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埋込磁石型同期モータのトルク制御精度向上の研究
Study on improving torque control accuracy of the interior permanent magnet
synchronous motor
This article concerns improving the torque control accuracy of the IPM motor. In order to improve the torque
control accuracy, it is necessary to precisely monitor the electric constant of the IPM motor. To do so, this article will
use FEM analysis to determine the mechanism of the change in electric constant due to the magnetic flux change
brought on by the d-q axis interaction. Subsequently, FEM analysis was performed on the sample IPM motor, and then
inductance variance taking into account the mutual interference of the d-q axial current was obtained, and then it was
confirmed that this was in good agreement with the test results from the actual machine. Finally, it was confirmed that
good torque accuracy may be attained via torque control using the electric constant obtained by the above process.
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1．まえがき
埋込磁石型同期モータ（以下，IPMモータ）は，小型・高効
率の特長を有しており，産業用ドライブから電気自動車まで
広く適用されている。当社においても2000年よりEDモータ
シリーズとして標準シリーズ（2.2kW ～ 750kW，1200min-1，
1800min-1）
，自動車試験機向けの高トルク低慣性モータ
［1］
H-DSD（ex.355kW，1200-2500min-1）
，高速低慣性モータ

S-DSD
（ex.220kW，6000-16000min-1），減速機を排除したダ
イレクトドライブモータ（ex.11kW，20min-1）［2］などさまざ

■ 図１ 自動車試験ダイナモメータとトルク計
Fig.1 Dynamometers and torque meters for testing automobiles

まなラインナップを拡充してお客さまの要望にお応えしてき
ている。

認した。また，得られたインダクタンス特性を制御パラメー

そのなかでも自動車試験機のダイナモメータにおいては試
験機システムとして供試体に正確な負荷トルクを与え，同時

タとして用いることにより，相互干渉を考慮しない場合と比
較して，良好なトルク制御精度を確認したので報告する。

に計測データとしてトルクを記録する必要がある。このため，
通常，出力軸にトルク計を配置し，このトルク計の出力デー
タをもとにトルクを制御し，同時に計測データとして取り込

IPMモータの回転座標上における電圧方程式は（1）式，出

みを行なっている。一方，トルク計自体が捻り要素になるこ

力トルクは（2）式で表される。一般的にIPMモータのトルク

とや試験機設備の小型化の要求から，トルク計自体を省きた

制御は，磁石トルク分とリラクタンストルク分を有効に活用

いとの要望もある
（図1参照）。この要望を満たすためには，

するためにトルク指令T ＊からd軸電流指令 id＊とq軸電流指令

トルク計なしでトルクを正確に管理する必要があり，そのた

iq＊を決定し，各軸の電流を制御することで行われる。この際，

めには測定可能な電圧・電流・位置情報からモータのトルク

d軸電流指令 id＊ は，d軸電流 idとq軸電流 iqのベクトル和が最

を正確に演算できる高精度なモータモデルを構築することが

小となる値もしくは出力可能な電圧範囲に抑えるための弱め

必要となる。

磁束電流指令により決定される。id＊が決定されるとq軸電流

本稿では，IPMモータのトルク制御精度の向上を目的とし，

8

2．IPMモータのトルク制御

指令iq＊は（2）式より（3）式に示すように永久磁石磁束φ，d軸

IPMモータのd，q軸間の相互干渉によるインダクタンスの変

インダクタンスLd，q軸インダクタンスLqのモータ電気パラ

化を考慮したモデル化を検討している。具体的には，d，q軸

メータにより決定される。したがってid＊，iq＊ の演算に使用

間の相互干渉によるインダクタンス変動をFEM解析と実測

するモータ電気パラメータに誤差が生じるとトルク指令に対

から求め，両者の比較により，FEM解析結果の妥当性を確

して出力トルクに誤差が生じることとなる。
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■ 表1 供試IPMモータの諸元
Table1 Specification of test motor
項

■ 図２ 供試IPMモータ
Fig.2 Configuration of test motor

……………………………（1）

ここで，
vd : d軸電圧

vq：q軸電圧

id : d軸電流

iq：q軸電流

Ld : d軸インダクタンス

Lq：q軸インダクタンス

R : モータ巻線抵抗

φ：永久磁石磁束

ω: 電気角速度

目

仕

定格出力

30 kW

定格電圧

190 V

定格電流

110 A

定格回転速度

1800 min-1

最高回転速度

2400 min-1

極数・スロット

6極

固定子外径

220 mm

回転子外径

135.9 mm

コア積厚

275 mm

磁石幅

50.0 mm

磁石厚

5.0 mm

固定子歯幅

6.43 mm

エアギャップ長

0.6 mm

電磁鋼鈑

50JN310

磁石材料

NEOMAX-35SH

残留磁束密度

1.09 T

様

36スロット

極ピッチ変位を1周期（機械角120deg）と定義する。電源には

である。

キ ャ リ ア 周 波 数6kHzのIGBTイ ン バ ー タ を 用 い， 正 弦 波
………………………………………（2）
… ……………………………………（3）

PWM制御によりモータを駆動する。
3．2

永久磁石磁束の解析

図3は，永久磁石による電機子鎖交磁束（永久磁石磁束）を
解析するため，モータ電流を0Aとして二次元FEM解析して

ここで，p：モータ極数である。

得られた磁束線図である。同図は，回転子位置0度の結果で
3．モータ電気定数の変動のFEM解析手法

あるが，回転子位置を変化させながらU相巻線に鎖交する磁

IPMモータの電気定数を実験で求める場合は，実機の運転

束を解析した結果が図4である。この結果から，永久磁石磁

状態からIPMモータのd-q軸座標上の定常状態での電圧方程

束φは，図4に示す磁束鎖交数波形の基本波成分の波高値を

式による手法
（4.2節に記載）を用いる。実験では，巻線の磁

Φmとし，次式で求めることができる。

束鎖交数を直接計測できないため4.2節の手法を用いる必要

… …………………………………………………（4）

があるが，FEM解析では磁束鎖交数を直接求めることがで
きるため，d，q軸電流 id，iqの変化に対するd，q軸磁束λd，
λqの変化割合からLd，Lqを，無通電時の磁束鎖交数から永久

3．3

d-q軸インダクタンスL d ，L q の解析

図5に，一例として定格負荷時における磁束線図を示す。

磁石磁束φを求めることができる。

電流進み位相角は，磁石トルク分とリラクタンストルク分の
3．1

供試IPMモータの構造と諸元

合成が最大となる25.8deg（Id = -69.6A，Iq = 144.0A）に設定し

本稿で扱う供試IPMモータの構造を図2に，その諸元を表

ている。同図より，巻線電流により磁束の流れが回転方向に

1に示す。回転子はNd-Fe-B磁石を1極毎に1層埋め込んだ6極

集中している。図6は，定格負荷時のU相巻線の鎖交磁束分

構造で，固定子巻線は各相11ターンの全節巻である。磁石は

布の解析結果である。V相，W相巻線の鎖交磁束分布は，U

渦電流損を防ぐ目的で軸方向に複数に分割されている。供試

相に対しそれぞれ120度，240度位相がずれた波形となり，三

IPMモータの定格出力，速度，トルクはそれぞれ，30kW，

相分の磁束鎖交数λu，λv，λwを三相座標軸上からd-q軸座

-1

1800min ，159.2N・mである。以下で用いる電気角θは，N極

標系へ変換すれば，d，q軸磁束λd，λqを次式で得ることが

永久磁石中心がU相巻線軸と一致する点を原点に，回転子2

できる。
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■ 図３ 永久磁石による磁束線図
Fig.3 Flux plot of test motor under no-load condition

■ 図５ 定格負荷時の磁束線図
Fig.5 Flux plot of test motor under rated-load condition

■ 図４ 無負荷時のU相巻線磁束鎖交数分布
Fig.4 U-phase flux-linkage distribution of test motor under noload condition

■ 図６ 定格負荷時のU相巻線磁束鎖交数分布
Fig.6 U-phase flux-linkage distribution of test motor under
rated-load condition

のの，回転子のブリッジ部近傍のコアの磁気飽和部分が広
………（5）

がっていることがわかる。この結果，同図（b）に示すq軸磁
束経路の磁気抵抗が大きくなり，q軸磁束が低下することに

図7，8は， 供 試IPMモ ー タ を 対 象 にd，q軸 電 流 を0 ～

なる。

100%定格電流まで同時に変化させた場合のd軸，q軸磁束を
解析した結果である。同図より，d，q軸磁束λd，λqともにd，

（相互干渉によるd軸磁束の変動）

q軸電流の関数となっていることがわかる。これは，磁気飽

図7からわかるように，d軸磁束λdは負のd軸電流の増加

和の影響でd-q軸間の相互作用が生じたためで，相互干渉に

に対しほぼ直線的に低下する。その傾き（Ldに相当）は，q軸

よって生じる磁束の増減によって電気定数が変化する。この

電流が増加するほどステータ鉄心の磁気飽和が強くなるため

ため，d軸，q軸インダクタンスが他軸の電流によって変化

低下する。この傾きを精度よく計算するためには，q軸電流

することを含めてモデル化を行わないとトルク制御時の精度

によって永久磁石磁束φが変化すること（図7中のd軸磁束軸

を低下させる原因になる。相互干渉によるd軸，q軸磁束の

の切片が Iqによって変動する現象）を考慮する必要がある。

変動メカニズムについて，以下に説明する。

以下では，相互干渉によってq軸電流の増減に対し永久磁石
磁束φが変化する現象について説明する。
図10は，d軸電流を0％制御のもとで，q軸電流に対するd

（相互干渉によるq軸磁束の変動）

10

相互干渉によってq軸磁束λqの変動が大きい定格40%のq

軸磁束を解析した結果である。相互干渉がなければ，磁石磁

軸電流を通電した条件で説明する。図9
（a）および（b）は，定

束はq軸電流が変化しても一定であるため，d軸磁束は一定

格40%のq軸 電 流 を 通 電 し た 状 態 でd軸 電 流 を0 ％ お よ び

となる。しかし，同図のようにd軸磁束（磁石磁束）は，q軸

-100%通電した場合の磁束密度コンター図である。両図の比

電流の増加に対し増加した後，減少する特性となっている。

較からわかるように，負のd軸電流を通電したことで，永久

この主要因は，遠心力による磁石飛散防止に用いているブ

磁石磁束が弱められ固定子コア内部の磁束密度は低下するも

リッジへの磁石の漏れ磁束の挙動がq軸電流によって変化す
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■ 図７ d軸磁束
Fig.7 d-axis flux linkage
■ 図10 q軸電流に対するd軸磁束の変化
Fig.10 d-axis flux linkage vs. q-axis current

■ 図８ q軸磁束
Fig.8 q-axis flux linkage

（a） no-load

（a） Iq=40%，Id =0%

（b） Iq=60%，Id=0%

（b） Iq=40%，Id =-100%
■ 図９ 磁束密度分布の比較
Fig.9 Flux plot of test motor

■ 図11 磁束密度ベクトルの比較
Fig.11 Flux vector of test motor
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るためである。図11は，磁石磁束の相互干渉が最も大きく
なる定格60％のq軸電流を通電した場合のブリッジ近傍の磁
束密度ベクトルと無負荷時の磁束密度ベクトルを比較した結
果である。
同図
（b）からわかるように，q軸電流の通電によってq軸磁
束が増加し，ロータ突極近傍のブリッジで非常に強い磁気飽
和が生じていることがわかる。このため，同ブリッジ部を介
した永久磁石の漏れ磁束経路の磁気抵抗が高くなる。この結

■ 図12 ブリッジレスのロータ構造
Fig.12 Rotor configuration without bridge

果，無負荷時では漏れ磁束であった永久磁石磁束が，より磁
気抵抗の低い経路，すなわちギャップを通過してステータ側
に渡る経路を通り巻線に鎖交するため，d軸磁束が増加する
ことになる。図11
（b）の定格60%のq軸電流からさらに Iqを
大きくしていくと，今度は磁石とギャップに挟まれたコア部
での磁気飽和レベルが上がり，永久磁石からみた磁気抵抗が
全体的に増加して永久磁石の動作点が低下するため，d軸磁
束が減少していく結果となる。よって，モータ開発段階にお
いて，ブリッジ部を介した磁束経路を除去するように設計で
きれば，相互干渉による磁石磁束の変動が少なくなり，トル
ク管理の比較的容易なモータになると考えられる。
参考までに，供試IPMモータをベースにブリッジを除去し
た図12に示すロータ形状において，図10と同様な解析を
行った結果を図13に示す。同図には，図10の結果を併記し
ている。

■ 図13 q軸電流に対するd軸磁束の変化
Fig.13 d-axis flux linkage vs. q-axis current

同図に示すように，ブリッジを除去することで相互干渉に
よる磁石磁束の変動が抑えられていることが確認できる。
（L d ，L q の解析データ）
図7，8に示す磁化特性データをもとに，d-q軸間の相互干
渉を考慮した Ld，Lqは，次式で計算できる。
……………………………………（6）
… ……………………………………………（7）
（a） d軸インダクタンス

上式によって得られた供試IPMモータのインダクタンス特
性を図14に示す。同図からわかるように，磁気飽和によっ
てインダクタンスが変化するのに加えて，相互干渉によって
インダクタンスが大きく変化することがわかる。

（b） q軸インダクタンス
■ 図14 d，q軸インダクタンス解析結果
Fig.14 d- and q-axis inductances

12
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■ 図15 検証システム構成
Fig.15 The configuration of the verification system

（a） d軸インダクタンス

（b） q軸インダクタンス
■ 図16 計測モニタ
Fig.16 Measurement monitor

■ 図17 d-q軸間の相互干渉によるインダクタンスの変化
Fig.17 Variation of inductance due to mutual interference of
d-q axial current

4．実機検証

制御用のベクトルインバータ内のd軸電圧Vd，q軸電圧Vq，d

4．
1

軸電流 Id，q軸電流 Iqおよび回転速度，トルク計の検出値を

実機検証手法

実機検証は図15に示すように供試IPMモータと負荷モー

計測している。図16はd軸電流を一定としてq軸電流を10%

タをトルク計を介して接続し，負荷モータはベクトル制御イ

おきに変化した時の各計測値の変化を示している。なおd軸

ンバータにより一定の速度となるように速度制御が行われ，

電圧Vd，q軸電圧Vq，は電流制御の出力からインバータのデッ

供試IPMモータはd軸電流指令およびq軸電流指令を個別に

ドタイムやIGBTの電圧降下分を補正した推定電圧である。

設定され各々の電流となるようにベクトル制御インバータに

計測はこれらの電圧誤差分の影響が現れないように変調率が

て電流制御が行われる。通常，供試IPMモータへの電圧や電

高くなる回転数を選択し負荷モータの速度制御を行ってい

流を測定する際にはパワーメータが用いられるが，IPMモー

る。

タの磁石位置情報がパワーメータに入力されていないため，
回転座標上の状態量であるd軸電圧，q軸電圧，d軸電流，q
軸電流を直接観測することはできない。本検証においてはd
軸電流指令を0 ～ -100%，q軸電流指令を0 ～ 150%以下の範
囲で変化させ，図16に示す計測モニタにて供試IPMモータ
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■ 図18 d-q軸電流に対するトルク等高線
Fig.18 Torque contour to d-q axis current

4．
2

（a） d軸インダクタンス

FEM解析と実機測定の比較

4.1節の計測データを各電流指令条件毎に平均化して（8），
（9）式よりd軸磁束λdとq軸磁束λqを求める。さらに
（6），（7）
式よりd軸インダクタンス Ldとq軸インダクタンスLqを求め
る。

… ………………………………………………（8）
… ……………………………………………（9）
図17は上記により求めたd軸電流 Idとq軸電流 Iqの変化に
対するd-q軸電流の相互干渉によるインダクタンスの変化と
FEM解析により求めたインダクタンスの変化を示しており，

（b） q軸インダクタンス
■ 図19 d-q軸間の相互干渉を考慮しないインダクタンステーブル
Fig.19 Inductance table not considering mutual interference
of d-q axis current

FEM解析と実機測定の結果はよく一致している。
実機測定の結果から（10）式によりトルクを計算した結果と
トルク計の検出値は図18に示すように良く一致しており，
FEM解析によるd-q軸電流の相互干渉を考慮したインダクタ

に収まっている。これ対して，後者はトルク指令が大きくな

ンスの解析が精度よく行われていることを裏付けている。

りq軸電流が大きくなるに従ってトルク指令に対する誤差が

… ………………………………… （10）

増して出力トルクが大きくなっている。これは図17（a）
と図
19（a）の比較より，後者はq軸電流の増加に対するd軸イン
ダクタンスの飽和が考慮されていないため，2章（3）
式のリラ

4．3

インダクタンス変化を考慮したトルク制御精度

クタンストルクの項（Ld－Lq）を実際よりも小さく見積もるこ

d-q軸電流の相互干渉によるインダクタンスの変化を考慮

とでq軸電流指令 iq＊が大きくなりトルク指令よりも大きなト

した図17とd-q軸電流の相互干渉によるインダクタンスの変

ルクが出力されている。

化を考慮しない図19に示すインダクタンステーブルを作成

さらに1500min-1付近より出力電圧限界となり弱め磁束制

し，任意のトルク指令に対して2章に基づいてd軸電流指令

御を行うためにd軸電流指令がマイナス側に増加することで

およびq軸電流指令を決定したトルク制御の結果（速度―ト

実際のリラクタンストルクが大きくなるためトルク指令より

ルク特性）
を図20に示す。前者は各トルク指令に対して出力

もさらに大きなトルクが出力されている。

トルクが良く一致しており，誤差としては大部分で1%以内
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■ 図20 速度－トルク特性
Fig.20 Speed - Torque characteristics

5．むすび
IPMモータのトルク制御精度向上を目的として，d-q軸電
流の相互干渉によるインダクタンスの変化を考慮したインダ
クタンステーブルを用いてトルク制御を行うことで良好なト
ルク制御精度が得られることを示した。また，d-q軸電流の
相互干渉によるインダクタンスの変化についてFEM解析と
実機検証の比較によりFEM解析の妥当性を示した。今後は
磁石温度上昇による永久磁石磁束の変化も考慮したIPMモー
タのトルク制御精度向上を目指していく所存である。
参考文献
⑴ 「高トルク超低慣性モータ」東洋電機技報136号，2017年
10月，pp.31
⑵

北条，赤池，髙橋，安齋：
「ダイレクトドライブシステム」
東洋電機技報126号，2012年9月，pp.10-13
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