
交流モータ動特性の基礎理論
大分大学工学部福祉環境工学科松尾研究室

当研究室では，交流モータの適応制御について研究してきた．特に， 年度

は誘導機のロバスト適応制御， 年度， 年度はブラシレス モータのロ

バスト適応制御について，研究してきた．この研究にあたり，交流モータの動特

性に関しての基礎概念を研究室資料としてまとめたので，公開する．なお，この

資料は，

松崎 渉：スパイラルベクトルに基づく切り換え型適応制御系設計とモータ制御

への応用， 年度大分大学大学院工学研究科修士論文

に記載したものである．



第 章 サーボ

文献 により，サーボの概要についてまとめる．サーボとはサーボメカニズム

の略であり，これは次のように定義されている．

物体の位置，方位，姿勢などを制御量とし，目標値の任意の変化に追

従するように構成された制御系

サーボを達成するための構成要素は次のように分類される．

サーボアクチュエータ技術

油圧サーボ

電気サーボ： サーボ， サーボ

サーボコントローラ技術

駆動 ドライブ するパワー増幅器技術

演算，増幅を行う増幅器技術

フィードバック情報を得るためのセンサ技術

機構（機械の構造，材料）の技術

上記を統合する自動制御技術

メカトロニクス時代の特徴は，システム化が進み，より複雑な動作が要求され，

軽薄短小化により小型，高速，高精度な動作が要求されていることである．サー

ボの課題をまとめると，次のようになる．



さらなる小型，高性能化

リニア，ダイレクトドライブモータなど，機械的メカニズムの単純化

センサの開発

メカニズムの非線形要素（ガタ，摩擦など）を補償する制御理論の開発



第 章 サーボモータと サー

ボモータ

文献 により，サーボモータの特徴についてまとめる．サーボモータはサーボ

メカニズムを実現するためのアクチュエータであり，次のようなものがある．

サーボモータ

サーボモータ

ダイレクトドライブモータ

リニアモータ

サーボモータ

一般の モータは永久磁石界と磁電磁石界磁とに分類される．

永久磁石界磁

モータに流す電流を最も効率良く力に変換できるので，小型モータに使われ，

サーボモータにも使われる．

コアレス（無鉄心）：低慣性型，中慣性型，ディスク型

無溝鉄心

有溝鉄心



電磁石界磁

小型モータにはほとんど使われない．

直巻型：電機子と界磁を直列に結線したモータで，起動時のトルクは高

く取れるが，電機子の回転上昇と共にトルクが低下していく特性を持っ

ている．軽負荷で高速運転に適しており，サーボモータとしては使われ

ない．

分巻型：電機子と界磁を並列に結線したモータで，負荷に対する速度変

動は低い．

他励型：電機子と界磁に別の電源を用いたモータで，制御性に優れてい

る．可変速用に界磁制御を行うこともでき，大容量サーボモータで使用

例がある．

サーボモータは，通常使われているものは，出力で 程度から数 程

度のものがほとんどで，その動作原理は一般の モータと同じでも応答特性を

よくするために，次のような特徴を有している．

電機子の慣性が低いこと．

最大トルクが大きいこと．

整流がよいこと（整流子とブラシの性能）．

トルクの直線性がよいこと（電機子電流とトルクの比例特性）．

電気的，機械的時定数が小さいこと．

永久磁石界磁であること．

したがって， サーボモータといえば，ほとんどが永久磁石界磁である．これ



について特徴をまとめると，次の つの式で表すことができる．

逆起電力定数

トルク定数

電機子電流

電機子巻線抵抗

ブラシ電圧降下

無負荷電機子電流

発生トルク

モータ回転数

モータ端子電圧

， はモータ固有の定数であり，カタログに記載されている．負荷の要求

するトルクが定まると， より必要な電機子電流が求められる．さらに，

より，この電流値と付加の要求する回転数 が決まれば，モータの端子電圧が決

まる． ， より電機子電流 を消去し，トルク，回転数，端子電圧の関係

を求めると，次のようになる．

この式から， は反比例， は比例の関係にあることがわかる．これよ

り，永久磁石型の サーボモータは電圧の制御で速度制御できることがわかる．

また，一般に サーボモータでは，電流が一定ならば，ほぼトルクは一定であ

るが， の関係は，高速回転になるにしたがってトルクが減少する．これは，



回転による摩擦などの損失が増大するため， が増加し，有効トルクが減少する

ためである．この傾向は，小型モータほど顕著である．

サーボモータの電機子構造には，次のような つのものがある．

普通型電機子（スロット付）

電機子インダクタンスが大きい．

ピーク電流が小さい．

整流があまりよくない．

ブラシ寿命が短い．

スロットによるトルクむら，回転むらがある．

トルク 電流の直線性が悪い．

慣性が大きい．

界磁を小さくできる．

ロータの冷却性は悪いが，熱時定数が長い．

平滑電機子（スロットなし） ムービングコイル型電機子（スロットなし）

電機子インダクタンスが非常に小さい．

ピーク電流を大きく取れる．

整流がよい．

ブラシ寿命が長い．

スロットによるむら（スロットリップル）がない．

トルク 電流の直線性がよい．

慣性を小さくできる．

大きな界磁を必要とする．



熱時定数は小さいが，ロータの冷却性がよい．

このようなことから， サーボモータには平滑型やムービングコイル型が適し

ていることがわかる．以上の特性の他にも， サーボモータには，定格トルク特

性，瞬時最大トルク，パワーレート（起動停止や頻繁な加減速では出力以外にパ

ワーレートが重要になる）なども重要な要素となる．これらを満足するように

サーボモータは作られており，次のようなものがある．

コアレスモータ（低慣性カップ型）

コアレスモータ（中慣性カップ型）

コアレスモータ（偏平型）

無溝鉄心型モータ

有溝鉄心型モータ（低慣性型）

有溝鉄心型モータ（中慣性型）

サーボモータ

サーボモータは整流子 ブラシ構造のために故障が多いので，サーボモー

タの 化が急速に進んでいる． サーボモータには，次の 種類がある．

型 サーボモータ：永久磁石を用いた同期機型で， 機器に数多く

使用され，ブラシレス モータも含まれる．

型 サーボモータ ： 誘導機型で， 用に使用されることが多い．



第 章 サーボコントローラと

サーボコントローラ

文献 により，サーボコントローラのしくみについてまとめる．

サーボコントローラ

サーボコントローラは サーボモータを指令値どおりの回転角や回転速度

に制御するものであり，

サーボモータにパワーを供給するパワー変換器

電流制御部（電流フィードバックループと電流アンプ）

速度制御部（速度フィードバックループと速度アンプ）

位置制御部（位置フィードバックループと位置アンプ）

から構成される． サーボコントローラは一番内側に電流フィードバック，次に

速度フィードバック，一番外側に位置フィードバックの構成がなされるが，市販さ

れている サーボモータでは，汎用性の点から，たいてい速度フィードバック

ループ部分まででユニット化されている．



パワー変換器

パワー変換器はパワーデバイス（パワートランジスタ，サイリスタ，パワー

など）により構成され，サイリスタは大容量，低スイッチング周波数で，パ

ワー は小容量，高スイッチング周波数で動作させるのに適している．制

御しようとするモータの形態によりパワー変換器の構成も異なる．

電流制御

サーボコントローラではほとんどの場合，電流ループを設けており，これに

よりモータの電気的時定数を見かけ上小さくできる．モータの電機子電流 と

電機子電圧 の動特性は次のように書くことができる．

逆起電力定数

電機子巻線抵抗

電機子巻線インダクタンス

モータ回転角速度

電流制御は次の式で与えられる．

ここで， は電機子電流の目標値であり， はパワー変換器と電流アンプの

合成ゲインである．

速度制御

最も汎用的な サーボコントローラは速度ループが設けられており，モータ

の機械的時定数を見かけ上小さくすることができる．モータの慣性を とすると，



モータの機械的動特性は次のように表すことができる．

ここで， はトルク定数である．速度制御は電流制御の電流目標値を次式に置き

かえることにより得られる．

ここで， はモータの回転角速度の目標値であり， は速度アンプのゲインで

ある．

位置制御

さらに位置制御を行う場合には，次のようなコントローラを付加することが多い．

ここで， は角度センサの出力， はモータの回転角の目標値であり， は速

度アンプのゲインである．

サーボコントローラ

サーボモータは，以前は 相 サーボモータを除いて使われることは少な

かったが，ベクトル制御の概念が生まれて サーボモータと同等の制御性能が

出せることが証明されてから急速に実用化した．複雑な制御回路もディジタル化

技術， 技術，マイクロプロセッサ技術などのエレクトロニクスの進歩で，コス

トパフォーマンスの点でも サーボモータに近づきつつある．特に，次の用途

で サーボの特徴が活かされている．

工作機械，産業機械，ロボットなど（メンテナンスの難しいもの）



トランスファマシン（ でメンテナンスの難しいもの）

テーブル（高パワーレートの必要とされる用途）

半導体製造装置（ブラシ粉末回避）

射出成形機（悪条件下でのブラシ消耗回避）

サーボには， 型と 型があるが，これらの発生トルクの特性は次のよう

になっている（ 型については本文で詳細を説明する）．

型： サーボモータと同様に電機子電流に比例したトルクを発生．

型 サーボでは，界磁の回転位置を知るため磁極センサが必要であり，オ

プティカルエンコーダやレゾルバなどの位置センサに，この機能を付加させ

た例が多い．トルクは磁極センサの位相と同位相の電流を流せば発生できる

（トルクの方向を逆にする場合は逆位相）．トルクの大きさは，電流の振幅

を変えることにより制御できる．

型：励磁電流成分とトルク電流成分の積に比例したトルクを発生し，励

磁電流を一定とすれば他のサーボモータと同様にトルク電流成分に比例した

トルクを発生． 型 サーボでは，レゾルバ回転周波数変換器でモータ

回転周波数を計測する．速度アンプの出力に比例したスリップ周波数をモー

タ回転周波数に加算して，モータ駆動周波数 を得る．この より 相正弦

波発振器で ， を演算し， と は速度アンプ出力との

積をとってトルク成分電流となり，励磁電流成分 ， が各々に加算

され 次電流指令となって，速度アンプ出力に比例したトルクを得ることが

できる．



第 章 ディジタルサーボ

従来のアナログ指令，アナログ信号処理のアナログサーボに対して，ディジタル

指令入力による位置決め制御をディジタルサーボといい，次の つに大別される

．

パルスモータを利用した開ループ系 ：アクチュエータはパルスモータなど

のディジタル駆動形に限定され，パルス指令信号をパルスモータドライブ回

路に入れることにより，モータの位置制御が可能．

サーボモータなどにオプティカルエンコーダのようなディジタルフィー

ドバックループを付加した閉ループ系：外部の指令回路（マイクロプロセッ

サなどを中心とする演算装置）により，モータの回転速度と回転角度を指令

するパルス信号とモータの回転方向を指令する符号信号が与えられる．これ

らの信号はパルス整形および方向判別回路を通って，偏差カウンタで積算さ

れ， 変換器によって速度指令電圧に変換され，速度アンプに付加され

る．このとき，モータは回転方向指令に対応した方向に回転をはじめ，以下

のようなモードで制御が行われる．

速度制御 ：モータが回転すると反負荷側に取り付けられたエンコーダ

は，モータの回転角度に比例した数で，かつ回転速度に比例した周波数

をもつパルスを発生し，偏差カウンタに積算された溜りパルスを減算し

ていく．指令パルスが引き続き供給されていれば，上記の動作は連続し

て行われ，偏差カウンタはある一定の溜りパルス量を保つので，モータ

は定速回転を続ける．したがって，モータの回転速度は指令パルスの周



波数に比例する．

位置制御：指令パルスの供給を停止すると，エンコーダからのフィード

バックパルスにより，偏差カウンタの溜りパルスは減少していき，

変換器からの速度指令電圧も減少し，モータは減速する．さらに，偏差

カウンタの溜りパルスがゼロになるとモータは停止する．したがって，

モータは入力された指令パルス数に比例した回転速度だけ回転して停

止する．

サーボロック：モータ停止中はエンコーダからのフィードバックパルス

により，常に停止位置の修正動作を行い，電気的ブレーキ（サーボロッ

ク）力を発生する．



第 章 交流モータモデリングの基礎

概念

文献 ， により，交流モータ解析の基礎概念についてまとめる．

磁気回路

モータの固定子巻線を 次巻線，回転子巻線を 次巻線という． 次側と 次

側の巻線に電流を流した場合の磁束の関係について説明する 次のように記号を

おく．

次巻線の磁束鎖交数

次巻線の磁束鎖交数

次巻線，次巻線を通る磁束

次巻線の漏れ磁束

次巻線の漏れ磁束

次次巻線電流

次次巻線電流

次巻線の自己インダクタンス

次巻線の自己インダクタンス

のうちの漏れインダクタンス

のうちの漏れインダクタンス



のうちの 以外のインダクタンス

のうちの 以外のインダクタンス

相互インダクタンス

次巻線の巻数

次巻線の巻数

このとき，次式が成り立つ．

固定子，回転子，電機子，界磁巻線

電磁エネルギー変換機器には，電動機や発電機のような回転機と，変圧器のよ

うな静止機がある．回転機は機械エネルギーを発生させるために固定部分と回転

部分が必要であり，これらをそれぞれ固定子（ ），回転子（ ）と呼んで

いる．固定子と回転子にはそれぞれ巻線が施されており，このうち主に電気エネ

ルギーを授受する側を電機子（ ）という．電気エネルギーを発生する場

合が発電機，電気エネルギーを電機子側から供給し機械エネルギーに変換するの

が電動機である．電機子は固定子の場合も回転子の場合もあり，固定電機子型，回

転電機子型と呼ばれる．回転機のトルク発生メカニズムは回転子と固定子電流間

の相互作用と考えても良いが，フレミングの左手の法則のように磁束と電流との

相互作用と考えても良い．ある種の回転機には，磁束を発生させる専用巻線をも

つものもあり，これを界磁巻線（ ）と言う．



分布巻から集中巻への変換

巻線はたいていスロット構造をもった鉄心内に埋め込まれている．巻き方には

一対の磁極を作るのに多数のコイルを分布して得る分布巻と つまたは つのコ

イルで得る集中巻がある．通常の交流モータでは固定子・回転子とも巻線は分布

上に施され，磁束や電流も分布上に存在する．交流モータの特性を図や式で考え

る場合，同一の電流が流れる巻線は集中巻線に変換しておいた方が理解しやすい．

のように 相巻線は 箇所に， 相巻線は 箇所に集中させる．

三相機の集中巻モデル 二相機の集中巻モデル

図 三相機・二相機集中巻モデル

起磁力ベクトルと電流ベクトルの方向

磁界，磁束，電流などはベクトルで表す．巻線に流れる電流 とその電流によ

り発生する磁束 の方向は右ねじの法則に従う．巻線により流れる電流によって

できる磁束の方向をもって起磁力ベクトルの方向，巻線電流ベクトルの方向と定

める．このような方向の定義をしても，発生トルクの方向，磁束ベクトルの方向，

電流ベクトルの方向の関係はフレミングの左手の法則を満足する．



図 電流ベクトルと磁束ベクトル

相交流と回転磁界

回転している磁界中に永久磁石を入れれば，磁石はその磁界に引き寄せられ回

転する．導体を入れてもその導体にうず電流が流れ回転する（アラゴの円板）．電

流を流している導体を回転させれば回転磁界となるが，導体を静止させていても

導体に交流電流を流せば回転磁界となる．この原理について説明する．

互いに空間的に の位置に置かれたコイルに，時間位相が ずつ遅れた電流

である 相電流

を流したときの空間起磁力分布を考える．ここで，起磁力は大きさがコイルの巻

数と電流の積，方向がそのコイルの磁束の方向である．各コイルの巻数が同じで



あるとすると，時刻 ，位置方向 における 相コイル全体の起磁力 は，

次のようになる．

上式より起磁力は位置方向 に関する余弦波形になり，その最大値は時間と共に

移動し回転することがわかる．

相対称座標法

もともとの 相対称座標法は電流，電圧のフェーザ表現を零相分，正相分，逆

相分の つの成分に分解する．ここで，時計方向の回転磁界を発生させる電流成

分を正相分電流，反時計方向成分を逆相分電流という．電流，電圧の瞬時値に対

してもこれと同じ方法を形式的に適用することができる．これを瞬時対称座標法

という． ， ， ， ， ， を３相の瞬時値とすると，瞬時対称座標法は次式

のような変数変換である．

ただし， ， とする． は実数， ， は複素数となる．



今， 相電流 ， ， が次式のような同一の周波数で位相が異なる余弦波であ

るとする．

これを複素表示すると次のようになる．

ただし， ， ， はフェーザで次式で与えられる．

これより次式が成り立つ．

ただし， ， ， はフェーザに対する 相対称座標方における零相分，正相分、

逆相分を表しており，次式で定義される．



相平衡時には， になることに注意する．なぜならば， 相平衡時の

電流は

と表せるので，これをフェーザに直すと次式のようになる．

これを用いて， ， を計算するとわかる．

電圧においても全く同じことがいえる． 相瞬時電流，電圧ベクトルをそれぞ

れ ， とし，瞬時対称座標法で変換した瞬時電流，電圧ベクトルをそれぞれ

， ，つまり，指示器のようにベクトルで表現する．

瞬時電力 は 相瞬時電流と電圧で計算したものと，瞬時対称座標法で計算した



ものは，当然のごとく同じになり，次のようになる．

さらに， を瞬時対称座標法による要素で表すと次式のようになる．

第 項と第 項の和は時間的に変動のない一定の電力，第 項と第 項の和は時間

的に脈動する電力を表している．平衡 相交流の場合には ， ， ， は共に

零であるので，脈動成分は零となり， は時間的に変動しない一定電力となる．

相 相変換

相巻線では巻線間の相互作用や磁気的な結合があり，扱いが複雑である．この

ため 相巻線に流れる電流や磁束を等価な直交 相巻線に変換して相互作用をな

くす方法がとられることが多い．電流方向は前述のように磁束方向にとると， 相

巻線の電流，磁束方向と 相巻線の方向は のように表される．



相巻線

相巻線

相巻線

相巻線の

ベクトルの方向

相巻線の電流

磁束ベクトルの方向

電流，磁束

相巻線の

ベクトルの
電流，磁束

方向

相巻線

相巻線の電流

磁束ベクトルの方向

三相巻線 等価二相巻線

相巻線の

ベクトルの
電流，磁束

方向

図 三相巻線と二相巻線の電流ベクトル

相巻線に流れる電流を ， ， とし，等価な 相巻線に流れる電流を ， と

している．電流方向はその巻線により発生する磁束の方向としている．このとき，

次式が成り立つ．

上式において係数 は 相交流と 相交流とで抵抗での平均電力を等しくする

ための定数である．これを次の実効値が である平衡 相交流電流で確認してみ

よう．



抵抗値を とすると，一周期の平均電力 は次式となる．

一方，平衡 相交流電流を 相変換した交流電流は次式のようになる．

相平均電力 は次のようになることから平均電力が一致するようになっている

ことがわかる．



相巻線の電流方向を実軸， 相巻線の電流方向を虚軸とみなして，電流を複

素数化したものを とすると，次式のように書くことができる．

上式より合成電流ベクトル（磁束ベクトルの方法）は時間と共に空間内を回転す

ることがわかる． 相電流を 相電流に変換するためには，それらが 対 に対応

する必要があるので， 相電流に変数が一つ足りないことがわかる．そこで， 相

変換の際に次の変数を追加する．この電流は平衡 相電流の場合にはゼロになる

ものである．

これをまとめると，次のような行列形式で 相 相変換がかける．

そこで， 相 相変換は行列 の逆行列をとることにより，次のようになる．



ここで， は直交行列であることに注意する． 相交流を 相平衡交流に変換する

場合は， であることから，次のようになる．

電流の座標変換の行列 は一般に直交行列になる．これは，次の理由による．電

圧も同様に次のように変換する．

このとき，両者の変数で電力を一致するように座標をとると次のようになること

からわかる．

座標と 座標

相を 相であらわすと巻線間の磁気的な相互関係がなくなるので，取扱が簡単

になることは前に述べた．回転機では固定子と回転子があるが，これらを 相変換

した場合，回転子は座標が回転することから，固定子座標と区別する必要がある．

そこで，固定子側を 相巻線変換した座標を 座標といい，回転子側を 相巻



線変換した座標を 座標という． 軸（横軸）方向の電流ベクトルを生成する巻

線を 巻線， 軸（横軸）方向の電流ベクトルを生成する巻線を 巻線という．

また 軸方向の電流ベクトルを生成する巻線を 巻線， 軸（横軸）方向の電流

ベクトルを生成する巻線を 巻線という．

図 二相機集中巻モデル

スリップリング形機から整流子機への変換

相変換後も回転子と固定子との磁気的結合は回転子の位置によって変化するの

で，回転子巻線と固定子巻線間に残る相互干渉を見かけ上なくすために，回転し

ている回転子巻線の電流を，固定子巻線と同一軸上にある仮想上の回転子巻線電

流に変換することを考える．ここで考える回転子電流はスリップリングを介して

実際に流れている電流とは異なり，仮想上の整流子を介して，固定子巻線と同一

方向の集中巻線に電流が流れる．このように仮想的な座標を準座標といい，この

座標を含んだ運動系を非ホロノーム系という．これに対してスリップリングを介

して実際に流れている電流の座標を真座標といい，真座標のみで記述される運動

系をホロノーム系という．



図 整流子形機

図 回転子電流の座標変換

回転している ， 巻線軸の 相巻線電流 ， を固定子巻線と同一軸 ，

巻線軸上の電流 ， に変換するには， ， 軸の 相巻線電流 ， を一旦



ベクトル合成して とし， ， 巻線軸上の電流 ， に分解する．これを式

で書くと次式のようになる．

ただし， は， ， 巻線軸から ， 巻線軸への角度であり，反時計方向を正と

とる． は回転行列を表しており，これを便宜上

と表記すると，次式のような性質をもっていることがわかる．

前式の座標変換を複素ベクトル表示

を使って表すと，次のようになる．添字 ， は，それぞれ固定子（ ），回

転子（ ）を表している．



交流モータの基本方程式

仮想の整流式に変換した座標を用いて，モータについての電圧，電流，磁束の

式を求める．以下では，次の変数を用いる．

固定子（ 次側） 軸巻線の磁束鎖交数

固定子（ 次側） 軸巻線の磁束鎖交数

回転子（ 次側） 軸巻線の磁束鎖交数

回転子（ 次側） 軸巻線の磁束鎖交数

固定子 軸巻線の端子電圧

固定子 軸巻線の端子電圧

回転子 軸巻線の端子電圧

回転子 軸巻線の端子電圧

固定子 軸巻線の電流

固定子 軸巻線の電流

回転子 軸巻線の電流

回転子 軸巻線の電流

固定子 軸巻線の自己インダクタンス

固定子 軸巻線の自己インダクタンス

回転子 軸巻線の自己インダクタンス

回転子 軸巻線の自己インダクタンス

軸巻線の相互インダクタンス

軸巻線の相互インダクタンス

固定子抵抗

回転子抵抗

発生トルク

極対数



固定子の鎖交磁束数は次式を満足する．

回転子の鎖交磁束数は次式を満足する．

固定子端子電圧は次式を満足する．

ただし， は微分演算子 を意味している．回転子巻線の端子電圧の式では，回

転子導体が回転しながら磁束をきるために速度起電力が加算される．これは 座

標から ， 座標への変換を用いることにより，次のようにして導出できる．回

転子端子電圧を ， 座標を用いて書くと，次のようになる．

ここで， ， 座標への変換式は次で与えられる．



したがって

を代入すると，次式が得られる．

ここで

上式の右辺第 項が速度起電力を表している．



したがって，書きなおすと次式のようになる．

ただし， とする．

回転子に発生するトルク はフレミングの左手の法則に従い，極対数を と

すると， 軸巻線の切る磁束鎖交数 と 軸巻線電流 の積と 軸巻線の切

る磁束鎖交数 と 軸巻線電流 の積（前者とは方向が逆）との和となるこ

とから，次式のように表せる．

これを電流のみの式に直すと，次のようになる．

さらに円周方向に空隙，巻線が一様に作られている場合

であるので，発生トルクは次式のようになる．

極モータ（ ）で定常電流が次式で与えられたときを例に，定常発生ト

ルクを計算する．



として，スリップリング形機の回転子電流 ， を整流子形機の電流

， に座標変換すると，次式のようになる．

これより発生トルクは次式となる．

したがって，定常トルクを発生するためには

の関係が成り立っていなければならない．この場合の発生トルクは

のとき，発生トルクは正となり，電動運転モードである．また， のと

き，発生トルクは負となり，制動運転（発電）モードとなる．

これらの式は，同期機，誘導機の両方に共通するものであるが，同期機と誘導

機の構造の違いから，上式を用いて整流子形機に座標変換した電流 ， を計

算すると違いが現れる．

同期機の場合：同期機には回転界磁形と回転電機子形がある．回転電機子形

の場合，固定子（ 次）側は直流であり，次式が成り立つ．

整流子形機に座標変換した電機子電流 ， は，次式で与えられ，直流に

なることがわかる．



さらに，発生するトルクは次のようになる．

このように整流子形機に変換した同期機は直流機と同じ取扱ができる．

誘導機の場合：回転子側に電源を持たず，固定子側の磁気誘導によって回転子

巻線に電流を流しトルクを発生する． 次巻線は同期機の電機子巻線とほと

んど同一であるが， 次巻線は電機子と同じ形式で巻かれスリップリングブ

ラシを通じて外部に 次巻線電流を引き出す構造の巻線形と回転子のスロッ

トにアルミ，真ちゅうなどの導体バーが埋め込まれ端絡環によって短絡され

た構造のかご形に分類される．誘導機の回転速度はほぼ周波数に比例し，半

導体周波数変換器と組合せて直流機にかわって可変速電動機として使用でき

る．次式ですべり を定義する．

ならば固定子電流角周波数 と回転子電流角周波数 との差の角

速度 で反時計方向に回転する．誘導機の場合には整流子機に変換

しただけでは，固定子側に交流が与えられるため変数が交流のままで，解析，

制御ともに以前として難しい．

座標

誘導機の場合には整流子形機に変換した後も，以前として交流であった．そこ

で，これを直流に直すために固定子座標である ， 座標から回転磁界上に座標

を変換することにより直流化を達成することができる． のように固定

子 相巻線軸（この軸を固定し， 軸とする）から角度 反時計方向に回転した

磁界方向に 軸，さらに 回転した位置に 軸をとる 座標系を考える．



軸
軸

軸（磁束軸）

軸

軸

（固定子軸）

（回転子軸）軸

図 交流モータの空間ベクトル図

モータの基本式は ， を ， に変えても成立するが， ， 軸と固定子軸，

回転子軸との相対的関係が前節と異なるので，逆起電力の項の有無と符号が異な

る．モータを一般化して，同期機も誘導機も統一的に取り扱うために次の つの

巻線を持つモータを考える．

組の固定子 相対称巻線：添字 で量を表す．

組の回転子 相対称巻線：添字 で量を表す．

組の回転子に装備された界磁巻線 組：添字 で量を表す．

それぞれの巻線物理量を 軸， 軸方向に 相変換する．回転子巻線のうちの

組は短絡巻線であるとする．これを に示す．



回転子 固定子

軸

固定子軸

軸

軸

軸

回転子軸

図 磁界座標系での交流モータモデル

座標系での鎖交磁束の式は次式となる．



さらに，電圧方程式は次式となる．

ただし， のように ， はそれぞれ固定子 軸と 軸となす角，回

転子 軸と 軸となす角とする．また，発生トルクは次のようになる．

軸の方法を回転子巻線の鎖交磁束ベクトルの方向にとると，回転子側の鎖交磁

束に対しては，つぎのどちらかが成立しなければならない．

各モータでのトルクは次のようになる．

誘導モータの場合： であり， とすると，トルクは

である．



ダンパ巻線なし同期モータの場合： であり， とする

と，トルクは である．

座標系， 座標系， ， 座標系の関係

各座標系は次のように呼ばれる．

座標系：磁界座標系

座標系：磁極座標系（回転子座標系）

， 座標系：固定子座標系

座標系において， ， ， としたものが， 座標系である．

座標系と 座標系の関係は次式で表される．

座標系において， ， ， ， としたものが 座

標系である． 座標系と 座標系の関係は次式で表される．

ベクトル制御

交流モータにおいては電機子電圧・電流などが交流であるうえ，必ずしも磁界

ベクトルと電機子電流ベクトルの直交性は保たれず，磁界と電機子電流間に相互



干渉があり，単純に発生トルクを外部から測定できる諸量で捉えることは困難で

ある．しかし，これらの量を回転する磁界上でとらえ，磁束方向とこれに直交す

る方向に分解して制御すれば，発生トルクを直流モータと同様に瞬時制御するこ

とができる．これがベクトル制御（ ， ）である．ベク

トル制御の手順は次のとおりである．

制御システムの仕様からモータの磁束と発生トルクの目標値が与えられる．

磁束ベクトルと同一方向で磁束を発生するのに必要な電流（磁化電流） と

磁束ベクトルと直交方向でトルクを発生するのに必要な電流（トルク電流）

を各巻線に割り当てる．

モータ電流の目標値 ， （磁界座標系での値であり，直流量である）を

電力変換装置の出力電流の目標値と対応させるために，磁界座標での目標値

， を固定座標軸からの磁束ベクトル角度 と座標変換式を用いて，固

定子 座標系の目標値へ変換する．さらに，この値を目標値として電力変

換装置の電流制御を行い， 相電流出力を得る．

モータ内部では固定座標の 相電流が逆座標変換されて ， となり，目

標のトルクを発生する．



座標変換

ＶＤ ＋

半導体電力

変換装置

電 流

Ｍ

交流モータ

磁束検出

固定子座標系

（交流量）
磁界座標系
（直流量）

図 交流モータのベクトル制御原理ブロック図

ベクトル制御では磁束ベクトルの角度が座標変換のために必要である．また，磁

化電流，トルク電流をフィードバック制御するならば電流の実際値（固定子座標

量）を磁界座標に変換する際にも必要になる．磁束ベクトルの大きさもモータ磁

束一定制御の実際値フィードバック量として必要になる．磁束ベクトルを検出す

る方法には，次のようなものがある．

直接検出法：ホール発電素子，サーチコイルなどから直接的に検出する方法．

電圧モデル法：端子電圧から内部誘起電圧を求め，それを積分する方法．

電流モデル法：モータ電流によりつくられる全合成起磁力から演算する方法．

回転子電流を固定子側へ座標変換するため回転子位置検出器も必要．

磁束オブザーバ法：モータの状態方程式の入出力（ 次電流，電圧）から磁

束ベクトルを推定する方法．



第 章 等価回路

変圧器を例にとり，等価回路を説明する． 次側巻線の巻数を ， 次側巻線の巻

数を とおく．両者に鎖交する磁束 は同じであるが，巻数が異なるので，発

生電圧は

となることから，次式が成り立つ．

また， 次側と 次側の起磁力を等しいとすると，次式が成り立つ．

これより， 次側と 次側諸量の関係が次式で得られる．

ただし， とする． 次側と 次側のインピーダンスを次のようにおく．

したがって，インピーダンスの関係は次のようになる．
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