
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータ位置を検出する手段を有するブラシレスモータと、前記モータに印加する駆動電
圧を出力するインバータと、前記インバータのそれぞれのゲートを駆動するゲートドライ
ブユニットと、前記モータの前記位置検出手段から出力する位置検出信号と外部から速度
指令信号とを入力して、前記ゲートドライブユニットへＰＷＭ信号を出力する制御部とを
備え、前記速度指令信号に基づいて、前記モータの速度を制御する装置において、
　前記制御部は、
　前記位置検出信号から前記モータ速度を算出してモータ速度 を出力するモータ速度
算出手段と、
　前記速度指令信号と前記モータ速度信号との偏差を入力して、前記モータ駆動電圧の振
幅を制御する信号を出力する補償手段と、
　前記位置検出信号を入力し、前記モータ駆動電圧の位相を制御する信号を出力するモー
タ励磁位相算出手段と、
　前記モータ速度信号と前記補償手段から出力される前記モータ駆動電圧振幅制御信号と
を入力して、
前記モータ駆動電圧の位相補正信号を出力する位相補正算出手段と、
　前記位相補正算出手段から出力される前記位相補正信号により、前記モータ励磁位相算
出手段から出力される前記モータ駆動電圧位相制御信号が補正された位相制御信号と、前
記補償手段から出力される前記モータ駆動電圧振幅制御信号とを入力して、ＰＷＭ信号を
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出力するＰＷＭ信号発生手段とを備えることを特徴とするブラシレスモータの 制御装
置。
【請求項２】
　前記制御部の前記位相補正算出 に、以下のいずれかの信号群を入力し、
　ａ）前記速度指令信号と前記補償手段の出力信号、
　ｂ）前記モータ速度信号と前記補償手段の出力信号、
　ｃ）前記速度指令信号と前記モータ速度信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｄ）前記速度指令信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｅ）前記モータ速度信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号
を実験的に求めた単数又は複数の演算式に与え、その演算から得られた位相補正 を用い
て、前記モータ位置検出信号から求められるモータ駆動電圧位相を補正する機能を前記制
御部に備えることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスモータの 制御装置。
【請求項３】
　前記制御部の前記位相補正算出 に、実験的に求めた位相補正テーブルに対して、以
下のいずれかの信号群、すなわち
　ａ）前記速度指令信号と前記補償手段の出力信号、
　ｂ）前記モータ速度信号と前記補償手段の出力信号、
　ｃ）前記速度指令信号と前記モータ速度信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｄ）前記速度指令信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｅ）前記モータ速度信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号
から算出されるアドレスを用いてアクセスし、それによって位相補正 を求めて、前記モ
ータ位置検出信号から求められるモータ駆動電圧位相を補正する機能を前記制御部に備え
ることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスモータの 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、ブラシレスモータの速度を制御する制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のブラシレスモータの速度制御装置としては、例えば、インバータ洗濯機に
使用されるブラシレスモータの速度制御装置がある（特開 2000-324873号公報）。このモ
ータの速度制御方法では、前記ブラシレスモータの運転を最大トルクが得られるモード (
最大トルクモード )と最大効率が得られるモード (最大効率モード )の２種類に分けている
。
【０００３】
前記ブラシレスモータの最大トルクモードとは、各回転数においてモータトルクが最大に
なる位相を前記モータに与える運転であり、最大効率モードとは、各回転数においてモー
タ効率が最大になる位相を前記モータに与える運転である。
これらの運転モードを該モータの負荷の大きさ等で、切り替えることにより、前記モータ
を最適な状態に保ちならが運転する。つまり、起動時、又は大きな負荷を検出したときは
最大トルクモードを選択して、前記モータ及び該モータが設置されている装置が求められ
ている本来の機能を実現し、負荷が小さいときは最大効率モードを選択して、前記装置の
機能実現に必要な消費電力を抑えている。
【０００４】
これらのモードは、前記モータの位相制御で実現する。前記最大トルクモードは、トルク
を最大にするモータ位相角とモータ速度の関係を制御部に持ち、モータ運転時は、この関
係を使って位相制御する。前記最大効率モードは、前記モータ効率を最大にするモータ位
相角とモータ速度の関係を制御部に持ち、モータ運転時は、この関係を使って位相制御す
る。
【０００５】
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前記２つの運転モードは、測定された負荷の大きさで切り替える方法と、前記モータ起動
前に予め定めておいたシーケンスに従って切り替える方法とがある。負荷の大きさはモー
タ起動時、回転数がゼロから所定の回転数に達するまでの所要時間から判断する。
【０００６】
前述以外のブラシレスモータの速度制御の方法としては、例えば、他の公開特許公報であ
る特開昭 63-174586号公報及び特開平 4-101692号公報に開示されている。前者は、モータ
速度と励磁位相の関係及びモータ速度とトルク指令の関係に着目した方法であり、モータ
励磁位相とトルク指令をモータ速度によって変化させることを特徴としている。後者は、
高速域でモータ電流の位相を同期状態から進角させることを特徴としている。どちらの方
法も、制御装置は、速度制御部のほかに電流検出部と電流制御部を備えている前記モータ
の速度制御技術の改良である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のブラシレスモータの速度制御を最適にする制御装置にお
いては、負荷の大きさを検出する過程が必要であること、負荷の大きさを検出するために
前記モータを一旦停止させた後、再起動させ、該モータの速度が、ゼロから所定のモータ
速度に達するまでの所要時間を測定しなければならないこと、負荷の大きさがモータ運転
中に変化した場合、最適な運転状態からずれてしまうこと、制御装置に電流制御部と電流
検出部を備えなけれぱならないことという問題点があった。
【０００８】
本発明はかかる点に鑑みなされたもので、その目的は前記問題点を解消し、電流制御部や
電流検出部を付加することなく、さらに負荷の検出過程を経なくてもモータを最適な状態
で制御できるブラシレスモータの速度制御装置を提供することにある。
【０００９】
本発明の他の目的は、モータの運転中に負荷の大きさが変化した場合でも、該モータを最
適な運転状態で制御できるブラシレスモータの速度制御装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するための本発明の構成は、ロータ位置を検出する手段を有するブラシレ
スモータと、前記モータに印加する駆動電圧を出力するインバータと、前記インバータの
それぞれのゲートを駆動するゲートドライブユニットと、前記モータの前記位置検出手段
から出力する位置検出信号と外部から速度指令信号とを入力して、前記ゲートドライブユ
ニットへＰＷＭ信号を出力する制御部とを備え、前記速度指令信号に基づいて、前記モー
タの速度を制御する装置において、次のとおりである。
【００１１】
　前記制御部は、前記位置検出信号から前記モータ速度を算出してモータ速度 を出力
するモータ速度算出手段と、前記速度指令信号と前記モータ速度信号との偏差を入力して
、前記モータ駆動電圧の振幅を制御する信号を出力する補償手段と、前記位置検出信号を
入力し、前記モータ駆動電圧の位相を制御する信号を出力するモータ励磁位相算出手段と
、前記モータ速度信号と前記補償手段から出力される前記モータ駆動電圧振幅制御信号と
を入力して、
前記モータ駆動電圧の位相補正信号を出力する位相補正算出手段と、前記位相補正算出手
段から出力される前記位相補正信号により、前記モータ励磁位相算出手段から出力される
前記モータ駆動電圧位相制御信号が補正された位相制御信号と、前記補償手段から出力さ
れる前記モータ駆動電圧振幅制御信号とを入力して、ＰＷＭ信号を出力するＰＷＭ信号発
生手段とを備えるブラシレスモータの 制御装置である。
【００１２】
　前記制御部の前記位相補正算出 に、以下のいずれかの信号群を入力し、
　ａ）前記速度指令信号と前記補償手段の出力信号、
　ｂ）前記モータ速度信号と前記補償手段の出力信号、
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　ｃ）前記速度指令信号と前記モータ速度信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｄ）前記速度指令信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｅ）前記モータ速度信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号
を実験的に求めた単数又は複数の演算式に与え、その演算から得られた位相補正値を用い
て、前記モータ位置検出信号から求められるモータ駆動電圧位相を補正する機能を前記制
御部に備えるブラシレスモータの 制御装置である。
【００１３】
　前記制御部の前記位相補正算出 に、実験的に求めた位相補正テーブルに対して、以
下のいずれかの信号群、すなわち
　ａ）前記速度指令信号と前記補償手段の出力信号、
　ｂ）前記モータ速度信号と前記補償手段の出力信号、
　ｃ）前記速度指令信号と前記モータ速度信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｄ）前記速度指令信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号、
　ｅ）前記モータ速度信号と前記速度偏差信号及び前記補償手段の出力信号
から算出されるアドレスを用いてアクセスし、それによって位相補正 を求めて、前記モ
ータ位置検出信号から求められるモータ駆動電圧位相を補正する機能を前記制御部に備え
るブラシレスモータの 制御装置である。
【００１４】
本発明は、以上のように構成されているので、ブラシレスモータに対して、電流制御部や
電流検出部を付加することなく、さらに負荷の検出過程を経なくても前記モータを最適な
状態で速度制御することができる。
同時に、前記モータの運転中に負荷の大きさが変化した場合でも、該モータを最適な運転
状態で制御できるため、ブラシレスモータがユーザ側の装置に組み込まれる場合、その適
用範囲が広くなる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。
図１は、本発明のブラシレスモータの速度制御装置の一実施の形態を示す制御構成ブロッ
ク図である。この実施の形態における説明で、前記ブラシレスモータのロータの回転に伴
い変化する回転量をモータ位置と呼び、単位時間におけるモータ位置の変化量から求めら
れる値をモータ速度と呼ぶ。
【００１６】
図１において、ブラシレスモータの速度制御装置Ａは、内部にロータの位置センサ１ａが
装着されたブラシレスモータ１と、該モータ１を駆動する３相インバータ２と、該３相イ
ンバータ２のゲートを駆動するゲートドライブユニット３と、外部からの速度指令信号と
、前記ブラシレスモータ１の位置センサ１ａからの位置情報としての位置検出信号Ｐとを
入力し、前記ゲートドライブユニット３に制御信号としてのＰＷＭ信号を出力する制御部
４とから構成される。
【００１７】
　前記ブラシレスモータ１は、例えば１０極で、その外側表面に着磁された永久磁石が固
定されたロータと、例えば１２スロットのステータとからなる。前記ロータの磁極検出器
としての前記位置センサ１ａは、例え ホール素子と波形整形回路などからなる、３個の
センサ素子を装着している。これら３個のセンサ素子は互いに１２０゜の位相差を持つ信
号を、前記ロータの回転に伴い出力するように配置されている。
【００１８】
前記位置センサ１ａの各センサ素子は、二つの状態がとれる一つのデジタル信号を出力す
る。各センサ素子の信号の状態は、前記ロータが１回転するごとに１０回変化する。した
がって、前記ロータが１回転すると前記ブラシレスモータ１全体では信号の状態変化が３
０回発生する。互いのセンサ素子の信号の状態変化が同時に発生することがないように、
さらに、前記ロータが一定の速度で回転している場合、その状態変化が均等に発生するよ
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うに、前記位置センサ１ａは配設されている。前記ブラシレスモータ１全体では隣接する
状態変化の間隔は、前記ロータの回転角の１２゜（機械角）に相当する。これは信号周期
の６０゜に相当する。前記位置検出信号Ｐは、前記位置センサ１ａの、これらのセンサ素
子からのセンサ信号からなっている。
【００１９】
前記３相インバータ２は、前記ゲートドライブユニット３からの出力信号に従い、内部の
６個の電力用半導体素子が動作し、前記モータ１の各相に駆動電流を供給する。この駆動
電流により、前記モータ１のロータにトルクが発生する。
前記ゲートドライブユニット３は、前記制御部４が出力する前記ＰＷＭ信号に従い、前記
３相インバータ２内の６個の電力用素子を確実に動作、駆動させる。
【００２０】
前記制御部４は、主にＣＰＵ（ central processor unit）と回路からなる。前記モータ位
置検出信号Ｐは該ＣＰＵに入力される。該ＣＰＵは、入力された前記モータ位置検出信号
Ｐの状態が変化するタイミングに合わせて所定の割り込み処理を起動させ、前記モータ１
の位置計算、前回の割り込みからの経過時間を計測する。
【００２１】
前記制御部４は、モータ速度算出器５，補償器６，モータ励磁位相算出部７、位相補正算
出部８及びＰＷＭ信号発生部９とからなる。
前記ＣＰＵは図示されないタイマを使い制御周期Ｔ sを生成する。該モータ速度算出器５
は毎制御周期Ｔ sごとに、前記位置検出信号Ｐを入力して該モータ位置の差分を求め、フ
ィルタ処理を行い、モータ速度信号ωを算出する。求めた前記モータ速度信号ωには制御
周期Ｔ s及びフィルタに起因する遅れが付随する。
【００２２】
前記補償器６は、前記モータ速度算出器５から算出されたモータ速度信号ωと、外部から
の速度指令信号ω comとの偏差から前記モータ１に印加する駆動電圧の振幅を制御する信
号を生成する。すなわち、前記制御部４は、前記速度指令信号ω comと前記モータ速度信
号ωとの偏差ｅ（＝ω com－ω）を求め、その値を前記補償器６に入力するとともに、前
記モータ速度算出器５で求めたモータ速度信号ωをも入力する。前記補償器６は、毎制御
周期Ｔ sにおいて、前記モータ１に印加する駆動電圧の振幅を制御するために必要な信号
Ｄを出力する。このモータ駆動電圧は前記モータ１の回転とともに周期的に変化するが、
前記信号Ｄはその駆動電圧の振幅を決める信号である。
【００２３】
前記モータ励磁位相算出部７及び前記位相補正算出部８は、前記モータ１に印加する駆動
電圧を制御する際の位相を決定する回路である。
該モータ励磁位相算出部７は、図２の構成ブロック図に示すように、さらに基準励磁位相
算出部７ａと、補間位相算出部７ｂと、パルス周期算出部７ｃとからなり、その位相算出
過程のタイミングチャートを図４に示す。なお、前記モータ１は特定の回転方向にほぼ一
定の速さで回転しているとする。ここで、前記モータ１の位置検出信号Ｐは、該信号の状
態が変化するタイミングを示したパルス列で表わされている。
【００２４】
　図２の前記基準励磁位相算出部７ａは、前記モータ位置検出信号Ｐの状態変化に伴い発
生する割り込み処理で実行される。該基準励磁位相算出部７ａは前記モータ位置検出信号
Ｐから励磁位相を算出する。該モータ位置検出信号Ｐは６０°間隔の信号を持っているの
で、該基準励磁位相算出部７ａが出力する基準励磁位相θ 0の最小単位 は６０°に
なる。
【００２５】
前記パルス周期算出部７ｃは、前記モータ位置検出信号Ｐの状態変化に伴い発生する割り
込み処理で実行される。該パルス周期算出部７ｃは前記モータ位置検出信号Ｐの状態変化
の周期を出力する。図４の周期Ｔ mがそれに相当する。前記モータ速度信号ωが大きいと
き、この周期Ｔ mは小さくなり、該モータ速度信号ωが小さいとき、この周期Ｔ mは大きく
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なる。前記モータ速度信号ωと前記周期Ｔ mとは反比例の関係にある。
【００２６】
前記補間位相算出部７ｂにおいて、内蔵するＣＰＵは図示されないタイマを使い位相補間
周期Ｔ pを生成する。該補間位相算出部７ｂは位相補間周期Ｔ pごとに実行される。前記補
間位相算出部７ｂに入力されるｎは、前記モータ位置検出信号Ｐが状態変化を起こしてか
らの経過時間を示す指標であり、該モータ位置検出信号Ｐの状態が変化したとき０にセッ
トされ、その後、毎Ｔ p時間後、値がプラス１される。図４に、指標ｎと該補間位相算出
部７ｂから出力される補間位相信号δθの関係を示す。この補間位相信号δθは、前記指
標ｎの値に同期して階段的に大きくなる。各階段の大きさは前記パルス周期算出部７ｃで
求めた前記周期Ｔ mで決まる。
【００２７】
前記モータ１が高速で回転している場合は、前記周期Ｔ mは小さい値になり、各階段は大
きくなる。また、前記モータ１が低速で回転している場合は、該周期Ｔ mは大きな値にな
り、各階段は小さくなる。どのような場合でも前記補間位相信号δθの初期値は０であり
、それの最大値の絶対値は基準励磁位相信号θ 0の最小単位以下である。図４において、
指標ｎは０から５まで変化する。
実際の制御において、前記指標ｎの値は４～５程度（３０００ｒｐｍ）に設定される。該
指標ｎの値をこれ以上小さくすると電流波形が乱れ、該指標ｎを大きくするとＣＰＵの負
荷が増える。
【００２８】
　図４において、前記モータ位置検出信号Ｐの状態変化の間は、前記指標ｎにより６つの
小さい区間に分割されている。該モータ位置検出信号Ｐの状態変化は６０°ごとに発生す
るので、前記補間位相信号δθは約１０°間隔 の変化を示す。
　前記モータ励磁位相算出部７は、前記基準励磁位相信号θ 0に前記補間位相信号δθを
加算してモータ励磁位相信号θとして出力する。該モータ励磁位相信号θは約１０°単位

の励磁位相情報になる。前記モータ励磁位相信号θは基準励磁位相信号θ 0に比べ
て非常に滑らかに変化する。前記モータ駆動電圧を決定する際、このモータ励磁位相信号
θを使うと、該モータ駆動電圧は滑らかに変化する。
【００２９】
前記モータ１に高分解能の位置センサ１ａが搭載されているモータシステムにおいては、
前記モータ位置検出信号Ｐから励磁位相信号を求めることで連続的に変化するモータ励磁
位相信号θが得られる。このようなモータシステムにおいては、前記補間位相信号δθの
演算は不要である。
【００３０】
前記位相補正算出部８は、毎制御周期Ｔ sごとに前記補償器６からの出力信号Ｄと、前記
モータ速度信号ωとを入力し、位相補正信号θ′を出力する。
【００３１】
前記ブラシレスモータ１について、モータ電流はモータ誘起電圧に対して位相差を有し、
多くの場合、遅れの位相差を持つ。この位相の遅れは、モータ駆動電圧、モータ速度など
モータの運転状態に起因する因子及び制御周期Ｔ s等の演算遅れ、フィルタ処理及び回路
の時定数などで、主に回路に起因する因子で決まる。
前記ブラシレスモータ１を効率よく運転しようとする場合、この位相差がゼロになるよう
に位相補正値を与えれば良い。そのためには、位相差の原因となるすべての因子と位相補
正値の関係を正確に求めなければならないが、これには複雑な演算が必要であり現実的で
ない。
【００３２】
そこで、前記ＣＰＵの負担を極端に大きくすることなく、前記モータ１の定格出力を確保
するためには、該モータ１の連続運転を保証する運転条件の中で、最も厳しい条件でモー
タ効率が最も良くなるように、位相補正値を与える実験式を見つけることである。但し、
この場合、出力トルクの最大値、低速の回転むら、該モータ騒音などその他のモータ特性
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が所定の水準を保つことが必要である。
【００３３】
前記補償器６からの出力信号Ｄと、前記モータ速度信号ωとを入力とした場合、位相補正
値θ′を求める実験式を以下に示す。
θ′＝（ω／ＡＤ）＋（Ｄ／ＰＤ）＋ offset　（ＡＤ≠０，ＰＤ≠０ )　（１）
ここで、ＡＤ，ＰＤ及び offsetは、実験から求める定数である。右辺第１項は、モータ速
度に関する項であり、第２項は補償器６出力に関する項である。最後の項はそのどちらに
も独立な定数である。
【００３４】
　この式（１）から明らかなように、θ′は、ωとＤが作る面の上に定義された一つの平
面になる。θ′，ω及びＤを、それぞれ直交する３次元の各座標軸に対応させれ 、前記
関係式（１）は、それらの座標軸で作られた空間に張られた一つの平面になる。モータの
運転状態を、モータ速度と補償器出力で規定すれ 、前記式（１）から任意のモータ運転
状態に対する位相補正値θ′が得られる。しかし、前記式（１）が、全ての運転状態に対
して最適な位相補正値を与えることはできないので、該式（１）の３つの定数の値は、特
定の運転状態に注目して決める。
【００３５】
前記モータ１の定格出力時の効率を改善するためには、その運転状態において、モータ電
流と誘起電圧の位相差が小さくなるように、これらの定数を決める。高速域のトルク特性
を改善するためには、特定のモータ速度以上で所定の負荷トルクが与えられても、モータ
電流の位相が誘起電圧のそれに対して遅れないように、そして、その他の運転状態でもモ
ータ電流と誘起電圧の位相差が大きくならないようにこれらの定数を決める。
【００３６】
図３に、入力の異なる前記位相補正算出部８を、それぞれ８ａ，８ｂ及び８ｃに示す。位
相補正算出部８ａの入力は、前記信号Ｄと速度指令信号ω comである。定常状態において
、該ω comはモータ速度信号ωとほぽ同じ値になるので、前記位相補正算出部８ａは、前
記位相補正算出部８とほぽ同じ特性を示す。モータ速度信号ωに変動があっても速度指令
信号ω comは変動しないので、安定した位相補正（値）信号θ′を出力する。
【００３７】
位相補正算出部８ｂの入力は、前記信号Ｄ，モータ速度信号ω及び速度指令信号ω comで
ある。該位相補正算出部８ｂの内部でω comとωの偏差と、その偏差の時間的変化を求め
ることにより、前記モータ１が加速過程にあるのか、又は減速過程にあるかが判断できる
。この情報から前記式（１）に加速度に関する項を付加することができる。
【００３８】
　前記モータ１の運転状態をモータ速度ω、補償器出力Ｄ及び加速度で細分化することに
より、位相補正値θ′をより正確に与えることができる。また、加速時と減速時とで異な
った位相補正値θ′を与えることもできる。
【００３９】
位相補正算出部８ｃは、さらに速度偏差ｅを入力に含んでいる。速度偏差ｅの項目を前記
式（１）に付加することにより、位相補正値θ′をより正確に与えることができる。
【００４０】
　以上は、前記位相補正値θ′を求めるために、一つの演算式を使った場合である。複数
の演算式を使って位相補正値θ′を求めることも可能である。以下に計算式を示す。
　θ′＝ＰＤ（ω′）× ＋ offset（ω′）　（ＰＤ≠０）　（２）
　ここで、ω′は離散化されたモータ速度であり、ＰＤ（ω′）及び offset（ω′）は離
散化されたモータ速度（ω′）が与えられると、一意的に決まる値である。

【００４１】
前記位相補正値θ′は、モータ速度ωが一定であれば、前記補償器６の出力Ｄに従い変化
する。前記式（１）で定数であったＰＤ及び offsetは、前記式（２）では離散化されたモ
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ータ速度ω′において最適な値を持つことができる。前記式（２）により、任意のモータ
速度ωにおいて、最適な位相補正値θ′を求めることができる。
【００４２】
前記式（２）は、モータ速度ωが決まると演算に必要な係数の値が決まり、前記位相補正
値θ′は前記補償器６の出力Ｄとともに変化する。一方、演算に必要な係数が、離散化さ
れた補償器６の出力Ｄで決まり、前記位相補正値θ′がそれらの係数とモータ速度ωの演
算で求められる方法も可能である。
【００４３】
前記式（１）の代わりに、位相補正テーブル（以下、単にテーブルと呼ぶ）を使って位相
補正値θ′を求めることもできる。この場合、前記位相補正算出部８は、前記式（１）を
使った場合よりも、複雑な位相補正値θ′を出力することができる。任意の運転状態（モ
ータ速度ω、補償器出力Ｄ）において、モータ速度ωと、補償器出力Ｄからテーブルをア
クセスするアドレスを求め、予め用意してあるテーブルをアクセスし、求まった値を位相
補正値θ′として出力する。
【００４４】
また、前記位相補正算出部８において、前記テーブルと計算式とを組み合わせた方法で、
位相補正値θ′を求めることもできる。例えぱ、速度偏差ｅから前記テーブルをアクセス
するアドレスを求め、予め用意してある補正テーブルをアクセスし、求まった補正値を前
記式（１）から求めた位相補正値θ′に加えて位相補正算出部８の出力とする。
【００４５】
前記モータ速度ωが一定である場合、負荷が変動すると前記補償器６の出力Ｄは変化する
。該出力Ｄを前記位相補正算出部８に入力することにより、負荷の変動に追従して位相補
正が可能となる。このため、運転中に負荷が変動しても位相を最適に制御できる。前記出
力信号Ｄは制御周期Ｔ sで更新される。この周期Ｔｓは十分短い時間なので、運転前に負
荷検出過程を設ける必要はない。また、負荷検出のための特別な運転パターンも必要ない
。
前記位相補正算出部８は、何れの方法においても、前記制御部４の内部から得られる信号
を入力としているので、電流検出器や電流制御装置を付加する必要はない。
【００４６】
前記制御部４は前記信号Ｄ，基準励磁位相信号θ 0，補間位相信号δθ及び位相補正信号
θ′から、下記のｄ u，ｄ v及びｄ wを算出する。これらの値は前記モータ１をＰＷＭ制御
する際の、各相のＰＷＭデューティを決定する。これらの値を求める計算式を以下に示す
。
ｄ u＝Ｄ・ sin（θ 0＋δθ＋θ′＋φ）　　　　　　（３）
ｄ v＝Ｄ・ sin（θ 0＋δθ＋θ′＋φ＋２π／３）　（４）
ｄ w＝Ｄ・ sin（θ 0＋δθ＋θ′＋φ＋４π／３）　（５）
ここで、φは共通な位相成分であり、それに続く定数は位相の差を示す。
【００４７】
三角関数の計算は、位相の値から求めたアドレス値と図に示されていないＲＯＭ内に設け
られた正弦波テーブルを使って実施する。正弦波テーブルは、例えば１９２個の要素から
なり、それぞれの要素は、１バイトのデータからなる。
【００４８】
前記制御部４は、これら３つの値ｄ u，ｄ v及びｄ wから前記モータ１をＰＷＭ制御するた
めに必要な６つの信号を生成し、前記ゲートドライブユニット３を介して、前記３相イン
バータ２の６個の電力用半導体素子を制御する。なお、該ＰＷＭのチョッピング周波数は
、一例として約１５ｋＨｚとする。
【００４９】
前記式（３）～式（５）において、位相は３つの変数と、１つ又は２つの定数からなる。
図４のタイミングチャートから明らかなように、位相の更新周期は、概ね位相補間周期Ｔ
pと同じである。前記式（３）～式（５）の処理は、位相の更新周期と同じである。位相
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補正信号θ′は制御周期Ｔ sで更新される。
【００５０】
なお、本発明の技術は、前記実施の形態における技術に限定されるものではなく、同様な
機能を果たす他の態様の手段によってもよく、また本発明の技術は前記構成の範囲内にお
いて種々の変更、付加が可能である。
【００５１】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように本発明のブラシレスモータの速度制御装置によれば、そ
の制御部は、位置検出信号からモータ速度を算出してモータ速度信号を出力するモータ速
度算出手段と、速度指令信号と前記モータ速度信号との偏差を入力して、モータ駆動電圧
の振幅を制御する信号を出力する補償手段と、前記位置検出信号を入力し、前記モータ駆
動電圧の位相を制御する信号を出力するモータ励磁位相算出手段と、前記モータ速度信号
と前記補償手段から出力される前記モータ駆動電圧振幅制御信号とを入力して、

前記モータ駆動電圧の
位相補正信号を出力する位相補正算出手段と、前記位相補正算出手段から出力される前記
位相補正信号により、前記モータ励磁位相算出手段から出力される前記モータ駆動電圧位
相制御信号が補正された位相制御信号と、前記補償手段から出力される前記モータ駆動電
圧振幅制御信号とを入力して、ＰＷＭ信号を出力するＰＷＭ信号発生手段とを備えるので
、電流制御部や電流検出部を付加することなく、さらに負荷の検出過程を経なくても前記
モータを最適な状態で、高効率で速度制御できる。同時に、前記モータの運転中に負荷の
大きさが変化した場合でも、該モータを最適な運転状態で制御できるため、ブラシレスモ
ータがユーザ側の装置に組み込まれる場合、その適用範囲を広くすることができる。
【００５２】
すなわち、本発明は、位相制御の際の、位相補正値を決定するための負荷検出過程が不要
になるとともに、負荷検出のため、モータ速度をゼロにする必要がない。また、前記モー
タ速度と補償器の出力から位相補正値を求めているので、前記モータの運転中に負荷が変
動しても、常に最適な位相制御が実現できる。そして、速度偏差から加減速中の位相も制
御できるとともに、電流検出器、電流制御装置を追加することなく、前記モータを最適な
状態で、高効率で運転できるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のブラシレスモータの速度制御装置の一実施の形態を示す制御構成ブロッ
ク図である。
【図２】制御部のモータ励磁位相算出部の構成ブロック図である。
【図３】位相補正算出部の構成ブロック図で、入力のそれぞれ異なる３種の位相補正算出
部８ａ，８ｂ，８ｃを示す構成ブロック図である。
【図４】位相算出過程を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１　ブラシレスモータ
１ａ　位置センサ
２　３相インバータ
３　ゲートドライブユニット
４　制御部
５　モータ速度算出器
６　補償器（駆動電圧振幅制御用）
７　モータ励磁位相算出部（駆動電圧位相制御用）
７ａ　基準励磁位相算出部
７ｂ　補間位相算出部
７ｃ　パルス周期算出部
８　位相補正算出部
９　ＰＷＭ信号発生部
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Ａ　ブラシレスモータの速度制御装置
Ｄ　モータ駆動電圧振幅制御信号
ｎ　指標
Ｐ　位置検出信号（位置情報）
Ｔ m　周期（モータ位置情報更新周期）
Ｔ p　位置補間周期
Ｔ s　制御周期
θ　モータ励磁位相信号
θ′　位相補正信号
θ 0　基準励磁位相
δθ　補間位相信号
ω　モータ速度信号
ω com　速度指令信号
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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