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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源からの負荷電流に基づいて三相のブラシレスＤＣモータの各相の固定子巻線へ
駆動電流を供給するインバータ回路と、
　前記各相の固定子巻線の端子間電圧に基づいて回転子の回転位置を表す位置検出信号を
出力する位置検出手段と、
　外部から入力する速度指令信号と前記位置検出信号とに基づいてＰＷＭ制御を行ってＰ
ＷＭ信号を生成するＰＷＭ信号生成手段と、
　前記ＰＷＭ信号に基づいて前記インバータ回路を構成する各スイッチング素子をＯＮ／
ＯＦＦするためのスイッチング信号を出力する駆動手段と、
　を有するブラシレスＤＣモータの駆動装置において、
　前記直流電源から前記インバータ回路へ流れる負荷電流の値を検出する負荷電流検出手
段と、
　前記直流電源の１／２の電位を主基準電位として、前記負荷電流検出手段が検出した負
荷電流の値が基準負荷電流よりも低くなったときに進角基準電位を前記主基準電位より上
昇させて生成し、前記検出した負荷電流の値が前記基準負荷電流よりも高くなったときに
前記進角基準電位を前記主基準電位より下降させて生成し、前記生成した進角基準電位と
前記端子間電圧とのクロスタイミングによって位相信号を生成する進角制御手段とを有し
、
　前記位置検出手段は、この位相信号に基づいて位置検出信号を生成する
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　ことを特徴とするブラシレスＤＣモータの駆動装置。
【請求項２】
　前記進角制御手段は、
　前記各相毎の固定子巻線の端子間電圧と前記進角基準電位とのクロスタイミングによっ
て各相毎の位相信号を生成する
　ことを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置。
【請求項３】
　前記進角制御手段は、
　前記各相の固定子巻線の端子間電圧を合成した中性点電圧と前記進角基準電位とのクロ
スタイミングによって位相信号を生成する
　ことを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置。
【請求項４】
　前記進角制御手段は可変抵抗素子を有し、前記可変抵抗素子の一端は前記直流電源のプ
ラス側に接続され、その他端は第２の抵抗素子の一端と前記位置検出手段に接続され、前
記第２の抵抗素子の他端は接地され、
　前記負荷電流検出手段が検出した負荷電流の値が低くなったときに前記可変抵抗素子の
抵抗値を下げ、前記検出した負荷電流の値が高くなったときに前記可変抵抗素子の抵抗値
を上げる
　ことを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置。
【請求項５】
　前記負荷電流検出手段は、
　前記検出した負荷電流の値が過電流保護基準値以上のときに前記ブラシレスＤＣモータ
の回転を停止、または、減速させる
　ことを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、進角制御を行えるブラシレスＤＣモータのセンサーレス型の駆動装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
  ブラシレスＤＣモータ（以下、単にモータという）の回転子の位置を検出するために、
ホールＩＣまたはホール素子などの位置検出素子が回転子の外周部に取り付けられている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
  この位置検出素子の最適な取り付け位置は、電機子反作用などの影響や負荷電流などに
より異なっている。そのため、従来のモータでは、位置検出素子を予め使用する負荷に合
わせて最適な位置にシフトさせて配線基板上に取り付けている。
【０００４】
  しかし、位相角が使用点から外れている場合には、位相が遅れまたは進み過ぎとなり、
モータに騒音が発生し、モータ効率が悪くなるという問題点がある。
【０００５】
  特に、ファン装置に使用されているモータにおいては、負荷トルクが、回転数と二次曲
線の関係があり、また、各回転数に対して最適な位相角は一点しかない。ところが、設定
する使用点は一点であり、それ以外の点ではモータ効率が悪く、騒音が発生してしまうと
いう問題点がある。
【０００６】
　また、モータの位置検出は位置検出素子で行っているため、この位置検出素子の実装精
度の影響により設定よりも進角がばらついたりすることがある。
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【特許文献１】特開２００２－１０１６８３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
  上記のような問題点を有する位置検出素子による回転子の位置検出に代えて、モータの
誘起電圧により位置を検出するセンサーレス型のモータの駆動装置が提案されている。こ
のセンサーレス型の駆動装置は、モータの誘起電圧と基準電位との比較をした結果に基づ
いて位相信号を生成している。これにより、従来、モータの位置検出に必要となっていた
位置検出素子が不要となる。
【０００８】
  ところが、この基準電位は、位置検出素子を有する駆動装置と同様に、基準電位が固定
されているので進角も固定され、その進角に対応した回転数以外では、モータ効率が落ち
、騒音が発生するという問題点がある。
【０００９】
  そこで、本発明は上記問題点に鑑み、センサーレス型のモータの駆動装置において、最
適な進角制御を行うことができるブラシレスＤＣモータの駆動装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  請求項１に係る発明は、直流電源からの負荷電流に基づいて三相のブラシレスＤＣモー
タの各相の固定子巻線へ駆動電流を供給するインバータ回路と、前記各相の固定子巻線の
端子間電圧に基づいて回転子の回転位置を表す位置検出信号を出力する位置検出手段と、
外部から入力する速度指令信号と前記位置検出信号とに基づいてＰＷＭ制御を行ってＰＷ
Ｍ信号を生成するＰＷＭ信号生成手段と、前記ＰＷＭ信号に基づいて前記インバータ回路
を構成する各スイッチング素子をＯＮ／ＯＦＦするためのスイッチング信号を出力する駆
動手段と、を有するブラシレスＤＣモータの駆動装置において、前記直流電源から前記イ
ンバータ回路へ流れる負荷電流の値を検出する負荷電流検出手段と、前記直流電源の１／
２の電位を主基準電位として、前記負荷電流検出手段が検出した負荷電流の値が基準負荷
電流よりも低くなったときに進角基準電位を前記主基準電位より上昇させて生成し、前記
検出した負荷電流の値が前記基準負荷電流よりも高くなったときに前記進角基準電位を前
記主基準電位より下降させて生成し、前記生成した進角基準電位と前記端子間電圧とのク
ロスタイミングによって位相信号を生成する進角制御手段とを有し、前記位置検出手段は
、この位相信号に基づいて位置検出信号を生成することを特徴とするブラシレスＤＣモー
タの駆動装置である。
【００１１】
  請求項２に係る発明は、前記進角制御手段は、前記各相毎の固定子巻線の端子間電圧と
前記進角基準電位とのクロスタイミングによって各相毎の位相信号を生成することを特徴
とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置である。
【００１２】
  請求項３に係る発明は、前記進角制御手段は、前記各相の固定子巻線の端子間電圧を合
成した中性点電圧と前記進角基準電位とのクロスタイミングによって位相信号を生成する
ことを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置である。
【００１３】
  請求項４に係る発明は、前記進角制御手段は可変抵抗素子を有し、前記可変抵抗素子の
一端は前記直流電源のプラス側に接続され、その他端は第２の抵抗素子の一端と前記位置
検出手段に接続され、前記第２の抵抗素子の他端は接地され、前記負荷電流検出手段が検
出した負荷電流の値が低くなったときに前記可変抵抗素子の抵抗値を下げ、前記検出した
負荷電流の値が高くなったときに前記可変抵抗素子の抵抗値を上げることを特徴とする請
求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置である。
【００１４】
  請求項５に係る発明は、前記負荷電流検出手段は、前記検出した負荷電流の値が過電流



(4) JP 4578142 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

保護基準値以上のときに前記ブラシレスＤＣモータの回転を停止、または、減速させるこ
とを特徴とする請求項１記載のブラシレスＤＣモータの駆動装置である。
【発明の効果】
【００１５】
  請求項１に係る発明のブラシレスＤＣモータの駆動装置について説明する。
【００１６】
  駆動装置は、三相の固定子巻線のうち二相にインバータ回路から駆動電流を通電しトル
クを発生させ、残りの一相の固定子巻線をセンサーとして利用する。固定子巻線に駆動電
流が流れていない相の一周期二回の区間には誘起電圧が露出している。そのためこの露出
している誘起電圧に相当する端子間電圧と進角基準電位とを比較し、そのクロスタイミン
グにより位相信号を生成する。従来はこの位相基準電位が固定されていたが、本願発明に
おいてはこの位相基準電位を変化させる。すなわち、負荷電流検出手段が検出した負荷電
流の値が低くなったとき（負荷が軽くなったとき）には、位相基準電位を上昇させて出力
し、進角が遅れるように位相信号を生成する。また、検出した負荷電流の値が高くなった
とき（負荷が大きくなったとき）には進角基準電位を下降させて出力し、進角を進ませて
位相信号を生成する。これによって、各負荷に応じた最適の進角制御を行うことができる
。
【００１７】
  また、直流電源の１／２の電位を主基準電位として、負荷電流の値が所定値よりも低く
なったときに進角基準電位を主基準電位よりも上昇させて出力する。検出した負荷電流の
値が所定値よりも高くなったときには進角基準電位を主基準電位よりも下降させて出力す
る。これにより、進角基準電位は直流電源の１／２の電位を中心として上昇または下降さ
せて進角の制御を行うことができる。
【００１８】
  請求項２に係る発明のブラシレスＤＣモータの駆動装置においては、各相毎の固定子巻
線の端子間電圧と進角基準電位とのクロスタイミングによって各相毎の位相信号を生成し
、この各相毎の位相信号に基づいて位置検出信号を生成する。 
請求項３に係る発明のブラシレスＤＣモータの駆動装置においては、各相の固定子巻線の
端子間電圧を合成した中性点電圧と進角基準電位とのクロスタイミングによって位相信号
を生成し、この位相信号に基づいて位置検出信号を生成する。
【００１９】
  請求項４に係る発明のブラシレスＤＣモータの駆動装置においては、負荷電流検出手段
が検出した負荷電流の値が低くなったときに可変抵抗の抵抗値を下げて進角基準電位を上
昇させ、検出した負荷電流の値が高くなったときに可変抵抗の抵抗値を上げて進角基準電
位を下降させるので、その構造が簡単である。
【００２０】
  請求項５に係る発明のブラシレスＤＣモータの駆動装置においては、負荷電流検出手段
は過電流検出手段を兼ね、検出した負荷電流が所定値以上のときにブラシレスＤＣモータ
の回転を停止、または、減速させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（第１の実施形態）
  以下、本発明の第１の実施形態のブラシレスＤＣモータ（以下、単にモータという）１
０の駆動装置１２について図１と図２に基づいて説明する。
【００２２】
  モータ１０は、三相のブラシレスＤＣモータであり、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相のスター結線さ
れた固定子巻線１４を有しており、このモータ１０はファン装置の駆動源である。
【００２３】
（１）駆動装置１２の構成
  駆動装置１２の構成について、図１に基づいて説明する。
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【００２４】
  駆動装置１２は、インバータ回路１６、マイコンよりなる制御部１８、ＰＷＭ制御回路
２０、三角波発振回路２２、通電信号形成回路２４、上アーム駆動回路２６、下アーム駆
動回路２８、過電流検出回路３０、進角制御回路３２、位置検出回路３４、タイミング制
御回路２３とから構成されている。
【００２５】
  インバータ回路１６は、６個のＭＯＳＦＥＴより構成され、２個のＭＯＳＦＥＴが直列
に接続され、これら２個のＭＯＳＦＥＴがそれぞれ並列に接続されている。各並列に接続
された上段のＭＯＳＦＥＴのドレイン端子に直流電圧＋Ｖｍが接続され、下段の３個のＭ
ＯＳＦＥＴのソース端子には検出抵抗素子Ｒ０を介して接地されている。上段のＭＯＳＦ
ＥＴのソース端子と下段のＭＯＳＦＥＴのドレイン端子が接続され、これら各接続点と三
相の固定子巻線１４とがそれぞれ接続されている。
【００２６】
  過電流検出回路３０は、検出抵抗素子Ｒ０の両端の電圧を測定し、この両端の電圧から
流れる負荷電流を算出して、その算出した負荷電流に対応した負荷電流信号を制御部１８
に出力する。
【００２７】
  制御部１８は、ファン装置の主制御部も兼ねたモータ１０の主制御部である。この制御
部１８は、ＰＷＭ制御回路２０に速度指令信号を出力する。
【００２８】
  ＰＷＭ制御回路２０は、三角波発振回路２２から発信された三角波に基づいてＰＷＭ信
号を生成しタイミング制御回路２３に出力する。タイミング制御回路２３では位置検出回
路３４から出力された位置検出信号とＰＷＭ信号に基づいてタイミング信号を出力する。
通電信号形成回路２４は、タイミング信号に基づいて回転数信号を生成し、この生成した
回転数信号を制御部１８に出力する。また、通電信号形成回路２４では、生成した回転数
信号に基づいて、上アーム駆動回路２６と下アーム駆動回路２８にそれぞれ駆動信号を出
力している。上アーム駆動回路２６は、インバータ回路１６の上段のＭＯＳＦＥＴのゲー
ト端子にスイッチング信号を出力し、下アーム駆動回路２８はインバータ回路１６の下段
の３個のＭＯＳＦＥＴのゲート端子にスイッチング信号を出力する。
【００２９】
  進角制御回路３２は、三相の固定子巻線１４の端子間電圧と、制御部１８からの進角指
令信号に基づいて位相信号を生成し位置検出回路３４に出力する。
【００３０】
  具体的には、三相の固定子巻線１４にはそれぞれ抵抗素子Ｒ１～Ｒ３の一端が接続され
、これら抵抗素子Ｒ１～Ｒ３の他端は３個のコンパレータ３８，４０，４２のプラス端子
に接続されている。
【００３１】
  また、進角制御回路３２は、可変抵抗素子４４を有し、この可変抵抗素子４４の一端は
直流電源＋Ｖｍに接続され、他端は抵抗素子Ｒ４の一端及び３個のコンパレータ３８，４
０，４２のマイナス端子に接続されている。抵抗素子Ｒ４の他端は接地されている。この
可変抵抗素子４４は、制御部１８からの進角指令信号に基づいてその抵抗値を可変にする
ことができる。
【００３２】
  コンパレータ３８，４０，４２の出力はそれぞれ位置検出回路３４に接続され各相の位
相信号を出力する。
【００３３】
  位置検出回路３４はこの位相信号に基づいて位置検出信号を生成し、前記したタイミン
グ制御回路２３に出力する。
【００３４】
（２）進角制御回路３２の構成位置検出回路３４の動作状態
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  この進角制御回路３２と位置検出回路３４の動作状態について図２のタイムチャートに
基づいて説明する。
【００３５】
  図２（ａ）は、スイッチング信号、端子間電圧、位相信号、位置検出信号の波形を示す
タイムチャートであり、図２（ｂ）はＰＷＭ信号と端子間電圧と位置信号の拡大した波形
図を示している。
【００３６】
  図２（ａ）に示すように、上アーム駆動回路２６と下アーム駆動回路２８からのスイッ
チング信号によって６個のＭＯＳＦＥＴはＯＮ／ＯＦＦする。
【００３７】
  各ＭＯＳＦＥＴがＯＮ／ＯＦＦすることにより三相の端子間電圧も変動する。以下、Ｕ
相に注目して説明する。
【００３８】
  Ｕ相のスイッチング信号において、上段のＭＯＳＦＥＴは、３０°と１５０°の間でＯ
Ｎ状態であり、１５０°～３９０°の間でＯＦＦ状態になり、下段のＭＯＳＦＥＴは－３
０°～２１０°の間でＯＦＦ状態であり、２１０°～３３０°の間でＯＮ状態となる。
【００３９】
  このスイッチング信号の動きによりＵ相の端子間電圧においては、－３０°から上昇し
、＋３０°で最大値になり、１５０°から再び下降し２１０°で転流する。なお、この端
子間電圧の波形において、転流位置において黒い太線が記載されている理由は、ＭＯＳＦ
ＥＴと並列に取り付けられている還流ダイオートに電流が流れている期間の転流過渡状態
の影響を示している。この転流状態におけるＵ相の端子間電圧の拡大図が、図２（ｂ）で
あり、ＰＷＭ信号のＰＷＭ周期にてスイッチングされている。そして、この端子間電圧と
、可変抵抗素子４４によって生成された進角基準電位とをＵ相用のコンパレータ３８で比
較し、進角基準電位以上の端子間電圧を位相信号ＰＤＵとして出力している。
【００４０】
  このＵ相の位相信号ＰＤＵの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを位置検出回路３４
が検出し、同ように他のＶ相とＷ相の位相信号ＰＤＶ，ＰＤＷの立ち上がりエッジと立ち
下がりエッジを検出し、これら各三相の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを合成して
、パルス状の位置検出信号を生成している。還流ダイオートによる転流過渡状態の電圧の
影響は、この位置検出回路３４で除去している。
【００４１】
  そして、図２（ａ）が示すように、各相においては、スイッチング信号がＯＮ状態のと
きのみその位置検出信号が検出される状態となっている。
【００４２】
（３）進角制御方法
  上記のような進角制御回路３２において、進角制御方法を行う場合について説明する。
【００４３】
  前記したように制御部１８は過電流検出回路３０から負荷電流信号が入力している。こ
の負荷電流信号が、過電流検出用の第１の基準値Ｉ１を越えた場合には、制御部１８は速
度指令信号を落としたり、または停止を指示する。
【００４４】
  負荷電流信号が、上記した第１の基準値Ｉ１よりも低い値で入力している場合には、進
角制御指令信号を出力する。すなわち、負荷電流信号が、第２の基準値Ｉ２（但し、Ｉ２
＜Ｉ１である）を基準として、この第２の基準値Ｉ２よりも負荷電流信号が大きい場合に
は負荷が大きくなったとして進角を進めるように進角指令信号を出力する。この進角指令
信号によって可変抵抗素子４４の抵抗値を上げ、進角基準電位を主基準電位よりも下げる
。
【００４５】
  なお、この主基準電位は直流電源＋Ｖｍの１／２であり、負荷電流信号がＩ２と等しい
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場合には、可変抵抗素子４４の抵抗値が抵抗素子Ｒ４と等しいように進角指令信号は制御
する。
【００４６】
  進角指令信号によって進角を進める場合には可変抵抗素子４４の抵抗値が上昇するので
、進角基準電位が主基準電位よりも下がる。すると、図２（ｂ）に示すように進角基準電
位が下がるため、位相信号の立ち上がりエッジが主基準電位よりも速くなり進角が進むこ
ととなる。これによって、位置検出信号のタイミングパルスも速くなり、負荷が高くなっ
てもそのモータの特性を落とすことなく最適の位置でモータ１０を回転させることができ
る。
【００４７】
  一方、負荷電流信号の値がＩ２よりも低くなった場合には負荷が小さくなっていること
を意味し、進角指令信号は進み角を遅れるように指示する。可変抵抗素子４４の抵抗値を
下げ、進角基準電位を上昇させる。図２（ｂ）に示すように進角基準電位が上昇すると位
相信号の立ち上がりエッジが遅れることとなり、進角が遅れることとなる。これによって
、負荷が軽くなった場合でもそれに対応したモータ１０の特性を得ることができる。
【００４８】
  以上により、負荷電流の値により、基準位置の位相信号よりも進角が進んだ位相信号や
進角が遅れた位相信号を生成することができるため、負荷の状態に応じた位相制御を行う
ことができる。
【００４９】
  また、この進角制御回路はソフト上でなくハード上で簡単に実現することができる。
【００５０】
（第２の実施形態）
  第２の実施形態の駆動装置１２について図３に基づいて説明する。
【００５１】
  第１の実施形態では、各相毎の端子間電圧を進角基準電位と比較したが、本実施形態の
場合には図３に示すように各相の端子間電圧を一つに合成した中性点電圧と進角基準電位
とを比較している。
【００５２】
  具体的には、各相の固定子巻線に接続された抵抗素子Ｒ１～Ｒ３の他端を接続し、抵抗
素子Ｒ５を介してコンパレータ４６のプラス端子に接続している。このコンパレータ４６
のマイナス端子は、可変抵抗素子４４の他端に接続されている。また、コンパレータ４６
の出力端子は位置検出回路３４に接続され、合成された位相信号が出力される。
【００５３】
  本実施形態の駆動装置１２であっても、第１の実施形態と同様に負荷電流に応じた進角
制御を行うことができる。
【００５４】
（変更例）
  本発明は、上記実施形態に限らずその主旨を逸脱しない限り種々に変更することができ
る。
【００５５】
  例えば、上記実施形態ではファン装置の駆動源としてモータ１０を用いたがこれに限ら
ず他の装置の駆動源としても用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
  本発明は、ファン装置などの駆動源であるブラシレスＤＣモータの駆動装置として好適
である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す駆動装置のブロック図である。
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【図２】図２（ａ）は駆動装置のタイミングチャートであり、（ｂ）は、ＰＷＭ信号と端
子間電圧と位相信号のタイミングチャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態の駆動装置のブロック図の一部の図である。
【符号の説明】
【００５８】
  １０  モータ
  １２  駆動装置
  １４  固定子巻線
  １６  インバータ回路
  １８  制御部
  ２０  ＰＷＭ制御回路
  ２２  三角波発振回路
  ２３  タイミング制御回路
  ２４  通電信号形成回路
  ２６  上アーム駆動回路
  ２８  下アーム駆動回路
  ３０  過電流検出回路
  ３２  進角制御回路
  ３４  位置検出回路
  ３６  検出抵抗素子
  ３８  コンパレータ
  ４０  コンパレータ
  ４２  コンパレータ
  ４４  可変抵抗素子

【図１】 【図２】



(9) JP 4578142 B2 2010.11.10

【図３】



(10) JP 4578142 B2 2010.11.10

10

フロントページの続き

    審査官  天坂　康種

(56)参考文献  特開２００１－１８６７９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０１６９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０６７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平５－１１１２８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１８７６９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｐ　　　６／０２
              Ｈ０２Ｐ　　　６／１６　　　　
              Ｈ０２Ｐ　　　６／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

