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(57)【要約】
【課題】モータを停止させずに、モータの温度上昇を抑
制する。
【解決手段】モータの温度が第１の所定温度Ｔemp1を超
えると、モータの最大出力トルクを、モータ温度に応じ
て制限するとともに、モータ温度が第１の所定温度Ｔem
p1より高い第２の所定温度Ｔemp2を超えると、モータの
最大出力トルクを、モータ温度に依存せず、０より大き
い所定トルクに設定し、モータの出力トルクが最大出力
トルク以下となるように、モータの駆動を制御する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータの温度（以下、モータ温度）を検出するモータ温度検出手段と、
　前記モータ温度検出手段によって検出されるモータ温度が第１の所定温度を超えると、
前記モータの最大出力トルクを、前記モータ温度に応じて制限する最大出力トルク制限手
段と、
　前記モータの出力トルクが前記最大出力トルク制限手段によって制限された最大出力ト
ルク以下となるように、前記モータの駆動を制御するモータ制御手段とを備え、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記前記モータ温度検出手段によって検出されるモー
タ温度が前記第１の所定温度より高い第２の所定温度を超えると、前記モータの最大出力
トルクを、前記モータ温度に依存せず、０より大きい所定トルクに設定することを特徴と
するモータの温度保護制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記モータを冷却する冷媒の温度（以下、冷媒温度）を検出する冷媒温度検出手段をさ
らに備え、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記冷媒温度検出手段によって検出される冷媒温度に
基づいて、前記所定トルクを設定することを特徴とするモータの温度保護制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記冷媒温度検出手段によって検出される冷媒温度が
低いほど、前記所定トルクを大きくすることを特徴とするモータの温度保護制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記モータの回転数を検出する回転数検出手段をさらに備え、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記回転数検出手段によって検出される回転数に基づ
いて、前記所定トルクを設定することを特徴とするモータの温度保護制御装置。
【請求項５】
　請求項２または請求項３に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記冷媒温度検出手段によって検出される冷媒温度、
および、前記前記回転数検出手段によって検出される回転数に基づいて、前記所定トルク
を設定することを特徴とするモータの温度保護制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記モータ温度検出手段の故障を検出する故障検出手段をさらに備え、
　前記最大出力トルク制限手段は、前記故障検出手段によって、前記モータ温度検出手段
の故障が検出されると、前記モータの最大出力トルクを、前記所定トルクに設定すること
を特徴とするモータの温度保護制御装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のモータの温度保護制御装置において、
　前記所定トルクは、前記モータ駆動時の発熱量が抜熱量未満となる値であることを特徴
とするモータの温度保護制御装置。
【請求項８】
　モータの温度（以下、モータ温度）が第１の所定温度を超えると、前記モータの最大出
力トルクを、前記モータ温度に応じて制限するとともに、前記モータ温度が前記第１の所
定温度より高い第２の所定温度を超えると、前記モータの最大出力トルクを、前記モータ
温度に依存せず、０より大きい所定トルクに設定し、前記モータの出力トルクが前記最大
出力トルク以下となるように、前記モータの駆動を制御することを特徴とするモータの温
度保護制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータの温度保護制御を行う装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、モータのステータ巻線の近傍温度を検出し、検出した温度が所定温度以上になる
と、モータの運転を停止することによって、モータの温度上昇を抑制する技術が知られて
いる（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１７４２７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、ステータ巻線の近傍温度が所定温度以上になると、モ
ータの運転が必要な場合でも、モータの運転を停止してしまうという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によるモータの温度保護制御装置および温度保護制御方法は、モータの温度が第
１の所定温度を超えると、モータの最大出力トルクをモータ温度に応じて制限するととも
に、モータ温度が第１の所定温度より高い第２の所定温度を超えると、モータの最大出力
トルクを、モータ温度に依存せず、０より大きい所定トルクに設定し、モータの出力トル
クが最大出力トルク以下となるように、モータの駆動を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によるモータの温度保護制御装置および温度保護制御方法によれば、モータの温
度が上昇した場合でも、モータの運転を継続して行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　－第１の実施の形態－
　図１は、第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置の構成を示す図である。
第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置は、３相交流モータ１（以下では、
交流モータ１、または、単にモータ１と呼ぶ）と、コントローラ２と、インバータ３と、
バッテリ４と、コイル温度センサ５と、冷媒温度センサ６と、回転数センサ７とを備える
。このモータの温度保護制御装置は、例えば、ハイブリッド車や電気自動車に搭載されて
使用される。
【０００８】
　交流モータ１は、集中巻モータである。図２は、交流モータ１の構成を示す図である。
交流モータ１は、ステータ１１と、ステータ１の内側に設けられたロータ１２とを備える
。ステータ１１を構成するステータコア１３は、内周方向に突出した複数のティース１４
を有する。各ティースは、同一円周上に等間隔に配置されており、巻線が巻き付けられる
ことによって、ステータコイル１５が構成されている。ステータ１１の外側は、モータケ
ース１６により覆われている。
【０００９】
　図３は、図２に示す交流モータ１をＡ－Ａの位置で切断した場合の断面図である。モー
タケース１６内には、モータ１を冷却するための冷媒（例えば、水）を流す冷媒流路１７
が設けられている。ステータコイル１５で発せられる熱は、図３に示すように、モータケ
ース１６を介して、冷媒流路１７内を流れる冷媒に抜けていく。
【００１０】
　コイル温度センサ５は、複数のステータコイル１５のうち、いずれか１つのステータコ
イル１５の温度を検出して、コントローラ２に出力する。冷媒温度センサ６は、冷媒流路
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１７内を流れる冷媒の温度を検出して、コントローラ２に出力する。回転数センサ７は、
モータ１の回転数を検出して、コントローラ２に出力する。
【００１１】
　バッテリ４の直流電力は、インバータ３で交流電力に変換されて、モータ１に供給され
る。コントローラ２は、後述するように、コイル温度センサ５によって検出されるコイル
温度、冷媒温度センサ６によって検出される冷媒温度、および、回転数センサ７によって
検出されるモータ回転数に基づいて、モータ１の出力トルクの上限値（最大出力トルク）
を設定し、モータ１の出力トルクが出力トルクの上限値以下となるように、インバータ３
を制御する。
【００１２】
　従来のモータ制御技術では、モータ１の回転数に応じて、モータ１の最大出力トルク、
すなわち、モータ１が出力可能な最大トルクを決定していた。第１の実施の形態における
モータの温度保護制御装置でも、モータ１の温度が高くない領域においては、モータ１の
回転数に応じて、モータ１の最大出力トルクを決定する。
【００１３】
　図４は、モータ１の回転数と、モータ１の最大出力トルクとの関係を示す図である。コ
ントローラ３は、図４に示すようなモータ１の回転数と最大出力トルクとの関係を示すデ
ータを保有しており、コイル温度センサ５によって検出されるコイル温度が後述する第１
の所定温度Ｔemp1以下の場合には、回転数センサ７によって検出されるモータ回転数に応
じて、モータ１の最大出力トルクを決定する。
【００１４】
　第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置では、ステータコイル１５（モー
タ１）の温度が上昇すると、さらなる温度上昇を抑制するために、コイル温度センサ５に
よって検出されるステータコイル１５の温度に応じて、モータ１の回転数に応じて定まる
最大出力トルクの値を制限する（小さくする）。図５は、ステータコイル１５の温度と、
モータ１の最大出力トルクとの関係を示す図である。ただし、図５の縦軸は、モータ１の
回転数に応じて定まる最大出力トルクに対して、制限時の最大出力トルクの割合（％）を
示している。従って、制限が無い場合には、値が１００％となる。
【００１５】
　図５に示すように、ステータコイル１５の温度が第１の所定温度Ｔemp1（例えば、１５
０℃）以下の場合には、モータ１の回転数に応じて定まる最大出力トルクを制限しない。
ステータコイル１５の温度が第１の所定温度Ｔemp1を超えると、ステータコイル１５の温
度に応じて、最大出力トルクの制限を行い、ステータコイル１５の温度が第２の所定温度
Ｔemp2（例えば、１７０℃）を超えると、制限の割合を一定にする。制限の割合を一定に
したときの値をＣ（０＜Ｃ＜１００）（％）とする。この場合、モータ１の最大出力トル
クは、モータ１の回転数に応じて定まる最大出力トルクをＴrq0とすると、Ｔrq0×Ｃとな
る。換言すると、ステータコイル１５の温度が第２の所定温度Ｔemp2を超えると、モータ
１の最大出力トルクを、ステータコイルの温度に依存せず、０より大きい所定トルク（Ｔ
rq0×Ｃ）に設定する。
【００１６】
　所定トルク（Ｔrq0×Ｃ）、すなわち、一定値Ｃは、ステータコイル１５の温度が第２
の所定温度Ｔemp2と等しい状態でモータ１を駆動した時に、ステータコイル１５の発熱量
が、ステータコイル１５から冷媒流路１７内を流れる冷媒へ抜ける熱量（抜熱量）を下回
るような値を予め実験等によって求めて、決定しておく。これにより、モータ１（ステー
タコイル）が高温になった場合でも、モータ１の出力がTrq0×Ｃ以下の範囲で運転を行う
限り、ステータコイル１５のさらなる温度上昇を抑制しつつ、モータ１の運転を継続して
行うことができる。
【００１７】
　なお、ステータコイル１５から冷媒への抜熱量は、ステータコイル１５の温度と冷媒の
温度との差が大きいほど大きくなる。すなわち、ステータコイル１５が高温になるほど、
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冷媒への抜熱量は大きくなる。従って、ステータコイル１５の温度が第２の所定温度Ｔem
p2と等しい状態でモータ１を駆動した時に、ステータコイル１５の発熱量が冷媒への抜熱
量より小さくなるように、一定値Ｃを決定しておけば、モータ１の出力がTrq0×Ｃ以下の
範囲で運転を行う限り、ステータコイル１５の温度は低下していく。
【００１８】
　ここで、ステータコイル１５から冷媒への抜熱量は、冷媒の温度が低いほど大きくなり
、冷媒の温度が高いほど小さくなる。従って、一定値Ｃは、冷媒の温度に応じて設定する
。図６は、冷媒の温度に応じて設定される一定値Ｃの一例を示す図である。図６に示すよ
うに、一定値Ｃを、冷媒の温度が高い場合に比べて、冷媒の温度が低い場合の値を大きく
して、モータ１の回転数に応じて定まる最大出力トルクを制限する量を小さくする。これ
により、冷媒の温度が低い場合には、モータ１の運転領域が拡大される。
【００１９】
　なお、図６では、一定値Ｃの値として、冷媒の温度が低い場合と高い場合の２つしか示
していないが、冷媒の温度が低いほど、一定値Ｃの値は大きくなるように、また、冷媒の
温度が高いほど、一定値Ｃの値は小さくなるように設定する。冷媒の温度に対する適切な
一定値Ｃの値は、実験などによって予め求めておく。
【００２０】
　一定値Ｃはまた、モータ１の回転数に応じても設定する。図７は、モータ１の回転数と
、モータ１の最大出力トルクとの関係を示す図である。図７において、点線は制限が無い
場合の最大出力トルク曲線（図４参照）を表し、実線は、ステータコイルの温度が第２の
所定温度Ｔemp2を超えた場合の最大出力トルク曲線（制限時の最大出力トルク曲線）を表
している。図８は、モータ１の回転数と、一定値Ｃとの関係を示す図である。図８に示す
ように、モータ１の運転領域が中速域において、一定値Ｃは高い値となっている。これは
、モータの効率は中速・中トルク領域で最も高いため（図４参照）、発熱に対する出力の
比が大きくとれるからである。
【００２１】
　なお、図７では、冷媒の温度に応じた制限時の最大出力トルク曲線も表している。図７
に示すように、制限時の最大出力トルクは、冷媒の温度が高い場合に比べて、冷媒の温度
が低い方が大きい値となる。従って、図８に示すように、冷媒の温度が高い場合に比べて
、低い場合の一定値Ｃも大きい値となる。
【００２２】
　すなわち、第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置では、ステータコイル
１５の温度が第１の所定温度Ｔemp1以下の場合には、モータ１の回転数に応じて、モータ
１の最大出力トルクを決定し、ステータコイル１５の温度が第１の所定温度Ｔemp1を超え
ると、コイル温度センサ５によって検出されるステータコイルの温度、冷媒温度センサ６
によって検出される冷媒温度、および、回転数センサ７によって検出される回転数に基づ
いて、モータ１の最大出力トルクを設定する。ただし、ステータコイル１５の温度が第２
の所定温度Ｔemp2を超えると、モータ１の最大出力トルクは、ステータコイルの温度に依
存しない値とする。
【００２３】
　ここでは、ステータコイル１５の温度が第１の所定温度Ｔemp1より高い条件下において
、ステータコイルの温度、冷媒温度、および、モータ回転数と、モータ１の最大出力トル
クとの関係を示すデータを予め実験等を行うことにより求めておき、求めたデータをコン
トローラ２のメモリ（不図示）に格納しておく。コントローラ２は、メモリに格納されて
いるデータと、コイル温度センサ５によって検出されるステータコイルの温度、冷媒温度
センサ６によって検出される冷媒温度、および、回転数センサ７によって検出される回転
数とに基づいて、モータ１の最大出力トルク（制限時の最大出力トルク）を設定する。
【００２４】
　図９は、第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によって行われる処理内
容を示すフローチャートである。コントローラ２は、モータ１の駆動制御時に、ステップ
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Ｓ１０から始まる処理を繰り返し行う。
【００２５】
　ステップＳ１０では、コイル温度センサ５によって検出されるステータコイル１５の温
度が第１の所定温度Ｔemp1より高いか否かを判定する。ステータコイル１５の温度が第１
の所定温度Ｔemp1以下であると判定するとステップＳ１０で待機する。この場合、モータ
１の最大出力トルクは、回転数センサ７によって検出されるモータ回転数に基づいて決定
される。一方、ステータコイルの温度が第１の所定温度Ｔemp1より高いと判定すると、ス
テップＳ２０に進む。
【００２６】
　ステップＳ２０では、モータ１の最大出力トルクの制限を開始する。上述したように、
制限時の最大出力トルクは、図示しないメモリに格納されているデータと、コイル温度セ
ンサ５によって検出されるステータコイルの温度、冷媒温度センサ６によって検出される
冷媒温度、および、回転数センサ７によって検出される回転数に基づいて設定する。また
、モータ１の出力トルクが設定した最大出力トルク以下となるように、モータ１の駆動を
制御する。
【００２７】
　ステップＳ２０に続くステップＳ３０では、コイル温度センサ５によって検出されるス
テータコイルの温度が第２の所定温度Ｔemp2より高いか否かを判定する。ステータコイル
の温度が第２の所定温度Ｔemp2以下であると判定するとステップＳ７０に進み、第２の所
定温度Ｔemp2より高いと判定すると、ステップＳ４０に進む。
【００２８】
　ステップＳ４０では、モータ１の最大出力トルクを、ステータコイル１５の温度に依存
しない所定トルクに設定する。この所定トルクは、上述したように、冷媒温度センサ６に
よって検出される冷媒温度、および、回転数センサ７によって検出される回転数に基づい
て定まる値である。
【００２９】
　ステップＳ４０に続くステップＳ５０では、コイル温度センサ５によって検出されるス
テータコイルの温度が第２の所定温度Ｔemp2以下であるか否かを判定する。ステータコイ
ルの温度が第２の所定温度Ｔemp2以下であると判定するとステップＳ６０に進み、第２の
所定温度Ｔemp2より高いと判定すると、ステップＳ４０に戻る。
【００３０】
　ステップＳ６０では、図示しないメモリに格納されているデータと、コイル温度センサ
５によって検出されるステータコイルの温度、冷媒温度センサ６によって検出される冷媒
温度、および、回転数センサ７によって検出される回転数とに基づいて、モータ１の最大
出力トルクを設定して、ステップＳ７０に進む。
【００３１】
　ステップＳ７０では、コイル温度センサ５によって検出されるステータコイルの温度が
第１の所定温度Ｔemp1以下であるか否かを判定する。ステータコイルの温度が第１の所定
温度Ｔemp1以下であると判定するとステップＳ８０に進み、第１の所定温度Ｔemp1より高
いと判定すると、ステップＳ３０に戻る。ステップＳ８０では、モータ１の最大出力トル
クの制限を終了して、ステップＳ１０に戻る。
【００３２】
　第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によれば、モータ１の温度が第１
の所定温度Ｔemp1を超えると、モータ１の最大出力トルクを、モータ温度に応じて制限す
るとともに、モータ温度が第１の所定温度Ｔemp1より高い第２の所定温度Ｔemp2を超える
と、モータ１の最大出力トルクを、モータ温度に依存せず、０より大きい所定トルクに設
定し、モータ１の出力トルクが設定した最大出力トルク以下となるように、モータ１の駆
動を制御する。これにより、モータ１の温度が上昇した場合でも、モータ１の運転を停止
させずに、モータ１の出力トルクが最大出力トルク以下の範囲でモータ１の運転を継続し
て行うことができる。
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【００３３】
　また、モータ温度が第２の所定温度Ｔemp2を超えた場合の最大出力トルクを０とせずに
、所定トルクとすることにより、モータ温度が第１の所定温度Ｔemp1を超えてからの最大
出力トルクが急激に変化することを防ぐことができる。これにより、第１の実施の形態に
おけるモータの温度保護制御装置を搭載したハイブリッド車や電気自動車の車両挙動が急
に変化するのを防ぐことができる。
【００３４】
　また、第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によれば、モータ１の回転
数、および、モータを冷却する冷媒の温度に基づいて、所定トルクを設定するので、モー
タ１の状態およびモータ１を冷却する冷媒の状態に応じて、適切な最大出力トルクを設定
することができる。特に、冷媒の温度が低いほど、所定トルクを大きくするので、冷媒の
温度が低い場合には、モータ１の使用領域を拡大することができる。
【００３５】
　さらに、第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によれば、モータ駆動時
の発熱量が冷媒へ抜ける抜熱量以下となるように、所定トルクを設定するので、モータ１
のさらなる温度上昇を抑制しつつ、モータ１の運転を継続して行うことができる。
【００３６】
　－第２の実施の形態－
　第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置では、ステータコイル１５（モー
タ１）の温度に応じて、モータ１の最大出力トルクを制限するようにした。第２の実施の
形態におけるモータの温度保護制御装置では、ステータコイル１５の温度を検出するコイ
ル温度センサ５が故障した場合に、モータ１の出力トルクが所定トルク以下の範囲内で、
モータ１の運転を継続して行う。なお、コイル温度センサ５の故障は、既知の方法により
検出することができる。
【００３７】
　コイル温度センサ５が故障した場合には、ステータコイルの温度を検出することができ
ないので、第１の実施の形態のように、ステータコイルの温度に応じて、モータ１の最大
出力トルクを制限することができない。従って、コイル温度センサ５が故障した場合には
、モータ１の最大出力トルクを所定トルクに設定し、モータ１の出力トルクが所定トルク
以下の範囲内で、モータ１の運転を継続して行う。この所定トルクは、第１の実施の形態
と同様に、モータ駆動時の発熱量が冷媒へ抜ける抜熱量以下となる値であり、冷媒の温度
、および、モータ１の回転数に基づいて設定する。
【００３８】
　第２の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によれば、モータ１の温度を検出
するセンサが故障した場合に、モータの最大出力トルクを所定トルクに設定し、モータ１
の出力トルクが所定トルク以下の範囲内で、モータ１の運転を継続して行う。これにより
、モータ１の温度を検出する温度センサが故障した場合でも、モータ１の運転を継続して
行うことができる。特に、モータ駆動時の発熱量が冷媒へ抜ける抜熱量以下となるように
所定トルクを設定するので、モータ１の温度上昇を抑制しつつ、モータ１の運転を継続し
て行うことができる。
【００３９】
　本発明は、上述した第１および第２の実施の形態に限定されることはない。例えば、第
１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置では、一定値Ｃの値を、冷媒流路１７
内を流れる冷媒の温度、および、モータ１の回転数に基づいて設定したが、冷媒の温度、
および、モータ１の回転数のいずれか一方に基づいて設定することもできる。
【００４０】
　図５に示すステータコイル温度と、モータ１の最大出力トルク（％）との関係において
、コイル温度が第１の所定温度Ｔemp1と第２の所定温度Ｔemp2との間の線を直線とせずに
、滑らかな曲線にすることもできる。
【００４１】
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　上述した実施の形態では、モータ１の温度として、熱を発するステータコイル１５の温
度を検出したが、モータ１の他の部位を検出するようにしてもよいし、モータ１の周囲温
度を検出して、代用するようにしてもよい。
【００４２】
　温度保護の対象となるモータを、３相交流集中巻モータとして説明したが、他の種類の
モータにも適用することができる。また、上述した実施の形態では、モータの温度保護制
御装置を、ハイブリッド車や電気自動車に搭載して使用する例を挙げて説明したが、燃料
電池車に適用することもできるし、車両以外のシステムに適用することもできる。
【００４３】
　特許請求の範囲の構成要素と第１および第２の実施の形態の構成要素との対応関係は次
の通りである。すなわち、コイル温度センサ５がモータ温度検出手段を、コントローラ２
が最大出力トルク制限手段および故障検出手段を、冷媒温度センサ６が冷媒温度検出手段
を、回転数センサ７が回転数検出手段をそれぞれ構成する。なお、以上の説明はあくまで
一例であり、発明を解釈する上で、上記の実施形態の構成要素と本発明の構成要素との対
応関係に何ら限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置の構成を示す図
【図２】交流モータの構成を示す図
【図３】図２に示す交流モータをＡ－Ａの位置で切断した場合の断面図
【図４】モータの回転数と、モータの最大出力トルクとの関係を示す図
【図５】ステータコイルの温度と、モータの最大出力トルクとの関係を示す図
【図６】冷媒の温度に応じて設定される一定値Ｃの一例を示す図
【図７】モータの回転数と、モータの最大出力トルクとの関係を示す図
【図８】モータの回転数と、一定値Ｃとの関係を示す図
【図９】第１の実施の形態におけるモータの温度保護制御装置によって行われる処理内容
を示すフローチャート
【符号の説明】
【００４５】
１…モータ、２…コントローラ、３…インバータ、４…バッテリ、５…コイル温度センサ
、６…冷媒温度センサ、７…回転数センサ、１１…ステータ、１２…ロータ、１３…ステ
ータコア、１４…ティース、１５…ステータコイル、１６…モータケース
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