
となるように設定され、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えないように、
今回指令時におけるトルク指令の増加量が制限される。
【０１０９】
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　また、式（２）の右辺の第１項ΔＴ・ωｍ＜第２項Δωｍ・Ｔのとき、係数Ｋは、－１
＜Ｋ＜１となるように設定され、Δωｍが小さくなるようにトルクの減少方向への制御も
許可される。この場合、係数Ｋは、－１＜Ｋ＜０となるように設定され、トルクを減少方
向にしか許可しない制御が実行されてもよい。このようにすることにより、Δωｍによる
影響が大きい場合、回転数の急激な変化を抑制するだけでなく、回生動作により低下した
電圧を復帰させることもできる。
【０１１０】
　式（５）は、前回のトルク指令Ｔ’ｍ（ｎ－１）に（Ｐ０／ωｍ）×Ｋを加算したもの
が、今回のトルク指令Ｔ’ｍ（ｎ）であることを示す。そして、前回のトルク指令Ｔ’ｍ
（ｎ－１）に加算する（Ｐ０／ωｍ）×Ｋは、コンデンサ１３からインバータ１４に供給
可能な許容パワーＷ０に、１未満の値を有する係数Ｋを乗算して得られる。
【０１１１】
　したがって、今回指令時に増加されるトルクは、コンデンサ１３からインバータ１４へ
供給可能な許容パワーＷ０によって実現可能である。つまり、この発明においては、交流
モータＭ１の消費パワーの増加量Ｐｓｍがコンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能
な許容パワーＷ０を超えるとき、交流モータＭ１のトルク（消費パワー）の増加分が許容
パワーＷ０によって実現可能な範囲に制限される。
【０１１２】
　なお、ステップＳ５０における消費パワー（トルク）を制限する処理は、電気負荷とし
てのインバータ１４および交流モータＭ１における消費パワーの増加量を、電気負荷（す
なわち、インバータ１４および交流モータＭ１）の駆動動作を維持可能な範囲に制御する
ことに相当する。
【０１１３】
　そして、ステップＳ４０またはステップＳ５０の後、一連の動作が終了する。
　図５Ａ、図５Ｂおよび図５Ｃは、電気負荷（すなわち、インバータ１４および交流モー
タＭ１）における消費パワーが急激に変化した場合における電圧および消費パワーの状態
を示す図である。図５Ａ、図５Ｂおよび図５Ｃを参照して、時刻ｔ０において、交流モー
タＭ１の消費パワーＰが急激に変化するが、この急激な変化が制御装置３０によって検知
されると、消費パワーＰに制限がかけられ、結果的にコンデンサ１３の出力電圧Ｖｍは、
バッテリ電圧Ｖｂを下回ることなく推移する。なお、時刻ｔ０以降において電気負荷にお
ける消費パワーの急激な変化が解消された状態では、消費パワーＰに対する制限は解除さ
れている。
【０１１４】
　このように、交流モータＭ１の回転数が急激に変化した場合、消費パワーに制限をかけ
ることによってＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍの低下および過電流を防止でき
る。
【０１１５】
　また、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の回路を過電流に耐えられるように設計する必要がな
くなるので、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の容量（許容電流）を小さくすることができる。
【０１１６】
　さらに、コンデンサ１３をインバータ１４および交流モータＭ１における消費パワーの
急激な変化に耐え得るようにしなくても済むので、コンデンサ１３の容量を小さくできる
。その結果、低コスト化を図ることができる。
【０１１７】
　再び、図１を参照して、電気負荷装置１００における動作について説明する。制御装置
３０は、外部のＥＣＵからトルク指令値ＴＲＩが入力されると、システムリレーＳＲ１，
ＳＲ２をオンするためのＨレベルの信号ＳＥを生成してシステムリレーＳＲ１，ＳＲ２へ
出力するとともに、交流モータＭ１がトルク指令値ＴＲＩを発生するようにＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１２およびインバータ１４を制御するための信号ＰＷＵおよび信号ＰＷＭＩを生
成してそれぞれＤＣ／ＤＣコンバータ１２およびインバータ１４へ出力する。
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【０１１８】
　そして、直流電源Ｂは直流電圧Ｖｂを出力し、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２は直流電
圧Ｖｂをコンデンサ１１へ供給する。コンデンサ１１は、供給された直流電圧Ｖｂを平滑
化し、その平滑化した直流電圧ＶｂをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ供給する。
【０１１９】
　そうすると、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２は、制御装置
３０からの信号ＰＷＵに応じてオン／オフされ、直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換して
コンデンサ１３に供給する。電圧センサー２０は、コンデンサ１３の出力電圧Ｖｍを検出
し、その検出した出力電圧Ｖｍを制御装置３０へ出力する。
【０１２０】
　コンデンサ１３は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２から供給された直流電圧を平滑化してイ
ンバータ１４へ供給する。インバータ１４のＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ８は、制御装置
３０からの信号ＰＷＭＩに従ってオン／オフされ、インバータ１４は、直流電圧を交流電
圧に変換し、トルク指令値ＴＲＩによって指定されたトルクを交流モータＭ１が発生する
ように交流モータＭ１のＵ相、Ｖ相、Ｗ相の各相に所定の交流電流を流す。これにより、
交流モータＭ１は、トルク指令値ＴＲＩによって指定されたトルクを発生する。
【０１２１】
　そして、制御装置３０は、所定の間隔を有する各タイミングごとに、直流電源Ｂからの
直流電圧Ｖｂ、コンデンサ１３の出力電圧Ｖｍ、交流モータＭ１のモータ回転数ＭＲＮお
よび交流モータＭ１のモータ電流ＭＣＲＴを受け、その受けた直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖ
ｍ、モータ回転数ＭＲＮおよびモータ電流ＭＣＲＴに基づいて、電気負荷における消費パ
ワーが急激に増加しても電気負荷の駆動動作を維持するように制御する。
【０１２２】
　すなわち、制御装置３０は、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ回転数ＭＲＮおよび
モータ電流ＭＣＲＴに基づいて、コンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能な許容パ
ワーＷ０、交流モータＭ１における消費パワーの増加率Ｐ’および交流モータＭ１におけ
る消費パワーの増加量Ｐｓｍを演算する。そして、制御装置３０は、消費パワーの増加量
Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えるか否かを判定し、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワ
ーＷ０を超えないとき、今回指令時におけるトルク指令をそのまま実現するようにＤＣ／
ＤＣコンバータ１２を制御する。
【０１２３】
　一方、制御装置３０は、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、電
気負荷としてのインバータ１４および交流モータＭ１における消費パワー（トルク）を制
限するようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する。これにより、電気負荷（すなわち、
インバータ１４および交流モータＭ１）の駆動動作が停止される程度に電気負荷における
消費パワーが増加しても、電気負荷の駆動動作を維持可能な範囲に消費パワーの増加量が
制御される。
【０１２４】
　電気負荷装置１００が搭載されたハイブリッド自動車または電気自動車が回生制動モー
ドになった場合、制御装置３０は、回生制動モードになったことを示す信号を外部のＥＣ
Ｕから受け、信号ＰＷＭＣおよび信号ＰＷＤを生成してそれぞれインバータ１４およびＤ
Ｃ／ＤＣコンバータ１２へ出力する。
【０１２５】
　交流モータＭ１は、交流電圧を発電し、その発電した交流電圧をインバータ１４へ供給
する。そして、インバータ１４は、制御装置３０からの信号ＰＷＭＣに従って、交流電圧
を直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ１３を介してＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１２へ供給する。
【０１２６】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、制御装置３０からの信号ＰＷＤに従って直流電圧を降圧
して直流電源Ｂに供給し、直流電源Ｂを充電する。
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【０１２７】
　なお、この発明においては、インバータ１４および交流モータＭ１は、「電気負荷」を
構成する。
【０１２８】
　また、この発明による電気負荷装置の制御方法は、図４に示すフローチャートに従って
電圧変換器（すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２）の駆動を維持する範囲に電気負荷に
おける消費パワーの増加量を制御する電気負荷装置の制御方法である。
【０１２９】
　さらに、許容パワーＷ０は、電気負荷（インバータ１４および交流モータＭ１）の駆動
動作を維持可能な電気負荷におけるパワーの変化量の最大値である「限界値」に相当する
。
【０１３０】
　さらに、ダイオードＤ１，Ｄ２は、「フライホイルダイオード」を構成する。
　さらに、制御部３２、演算部３４、インバータ入力電圧指令演算部５０、フィードバッ
ク電圧指令演算部５２およびデューティー比変換部５４における消費パワーの増加量の制
御は、実際にはＣＰＵ（Central Processing Unit）によって行なわれ、ＣＰＵは、図４
に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムをＲＯＭ（Read Only Memory）か
ら読出し、その読出したプログラムを実行して図４に示すフローチャートに従って電気負
荷の駆動動作を維持する範囲に電気負荷における消費パワーの増加量を制御する。したが
って、ＲＯＭは、図４に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムを記録した
コンピュータ（ＣＰＵ）読取り可能な記録媒体に相当する。
【０１３１】
　さらに、電気負荷における消費パワーの急激な増加を検出する方法は、上述した方法に
限らず、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍの変化をモニターするようにしてもよ
く、また、電気自動車のアクセルペダルの踏み込み度合いの時間変化をモニターする（た
だし、アクセルペダルの踏み込み度合いが消費パワーに略比例するような場合において）
ようにしてもよい。
【０１３２】
　実施の形態１によれば、電気負荷装置は、直流電源からの直流電圧を出力電圧に昇圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧によって交流モータを駆動
するインバータと、電気負荷としてのインバータおよび交流モータにおける消費パワーの
増加量が電気負荷に供給可能な許容パワーを超えるとき、ＤＣ／ＤＣコンバータの駆動を
維持するように電気負荷における消費パワーの増加量を制限する制御装置とを備えるので
、電気負荷の駆動動作が停止する程度に消費パワーが変化しても、電気負荷の駆動を安定
して継続できる。
【０１３３】
　［実施の形態２］
　図６を参照して、実施の形態２による電気負荷装置１００Ａは、電気負荷装置１００の
制御装置３０を制御装置３０Ａに代えたものであり、その他は、電気負荷装置１００と同
じである。制御装置３０Ａは、交流モータＭ１における消費パワーＰｓｍが許容パワーＷ
０を超えたとき、電圧指令値を高くしてＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する。その以外
の制御装置３０Ａの機能は、制御装置３０の機能と同じである。
【０１３４】
　図７を参照して、制御装置３０Ａは、制御装置３０のモータトルク制御手段３０１をモ
ータトルク制御手段３０１Ａに代えたものであり、その他は、制御装置３０と同じである
。
【０１３５】
　モータトルク制御手段３０１Ａは、交流モータＭ１の消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容
パワーＷ０を超えるとき、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の駆動を維持するように消費パワー
の増加量Ｐｓｍを制御する方法がモータトルク制御手段３０１と相違するだけであり、そ
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の他は、モータトルク制御手段３０１と同じである。モータトルク制御手段３０１Ａは、
交流モータＭ１の消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、出力電圧Ｖ
ｍの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍを上昇させることによりＤＣ／ＤＣコンバータ１２の駆動を維
持する。
【０１３６】
　図８を参照して、モータトルク制御手段３０１Ａは、モータトルク制御手段３０１の制
御部３２、演算部３４およびフィードバック電圧指令演算部５２を、それぞれ、制御部３
２Ａ、演算部３４Ａおよびフィードバック電圧指令演算部５２Ａに代えたものであり、そ
の他は、モータトルク制御手段３０１と同じである。
【０１３７】
　制御部３２Ａは、制御部３２の機能に加え、次の機能を備える。制御部３２Ａは、交流
モータＭ１の消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えると判定したとき、今回
指令時にフィードバック電圧指令演算部５２Ａに出力すべき電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐ
を演算するように演算部３４Ａを制御する。そして、制御部３２Ａは、演算部３４Ａによ
り演算された電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐをフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力
する。
【０１３８】
　また、制御部３２Ａは、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えないと判定
したとき、今回指令時にモータ電流ＭＣＲＴに基づいて演算したトルクＴｍ（ｎ）を実現
するための電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算するように演算部３４Ａを制御する。
【０１３９】
　演算部３４Ａは、演算部３４の機能に加え、次の機能を備える。演算部３４Ａは、制御
部３２Ａからの制御に従って今回指令時における電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐまたは電圧
指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算する。
【０１４０】
　演算部３４Ａは、メモリ３６から直流電圧Ｖｂおよび消費パワーの増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ
’・ｔｆ）を読出し、次式により今回指令時における電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐを演算
する。
【０１４１】
【数６】

【０１４２】
　式（６）は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍを電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐ
に上昇させた場合にコンデンサ１３からインバータ１４に供給可能なパワーが消費パワー
の増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’・ｔｆ）よりも大きいことを意味する。したがって、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ１２の出力電圧Ｖｍを電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐまで上昇させることにより
、交流モータＭ１における消費パワーがＰｓｍだけ増加しても電気負荷装置１００Ａの駆
動を維持できる。
【０１４３】
　また、演算部３４Ａは、今回指令時におけるトルクＴｍ（ｎ）およびモータ回転数ＭＲ
Ｎをメモリ３６から読出して電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算する。
【０１４４】
　そして、演算部３４Ａは、演算した電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐまたはＶｄｃｃｏｍ＿
ｎを制御部３２Ａへ出力する。
【０１４５】
　フィードバック電圧指令演算部５２Ａは、インバータ入力電圧指令演算部５０から電圧
指令Ｖｄｃｃｏｍを受けると、その受けた電圧指令Ｖｄｃｃｏｍと電圧センサー２０から
のＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍとに基づいて、フィードバック電圧指令Ｖｄ
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ｃｃｏｍ＿ｆｂを演算し、その演算したフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂをデ
ューティー比変換部５４へ出力する。
【０１４６】
　また、フィードバック電圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ａから電圧指令Ｖｄｃｃｏ
ｍ＿ｕｐを受けると、その受けた電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐと電圧センサー２０からの
出力電圧Ｖｍとに基づいて、フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐを演算し
、その演算したフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐをデューティー比変換
部５４へ出力する。
【０１４７】
　さらに、フィードバック電圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ａから電圧指令Ｖｄｃｃ
ｏｍ＿ｎを受けると、その受けた電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎと電圧センサー２０からの出
力電圧Ｖｍとに基づいて、フィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎを演算し、そ
の演算したフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎをデューティー比変換部５４
へ出力する。
【０１４８】
　図９を参照して、電気負荷としてのインバータ１４および交流モータＭ１における消費
パワーに基づいて、電気負荷装置１００Ａの駆動を維持する動作について説明する。図９
に示すフローチャートは、図４に示すフローチャートのステップＳ５０をステップＳ５０
Ａに代えたものであり、その他は、図４に示すフローチャートと同じである。
【０１４９】
　制御部３２Ａは、ステップＳ３０において消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０
を超えると判定したとき、今回指令時における電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐを演算するよ
うに演算部３４Ａを制御する。そして、演算部３４Ａは、直流電圧Ｖｂおよび消費パワー
の増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’・ｔｆ）をメモリ３６から読出し、その読出した直流電圧Ｖｂお
よび消費パワーの増加量Ｐｓｍ（＝Ｐ’・ｔｆ）を用いて式（６）により電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｕｐを演算する。
【０１５０】
　演算部３４Ａは、演算した電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐを制御部３２Ａへ出力し、制御
部３２Ａは、演算部３４Ａから受けた電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐを今回指令時の電圧指
令としてフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。
【０１５１】
　そうすると、フィードバック電圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ａからの電圧指令Ｖ
ｄｃｃｏｍ＿ｕｐと電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍとに基づいてフィードバック電
圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐを演算し、その演算したフィードバック電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐをデューティー比変換部５４へ出力する。デューティー比変換部５４
は、電圧センサー１０からのバッテリ電圧Ｖｂと、フィードバック電圧指令演算部５２Ａ
からのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐとに基づいて、電圧センサー２
０からの出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２Ａからのフィードバック電
圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐに設定するためのデューティー比を演算し、その演算し
たデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２
をオン／オフするための信号ＰＷＵ＿ｕｐ（信号ＰＷＵの一種）を生成する。そして、デ
ューティー比変換部５４は、生成した信号ＰＷＵ＿ｕｐをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮ
ＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２へ出力する。
【０１５２】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、信号ＰＷＵ＿ｕｐに基づいて、出力電圧Ｖｍが電圧指令
Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｕｐになるように直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換し、コンデン
サ１３は、式（６）の左辺で示されるパワー（エネルギー）を蓄積する。これにより、電
圧指令値の上昇処理が終了する（ステップＳ５０Ａ）。
【０１５３】
　一方、制御部３２Ａは、ステップＳ３０において、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パ
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ワーＷ０を超えないと判定したとき、電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算するように演算部
３４Ａを制御し、演算部３４Ａは、トルクＴｍ（ｎ）およびモータ回転数ＭＲＮをメモリ
３６から読出して電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算し、その演算した電圧指令Ｖｄｃｃｏ
ｍ＿ｎを制御部３２Ａへ出力する。
【０１５４】
　そうすると、制御部３２Ａは、演算部３４Ａから受けた電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを今
回指令時の電圧指令としてフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。そして、フ
ィードバック電圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ａからの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎと
電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍとに基づいてフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ
＿ｆｂ＿ｎを演算し、その演算したフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎをデ
ューティー比変換部５４へ出力する。
【０１５５】
　デューティー比変換部５４は、電圧センサー１０からのバッテリ電圧Ｖｂと、フィード
バック電圧指令演算部５２Ａからのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎとに
基づいて、電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２
Ａからのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎに設定するためのデューティー
比を演算し、その演算したデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮ
トランジスタＱ１，Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵを生成する。そして、デュー
ティー比変換部５４は、生成した信号ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトラン
ジスタＱ１，Ｑ２へ出力する。
【０１５６】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、信号ＰＷＵに基づいて、出力電圧Ｖｍが電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎになるように直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換する。これにより、ト
ルク指令をそのまま実行する処理が終了する（ステップＳ４０）。
【０１５７】
　そして、ステップＳ４０またはステップＳ５０Ａの後、一連の動作が終了する。
【０１５８】
　上述したように、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０
を超えたとき、出力電圧Ｖｍの目標値である電圧指令を電圧指令Ｖｄｃｃｏｍから電圧指
令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｕｐまで上昇させ、コンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能なパ
ワーを消費パワーの増加量Ｐｓｍよりも大きくする。つまり、消費パワーの増加量Ｐｓｍ
が許容パワーＷ０を超えたとき、消費パワーの増加量Ｐｓｍよりも大きいパワーをコンデ
ンサ１３に蓄積する。
【０１５９】
　これにより、交流モータＭ１における消費パワーがＰｓｍだけ増加しても電気負荷装置
１００Ａの駆動を維持できる。
【０１６０】
　なお、コンデンサ１３に蓄積されるパワーを交流モータＭ１における消費パワーの増加
量Ｐｓｍよりも大きくなるように制御することは、交流モータＭ１における消費パワーの
増加量Ｐｓｍを電気負荷装置１００Ａの駆動を維持可能な範囲に制御することに相当する
。
【０１６１】
　また、この発明による電気負荷装置の制御方法は、図９に示すフローチャートに従って
電圧変換器（すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２）の駆動を維持する範囲に電気負荷に
おける消費パワーの増加量を制御する電気負荷装置の制御方法である。
【０１６２】
　さらに、制御部３２Ａ、演算部３４Ａ、フィードバック電圧指令演算部５２Ａおよびデ
ューティー比変換部５４における消費パワーの増加量の制御は、実際にはＣＰＵによって
行なわれ、ＣＰＵは、図９に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムをＲＯ
Ｍから読出し、その読出したプログラムを実行して図９に示すフローチャートに従って電
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気負荷の駆動動作を維持する範囲に電気負荷における消費パワーの増加量を制御する。し
たがって、ＲＯＭは、図９に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムを記録
したコンピュータ（ＣＰＵ）読取り可能な記録媒体に相当する。
【０１６３】
　その他は、実施の形態１と同じである。
　実施の形態２によれば、電気負荷装置は、直流電源からの直流電圧を出力電圧に昇圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧によって交流モータを駆動
するインバータと、電気負荷としてのインバータおよび交流モータにおける消費パワーの
増加量が電気負荷に供給可能な許容パワーを超えるとき、電圧指令値を高くしてＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータを制御する制御装置とを備えるので、電気負荷の駆動動作が停止する程度に
消費パワーが変化しても、電気負荷の駆動を安定して継続できる。
【０１６４】
　［実施の形態３］
　図１０を参照して、実施の形態３による電気負荷装置１００Ｂは、電気負荷装置１００
の制御装置３０を制御装置３０Ｂに代え、電流センサー２８、回転センサー２９、インバ
ータ３１および交流モータＭ２を追加したものであり、その他は、電気負荷装置１００と
同じである。
【０１６５】
　コンデンサ１３は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２からの出力電圧ＶｍをノードＮ１，Ｎ２
を介して受け、その受けた出力電圧Ｖｍを平滑化してインバータ１４のみならずインバー
タ３１にも供給する。また、インバータ１４は、制御装置３０Ｂからの信号ＰＷＭＩ１に
基づいてコンデンサ１３からの直流電圧を交流電圧に変換して交流モータＭ１を駆動し、
信号ＰＷＭＣ１に基づいて交流モータＭ１が発電した交流電圧を直流電圧に変換する。
【０１６６】
　インバータ３１は、インバータ１４と同じ構成から成る。そして、インバータ３１は、
制御装置３０Ｂからの信号ＰＷＭＩ２に基づいて、コンデンサ１３からの直流電圧を交流
電圧に変換して交流モータＭ２を駆動し、信号ＰＷＭＣ２に基づいて交流モータＭ２が発
電した交流電圧を直流電圧に変換する。電流センサー２８は、交流モータＭ２の各相に流
れるモータ電流ＭＣＲＴ２を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。
【０１６７】
　電流センサー２４は、モータ電流ＭＣＲＴ１を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。電
流センサー２８は、モータ電流ＭＣＲＴ２を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。回転セ
ンサー２５は、モータ回転数ＭＲＮ１を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。回転センサ
ー２９は、モータ回転数ＭＲＮ２を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。交流モータＭ２
は、制御装置３０Ｂからの信号ＲＵＰに応じて発電電力を増加する。
【０１６８】
　制御装置３０Ｂは、直流電源Ｂから出力された直流電圧Ｖｂを電圧センサー１０から受
け、モータ電流ＭＣＲＴ１，ＭＣＲＴ２をそれぞれ電流センサー２４，２８から受け、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍ（すなわち、インバータ１４，３１への入力電圧
）を電圧センサー２０から受け、トルク指令値ＴＲＩ１，ＴＲＩ２を外部ＥＣＵから受け
、モータ回転数ＭＲＮ１，ＭＲＮ２をそれぞれ回転センサー２５，２９から受ける。そし
て、制御装置３０Ｂは、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ１、トルク指
令値ＴＲＩ１およびモータ回転数ＭＲＮ１に基づいて、上述した方法によりインバータ１
４が交流モータＭ１を駆動するときにインバータ１４のＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ８を
スイッチング制御するための信号ＰＷＭＩ１を生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ１をイ
ンバータ１４へ出力する。
【０１６９】
　また、制御装置３０Ｂは、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ２、トル
ク指令値ＴＲＩ２およびモータ回転数ＭＲＮ２に基づいて、上述した方法によりインバー
タ３１が交流モータＭ２を駆動するときにインバータ３１のＮＰＮトランジスタＱ３～Ｑ



(27) JP 4111138 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

８をスイッチング制御するための信号ＰＷＭＩ２を生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ２
をインバータ３１へ出力する。
【０１７０】
　さらに、制御装置３０Ｂは、インバータ１４（または３１）が交流モータＭ１（または
Ｍ２）を駆動するとき、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ１（またはＭ
ＣＲＴ２）、トルク指令値ＴＲＩ１（またはＴＲＩ２）およびモータ回転数ＭＲＮ１（ま
たはＭＲＮ２）に基づいて、上述した方法によりＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトラ
ンジスタＱ１，Ｑ２をスイッチング制御するための信号ＰＷＵを生成してＤＣ／ＤＣコン
バータ１２へ出力する。
【０１７１】
　さらに、制御装置３０Ｂは、回生制動時に交流モータＭ１が発電した交流電圧を直流電
圧に変換するための信号ＰＷＭＣ１、または交流モータＭ２が発電した交流電圧を直流電
圧に変換するための信号ＰＷＭＣ２を生成し、その生成した信号ＰＷＭＣ１または信号Ｐ
ＷＭＣ２をそれぞれインバータ１４またはインバータ３１へ出力する。この場合、制御装
置３０Ｂは、インバータ１４または３１からの直流電圧を降圧して直流電源Ｂを充電する
ようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する信号ＰＷＤを生成してＤＣ／ＤＣコンバータ
１２へ出力する。
【０１７２】
　さらに、制御装置３０Ｂは、交流モータＭ１における消費パワーが増加した場合に電気
負荷装置１００Ｂの駆動を維持する制御を行なう。なお、以下においては、説明を解り易
くするために、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超
えている場合に電気負荷装置１００Ｂの駆動を維持する制御について説明する。
【０１７３】
　より具体的には、制御装置３０Ｂは、電圧センサー１０からの直流電圧Ｖｂ、電圧セン
サー２０からの出力電圧Ｖｍ、電流センサー２４からのモータ電流ＭＣＲＴ１および回転
センサー２５からのモータ回転数ＭＲＮ１に基づいて、交流モータＭ１の消費パワーの増
加量Ｐｓｍおよび許容パワーＷ０を上述した方法により演算する。そして、制御装置３０
Ｂは、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、後述する方法によって
コンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能なパワーを増加させるように交流モータＭ
２およびインバータ３１を制御する。また、制御装置３０Ｂは、消費パワーの増加量が許
容パワーを超えないとき、それまでの制御をそのまま継続する。
【０１７４】
　さらに、制御装置３０Ｂは、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２をオン／オフするための信
号ＳＥを生成してシステムリレーＳＲ１，ＳＲ２へ出力する。
【０１７５】
　図１１を参照して、制御装置３０Ｂは、モータトルク制御手段３０１Ｂおよび電圧変換
制御手段３０２Ａを含む。モータトルク制御手段３０１Ｂは、モータ電流ＭＣＲＴ１，２
、トルク指令値ＴＲＩ１，２、モータ回転数ＭＲＮ１，２、直流電圧Ｖｂおよび出力電圧
Ｖｍに基づいて信号ＰＷＭＩ１，２を生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ１，２を、それ
ぞれ、インバータ１４，３１へ出力する。
【０１７６】
　また、モータトルク制御手段３０１Ｂは、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流Ｍ
ＣＲＴ１（またはＭＣＲＴ２）、トルク指令値ＴＲＩ１（またはＴＲＩ２）およびモータ
回転数ＭＲＮ１（またはＭＲＮ２）に基づいて、信号ＰＷＵを生成し、その生成した信号
ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出力する。
【０１７７】
　さらに、モータトルク制御手段３０１Ｂは、交流モータＭ１における消費パワーの増加
量Ｐｓｍおよび許容パワーＷ０を上述した方法により演算する。そして、モータトルク制
御手段３０１Ｂは、消費パワーＰｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、交流モータＭ２に
おける消費パワーを減少させるための信号ＰＷＭＩ２ｃ（信号ＰＷＭＩ２の一種）を生成
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してインバータ３１へ出力する。また、モータトルク制御手段３０１Ｂは、消費パワーＰ
ｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、交流モータＭ２における発電電力を増加するための
信号ＲＵＰと、信号ＰＷＭＣ２の生成を指示する信号ＰＢＣとを生成し、信号ＲＵＰを交
流モータＭ２へ出力し、信号ＰＢＣを電圧変換制御手段３０２Ａへ出力する。なお、モー
タトルク制御手段３０１Ｂは、消費パワーＰｓｍが許容パワーＷ０を超えないとき、それ
までの制御を継続する。
【０１７８】
　電圧変換制御手段３０２Ａは、電気負荷装置１００Ｂが搭載されたハイブリッド自動車
または電気自動車が回生制動モードに入ったことを示す信号ＲＧＥを外部ＥＣＵから受け
ると、信号ＰＷＭＣ１，２および信号ＰＷＤを生成し、その生成した信号ＰＷＭＣ１，２
をそれぞれインバータ１４，３１へ出力し、信号ＰＷＤをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出
力する。
【０１７９】
　また、電圧変換制御手段３０２Ａは、モータトルク制御手段３０１Ｂからの信号ＰＢＣ
に応じて信号ＰＷＭＣ２を生成してインバータ３１へ出力する。
【０１８０】
　図１２を参照して、モータトルク制御手段３０１Ｂは、モータトルク制御手段３０１の
制御部３２および演算部３４をそれぞれ制御部３２Ｂおよび演算部３４Ｂに代えたもので
あり、その他は、モータトルク制御手段３０１と同じである。
【０１８１】
　モータトルク制御手段３０１Ｂは、２つのトルク指令値ＴＲＩ１，２、２つのモータ電
流ＭＣＲＴ１，２および２つのモータ回転数ＭＲＮ１，２に基づいて、信号ＰＷＭＩ１，
２および信号ＰＷＵを生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ１，２および信号ＰＷＵに基づ
いてそれぞれインバータ１４，３１およびＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する。
【０１８２】
　制御部３２Ｂは、外部ＥＣＵからのトルク指令値ＴＲＩ１，２、電圧センサー１０から
の直流電圧Ｖｂ、電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍ、回転センサー２５からのモータ
回転数ＭＲＮ１および回転センサー２９からのモータ回転数ＭＲＮ２を受ける。そして、
制御部３２Ｂは、トルク指令値ＴＲＩ１，２をそのままモータ制御用相電圧演算部４０お
よびインバータ入力電圧指令演算部５０へ出力する。また、制御部３２Ｂは、直流電圧Ｖ
ｂ、出力電圧Ｖｍおよびモータ回転数ＭＲＮ１，２をメモリ３６に記憶する。
【０１８３】
　制御部３２Ｂは、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０
を超えると判定したとき、モータ電流ＭＣＲＴ２に基づいて演算された交流モータＭ２の
トルクＴｍ２（ｎ）の極性によって交流モータＭ２が消費モードであるか否かを判定する
。より具体的には、制御部３２Ｂは、メモリ３６からトルクＴｍ２（ｎ）を読出し、その
読出したトルクＴｍ２（ｎ）が正であるとき交流モータＭ２は消費モードであると判定し
、トルクＴｍ２（ｎ）が負であるとき交流モータＭ２は発電モードであると判定する。
【０１８４】
　そして、制御部３２Ｂは、交流モータＭ２が消費モードであると判定したとき、トルク
Ｔｍ２（ｎ）よりも小さいトルクＴ’ｍ２（ｎ）をモータ制御用相電圧演算部４０へ出力
する。
【０１８５】
　また、制御部３２Ｂは、交流モータＭ２が発電モードであると判定したとき、信号ＲＵ
Ｐおよび信号ＰＢＣを生成し、その生成した信号ＲＵＰを交流モータＭ２へ出力し、生成
した信号ＰＢＣを電圧変換制御手段３０２Ａへ出力する。
【０１８６】
　演算部３４Ｂは、実施の形態１における式（１）～式（４）の演算を行なう。この場合
、演算部３４Ｂは、各タイミングごとにメモリ３６から読出したモータ電流ＭＣＲＴ１お
よびモータ回転数ＭＲＮ１を用いて式（２），（３）の演算、トルクＴｍ１（ｎ）の演算
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および回転角速度ωｍ１（ｎ）の演算を行なう。
【０１８７】
　また、演算部３４Ｂは、各タイミングごとにメモリ３６から読出したモータ電流ＭＣＲ
Ｔ２に基づいてトルクＴｍ２（ｎ）を演算する。
【０１８８】
　さらに、演算部３４Ｂは、制御部３２Ｂからの制御に基づいて、次式により今回指令時
におけるトルク指令Ｔ’ｍ２（ｎ）を演算する。
【０１８９】
【数７】

【０１９０】
　ここで、ｎは１以上の定数である。また、ωｍ１は、今回指令時における交流モータＭ
１の回転角速度である。さらに、Ｐ１は、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐ
ｓｍよりも大きい値である。
【０１９１】
　式（７）は、本来、交流モータＭ２が出力すべきトルクＴｍ２（ｎ）よりも、交流モー
タＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍをカバーするためのトルクｎ×Ｐ１／ωｍ１だ
け小さいトルクを今回指令時におけるトルク指令Ｔ’ｍ２（ｎ）とすることを意味する。
【０１９２】
　モータ制御用相電圧演算部４０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力電圧Ｖｍ、モータ
電流ＭＣＲＴ１、およびトルク指令値ＴＲ１に基づいて交流モータＭ１の各相に印加する
電圧を計算し、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ２、およびトルク指令値ＴＲ２に基づ
いて交流モータＭ２の各相に印加する電圧を計算する。そして、モータ制御用相電圧演算
部４０は、計算した交流モータＭ１またはＭ２用の電圧をインバータ用ＰＷＭ信号変換部
４２へ出力する。
【０１９３】
　インバータ用ＰＷＭ信号変換部４２は、モータ制御用相電圧演算部４０から交流モータ
Ｍ１用の電圧を受けると、その受けた電圧に基づいて信号ＰＷＭＩ１を生成してインバー
タ１４へ出力する。また、インバータ用ＰＷＭ信号変換部４２は、モータ制御用相電圧演
算部４０から交流モータＭ２用の電圧を受けると、その受けた電圧に基づいて信号ＰＷＭ
Ｉ２を生成してインバータ３１へ出力する。
【０１９４】
　インバータ入力電圧指令演算部５０は、トルク指令値ＴＲ１およびモータ回転数ＭＲＮ
１（またはトルク指令値ＴＲ２およびモータ回転数ＭＲＮ２）に基づいて電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍを演算し、その演算した電圧指令Ｖｄｃｃｏｍをフィードバック電圧指令演算部５
２へ出力する。
【０１９５】
　その他のモータトルク制御手段３０１Ｂの動作は、モータトルク制御手段３０１の動作
と同じである。
【０１９６】
　図１３を参照して、電気負荷としてのインバータ１４および交流モータＭ１における消
費パワーに基づいて、電気負荷装置１００Ｂの駆動を維持する動作について説明する。図
１３に示すフローチャートは、図４に示すフローチャートのステップＳ５０を削除し、ス
テップＳ６０，Ｓ７０，Ｓ８０を追加したものであり、その他は、図４に示すフローチャ
ートと同じである。
【０１９７】
　制御部３２Ｂは、ステップＳ３０において交流モータＭ１における消費パワーの増加量
Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えると判定したとき、トルクＴｍ２（ｎ）をメモリ３６から
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読出し、その読出したトルクＴｍ２（ｎ）の極性が正か負かを判定する（ステップＳ６０
）。
【０１９８】
　そして、ステップＳ６０において、トルクＴｍ２（ｎ）の極性が正と判定されたとき、
制御部３２Ｂは、交流モータＭ２が消費モードにあると判定し、トルク指令Ｔ’ｍ２（ｎ
）を演算するように演算部３４Ｂを制御する。演算部３４Ｂは、制御部３２Ｂからの制御
に基づいて、式（７）によりトルク指令Ｔ’ｍ２（ｎ）を演算して制御部３２Ｂへ出力す
る。
【０１９９】
　そうすると、制御部３２Ｂは、演算部３４Ｂからのトルク指令Ｔ’ｍ２（ｎ）をトルク
指令値ＴＲ２としてモータ制御用相電圧演算部４０へ出力する。モータ制御用相電圧演算
部４０は、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ２、およびトルク指令値ＴＲ２（＝Ｔ’ｍ
２（ｎ））に基づいて交流モータＭ２の各相に印加する電圧を計算する。そして、モータ
制御用相電圧演算部４０は、計算した交流モータＭ２用の電圧をインバータ用ＰＷＭ信号
変換部４２へ出力する。
【０２００】
　インバータ用ＰＷＭ信号変換部４２は、モータ制御用相電圧演算部４０から交流モータ
Ｍ２用の電圧を受けると、その受けた電圧に基づいて信号ＰＷＭＩ２ｃを生成してインバ
ータ３１へ出力する。インバータ３１は、信号ＰＷＭＩ２ｃに基づいて交流モータＭ２を
駆動する。これにより、交流モータＭ２における消費パワーが低減される（ステップＳ７
０）。そして、交流モータＭ１における消費パワーの増加量をカバーするためのパワーに
相当する消費パワーが交流モータＭ２において減少される。
【０２０１】
　一方、ステップＳ６０において、トルクＴｍ２（ｎ）の極性が負であると判定されたと
き、制御部３２Ｂは、交流モータＭ２が発電モードにあると判定し、信号ＲＵＰおよび信
号ＰＢＣを生成してそれぞれ交流モータＭ２および電圧変換制御手段３０２Ａへ出力する
。
【０２０２】
　そうすると、電圧変換制御手段３０２Ａは、信号ＰＢＣに応じて信号ＰＷＭＣ２を生成
してインバータ３１へ出力する。また、交流モータＭ２は、信号ＲＵＰに応じて発電電力
を増加する（ステップＳ８０）。インバータ３１は、交流モータＭ２からの交流電圧を信
号ＰＷＭＣ２に応じて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をノードＮ１，Ｎ２を介
してコンデンサ１３に供給する。
【０２０３】
　これにより、コンデンサ１３からインバータ１４へ供給可能なパワーが増加する。
【０２０４】
　また、ステップＳ３０において、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍが
許容パワーよりも小さいと判定されたとき、それまでの制御が継続される（ステップＳ４
０）。
【０２０５】
　そして、ステップＳ４０またはステップＳ７０またはステップＳ８０の後、一連の動作
が終了する。
【０２０６】
　上述したように、実施の形態３においては、交流モータＭ１における消費パワーが急激
に増加した場合に、交流モータＭ２における消費パワーを低減し、または交流モータＭ２
における発電パワーを増加するようにインバータ３１またはインバータ３１および交流モ
ータＭ２を制御する。
【０２０７】
　再び、図１０を参照して、電気負荷装置１００Ｂにおける全体動作について説明する。
全体の動作が開始されると、制御装置３０Ｂは、Ｈレベルの信号ＳＥを生成してシステム
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リレーＳＲ１，ＳＲ２へ出力し、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２がオンされる。直流電源
Ｂは直流電圧をシステムリレーＳＲ１，ＳＲ２を介してＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出力
する。
【０２０８】
　電圧センサー１０は、直流電源Ｂから出力される直流電圧Ｖｂを検出し、その検出した
直流電圧Ｖｂを制御装置３０Ｂへ出力する。また、電圧センサー２０は、コンデンサ１３
の両端の電圧Ｖｍを検出し、その検出した電圧Ｖｍを制御装置３０Ｂへ出力する。さらに
、電流センサー２４は、交流モータＭ１に流れるモータ電流ＭＣＲＴ１を検出して制御装
置３０Ｂへ出力し、電流センサー２８は、交流モータＭ２に流れるモータ電流ＭＣＲＴ２
を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。さらに、回転センサー２５は、交流モータＭ１の
モータ回転数ＭＲＮ１を検出して制御装置３０Ｂへ出力し、回転センサー２９は、交流モ
ータＭ２のモータ回転数ＭＲＮ２を検出して制御装置３０Ｂへ出力する。そして、制御装
置３０Ｂは、外部ＥＣＵからトルク指令値ＴＲＩ１，２を受ける。
【０２０９】
　そうすると、制御装置３０Ｂは、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ１
、トルク指令値ＴＲＩ１およびモータ回転数ＭＲＮ１に基づいて、上述した方法により信
号ＰＷＭＩ１を生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ１をインバータ１４へ出力する。また
、制御装置３０Ｂは、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ２、トルク指令
値ＴＲＩ２およびモータ回転数ＭＲＮ２に基づいて、上述した方法により信号ＰＷＭＩ２
を生成し、その生成した信号ＰＷＭＩ２をインバータ３１へ出力する。
【０２１０】
　さらに、制御装置３０Ｂは、インバータ１４（または３１）が交流モータＭ１（または
Ｍ２）を駆動するとき、直流電圧Ｖｂ、出力電圧Ｖｍ、モータ電流ＭＣＲＴ１（またはＭ
ＣＲＴ２）、トルク指令値ＴＲＩ１（またはＴＲＩ２）、およびモータ回転数ＭＲＮ１（
またはＭＲＮ２）に基づいて、上述した方法によりＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮト
ランジスタＱ１，Ｑ２をスイッチング制御するための信号ＰＷＵを生成し、その生成した
信号ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出力する。
【０２１１】
　そうすると、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、信号ＰＷＵに応じて、直流電源Ｂからの直
流電圧Ｖｂを昇圧し、その昇圧した直流電圧をノードＮ１，Ｎ２を介してコンデンサ１３
に供給する。そして、インバータ１４は、コンデンサ１３によって平滑化された直流電圧
を制御装置３０Ｂからの信号ＰＷＭＩ１によって交流電圧に変換して交流モータＭ１を駆
動する。また、インバータ３１は、コンデンサ１３によって平滑化された直流電圧を制御
装置３０Ｂからの信号ＰＷＭＩ２によって交流電圧に変換して交流モータＭ２を駆動する
。これによって、交流モータＭ１は、トルク指令値ＴＲＩ１によって指定されたトルクを
発生し、交流モータＭ２は、トルク指令値ＴＲＩ２によって指定されたトルクを発生する
。
【０２１２】
　また、電気負荷装置１００Ｂが搭載されたハイブリッド自動車または電気自動車の回生
制動時、制御装置３０Ｂは、外部ＥＣＵから信号ＲＧＥを受け、その受けた信号ＲＧＥに
応じて、信号ＰＷＭＣ１，２を生成してそれぞれインバータ１４，３１へ出力し、信号Ｐ
ＷＤを生成してＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ出力する。
【０２１３】
　そうすると、インバータ１４は、交流モータＭ１が発電した交流電圧を信号ＰＷＭＣ１
に応じて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ１３を介してＤＣ／ＤＣ
コンバータ１２へ供給する。また、インバータ３１は、交流モータＭ２が発電した交流電
圧を信号ＰＷＭＣ２に応じて直流電圧に変換し、その変換した直流電圧をコンデンサ１３
を介してＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ供給する。そして、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、
コンデンサ１３からの直流電圧をノードＮ１，Ｎ２を介して受け、その受けた直流電圧を
信号ＰＷＤによって降圧し、その降圧した直流電圧を直流電源Ｂに供給する。これにより
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、交流モータＭ１またはＭ２によって発電された電力が直流電源Ｂに充電される。
【０２１４】
　また、交流モータＭ１，Ｍ２の駆動中に、交流モータＭ１における消費パワーが急激に
増加した場合、制御装置３０Ｂは、上述した方法により交流モータＭ１における消費パワ
ーの増加量Ｐｓｍを演算し、その演算した消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を
超えるか否かを判定する。そして、制御装置３０Ｂは、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容
パワーＷ０を超えないとき、それまでの制御を継続する。
【０２１５】
　一方、消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えるとき、制御装置３０Ｂは、
上述したように、交流モータＭ２が消費モードにあるか発電モードにあるかを判定する。
そして、制御装置３０Ｂは、交流モータＭ２が消費モードにあるとき、交流モータＭ２に
おける消費パワーを減少するようにインバータ３１を制御し、交流モータＭ２が発電モー
ドにあるとき、交流モータＭ２における発電量を増加するようにインバータ３１および交
流モータＭ２を制御する。
【０２１６】
　これにより、交流モータＭ１における消費パワーが急激に増加しても、コンデンサ１３
からインバータ１４へ供給可能なパワーが増加され、電気負荷装置１００Ｂは、継続して
駆動される。
【０２１７】
　なお、上記においては、交流モータＭ１における消費パワーが急激に増加した場合につ
いて説明したが、交流モータＭ２における消費パワーが急激に増加した場合に、交流モー
タＭ１における消費パワーを低減し、または交流モータＭ１における発電パワーを増加す
るようにインバータ１４またはインバータ１４および交流モータＭ１を制御するようにし
てもよいことは言うまでもない。
【０２１８】
　また、交流モータＭ２における消費パワーを低減することは、コンデンサ１３からイン
バータ１４へ供給可能なパワーを、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍを
カバーするように増加させることに相当する。そして、コンデンサ１３からインバータ１
４へ供給可能なパワーを、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍをカバーす
るように増加させることは、交流モータＭ１における消費パワーの増加量Ｐｓｍを電気負
荷装置１００Ｂの駆動を維持可能な範囲に制御することに相当する。
【０２１９】
　さらに、インバータ１４，３１および交流モータＭ１，Ｍ２は、「電気負荷」を構成す
る。
【０２２０】
　さらに、交流モータＭ１，Ｍ２のいずれか一方は、「発電機」を構成する。そして、電
気負荷装置１００Ｂがハイブリッド自動車に搭載される場合、発電機を構成する交流モー
タＭ１，Ｍ２のいずれか一方は、エンジンに接続され、エンジンからの動力によって発電
する。
【０２２１】
　さらに、この発明による電気負荷装置の制御方法は、図１３に示すフローチャートに従
って電圧変換器（すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２）の駆動を維持する範囲に電気負
荷における消費パワーの増加量を制御する電気負荷装置の制御方法である。
【０２２２】
　さらに、制御部３２Ｂ、演算部３４Ｂ、モータ制御用相電圧演算部４０およびインバー
タ用ＰＷＭ信号変換部４２における消費パワーの増加量の制御は、実際にはＣＰＵによっ
て行なわれ、ＣＰＵは、図１３に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムを
ＲＯＭから読出し、その読出したプログラムを実行して図１３に示すフローチャートに従
って電気負荷の駆動動作を維持する範囲に電気負荷における消費パワーの増加量を制御す
る。したがって、ＲＯＭは、図１３に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラ
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ムを記録したコンピュータ（ＣＰＵ）読取り可能な記録媒体に相当する。
【０２２３】
　その他は、実施の形態１と同じである。
　実施の形態３によれば、電気負荷装置は、直流電源からの直流電圧を出力電圧に昇圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧によって交流モータを駆動
するインバータと、一方の交流モータにおける消費パワーの増加量が一方の交流モータに
供給可能な許容パワーを超えるとき、他方の交流モータにおける消費パワーを低減させ、
または他方の交流モータにおける発電パワーを増加させるように制御する制御装置とを備
えるので、電気負荷の駆動動作が停止する程度に消費パワーが変化しても、電気負荷の駆
動を安定して継続できる。
【０２２４】
　［実施の形態４］
　図１４を参照して、実施の形態４による電気負荷装置１００Ｃは、電気負荷装置１００
Ｂの制御装置３０Ｂを制御装置３０Ｃに代えたものであり、その他は、電気負荷装置１０
０Ｂと同じである。
【０２２５】
　制御装置３０Ｃは、交流モータＭ１，Ｍ２の動作中にコンデンサ１３側からＤＣ／ＤＣ
コンバータ１２へ回生される回生パワーが急激に大きくなった場合、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１２の動作を停止させずに電気負荷装置１００Ｃの駆動を維持するようにＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１２を制御する。その他の制御装置３０Ｃの動作は、制御装置３０Ｂの動作と同
じである。
【０２２６】
　交流モータＭ１が消費モードにあり、交流モータＭ２が発電モードにある場合（すなわ
ち、電気負荷装置１００Ｃが搭載されたハイブリッド自動車または電気自動車の回生ブレ
ーキ制御中）に、車輪のロックが検出されると、交流モータＭ１における消費パワーが急
激に減少する。
【０２２７】
　そうすると、コンデンサ１３側からＤＣ／ＤＣコンバータ１２へ回生される回生パワー
が急激に増加し、過電圧がＤＣ／ＤＣコンバータ１２に印加される。過電圧がＤＣ／ＤＣ
コンバータ１２に印加された状態が継続すると、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の破損に繋が
る。
【０２２８】
　そこで、制御装置３０Ｃは、回生パワーが急激に増加しても、電気負荷装置１００Ｃの
駆動を維持するようにＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する。
【０２２９】
　なお、説明を解り易くするために、以下においては、交流モータＭ１が消費モードにあ
り、交流モータＭ２が発電モードにある場合について説明する。
【０２３０】
　図１５を参照して、制御装置３０Ｃは、制御装置３０Ｂのモータトルク制御手段３０１
Ｂをモータトルク制御手段３０１Ｃに代えたものであり、その他は、制御装置３０Ｂと同
じである。
【０２３１】
　モータトルク制御手段３０１Ｃは、各指令時ｔごとに交流モータＭ１における消費パワ
ーＰｏｕｔと、交流モータＭ２における発電パワーＰｉｎとを演算し、その演算した消費
パワーＰｏｕｔおよび発電パワーＰｉｎに基づいて回生パワーＰｂを演算する。そして、
モータトルク制御手段３０１Ｃは、前回指令時から今回指令時までの間における回生パワ
ーＰｂの増加量ΔＰｂを演算し、その演算した増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを
超えるか否かを判定する。ここで、応答最大値とは、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２で吸収可
能な回生パワーＰｂの増加量を言う。
【０２３２】
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　モータトルク制御手段３０１Ｃは、増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えてい
るとき、電圧指令値を低下してＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御し、増加量ΔＰｂが応答
最大値ΔＰｂｌｉｍを超えていないとき、それまでのＤＣ／ＤＣコンバータ１２の制御を
継続する。
【０２３３】
　その他のモータトルク制御手段３０１Ｃの動作は、モータトルク制御手段３０１Ｂの動
作と同じである。
【０２３４】
　図１６を参照して、モータトルク制御手段３０１Ｃは、モータトルク制御手段３０１Ｂ
の制御部３２Ｂおよび演算部３４Ｂをそれぞれ制御部３２Ｃおよび演算部３４Ｃに代えた
ものであり、その他は、モータトルク制御手段３０１Ｂと同じである。
【０２３５】
　制御部３２Ｃは、消費パワーＰｏｕｔおよび発電パワーＰｉｎを演算し、その演算した
消費パワーＰｏｕｔおよび発電パワーＰｉｎに基づいて回生パワーＰｂを演算するように
演算部３４Ｃを制御する。そして、制御部３２Ｃは、さらに、回生パワーＰｂの増加量Δ
Ｐｂを演算するように演算部３４Ｃを制御する。
【０２３６】
　制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃにより演算された回生パワーＰｂの増加量ΔＰｂが応答
最大値ΔＰｂｌｉｍを超えるか否かを判定し、増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを
超えるとき、電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄを演算するように演算部３４Ｃを制御する。また
、制御部３２Ｃは、増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えないとき、電圧指令Ｖ
ｄｃｃｏｍ＿ｎを演算するように演算部３４Ｃを制御する。
【０２３７】
　そして、制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃにより演算された電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄま
たはＶｄｃｃｏｍ＿ｎをフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。
【０２３８】
　演算部３４Ｃは、メモリ３６からモータ電流ＭＣＲＴ１およびモータ回転数ＭＲＮ１を
読出してトルクＴｍ１（ｎ）および回転角速度ωｍ１（ｎ）を演算する。そして、演算部
３４Ｃは、演算したトルクＴｍ１（ｎ）および回転角速度ωｍ１（ｎ）から交流モータＭ
１における消費パワーＰｏｕｔを演算する。
【０２３９】
　また、演算部３４Ｃは、メモリ３６からモータ電流ＭＣＲＴ２および出力電圧Ｖｍを読
出し、その読出したモータ電流ＭＣＲＴ２および出力電圧Ｖｍに基づいて交流モータＭ２
における発電パワーＰｉｎを演算する。そして、演算部３４Ｃは、発電パワーＰｉｎから
消費パワーＰｏｕｔを減算して今回指令時における回生パワーＰｂｍ（ｎ）を演算し、さ
らに、回生パワーの増加量ΔＰｂ（＝Ｐｂｍ（ｎ）－Ｐｂｍ（ｎ－１））を演算する。な
お、この場合、演算部３４Ｃは、前回指令時における回生パワーＰｂｍ（ｎ－１）をメモ
リ３６から読出す。
【０２４０】
　さらに、演算部３４Ｃは、回生パワーの増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超え
ているとき、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２により吸収できない回生パワーの増加量ΔＰｂ０
を次式により演算する。
【０２４１】
【数８】

【０２４２】
　さらに、演算部３４Ｃは、式（８）により演算した増加量ΔＰｂ０に基づいて低下させ
るべき電圧指令値ΔＶｒｅｆを次式により演算する。
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【０２４３】
【数９】

【０２４４】
　ここで、Ｔ０は、前回指令時から今回指令時までの時間を表わす。
　さらに、演算部３４Ｃは、式（９）により演算した低下させるべき電圧指令値ΔＶｒｅ
ｆを用いて次式により電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ）を演算する。
【０２４５】
【数１０】

【０２４６】
　式（１０）において、Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）は、前回指令時における電圧指令で
あり、メモリ３６に記憶されている。そして、Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）は、前回指令
時に回生パワーの増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えている場合、式（８）～
式（１０）により演算された前回指令時における電圧指令である。
【０２４７】
　また、Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）は、前回指令時には回生パワーの増加量ΔＰｂが応
答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えていない場合、前回指令時におけるトルクＴｍ１（ｎ－１）
およびモータ回転数ＭＲＮ１に基づいて演算された電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎである。つ
まり、Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）は、交流モータＭ１においてトルクＴｍ１（ｎ－１）
を発生させるための電圧指令である。
【０２４８】
　さらに、演算部３４Ｃは、回生パワーの増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超え
ていないとき、今回指令時におけるトルクＴｍ１（ｎ）およびモータ回転数ＭＲＮ１に基
づいて電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎ（ｎ）を演算する。
【０２４９】
　なお、制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃにより演算された電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ
），Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎ（ｎ）をそれぞれ電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ，Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎと
してフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。
【０２５０】
　図１７を参照して、電気負荷としてのインバータ１４および交流モータＭ１における消
費パワーに基づいて、電気負荷装置１００Ｃの駆動を維持する動作について説明する。
【０２５１】
　一連の動作が開始されると、演算部３４Ｃは、交流モータＭ１における消費パワーＰｏ
ｕｔと交流モータＭ２における発電パワーＰｉｎとを演算する（ステップＳ１００）。そ
して、演算部３４Ｃは、演算した発電パワーＰｉｎから消費パワーＰｏｕｔを減算して回
生パワーＰｂを演算し、さらに、その演算した回生パワーＰｂの前回指令時から今回指令
時までの間Ｔ０における増加量ΔＰｂを演算する（ステップＳ１１０）。
【０２５２】
　そうすると、制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃにより演算された回生パワーの増加量ΔＰ
ｂが応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えるか否かを判定する（ステップＳ１２０）。制御部３
２Ｃは、ステップＳ１２０において、回生パワーの増加量ΔＰｂが応答最大値ΔＰｂｌｉ
ｍ以下であると判定したとき、電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｎを演算するように演算部３４Ｃ
を制御する。
【０２５３】
　そして、演算部３４Ｃは、制御部３２Ｃからの制御に基づいて、今回指令時におけるト
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ルクＴｍ１（ｎ）およびモータ回転数ＭＲＮ１をメモリ３６から読出し、電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｎを演算する。制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃにより演算された電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｎをフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。
【０２５４】
　フィードバック電圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ｃからの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿
ｎ、および電圧センサー２０からの出力電圧Ｖｍに基づいてフィードバック電圧指令Ｖｄ
ｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎを演算してデューティー比変換部５４へ出力する。デューティー比変
換部５４は、電圧センサー１０からのバッテリ電圧Ｖｂと、フィードバック電圧指令演算
部５２Ａからのフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎとに基づいて、電圧セン
サー２０からの出力電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２Ａからのフィードバ
ック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎに設定するためのデューティー比を演算し、その演
算したデューティー比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，
Ｑ２をオン／オフするための信号ＰＷＵを生成する。そして、デューティー比変換部５４
は、生成した信号ＰＷＵをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２へ
出力する。
【０２５５】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、信号ＰＷＵに基づいて、出力電圧Ｖｍが電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｆｂ＿ｎになるように直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換する。これにより、ト
ルク指令をそのまま実行する処理が終了する（ステップＳ１３０）。
【０２５６】
　一方、制御部３２Ｃは、ステップＳ１２０において、回生パワーの増加量ΔＰｂが応答
最大値ΔＰｂｌｉｍを超えていると判定したとき、電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄを演算する
ように演算部３４Ｃを制御する。
【０２５７】
　そうすると、演算部３４Ｃは、制御部３２Ｃからの制御に基づいて、ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１２により吸収できない回生パワーの増加量ΔＰｂ０を式（８）を用いて演算する。
そして、演算部３４Ｃは、前回指令時から今回指令時までの時間Ｔ０および演算した増加
量ΔＰｂ０を式（９）に代入して電圧指令値の低下量ΔＶｒｅｆを演算する。さらに、演
算部３４Ｃは、前回指令時における電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）をメモリ３６か
ら読出し、その読出した電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ－１）と演算した低下量ΔＶｒｅ
ｆとを式（１０）に代入して今回指令時における電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ）を演算
する。
【０２５８】
　制御部３２Ｃは、演算部３４Ｃからの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ（ｎ）を電圧指令Ｖｄ
ｃｃｏｍ＿ｄとしてフィードバック電圧指令演算部５２Ａへ出力する。フィードバック電
圧指令演算部５２Ａは、制御部３２Ｃからの電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｄ、および電圧セン
サー２０からの出力電圧Ｖｍに基づいてフィードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｄ
を演算してデューティー比変換部５４へ出力する。デューティー比変換部５４は、電圧セ
ンサー１０からのバッテリ電圧Ｖｂと、フィードバック電圧指令演算部５２Ａからのフィ
ードバック電圧指令Ｖｄｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｄとに基づいて、電圧センサー２０からの出力
電圧Ｖｍを、フィードバック電圧指令演算部５２Ａからのフィードバック電圧指令Ｖｄｃ
ｃｏｍ＿ｆｂ＿ｄに設定するためのデューティー比を演算し、その演算したデューティー
比に基づいてＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，Ｑ２をオン／オフす
るための信号ＰＷＵＤ（信号ＰＷＵの一種）を生成する。そして、デューティー比変換部
５４は、生成した信号ＰＷＵＤをＤＣ／ＤＣコンバータ１２のＮＰＮトランジスタＱ１，
Ｑ２へ出力する。
【０２５９】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、信号ＰＷＵＤに基づいて、出力電圧Ｖｍが電圧指令Ｖｄ
ｃｃｏｍ＿ｆｂ＿ｄになるように直流電圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換する。より具体的に
は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、ＮＰＮトランジスタＱ１のオン時間を長くして直流電
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圧Ｖｂを出力電圧Ｖｍに変換する。これにより、電圧指令値を低下したＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１２の制御が行なわれる（ステップＳ１３０）。そして、出力電圧Ｖｍの電圧レベル
は低下し、過電圧がＤＣ／ＤＣコンバータ１２に印加されることはない。
【０２６０】
　ＮＰＮトランジスタＱ１のオン時間を長くすると、出力電圧Ｖｍの電圧レベルが低下す
るので、電圧指令値を低下してＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御することは、ＮＰＮトラ
ンジスタＱ１のオン時間を長くしてＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御することに相当する
。
【０２６１】
　なお、上記においては、交流モータＭ１が消費モードにあり、交流モータＭ２が発電モ
ードにある場合について説明したが、この発明は、これに限らず、交流モータＭ１が発電
モードにあり、交流モータＭ２が消費モードにある場合であってもよいことは言うまでも
ない。
【０２６２】
　また、上記においては、モータが２つの場合について説明したが、モータが１つの場合
でも、回生モードにおいて回生パワーが急激に増加することが想定されるので、この発明
は、モータが１つの場合にＤＣ／ＤＣコンバータ１２の出力側に過電圧が印加されないよ
うに電圧指令値を低下させてＤＣ／ＤＣコンバータ１２を制御する場合も含む。
【０２６３】
　さらに、応答最大値ΔＰｂｌｉｍは、電気負荷（インバータ１４，３１および交流モー
タＭ１，Ｍ２）の駆動動作を維持可能な電気負荷におけるパワーの変化量の最大値である
「限界値」に相当する。
【０２６４】
　さらに、この発明による電気負荷装置の制御方法は、図１７に示すフローチャートに従
って電圧変換器（すなわち、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２）の駆動を維持する範囲に電気負
荷における消費パワーの増加量を制御する電気負荷装置の制御方法である。
【０２６５】
　さらに、制御部３２Ｃ、演算部３４Ｃ、フィードバック電圧指令演算部５２Ａおよびデ
ューティー比変換部５４における回生パワーの増加量の制御は、実際にはＣＰＵによって
行なわれ、ＣＰＵは、図１７に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラムをＲ
ＯＭから読出し、その読出したプログラムを実行して図１７に示すフローチャートに従っ
て電気負荷の駆動動作を維持する範囲に電気負荷における回生パワーの増加量を制御する
。したがって、ＲＯＭは、図１７に示すフローチャートの各ステップを備えるプログラム
を記録したコンピュータ（ＣＰＵ）読取り可能な記録媒体に相当する。
【０２６６】
　その他は、実施の形態３と同じである。
　実施の形態４によれば、電気負荷装置は、直流電源からの直流電圧を出力電圧に昇圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧によって交流モータを駆動
するインバータと、交流モータからＤＣ／ＤＣコンバータへの回生パワーの増加量がＤＣ
／ＤＣコンバータにより吸収可能な応答最大値を超えるとき、電圧指令値を低下してＤＣ
／ＤＣコンバータを制御する制御装置とを備えるので、電気負荷の駆動動作が停止する程
度に回生パワーが増加しても、ＤＣ／ＤＣコンバータに過電圧が印加されず、電気負荷の
駆動を安定して継続できる。
【０２６７】
　［実施の形態５］
　図１８を参照して、実施の形態５による電気負荷装置１００Ｄは、電気負荷装置１００
Ｂの制御装置３０Ｂを制御装置３０Ｄに代えたものであり、その他は、電気負荷装置１０
０Ｂと同じである。
【０２６８】
　制御装置３０Ｄは、交流モータＭ１における消費パワーが急激に増加して交流モータＭ
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１における消費パワーの増加量Ｐｓｍが許容パワーＷ０を超えた場合、電気負荷装置１０
０Ｄの駆動を継続可能な範囲に消費パワーの増加量Ｐｓｍを制御し、コンデンサ１３側か
らＤＣ／ＤＣコンバータ１２への回生パワーが急激に増加して回生パワーの増加量ΔＰｂ
が応答最大値ΔＰｂｌｉｍを超えた場合、電気負荷装置１００Ｄの駆動を継続可能な範囲
に回生パワーの増加量ΔＰｂを制御する。
【０２６９】
　そして、制御装置３０Ｄは、上述した実施の形態１～実施の形態３のいずれかを用いて
、電気負荷装置１００Ｄの駆動を継続可能な範囲に消費パワーの増加量Ｐｓｍを制御し、
実施の形態４を用いて、電気負荷装置１００Ｄの駆動を継続可能な範囲に回生パワーの増
加量ΔＰｂを制御する。
【０２７０】
　したがって、制御装置３０Ｄは、制御装置３０，３０Ａ，３０Ｂのいずれか１つの機能
と、制御装置３０Ｃの機能とを併せ持つ。
【０２７１】
　制御装置３０Ｄにおける消費パワーの増加量Ｐｓｍおよび回生パワーの増加量ΔＰｂの
制御は、図４、図９および図１３のいずれかに示すフローチャートと、図１７に示すフロ
ーチャートとに従って行なわれる。
【０２７２】
　したがって、図４、図９および図１３のいずれかに示すフローチャートと、図１７に示
すフローチャートとに従って消費パワーの増加量Ｐｓｍおよび回生パワーの増加量ΔＰｂ
を制御する方法は、この発明による電気負荷装置の制御方法を構成する。
【０２７３】
　また、コンピュータ（ＣＰＵ）は、図４、図９および図１３のいずれかに示すフローチ
ャートと、図１７に示すフローチャートとに従って消費パワーの増加量Ｐｓｍおよび回生
パワーの増加量ΔＰｂを制御する。したがって、ＲＯＭは、図４、図９および図１３のい
ずれかに示すフローチャートと、図１７に示すフローチャートとに示される各ステップを
備えるプログラムを記録したコンピュータ（ＣＰＵ）読取り可能な記録媒体である。
【０２７４】
　その他は、実施の形態１～実施の形態４と同じである。
　実施の形態５によれば、電気負荷装置は、直流電源からの直流電圧を出力電圧に昇圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧によって交流モータを駆動
するインバータと、交流モータにおける消費パワーが急激に増加したとき、または交流モ
ータからＤＣ／ＤＣコンバータへの回生パワーが急激に増加したとき、電気負荷の駆動を
継続可能な範囲に消費パワーの増加量または回生パワーの増加量を制御する制御装置とを
備えるので、電気負荷の駆動動作が停止する程度に電気負荷におけるパワーが増加しても
、電気負荷の駆動を安定して継続できる。
産業上の利用可能性
　この発明は、電気負荷においてパワーが急激に変化した場合、そのパワーの変化量を制
御して電気負荷の安定した駆動を継続する電気負荷装置に適用される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１による電気負荷装置の回路図およびブロック図である。
【図２】　図１に示す制御装置のブロック図である。
【図３】　図２に示すモータトルク制御手段のブロック図である。
【図４】　実施の形態１による消費パワーの増加量を制御する動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図５Ａ】　電気負荷における消費パワーが急激に変化した場合の電圧およびパワーの状
態を示す第１図である。
【図５Ｂ】　電気負荷における消費パワーが急激に変化した場合の電圧およびパワーの状
態を示す第２図である。
【図５Ｃ】　電気負荷における消費パワーが急激に変化した場合の電圧およびパワーの状
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態を示す第３図である。
【図６】　実施の形態２による電気負荷装置の回路図およびブロック図である。
【図７】　図６に示す制御装置のブロック図である。
【図８】　図７に示すモータトルク制御手段のブロック図である。
【図９】　実施の形態２による消費パワーの増加量を制御する動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１０】　実施の形態３による電気負荷装置の回路図およびブロック図である。
【図１１】　図１０に示す制御装置のブロック図である。
【図１２】　図１１に示すモータトルク制御手段のブロック図である。
【図１３】　実施の形態３による消費パワーの増加量を制御する動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１４】　実施の形態４による電気負荷装置の回路図およびブロック図である。
【図１５】　図１４に示す制御装置のブロック図である。
【図１６】　図１５に示すモータトルク制御手段のブロック図である。
【図１７】　実施の形態４による消費パワーの増加量を制御する動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１８】　実施の形態５による電気負荷装置の回路図およびブロック図である。
【図１９】　従来のモータ駆動装置の回路図およびブロック図である。
【図２０】　従来のモータ駆動装置の別の回路図およびブロック図である。
【図２１Ａ】　電気負荷における消費パワーが急激に変化した場合の電圧の状態を示す第
１図である。
【図２１Ｂ】　電気負荷における消費パワーが急激に変化した場合の電圧の状態を示す第
２図である。
【符号の説明】
　１００　電気負荷装置、Ｂ　直流電源、１２　ＤＣ／ＤＣコンバータ、１４　インバー
タ、Ｍ１　交流モータ、３０　制御装置。
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