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(57)【要約】
【課題】磁極位置センサを二重化することなく、磁極位
置センサの異常時にも永久磁石型同期電動機を継続的に
運転可能とする。
【解決手段】永久磁石型同期電動機２０と、エンコーダ
１４と、パルス検出器１５と、パルス数計測器１６と、
速度演算器１７と、磁極位置センサ１３と、この磁極位
置センサ１３の出力パルス状態から異常を判定する磁極
位置異常判定器１９と、前記出力パルス状態及び回転方
向から求めた基準量とパルス数とを用いて磁極位置を演
算する磁極位置演算器１８ と、電力指令値を求める速
度調節器１１と、前記電力指令値に応じて電動機２０に
電力を供給する電力変換器１２と、を備える。磁極位置
演算器１８ は、前記出力パルス状態に応じて回転方向
ごとに磁極位置センサ１３の正常時及び異常時における
前記基準量を予め保持し、異常判定時には、異常時の基
準量を用いて磁極位置を演算する。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
永久磁石型同期電動機と、電動機の回転速度検出用のエンコーダと、このエンコーダの出
力パルスから電動機の回転方向を判別するパルス検出器と、前記エンコーダのパルス数を
回転方向を考慮して計測するパルス数計測器と、このパルス数計測器により計測されたパ
ルス数から電動機の回転速度を演算する速度演算器と、電動機の永久磁石回転子の磁極位
置を検出して各相ごとに１８０度の期間、パルスを出力する磁極位置センサと、この磁極
位置センサの出力パルス状態から前記磁極位置センサの異常を判定する磁極位置異常判定
器と、前記磁極位置センサの出力パルス状態及び回転方向から磁極位置の基準量を求め、
この基準量と前記パルス数計測器により計測されたパルス数とに基づいて前記磁極位置を
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演算する磁極位置演算器と、前記速度演算器から出力される速度検出値と速度指令値とか
ら電力指令値を求める速度調節器と、この速度調節器から出力される電力指令値に応じて
電動機に電力を供給する電力変換器と、を備え、
前記磁極位置演算器は、前記磁極位置センサの出力パルス状態に応じて、電動機の回転方
向ごとに磁極位置センサの正常時及び異常時における前記基準量を予め保持しており、前
記磁極位置異常判定器による異常判定時に、異常時における基準量を用いて前記磁極位置
を演算することを特徴とする永久磁石型同期電動機の制御装置。
【請求項２】
請求項１に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置において、
前記磁極位置センサの出力パルス状態の前回値が異常であるときに、前記出力パルス状態

20

の今回値に応じた異常時における前記基準量を用いて前記磁極位置を演算することを特徴
とする永久磁石型同期電動機の制御装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置において、
前記磁極位置センサの出力パルス状態の今回値が異常であるときに、前記電動機の回転方
向及び前記出力パルス状態の前回値に応じて異常が発生した相を特定することを特徴とす
る永久磁石型同期電動機の制御装置。
【請求項４】
請求項３に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置において、
前記パルス数計測器により計測されたパルス数の積算値が一定値を超えた際に前記磁極位
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置センサの異常を判定することを特徴とする永久磁石型同期電動機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、永久磁石型同期電動機に取り付けた磁極位置センサ及びエンコーダにより永久
磁石回転子の磁極位置及び回転速度を検出して永久磁石型同期電動機を可変速制御するた
めの制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図４は、この種の制御装置の従来技術を示すブロック図である。
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図４に示す制御装置１０は、永久磁石型同期電動機２０の速度指令値に対して速度検出値
を追従させるように電力指令値を演算する速度調節器１１と、この速度調節器１１から出
力される電力指令値に応じた電力を、永久磁石回転子の磁極位置を考慮しながら電動機２
０に供給する電力変換器１２と、電動機２０の回転速度を検出するためのエンコーダ１４
と、永久磁石回転子の磁極位置を検出するための磁極位置センサ１３と、エンコーダ１４
の出力パルスから回転方向を判別するパルス検出器１５と、前記回転方向を考慮しながら
エンコーダ１４の出力パルスを計数するパルス数計測器１６と、このパルス数計測器１６
の出力から電動機２０の回転速度を演算し、速度検出値を速度調節器１１に向けて出力す
る速度演算器１７と、磁極位置センサ１３の出力パルスとパルス検出器１５からの回転方
向とパルス数計測器１６からのパルス数とに基づき磁極の初期位置や基準量を求めて磁極
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位置を演算する磁極位置演算器１８とから構成されており、この演算器１８により求めた
磁極位置が電力変換器１２に入力されている。
【０００３】
ここで、図５は磁極位置センサ１３の出力及び磁極位置信号の様子を示すものである。磁
極位置センサ１３は三相の各相毎にそれぞれ１８０度の期間、パルスを出力し、これらの
パルスの各相間の位相差は１２０度となっている。回転子の磁極位置は０度から３６０度
の間で繰り返し変化するので、その推移は三角波状の波形となる。
【０００４】
以下の表１は、磁極位置演算器１８が演算に用いる磁極位置センサ１３の出力パルス状態
と、磁極の初期位置及び位置演算のための基準量との関係を示している。この表１のパル
ス状態における丸付き数字

▲１▼

示した丸付き数字

，

▲１▼

，

▲２▼

▲２▼
，

，

▲３▼

ルス状態を示しており、表１のパルス状態の数字

０

▲３▼
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，……は、図５の上段に

，……に対応していて正常時のパ
，

７

は、それぞれ全相のパル

スがＬｏｗレベル（Ｌ）、Ｈｉｇｈレベル（Ｈ）となる異常時のパルス状態を示している
。
【０００５】
【表１】

20

30
【０００６】
図５に示す如く、電動機２０の正転時には、パルス状態が

▲１▼

から

▲２▼

，

▲３▼

，……と変化して磁極位置の角度が増加し、また、逆転時には、パルス状態が

▲６▼

から

▲５▼

，

▲４▼

，……と変化して角度が減少していく。なお、表１

における初期位置は、電源投入時のように磁極位置の状態が不明のときに用いるデータで
あり、誤差幅が±３０度となるように設定してある。更に、表１における基準量は、電源
投入後に磁極位置センサ１３の出力パルスが変化した場合に用いるデータである。
また、図５の磁極位置の三角波上にある丸印は、磁極位置センサ１３の出力パルス状態が
変化するときの正しい基準量を示しており、例えば、正転時にパルス状態が
ら

▲２▼

▲１▼

か

に変化する場合の図５における基準量（三角波上にある丸印）は６０度であ

り、表１のパルス状態

▲２▼
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における正転時の基準量（６０度）と一致している。

【０００７】
次に、磁極位置演算器１８による演算アルゴリズムを、図６のフローチャートに示す。磁
極位置演算器１８は、磁極位置センサ１３の出力パルスから表１のパルス状態を読み取り
（Ｓ１）、パルス状態の今回値が前回値と同じであるか否かを判断する（Ｓ２）。両者が
同じであってパルス状態が変化していない場合には下記の数式１の磁極位置演算により磁
極位置θを求めると共に（Ｓ４）、パルス状態が変化して今回値が前回値と異なる場合に
は、磁極位置演算用のパルス数の積算値をゼロクリアしてから（Ｓ３）、数式１の演算に
より磁極位置θを求める（Ｓ４）。その後、今回のパルス状態を前回値として保存する（
Ｓ５）。
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このようにして、一定周期ごとにパルス状態の変化の有無を検出しながら磁極位置演算を
行っている。
【０００８】
［数１］
θ＝Ｋ１ ×エンコーダパルス計測数＋初期位置または基準量
（Ｋ１ ：エンコーダ出力パルスの１パルス当たりの角度）
【０００９】
次いで、図４に示した制御装置１０の全体的な動作を説明する。この制御装置１０では、
速度指令値に対し速度検出値が追従するように速度調節器１１によって電力指令値が演算
され、この電力指令値に応じた電力を電動機２０に供給するように電力変換器１２が動作
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する。その際、電力変換器１２では、磁極位置演算器１８によって上述の如く演算された
磁極位置を考慮しながら電動機２０への供給電力を決定している。
【００１０】
電動機２０の回転速度は、エンコーダ１４の出力パルスをパルス検出器１５により検出し
て回転方向を判断し、パルス数計測器１６が回転方向を考慮しながらパルス数を計測する
と共に、このパルス数に基づいて速度演算器１７が演算している。
また、磁極位置については、磁極位置演算器１８が、表１におけるパルス状態に応じて、
電源投入直後は初期位置を用い、その後にパルス状態が変化した場合には基準量を用いて
数式１の演算により求めている。
【００１１】
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なお、上述した従来技術のようにエンコーダ及び磁極位置センサを用いて永久磁石型同期
電動機の速度制御を行う制御装置は、例えば以下の特許文献１，２に記載されている。
このうち、特許文献２に記載された制御装置は、磁極位置センサの取付位置の誤差に起因
する磁極位置検出誤差をなくすために、電源投入後にインバータと電動機との間に設けら
れたコンタクタを開放して電動機の誘起電圧波形を検出し、この誘起電圧波形と磁極位置
センサの出力信号との位相差である磁極位置検出誤差を求めて磁極位置検出値を補正する
ようにしたものである。
【００１２】
【特許文献１】
特開平１１−２０６１９８号公報
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【特許文献２】
特開平９−４７０６６号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
図７及び図８は、電動機２０の正転時において、磁極位置センサ１３から出力されるＵ相
信号に異常が発生した場合の磁極位置センサ１３の出力及び磁極位置信号を示している。
図７では、正常であったＵ相パルスが途中からＬｏｗレベルで固定となり、図８では、正
常であったＵ相パルスが途中からＨｉｇｈレベルで固定となっている。このため、図７で
はパルス状態が

０

、図８ではパルス状態が

７

となる期間が発生し、正常時にはあ

り得ない異常な状態が発生している。
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【００１４】
また、図７におけるパルス状態
常時にパルス状態が

▲３▼

０

の次のパルス状態は

から

▲４▼

▲４▼

となっているが、正

に変わるときの正しい基準量は１８０度（

図５、表１参照）であるのに対して、図７では

０

から

▲４▼

に変わるときの基準

量が１２０度となっており、正常時に比べて６０度遅れている。
同様に、図８におけるパルス状態
正常時にパルス状態が

▲６▼

７
から

の次のパルス状態は
▲１▼

５、表１参照）であるのに対して、図８では

▲１▼

となっているが、

に変わるときの正しい基準量は０度（図
７

から

▲１▼

に変わるときの基準量

が３００度となっており、このケースでも正常な場合に比べて６０度遅れている。
【００１５】
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なお、図７、図８には示されていないが、電動機２０の逆転時において、異常時のパルス
状態

０

または

７

が発生した場合、次のパルス状態における基準量は正常時に比べ

て６０度進む。
すなわち、異常時のパルス状態

０

または

７

が発生すると、次のパルス状態におけ

る基準量は、正転時、逆転時の何れの場合も正常時に比べて６０度の誤差を持つことにな
る。
【００１６】
このような異常時であるにも関わらず、表１に示した正常時の初期位置や基準量を用いて
磁極位置演算を行うと、磁極位置を誤認することになり、場合によっては脱調を起こして
電動機２０を継続的に駆動することが困難になる。このため、磁極位置演算器１８が異常
時のパルス状態

０

または

７

10

を検出した場合には、直ちに電動機２０を停止する保

護動作が必要となる。
【００１７】
しかし、プラント等の産業用機械においては、予め決められた動作が終了するまで、また
、電動機が車両等の駆動部に用いられている場合には、車両等が安全な場所に移動するま
で、電動機の運転を継続することが要求されている。
一方、前述したような磁極位置センサの異常時の対策としては、センサを二重化すること
が考えられるが、センサ取付場所の確保が困難であったり、システムの複雑化やコストの
上昇を招くといった問題がある。
【００１８】
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更に、前述した特許文献２に記載された制御装置は、電動機の誘起電圧と磁極位置検出信
号との位相差から磁極位置検出誤差を求め、この誤差を用いて磁極位置を補正するもので
あるが、図７や図８に示したようにある相の出力パルスが主として電気的要因によりＬｏ
ｗレベルまたはＨｉｇｈレベルに固定されるような異常事態を想定したものではないと共
に、磁極位置検出誤差を求めるためにコンタクタを開放する等の煩雑な処理を要するもの
であった。
【００１９】
そこで本発明は、磁極位置センサを二重化したり煩雑な処理を要することなく、磁極位置
センサの出力信号に異常が発生した場合でも永久磁石型同期電動機を何ら支障なく継続的
に運転できるようにした制御装置を提供しようとするものである。
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【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、永久磁石型同期電動機と、電動機の回
転速度検出用のエンコーダと、このエンコーダの出力パルスから電動機の回転方向を判別
するパルス検出器と、前記エンコーダのパルス数を回転方向を考慮して計測するパルス数
計測器と、このパルス数計測器により計測されたパルス数から電動機の回転速度を演算す
る速度演算器と、電動機の永久磁石回転子の磁極位置を検出して各相ごとに１８０度の期
間、パルスを出力する磁極位置センサと、この磁極位置センサの出力パルス状態から前記
磁極位置センサの異常を判定する磁極位置異常判定器と、前記磁極位置センサの出力パル
ス状態及び回転方向から磁極位置の基準量を求め、この基準量と前記パルス数計測器によ
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り計測されたパルス数とに基づいて前記磁極位置を演算する磁極位置演算器と、前記速度
演算器から出力される速度検出値と速度指令値とから電力指令値を求める速度調節器と、
この速度調節器から出力される電力指令値に応じて電動機に電力を供給する電力変換器と
、を備え、
前記磁極位置演算器は、前記磁極位置センサの出力パルス状態に応じて、電動機の回転方
向ごとに磁極位置センサの正常時及び異常時における前記基準量を予め保持しており、前
記磁極位置異常判定器による異常判定時に、異常時における基準量を用いて前記磁極位置
を演算するものである。
【００２１】
請求項２記載の発明は、請求項１に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置において、
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前記磁極位置センサの出力パルス状態の前回値が異常であるときに、前記出力パルス状態
の今回値に応じた異常時における前記基準量を用いて前記磁極位置を演算するものである
。
【００２２】
請求項３記載の発明は、請求項１または２に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置に
おいて、
前記磁極位置センサの出力パルス状態の今回値が異常であるときに、前記電動機の回転方
向及び前記出力パルス状態の前回値に応じて異常が発生した相を特定するものである。
【００２３】
請求項４記載の発明は、請求項３に記載した永久磁石型同期電動機の制御装置において、
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前記パルス数計測器により計測されたパルス数の積算値が一定値を超えた際に前記磁極位
置センサの異常を判定するものである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図に沿って本発明の実施形態を説明する。まず、図１は、本発明の第１実施形態を
示すブロック図であり、請求項１，２に記載した発明の実施形態に相当する。
図１において、図４の従来技術と同一の構成要素には同一の参照符号を付して説明を省略
し、以下では異なる部分を中心に説明する。
【００２５】
まず、この第１実施形態が図４と異なるのは、磁極位置センサ１３の出力信号の異常を検
出するための磁極位置異常判定器１９が追加され、磁極位置演算器１８

20

が、磁極位置異

常判定器１９の出力（異常判定信号）によって磁極位置演算に用いる基準量を決定するよ
うにした点である。
なお、磁極位置異常判定器１９には、パルス検出器１５からの回転方向と磁極位置演算器
１８

からのパルス数の積算値とが入力されているが、これらの入力信号は、後述する第

２実施形態において磁極位置の異常判定を行うために入力されており、第１実施形態では
必要不可欠なものではない。
【００２６】
次に、第１実施形態の動作を説明する。
まず、磁極位置異常判定器１９により、磁極位置センサ１３の出力パルス状態の前回値が
表１に示した

０

や

７

９から磁極位置演算器１８
磁極位置演算器１８

のように異常と判断された場合には、磁極位置異常判定器１
に異常判定信号を送出する。

では、以下の表２に示すように、各パルス状態の今回値について、

前回値の異常時を考慮した磁極位置の基準量を用い、図２に示すフローチャートに従って
今回値における磁極位置を演算する。
【００２７】
【表２】
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10

【００２８】
この表２が表１と異なるのは、各パルス状態の今回値における正転時、逆転時の基準量に
ついて、前回値が異常であった場合の角度を表１にそれぞれ追加した点である。
表２の見方としては、正転時において、例えば前回、異常が検出された後にパルス状態が
▲１▼

となった場合には、前述した６０度の誤差を考慮して、正常時の基準量０度に

20

対して６０度遅れた３００度を今回値に対する基準量とし、以下同様に、前回、異常が検
出された後にパルス状態が

▲２▼

となった場合には、前述した６０度の誤差を考慮し

て、正常時の基準量６０度に対して６０度遅れた０度を今回値に対する基準量とすること
を示している。
【００２９】
また、逆転時には、例えば前回、異常が検出された後にパルス状態が

▲１▼

となった

場合には、前述した６０度の誤差を考慮して、正常時の基準量６０度に対して６０度進ん
だ１２０度を今回値に対する基準量とし、以下同様に、前回、異常が検出された後にパル
ス状態が

▲２▼

となった場合には、前述した６０度の誤差を考慮して、正常時の基準

量１２０度に対して６０度進んだ１８０度を今回値に対する基準量とすることを示してい
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る。
【００３０】
このように、磁極位置異常判定器１９が磁極位置センサ１３の出力パルスから異常を検出
して異常判定信号が磁極位置演算器１８

に入力された場合には、磁極位置演算器１８

が表２に示す異常時（パルス状態の前回値の異常時）の基準量を用いて数式１の演算を行
うことにより、パルス状態の今回値における正しい磁極位置を求めることが可能になる。
【００３１】
なお、図７，図８に示したように、異常時のパルス状態

０

と

７

が検出される前は

、Ｕ相において正常時には６０度毎に検出されていたパルス変化が１２０度の期間なくな
り（図７におけるパルス状態

▲６▼

、及び、図８におけるパルス状態

▲３▼

を参
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照）、磁極位置の演算誤差を生じるが、従来技術によれば、その期間は図６におけるパル
ス数積算値のゼロクリア（Ｓ３）が行われないため、このパルス数積算値（数式１におけ
るエンコーダパルス計測数の積算値）により、演算誤差は緩和される。
しかし、従来技術において、異常時のパルス状態

０

または

７

の検出後の次のパル

ス状態では、前述したように基準量が正常時に対して６０度の誤差を持ち、更に、図６に
よりパルス数の積算値がゼロクリアされるので、上述したような演算誤差の緩和は期待で
きない。
【００３２】
これらの点を考慮し、本実施形態では、磁極位置演算器１８

によりパルス状態前回値の

異常時を考慮しながら今回値における磁極位置演算を行うこととし、そのために、表２に
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示した異常時の基準量を予め設定しておいて数式１による磁極位置演算を行うこととした
ものである。
【００３３】
図２は、この実施形態における磁極位置演算器１８
磁極位置演算器１８

の演算アルゴリズムを示している。

は、磁極位置センサ１３の出力パルスからパルス状態を逐次読み取

り（Ｓ１１）、パルス状態の前回値が正常（パルス状態が

▲１▼

〜

▲６▼

の何れ

か）であるか否かを判断する（Ｓ１２）。前回値が正常である場合には、表２における正
常時の基準量を用い（Ｓ１３）、前回値が異常である場合、すなわちパルス状態が
または

７

０

の場合には、表２における異常時の基準量を用いることを決定する（Ｓ１４

）。

10

【００３４】
以後のステップＳ１５〜Ｓ１９は、パルス状態の前回値が正常であって正常時の基準量を
用いる場合（Ｓ１３）と、パルス状態の前回値が異常であって異常時の基準量を用いる場
合（Ｓ１４）とのそれぞれについて適用されるが、磁極位置演算のステップ（Ｓ１８）に
おいて数式１の演算に使用される基準量が正常時と異常時とで異なっている。
【００３５】
ステップＳ１５以降の処理としては、まず、パルス状態の今回値が前回値と同じであるか
否かを判断し（Ｓ１５）、両者が同じ場合には、数式１の磁極位置演算を行って磁極位置
θを求め（Ｓ１８）、その後、今回の磁極位置のパルス状態を前回値として保存する（Ｓ
１９）。

20

また、パルス状態が変化して今回値が前回値と異なる場合には、今回のパルス状態が正常
か否かを判断する（Ｓ１６）。その際、パルス状態の今回値が正常であれば、磁極位置演
算用パルス数の積算値をゼロクリアしてから（Ｓ１７）、ステップＳ１８の磁極位置演算
に移行する。また、パルス状態の今回値が異常であれば、磁極位置演算用パルス数の積算
値をゼロクリアすることなくステップＳ１８の磁極位置演算に移行する。
【００３６】
このような処理を行うことにより、例えば、パルス状態前回値が

０

または

７

の異

常時から変化して今回値が正常になった場合には、図２におけるＳ１２→Ｓ１４→Ｓ１５
→Ｓ１６→Ｓ１７→Ｓ１８の経路によって異常時の基準量を用いた磁極位置演算が行われ
ることになる。
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具体的には、図７において正転時に前回の異常なパルス状態
ス状態

▲４▼

０

から今回の正常なパル

に変化した場合には、基準量として表２における異常時の１２０度を用

いて数式１の磁極位置演算を行うことにより、今回のパルス状態

▲４▼

における磁極

位置が正確に演算される。その結果、磁極位置センサ１３の出力パルスが異常であるにも
関わらず、脱調等の不具合を起こすことなく、電動機２０の速度を制御しながら継続して
運転することが可能となる。
【００３７】
なお、パルス状態の今回値が異常な場合には磁極位置演算用パルス数の積算値をゼロクリ
アしないようにし（Ｓ１６）、この積算値を数式１のエンコーダパルス計測数として用い
ることで演算誤差の緩和を図っている。
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【００３８】
また、本発明は、図９に示すように電動機２０の逆転時において磁極位置センサ１３に異
常が生じた場合にも、対応することができる。すなわち、図９は、電動機２０の逆転時に
おいて、正常であったＵ相パルスが途中からＬｏｗレベルで固定となった例であり、この
場合には、表２における逆転時かつ異常時の基準量を数式１の磁極位置演算に使用すれば
よい。
【００３９】
更に、本発明は、図１０に示すように磁極位置センサ１３の二相以上で異常が発生した場
合にも対応可能である。この図１０は、電動機２０の正転時において、正常であったＵ相
パルスが途中からＬｏｗレベルで固定となり、その後、正常であったＶ相パルスも途中か
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らＬｏｗレベルで固定となった例である。このような場合にも、表２における正転時かつ
異常時の基準量を磁極位置演算に使用すればよい。
【００４０】
次に、本発明の第２実施形態を説明する。この実施形態は、請求項３，４に記載した発明
の実施形態に相当する。
この第２実施形態では、図１の磁極位置異常判定器１９において、図３に示すフローチャ
ートに従って磁極位置センサ１３の異常な相及びその状態を検出する。
【００４１】
磁極位置異常判定器１９が読み取った磁極位置のパルス状態の今回値が正常な場合には、
数式１に用いているパルス数の積算値（エンコーダパルス計測数）が回転子の回転角１８

10

０度相当値未満（パルス数の積算値と角度Ｋ１ との積が１８０度未満）である場合には正
常と判断し、処理を終了する（Ｓ２１〜Ｓ２４）。なお、ステップＳ２４においてパルス
数の積算値が１８０度相当値以上ある場合には、磁極位置センサ１３の出力パルスが変化
していないことから磁極位置信号が異常であると判断する（Ｓ２５）。
【００４２】
パルス状態の今回値が異常な場合には、回転方向及びパルス状態の前回値に基づいて、以
下のように異常相の状態を特定することができる。
すなわち、パルス状態が異常と判断されると（Ｓ２６）、磁極位置異常判定器１９では、
パルス検出器１５の出力から回転方向を判断する（Ｓ２７）。正転の場合、前回のパルス
状態を調べ（Ｓ３０）、正常時（前回のパルス状態が
（前回のパルス状態が

０

または

７

▲１▼

〜

▲６▼

）と異常時

20

）とで、図示するようにＵ，Ｖ，Ｗ相のどの相

がどのような状態で今回、異常になったか（Ｈ異常：Ｈｉｇｈレベルで固定，Ｌ異常：Ｌ
ｏｗレベルで固定）を決定して（Ｓ３１）、ステップＳ２４に移行する。逆転の場合も、
同様に前回のパルス状態を調べ（Ｓ２８）、正常時と異常時とで、Ｕ，Ｖ，Ｗ相のどの相
がどのような状態で今回、異常になったかを決定して（Ｓ２９）、ステップＳ２４に移行
する。
【００４３】
ステップＳ３１（正転時）またはＳ２９（逆転時）における異常相及びその状態の特定は
、以下のようにして行われる。
一例として、ステップＳ３１において前回のパルス状態が
Ｕ相Ｈ異常

▲３▼

であった場合に、
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（磁極位置センサ１３のＵ相がＨｉｇｈレベルで固定）と判定され、また、

前回のパルス状態が

▲６▼

であった場合に、

Ｕ相Ｌ異常

（磁極位置センサ１３の

Ｕ相がＬｏｗレベルで固定）と判定される理由を以下に説明する。正常時には、パルス状
態は常に▲１▼〜▲６▼の６つのパターンのうちの何れかになるが（図５参照）、パルス
状態の今回値が異常（

０

または

７

）と判定される場合、そのパルス状態の前回値

は、常に本来の今回値の２つ前のパルス状態となる。具体的には、例えば図７に示す正転
時においてパルス状態の今回値（

０

）が発生した位置は、本来であればパルス状態▲

２▼の位置であり、その前回値は▲１▼となるはずであるが、Ｕ相信号の異常（Ｕ相Ｌ異
常）によって、本来の今回値である▲２▼の２つ前の▲６▼となっている。
同様に、図８に示す正転時においてパルス状態の今回値（

７

）が発生した位置は、本

40

来であればパルス状態▲５▼の位置であり、その前回値は▲４▼となるはずであるが、Ｕ
相信号の異常（Ｕ相Ｈ異常）によって、本来の今回値である▲５▼の２つ前の▲３▼とな
っている。
このように、正転時にパルス状態の今回値が異常である場合、その前回値のパルス状態を
調べることにより、これが
ば

Ｕ相Ｌ異常

▲３▼

であれば

Ｕ相Ｈ異常

であり、

▲６▼

であれ

と判定することができる。

他のＶ相、Ｗ相についても、残りのパルス状態前回値である▲２▼，▲５▼，▲４▼，▲
１▼がそれぞれ

Ｖ相Ｌ異常

、

Ｖ相Ｈ異常

、

Ｗ相Ｌ異常

、

Ｗ相Ｈ異常

に一

対一で対応するので、ステップＳ３１の判定が可能になる。
また、逆転時に関するステップＳ２９についても、同様の原理でパルス状態の前回値を調
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べることにより、異常な相及びその状態を検出することができる。
【００４４】
なお、ステップＳ２９またはＳ３１を得た場合のステップＳ２４では、磁極位置センサ１
３の出力パルス状態が２相以上おかしくなった場合には、異常なパルス状態が１８０度以
上継続するため、磁極位置演算器１８

において数式１に用いているパルス数の積算値が

１８０度相当値以上になった場合に２相以上の異常と判断する（Ｓ２５）。
【００４５】
このように異常な相及びその状態を特定できることにより、例えば、始動時においてＵ相
がＬｏｗレベルで固定されていて異常なパルス状態

０

と判定された場合、表２によれ

ば、正常な磁極位置のパルス状態はＵ相がＨｉｇｈレベルになる▲２▼の状態であると判

10

断できるため、正しい初期位置すなわち９０度を求めることが可能となり、異常検出後の
再起動も可能となる。
【００４６】
【発明の効果】
以上のように請求項１，２に記載した発明によれば、磁極位置センサの出力パルスが異常
であると判断した場合に、磁極位置演算器において異常を考慮した基準量を用いて磁極位
置演算を行うことにより、新たなセンサを追加することなく、永久磁石型同期電動機を速
度制御しながら継続して運転することができる。
【００４７】
また、請求項３，４に記載した発明によれば、磁極位置センサの異常な相とその状態を特
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定できるため、磁極位置センサの速やかな修理を可能とし、更に磁極位置センサの２相以
上の異常も容易に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態における磁極位置演算アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２実施形態における磁極位置演算アルゴリズムを示すフローチャート
である。
【図４】従来技術を示すブロック図である。
【図５】従来技術における磁極位置センサの出力例を示す図である。
【図６】従来技術における磁極位置演算アルゴリズムを示すフローチャートである。
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【図７】磁極位置センサの出力例を示す図である。
【図８】磁極位置センサの出力例を示す図である。
【図９】磁極位置センサの出力例を示す図である。
【図１０】磁極位置センサの出力例を示す図である。
【符号の説明】
１０

：制御装置

１１：速度調節器
１２：電力変換器
１３：磁極位置センサ
１４：エンコーダ
１５：パルス検出器
１６：パルス数計測器
１７：速度演算器
１８

：磁極位置演算器

１９：磁極位置異常判定器
２０：永久磁石型同期電動機
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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【図９】

【図７】
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