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まえがき

最近の制御技術開発の傾向として，誘導機駆動における

低速でのトルク特性の改善
（1）

や高応答センサレスベクトル

制御
（2）

，低回転むら，最短時間加減速技術などが挙げられる。

さらに機械系も含めた適応制御技術
（3）

や，省エネルギーの

ための同期電動機のセンサレス駆動技術なども検討されて

いる。

これらのうち，誘導機駆動における低回転むらに関する

技術，最短時間加減速技術と同期電動機のセンサレス駆動

技術に関する以下の 3項目を紹介する。

インバータ出力電圧制御技術

最短時間加減速技術

同期電動機のセンサレス駆動技術

インバータ出力電圧制御技術

V/f制御やセンサレスベクトル制御において，滑らかな

回転を得るには，インバータ出力電圧制御技術が重要であ

る。

電動機の回転むらの原因は，主としてインバータ出力電

圧に関する以下の 3要素である。

出力電圧オフセット

出力電圧の相間不平衡

主回路短絡防止時間に起因する電圧ひずみ

特に超低速では が支配的となるが，わずかな電圧ひず

みでもトルクリプルに影響するため，高速・高精度の電圧

制御が必要となる。

これらの誤差要因は，PWM制御のタイミング誤差や量

子化誤差・スイッチングデバイスの動作遅れやオン電圧降

下などに起因している。

従来はこれらに起因する電圧誤差に対して，ソフトウェ

アによる補正や PWM制御のタイミング誤差補正などが

行われてきた。しかし，さまざまな要因による電圧誤差を

高速にすべて補正することは非常に困難である。

これに対して富士電機では，ディジタル電圧制御技術を

開発し，高速・高精度な電圧制御に基づく低回転むらを実

現している。

図１にシステム構成の例を示す。センサレスベクトル制

御演算の結果，電圧指令が出力される。インバータの出力

電圧がこの電圧指令に一致するように，電圧フィードバッ

ク制御を行っている。

電圧フィードバック制御を行うことにより，さまざまな

要因による電圧誤差をほぼすべて補正することが可能とな

る。

またディジタル制御とすることで，高速サンプリング制

御を実現するとともに，制御の高精度化・ LSI 化による

高集積化を可能にしている。

図２に V/f制御における誘導機の無負荷時 0.06 Hz 駆動
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図１　システム構成

図２　0.06 Hz 時の電流波形（12.5 A/div，5 s/div）
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の電流波形を示す。電流制御を行っていないにもかかわら

ず，電圧制御が良好なため，このような低速においても非

常に滑らかな電流波形が得られている。

図３に，回転むらの当社比較を示す。ディジタル電圧制

御を行うことにより，PG（Pulse Generator）付ベクトル

制御に匹敵する回転むらを得ることができた。

最短時間加減速技術

センサレスベクトル制御により，トルクの制御が可能と

なる。この応用により，加減速トルクを駆動システムが出

せる最大トルクに制御することで，最短時間の加減速を実

現できる。

図４は，センサレスベクトル制御による速度－トルク特

性である。実線は実測値であり，破線は理想曲線である。

定出力域まで，ほぼ理想曲線に沿ったトルクの制御ができ

ていることが分かる。このトルク制御機能を応用すること

で本最短時間加減速機能を実現できる。

図５は，センサレスベクトル制御を応用したトルク制限

加減速波形である。5,400 r/min までの加減速を，ほぼ一

定の電流で実現している。特に 1,500 r/min 以上は定出力

領域であるため，トルクが周波数に反比例して低減する。

これに伴って，高速域の出力周波数の変化率が自動的に小

さくなっている。

この機能を用いれば，加減速時間を短めに設定するだけ

で，最短時間加減速が可能である。したがって，従来のよ

うに加減速時間の調整や加減速パターンの調整をする必要

がなく，セッティングの手間を省略できる。

同期電動機のセンサレス駆動技術

永久磁石形同期電動機（以下，PMモータと略す）は，

誘導機のような回転子部の二次抵抗損失がないことから，

低損失で小形化できるというメリットがある。この小形・

高効率のメリットを生かし，PMモータの適用分野が広が

りつつある。

サーボモータなどの PMモータ駆動では，位置・速度

センサが使用されている。しかし，ファン・ポンプなど省

エネルギー用途では，通常，動力線の配線だけで使用され

ることから，センサレス駆動が要求される。

PMモータのセンサレス駆動は，電動機の誘起電圧を利

用した駆動方式がすでに確立しているが，停止状態あるい

は回転状態からの始動方法と数十 r/min 以下の低速制御

方法とはいまだ研究段階にある。

富士電機では，これらについても先進的な技術開発を

行っている。

停止状態からの始動方法と超低速制御方法については，

電気的突極性を利用した方法を提案している
（4）（5）

。ここでは，

回転子位置によって，インダクタンスが変化するような特

性を持つ電動機を用いている。動力線を介してインダクタ

ンス変化を観測し，回転子位置を検出することでセンサレ

ス駆動を実現している。以下にこのシステムの特性を紹介

する。

図６は，10 r/min の回転指令で定常運転したときの速度

波形である。このような低速においても滑らかな回転を得

られている。

図７は，0 r/min の回転指令でインパクト負荷を加えた

ときの速度波形である。ゼロ回転状態にもかかわらず，定
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図４　速度－トルク特性
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図５　トルク制限加減速波形
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格トルクを発生できている。

ファンなどの用途では，風などで電動機が回転している

状態からの始動もできなくてはならない。インバータに電

圧検出器がない場合には，通常回転子の位置・速度を知る

ことができないため，始動時に脱調する可能性がある。

このような状況からの始動方法についても，電動機の誘

起電圧から瞬間的に位置・速度を推定する方法を提案して

いる
（6）

。ここでは，始動時にインバータを用いて電動機出力

を一瞬短絡している。このときの短絡電流を観測すること

で，回転子位置と速度を推定し，電動機端子電圧とインバー

タ出力電圧を一致させてから，ソフトに始動するシステム

を実現している。

図８は，このシステムにおいて－1,000 r/min でのフリー

ラン状態からインバータを始動し，+1,000 r/min まで加速

したときの速度・電流波形である。インバータ始動時に突

入電流もなく，良好な始動ができていることが分かる。

あとがき

以上，新しい可変速制御技術として，誘導機における低

回転むらに関する技術，最短時間加減速技術と同期電動機

のセンサレス駆動技術を紹介した。これらは，市場の要求

にこたえて，可変速駆動装置をさらに高性能化するもので

ある。

これからも市場ニーズの実現のため，新しい技術に挑戦

を続けていく所存である。
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図８　回転状態からの始動波形
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