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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、小型軽量，高精度なる永久磁石回転機、及
びそれを用いたエレベータ用巻上機システムを提供する
ものである。
【解決手段】
　本発明は、固定子と固定子に空隙を介して対向配置さ
れた回転子とを有し、回転子は、回転子鉄心と回転子鉄
心の表面に配置された複数の永久磁石とを備えており、
固定子は、固定子鉄心と該固定子鉄心に巻回された固定
子巻線とを備えており、固定子鉄心は、環状のヨーク鉄
心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備えてお
り、ティース鉄心と周方向に隣り合うティース鉄心との
間に、磁気感知素子からなる磁極位置検出器を備えてお
り、磁極位置検出器の検出面の方向を、回転子の表面に
配置された永久磁石と対向するように向け、かつ、永久
磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対
して平行に向けて配置することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定子と、該固定子に空隙を介して対向配置された回転子とを有し、
　前記回転子は、回転子鉄心と、該回転子鉄心の表面に配置された複数の永久磁石とを備
えており、
　前記固定子は、固定子鉄心と、該固定子鉄心に巻回された固定子巻線とを備えており、
　前記固定子鉄心は、環状のヨーク鉄心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備え
ており、
　前記ティース鉄心と周方向に隣り合うティース鉄心との間に、磁気感知素子からなる磁
極位置検出器を備えており、
　前記磁極位置検出器の検出面の方向を、前記回転子の表面に配置された永久磁石と対向
するように向け、かつ前記永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対し
て平行に向けて配置し、
　前記磁極位置検出器の出力情報を補正するための位置情報補正手段を備え、
　前記位置情報補正手段は、前記磁極位置検出器の出力情報を補正するための磁極位置検
出器の出力補正情報を前記負荷電流に応じて求め、前記磁極位置検出器の出力情報を前記
負荷電流に応じて補正し、
　補正後の出力情報を、前記補正出力情報として、前記制御装置に出力するもので、
　前記位置情報補正手段からの補正情報を得て、前記永久磁石回転電機装置に供給される
負荷電流を制御するための制御装置を備え、前記負荷電流を検出するための電流センサと
を備えることを特徴とする永久磁石回転電機装置。
【請求項２】
　前記磁極位置検出器の出力情報を電流センサの出力情報に応じて、永久磁石回転電機の
負荷電流による磁界の影響分を排除するように補正することを特徴とする請求項１に記載
の永久磁石回転電機装置。
【請求項３】
　前記磁極位置センサ出力情報の手段は、前記磁極位置検出器の出力情報に含まれる前記
負荷電流の影響分を複数の高調波次数に分解して補正することを特徴とする請求項２に記
載の永久磁石回転電機装置。
【請求項４】
　前記磁極位置検出器を、巻線が巻かれたティース鉄心とその巻線と同じ相の巻線が巻か
れたティース鉄心との間に配置したことを特徴とする請求項３に記載の永久磁石回転電機
装置。
【請求項５】
　前記永久磁石回転電機が、前記永久磁石が出す周方向の磁束分布が正弦波となるように
形成された軸方向断面形状を有することを特徴とする請求項４に記載の永久磁石回転電機
装置。
【請求項６】
　前記固定子鉄心は、鉄粉を圧縮して前記固定子鉄心を構成していることを特徴とする請
求項４に記載の永久磁石回転電機装置。
【請求項７】
　固定子と、該固定子に空隙を介して対向配置された回転子とを有し、
　前記回転子は、回転子鉄心と、該回転子鉄心の表面に配置された複数の永久磁石とを備
えており、
　前記固定子は、固定子鉄心と、該固定子鉄心に巻回された固定子巻線とを備えており、
　前記固定子鉄心は、環状のヨーク鉄心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備え
ており、
　前記ティース鉄心と周方向に隣り合うティース鉄心との間に、磁気感知素子からなる磁
極位置検出器を備えており、
　前記磁極位置検出器の検出面の方向を、前記回転子の表面に配置された永久磁石と対向
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するように向け、かつ前記永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対し
て平行に向けて配置し、
　前記磁極位置検出器を、巻線が巻かれたティース鉄心と前記巻線と同じ相の巻線が巻か
れたティース鉄心との間に配置することを特徴とする永久磁石回転電機装置。
【請求項８】
　前記固定子鉄心が、鉄粉を圧縮することにより構成することを特徴とする請求項７に記
載の永久磁石回転電機装置。
【請求項９】
　固定子と、該固定子に空隙を介して対向配置された回転子とを有し、
　前記回転子は、回転子鉄心と、該回転子鉄心の表面に配置された複数の永久磁石とを備
えており、
　前記固定子は、固定子鉄心と、該固定子鉄心に巻回された固定子巻線とを備えており、
　前記固定子鉄心は、環状のヨーク鉄心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備え
ており、
　前記ティース鉄心と周方向に隣り合うティース鉄心との間に、磁気感知素子からなる磁
極位置検出器を備えており、
　前記磁極位置検出器の検出面の方向を、前記回転子の表面に配置された永久磁石と対向
するように向け、かつ前記永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対し
て平行に向けて配置し、
　前記磁極位置検出器を巻線が巻かれたティース鉄心と前記巻線と同じ相の巻線が巻かれ
たティース鉄心との間に配置する永久磁石回転電機装置を駆動用モータとして用いること
を特徴とするエレベータ用巻上機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器内部に磁極位置センサを内蔵した永久磁石回転電機装置、並びにその永
久磁石回転電機装置を搭載したエレベータ用巻上げ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機器内部に磁極位置検出器を内蔵した永久磁石回転電機装置としては、例えば特許文献
１に開示された永久磁石回転電機装置を用いる場合がある。特許文献１に開示された永久
磁石回転電機装置では、回転子の磁極位置を検出するために磁極位置検出器を固定子の磁
極に内蔵し、回転子の磁極を形成する永久磁石の磁束を検出している。
【０００３】
　上記従来例技術、特許文献１では、前記磁極位置検出器を巻回されていない固定子磁極
の表面に配置しているため、磁極位置検出器をモータ内部に配置した永久磁石回転機装置
に比べ、出力情報の誤差を小さくすることができ、トルク脈動を低減している。また、固
定子巻線に流れる負荷電流を正弦波電流に制御することでもトルク脈動を低減している。
【０００４】
　一方で、上記従来技術、特許文献１では、巻回されていない固定子の磁極表面に配置し
ていることで、次のような問題がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１５３９２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　第１に、固定子コアに巻回されていない磁極が存在することで、永久磁石回転電機装置
の出力が低下し、永久磁石回転電機装置が大型となる。
【０００７】
　第２に、磁極位置検出器をモータ内部に配置した永久磁石回転機装置に比べ、出力誤差
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を低減している。しかし、本発明と比べると磁極位置検出器は電流が作る磁界中に配置し
ているので、その磁界の影響を受けた分の出力情報の誤差が、出力情報に含まれる。
【０００８】
　本発明は上記従来例の欠点に対処し、特に、小型軽量，高精度の永久磁石回転機を提供
するものである。
【０００９】
　更に具体的には、小型軽量，高精度なる永久磁石回転機、及びそれを用いたエレベータ
用巻上機システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、固定子と固定子に空隙を介して対向配置された回転子とを有し、回転子は、
回転子鉄心と回転子鉄心の表面に配置された複数の永久磁石とを備えており、固定子は、
固定子鉄心と該固定子鉄心に巻回された固定子巻線とを備えており、固定子鉄心は、環状
のヨーク鉄心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備えており、ティース鉄心と周
方向に隣り合うティース鉄心との間に、磁気感知素子からなる磁極位置検出器を備えてお
り、磁極位置検出器の検出面の方向を、回転子の表面に配置された永久磁石と対向するよ
うに向け、かつ、永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対して平行に
向けて配置することを特徴とする。
【００１１】
　また、磁極位置検出器を、巻線が巻かれたティース鉄心と巻線と同じ相の巻線が巻かれ
たティース鉄心との間に配置することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、前記磁極位置検出器を電流による磁界の影響が少ない位置に配置する
ので、磁極位置センサの出力情報に含まれる誤差を低減し、その誤差の影響により生じる
永久磁石回転電機装置のトルク脈動を抑えることができる。このため、小型化のために磁
極位置検出器を永久磁石回転電機に内蔵した場合でも、正確な磁極位置による永久磁石回
転電機装置の駆動制御を行うことができる。従って、小型で高性能な永久磁石回転電機装
置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、固定子と固定子に空隙を介して対向配置された回転子とを有し、回転子は、
回転子鉄心と回転子鉄心の表面に配置された複数の永久磁石とを備えており、固定子は、
固定子鉄心と該固定子鉄心に巻回された固定子巻線とを備えており、固定子鉄心は、環状
のヨーク鉄心から径方向に突出した複数のティース鉄心を備えており、ティース鉄心と周
方向に隣り合うティース鉄心との間に、磁気感知素子からなる磁極位置検出器を備えてお
り、磁極位置検出器の検出面の方向を、回転子の表面に配置された永久磁石と対向するよ
うに向け、かつ、永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流が作る磁界に対して平行に
向けて配置し、磁極位置検出器を、巻線が巻かれたティース鉄心と巻線と同じ相の巻線が
巻かれたティース鉄心との間に配置することを特徴とする。
【００１４】
　また、磁極位置検出器の出力情報を補正するための位置情報補正手段を備え、位置情報
補正手段は、磁極位置検出器の出力情報を補正するための磁極位置検出器の出力補正情報
を負荷電流に応じて求め、磁極位置検出器の出力情報を負荷電流に応じて補正し、補正後
の出力情報を、補正出力情報として、制御装置に出力し、位置情報補正手段からの補正情
報を得て、永久磁石回転電機装置に供給される負荷電流を制御するための制御装置を備え
、負荷電流を検出するための電流センサとを備えることを特徴とする。
【００１５】
　磁極位置検出器を負荷電流が作る磁界の影響が少ない位置、つまり、スロットの空隙面
側の先端（スロット開口部）に配置し、磁極位置検出器の磁気感知面を回転子の永久磁石
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が出す磁束の方向、負荷電流が作る磁界の向きと平行に向けて配置することにより、トル
クを低下させずに磁極位置検出器の出力情報の誤差を低減させることが可能となる。また
、磁極位置検出器の配置を、巻線が巻かれたティース鉄心とその巻線と同じ相の巻線が巻
かれたティース鉄心との間に配置することで、出力情報の誤差を低減できる。
【００１６】
　また、磁極位置検出器の出力情報を電流センサの出力情報に応じて、永久磁石回転電機
の負荷電流による磁界の影響分を排除するように補正することを特徴とする。磁極位置検
出器の出力情報を永久磁石回転電機の負荷電流に応じて、その負荷電流が作る磁界の影響
分を排除するように補正することにより、磁極位置検出器の出力情報の誤差が低減させる
ことが可能になる。
【００１７】
　さらに、磁極位置検出器の出力情報を、負荷電流が作る磁界の影響分を排除するように
補正するための手段として、磁極位置検出器の出力情報に含まれる負荷電流が作る磁界の
影響分を複数の高調波次数に分解して補正することで、磁極位置検出器の出力情報の誤差
を低減できる。
【００１８】
　また、永久磁石回転電機の永久磁石を回転子の表面に配置し、前記永久磁石が出す周方
向の磁束分布が正弦波となるように形成された軸方向断面形状とすることで、前記磁極位
置検出器の出力情報に含まれる複数の高調波次数が低減できるため、出力情報の誤差を低
減できる。
【００１９】
　以上より、本発明では、前記磁極位置検出器を出力情報の誤差が少ない向き、配置及び
補正方法とすることにより、前記出力情報の誤差を低減し、トルク脈動を低減する。
【００２０】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。本発明の第１実施例を図１から図８
に基づいて説明する。
【００２１】
　まず、図１，図２を用いて本実施例の永久磁石回転電機装置１の構成を説明する。
【００２２】
　本実施例の永久磁石回転電機装置１は、回転磁極位置を検出するための磁極位置センサ
１１を内蔵した回転電機であって、回転磁界を発生する固定子２と、固定子２との磁気的
作用により回転すると共に、固定子２の内周側に空隙を介して回転可能なように、固定子
２に対向配置された回転子３とを備えている。
【００２３】
　固定子２は、固定子側の磁路を構成する固定子鉄心４と、通電により磁束を派生させる
固定子巻線５とを備えている。
【００２４】
　固定子鉄心４は、円筒状の固定子のヨーク部４１（又はコアバック部という）と、固定
子のヨーク部４１の内周表面から径方向内側に突出し、固定子のヨーク部４１の内周面に
沿って軸方向に延びた複数の固定子突極４２（又はティース部）とを備えている。固定子
突極４２は固定子のヨーク部４１の内周面に沿って周方向に等間隔で配置されている。
【００２５】
　本実施例では、固定子突極４２の各々に付された相記号（Ｕ，Ｖ，Ｗ）から明確なよう
に、相毎に２つの固定子突極４２と１つの第１のスロット４３ａ、３つの第２のスロット
４３ｂとが周方向に連続して配列されて各相の固定子突極群が形成され、Ｕ相，Ｖ相，Ｗ
相の順に固定子突極群が周方向に配列されている。
【００２６】
　尚、相記号の次に付された番号は、各相に属する固定子突極４２の相の番号を示し、番
号の次に付された正負記号（＋，－）は、固定子突極４２に巻かれた相巻線に流れる電流
の方向を示す。
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【００２７】
　また、固定子鉄心４は、板状の磁性部材（珪素鋼板）を軸方向に打ち抜いて形成した複
数の板状の成形部材を軸方向に積層したものであり、固定子のヨーク部４１に対応するコ
ア片と固定子突極４２に対応するコア片とを一体に製作するコア方式、或いは固定子のヨ
ーク部４１に対応するコア片と、固定子突極４２に対応するコア片とを別々に分割して製
作するコア方式いずれかによって形成されている。前者のコア方式は、固定子のヨーク部
４１に対応する鉄心板部分と固定子突極４２に対応する鉄心板部分とが一体となった複数
の板状の成型部材を、板状の磁性部材を軸方向に打ち抜いて製作し、この製作した複数の
板状の成型部材を積層して固定子鉄心４を製作するものである。後者のコア方式は、固定
子のヨーク部４１に対応する複数の板状の成型部材と、固定子突極４２に対応する複数の
板状の成型部材とをそれぞれ別々に、板状の磁性部材を軸方向に打ち抜いて製作し、この
製作した複数の板状の成型部材をそれぞれ積層して、固定子のヨーク部４１に対応するコ
ア片と、固定子突極４２に対応するコア片を結合して固定子鉄心４を製作するものである
。
【００２８】
　複数の固定子突極４２のそれぞれには、絶縁部材（図示省略した巻線ボビン）を介して
固定子巻線５の対応する相巻線が集中的に巻かれている。この集中巻は、固定子突極４２
のコア片の４つの側面に対して巻線導体を複数巻回する巻線方式である。固定子突極４２
が周方向に配列されることにより、周方向に隣接する固定子突極４２間には、相巻線の直
線部を収納するスロット４３，第１のスロット４３ａ，第２のスロット４３ｂが形成され
る。第１のスロット４３ａには回転子３との対向面に磁極位置センサ１１を備えているが
、第２のスロット４３ｂは備えていない。相巻線の２つの直線部を接続するコイルエンド
部は固定子鉄心４の軸方向両端から軸方向外側に突出している。本実施例では、固定子巻
線５の各相巻線をＹ字状に結線するスター結線方式を採用しているが、固定子巻線５の各
相巻線をΔ状に結線するデルタ結線を採用しても構わない。
【００２９】
　回転子３は、回転側の磁路を構成する回転子鉄心７と、磁極を構成する永久磁石６と、
回転軸を構成するシャフト８とを備えている。
【００３０】
　回転子鉄心７は、板状の磁性部材（珪素鋼板）を軸方向に打ち抜いて形成した複数の板
状の成型部材を軸方向に積層したものであり、シャフト８の外周に圧入され、シャフト８
の外周表面上に嵌合された円筒状のものである。永久磁石６は、固定子鉄心４の外周面に
沿って軸方向に延び、かつ径方向にＮ極とＳ極の磁極が形成された略かまぼこ状のもので
あり、回転子鉄心７の外周面に沿って周方向に等間隔で配置され、回転子鉄心７の外周表
面上に接着剤を用いて固定されている。周方向に隣接する永久磁石６の磁性は互いに逆極
性になっている。永久磁石６には、回転電機の小型化，高効率化に最も寄与する希土類系
磁石を用いている。
【００３１】
　永久磁石６の径方向シャフト側磁極は回転子鉄心７の外周と同心の円弧面或いは平面に
なっている。永久磁石６の径方向固定子側磁極は径方向シャフト側磁極の円弧面とは非同
心或いは平面とは異なり、かつ空隙に向けて磁極中心が突出するような円弧面になってい
る。このように、磁石の径方向の厚みが磁石の周方向両端部から磁石の周方向中央部に向
かうにしたがって大きくなり、磁石の周方向中央部が最も空隙側に突出する磁石形状によ
れば、永久磁石６の空隙面（固定子２と回転子３の間の空隙）の磁石密度分布を正弦波状
にできる。
【００３２】
　シャフト８は回転子鉄心７の中心軸上に設けられたものであり、回転子鉄心７の内周側
が外周側表面上に圧入などにより嵌合され、回転子鉄心７の軸方向両端部から軸方向外側
に向かって突出（延伸）しており、軸方向両端部に配置されたベアリング１０によって回
転可能に支持されている。
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【００３３】
　尚、図示省略したが、複数の永久磁石６の外周側には、複数の永久磁石６を外周側から
押え込む抑え部材が設けられている。この部材は、回転子３の遠心力による永久磁石６の
回転子鉄心７からの飛散を防止するために設けられた金属製の円環部材である。
【００３４】
　回転子３は、ハウジングを構成するエンドブラケット９によって固定子鉄心４の外周側
の軸方向両端部が軸方向両側からの挟み込まれることにより、エンドブラケット９の内周
側に保持されている。エンドブラケット９は、軸方向一方側端部が開放され、他方側端部
が閉塞された環状円板状の部材である。シャフト８は、エンドブラケット９の閉塞面に固
定されたベアリング１０によって回転可能に支持されている。これにより、回転子３は、
固定子２から回転可能に保持されていることになる。また、シャフト８の片方の端部はベ
アリング１０よりもさらに軸方向側に向かって突出（延伸）しており、永久磁石回転電機
装置１によって駆動される被駆動体に連結されるようになっている。
【００３５】
　なお、本実施例では、固定子突極４２が１２個、永久磁石６が１０個のいわゆる１０極
１２スロットの永久磁石回転電機装置１を例に挙げて説明する。永久磁石回転電機装置１
としては、１０極１２スロットと同比の磁極－スロット数の関係のもの、１０極１２スロ
ットのもの、８極９スロットと同比の磁極－スロット数の関係のもの、８極９スロットの
もの、２極３スロットと同比の磁極－スロット数の関係のもの、２極３スロットのもの、
４極３スロットと同比の磁極－スロット数の関係のもの、４極３スロットのものを用いて
もよい。また、その他の組み合わせでも可能である。
【００３６】
　ある相の巻線が巻かれた固定子突極４２とその相と異なる巻線が巻かれた周方向に隣り
合う固定子突極４２との間の第１のスロット４３ａに配置され、センサ面が回転子３の方
向に対向に向けて配置した回転子３の磁極の位置を検出するための３つの磁極位置センサ
１１（Ｕ相用Ｈｕ，Ｖ相用Ｈｖ，Ｗ相用Ｈｗ）は、周方向に隣り合う相のものに対して１
２０°（電気角）の位相をもって配置している。磁極位置センサ１１はホール素子などの
磁気感知素子であり、接着などの固定方法によって精度が確保できるように、第１のスロ
ット４３ａにある絶縁部材（図示省略した巻線ボビン）に固定されている。ここで、磁極
位置センサ１１が３つ（Ｈｕ，Ｈｖ，Ｈｗ）あるのは、永久磁石回転電機装置１が３相の
交流式同期機だからである。ここで、本発明では、磁極位置センサ１１を固定子巻線５に
負荷電流が流れることによりできる磁界の影響を受けにくい位置、つまり、第１のスロッ
ト４３ａ、又は第２のスロット４３ｂに配置し、磁極位置センサ１１の磁気感知面を回転
子３の永久磁石６が出す磁束に対して直角に、固定子巻線５に流れる電流が作る磁界に対
して平行に配置することで、回転子３の磁極位置の検出を精度良くしている。
【００３７】
　磁極位置センサ１１は、永久磁石６の磁束が鎖交することにより正弦波状の信号を出力
する。本実施例では、前述したように、永久磁石６がかまぼこ形状をしているので、磁極
位置センサ１１から出力は回転子３の位置に応じた高調波成分が少ない正弦波となる。磁
極位置センサ１１から出力された正弦波信号を、例えばマイクロプロセッサに設けられた
アナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）変換器を介して取り込むことによって、回転子３の磁極位
置を検出できる。
【００３８】
　次に、図４を用いて本実施例の永久磁石回転電機装置の構成を説明する。
【００３９】
　本実施例の永久磁石回転電機装置は、永久磁石回転電機装置１と、永久磁石回転電機装
置１の駆動電源を構成する直流電源１２と、永久磁石回転電機装置１に供給される電力を
制御して駆動を制御する制御装置とを備えている。
【００４０】
　永久磁石回転電機装置１は前述した通り構成されている。直流電源１２は、一般に交流
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電源とコンバータ部で構成される。制御装置はインバータ装置であり、直流電源１２から
供給された直流電力を所定の交流電力に変換して、その交流電力を永久磁石回転電機装置
１の固定子巻線５に供給している。
【００４１】
　インバータ装置は、直流電源１２と固定子巻線５との間に電気的に接続された電力系の
インバータ回路（電力変換回路）と、インバータ回路１４の動作を制御する制御回路とを
備えている。
【００４２】
　インバータ回路１４は、スイッチング用半導体素子（例えばＭＯＳ－ＦＥＴ：金属酸化
膜半導体形電解効果トランジスタ，ＩＧＢＴ：絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）から
構成されたブリッジ回路である。ブリッジ回路は、アームと呼ばれる直列回路が永久磁石
回転電機装置１の相数分（本実施例では３相であるので３つ）電気的に並列に接続されて
構成されている。各アームは、上アーム側のスイッチング用半導体素子と下アーム側のス
イッチング用半導体素子とが電気的に直列に接続されて構成されている。各アームの高電
位側回路端は直流電源１２の正極側に電気的に接続され、低電位側回路端は直流電源１２
の負極側に電気的に接続されて接地されている。各アームの中点（上アーム側のスイッチ
ング用半導体素子と下アーム側のスイッチング用半導体素子との間）は、固定子巻線５の
対応する相巻線に電気的に接続されている。
【００４３】
　インバータ回路１４と直流電源１２との間には平滑用のコンデンサ２０が電気的に並列
に接続されている。インバータ回路１４と固定子巻線５との間には電流センサ１３が設け
られている。電流センサ１３は変流器などから構成されたものであり、各相に流れる交流
電流を検出するものである。
【００４４】
　制御回路は、インバータ回路１４のスイッチング用半導体素子の動作（オン・オフ）を
入力情報に基づいて制御するものである。入力情報としては、永久磁石回転電機装置１に
対する要求トルク（電流指令信号Ｉｓ）と、永久磁石回転電機装置１の回転子３の磁極位
置θが入力されている。要求トルク（電流指令信号Ｉｓ）は、被駆動体に要求される要求
量に応じて上位制御回路から出力された指令情報である。磁極位置θは、磁極位置センサ
１１の出力から得られた検出情報である。
【００４５】
　ここでは、磁極位置センサ１１に固定子巻線５に流れる電流が作る磁界の影響が含まれ
た場合に、磁極位置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔを補正する方式について説明する。
【００４６】
　３つの磁極位置センサ１１から出力されたセンサ出力情報Ｂｔは、電流センサ１３から
出力された出力信号（固定子巻線５に供給される３相電流の検知信号）Ｉａと共にＡ／Ｄ
変換器（図示省略）によってセンサ出力補正回路１５に入力される。センサ出力補正回路
１５は、電流センサ１３の出力信号から得られたセンサ出力情報に基づいてセンサ出力補
正情報Ｂａを生成し、このセンサ出力補正情報Ｂａに基づいて、磁極位置センサ１１の出
力信号から得られたセンサ出力情報を補正する。さらに、位置センサ出力補正情報Ｂｒを
作成し、制御回路に送る構成である。尚、センサ出力補正回路１５におけるセンサ出力情
報の具体的な補正方法については後述する。
【００４７】
　ここで、電流センサ１３から出力された出力信号には、パルス幅変調（ＰＷＭ：パルス
ワイドモジュレーション）による高調波成分が含まれている。回転子３の磁極位置検出精
度を向上させるためにはその高調波成分を取り除く必要がある。そこで、本実施例では、
センサ出力補正回路１５の入力側にフィルタ回路（図示省略）を設けてその高調波成分を
除去している。
【００４８】
　補正されたセンサ出力情報は位置センサ出力補正情報Ｂｒとしてセンサ出力補正回路１
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５から角度演算回路１６に入力される。角度演算回路１６は位置センサ補正出力情報から
回転子３の磁極位置θを算出して出力する。
【００４９】
　角度演算回路１６から出力された磁極位置θは変換回路１８に入力される。変換回路１
８には、その他に、上位制御回路から出力された要求トルク（電流指令信号Ｉｓ）が入力
されている。変換回路１８は、電流指令信号Ｉｓから得られた電流指令値を、角度演算回
路１６から出力された磁極位置θに基づいて、固定子巻線５の各相の誘起電圧と同相の正
弦波出力に応じた、あるいは位相シフトされた正弦波出力に応じた各相の電流指令値Ｉｓ
ｕ，Ｉｓｖ，Ｉｓｗに変換して出力する。
【００５０】
　変換回路１８から出力された各相の電流指令値Ｉｓｕ，Ｉｓｖ，Ｉｓｗは、対応する相
の電流制御系（ＡＣＲ）１７に入力される。各相の電流制御系（ＡＣＲ）１７には、その
他に、対応する相の電流センサ１３から出力された出力信号Ｉｆｕ，Ｉｆｖ，Ｉｆｗが入
力されている。各相の電流制御系（ＡＣＲ）１７は、対応する相の電流センサ１３の出力
信号Ｉｆｕ，Ｉｆｖ，Ｉｆｗから得られた各相の電流値と、対応する相の電流指令値Ｉｓ
ｕ，Ｉｓｖ，Ｉｓｗに基づいて、対応する相のアームのスイッチング用半導体素子を駆動
するための駆動信号を出力する。
【００５１】
　各相の電流制御系（ＡＣＲ）１７から出力された駆動信号は、対応する相のアームを構
成するスイッチング用半導体の制御端子に入力される。これにより、各スイッチング用半
導体がオン・オフ動作し、直流電源１２から供給された直流電力が交流電力に変換され、
固定子巻線５の対応する相巻線に供給される。
【００５２】
　本実施例のインバータ装置では、固定子巻線５に流れる電機子起磁力の合成ベクトルを
、永久磁石６が作る磁束又は磁界の方向に対して直交するように、或いは位相シフト（固
定子巻線５に流れる電流が作る電機子起磁力の合成ベクトルを、永久磁石６が作る磁束又
は磁界の方向に対して９０度（電気角）以上進む）ように、固定子巻線５に流れる電流（
各相巻線に流れる相電流）を常に形成している。これにより、本実施例の永久磁石回転電
機装置では、無整流子（ブラシレス）の永久磁石回転電機装置１を用いて、直流機と同等
の特性を得ることができる。尚、固定子巻線５に流れる電流が作る電機子起磁力の合成ベ
クトルを、永久磁石６が作る磁束又は磁界の方向に対して９０度（電気角）以上進むよう
に、固定子巻線５に流れる電流（各相巻線に流れる相電流）を常に形成する制御を弱め界
磁という。
【００５３】
　従って、本実施例の永久磁石回転電機装置では、固定子巻線５に流れる電流が作る電機
子起磁力の合成ベクトルを、永久磁石６が作る磁束又は磁界の方向に対して直交するよう
に、固定子巻線５に流れる電流（各相巻線に流れる相電流）を回転子３の磁極位置に基づ
いて制御すれば、永久磁石回転電機装置１から連続的に最大トルクを出力できる。弱め界
磁制御が必要な時には、固定子巻線５に流れる電流が作る電機子起磁力の合成ベクトルを
、永久磁石６が作る磁束又は磁界の方向に対して９０度（電気角）以上進むように、固定
子巻線５に流れる電流（各相巻線に流れる相電流）を回転子３の磁極位置に基づいて制御
すればよい。
【００５４】
　また、本実施例の永久磁石回転電機装置１では、固定子巻線５の各相巻線に誘起される
電圧の波形が正弦波になる。これは、永久磁石回転電機装置１における永久磁石６の形状
が前述したようにかまぼこ形であること、また、同相の固定子突極４２に巻かれた相巻線
、例えば、Ｕ１＋，Ｕ２－の各固定子突極４２に巻かれた相巻線が永久磁石６に対して相
互に位置的に同相、若しくは逆相よりずれた構成になっていることによる。このため、本
実施例のインバータ装置では、その正弦波誘起電圧に対して、回転子３の磁極位置に応じ
た正弦波電流を固定子巻線５の各相巻線に１８０度（電気角）通電している。従って、本



(10) JP 2010-11637 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

実施例の永久磁石回転電機装置では、永久磁石回転電機装置１の出力トルクの変動を小さ
く抑えることができる。
【００５５】
　また、永久磁石回転電機装置１のインバータ制御に１８０度通電方式を用いた本実施例
の回転電機装置では、１２０度通電方式のインバータ制御を用いた回転電機装置に比べて
以下の利点がある。
【００５６】
　第１に、永久磁石回転電機装置１が被駆動体の位置決めに用いられる場合、永久磁石回
転電機装置１の相切り替え時に生じるトルク脈動を抑えることができる。
【００５７】
　第２に、永久磁石回転電機装置１のトルク定数が回転子３の磁石位置により変化してイ
ンバータ制御が不安定になることを防止できる。
【００５８】
　第３に、１８０度の区間通電により、インバータ損失を低減し、永久磁石回転電機装置
１の運転効率を向上できる。
【００５９】
　第４に、６０度の区間内を識別できるため、最小分解能を向上できる。このため、磁極
位置センサ１１の出力を永久磁石回転電機装置１による被駆動体の位置制御に用いる場合
（例えば永久磁石回転電機装置１の出力端に回転－直動変換装置を取り付け、永久磁石回
転電機装置１の回転力を直動力に変換して被駆動体を直動させる際に、磁極位置センサ１
１の出力を被駆動体の位置検出のための信号として利用する場合）、永久磁石回転電機装
置１による被駆動体の位置決め精度を向上できる。
【００６０】
　また、本実施例の永久磁石回転電機装置では、磁極位置センサ１１として、磁気感知素
子であるホール素子或いはホールＩＣを用いたので、レゾルバなどの磁極位置センサ１１
に対して簡単な構成でしかも安価に磁極位置検出が行える。
【００６１】
　また、本実施例の永久磁石回転電機装置では、磁極位置センサ１１を前述した第１のス
ロット４３ａに取り付けるため、誘起電圧と磁極位置センサ１１の出力との間の位相調整
作業を不要とし、磁極位置センサ１１の取付作業を容易にできる。
【００６２】
　次に、図６を用いて、本実施例の磁極位置センサ１１の出力情報の補正を行う上での原
理について説明する。
【００６３】
　本実施例では、磁極位置センサ１１を固定子巻線５の作る磁界の中に積極的に配置した
ことによって、回転子３の軸端にレゾルバなどの特別な磁極位置センサ１１を不要として
いる。これにより、本実施例では、回転電機装置を小型化すると共に、磁極位置センサ１
１の磁極位置合わせなどの作業を省略できる。
【００６４】
　これを実現するために本実施例では、駆動電流による磁界の影響を受けた磁極位置セン
サ１１の出力情報（位置情報）から、電流センサ１３の出力情報（電流情報）に応じて、
駆動電流による磁界の影響分を排除し、駆動電流による磁界の影響を排除した後の位置情
報から回転子３の磁極位置を検出するようにしている。これにより、本実施例では、磁極
位置センサ１１の出力情報に含まれる誤差を低減できるので、永久磁石回転電機装置１の
脈動トルクが低減できる。
【００６５】
　ここで、駆動電流による磁界の影響分は、図６に示すベクトルの関係から求めることが
できる。センサ出力情報Ｂｔは負荷時における磁極位置センサ１１の出力情報（位置情報
）を、Ｉａは電流センサ１３の出力情報（電流情報）をそれぞれ示す。図６のベクトルの
関係から分かるように、センサ出力情報Ｂｔに含まれる、駆動電流による磁界の影響分で
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あるセンサ出力補正情報Ｂａは、Ｉａに対して同じ方向の成分であり、Ｉａの大きさにほ
ぼ比例した関係にあることから、Ｉａから予め測定、或いは演算などによって求めておく
ことができ、これにより、駆動電流による磁界の影響を受けないＢｒを求めることができ
る。駆動電流による磁界の影響を受けない位置センサ出力Ｂｒは、駆動電流を流さない時
の無負荷時における磁極位置センサ１１の出力情報に相当する。このため、本実施例では
、Ｉａに応じてＢａを決定し、センサ出力情報ＢｔからＢａを除去してＢｒを出力するよ
うにしている。
【００６６】
　次に、図５を用いて、本実施例の磁極位置センサ１１の出力情報を補正するためのセン
サ出力補正回路の構成を説明する。
【００６７】
　センサ出力補正回路１５はマイクロコンピュータ（以下、「マイコン」と呼称する）に
より構成されている。センサ出力補正回路１５を構成するマイコンは、インバータ装置の
制御回路を構成するマイコンとは別に設けられてもよい。また、インバータ装置の制御回
路を構成するマイコンによってセンサ出力補正回路１５を構成してもよい。コスト低減の
ためには、後者が好ましい。
【００６８】
　センサ出力補正回路１５には、磁極位置センサ１１及び電流センサ１３から出力された
センサ出力信号（アナログ信号）Ｂｔ，Ｉａが入力される。磁極位置センサ１１及び電流
センサ１３の出力信号はＡ／Ｄ変換器（図示省略）によってデジタル信号に変換される。
これにより、磁極位置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔ（波形データ）及び電流センサ１
３のセンサ出力情報Ｉａ（波形データ）を得ることができる。磁極位置センサ１１のセン
サ出力情報Ｂｔは位置センサ出力情報補正手段５０に、電流センサ１３のセンサ出力情報
Ｉａはセンサ出力情報決定部５１にそれぞれ入力される。また、センサ出力補正情報決定
部５１には、記憶部５２から出力されたセンサ出力補正基礎情報Ｋａｂが入力されている
。記憶部５２には、図６のベクトル関係から予め測定や演算などにより求められた、電気
角度１サイクル分についてセンサ出力情報Ｉａ（駆動電流）とセンサ出力補正情報Ｂａ（
駆動電流による磁界の影響分）との関係を示すマップ（データテーブル）がセンサ出力補
正基礎情報Ｋａｂとして格納される。
【００６９】
　センサ出力補正情報決定部５１は、センサ出力補正基礎情報Ｋａｂを用いて、電流セン
サ１３のセンサ出力情報Ｉａに対応するセンサ出力補正情報Ｂａを決定し、センサ出力補
正情報Ｂａを位置センサ出力情報補正手段５０に出力する。非線形の場合、センサ出力情
報Ｉａを参照することにより決定できる。
【００７０】
　位置センサ出力情報補正手段５０は、磁極位置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔとセン
サ出力補正情報Ｂａとの差分を演算する。これにより、磁極位置センサ１１のセンサ出力
情報Ｂｔはセンサ出力補正情報Ｂａに基づいて補正される。磁極位置センサ１１のセンサ
出力情報Ｂｔとセンサ出力補正情報Ｂａとの差分値は位置センサ出力補正情報Ｂｒとして
角度演算回路１６に出力される。
【００７１】
　次に図７から図８を用いて、センサ出力補正回路１５の動作とその結果を説明する。
【００７２】
　図７は１サイクル分の電気角度（度）（横軸）に対する磁束密度（Ｔ）（横軸）の関係
を示す波形であり、電気角度（度）１サイクル分についてセンサ出力情報Ｂｔ及び位置セ
ンサ出力補正情報Ｂｒのそれぞれの波形を示す。
【００７３】
　ここで、各波形は以下の波形を示す。
【００７４】
Ｐ０Ｕ：巻線電流０％におけるＵ相用Ｈｕの磁極位置センサ１１の出力波形。



(12) JP 2010-11637 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

Ｐ０Ｖ：巻線電流０％におけるＶ相用Ｈｖの磁極位置センサ１１の出力波形。
Ｐ０Ｗ：巻線電流０％におけるＷ相用Ｈｗの磁極位置センサ１１の出力波形。
【００７５】
　すなわち上記各波形は、固定子巻線５に電流を通電していない無負荷時の磁極位置セン
サ１１の出力波形（無負荷時のセンサ出力情報Ｂｔ）に相当する。
【００７６】
Ｐ１００Ｕ：巻線電流１００％におけるＵ相用Ｈｕの磁極位置センサ１１の出力波形。
Ｐ１００Ｖ：巻線電流１００％におけるＶ相用Ｈｖの磁極位置センサ１１の出力波形。
Ｐ１００Ｗ：巻線電流１００％におけるＷ相用Ｈｗの磁極位置センサ１１の出力波形。
【００７７】
　すなわち上記各波形は、全負荷時の磁極位置センサ１１の出力波形（全負荷時のセンサ
出力情報Ｂｔ）に相当する。
【００７８】
Ｐ１００ＵＣ：巻線電流１００％におけるＵ相用Ｈｕの磁極位置センサ１１の出力波形。
Ｐ１００ＶＣ：巻線電流１００％におけるＶ相用Ｈｖの磁極位置センサ１１の出力波形。
Ｐ１００ＷＣ：巻線電流１００％におけるＷ相用Ｈｗの磁極位置センサ１１の出力波形。
【００７９】
　すなわち上記各波形は、全負荷時の磁極位置センサ１１の補正後の出力波形（全負荷時
の位置センサ出力補正情報Ｂｒ）に相当する。
【００８０】
　ここで、センサ出力補正情報Ｂａの波形は省略したが、前述のように、電流センサの出
力情報Ｉａに基づいてセンサ出力補正基礎情報Ｋａｂから決定される。
【００８１】
　図から明らかなように、全負荷時の位置センサ出力補正情報Ｂｒは、全負荷時のセンサ
出力情報Ｂｔからセンサ出力補正情報Ｂａ分が取り除かれ、無負荷時のセンサ出力情報Ｂ
ｔとほぼ同じ波形になっている。これにより、磁極位置センサ１１の検出精度を向上でき
ることが分かる。
【００８２】
　図８は、１サイクル分の電気角度（度）（横軸）に対する誤差角度（度）（横軸）の関
係を示す波形であり、電気角度（度）１サイクル分について、図７の３つの各状態におけ
る各相の波形を入力波形とした時の角度演算回路１６の出力波形に含まれる誤差角度の波
形を示す。誤差角度は、永久磁石回転電機装置１に駆動電流を供給した時の回転子３の実
際の正確な磁極位置と、磁極位置センサ１１の出力情報から演算により推定された磁極位
置との差を示す。
【００８３】
　ここで、ｅ０は、巻線電流０％（無負荷時）における、角度演算回路１６の出力波形に
含まれる誤差角度の波形を、ｅ１００は、巻線電流１００％（全負荷時）であって、かつ
センサ出力補正が無い場合における、角度演算回路１６の出力波形に含まれる誤差角度の
波形を、ｅ１００Ｃは、巻線電流１００％（全負荷時）であって、かつセンサ出力補正が
有る場合（ここでは、電流に対する平均の誤差角度を補正する）における、角度演算回路
１６の出力波形に含まれる誤差角度の波形をそれぞれ示す。
【００８４】
　図から明らかなように、センサ出力補正を行うことによって、巻線電流１００％（全負
荷時）の角度演算回路１６の出力波形に含まれる誤差角度を、センサ出力補正を行わない
巻線電流１００％（全負荷時）の角度演算回路１６の出力波形に含まれる誤差角度に比べ
て大幅に低減でき、巻線電流０％（無負荷時）の角度演算回路１６の出力波形に含まれる
誤差角度とほぼ同じにできる。これからも、磁極位置センサ１１の検出精度を向上できる
ことが分かる。
【００８５】
　尚、本実施例では、図６のベクトル関係から、電気角度１サイクル分についてのセンサ
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出力情報Ｉａ（駆動電流）とセンサ出力補正情報Ｂａ（駆動電流による電機子磁力の影響
分）との関係を設定し、センサ出力情報から決定されたセンサ出力補正情報Ｂａと磁極位
置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔとの差分を求めることにより、磁極位置センサ１１の
センサ出力情報Ｂｔを補正したが、電気角度１サイクル分（回転子３の同極性の磁極間の
ピッチに対応した電気角度分）について、フーリエ変換を用いて磁極位置センサ１１のセ
ンサ出力情報Ｂｔを補正するようにしてもよい。すなわちセンサ出力補正情報Ｂａと磁極
位置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔとを複数の周波数（次数）成分に分解し、複数の周
波数毎にセンサ出力補正情報Ｂａと磁極位置センサ１１のセンサ出力情報Ｂｔとの差分を
求め、その差分値を足し合わせるようにしてもよい。このようにすれば、磁極位置センサ
１１の検出精度をより向上できる。
【００８６】
　以上は補正の基本的な例について示したが、本発明は以上の例のみに限定されるもので
はない。
【００８７】
　尚、図７，図８の各出力波形及び誤差角度波形は、電磁界シミュレーションの結果であ
る。
【００８８】
　以上説明した本実施例によれば、磁極位置センサ１１の出力情報を補正するセンサ出力
補正回路１５を備えたので、固定子巻線５が作る漏洩磁束の影響による誤差分の全て或い
は誤差分の多くを磁極位置センサ１１の出力情報から除去できる。これにより、本実施例
によれば、固定子巻線５が作る漏洩磁束の影響による誤差分の全て或いは誤差分の多くが
除去された位置センサ出力補正情報Ｂｒから磁極位置θを得て永久磁石回転電機装置１に
供給される電流を制御できる。従って、本実施例によれば、固定子巻線５が作る漏洩磁束
の影響による磁極位置センサ１１の出力誤差を低減し、その出力誤差の影響による永久磁
石回転電機装置１の脈動トルクの発生を抑えることができる。よって、本実施例によれば
、小型のために磁極位置センサ１１を固定子巻線５の近傍に配置した場合でも、正確な磁
極位置による永久磁石回転電機装置１の駆動制御を行うことができるので、小型で高性能
な電動駆動装置を提供できる。
【００８９】
　尚、本実施例では、磁極位置センサ１１を回転子３と対向した第１のスロット４３ａに
配置し、永久磁石６の磁束密度を検知するようにした場合を例に挙げて説明したが、磁極
位置センサ１１を第１のスロット４３ａ、又は第２のスロット４３ｂの軸方向端部に配置
し、永久磁石６の磁束密度を検知するようにしても同様の効果を得ることができる。
【００９０】
　以上の本発明では、磁極位置センサ１１を回転子３の永久磁石６が出す磁束に対して直
角に配置し、固定子巻線５に流れる電流が作る磁界に対して平行に配置することで、磁極
位置センサ１１の出力情報の誤差を低減し、回転子３の磁極位置の検出精度を向上するこ
とを可能とした。
【００９１】
　本発明の第２実施例である永久磁石回転電機装置１を図３に示す。
【００９２】
　図２で示した第１実施例では、回転子３の磁極の位置を検出するための３つの磁極位置
センサ１１を異なる相の固定子巻線５が巻かれた固定子突極４２の間である第１のスロッ
ト４３ａに配置して説明したが、図３に示す第２実施例では、回転子３の磁極の位置を検
出するための３つの磁極位置センサ１１を、同相の巻線が巻かれた固定子突極４２の間で
ある第２のスロット４３ｂに配置した場合に、前述した巻線電流１００％の角度誤差が６
度であったものを１度に低減できる。この場合には、前述した固定子巻線５に流れる電流
が作る磁界の影響による角度を補正しなくても十分な精度が達成できる。
【００９３】
　この他の構成は第１実施例と同様であり、その説明を省略する。
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【００９４】
　本発明の第３実施例である永久磁石回転電機装置１を図１０に示す。
【００９５】
　図１０のように、固定子突極４２先端形状（回転子３の面方向）は周方向に突部を設け
ないまたは、固定子突極４２先端形状（回転子３の面方向）が、回転子３の面方向にした
がって細くなる形状の場合、固定子巻線５が作る磁界の漏洩磁束が減少し、出力誤差が低
減できるため、その出力誤差の影響による永久磁石回転電機装置１の脈動トルクの発生を
抑えることができる。よって、本実施例によれば、永久磁石回転電機装置１の駆動制御を
高精度に行うことができるので、高性能な永久磁石回転電機を提供できる。
【００９６】
　この他の構成は第１実施例と同様であり、その説明を省略する。
【００９７】
　本発明の第４実施例である永久磁石回転電機装置を用いたエレベータ装置の概略図を図
９に示す。
【００９８】
　電源部（図示省略）から永久磁石回転電機装置１に電力を供給し、永久磁石回転電機装
置１はダイレクト（ギヤレス）でトラクションシーブ１３２を駆動する。これにより、ト
ラクションシーブ１３２に懸けられたロープ１３４の両端に固定されたかご１３５および
カウンタウエイト１３６が、昇降路１３１内を上下に走行する。
【００９９】
　通常、モータで発生するトルクリップルは、トラクションシーブ１３２およびロープ１
３４を介してかご１３５に伝達されるので、乗り心地を低下させる。本発明の永久磁石回
転電機装置１を用いれば、通電時のトルクリップルが低減されているので、乗り心地が向
上する。また、本発明による永久磁石回転電機装置１では、磁極位置センサ１１をモータ
内部に内蔵したため、モータの小型化に有効である。この薄いモータを図９のように昇降
路１３１内のかご１３５と壁の隙間に配置すれば、昇降路１３１の断面積を抑えつつ屋上
機械室の無いエレベータを実現できる。
【０１００】
　図９の実施例では、永久磁石回転電機装置１およびトラクションシーブ１３２を昇降路
１３１内のかご１３５と壁の隙間に配置した場合について示したが、これらに限られるも
のではなく、例えばカウンタウエイト１３６に搭載することも可能である。
【０１０１】
　また、以上の第１実施例，第２実施例及び第３実施例では、内転型の永久磁石回転電機
装置１を例に挙げて説明したが、外転型を採用してもよい。
【０１０２】
　さらに、以上の第１実施例，第２実施例及び第３実施例では、固定子巻線５の巻線方式
として集中巻を例に挙げて説明したが、分布巻を採用してもよい。特に、固定子巻線５が
スロット４３内に二層に巻かれている場合、スロット４３の内側と外側に同相の巻線を配
した第１のスロット４３ａ、又はスロット４３の内側と外側に異相の巻線を配した第２の
スロット４３ｂの空隙面側の先端（スロット開口部）に磁極位置センサ１１を配置しても
、回転子３の磁極位置を精度良く検出できる。また、固定子巻線５については、分数溝巻
の場合でも同様の効果を得ることができる。
【０１０３】
　さらに、また、以上の第１実施例，第２実施例及び第３実施例では、ホール素子或いは
ホールＩＣによって構成された磁極位置センサを例に挙げて説明した。磁極位置センサと
しては他の磁気抵抗効果素子を用いてもよい。このような場合であっても、以上の実施例
の効果を達成できる。
【０１０４】
　また、以上の第１実施例，第２実施例及び第３実施例で述べた構成は、例えば図２の固
定子２及び回転子３の構成を周方向に展開した固定子及び可動子を有するリニアモータ、
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或いは円筒状の固定子の同心軸上に配した棒状の可動子を軸方向に可動させる円筒型リニ
アモータを電気機械装置として搭載した電動駆動装置にも適用でき、可動子の磁極位置を
検出するための磁極位置センサの出力情報を第１実施例，第２実施例及び第３実施例と同
様に補正することにより、第１実施例，第２実施例及び第３実施例と同様の効果を達成で
きる。
【０１０５】
　さらに、また、以上の第１実施例，第２実施例及び第３実施例では、板状の磁性部材（
珪素鋼板）で構成された固定子２を例に説明したが、鉄粉を圧縮して固めた鉄心を用いた
場合でも同様の効果を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の第１実施例である電動駆動装置に搭載された永久磁石回転電機の構成を
示す縦断面図。
【図２】本発明の第１実施例である電動駆動装置に搭載された永久磁石回転電機の構成を
示す横断面図。
【図３】本発明の第２実施例である電動駆動装置に搭載された永久磁石回転電機の構成を
示す横断面図。
【図４】本発明の第１実施例である電動駆動装置の電気的な構成を示すブロック図。
【図５】図４のセンサ出力補正回路の構成を示すブロック図。
【図６】図５のセンサ出力補正回路によるセンサ出力補正の原理を示すベクトル図。
【図７】図４のセンサ出力補正回路の入力波形を示す特性図であり、１サイクル分の電気
角度に対する磁束密度の関係を示す。
【図８】図４のセンサ出力補正回路による効果を示す特性図であり、１サイクル分の電気
角度に対する誤差角度の関係を示す。
【図９】本発明の第４実施例である電動駆動装置の構成を示す図。
【図１０】本発明の第３実施例である電動駆動装置に搭載された永久磁石回転電機の構成
を示す横断面図。
【符号の説明】
【０１０７】
１　永久磁石回転電機装置
２　固定子
３　回転子
４　固定子鉄心
５　固定子巻線
６　永久磁石
７　回転子鉄心
８　シャフト
９　エンドブラケット
１０　ベアリング
１１　磁極位置センサ
１２　直流電源
１３　電流センサ
１４　インバータ回路
１５　センサ補正出力回路
１６　角度演算回路
１７　電流制御系
１８　変換回路
２０　コンデンサ
４１　固定子のヨーク部
４２　固定子突極
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４３　スロット
４３ａ　第１のスロット
４３ｂ　第２のスロット
５０　位置センサ出力情報補正手段
５１　センサ出力補正情報決定部
５２　記憶部
１３１　昇降路
１３２　トラクションシーブ
１３４　ロープ
１３５　かご
１３６　カウンタウエイト
Ｋａｂ　センサ出力補正基礎情報
Ｂａ　センサ出力補正情報
Ｂｔ　磁極位置センサ１１のセンサ出力情報
Ｂｒ　位置センサ出力補正情報
θ　図１の回転子３の磁極位置
Ｈｕ　Ｕ相用の磁極位置センサ１１
Ｈｖ　Ｖ相用の磁極位置センサ１１
Ｈｗ　Ｗ相用の磁極位置センサ１１

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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【図９】
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