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動作点によるインダクタンス変動が顕著なIPMSMにおける信号重畳法
による位置推定性能の低下に関する検討

三次元並列有限要素法を用いたスキュー形状が異なるかご形誘導電動
機の横流解析

The Analysis and Strategy for the Position Information Weaken Problem 
Derived From the Signal Injection for Strong Magnetic Saturation 
Permanent Magnet Synchronous Motors

Interbar Current Analysis of Squirrel-cage Induction Motor with several 
skew-type using 3-D parallel finite element method
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要　旨 　永久磁石同期モータ（PMSM）の停止/低速領域において、従来手法では電流や電圧といった高調波信号の重畳を行
い、高調波により流れる電流や誘起電圧をもとに位置推定を実施していた。しかし、磁気飽和により、dq軸インダクタ
ンスが大きく変動するモータに、上記手法を適用しても、信号のS/N比が低下してしまい、正しく位置を推定すること
ができなかった。本稿では、磁気飽和が非常に強く、パラメータ変動の大きいPMSMにおいて、磁束軸であるf軸への信
号重畳が拡張誘起電圧（EEMF）に与える影響について論じる。具体的には、信号重畳することによりEEMFに現れる高
調波の2次成分とインダクタンス変動に起因する成分との影響を明らかにした。パラメータ変動の大きいモータでは、
インダクタンス変動に起因する成分の影響が位置センサレス制御を行う上で無視できないほど大きいことを、数式に
基づく机上検討とシミュレーションにより確認した。

キーワード：磁気飽和、永久磁石同期モータ、信号重畳、位置情報の低減

Abstract 　For the position-sensorless control of permanent magnet synchronous motors （PMSM） in zero/
low-speed regions, the traditional methods estimate the position from the high frequency voltage/
current response by injecting a high frequency current/voltage signal. However, since the dq-axis 
inductances varies greatly （up to 5 times） with the injected signals for some special motors, it makes 
the position information weaken and can’t be separated from the noise for the position observation. 
This article uses a strong magnetic saturation PMSM with strong parameter variation as the study 
object, to discuss the weaken effects of the extended electromotive force （EEMF） based on f-axis 
signal injection positionsensorless control. And then, point out that due to the inductance fluctuation, 
2-order component appears in the EEMF, which also includes the position information for the 
positionsensorless control. The analysis and the simulation show the inductance effect can’t be ignored 
for some strong parameter variation motors.
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要　旨 　かご型誘導電動機において、三次元並列有限要素法を用いて横流解析を実施し、ロータスロット数とスキューの形
状が横流に与える影響を明らかにした。

キーワード：三次元並列有限要素法、かご形誘導電動機、横流、スキュー

Abstract 　In this paper, we analyzed the interbar current of a squirrel-cage induction motor using the 3-D
parallel finite element method. We clarify the effects of the shape of skew and the number of rotor slot 
on the interbar current.

Keywords: 3-D parallel finite element method, squirrel-cage induction motor, interbar current, skew




