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社会に貢献するモータドライブ制御技術
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１．はじめに

使用されており，その容量は 1 〜 10kW クラスの比

近年モータは，家電品，工作機械，製造機械，ロ

較的小容量のものが主流である。以前は，モータは

ボット，自動車，鉄道，発電所など，我々の身の回

主に誘導モータ（以下 IM と略記）と言われるタイ

りで，多種多様に使用されており，社会に貢献して

プのものが主流であったが，家電分野では，省エネ

いる。モータは電気エネルギーを回転運動エネルギ

性を追求するため，回転子の一部に磁石を使用した，

ーに変えることで，様々な機器を動かすことで仕事

永久磁石型同期モータ（以下 PMSM と略記）が広

をしているが，それらモータの回転運動を制御する

く用いられるようになった。例えば，洗濯乾燥機に

技術がモータドライブ制御技術である。モータドラ

おいても，PMSM により洗濯槽を回転させる製品

イブ制御では，主にモータの回転数やトルク等を所

が主流となっている。PMSM を回転駆動させるには，

望の値に制御し，例えば，急峻な電源低下や外部か

モータに流れる電流情報や，永久磁石によって作ら

らの力がかかっても，回転を止めることなく，モー

れる磁極位置情報を用い，制御する必要がある。そ

タを回し続ける事が大きな使命となる。

れらの情報を得るために，電流センサや位置センサ

本稿では，一般社会におけるモータドライブ制御

を用いる方式や，それらセンサを用いない（別の情

技術について，読者にご理解頂けるよう，家電分野

報からそれらを推定する）方式等が開発されている。

と産業分野における 2 つの適用先（アプリケーショ

本報では，上記 2 つのセンサを用いないセンサレス

ン）を例に紹介する。

方式（レス＆レス方式と呼んでいる）を洗濯乾燥機
に用いた例を紹介する。

２．モータドライブ制御が活躍するアプリケーシ
ョン
２．１

洗濯乾燥機は，「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」
の各モードで，回転数や起動時間が変化し，さらに

家電分野

洗濯物の量や布質等によって負荷トルクや慣性モー

家電分野においては，近年，地球温暖化防止のた

メントが大幅に変化するという特徴がある。特に，

め，省エネルギー化が推進されている。一般家庭の

最初に洗濯槽を始動する際は，洗濯物の量によって，

家電ユーザにおかれても，環境に対する関心が高く，

負荷が大きく異なるため，常に安定した始動を行う

また電気代削減の効果もあり，省エネ性の高い製品

事が一つの課題であった。例えば，図 1 に示すよう

が好まれる傾向にある。家電品には様々なモータが

に，洗濯槽を所望の回転数まで加速する際，ある条
件下では，洗濯物の量が少ない場合，回転数がオー
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バーシュートする可能性があった。そこで，始動時
に負荷を推定し，安定した PMSM 制御を実現する
方式を開発した 1)。図 2 は制御の主な構成図である
（詳細は割愛する）
。図 2 上部のカスケード型ベクト
ル制御は，理想的なモータ電流特性を持つ方式であ
り，洗濯乾燥機の「洗い」時に重要となる短時間起
動を実現する事が出来る。図 2 下部の負荷推定部で
は，洗濯物の量（負荷）に応じて流れる電流成分を
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図１：洗濯物の量による課題

図 2：洗濯乾燥機用 PMSM の主な制御ブロック

図 3：洗濯物の量による PMSM 駆動実験結果
− 83 −
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抽出する。また図右側の電流再現ブロックでは，イ
ンバータと呼ばれる電源に相当する回路に元々つい
ている，保護用の抵抗に流れる電流情報を用い，電
流センサを追加することなく，モータに流れる電流
を推定している。以上のような情報を用い，モータ
に与える電圧を制御する事で，モータを所望の速度
で回転させる。
図 3 は洗濯物の量（負荷）に応じたモータ始動，
加速特性を実験で検証したものである。負荷が軽い
場合，今回の負荷推定制御を行わなかった場合（対
策前），回転周波数（速度）は，指令値に対して

図 4：ゴム混練機略図

135Hz のオーバーシュートが見られた。これを負荷
推定制御すること（対策後）で，指令値に追従した

より速度推定値が変動し，起動時にモータの磁束が

回転周波数となることを確認した。また負荷が重い

低下し，トルクが低下するという問題があった。特

場合でも，軽い場合と同様，追従性が十分であるこ

に低速時ほど，この影響が顕著であるため，速度セ

とを確認できた。

ンサレスでの高起動トルク制御は困難であった。そ

以上のように，モータドライブ制御技術はモータ

こで，電流検出値に応じて起動時の磁束低下分を補

を様々な条件で所望の仕様で回転させることで，製

償する制御方式を開発した 2)。図 5 は本制御の効果

品自身の特性を向上させることに貢献している。

を示した計算結果である。開発方式を適用しない場
合は，モータ抵抗が真値より 10％以上大きいと 200

２．２ 産業（製造）分野

％トルクが出力できなかったが，開発方式の適用に

産業分野において，例えば，工場生産ラインにお
ける高圧（例えば 3 kV 以上）モータ駆動では，イ

より，その 5 倍以上定数ずれがあっても 200％トル
クの出力が可能である。

ンバータを用いてモータの回転周波数を変える可変

また，材料投入の際，200％以上の負荷が急峻に

速化が進んでいる。モータを可変速運転する事によ

かかり，材料排出の際には 0％近くまで負荷が急峻

り，省エネ化が行えるほか，生産性，品質向上等も

に下がる。このように急峻な負荷変動が生じた場合，

期待されている。例えば素材（ゴム，プラスチック

インバータでは，負荷の急上昇時には過大電流が流

等）産業では，粘性や硬度の高い原材料の混練，押

れたり，負荷の急低下時には，回生電力発生に伴う

出し，攪拌を行う生産機器（高トルク機器）がある。
この分野においても，信頼性，保守性などの面から
速度センサを使わない制御方式のニーズが高い。
高トルク機器向けのモータドライブ制御の課題に
ついて，ゴム混練機（図 4）を例に説明する。ゴム
混練機は上部から材料を投入して，回転するロータ
で材料を混練し，混練された材料を排出するという
動作を周期的に行う装置である。停電などでロータ
が停止し材料が硬化すると，ロータを再起動する際
には定格の 200％トルクが必要となる場合がある。
もしトルクが出ない場合は，硬化した材料を一旦取
出してから再起動する必要があり，生産効率が低下
する。従来の速度センサレス制御では，電流検出値
から速度を推定しており，モータの温度上昇に伴う
電動機定数（たとえば抵抗）変動や定数設定誤差に
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図 5：開発技術の効果
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図 6：試験結果

インバータ内部での過大電圧が発生する恐れがある。

されている。通常はマイコンなどの中に組み込まれ

これらの現象に対しては，電流検出値から各々の状

たソフトウエアとして存在し，目には見えないが，

態を予測し，過大電流，過大電圧とならないように，

その装置の頭脳として重要な役割を担っている。今

インバータ出力電圧を制御する方式を開発した。

回紹介した以外にも様々な用途で制御技術が活躍し

図 6 に試験結果を示す。モータは 3kV，1500kW

ており，今後も新しいモータやシステムが生まれ，

の IM を用いた。図 6(a) は 200％起動トルク試験結

そのシステムを使うユーザが求めるような動作を実

果である。起動時にトルクを 200％出力し，安定し

現するため，モータドライブ制御技術は進化して行

た状態でモータが起動することを確認した。また，

くと考える。

図 6(b) はインパクト負荷変動に対する安定性を試
験した結果である。負荷機により，負荷を約 0％か
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