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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　角周波数ωの励磁信号により励磁された１相励磁・２相出力のレゾルバから出力される
第1レゾルバ信号Ｓ１＝ｃｏｓθ・ｓｉｎωｔ，第２レゾルバ信号Ｓ２＝ｓｉｎθ・ｓｉ
ｎωｔの検出角度θをディジタル出力角度θ’に変換するＲＤコンバータであって、
　前記第１レゾルバ信号Ｓ１とＳＩＮ ＲＯＭの出力とを乗算する第１の乗算器と、
　前記第２レゾルバ信号Ｓ２とＣＯＳ ＲＯＭの出力とを乗算する第２の乗算器と、
　前記第２の乗算器の出力から前記第１の乗算器の出力を減算する減算器と、
　前記減算器の出力を前記励磁信号を参照して同期検波し、検波偏差を出力する同期検波
回路と、
　前記同期検波回路の検波偏差出力が零になるように前記ディジタル出力角度θ’を制御
して、そのディジタル出力角度θ’を出力する制御器と、
　前記ディジタル出力角度θ’が入力され、そのディジタル出力角度θ’に対する補正角
度θｃを出力する補正データ部と、
　前記ディジタル出力角度θ’と前記補正角度θｃとを加算して、その加算値を前記ＳＩ
Ｎ ＲＯＭ及びＣＯＳ ＲＯＭにそれぞれ出力する第１加算器と、
　前記加算値の正弦値を生成して前記第１の乗算器に出力する前記ＳＩＮ ＲＯＭと、
　前記加算値の余弦値を生成して前記第２の乗算器に出力する前記ＣＯＳ ＲＯＭと、
を具備し、
　前記補正データ部が、前記レゾルバの回転角度と前記ディジタル出力角度θ’との差を
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とって得た角度誤差データから、入力されたディジタル出力角度θ’に対応する角度誤差
θｅを得て、それを前記補正角度θｃとして出力することを特徴とするＲＤコンバータ。
【請求項２】
　請求項１記載のＲＤコンバータにおいて、
　前記補正データ部は前記レゾルバの角度誤差データを記憶するメモリを含み、前記入力
されたディジタル出力角度θ’を前記メモリのアドレス入力とし、この入力に対応する角
度誤差θｅをデータ出力として前記メモリから読み出して前記補正角度θｃとして出力す
ることを特徴とするＲＤコンバータ。
【請求項３】
　請求項１記載のＲＤコンバータにおいて、
　前記補正データ部は前記レゾルバ回転数の基本周波数成分及び少なくとも２倍及び４倍
周波数成分の角度誤差の振幅データ１、振幅データ２、振幅データ３及び位相データ１、
位相データ２、位相データ３を記憶する第１、第２、第３振幅データメモリ及び第１、第
２、第３位相データメモリと、ディジタル出力角度θ’の２倍及び４倍の角度を生成する
２倍及び４倍増幅器と、第１、第２、第３位相データメモリに記憶された位相データ１、
位相データ２、位相データ３とディジタル出力角度θ’及びその２倍及び４倍の角度とを
それぞれ加算する第１、第２、第３位相加算器と、前記第１、第２、第３位相加算器の出
力の余弦波をそれぞれ生成する第１、第２、第３補正部ＣＯＳ ＲＯＭと、それら余弦波
と第１、第２、第３振幅データメモリに記憶された振幅データ１、振幅データ２、振幅デ
ータ３とをそれぞれ乗算する第１、第２、第３振幅乗算器と、前記第２、第３振幅乗算器
の出力を加算する第２加算器と、前記第１振幅乗算器の出力と前記第２加算器の出力とを
加算し前記補正角度θｃとして出力する第３加算器と、を含むことを特徴とするＲＤコン
バータ。
【請求項４】
　請求項１記載のＲＤコンバータにおいて、
　前記補正データ部は、前記レゾルバ回転数の基本周波数成分及び少なくとも２倍及び４
倍周波数成分の角度誤差の振幅データ１、振幅データ２、振幅データ３及び位相データ１
、位相データ２、位相データ３を記憶する第１、第２、第３振幅データメモリ及び第１、
第２、第３位相データメモリと、前記第１、第２、第３位相データメモリに記憶された位
相データ１、位相データ２、位相データ３を切替信号にて切り替えて出力する位相マルチ
プレクサと、角度ラッチ０信号により駆動され、入力されたディジタル出力角度θ’を出
力する入力側Ｄフリップフロップと、前記入力側Ｄフリップフロップの出力角度θ’をそ
のまま、及び１ビットと２ビットのシフトレジスタをそれぞれ介して供給され、切替信号
にて切り替えて出力する第１マルチプレクサと、前記位相マルチプレクサと前記第１マル
チプレクサの出力を加算する第２加算器と、前記第２加算器の出力の余弦波を生成する補
正部ＣＯＳ ＲＯＭと、前記第１、第２、第３振幅データメモリに記憶された振幅データ
１、振幅データ２、振幅データ３を切替信号にて切り替えて出力する振幅マルチプレクサ
と、前記補正部ＣＯＳ ＲＯＭの出力と前記振幅マルチプレクサの出力とを乗算する第３
乗算器と、前記第３乗算器の出力を角度ラッチ１信号、角度ラッチ２信号、角度ラッチ３
信号によりそれぞれ取り込む第１、第２、第３出力側Ｄフリップフロップと、前記第１、
第２、第３出力側Ｄフリップフロップの出力を加算して補正角度θｃとして出力する第３
加算器と、前記切換信号及び角度ラッチ０信号、角度ラッチ１信号、角度ラッチ２信号、
角度ラッチ３信号を生成し供給するシーケンス制御器とを含むことを特徴とするＲＤコン
バータ。
【請求項５】
　請求項１記載のＲＤコンバータにおいて、
　前記制御器の伝達関数が（Ｋ／ｓ２）・｛（τ１ｓ＋１）／（τ２ｓ＋１）｝であるこ
とを特徴とするＲＤコンバータ。
【請求項６】
　１相励磁・２相出力のレゾルバと、
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　請求項１乃至５記載のいずれかのＲＤコンバータと、
　前記レゾルバと前記ＲＤコンバータとに励磁信号を供給する励磁信号発生器とを備える
ことを特徴とする角度検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はモータの回転角度を検出するレゾルバから出力されるレゾルバ信号をディジ
タル出力角度に変換するＲＤコンバータ及びそのＲＤコンバータを具備する角度検出装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レゾルバは通常、角度誤差を有しているため、高精度な角度検出を行うためには角度誤
差を補正する必要がある。
【０００３】
　このようなレゾルバの角度誤差を補正する方法が特許文献１に記載されている。特許文
献１では事前に一定回転数でレゾルバを回転させたときのＲＤコンバータ（Ｒ／Ｄ変換器
）の出力角度と、レゾルバの回転を時間計測して割り出した角度データ基準とを比較して
、レゾルバの角度誤差特性を算出し、補正用メモリに記録するものとなっており、角度誤
差特性はＲＤコンバータの出力角度に対する補正後の角度という形で補正用メモリに記録
されている。
【０００４】
　運用時はＲＤコンバータの出力角度が補正用メモリに入力され、その入力された出力角
度に対応する補正後角度を補正用メモリから出力することで、角度誤差が補正された角度
が得られるものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１７０５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、特許文献１に記載されているレゾルバの角度誤差の補正はＲＤコンバ
ータの出力角度に対して補正を行うものとなっている。しかるに、ＲＤコンバータを介し
たレゾルバの角度誤差特性はレゾルバの回転数によって変動し、このような回転数によっ
て変動する角度誤差には特許文献１に記載されている補正方法では対応することができず
、つまり角度誤差を補正することができないといった問題がある。
【０００７】
　また、補正用メモリには補正後の角度を記録する必要があるため、大きな容量を必要と
する。例えば、ＲＤコンバータの出力角度の分解能を１２ｂｉｔとした場合、各角度に対
する補正後角度を記録する必要があるため、２１２×１２ｂｉｔ＝４９１５２ｂｉｔのメ
モリ容量が必要となる。
【０００８】
　この発明の目的はこのような問題に鑑み、レゾルバの回転数により、レゾルバの角度誤
差特性が変動しても良好に角度誤差を補正することができ、また補正のために用いるメモ
リ容量を従来に比し、削減することができるようにしたＲＤコンバータを提供することに
あり、さらにそのようなＲＤコンバータを具備した角度検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、角周波数ωの励磁信号により励磁された１相励磁・２相出力
のレゾルバから出力される第1レゾルバ信号Ｓ１＝ｃｏｓθ・ｓｉｎωｔ，第２レゾルバ
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信号Ｓ２＝ｓｉｎθ・ｓｉｎωｔの検出角度θをディジタル出力角度θ’に変換するＲＤ
コンバータであって、
　前記第１レゾルバ信号Ｓ１とＳＩＮ ＲＯＭの出力とを乗算する第１の乗算器と、
　前記第２レゾルバ信号Ｓ２とＣＯＳ ＲＯＭの出力とを乗算する第２の乗算器と、
　前記第２の乗算器の出力から前記第１の乗算器の出力を減算する減算器と、
　前記減算器の出力を前記励磁信号を参照して同期検波し、検波偏差を出力する同期検波
回路と、
　前記同期検波回路の検波偏差出力が零になるように前記ディジタル出力角度θ’を制御
して、そのディジタル出力角度θ’を出力する制御器と、
　前記ディジタル出力角度θ’が入力され、そのディジタル出力角度θ’に対する補正角
度θｃを出力する補正データ部と、
　前記ディジタル出力角度θ’と前記補正角度θｃとを加算して、その加算値を前記ＳＩ
Ｎ ＲＯＭ及びＣＯＳ ＲＯＭにそれぞれ出力する第１加算器と、
　前記加算値の正弦値を生成して前記第１の乗算器に出力する前記ＳＩＮ ＲＯＭと、
　前記加算値の余弦値を生成して前記第２の乗算器に出力する前記ＣＯＳ ＲＯＭと、
を具備し、
　前記補正データ部が、前記レゾルバの回転角度と前記ディジタル出力角度θ’との差を
とって得た角度誤差データから、入力されたディジタル出力角度θ’に対応する角度誤差
θｅを得て、それを前記補正角度θｃとして出力する。
【００１０】
　請求項２の発明では請求項１の発明において、補正データ部は前記レゾルバの角度誤差
データを記憶するメモリを含み、前記入力されたディジタル出力角度θ’を前記メモリの
アドレス入力とし、この入力に対応する角度誤差θｅをデータ出力として前記メモリから
読み出して前記補正角度θｃとして出力する。
【００１１】
　請求項３の発明では請求項１の発明において、補正データ部はレゾルバ回転数の基本周
波数成分及び少なくとも２倍及び４倍周波数成分の角度誤差の振幅データ１、振幅データ
２、振幅データ３及び位相データ１、位相データ２、位相データ３を記憶する第１、第２
、第３振幅データメモリ及び第１、第２、第３位相データメモリと、ディジタル出力角度
θ’の２倍及び４倍の角度を生成する２倍及び４倍増幅器と、第１、第２、第３位相デー
タメモリに記憶された位相データ１、位相データ２、位相データ３とディジタル出力角度
θ’及びその２倍及び４倍の角度とをそれぞれ加算する第１、第２、第３位相加算器と、
前記第１、第２、第３位相加算器の出力の余弦波をそれぞれ生成する第１、第２、第３補
正部ＣＯＳ ＲＯＭと、それら余弦波と第１、第２、第３振幅データメモリに記憶された
振幅データ１、振幅データ２、振幅データ３とをそれぞれ乗算する第１、第２、第３振幅
乗算器と、前記第２、第３振幅乗算器の出力を加算する第２加算器と、前記第１振幅乗算
器の出力と前記第２加算器の出力とを加算し前記補正角度θｃとして出力する第３加算器
と、を含む。
　請求項４の発明では請求項１の発明において、前記補正データ部は、前記レゾルバ回転
数の基本周波数成分及び少なくとも２倍及び４倍周波数成分の角度誤差の振幅データ１、
振幅データ２、振幅データ３及び位相データ１、位相データ２、位相データ３を記憶する
第１、第２、第３振幅データメモリ及び第１、第２、第３位相データメモリと、前記第１
、第２、第３位相データメモリに記憶された位相データ１、位相データ２、位相データ３
を切替信号にて切り替えて出力する位相マルチプレクサと、角度ラッチ０信号により駆動
され、入力されたディジタル出力角度θ’を出力する入力側Ｄフリップフロップと、前記
入力側Ｄフリップフロップの出力角度θ’をそのまま、及び１ビットと２ビットのシフト
レジスタをそれぞれ介して供給され、切替信号にて切り替えて出力する第１マルチプレク
サと、前記位相マルチプレクサと前記第１マルチプレクサの出力を加算する第２加算器と
、前記第２加算器の出力の余弦波を生成する補正部ＣＯＳ ＲＯＭと、前記第１、第２、
第３振幅データメモリに記憶されたの振幅データ１、振幅データ２、振幅データ３を切替
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信号にて切り替えて出力する振幅マルチプレクサと、前記補正部ＣＯＳ ＲＯＭの出力と
前記振幅マルチプレクサの出力とを乗算する第３乗算器と、前記第３乗算器の出力を角度
ラッチ１信号、角度ラッチ２信号、角度ラッチ３信号によりそれぞれ取り込む第１、第２
、第３出力側Ｄフリップフロップと、前記第１、第２、第３出力側Ｄフリップフロップの
出力を加算して補正角度θｃとして出力する第３加算器と、前記切換信号及び角度ラッチ
０信号、角度ラッチ１信号、角度ラッチ２信号、角度ラッチ３信号を生成し供給するシー
ケンス制御器とを含む。
【００１２】
　請求項５の発明では請求項１の発明において、制御器の伝達関数が（Ｋ／ｓ２）・｛（
τ１ｓ＋１）／（τ２ｓ＋１）｝とされる。
【００１３】
　請求項６の発明によれば、角度検出装置は
　１相励磁・２相出力のレゾルバと、
　請求項１乃至５記載のいずれかのＲＤコンバータと、
　前記レゾルバと前記ＲＤコンバータとに励磁信号を供給する励磁信号発生器とを備える
。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によるＲＤコンバータによれば、角度演算ループでレゾルバの角度誤差の補正
を行うものとなっており、つまりＲＤコンバータの出力角度と補正角度を加算し、その加
算後の角度をフィードバックするものとなっており、これによりレゾルバの回転数により
レゾルバの角度誤差特性が変動しても良好に角度誤差を補正することができるものとなっ
ている。
【００１５】
　また、この発明では従来例のように補正後の角度を記録する必要はなく、例えば誤差量
（真の角度とレゾルバ出力角度の差）を記録すればよいため、メモリ容量を削減すること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ＲＤコンバータ及び角度検出装置の基本構成例を示すブロック図。
【図２】図１の構成を簡略化したブロック図。
【図３】レゾルバの角度誤差特性の一例（基本周波数成分のみ）を示すグラフ。
【図４】図２のＲＤコンバータの特性を示すグラフ。
【図５】図４に示した特性を有するＲＤコンバータに誤差がないレゾルバ角度θｔを入力
したときの出力角度の応答及びそのときの出力角度誤差を示すグラフ。
【図６】図４に示した特性を有するＲＤコンバータに角度誤差θｅを入力したときの出力
角度の応答（角度誤差）を示すグラフ。
【図７】図４に示した特性を有するＲＤコンバータにおいて、従来の補正を行った場合の
出力角度誤差を示すグラフ。
【図８】この発明によるＲＤコンバータの一実施例の構成を示すブロック図。
【図９】図８の構成を簡略化したブロック図。
【図１０】図９のブロック図を変形したブロック図。
【図１１】この発明によるＲＤコンバータの角度誤差の補正結果を示すグラフ。
【図１２】この発明によるＲＤコンバータの他の実施例の構成を示すブロック図。
【図１３】図１２における補正データ部を時分割処理するようにした回路構成を示す図。
【図１４】図１３に示した補正データ部のタイミングチャート。
【図１５】補正データの生成及び書き込みを説明するためのブロック図。
【図１６】レゾルバの角度誤差特性の一例を示すグラフ。
【図１７】演算方式の場合の補正データの一例を示す表。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　まず、最初にレゾルバ・ＲＤコンバータの角度算出原理について説明する。
　図１はＲＤコンバータの基本構成例をレゾルバ及び励磁信号発生器と共に示したもので
ある。
【００１８】
　レゾルバ１０は１相励磁・２相出力とされ、レゾルバ１０から出力される第１のレゾル
バ信号Ｓ１及び第２のレゾルバ信号Ｓ２はＲＤコンバータ２０に入力される。また、励磁
信号発生器３０から励磁信号がレゾルバ１０及びＲＤコンバータ２０に入力される。励磁
信号をsin ωｔとすると、レゾルバ信号Ｓ１，Ｓ２は、
　　　　Ｓ１：cos θ sin ωｔ
　　　　Ｓ２：sin θ sin ωｔ
となる。θはレゾルバ１０の検出角度を示す。
【００１９】
　ＲＤコンバータ２０はこの例では第１の乗算器２１と第２の乗算器２２と減算器２３と
同期検波回路２４と制御器２５とＳＩＮ ＲＯＭ２６とＣＯＳ ＲＯＭ２７とによって構成
されている。ＲＤコンバータ２０はこのような構成要素よりなる角度演算ループでレゾル
バ信号Ｓ１，Ｓ２の検出角度θをディジタル出力角度θ’に変換して出力する。
【００２０】
　ＳＩＮ ＲＯＭ２６にはディジタル出力角度θ’が入力され、ＳＩＮ ＲＯＭ２６はその
ディジタル出力角度θ’の正弦値sin θ’を生成して乗算器２１に出力する。同様に、Ｃ
ＯＳ ＲＯＭ２７はディジタル出力角度θ’からディジタル出力角度θ’の余弦値cos θ
’を生成して乗算器２２に出力する。
【００２１】
　乗算器２１はレゾルバ信号Ｓ１とsin θ’とを乗算して、その乗算値を減算器２３に出
力し、乗算器２２はレゾルバ信号Ｓ２とcos θ’とを乗算して、その乗算値を減算器２３
に出力する。減算器２３は乗算器２２の出力から乗算器２１の出力を減算し、その減算値
を同期検波回路２４に出力する。減算器２３から同期検波回路２４に入力される信号は、
　　　　sin ωｔ（sin θ cos θ’－cos θ sin θ’）
　　　＝sin ωｔ sin（θ－θ’）
となる。
【００２２】
　同期検波回路２４はこの信号を励磁信号発生器３０から入力される励磁信号sin ωｔを
参照して同期検波し、sin ωｔを除去してその検波出力である制御偏差sin（θ－θ’）
を制御器２５に出力する。制御器２５は制御偏差sin（θ－θ’）が零になるようにディ
ジタル出力角度θ’を制御するため、結果、θ＝θ’となり、検出角度θをディジタル出
力角度θ’に変換して出力する。制御器２５の伝達関数は図１中に示したように、（Ｋ／
ｓ２）・｛（τ１ｓ＋１）／（τ２ｓ＋１）｝で表される。
【００２３】
　ここで、θ≒θ’の場合、同期検波回路２４の出力は、
　　　　sin（θ－θ’）＝θ－θ’
と簡略化することができ、これより図１の構成は図２に示したように簡略化することがで
きる。
【００２４】
　次に、レゾルバの角度誤差特性について説明する。
　レゾルバの角度誤差はレゾルバ角度に依存した誤差となる。一例を図３に示す。なお、
角度誤差は実際には後述の図１６に示すようにレゾルバ回転数の整数倍周波数成分を有す
るが、ここでは説明上、簡略化して基本周波数成分のみ示す。
【００２５】
　ここで、誤差がない理想的なレゾルバの角度をθｔとし、図３に示した角度誤差をθｅ

とする。レゾルバが回転数Ｖrpsで回転している場合、レゾルバの検出角度θは、
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　　　　θｔ＝３６０×Ｖ×ｔ　（ｔ：時間［ｓ］）
　　　　θｅ＝sin θｔ

　　　　θ ＝θｔ＋θｅ

となる。
【００２６】
　このθを図２に示すＲＤコンバータ２０’に入力したとき、ＲＤコンバータ２０’の出
力がどのようになるかを以下に説明する。
【００２７】
　図２における制御器２５の伝達関数の係数を、
　　　　Ｋ ＝２×１０６

　　　　τ１＝１×１０－３

　　　　τ２＝１×１０－４

とすると、ＲＤコンバータ２０’の特性は図４に示したようになる。
【００２８】
　このＲＤコンバータ２０’に誤差がない理想的なレゾルバ角度θｔを入力したときの応
答について説明する。
【００２９】
　ＲＤコンバータ２０’の特性は２次系であるため、回転数Ｖが一定の場合、一定時間後
のレゾルバ角度θｔと出力角度θ’の差は０となる。図５にレゾルバ回転数１０００ｒｐ
ｓ時のレゾルバ角度θｔとＲＤコンバータ２０’の出力角度θ’の応答及びそのときの角
度誤差（θ’－θｔ）を示す。
【００３０】
　次に、ＲＤコンバータ２０’に角度誤差θｅを入力したときの応答について説明する。
　θｅはθｅ＝sin θｔで表され、周期的に変動するため、入力する周波数によって出力
特性が変化する。レゾルバを１０００ｒｐｓで回転したときには１０００Ｈｚの信号とな
る。この信号をＲＤコンバータ２０’に入力した場合、図４に示した特性より振幅は０．
３倍となり、位相は１１７°遅れることになる。図６にレゾルバ回転数１０ｒｐｓの場合
及び１０００ｒｐｓの場合の応答を示す。レゾルバの回転数の違いによりＲＤコンバータ
２０’から出力される出力角度誤差特性が異なることが分かる。
【００３１】
　以上より、レゾルバの検出角度θをＲＤコンバータに入力した場合、ＲＤコンバータの
出力角度θ’はレゾルバの角度誤差であるθｅによりレゾルバの回転数に応じて変動する
。
【００３２】
　前述の特許文献１に記載されているレゾルバの角度誤差の補正方法ではＲＤコンバータ
の出力角度に対して補正をかけるため、レゾルバの回転数により変動する角度誤差には対
応することができず、例えばＲＤコンバータとして図４に示す特性のものを用い、低速回
転（例えば１０ｒｐｓ）に合わせて角度誤差を算出し、補正データを作成したとすると、
図７に示したように高速回転（例えば、１０００ｒｐｓ）では誤差が残ることになる。
【００３３】
　以下、この発明の実施例について説明する。
　図８はこの発明によるＲＤコンバータの一実施例の構成をレゾルバ及び励磁信号発生器
と共に示したものであり、図１と対応する部分には同一符号を付し、その詳細な説明を省
略する。
【００３４】
　この例ではＲＤコンバータ４０はその角度演算ループの中に補正データ部５０を備え、
角度演算ループでレゾルバ１０の角度誤差の補正を行うものとなっている。
【００３５】
　補正データ部５０にはディジタル出力角度θ’が入力され、補正データ部５０はそのデ
ィジタル出力角度θ’に対する補正角度θｃを出力する。補正角度θｃは加算器４１によ



(8) JP 4885245 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

ってディジタル出力角度θ’に加算され、加算器４１はその加算値をＳＩＮ ＲＯＭ２６
及びＣＯＳ ＲＯＭ２７にそれぞれ出力する。ＳＩＮ ＲＯＭ２６は入力された加算値の正
弦値を生成して乗算器２１に出力し、ＣＯＳ ＲＯＭ２７は入力された加算値の余弦値を
生成して乗算器２２に出力する。
【００３６】
　図８に示した構成は前述の図２と同様、θ≒θ’の場合、sin（θ－θ’）＝θ－θ’
として簡略化すると図９に示したようになり、さらに図９のブロック図を変形すると図１
０に示した構成となる。
【００３７】
　図１０における（１）の信号は
　　　　θ－θｃ＝θｔ＋θｅ－θｃ

であり、補正データ部５０に補正データとしてレゾルバの角度誤差θｅを入力すれば、θ

ｃ＝θｅとなり、（１）の信号はθｔとなる。このような構成とすることにより、角度演
算ループ４５に入力される角度はレゾルバの角度誤差θｅを除去したものとすることがで
きる。
【００３８】
　つまり、特許文献１に記載されている従来の補正方法ではＲＤコンバータ（角度演算ル
ープ）の後で補正演算を行うため、ＲＤコンバータ（角度演算ループ）の特性の影響を受
けて、高い回転数のときには角度誤差特性が変動し、レゾルバの角度誤差の除去ができな
かったのに対し、この発明では角度演算ループの前でレゾルバの角度誤差を除去すること
になるため、角度演算ループの特性の影響を受けることなく、良好な結果を得ることがで
きる。図１１にレゾルバ回転数１０ｒｐｓの場合及び１０００ｒｐｓの場合のこの発明に
よる補正をシミュレーションにより求めた結果を示す。
【００３９】
　上記における補正データ部５０は次の２通りの方式をとることができる。
〈テーブル方式〉
　本方式では補正データ部５０にメモリ（ＲＡＭもしくはＲＯＭ）を用い、メモリにはレ
ゾルバの角度誤差θｅを記録する。メモリのアドレス入力を角度入力とし、データ出力を
角度誤差出力とすればよく、このようにすることにより補正データ部５０は入力されたデ
ィジタル出力角度θ’に対する角度誤差θｅをメモリから抽出して補正角度θｃとして出
力する。
【００４０】
　レゾルバの角度誤差θｅの最大値を１°とすると、１２ｂｉｔ分解能のＲＤコンバータ
であれば、補正データｂｉｔ長は、
　　　　３６０°／２１２＝０．０８７９°
　　　　１°／０．０８７９°＝１１．４
より４ｂｉｔとなるため、補正データテーブル（メモリ容量）としては、２１２×４ｂｉ
ｔ＝１６３８４ｂｉｔとなり、必要なメモリ容量を従来の１／３とすることができる。
【００４１】
〈演算方式〉
　本方式はＲＤコンバータの出力角度θ’より補正角度θｃを毎回演算して生成するもの
である。
【００４２】
　レゾルバの角度誤差は通常、レゾルバ回転数の基本周波数成分に加え、整数倍周波数成
分をもっており、主な誤差は１，２，４倍波である。このため、補正角度θｃを演算する
補正データ部を図１２に示したような構成とすることができる。
【００４３】
　補正データ部５０’はこの例では２倍増幅器５１と４倍増幅器５２と加算器５３ａ～５
３ｃとＲＯＭ５４ａ～５４ｆとＣＯＳ ＲＯＭ５５ａ～５５ｃと乗算器５６ａ～５６ｃと
加算器５７ａ～５７ｂとによって構成されている。
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【００４４】
　２倍増幅器５１にはディジタル出力角度θ’が入力され、２倍増幅器５１はθ’の２倍
の角度を生成する。同様に、４倍増幅器５２にはディジタル出力角度θ’が入力され、４
倍増幅器５２はθ’の４倍の角度を生成する。
【００４５】
　ＲＯＭ５４ａ～５４ｃにはレゾルバ１０の角度誤差の１倍波（基本周波数成分）及び２
，４倍波（整数倍周波数成分）の各位相データ１～３がそれぞれ記憶されており、またＲ
ＯＭ５４ｄ～５４ｆにはレゾルバ１０の角度誤差の１倍波及び２，４倍波の各振幅データ
１～３が記憶されている。
【００４６】
　補正データ部５０’はこれらＲＯＭ５４ａ～５４ｆに記憶された振幅及び位相を基に入
力されたディジタル出力角度θ’の１倍波、２倍波及び４倍波の余弦波を演算し、それら
余弦波の和を補正角度θｃとして出力するものとなっている。
【００４７】
　このように、ディジタル出力角度θ’の１，２，４倍波の余弦波を演算して補正角度θ

ｃを生成すれば、補正に必要なデータは振幅データ３つ、位相データ３つの計６個（デー
タ長１２ｂｉｔ）とすることができ、必要なメモリ容量を６×１２ｂｉｔ＝７２ｂｉｔと
することができる。
【００４８】
　図１２に示した補正データ部５０’の構成では加算器（５３ａ～５３ｃ）、乗算器（５
６ａ～５６ｃ）及びＣＯＳ ＲＯＭ（５５ａ～５５ｃ）の数が増え、その分回路規模（部
品数や回路面積）が増大する。そこで、回路規模の増大を抑えるべく、補正データ部５０
’における演算を時分割処理するようにしてもよい。
【００４９】
　図１３はこのように補正角度θｃの演算を時分割処理するようにした補正データ部５０
''の回路構成を示したものであり、図１４はその補正データ部５０''のタイミングチャー
トを示したものである。図１３中、６１は１ｂｉｔシフトレジスタを示し、６２は２ｂｉ
ｔシフトレジスタを示す。また、６３ａ～６３ｃはマルチプレクサを示し、６４ａ～６４
ｄはＤフリップフロップ、６５はシーケンス制御器を示す。
【００５０】
　図１３に示した回路を図１４に示すタイミングで駆動することにより、加算器（ＡＤＤ
）５３、ＣＯＳ ＲＯＭ５５、乗算器（ＭＵＬ）５６を１つずつにすることが可能になる
。これにより、回路規模を縮小することができる。
【００５１】
　次に、補正データ部５０，５０’（５０''）に記録する補正データの生成について説明
する。
【００５２】
　図１５に例示したようにレゾルバ１０の回転軸に角度基準となるロータリエンコーダな
どの角度センサ７０を取り付け、その角度センサ７０の出力とＲＤコンバータ４０のディ
ジタル出力角度θ’を補正データ生成装置８０に入力する。レゾルバ１０を低速（１ｒｐ
ｓ程度）で回転させ、そのときの角度センサ７０の出力とディジタル出力角度θ’との差
をとることで、レゾルバ１０の角度誤差データを生成する。角度誤差データの一例を図１
６に示す。
【００５３】
　テーブル方式の補正データ部５０の場合には図１６のデータを補正データとする。
【００５４】
　一方、図１２や図１３に示したような演算方式の補正データ部５０’，５０''の場合に
は図１６のデータをＦＦＴ（高速フーリエ変換）する。ＦＦＴすると、図１７の表に示し
たようなデータが得られ、これらデータを補正データとする。
【００５５】
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　補正データの取得が完了したら、その補正データを補正データ書き込み装置９０により
補正データ部５０（あるいは補正データ部５０’や５０''のＲＯＭ５４ａ～５４ｆ）に書
き込む。
【００５６】
　実運用時は角度センサ７０、補正データ生成装置８０及び補正データ書き込み装置９０
は不要となり、レゾルバ１０の角度誤差が補正された出力角度θ’がＲＤコンバータより
出力される。
【００５７】
　なお、補正データ部にＲＯＭではなく、ＲＡＭを用いる場合は、電源投入時、データが
入力されていないため、補正データ書き込み装置９０にて補正データを書き込む。
【００５８】
　補正データに関しては、レゾルバの角度誤差特性が一定であればＲＯＭとして構成して
もよいし、角度誤差特性に個体差があるようなら、ＲＡＭとして外部から書き換えること
ができるようにすることが望ましい。
【００５９】
　以上説明したように、この発明ではＲＤコンバータ内部にレゾルバの角度誤差を補正す
る機能を付加し、角度演算ループで補正をかけるものとなっており、これによりレゾルバ
の回転数により変動する角度誤差を良好に補正することができ、角度誤差が除去された高
精度な角度を出力するＲＤコンバータを得ることができる。
【００６０】
　また、このようなＲＤコンバータとレゾルバと励磁信号発生器とを備えることによって
、モータの回転角度を精度良く、検出することができる角度検出装置を構成することがで
きる。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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