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(57)【要約】
【課題】極性判別のための特別な導線等の結線工数が不
要であり、既存の配線構造で極性判別ができる。
【解決手段】ステップ１１８では、磁気飽和現象発生前
のインダクタンスに相当するＶｒｉｓｅ＝Ｖｎ６－Ｖｎ
５を計算する。ステップ１２０では、磁気飽和現象発生
後のインダクタンスに相当するＶｆａｌｌ＝Ｖｎ７－Ｖ
ｎ８を計算する。ステップ１２２では、磁気飽和現象発
生前後のインダクタンスの変化量を含む電圧を計算する
ため、Ｖｓｉｇ＝Ｖｆａｌｌ－Ｖｒｉｓｅを計算する。
ステップ１２４では、Ｖｓｉｇと基準電圧ＶＴＨとを比
較してＶｓｉｇが正数か負数かを判定する。ステップ１
２６では、Ｖｓｉｇが正数の場合、インダクタンスの変
化量が少ないため、回転子の極性がＮ極であると判別し
、Ｖｓｉｇが負数の場合、インダクタンスの変化量が多
いため、電機子巻線と対峙する回転子の極性がＳ極であ
ると判別する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通電によって極性が変化する三相以上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及
びＳ極が交互に配置された固定磁極が設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と
第２の部材とが同軸上で相対回転可能に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体と、
　前記電機子巻線に対して、選択的に電圧を印加する複数のスイッチング素子を備えた電
圧印加手段と、
　所定の組み合わせ、かつ所定の順序で前記電機子巻線に電圧を印加するために、前記電
圧印加手段を制御する制御手段と、
　前記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のインダクタンスの変化量に基
いて、前記電機子巻線の極性を判別する極性判別手段と、
　を有するモータの駆動装置。
【請求項２】
　前記極性判別手段におけるインダクタンスの変化量が、
　前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残した所定の二端子以上
の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非通電の端子電圧におい
て、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧が印加されてい
るときの差分に相当する請求項１記載のモータの駆動装置。
【請求項３】
　前記極性判別手段が、
　前記差分同士を比較する比較手段を備え、当該比較手段の比較の結果の正数か負数かに
よって極性を判別する請求項２記載のモータの駆動装置。
【請求項４】
　前記電流が流れていないときが前記電機子巻線へ電圧を印加するため前記所定の二端子
以上に電圧を印加する直前と電圧の印加直後であり、前記電流が流れているときが前記所
定の二端子以上への電圧の印加を停止する直前と電圧の印加の停止直後である、請求項２
又は請求項３記載のモータの駆動装置。
【請求項５】
　前記第１の部材が固定側のステータであり、前記第２の部材が回転側のロータであり、
前記判別手段で判別した電機子巻線の極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固定
磁極の極性を認識する請求項１～請求項４のいずれか１項記載のモータの駆動装置。
【請求項６】
　通電によって極性が変化する三相以上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及
びＳ極が交互に配置された固定磁極が設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と
第２の部材とが同軸上で相対回転可能に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体を、
　所定の組み合わせ、かつ所定の順序で前記電機子巻線に電圧を印加するために、複数の
スイッチング素子を選択的に制御し、
　前記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のインダクタンスの変化量に基
いて、前記電機子巻線の極性を判別するモータの駆動方法。
【請求項７】
　前記極性の判別におけるインダクタンスの変化量が、
　前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残した所定の二端子以上
の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非通電の端子電圧におい
て、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧が印加されてい
るときの差分に相当する請求項６記載のモータの駆動方法。
【請求項８】
　前記極性の判別が、
　前記差分同士を比較し、比較の結果の正数か負数かによって極性を判別する請求項７記
載のモータの駆動方法。
【請求項９】
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　前記電流が流れていないときが前記電機子巻線へ電圧を印加するため前記所定の二端子
以上に電圧を印加する直前と電圧の印加直後であり、前記電流が流れているときが前記所
定の二端子以上への電圧の印加を停止する直前と電圧の印加の停止直後である、請求項７
又は請求項８記載のモータの駆動方法。
【請求項１０】
　前記第１の部材が固定側のステータであり、前記第２の部材が回転側のロータであり、
前記極性の判別で判別した電機子巻線の極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固
定磁極の極性を認識する請求項６～請求項９のいずれか１項記載のモータの駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラシレスモータ等のモータを駆動するモータ駆動装置及びモータ駆動方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のモータ駆動装置では、回転子の位置を検出する際に、中性点を利用して、Ｕ相、
Ｖ相、及びＷ相の各々の誘導起電力の大小関係と、Ｕ相、Ｖ相、及びＷ相の各々の誘導起
電力の最大値及び最小値とから回転子の初期位置及び回転子の極性を判別している（特許
文献１）。
【０００３】
　また、中性点を利用して、Ｕ相、Ｖ相、及びＷ相の各々の誘起電圧の極性を判別すると
共に、各相の正の誘起電圧と負の誘起電圧との和が正か負かを判定している（特許文献２
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４３２７１号公報
【特許文献２】特開２００４－１４０９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び２の何れの技術も中性点を取り出す必要があり、所謂ス
ター結線限定となる。言い換えれば所謂デルタ結線では実現不可能である。また、スター
結線において、中性点を見るための導線が必要となり、結線工数が増加する、という問題
がある。
【０００６】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、中性電位の存在しないデルタ結線のブ
ラシレスモータにも適用できる共に、極性判別のための特別な導線等の結線工数が不要で
あり、既存の配線構造で極性判別ができるモータ駆動装置及びモータ駆動方法を得ること
が目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１の発明に係るモータの駆動装置は、通電によって極
性が変化する三相以上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及びＳ極が交互に配
置された固定磁極が設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と第２の部材とが同
軸上で相対回転可能に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体と、前記電機子巻線に
対して、選択的に電圧を印加する複数のスイッチング素子を備えた電圧印加手段と、所定
の組み合わせ、かつ所定の順序で前記電機子巻線に電圧を印加するために、前記電圧印加
手段を制御する制御手段と、前記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のイ
ンダクタンスの変化量に基いて、前記電機子巻線の極性を判別する極性判別手段と、を有
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する。
【０００８】
　また、請求項２記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記極性判別手段におけるイン
ダクタンスの変化量が、前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残
した所定の二端子以上の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非
通電の端子電圧において、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと
、電圧が印加されているときの差分に相当するものである。
【０００９】
　請求項３に記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記極性判別手段が、前記差分同士
を比較する比較手段を備え、当該比較手段の比較の結果の正数か負数かによって極性を判
別するものである。
【００１０】
　請求項４に記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記電流が流れていないときが前記
電機子巻線へ電圧を印加するため前記所定の二端子以上に電圧を印加する直前と電圧の印
加直後であり、前記電流が流れているときが前記所定の二端子以上への電圧の印加を停止
する直前と電圧の印加の停止直後である。
【００１１】
　請求項５に記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記第１の部材が固定側のステータ
であり、前記第２の部材が回転側のロータであり、前記判別手段で判別した電機子巻線の
極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固定磁極の極性を認識するものである。
【００１２】
　請求項６に記載の発明に係るモータの駆動方法は、通電によって極性が変化する三相以
上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及びＳ極が交互に配置された固定磁極が
設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と第２の部材とが同軸上で相対回転可能
に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体を、所定の組み合わせ、かつ所定の順序で
前記電機子巻線に電圧を印加するために、複数のスイッチング素子を選択的に制御し、前
記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のインダクタンスの変化量に基いて
、前記電機子巻線の極性を判別するものである。
【００１３】
　請求項７に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記極性の判別におけるインダクタ
ンスの変化量が、前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残した所
定の二端子以上の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非通電の
端子電圧において、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧
が印加されているときの差分に相当するものである。
【００１４】
　請求項８に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記極性の判別が、前記差分同士を
比較し、比較の結果の正数か負数かによって極性を判別するものである。
【００１５】
　請求項９に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記電流が流れていないときが前記
電機子巻線へ電圧を印加するため前記所定の二端子以上に電圧を印加する直前と電圧の印
加直後であり、前記電流が流れているときが前記所定の二端子以上への電圧の印加を停止
する直前と電圧の印加の停止直後である。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記第１の部材が固定側のステー
タであり、前記第２の部材が回転側のロータであり、前記極性の判別で判別した電機子巻
線の極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固定磁極の極性を認識する。
【００１７】
　請求項１及び請求項６の発明によれば、電機子巻線に磁束密度が変化した、周囲の磁界
、すなわちここでは固定磁極が発する磁界が磁気飽和を助長する場合と、打ち消し合う場
合とがあることに着目し、この磁気飽和が発生したときの電機子巻線のインダクタンスの
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変化量に基いて、電機子巻線の極性を判別することができる。
【００１８】
　請求項２及び請求項７の発明によれば、所定の二端子以上の電機子巻線に電圧を印加す
るとき、少なくとも一つの端子が非通電となる。このため、分圧によって当該非通電の端
子電圧を容易に検出することができる。言い換えれば、スター結線などの中性点から導線
をひくことなく、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧が
印加されているときの差分に相当するインダクタンスの変化量を容易に得ることができる
。
【００１９】
　請求項３及び請求項８の発明によれば、周囲に磁界が存在しないときの磁気飽和の特性
に相当するインダクタンスの変化量を閾値（０レベル）として、インダクタンスの変化量
が大きいか（正）、小さいか（負）を比較することで、Ｎ極に対峙しているのか、Ｓ極に
対峙しているのかを判別することができる。
【００２０】
　請求項４及び請求項９の発明によれば、磁束密度が変化していない場合、かつ電流が流
れていないときと電流が流れているときは、電圧を印加したときの立ち上がり時期と立下
り時期を利用すればよい。すなわち、電流が流れていないときが電機子巻線へ電圧を印加
するため前記所定の二端子以上に電圧を印加する直前と電圧の印加直後であり、前記電流
が流れているときが前記所定の二端子以上への電圧の印加を停止する直前と電圧の印加の
停止直後である。
【００２１】
　請求項５及び請求項１０の発明によれば、第１の部材にステータを用い、第２の部材に
ロータを用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係わるブラシレスモータ駆動装置の概略構成図である。
【図２】（Ａ）は回転子の回転によって変化するインダクタンス変化を示す図であり、（
Ｂ）は回転子の回転によって変化する各相のインダクタンス変化を示す図である。
【図３】（Ａ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線
を無接続とした状態を示す図であり、（Ｂ）はＵ相の電機子巻線に電源電圧の＋電圧を印
加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続とした状態
を示す図であり、（Ｃ）はＶ相及びＷ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電
機子巻線を無接続とした状態を示す図であり、（Ｄ）はＶ相電機子巻線に電源電圧の＋電
圧を印加し、Ｗ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電機子巻線を無接続とし
た状態を示す図である。
【図４】ロータの位置とＵ相、Ｖ相、及びＷ相の電機子巻線のインピーダンスの大小関係
を示す図である。
【図５】磁気飽和発生のメカニズムを示す図である。
【図６】（Ａ）はオブザーバ内の機能ブロック図である。（Ｂ）は極性判別部の機能ブロ
ック図である。
【図７】Ｕ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度の電力の印加を開始する前後及び印
加終了前後のＵ相電圧及びＵ相電流の波形図である。
【図８】（Ａ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線
を無接続とした電圧印加直前の状態を示す図であり、（Ｂ）はＵ相の電機子巻線に電源電
圧の＋電圧を印加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無
接続とした電圧印加直後の状態を示す図であり、（Ｃ）はＵ相の電機子巻線に電源電圧の
＋電圧を印加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続
とした電圧印加終了直前の状態を示す図であり、（Ｄ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマ
イナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続とした電圧印加終了直後の状態を示す図
である。
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【図９】オブザーバの回転子の極性判別時の処理の流れをフローチャートである。
【図１０】（Ａ－１）は、Ｕ相インダクタンス（Ｌｕ）＞Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）の
場合の各相の誘起電圧の大きさを示す図であり、（Ａ－２）は、Ｕ相インダクタンス（Ｌ
ｕ）＞Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）の場合の各相の磁束の方向及び大きさを示す図であり
、（Ｂ－１）は、Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）＞Ｕ相インダクタンス（Ｌｕ）の場合の各
相の誘起電圧の大きさを示す図であり、（Ｂ－２）は、Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）＞Ｕ
相インダクタンス（Ｌｕ）の場合の各相の磁束の方向及び大きさを示す図である。
【図１１】極性判定電圧の実測結果を示す図である。
【図１２】３相電機子巻線がデルタ結線された場合のブラシレスモータ駆動装置の概略構
成図である。
【図１３】（Ａ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間、及びＶ相電機子巻線とＷ相電機
子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電機子巻線間を無接続とした状態
を示す図であり、（Ｂ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間を＋電位接続、Ｖ相電機子
巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電機子巻線間を無
接続とした状態を示す図であり、（Ｃ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間を＋電位接
続、Ｖ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電
機子巻線間を無接続とした状態を示す図であり、（Ｄ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻
線間、及びＶ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線と
Ｖ相電機子巻線間を無接続とした状態を示す図である。
【図１４】（Ａ）はスター結線において電機子巻線の端子のうち１端子を無接続、残りの
端子をプラス電位に接続した一例を示す図であり、（Ｂ）はデルタ結線において電機子巻
線の端子のうち１端子を無接続、残りの端子をプラス電位に接続した一例を示す図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態に係わるブラシレスモータ駆動装置１０の概略構成図であ
る。
【００２５】
　ブラシレスモータ１２は、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の電機子巻線（図１では、矩形枠に相種（
Ｕ、Ｖ、Ｗ）を記載）がスター結線（Ｙ結線）された３相電機子巻線と回転子とから構成
されている。３相電機子巻線の各相Ｕ、Ｖ、Ｗはそれぞれ１２０°のピッチで配置されて
おり、ブラシレスモータ駆動装置１０のパルス幅変調（ＰＷＭ（Pulse Width Modulation
））方式のインバータを構成するスイッチング素子群１４の出力端と接続され、端子Ａに
導線Ａを介し、端子Ｂには導線Ｂを介し、端子Ｃには導線Ｃを介してスイッチング素子群
１４から電力が供給される。
【００２６】
　スイッチング素子群１４は直流電源１６と接続され、コンデンサＣが並列に接続されて
いる。３相電機子巻線は、スイッチング素子群１４のトランジスタにより３相電機子巻線
の各相に所定のタイミングで通電切替されることで、回転磁界が形成される。
【００２７】
　スイッチング素子群１４を構成するスイッチング素子としての３対（計６個）のトラン
ジスタＴＲ１とＴＲ２、ＴＲ３とＴＲ４、及びＴＲ５とＴＲ６は、３相ブリッジ接続され
、各トランジスタには並列にダイオードＤが接続されている。
【００２８】
　更に、ブラシレスモータ駆動装置１０には、ブラシレスモータ１２の駆動を制御するコ
ントローラ１８、及びブラシレスモータ１２の回転子の位置を検出するためのオブザーバ
２０が設けられている。
【００２９】
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　コントローラ１８は、３相ブリッジ接続された各トランジスタが接続されていると共に
、オブザーバ２０が接続されており、オブザーバ２０によって検出されたブラシレスモー
タ１２の回転子の位置（電機子巻線に対する回転子の相対角度）に応じて各トランジスタ
を制御することによって、ブラシレスモータ１２の駆動を制御する。
【００３０】
　オブザーバ２０は、ブラシレスモータ１２の各相の電機子巻線の端子Ａ～Ｃに接続され
ており、電機子巻線の端子電圧を検出することで、３相電機子巻線に対する回転子の相対
角度を検出して、検出結果をコントローラ１８に出力する。具体的には、オブザーバ２０
は、電機子巻線の端子電圧をサンプルホールドし、別にサンプルホールドした端子電圧を
比較するためのコンパレータを含んでいる。
【００３１】
　ところで、ブラシレスモータは、回転子の磁極位置に同期して、３相電機子巻線の各相
への通電を切り替えるため、回転子の位置を検出する必要があり、一般的には、ホール素
子等のセンサを用いて検出するが、本実施の形態では、回転子の位置の検出を行う際には
、ホールセンサ等のセンサを用いないセンサレスで３相電機子巻線と回転子の相対角度を
検出するようにしている。
【００３２】
　ブラシレスモータ１２は、３相電機子巻線と回転子の相対角度によってインダクタンス
が変化し、突極比（インダクタンスの最大値と最小値の比）を有する。インダクタンス変
化の周期は、図２（Ａ）に示すように、回転子の位置（電気角）によって変化し、モータ
の電気角３６０度区間で２周期発生する。３相ブラシレスモータ１２のインダクタンス波
形は、Ｕ、Ｖ、Ｗ相がそれぞれ電気角１２０度ずらして配置されているため、図２（Ｂ）
に示すように、各相毎に６０度の位相差のある波形となる。すなわち、３相電機子巻線と
回転子の相対角度に応じて相毎の巻線のインピーダンス値が異なるから、どの線間に電圧
を印加するかによって中性点電位波形が異なる。
【００３３】
　そこで、本実施の形態では、各相のインダクタンス変化によって発生するインピーダン
ス変化から各相のインピーダンスの比を求める。
【００３４】
　例えば、コントローラ１８によってトランジスタＴＲ１、ＴＲ４をオンすることで、図
３（Ｂ）に示すように、Ｕ相の電機子巻線（端子Ａ）に直流電源１６のプラス電圧を印加
し、Ｖ相の電機子巻線（端子Ｂ）をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線（端子Ｃ）
を無接続とする。この状態のプラス電位からＷ相の電機子巻線の端子Ｃの電位差を観ると
、Ｖｎ’１＝プラス電圧×Ｕ相インピーダンス／（Ｕ相インピーダンス＋Ｖ相インピーダ
ンス）の電圧が発生する。また、マイナス端子からＷ相の電機子巻線の端子Ｃの電位差を
観ると、Ｖｎ’２＝プラス電圧×Ｖ相インピーダンス／（Ｕ相インピーダンス＋Ｖ相イン
ピーダンス）の電圧が発生する。すなわち、電圧Ｖｎ’１及び電圧Ｖｎ’２をオブザーバ
２０が検出することで、Ｕ相電機子巻線のインピーダンスとＶ相電機子巻線のインピーダ
ンスとの比を求めることができる。この時、電機子巻線の誘起電圧の変化分を除いた電圧
変化分のみを抽出するために、コントローラ１８によってトランジスタＴＲ２、ＴＲ４を
オンすることで、図３（Ａ）に示すように、Ｕ相及びＶ相の電機子巻線（端子Ａ、Ｂ）を
マイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線（端子Ｃ）を無接続とする。そして、電圧Ｖｎ
１、Ｖｎ２をそれぞれ検出し、電圧Ｖｎ’１、Ｖｎ’２から電圧Ｖｎ１、Ｖｎ２をそれぞ
れ差し引いて比を求める。これによって（１）式に示すように、Ｕ相電機子巻線のインピ
ーダンス（ＡＣ成分）とＶ相電機子巻線のインピーダンス（ＡＣ成分）との比を求めるこ
とができる。
【００３５】
　（Ｖｎ’１－Ｖｎ１）：（Ｖｎ’２－Ｖｎ２）≒Ｚｕ_ＡＣ成分：Ｚｖ_ＡＣ成分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【００３６】
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　また、同様に、コントローラ１８によってトランジスタＴＲ３、ＴＲ６をオンすること
で、図３（Ｄ）に示すように、Ｖ相電機子巻線（端子Ｂ）に電源電圧のプラス電圧を印加
し、Ｗ相の電機子巻線（端子Ｃ）をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電機子巻線を無接続と
する。この状態のプラス電位からＵ相の電機子巻線の端子Ａの電位差を観ると、Ｖｎ’３
＝プラス電圧×Ｖ相インピーダンス／（Ｖ相インピーダンス＋Ｗ相インピーダンス）の電
圧が発生する。また、マイナス端子からＵ相の電機子巻線の端子Ａの電位差を観ると、Ｖ
ｎ’４＝プラス電圧×Ｗ相インピーダンス／（Ｖ相インピーダンス＋Ｗ相インピーダンス
）の電圧が発生する。そして、Ｖ相及びＷ相の電機子巻線の誘起電圧の変化分を除いた電
圧変化分のみを抽出するために、コントローラ１８によってトランジスタＴＲ４、ＴＲ６
をオンすることで、図３（Ｃ）に示すように、Ｖ相及びＷ相の電機子巻線（端子Ｂ、Ｃ）
をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電機子巻線（端子Ａ）を無接続とする。そして、電圧Ｖ
ｎ３、Ｖｎ４をそれぞれ検出して、電圧Ｖｎ’３、Ｖｎ’４から電圧Ｖｎ１、Ｖｎ２をそ
れぞれ差し引いて比を求めることで、（２）式に示すように、Ｖ相電機子巻線のインピー
ダンス（ＡＣ成分）とＷ相電機子巻線のインピーダンス（ＡＣ成分）との比を求めること
ができる。
【００３７】
　（Ｖｎ’３－Ｖｎ３）：（Ｖｎ’４－Ｖｎ４）≒Ｚｖ_ＡＣ成分：Ｚｗ_ＡＣ成分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００３８】
　従って、（１）、（２）式から、Ｕ相電機子巻線のインピーダンス（ＡＣ成分）とＶ相
電機子巻線のインピーダンス（ＡＣ成分）とＷ相電機子巻線のインピーダンス（ＡＣ成分
）との比を求めることができる。
【００３９】
　そして、各相のインピーダンス比から周知の技術を用いることによって３相電機子巻線
と回転子の相対角度を導出することが可能となる。
【００４０】
　本実施形態では、以上の動作をコントローラ１８及びオブザーバ２０がキャリア周期で
行うことで、キャリア周期で３相電機子巻線と回転子の相対角度をセンサレスで検出する
ことができる。
【００４１】
　次に、上述の３相電機子巻線と回転子の相対角度の検出方法を用いてコントローラ１８
及びオブザーバ２０でキャリア周期で行われる具体的な処理の流れについて説明する。な
お、以下では、上述の例と同様に、Ｗ相の電機子巻線を無接続とした場合とＵ相の電機子
巻線を無接続とした場合を例を挙げて説明するが、無接続にする電機子巻線は、Ｕ相及び
Ｗ相に限るものではない。
【００４２】
　まず、コントローラ１８が回転子が回転しない程度の電力をブラシレスモータ１２に印
加するようにトランジスタＴＲ２、ＴＲ４をオンすることによって、Ｕ相及びＶ相の電機
子巻線（端子Ａ、Ｂ）をマイナス端子に接続、Ｗ相電機子巻線（端子Ｃ）を無接続とし（
図３（Ａ））、オブザーバ２０が電圧Ｖｎ１、Ｖｎ２を検出した後に、コントローラ１８
が回転子が回転しない程度の電力をブラシレスモータ１２に印加するようにトランジスタ
ＴＲ１、ＴＲ４をオンすることによって、Ｕ相電機子巻線（端子Ａ）をプラス電位接続、
Ｖ相電機子巻線（端子Ｂ）をマイナス端子に接続、Ｗ相電機子巻線（端子Ｃ）を無接続と
して、オブザーバ２０が電圧Ｖｎ’１、Ｖｎ’２を検出する（図３（Ｂ））。
【００４３】
　すなわち、図３（Ａ）の状態から図３（Ｂ）の状態に切り替えることによって電圧を発
生し易くして、これをオブザーバ２０が検出することで、上述したように、Ｕ相電機子巻
線のインピーダンスとＶ相電機子巻線のインピーダンスの比をオブザーバ２０が求めるこ
とができる。
【００４４】
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　また、コントローラ１８が回転子が回転しない程度の電力をブラシレスモータ１２に印
加するようにトランジスタＴＲ４、ＴＲ６をオンすることによって、Ｖ相及びＷ相の電機
子巻線（端子Ｂ、Ｃ）をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線（端子Ａ）を無接続とし（
図３（Ｃ））、オブザーバ２０が電圧Ｖｎ３、Ｖｎ４を検出した後に、コントローラ１８
が回転子が回転しない程度の電力をブラシレスモータ１２に印加するようにトランジスタ
ＴＲ３、ＴＲ６をオンすることによって、Ｖ相電機子巻線（端子Ｂ）をプラス電位接続、
Ｗ相電機子巻線（端子Ｃ）をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線（端子Ａ）を無接続と
して、オブザーバ２０が電圧Ｖｎ’３、Ｖｎ’４を検出する（図３（Ｄ））。
【００４５】
　すなわち、図３（Ｃ）の状態から図３（Ｄ）の状態に切り替えることによって電圧を発
生し易くして、これをオブザーバ２０が検出することによって、上述したように、Ｖ相電
機子巻線のインピーダンスとＷ相電機子巻線のインピーダンスの比をオブザーバ２０が求
めることができる。
【００４６】
　そして、求めたＵ相電機子巻線のインピーダンスとＶ相電機子巻線のインピーダンスの
比、及びＶ相電機子巻線のインピーダンスとＷ相電機子巻線のインピーダンスの比からＵ
相電機子巻線のインピーダンスとＶ相電機子巻線のインピーダンスとＷ相電機子巻線のイ
ンピーダンスとの比をオブザーバ２０が求め、求めた３相のインピーダンス比から周知技
術を用いて３相電機子巻線と回転子の相対角度を導出する。これによって、ホールセンサ
等のセンサを用いることなく、３相電機子巻線に対する回転子の相対角度を検出すること
ができる。
【００４７】
　ところで、上記の構成では、図４に示すように、３相電機子巻線の各々のインダクタン
スの大小関係を比較することで、３相電機子巻線に対する回転子の相対角度を検出するこ
とはできるが、例えば、電気角０°～３０°のインダクタンスの大小関係と１８０°～２
１０°のインダクタンスとの大小関係が一致しているため、回転子の極性を判別すること
はできない。
【００４８】
　本実施の形態では、電機子巻線から発生する磁束と回転子から発生する磁束とが互いに
打ち消し合っている場合の電機子巻線のインダクタンスと、電機子巻線から発生する磁束
と回転子から発生する磁束とが互いに強め合っている場合の電機子巻線のインダクタンス
との差分を計算して、回転子の極性を判別している。
【００４９】
　以下、本実施の形態に係るブラシレスモータ駆動装置１０のオブザーバ２０における回
転子の極性を判別する原理を説明する。
【００５０】
　巻線数Ｎの電機子巻線は、電流Ｉが流れると励磁状態となり、磁束Φを発生し、磁束Φ
と電機子巻線のインダクタンスＬとの間には、
　　　　　　　　Φ＝Ｌ（Ｉ／Ｎ）が成立する。・・・（３）
【００５１】
　（３）式から、電流Ｉの値を大きくすると磁束Φの値が（Ｌ／Ｎ）に比例して大きくな
ることがわかる。
【００５２】
　しかし、電流が流れている電機子巻線に発生する磁束Φが大きくなると、磁気飽和現象
が発生し、磁束Φの値が大きくなりにくくなる。一方、（３）式は、この磁気飽和現象の
有無に関わらず成立する。磁気飽和現象が発生した後は、（３）式の、電流Ｉの値を大き
くした分、インダクタンスＬが減少する。
【００５３】
　ところで、この磁気飽和現象は、電機子巻線の磁束の方向と回転子から発生する磁束の
方向とによって変化する。



(10) JP 2010-220416 A 2010.9.30

10

20

30

40

50

【００５４】
　図５（ａ）は、電流が流れている電機子巻線１９から発生する磁束の方向と回転子のＮ
極から発生する磁束の方向とが、逆方向となり、電流が流れている電機子巻線１９から発
生する磁束と回転子磁石のＮ極から発生する磁束とが互いに打ち消し合い、電流が流れて
いる電機子巻線１９を通る磁束が小さくなるため磁気飽和が緩和されていく。
【００５５】
　また、図５（ｂ）では、電流が流れている電機子巻線１９から発生する磁束の方向と回
転子のＳ極から発生する磁束の方向とが、同一方向となり、電流が流れている電機子巻線
１９から発生する磁束と回転子のＳ極から発生する磁束とが互いに強め合い、電流が流れ
ている電機子巻線１９を通る磁束が大きくなるため磁気飽和が発生しやすくなる。
【００５６】
　本実施の形態では、この磁気飽和の発生度合い、すなわちインダクタンスの変化量に基
いて、極性を判別するようにした。
【００５７】
　次に、本実施の形態に係るブラシレスモータ駆動装置１０のオブザーバ２０内の回転子
の極性判別を行う極性判別部２１の構成について説明する。
【００５８】
　図６（Ａ）に示すように、オブザーバ２０は、極性判別部２１と角度検出部２３とを備
えている。
【００５９】
　角度検出部２３が前述した回転子の角度（回転位置）を判別し（前述）、極性判別部２
１が回転子の極性を判別する。
【００６０】
　図６（Ｂ）は、オブザーバ２０内の回転子の極性判別を行う極性判別部２１の機能ブロ
ック図を示している。なお、この機能ブロック図は、オブザーバ２０のハード構成を限定
するものではない。
【００６１】
　以下、Ｕ－Ｖ相間に電圧を印加した場合を例にして説明する。
【００６２】
　信号選択部２２は、４個のサンプルホールド回路２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、及び２６ｄ
に接続されている。
【００６３】
　サンプルホールド回路２６ａ及び２６ｂは、図７のＵ－Ｖ相電圧印加時のＵ相電圧の立
ち上がり前後の電圧をサンプリングしたものである。
【００６４】
　本実施の形態では、サンプルホールド回路２６ａは、Ｕ－Ｖ相電圧印加直前のＷ－Ｖ相
間の電圧値をサンプリングし、サンプルホールド回路２６ａは、Ｕ－Ｖ相電圧印加後のリ
ンギングが収束した後のＷ－Ｖ相間電圧をサンプリングする（図８参照）。
【００６５】
　サンプルホールド回路２６ｃ及び２６ｄは、図７のＵ－Ｖ相電圧印加時のＷ－Ｖ相電圧
の立ち下がり前後の電圧をサンプリングしたものである。
【００６６】
　本実施の形態では、サンプルホールド回路２６ｃは、Ｕ－Ｖ相間電圧印加終了直前のＷ
－Ｖ相間の電圧値をサンプリングし、サンプルホールド回路２６ｄは、Ｕ－Ｖ相間電圧印
加終了後のリンギングが収束した後のＷ－Ｖ相間電圧をサンプリングする（図８参照）。
【００６７】
　サンプルホールド回路２６ａ及び２６ｂは、減算器２８ａに接続され、サンプルホール
ド回路２６ｃ及び２６ｄは、減算器２８ｂに接続されている。
【００６８】
　減算器２８ａは、サンプルホールド回路２６ａでサンプリングした電圧とサンプルホー
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ルド回路２６ｂでサンプリングした電圧との差分を計算し、差分の電圧をサンプルホール
ド回路３０ａに出力する。
【００６９】
　減算器２８ｂは、サンプルホールド回路２６ｃでサンプリングした電圧とサンプルホー
ルド回路２６ｄでサンプリングした電圧との差分を計算し、差分の電圧をサンプルホール
ド回路３０ｂに出力する。
【００７０】
　サンプルホールド回路３０ａ及び３０ｂは、減算器３２に接続されている。
【００７１】
　減算器３２は、サンプルホールド回路３０ａから出力された電圧とサンプルホールド回
路３０ｂから出力された電圧との差分を計算し、比較器３４へ出力する。
【００７２】
　比較器３４は、減算器３２から入力された電圧と基準電圧とを比較する。
【００７３】
　なお、上記構成は一例であり、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭの構成で、ソフト的
に検出して電圧を計算し、比較処理をするようにしてもよい。
【００７４】
　次に、本実施の形態に係るブラシレスモータ駆動装置１０の回転子の極性判別方法につ
いて説明する。
【００７５】
　図７は、コントローラ１８によって、Ｕ－Ｖ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度
の電圧の印加を開始する前後及び印加終了前後のＵ相電圧及びＵ相電流の波形図である。
なお、矢印Ａは、電圧印加開始直前（Ｕ相電圧立ち上がり直前）を示し、矢印Ｂは、電圧
印加開始直後（Ｕ相電圧立ち上がり直後）を示し、矢印Ｃは、電圧印加終了直前（Ｕ相電
圧立ち下がり直前）を示し、矢印Ｄは、電圧印加終了後（Ｕ相電圧立ち下がり直後）を示
す。
【００７６】
　図８（Ａ）～（Ｄ）は、図７の電圧印加開始直前、電圧印加開始直後、電圧印加終了直
前、及び電圧印加終了後のＵ相、Ｖ相、及びＷ相の接続状態を示す回路図である。
【００７７】
　次に、図６～図８を用いて極性判別部２１の作用について説明する。
【００７８】
　まず、図７の矢印Ａの電圧印加開始直前までは、コントローラ１８によってトランジス
タＴＲ２及びＴＲ４がオン状態になり、図８（Ａ）に示すようにＵ相の電機子巻線の端子
Ａ及びＶ相の電機子巻線の端子Ｂがマイナス端子に接続され、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃ
が無接続になる。すなわち、Ｗ相の電機子巻線は非励磁状態となる。Ｗ相の電機子巻線の
端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に印加されるＷ－Ｖ相電圧Ｖｎ５が、信号選択
部２２に、入力されると信号選択部２２は、電圧Ｖｎ５をサンプルホールド回路２６ａへ
出力する。サンプルホールド回路２６ａは、電圧Ｖｎ５が入力されると、電圧Ｖｎ５を保
持し、減算器２８ａの一端に出力する。
【００７９】
　次に、図７の矢印Ｂの電圧印加開始直後は、コントローラ１８によってトランジスタＴ
Ｒ１及びＴＲ４がオン状態になり、図８（Ｂ）に示すようにＵ相の電機子巻線の端子Ａに
電源のプラス端子が接続されてＵ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度の電圧が印加
され、Ｖ相の電機子巻線の端子Ｂがマイナス端子に接続され、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃ
が無接続になる。Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に印加さ
れるＷ－Ｖ相電圧Ｖｎ６が、信号選択部２２に入力されると信号選択部２２は、電圧Ｖｎ
６をサンプルホールド回路２６ｂへ出力する。サンプルホールド回路２６ｂは、電圧Ｖｎ
６が入力されると、電圧Ｖｎ６を保持し、減算器２８ａの他端に出力する。
【００８０】
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　電圧印加開始直前の電機子巻線のインダクタンスをＬＡとし、電圧印加開始直後の電機
子巻線のインダクタンスをＬＢとすると、減算器２８ａの一端に電圧Ｖｎ５が入力される
と共に、他端に電圧Ｖｎ６が入力されると、減算器２８ａは、以下の（４）式の計算を行
う。
【００８１】
　　　　　　　　Ｖｒｉｓｅ＝Ｖｎ６－Ｖｎ５・・・（４）
【００８２】
　（４）式の電圧印加開始直前から電圧印加開始直後の電圧差は、磁気飽和現象発生前の
インダクタンスに相当する。
【００８３】
　減算器２８ａによって電圧Ｖｒｉｓｅが計算されると、電圧Ｖｒｉｓｅをサンプルホー
ルド回路３０ａに出力する。
【００８４】
　サンプルホールド回路３０ａは、電圧Ｖｒｉｓｅが入力されると、電圧Ｖｒｉｓｅを保
持して減算器３２の一端へ出力する。
【００８５】
　次に、図７の矢印Ｃの電圧印加終了直前は、図７の矢印Ｂの場合と同様にコントローラ
１８によってトランジスタＴＲ１及びＴＲ４がオン状態であり、図８（Ｃ）に示すように
Ｕ相の電機子巻線の端子Ａに電源のプラス端子が接続されてＵ相の電機子巻線に回転子が
回転しない程度の電圧が印加され、Ｖ相の電機子巻線の端子Ｂがマイナス端子に接続され
、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃが無接続になる。Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子
巻線の端子Ｂとの間に印加される電圧Ｖｎ７が、信号選択部２２に、入力されると信号選
択部２２は、電圧Ｖｎ７をサンプルホールド回路２６ｃへ出力する。サンプルホールド回
路２６ｃは、電圧Ｖｎ７が入力されると、電圧Ｖｎ７を保持し、減算器２８ｂの一端に出
力する。
【００８６】
　次に、図７の矢印Ｄの電圧印加終了直後では、コントローラ１８によってトランジスタ
ＴＲ２及びＴＲ４がオン状態になり、図８（Ｄ）に示すようにＵ相の電機子巻線の端子Ａ
及びＶ相の電機子巻線の端子Ｂがマイナス端子に接続され、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃが
無接続になる。Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に印加され
る電圧Ｖｎ８が、信号選択部２２に、入力されると信号選択部２２は、電圧Ｖｎ８をサン
プルホールド回路２６ｄへ出力する。サンプルホールド回路２６ｄは、電圧Ｖｎ８が入力
されると、電圧Ｖｎ８を保持し、減算器２８ｂの他端に出力する。
【００８７】
　電圧印加終了直前の電機子巻線のインダクタンスをＬＣとし、電圧印加終了直後の電機
子巻線のインダクタンスをＬＤとすると、減算器２８ｂの一端に電圧Ｖｎ７が入力される
と共に、他端に電圧Ｖｎ８が入力されると、減算器２８ｂは、以下の（５）式の計算を行
う。
【００８８】
　　　　　　　　　Ｖｆａｌｌ＝Ｖ７－Ｖ８・・・（５）
【００８９】
　（５）式の電圧印加終了直前から電圧印加終了直後の電圧差は、磁気飽和現象発生後の
インダクタンスに相当する。
【００９０】
　減算器２８ｂによって電圧Ｖｆａｌｌが計算されると、電圧Ｖｆａｌｌをサンプルホー
ルド回路３０ｂに出力する。
【００９１】
　サンプルホールド回路３０ｂは、電圧Ｖｆａｌｌが入力されると、電圧Ｖｆａｌｌを保
持して減算器３２の他端へ出力する。
【００９２】
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　減算器３２は、電圧Ｖｒｉｓｅ及び電圧Ｖｆａｌｌが入力されると、電圧Ｖｆａｌｌか
ら電圧Ｖｒｉｓｅを減算して極性判定電圧Ｖｓｉｇを計算する。
【００９３】
　　　　　　　Ｖｓｉｇ＝Ｖｆａｌｌ－Ｖｒｉｓｅ・・・（６）
【００９４】
　（６）式から、磁気飽和現象発生前後のインダクタンスの変化量を含む電圧が計算され
る。
【００９５】
　そして、減算器３２は、極性判定電圧Ｖｓｉｇを比較器３４へ出力する。
【００９６】
　比較器３４は、減算器３２から出力された極性判定電圧Ｖｓｉｇの値が、回転子（固定
磁石）がない場合の磁気飽和現象発生前後のインダクタンスの変化量を含む電圧を基準電
圧ＶＴＨ（＝０）とすると、ＶｓｉｇがＶＴＨより高いか、基準電圧ＶＴＨより低いかを
比較し、極性判定電圧Ｖｓｉｇ＞基準電圧ＶＴＨの場合、コントローラ１８へハイレベル
の信号を出力し、極性判定電圧Ｖｓｉｇ＜基準電圧ＶＴＨの場合、コントローラ１８へロ
ーレベルの信号を出力する。
【００９７】
　次に、図９のオブザーバ２０の回転子の極性判別時の処理の流れをフローチャートで説
明する。
【００９８】
　ステップ１００では、トランジスタＴＲ２及びＴＲ４をオン状態にしてＵ－Ｖ相に電圧
印加直前のＷ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に印加される電
圧Ｖｎ５を検出する。
【００９９】
　ステップ１０２では、トランジスタＴＲ１及びＴＲ４をオン状態にする。
【０１００】
　ステップ１０４では、所定時間（トランジスタＴＲ１及びＴＲ４をオン状態にしてＵ－
Ｖ相に電圧を印加した直後に発生するリンギングが収束する時間）経過したか否かを判断
する。所定時間経過した場合はステップ１０６へ移行し、所定時間経過していない場合は
、処理を繰り返す。
【０１０１】
　ステップ１０６では、Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に
印加される電圧Ｖｎ６を検出する。
【０１０２】
　ステップ１０８では、Ｕ－Ｖ相に電圧を印加する所定時間（磁束密度変化が十分に電圧
変化として現れる時間（例えば、３００μｓ））を経過したか否かを判断する。所定時間
を経過した場合はステップ１１０へ移行し、所定時間を経過していない場合は、処理を繰
り返す。
【０１０３】
　ステップ１１０では、Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に
印加される電圧Ｖｎ７を検出する。
【０１０４】
　ステップ１１２では、トランジスタＴＲ２及びＴＲ４をオン状態にしてＵ－Ｖ相間の電
圧の印加を解除する。
【０１０５】
　ステップ１１４では、所定時間（トランジスタＴＲ２及びＴＲ４をオン状態にしてＵ－
Ｖ相間の電圧の印加を解除した直後に発生するリンギングが収束する時間）経過したか否
かを判断する。所定時間経過した場合はステップ１１６へ移行し、所定時間経過していな
い場合は、処理を繰り返す。
【０１０６】
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　ステップ１１６では、Ｗ相の電機子巻線の端子ＣとＶ相の電機子巻線の端子Ｂとの間に
印加される電圧Ｖｎ８を検出する。
【０１０７】
　ステップ１１８では、磁気飽和現象発生前のインダクタンスに相当するＵ相電圧の立ち
上がり前後の電圧差を計算するため、Ｖｒｉｓｅ＝Ｖｎ６－Ｖｎ５を計算する。なお、ス
テップ１１８の計算は、ステップ１０６～ステップ１１８間に行っても良い。
【０１０８】
　ステップ１２０では、磁気飽和現象発生後のインダクタンスに相当するＵ相電圧の立下
り前後の電圧差を計算するため、Ｖｆａｌｌ＝Ｖｎ７－Ｖｎ８を計算する。
【０１０９】
　ステップ１２２では、磁気飽和現象発生前後のインダクタンスの変化量を含む電圧を計
算するため、Ｖｓｉｇ＝Ｖｆａｌｌ－Ｖｒｉｓｅを計算する。
【０１１０】
　ステップ１２４では、Ｖｓｉｇと基準電圧ＶＴＨとを比較してＶｓｉｇが正数か負数か
を判定する。
【０１１１】
　ステップ１２６では、Ｖｓｉｇが正数の場合、電機子巻線から発生する磁束と電機子巻
線と対峙する回転子から発生する磁束とが打ち消し合い、電機子巻線に磁気飽和現象が緩
和され、インダクタンスが小さくなったため、回転子の極性がＮ極であると判別し、Ｖｓ

ｉｇが負数の場合、電機子巻線から発生する磁束と電機子巻線と対峙する回転子から発生
する磁束とが強め合い、電機子巻線に磁気飽和現象が起きやすく、インダクタンスの変化
量が大きくなるため、電機子巻線と対峙する回転子の極性がＳ極であると判別する。
【０１１２】
　次に、図１０を用いて、極性判定電圧Ｖｓｉｇの相互誘導による影響について説明する
。
【０１１３】
　図１０（Ａ－１）のようにＵ相の電機子巻線の端子Ａが電源に接続され、Ｖ相の電機子
巻線の端子ＢがＧＮＤに接続され、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃが無接続の場合で、かつＵ
相の電機子巻線のインダクタンスのＬｕがＶ相の電機子巻線のインダクタンスＬｖより大
きい場合には、図１０（Ａ－１）に示すように、Ｕ相の電機子巻線にかかる電圧がＶ相の
電機子巻線にかかる電圧よりも大きくなり、分圧によって発生する中性点電位は、Ｖ／２
よりも小さくなる（負の値になる）ため、分圧によるＧＮＤからのＷ相端子電圧は、Ｖ／
２よりも小さくなる（負の値になる）。また、このとき、Ｌｕ＞Ｌｖのため図１０（Ａ－
２）に示すように、（３）式よりＵ相の電機子巻線に発生する磁束が、Ｗ相の電機子巻線
に発生する鎖交磁束よりも大きくなる。Ｕ相の電機子巻線に発生した磁束が、Ｗ相の電機
子巻線に発生した鎖交磁束よりも大きい場合、Ｕ相の電機子巻線に発生した磁束が、Ｗ相
に流れるため、Ｗ相の鎖交磁束の方向は、Ｖ相の磁束の方向と同一になり、Ｗ相の端子電
圧が中性点の電位よりも小さくなる（負の値になる）ため、相互誘導によるＧＮＤからの
Ｗ相端子電圧は、負の値となる。
【０１１４】
　また、図１０（Ｂ－１）のようにＵ相の電機子巻線の端子Ａが電源に接続され、Ｖ相の
電機子巻線の端子ＢがＧＮＤに接続され、Ｗ相の電機子巻線の端子Ｃが無接続の場合で、
かつＶ相の電機子巻線のインダクタンスＬｖがＵ相の電機子巻線のインダクタンスＬｕよ
り大きい場合には、図１０（Ｂ－１）に示すように、Ｖ相の電機子巻線にかかる誘起電圧
がＵ相の電機子巻線にかかる誘起電圧よりも大きくなり、分圧によって発生する中性点電
位は、Ｖ／２よりも大きくなる（正の値になる）ため、分圧によるＧＮＤからのＷ相端子
電圧は、Ｖ／２よりも大きくなる（正の値になる）。また、このとき、Ｌｖ＞Ｌｕのため
図１０（Ｂ－２）に示すように、（３）式よりＶ相の電機子巻線に発生する磁束が、Ｗ相
の電機子巻線に発生する鎖交磁束よりも大きくなる。Ｖ相の電機子巻線に発生した磁束が
、Ｗ相の電機子巻線に発生した鎖交磁束よりも大きい場合、Ｖ相の電機子巻線に発生した
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磁束が、Ｗ相に流れるため、Ｗ相の鎖交磁束の方向は、Ｕ相の磁束の方向と同一になり、
Ｗ相の端子電圧が中性点の電位よりも大きくなる（正の値になる）ため、相互誘導による
ＧＮＤからのＷ相端子電圧は、正の値になる。
【０１１５】
　図１０（Ａ－１）、（Ａ－２）、（Ｂ－１）、及び（Ｂ－２）から、分圧による電圧と
相互誘導による電圧の変化する方向は等しい為、極性判定電圧としては問題とならない。
【０１１６】
　図１１に極性判定電圧の実測結果を示す。
【０１１７】
　図１１に示すように、極性判定電圧Ｖｓｉｇ＜０の場合の回転子の極性はＳ極となり、
極性判定電圧Ｖｓｉｇ＞０の場合の回転子の極性はＮ極となる。
【０１１８】
　以上説明したように、本実施の形態に係るブラシレスモータ駆動装置は、磁気飽和現象
を利用することにより、電機子巻線に発生する磁束と回転子から発生する磁束とが強め合
う場合は、磁気飽和現象発生前後のインダクタンスの変化量を含む極性判定電圧が、基準
電圧より低くとなり、固定子と対峙する回転子の極性がＳ極と判別し、電機子巻線に発生
する磁束と回転子から発生する磁束とが打ち消しあう場合は、磁気飽和現象発生前後のイ
ンダクタンスの変化量を含む極性判定電圧が、基準電圧より高くなり、固定子と対峙する
回転子の極性がＮ極と判別できると共に、結線工数を軽減することができる。
【０１１９】
　また、上記の実施の形態では、３相電機子巻線がスター結線された例について説明した
が、３相電機子巻線がデルタ結線されたものを適用するようにしてもよい。
【０１２０】
　ここで、３相電機子巻線がデルタ結線された変形例について説明する。図１２は、３相
電機子巻線がデルタ結線された場合のブラシレスモータ駆動装置１１の概略構成図である
。なお、上記の実施の形態と同一構成については同一符号を付して説明する。
【０１２１】
　ブラシレスモータ１３は、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の電機子巻線（図１２では、矩形枠に相種
（Ｕ、Ｖ、Ｗ）を記載）がデルタ結線された３相電機子巻線と回転子とから構成されてい
る。３相電機子巻線の各相Ｕ、Ｖ、Ｗは、上記の実施の形態と同様に、それぞれ１２０°
のピッチで配置されており、ブラシレスモータ駆動装置１１のパルス幅変調（ＰＷＭ（Pu
lse Width Modulation））方式のインバータを構成するスイッチング素子群１４の出力端
と接続され、端子Ｄに導線Ｄを介し、端子Ｅには導線Ｅを介し、端子Ｆには導線Ｆを介し
てスイッチング素子群１４から電力が供給される。
【０１２２】
　スイッチング素子群１４は直流電源１６と接続され、コンデンサＣが並列に接続されて
いる。３相電機子巻線は、スイッチング素子群１４のトランジスタにより３相電機子巻線
の各相に所定のタイミングで通電切替されることで、６０°方形波通電の回転磁界が形成
される。
【０１２３】
　スイッチング素子群１４を構成するスイッチング素子としての３対（計６個）のトラン
ジスタＴＲ１とＴＲ２、ＴＲ３とＴＲ４、及びＴＲ５とＴＲ６についても、上記の実施の
形態と同様に、３相ブリッジ接続され、各トランジスタには並列にダイオードＤが接続さ
れている。
【０１２４】
　更に、上記の実施の形態と同様に、ブラシレスモータ駆動装置１１には、ブラシレスモ
ータ１３の駆動を制御するコントローラ３４、及びブラシレスモータ１３の回転子の極性
を判別するためのオブザーバ３６が設けられている。
【０１２５】
　このように３相電機子巻線がデルタ結線された場合でも上記の実施の形態と同様に、電
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圧の立ち上がり前後の電機子巻線を流れる電流の変化量と電圧の立下りの前後の電機子巻
線を流れる電流の変化量及びインダクタンスの変化量とから、極性判定電圧を計算し、極
性判定電圧が基準電圧より大きいか、基準電圧以下かを比較することで、３相電機子巻線
と回転子の極性を判別することができる。
【０１２６】
　電圧印加開始直前では、コントローラ３４によってトランジスタＴＲ２及びＴＲ６をオ
ン状態にし、図１３（Ａ）に示すようにＵ相及びＺ相の電機子巻線の端子Ｆ、Ｖ相及びＷ
相の電機子巻線の端子Ｅがマイナス端子に接続され、Ｕ相及びＶ相の電機子巻線の端子Ｄ
が無接続になる。このときのＶ相の電機子巻線の端子Ｄ及びマイナス端子の間に印加され
る電圧を電圧Ｖｎ５とする。
【０１２７】
　次に、電圧印加開始直後では、コントローラ３４によってトランジスタＴＲ１及びＴＲ
６をオン状態にし、図１３（Ｂ）に示すようにＵ相及びＷ相の電機子巻線の端子Ｆに電源
のプラス端子が接続されてＵ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度の電力が印加され
、Ｖ相及びＷ相の電機子巻線の端子Ｅがマイナス端子に接続され、Ｕ相及びＶ相の電機子
巻線の端子Ｄが無接続になる。このときのＶ相の電機子巻線の端子Ｄとマイナス端子との
間に印加される電圧を電圧Ｖｎ６とする。
【０１２８】
　次に、電圧印加終了直前では、コントローラ３４によってトランジスタＴＲ１及びＴＲ
６をオン状態にし、図１３（Ｂ）に示すようにＵ相及びＷ相の電機子巻線の端子Ｆに電源
のプラス端子が接続されてＵ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度の電力が印加され
、Ｖ相及びＷ相の電機子巻線の端子Ｅがマイナス端子に接続され、Ｕ相及びＶ相の電機子
巻線の端子Ｄが無接続になる。このときのＶ相の電機子巻線の端子Ｄとマイナス端子との
間に印加される電圧を電圧Ｖｎ７とする。
【０１２９】
　次に、電圧印加終了直後では、コントローラ３４によってトランジスタＴＲ２及びＴＲ
６をオン状態にし、図１３（Ｄ）に示すようにＵ相及びＺ相の電機子巻線の端子Ｆ、Ｖ相
及びＷ相の電機子巻線の端子Ｅがマイナス端子に接続され、Ｕ相及びＶ相の電機子巻線の
端子Ｄが無接続になる。このときのＶ相の電機子巻線の端子Ｄ及びマイナス端子の間に印
加される電圧を電圧Ｖｎ８とする。
【０１３０】
　従って、上記の実施の形態のスター結線と同様の処理を行うことで、固定子と対峙する
回転子の極性を判別することができる。
【０１３１】
　なお、上記の実施の形態及び変形例では、（図８（Ａ）、（Ｄ）、図１３（Ａ）、（Ｄ
））に示したように、電機子巻線の端子のうち１端子を無接続、残りの端子をマイナス電
位に接続するようにしたが、電機子巻線の端子のうち１端子を無接続、残りの端子をプラ
ス電位に接続するようにしてもよい。例えば、スター結線の場合には、図１４（Ａ）に示
すように、Ｕ相及びＶ相の電機子巻線の端子Ａ、Ｂをプラス電位に接続し、Ｗ相の電機子
巻線（端子Ｃ）を無接続とし、デルタ結線の場合には、図１４（Ｂ）に示すように、Ｕ相
電機子巻線とＷ相電機子巻線間の端子Ｆ、及びＶ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間の端子
Ｅをプラス電位に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電機子巻線間の端子Ｄを無接続としてもよ
い。
【符号の説明】
【０１３２】
１０、１１・・・モータ駆動装置、１２、１３・・・ブラシレスモータ（モータ）、１４
・・・スイッチング素子群（複数のスイッチング素子）、１６・・・直流電源、１８、３
４・・・コントローラ（制御手段）、１９・・・電機子巻線、２０、３６・・オブザーバ
（極性判別手段）、２１・・・極性判定部（極性判別手段）、２２・・・信号選択部、２
３・・・角度検出部、２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ、３０ａ、３０ｂ・・・サンプル
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ホールド回路、２８ａ、２８ｂ、３２・・・減算器

【図１】 【図２】



(18) JP 2010-220416 A 2010.9.30

【図３】 【図４】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月28日(2009.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通電によって極性が変化する三相以上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及
びＳ極が交互に配置された固定磁極が設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と
第２の部材とが同軸上で相対回転可能に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体と、
　前記電機子巻線に対して、選択的に電圧を印加する複数のスイッチング素子を備えた電
圧印加手段と、
　所定の組み合わせ、かつ所定の順序で前記電機子巻線に電圧を印加するために、前記電
圧印加手段を制御する制御手段と、
　前記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のインダクタンスの変化量に基
いて、前記電機子巻線の極性を判別する極性判別手段と、
　を有するモータの駆動装置。
【請求項２】
　前記極性判別手段におけるインダクタンスの変化量が、
　前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残した所定の二端子以上
の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非通電の端子電圧におい
て、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧が印加されてい
るときの差分に相当する請求項１記載のモータの駆動装置。
【請求項３】
　前記極性判別手段が、
　前記差分同士の差分を演算する演算手段を備え、当該演算手段の演算結果が正数か負数
かによって極性を判別する請求項２記載のモータの駆動装置。
【請求項４】
　前記演算手段は、
　前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加開始直前の前記非通電の端子電圧と前
記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加開始直後の前記非通電の端子電圧との差分
の第１の電圧と、前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直前の前記非通電
の端子電圧と前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直後の前記非通電の端
子電圧との差分の第２の電圧との差分を演算する、請求項３記載のモータの駆動装置。
【請求項５】
　前記第１の部材が固定側のステータであり、前記第２の部材が回転側のロータであり、
前記判別手段で判別した電機子巻線の極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固定
磁極の極性を認識する請求項１～請求項４のいずれか１項記載のモータの駆動装置。
【請求項６】
　通電によって極性が変化する三相以上の電機子巻線が設けられた第１の部材と、Ｎ極及
びＳ極が交互に配置された固定磁極が設けられた第２の部材とを備え、この第１の部材と
第２の部材とが同軸上で相対回転可能に対峙されて構成されたブラシレスモータ本体を、
　所定の組み合わせ、かつ所定の順序で前記電機子巻線に電圧を印加するために、複数の
スイッチング素子を選択的に制御し、
　前記電機子巻線に磁束密度が変化したときの電機子巻線のインダクタンスの変化量に基
いて、前記電機子巻線の極性を判別するモータの駆動方法。
【請求項７】
　前記極性の判別におけるインダクタンスの変化量が、
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　前記電機子巻線へ電圧を印加するため少なくとも一つの端子を残した所定の二端子以上
の電機子巻線に電圧を印加するとき、その分圧によって得られた非通電の端子電圧におい
て、前記所定の二端子以上の端子に電圧が印加されていないときと、電圧が印加されてい
るときの差分に相当する請求項６記載のモータの駆動方法。
【請求項８】
　前記極性の判別が、
　前記差分同士の差分を演算し、演算の結果が正数か負数かによって極性を判別する請求
項７記載のモータの駆動方法。
【請求項９】
　前記差分同士の演算は、
　前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加開始直前の前記非通電の端子電圧と前
記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加開始直後の前記非通電の端子電圧との差分
の第１の電圧と、前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直前の前記非通電
の端子電圧と前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直後の前記非通電の端
子電圧との差分の第２の電圧との差分を演算する、請求項８記載のモータの駆動方法。
【請求項１０】
　前記第１の部材が固定側のステータであり、前記第２の部材が回転側のロータであり、
前記極性の判別で判別した電機子巻線の極性に基づき、当該電機子巻線に対峙している固
定磁極の極性を認識する請求項６～請求項９のいずれか１項記載のモータの駆動方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項３に記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記極性判別手段が、前記差分同士
の差分を演算する演算手段を備え、当該演算手段の演算結果が正数か負数かによって極性
を判別するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項４に記載の発明に係るモータの駆動装置は、前記演算手段は、前記所定の二端子
以上の電機子巻線への電圧印加開始直前の前記非通電の端子電圧と前記所定の二端子以上
の電機子巻線への電圧印加開始直後の前記非通電の端子電圧との差分の第１の電圧と、前
記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直前の前記非通電の端子電圧と前記所
定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直後の前記非通電の端子電圧との差分の第
２の電圧との差分を演算する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項８に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記極性の判別が、前記差分同士の
差分を演算し、演算の結果が正数か負数かによって極性を判別するものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項９に記載の発明に係るモータの駆動方法は、前記差分同士の演算は、前記所定の
二端子以上の電機子巻線への電圧印加開始直前の前記非通電の端子電圧と前記所定の二端
子以上の電機子巻線への電圧印加開始直後の前記非通電の端子電圧との差分の第１の電圧
と、前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直前の前記非通電の端子電圧と
前記所定の二端子以上の電機子巻線への電圧印加終了直後の前記非通電の端子電圧との差
分の第２の電圧との差分を演算する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項４及び請求項９の発明によれば、磁束密度の変化から極性を判別するには、磁束
密度の変化前の信号と、変化後の信号を検出する必要があり、電圧の印加開始前後の時期
と電圧の印加停止前後の時期を利用することで達成する。すなわち、磁束密度の変化前の
信号は、前記所定の二端子以上へ電圧を印加する直前と電圧を印加直後の非通電の端子電
圧により検出可能である。巻線磁束による磁束密度の変化後の信号は、前記所定の二端子
以上へ電圧の印加を停止する直前と電圧印加停止直後の非通電の端子電圧により検出可能
であるため、磁束密度の変化が検出でき、極性の判別が可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係わるブラシレスモータ駆動装置の概略構成図である。
【図２】（Ａ）は回転子の回転によって変化するインダクタンス変化を示す図であり、（
Ｂ）は回転子の回転によって変化する各相のインダクタンス変化を示す図である。
【図３】（Ａ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線
を無接続とした状態を示す図であり、（Ｂ）はＵ相の電機子巻線に電源電圧の＋電圧を印
加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続とした状態
を示す図であり、（Ｃ）はＶ相及びＷ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電
機子巻線を無接続とした状態を示す図であり、（Ｄ）はＶ相電機子巻線に電源電圧の＋電
圧を印加し、Ｗ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｕ相の電機子巻線を無接続とし
た状態を示す図である。
【図４】ロータの位置とＵ相、Ｖ相、及びＷ相の電機子巻線のインピーダンスの大小関係
を示す図である。
【図５】磁気飽和発生のメカニズムを示す図である。
【図６】（Ａ）はオブザーバ内の機能ブロック図である。（Ｂ）は極性判別部の機能ブロ
ック図である。
【図７】Ｕ相の電機子巻線に回転子が回転しない程度の電力の印加を開始する前後及び印
加終了前後のＵ相電圧及びＵ相電流の波形図である。
【図８】（Ａ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線
を無接続とした電圧印加直前の状態を示す図であり、（Ｂ）はＵ相の電機子巻線に電源電
圧の＋電圧を印加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無
接続とした電圧印加直後の状態を示す図であり、（Ｃ）はＵ相の電機子巻線に電源電圧の
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＋電圧を印加し、Ｖ相の電機子巻線をマイナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続
とした電圧印加終了直前の状態を示す図であり、（Ｄ）はＵ相及びＶ相の電機子巻線をマ
イナス端子に接続し、Ｗ相の電機子巻線を無接続とした電圧印加終了直後の状態を示す図
である。
【図９】オブザーバの回転子の極性判別時の処理の流れをフローチャートである。
【図１０】（Ａ－１）は、Ｕ相インダクタンス（Ｌｕ）＞Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）の
場合の各相の電圧の大きさを示す図であり、（Ａ－２）は、Ｕ相インダクタンス（Ｌｕ）
＞Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）の場合の各相の磁束の方向及び大きさを示す図であり、（
Ｂ－１）は、Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）＞Ｕ相インダクタンス（Ｌｕ）の場合の各相の
電圧の大きさを示す図であり、（Ｂ－２）は、Ｖ相インダクタンス（Ｌｖ）＞Ｕ相インダ
クタンス（Ｌｕ）の場合の各相の磁束の方向及び大きさを示す図である。
【図１１】極性判定電圧の実測結果を示す図である。
【図１２】３相電機子巻線がデルタ結線された場合のブラシレスモータ駆動装置の概略構
成図である。
【図１３】（Ａ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間、及びＶ相電機子巻線とＷ相電機
子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電機子巻線間を無接続とした状態
を示す図であり、（Ｂ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間を＋電位接続、Ｖ相電機子
巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電機子巻線間を無
接続とした状態を示す図であり、（Ｃ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間を＋電位接
続、Ｖ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線とＶ相電
機子巻線間を無接続とした状態を示す図であり、（Ｄ）はＵ相電機子巻線とＷ相電機子巻
線間、及びＶ相電機子巻線とＷ相電機子巻線間をマイナス端子に接続、Ｕ相電機子巻線と
Ｖ相電機子巻線間を無接続とした状態を示す図である。
【図１４】（Ａ）はスター結線において電機子巻線の端子のうち１端子を無接続、残りの
端子をプラス電位に接続した一例を示す図であり、（Ｂ）はデルタ結線において電機子巻
線の端子のうち１端子を無接続、残りの端子をプラス電位に接続した一例を示す図である
。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　　　　　　　　Ｖｆａｌｌ＝Ｖｎ７－Ｖｎ８・・・（５）
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