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高速IPMSMにおける速度起電力を考慮した最適パルスによるモータ損失の低減

信号重畳を利用した拡張誘起電圧による位置センサレス制御の応答性改善

Motor loss reduction for high speed IPMSM with optimum pulses 
generated by considering electromotive force

Response Improvement of Position Sensorless Control by Extended 
Electromotive Force with Signal Injection
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要　旨 　本論文では、速度起電力のひずみ成分を考慮した損失低減のためのPWMパターンを生成する方法を提案する。これ
まで、PMSMの損失低減を目的として、さまざまなアプローチが研究されており、高速モータにおいては、銅損最小化
を達成する同期PWMパターンが提案されている。従来法はモータの速度起電力が正弦波状であるという前提なので、
速度起電力にひずみを含む場合には十分な効果を得られないという問題がある。そこで、速度起電力波形を考慮して
粒子群最適化を適用し、損失の評価関数に応じたスイッチングパルスを作成する。作成したパルスを用いた場合と三
相変調を行なった場合で高調波銅損の低減効果を実験的に確認する。
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Abstract 　This paper proposes motor loss reduction method by novel PWM pattern with the consideration 
of distortion components of speed electromotive force. The switching pulses are appropriated with 
the application of particle swarm optimization （PSO）. The distortion of speed electromotive force is 
considered in the evaluation function. The experimental verification clarified the reduction effect of 
harmonic loss. From experimental result, the current total harmonic distortion （THD） is reduced by 
30%.
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要　旨 　本論文では、信号重畳を利用した拡張誘起電圧を用いた位置センサレス制御における過渡応答改善手法について説
明する。中高速域での位置センサレス制御に利用される代表的な手法として、拡張誘起電圧を推定する方法が存在す
る。拡張誘起電圧は速度に起因する成分（EEFMω）と高調波信号重畳に起因する成分（EEFMh）との2つの要素を持っ
ている。そのため、速度起因成分（EEFMω）が消滅しても信号重畳成分（EEFMh）が補うことで、動作可能範囲を停止・
低速まで拡大することができることが知られている。そこで、信号重畳を利用し誘起電圧成分（EEFMω）と信号重畳成
分（EEFMh）とを合成して利用する手法を過渡応答に適用することを提案する。これにより、動作可能範囲の拡大に加
え、過渡応答の改善も可能となる。提案法を用いることで、中高速域での減速時においてアンダーシュートによる制御
破綻を回避できることを示し、実機実験により過渡応答改善効果を確認した。
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Abstract 　This paper describes a method for response improvement of position sensorless control by Extended 
Electromotive Force （EEMF） with signal injection. EEMF estimation method is a representative position 
sensorless control method in the middle/high speed range. EEMF consists of not only the component 
excited by rotor speed （EEMFω） but also the component excited by high frequency signal injection 

（EEMFh）. Therefore, it is reported that usable speed range can be expanded to the standstill/low 
speed range by compensating lack of EEMFω with EEMFh. In addition, it can be used for response 
improvement. As an example, we propose to combine EEMFω and EEMFh during deceleration 
operation in middle/high speed range to prevent the control failure by undershoot, and show the 
experimental results improving response by signal injection.
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