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応用記述

AVR1636 : XMEGAを使う構成可能なPMSM感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ制御

8ﾋﾞｯﾄ AVR ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
要点

● 3相永久磁石同期電動機応用
● 感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ(磁界方向)制御算法
● 単一分流復元
● Atmel® ATxmega16D4用
● ﾊｰﾄﾞｳｪｱとﾌｧｰﾑｳｪｱの参照基準設計
● PCに基づく構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
● 調整の手引き

概要

この応用記述は感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ(磁界方向)制御(FOC:Field Oriented Control)を実装するA 
Txmega16D4ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを使って構成設定可能な3相永久磁石同期電動機(PMSM:Perman 
ent Magnet Synchronous Motor)の実装と使用を記述します。完全なｷｯﾄは12V 3相PMSM、AT 
xmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板、低電圧電動機制御基板、USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ、12V万能電源ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ、ATxmega16D4で走行するﾌｧｰﾑｳｪｱ、PCに基づく構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを含みます。
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1. 動作の理屈

1.1. 概要

この応用記述は完全な3相PMSM感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ制御(FOC)ｼｽﾃﾑの説明と使用を網羅します。

この資料を読んだ後、読者はｼｽﾃﾑ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ﾌｧｰﾑｳｪｱ、構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨの理解を持つべきです。

1.2. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

ﾊｰﾄﾞｳｪｱは完全な電動機制御ｼｽﾃﾑから成ります。このｼｽﾃﾑは3相PMSM、Atmel ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板、Atmel低電圧電動機
制御基板、USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ、12V万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀから成ります。

1.3. ﾌｧｰﾑｳｪｱ

ATxmega16D4で走行するﾌｧｰﾑｳｪｱはPMSM感知器なしFOCに対する制御構造を提供します。感知器なし制御技法は逆起電力(BE 
MF)位相固定化閉路(PLL:Phase Locked Loop)を形成するためにBEMF計算を使います。速度制御は比例積分(PI:Proportional Inte 
gral)制御部によって提供されます。これは3.章で網羅されます。

1.4. 構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨはﾌｧｰﾑｳｪｱで感知器なしFOCﾊﾟﾗﾒｰﾀを構成設定して調整するための道具として提供されるPCで走行するｿﾌﾄ
ｳｪｱです。

構成設定は既知または計算した量である設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀから成ります。これらの量はEEPROMに設定されるﾊﾟﾗﾒｰﾀに変換します。調整
は最適な値を見つけるためにﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定と試験の繰り返し処理を含みます。これらの値は簡単に計算されない、未知または簡単
に測定不能な量を含み、故に調整は最も行い易い最適化の方法を提供します。

2. ｼｽﾃﾑ詳細

2.1. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

ﾊｰﾄﾞｳｪｱは図2-1.で示されるように3相PMSM、 ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板、低電圧電動機制御基板、USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ、
12V万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀから成ります。

図2-1. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成図

Atmel低電圧電動機制御基板

USB-UART橋渡し

万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

PC

ACｺﾝｾﾝﾄ
12V 2.5A

ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板
3相

PMSM

3

2.1.1. 3相PMSM

3相PMSMは3相8極永久磁石同期電動機から成ります。1本の赤色、1本の黒
色、1本の黄色のAWG 20線から成る3本の電動機導線は低電圧電動機制御
基板への接続のために取り出されています。電動機は3本のﾎｰﾙ感知器導線
に加えて共通感知器電力と接地を含みます。これら5本のAWG 28線はそれら
が感知器なし算法で使われないため、未接続のままにすることができます。

図2-2.で示される電動機は定格をDC 12V入力で4,000rpmにし、完全な電動
機仕様は追補C.で見つけることができます。

図2-2. 3相永久磁石同期電動機
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2.1.2. Atmel ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板

ATxmega16D4 AVR®ﾌﾟﾛｾｯｻ基板はﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ、ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ電源、書き込みとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ、ｼﾘｱﾙ通信接続を支援します。

ATxmegaﾌﾟﾛｾｯｻ基板は以下を含みます。

 1. Atmel ATxmega16D4 AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

 2. AVRに給電するための3.3V調整器

 3. PDIｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ｺﾈｸﾀ用6(2×3)ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ 

 4. USB-UART橋渡し用6(1×6)ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ

完全な回路図は追補A.で示されます。

2.1.3. 低電圧電動機制御基板

低電圧電動機制御基板は様々な電動機形式に対する3相電動機制御用の電力とﾚﾍﾞﾙ移動の回路と制御技術の全てを支援しま
す。

低電圧電動機制御基板は以下の構成部品を含みます。

 1. Atmel ATxmega16D4 AVRﾌﾟﾛｾｯｻ基板用ｿｹｯﾄ

 2. ｹﾞｰﾄ駆動回路

 3. 電流感知抵抗器

 4. 下側切替器としての3つのNﾁｬﾈﾙMOSFETと上側切替器としての3つのPﾁｬﾈﾙMOSFETから成る3相電力段

 5. DCﾊﾞｽ迂回ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾊﾟｽｺﾝ)

 6. 12V電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｺﾈｸﾀ用2ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ

 7. 電動機相接続用3ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ

低電圧電動機制御基板は部品選択に応じて48Vまでの公称入力電圧と相当たり12A rmsの出力に構成設定することができます。図
2-3.で示される構成設定と追補B.で示される回路図はDC 11～15Vの入力範囲と6A rmsの尖頭出力電流のために構成設定された
基板用です。

図2-3. 低電圧電動機制御基板とAtmel ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板
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2.1.4. USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ

USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙはPCとATxmega1 
6D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板間の通信を提供します。こ
のｹｰﾌﾞﾙはFTDIからの標準品です。部品
番号は追補D.で一覧にされます。

図2-4. USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ

2.1.5. 万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀは実演基板に給電するための
12Vを提供します。このｱﾀﾞﾌﾟﾀは定格が12Vで
2.5Aです。AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀは万国使い用の取り外
し可能なAC電源ｺﾈｸﾀを使います。

図2-5. 万国ﾌﾟﾗｸﾞ任意選択付き万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

2.2. ﾌｧｰﾑｳｪｱ

ﾌｧｰﾑｳｪｱは感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ制御(FOC)で3相PMSMを駆動する構成設定可能な電動機制御応用を実演するためにAtmel ATxmeg 
a16D4で動くように設計されました。

感知器なし制御算法は128μs(7812.5Hz)の速度で更新し、これは500Hz以上の正弦状電流調整を提供することができます。逆起電
力(BEMF)PLLは自動電動機開始や停止状況後の電動機速度の回復を提供する頑強な動作のため、常に許可されます。

2.2.1. 制御原理

感知器なし磁界方向(ﾍﾞｸﾄﾙ)制御は固定子の測定と磁束発生電流(d軸)とﾄﾙｸ発生電流(q軸)の独立制御に対する固定子/回転子間
の隙間の磁束漏れを持つ参照基準ﾌﾚｰﾑ回転に対するそれらの量の変換に基づきます。この制御構造の構成図が図2-6.で示され
ます。固定子電流は単一分流復元を使って測定され、磁界の向きは逆起電力(BEMF)位相固定化閉路を使って確立されます。
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図2-6. 制御構造
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固定子/回転子間の隙間の磁束漏れに対する磁界
方向は電動機の固定子での固定参照基準点とﾍﾞｸ
ﾀとして表される実際の隙間の磁束間の正確な角度
(theta)を使って座標変換(ｸﾗｰｸ変換)とﾍﾞｸﾀ回転
(ﾊﾟｰｸ変換)によって確立されます。これは図2-7.に
よって可視化することができます。

図2-7. 隙間磁束漏れ角(θ)
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感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ(磁界方向)制御は固定子電流と
電圧からの逆起電力(BEMF)計算に基づき、その後
に隙間磁束漏れによって参照されるd-q参照枠に
逆起電力を変換します(図2-8.)。完全な固定化が0
のd軸逆起電力を生じるべきなので、逆起電力位相
固定化閉路(PLL)は位相誤差検出器としてd軸逆起
電力を使います。これは逆起電力がそれを生成し
た磁束漏れに直交する事実に基づきます。

図2-7. 逆起電力(BEMF)計算とPLL
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2.2.2. ｺｰﾄﾞ構造

ｺｰﾄﾞ構造は図2-9.で示されます。初期化とその後の制御繰り返しの2つ
の段階があります。初期化は全ての周辺機能を処理してEEPROMを読み
ます。制御繰り返しは32μs毎に更新される割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR:Interr 
ut Service Routine)で処理されます。ISRは単一分流採取、復元、全ての
ﾍﾞｸﾄﾙ制御(FOC:磁界方向制御)操作、UARTﾃﾞｰﾀ、逆起電力(BEMF)PL 
Lの更新、速度制御、ﾊﾟﾙｽ幅変調(PWM:Pulse With Modulation)出力更
新を処理します。

図2-9. ﾌｧｰﾑｳｪｱ主繰り返し

main

周辺機能、割り込み初期化、EEPROM読み込み

ここで応用ｺｰﾄﾞ

2.2.3. ISRﾙｰﾁﾝ

32μs毎に起動されるﾎﾟｰﾄCでのPWMの計時器0に基づく1つの主割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が
あります。計時器割り込みは単一分流復元に使われるA/D変換(ADC)とISRを起動します。こ
のISRはPWM、ｼﾘｱﾙ通信、FOCﾙｰﾁﾝを更新します。各ISRはFOCﾙｰﾁﾝの1/4を実行し、完
全なFOC制御繰り返しに対して128μsの更新速度を与えます。図2-10.はPWM ISRの流れを
示します。

図2-10. PWM割り込み処理ﾙｰﾁﾝ

PWM ISR

3相PWMと採取起動更新

PWM計数器更新

ｼﾘｱﾙ通信更新

感知器なしFOCﾙｰﾁﾝ
(ISR毎に1/4を通す周回)

復帰

ﾍﾞｸﾄﾙ制御(FOC:磁界方向制御)ﾙｰﾁﾝは更に以下の3つの関数に分解されます。

 1. 逆起電力(BEMF)相固定化閉路(PLL)

 2. ﾍﾞｸﾄﾙ制御と調整部制限

 3. PWM制御と電流復元

各関数は図2-11.で示されるように4つのISR間で分割されます。

図2-11. ﾍﾞｸﾄﾙ(磁界方向)制御ﾙｰﾁﾝ

FOCﾙｰﾁﾝ 1/4 (case 0) FOCﾙｰﾁﾝ 2/4 (case 1) FOCﾙｰﾁﾝ 3/4 (case 2) FOCﾙｰﾁﾝ 4/4 (case 3)

角度更新 逆起電力(BEMF)計算 ｸﾗｰｸ変換(3≧2)BEMF 逆起電力(BEMF)PLL

正弦と余弦を検索 ﾊﾟｰｸ変換(ﾍﾞｸﾄﾙ回転)BEMF

相電流更新 ｸﾗｰｸ変換
(i_a,i_b,i_c⇒i_α,i_β)

i_d調整部 逆ﾊﾟｰｸ変換
(v_d,v_q⇒v_α,v_β)

速度と電流制限を更新 ﾊﾟｰｸ変換
(i_α,i_β⇒i_d,i_q)

i_q調整部 逆ｸﾗｰｸ変換
(v_α,v_β⇒v_a,v_b,v_c)

表示変数更新

速度調整部(mode=2) 電流命令(mode=1) 電圧命令(mode=0)

ADC採取(使用者採取) ADC採取(v_bus) ADC採取(電流採取1) ADC採取(電流採取2)

電流採取1計算 電流採取2計算

3相電流計算

PWM状態と採取窓を計算

採取1 PWM修正 採取2 PWM修正 採取2 PWM逆修正 採取1 PWM逆修正

case 0 break case 1 break case 2 break case 3 break

逆起電力
(BEMF)PLL

ﾍﾞｸﾄﾙ制御と
調整部制限

PWM制御と
電流復元
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2.2.4. 通信

ﾌｧｰﾑｳｪｱへのｼﾘｱﾙ通信はEEPROMに格納された電動機制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀの構成設定を許し、ﾌｧｰﾑｳｪｱの調整と構成設定の間のﾃﾞｰﾀ
修正を許します。

USB-UART橋渡しは構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨが走行しているPCとの通信に使われます。

2.3. 構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

PCに基づく構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨはPC上の仮想COMﾎﾟｰﾄを使って電動機性能の構成設定と調整用です。このﾕｰﾃｨﾘﾃｨは以下の機
能を提供します。

 1. 各種電動機で動作するｺｰﾄﾞを独自化するための調整可能なﾊﾟﾗﾒｰﾀとそれらのﾊﾟﾗﾒｰﾀのEEPROMへの送出

 2. 123ms毎に更新する変数の一覧

 3. 性能試験用の作図ｳｨﾝﾄﾞｳのような可視範囲で単一変数の監視を許す変数作図(Variable plot)

 4. UARTｸﾛｯｸに対してAtmel ATxmega16D4内部発振器を比較して調整するための発振器検査

 5. 簡単なﾌｧｲﾙ機能: EEPROM値を保存するためのﾌｧｲﾙ読み込みと保存の機能、作図ﾃﾞｰﾀを保存するためのﾌｧｲﾙ保存機能

2.3.1. ﾕｰﾃｨﾘﾃｨの割り付け

構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨは1つのｳｨﾝﾄﾞｳで表示される全ての機能を持つ単一面から成ります。図2-12.は構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨの基本割り付
けを示します。

図2-12. 形態設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ割り付け

2.3.2. 変数

ﾌｧｰﾑｳｪｱからの変数は概ね124ms毎に1度の速度で構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨに送られます。変数(Variables)の一覧は電動機の構成設定
と調整に対して最も有用なように選ばれました。

2.3.3. 変数作図

変数作図(Variable plot)ｳｨﾝﾄﾞｳで一覧から1つの変数を表示することができます。この変数は他の全ての繰り返し更新である256μs毎
に1度送られます。完全な作図は480点から成り、故に123ms毎に1度更新されます。
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2.3.4. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

値のﾊﾟﾗﾒｰﾀ(Parameters)一覧も変数(Variables)一覧と共に123ms毎に1度更新されます。構成設定と調整の処理中、新しい値をﾏｲｸ
ﾛ ﾌﾟﾛｾｯｻに送ることができ、新しい値は123ms更新で反映されます。更新されたﾊﾟﾗﾒｰﾀはRAMに格納され、故に電源OFF/ON後に
それらはﾘｾｯﾄされてEEPROM値に戻されます。更新した値を格納するにはEEPROM欄のPROGRAM(書き込み)釦が押されなければ
なりません。

2.3.5. ﾌｧｲﾙ機能

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを構成設定し、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ値を読み込んで保存し、変数作図ﾃﾞｰﾀを保存するための追加のﾌｧｲﾙ機能があります。

3. ｼｽﾃﾑ走行

3.1. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

ｼｽﾃﾑは図3-1.で示されるように接続されます。内部的にAtmel ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板をUSBﾎﾟｰﾄから直接給電することができ、
これは電動機を走行することなく、構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨとの通信を許すATxmega16D4に電力を投入します。

図3-1. 接続されたUSB-UART橋渡しと万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀとの構成設定可能な3相PMSM

注: 金接点が上向き

PMSM相導線は3ﾋﾟﾝ ｺﾈｸﾀのJ2に接続されます。電動機相導線
はAWG 20で電動機からの黒色、赤色、黄色の線です。AWG 
28の5本の線はこの応用で使われないﾎｰﾙ感知器接続で、故に
これらは未接続のままにされるべきです。図3-2.で示される順番
での電動機相導線接続は正転命令に対する時計回り回転と逆
転命令に対する反時計回り回転を提供します。どれか2相の交
換は正転と逆点の命令に対して回転方向を逆にします。

図3-2. PMSM相導線は上から下へa相、b相、c相
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DC入力電圧は図3-3.で示されるJ3に接続されます。DC入力範囲は0
～15Vです。ｹﾞｰﾄ駆動IC(追補B.でのU1～U3)は概ね10.1V以下で電
圧不足保護を提供し、故に電動機を動かすために少なくても公称12V
の供給が推奨されます。12V電力は万能電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀから供給すること
ができ、または実験用可変電源を12V 2.5A供給する能力で使うことが
できます。

図3-3. 上から下へDCﾊﾞｽ電圧入力導線の+Vbusと-Vbus

-Vbus

+Vbus

3.2. ﾌｧｰﾑｳｪｱ

以下の命令は予めｲﾝｽﾄｰﾙされたﾌｧｰﾑｳｪｱを持たない、または以前のﾌｧｰﾑｳｪｱ版から更新する予定のAtmel ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯ
ｻ基板用です。本項はﾌｧｰﾑｳｪｱが既にｲﾝｽﾄｰﾙされている場合に飛ばすことができます。ﾌｧｰﾑｳｪｱは電動機を正しく動かすために
構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを使ってﾊﾟﾗﾒｰﾀがEEPROMに格納される必要に先立って、ATxmega16D4にｲﾝｽﾄｰﾙされることが必要です。一
般的な書き込みﾂｰﾙの多くと最新版のAtmel Studioを使って標準6ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞのJ3を通してﾌｧｰﾑｳｪｱを書いてﾋｭｰｽﾞを設定する準備が
あります。ﾌｧｰﾑｳｪｱは以下の手順を使ってｲﾝｽﾄｰﾙすることができます。

 1. AVR1636-ﾌｧｰﾑｳｪｱ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてください。

 2. このｺﾈｸﾀにｷｰがないため、図3-1.から極性に注意しながら、ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板に5V電力を供給するためにUSB-UART
ｹｰﾌﾞﾙを接続してください。

警告: ﾌｧｰﾑｳｪｱ更新中に低電圧電動機制御基板のDCﾊﾞｽに電力を供給しないことは良い習慣です。

 3. USBを通して書き込み器をPCに接続し、このｺﾈｸﾀにｷｰがにないため、四角ﾊﾟｯﾄﾞによって記されたPCBの1番ﾋﾟﾝをﾘﾎﾞﾝ ｺﾈｸﾀの1
番ﾋﾟﾝと合わせて書き込み器のﾘﾎﾞﾝ ｹｰﾌﾞﾙをP1に接続してください。

 4. 最新版のAtmel Studioを持って来てください。例はこれを書いている時点でのAtmel Studio 6で示されます。より新しい版のAtmel 
Studioを使っている場合、GCCｺﾝﾊﾟｲﾗ任意選択を使ってATxmega16D4を選んで新しいCﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを開始してください。ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
した版のAVR1636 - Firmware.cをﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに追加し、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが生成した.cｿｰｽ ﾌｧｲﾙを削除してください。このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは単一
ﾌｧｲﾙのAVR1636 - Firmware.cとしてGCCｺﾝﾊﾟｲﾗ用に書かれており、故により新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへ容易に追加されます。

 5. GCCｺﾝﾊﾟｲﾗの最適化を-O2に選んでください。

 6. Ctrl+Shift+Bを押すことによって解決策(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)を構築してｺﾝﾊﾟｲﾙ異常を調べてください。

 7. Start without debugging(ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞなしで開始)釦を押すことにってﾌｧｰﾑｳｪｱを書き込んでください。

ﾌｧｰﾑｳｪｱが今や走行しているべきです。EEPROMﾊﾟﾗﾒｰﾀは構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを使って設定することができます。

3.3. 構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

一旦ﾊｰﾄﾞｳｪｱが準備されてﾌｧｰﾑｳｪｱがAtmel ATxmega16D4のﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに存在すると、構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを動かす準備が整い
ます。

3.3.1. 構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを走行

構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨは圧縮されたzipﾌｧｲﾙとして来ます。zipﾌｧｲﾙはﾙｰﾄ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(C:\)に展開されるべきです。このﾌｫﾙﾀﾞは支援ﾌｧｲ
ﾙと共に実行可能なAtmel Motor Control Configuration Utility Ver1_4_0.exeﾌｧｲﾙを含みます。Windows®のｲﾝｽﾄｰﾗはなく、.exeﾌｧｲ
ﾙを単に走らせてください。

図3-4.で示されるように変数作図ｳｨﾝﾄﾞ
ｳでCOMﾎﾟｰﾄが選ばれるべきことを要
求するﾒｯｾｰｼﾞが現れます。COMﾎﾟｰﾄ
を選ぶために引き落とし枠を使ってく
ださい。

図3-4. 接続に先立つCOMﾎﾟｰﾄ枠

COMﾎﾟｰﾄ選択

応用構成選択
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図3-5.はCOMﾎﾟｰﾄ4が選ばれた例を示します。COMﾎﾟｰﾄが未知の場
合、それはWindowsのｽﾀｰﾄ ﾒﾆｭｰ下の設定⇒ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ⇒ｼｽﾃﾑ
⇒ﾊｰﾄﾞｳｪｱ⇒ﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾏﾈｰｼﾞｬ⇒ﾎﾟｰﾄ (COM&LPT)で見つけることがで
き、USBｼﾘﾙ ﾎﾟｰﾄ (COMx)をみるべきで、ここでxがﾎﾟｰﾄ番号です。CO 
Mﾎﾟｰﾄ選択後、Application configuration(応用構成)はAVR1636用が選
ばれるべきです。これは構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨで正しい変数のﾊﾟﾗﾒｰﾀの
一覧標題を提供します。

図3-5. 選択後のCOMﾎﾟｰﾄと応用構成の枠

3.3.2. 電動機変数と変数作図

ｼｽﾃﾑが構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨと通信する場合、変数とﾊﾟﾗﾒｰﾀは値で満たされ、”counter”変
数が123ms毎に更新するべきです。data_watchﾊﾟﾗﾒｰﾀ(図3-6.)が15に設定される場合、cou 
nter変数は図3-7.で示されるように変数作図画面で三角波として表示されるべきです。

図3-6. data_watchﾊﾟﾗﾒｰﾀ

図3-7. counter変数を表示している変数作図画面

変数作図がcounterを表示しない場合、counter釦(図3-8.)を押すことによって変数作図画面にcounter
関数が選ばれます。

図3-8. counter釦

変数作図、変数とﾊﾟﾗﾒｰﾀの更新は図3-9.で示されるﾗｼﾞｵ釦を使って停止することができます。これは変
数を読むのと、ﾌｧｲﾙを保存するのにﾃﾞｰﾀを捕獲するために作図ﾃﾞｰﾀを凍結するのに使うことができま
す。

図3-9. ﾃﾞｰﾀ更新

一覧で選んだ変数位置を作図するために変数を選ぶと、名前と説明がVariabl 
e information(変数情報)ｳｨﾝﾄﾞｳで表示されます(図3-10.)。

図3-10. counter釦選択後に表示される変数情報
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16個の変数の完全な一覧が図3-11.で示されます。構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨは
単に生の8ﾋﾞｯﾄ値を表示し、符号付きと符号なしの値を区別しません。最
初の11個の変数はﾌｧｰﾑｳｪｱで符号付きの値ですが、128への0点変位で
このﾕｰﾃｨﾘﾃｨへ送られ、故に正の値は128を超え、負の値は128未満で
す。

図3-11. 変数一覧

変数選択釦 現在の値

変数は表3-1.で説明されます。

表3-1. 変数一覧説明と使い方

変数 使い方説明

v_a 正弦状a相PWM出力 正弦状PWM様式が電動機a相に印加されていることの確認に使用

v_b 正弦状b相PWM出力 正弦状PWM様式が電動機b相に印加されていることの確認に使用

i_a a相測定電流 a相正弦状帰還電流の電流復元の確認を手助け

i_b b相測定電流 b相正弦状帰還電流の電流復元の確認を手助け

u_a 正弦状a相電圧(尺度調整) 正弦状電圧が電動機a相に印加されていることの確認に使用

ir_a 対a相IR電圧降下 正弦状電圧降下がa相で固定子抵抗から生成されていることの確認に使用

l_didt 対ａ相L x di/dt電圧降下 正弦状電圧降下がa相で固定子ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽから生成されていることの確認に使用

e_a 対a相計算逆起電力 正弦状電圧降下がa相で逆起電力から生成されていることの確認に使用

i_d 隙間磁束と整列したd軸電流 電流調整部が電流の磁束生成成分を制御していることの確認に使用

i_q 隙間磁束と直交したq軸電流 電流調整部が電流のﾄﾙｸ生成成分を制御していることの確認に使用

e_d 逆起電力のd軸成分 逆起電力(BEMF)PLLによって0(=128)に駆動される値

v_bus DC入力電圧 DCﾊﾞｽ電圧の生ADC試料。u_aの計算に使用

speed 電動機速度
逆起電力PLL調整で特に有用な電動機速度監視に使用。speedは符号付き数値のた
め128=速度0。正の値は128越え、負の値は128未満です。

theta 回転子角 speedの積分。隙間磁束の角度を決めます。

osc_error 発振器誤差

USB-UARTｹｰﾌﾞﾙ発振器に対して発振器校正の検査に使用。osc_errorは符号付き数
値のため128=誤差0。正の値は128越え、負の値は128未満です。無効値=0は発振器
検査が実行される前に表示されます。有効な結果を表示するにはTest(検査)釦が押さ
れなければなりません。

counter 上昇/下降計数器 構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨとﾌｧｰﾑｳｪｱ間の接続を示すのに使用
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3.3.3. 電動機ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

電動機ﾊﾟﾗﾒｰﾀはAtmel ATxmega16D4の電源投入でRAMに複写されるEEPROM値です。

図3-12.は追補C.からPMSMに対するﾊﾟﾗﾒｰﾀの一覧と既定値を示します。これらの値が存在しない場合、それらを手で入力するか、
または本項の後ろで記述されるﾊﾟﾗﾒｰﾀload釦を使って読み込むことができます。

図3-12. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ一覧

RAMでのEEPROMﾊﾟﾗﾒｰﾀ

使用者編集値

RAMに値を転送する釦。
値はprogram釦が押されるまで
EEPROMに転送されません。

ﾊﾟﾗﾒｰﾀは表3-2.で説明されます。
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表3-2. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ一覧説明と使い方

変数 使い方説明

v_bus_min FOCを許す最低ﾊﾞｽ電圧 積分器の引き上げを避けるため、全調整部を停止して閾値以下にﾘｾｯﾄ

osc_cal_adj 発振器校正調整
微調整要素校正に使用。0～64の値がその校正を変えます。64を超える値は
無視され、工場校正を使います。より多くの詳細については発振器校正調整
項をご覧ください。

data_watch 変数作図ｳｨﾝﾄﾞｳで選ばれた変数 現状選択変数表示か手動更新に使用。変数は上から下へ0～15の番号付け

mode 動作形態選択 電圧、電流、速度の動作形態を選択

input_cmd 入力命令 手動入力命令送出に使用、命令の解釈はmodeに依存

s_reg_rate
FOC繰り返し更新数での速度調
整部更新

更新速度を遅くすることによって速度調整部帯域を電流調整部帯域以下に設
定するのに使用

s_reg_scaling 速度調整部尺度 速度調整部計算で使われる小数のﾋﾞｯﾄ数を設定

s_error_limit 速度誤差限度 速度調整部誤差を留めます。

s_k_scaling 速度利得尺度 速度調整部利得計算で使われる小数のﾋﾞｯﾄ数を設定

s_kp 速度調整部比例利得 速度調整部の比例利得設定

s_ki 速度調整部積分利得 速度調整部の積分利得設定

i_limit 電流限度 速度調整部出力によって生成される最大電流参照基準設定に使用

i_reg_scaling 電流調整部尺度 IdとIqの両調整部計算に使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定

i_error_limit 電流誤差限度 電流調整部誤差を留めます。

i_k_scaling 電流利得尺度 電流調整部利得計算で使われる小数のﾋﾞｯﾄ数を設定

i_kp 電流調整部比例利得 電流調整部の比例利得設定

i_ki 電流調整部積分利得 電流調整部の積分利得設定

v_limit 電圧限度 電流調整部出力によって生成される最大電圧参照基準設定に使用

speed_scale 速度尺度 値は尺度調整速度と電動機rpmを設定。逆起電力PLL部分で網羅される式

speed_min 最低速度 逆起電力PLLの最大速度。休止からの信頼に足る始動のために設定

speed_max 最高速度
逆起電力PLLの最大電動機速度。通常、電動機の無負荷速度よりも10～20%
高く設定

p_reg_scaling 逆起電力PLL調整部尺度 逆起電力PLL調整部計算で使われる小数のﾋﾞｯﾄ数を設定

p_error_limit 逆起電力PLL誤差限度 逆起電力調整部誤差を留めます。

p_k_scaling 逆起電力PLL利得尺度 逆起電力調整部利得計算で使われる小数のﾋﾞｯﾄ数を設定

p_kp 逆起電力PLL調整部比例利得 逆起電力調整部の比例利得設定

p_ki 逆起電力PLL調整部積分利得 逆起電力調整部の積分利得設定

p_gravity 逆起電力PLL調整部重力項
逆起電力PLLに追加される負の誤差の量。PLLが逆起電力で固定化されない
時にspeedをspeed_minに下げるのを強制するのに使用。これは始動、または失
速状態中に使われます。

u_scaling 位相電圧尺度ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 逆起電力計算で相電圧の尺度設定に使用。逆起電力計算項をご覧ください。

r_scaling 位相抵抗尺度ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 逆起電力計算で相抵抗の尺度設定に使用

r_phase 位相抵抗 相抵抗、u_scalingとr_scalingによって決められる計数毎のΩ

l_scaling 位相ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ尺度ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 逆起電力計算で相ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽの尺度設定に使用

l_phase 位相ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ 相ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ、u_scalingとr_scalingによって決められる計数毎のH

図3-13.で示されるall(全部複写)釦は構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨとAtmel ATxmega 
16D4間で全ての変数を転送する素早い方法を提供します。

図3-13. 全ﾊﾟﾗﾒｰﾀの複写

全部複写釦
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図3-12.の右端列の白枠は編集と構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨとﾌｧｲﾙ間でのﾃﾞｰﾀ転送用です。
ﾌｧｲﾙ転送は構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨが開始された同じﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに格納されたEEPROM.txt
文字ﾌｧｲﾙに対して単純にﾌｧｲﾙ保存またはﾌｧｲﾙ読み込み(図3-14.)をします。ﾀﾞｳﾝﾛｰ
ﾄﾞからの既定EEPROM.txtは図3-12.でのﾊﾟﾗﾒｰﾀを含み、正しい値を読み込むのにこれ
を使うことができます。

図3-14. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾃﾞｰﾀの読み込みと保存

RAMに格納されたﾊﾟﾗﾒｰﾀをEEPROMへ転送し戻すためProgram(書き込み)釦が押され、こ
れはこの値が保存されて応用が次に電源投入される時の既定値として使われることを保証
します(図3-15.)。

図3-15. EEPROMにﾊﾟﾗﾒｰﾀ書き込み

input_cmdﾊﾟﾗﾒｰﾀは電圧、電流、速度の命令を直接送るのに使われます。input_cmdﾊﾟﾗﾒｰ
ﾀは図3-16.で示されます。命令は右の入力枠を使って直接編集してその後に中央の矢印
ｷｰを押すことでできます。

注: これは値をAtmel ATxmega16D4のRAMに転送するだけでRAM値をEEPROMに引き渡
すには未だProgram(書き込み)釦が押されことが必要です。

図3-16. input_cmd直接入力

矢印ｷｰが押されると、Parameter information(ﾊﾟﾗﾒｰﾀ情報)枠でﾊﾟﾗﾒｰﾀの説明が現れます(図
3-17.)。

図3-17. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ情報

3.3.4. 電動機の試験走行

電動機を走行する前に以下の検査一覧が完了されるべきです。

 1. ﾌｧｰﾑｳｪｱが書かれて走行しています。

 2. EEPROMﾊﾟﾗﾒｰﾀが図3-12.と同じです。

 3. USB-UARTｹｰﾌﾞﾙがﾌﾟﾛｾｯｻ基板とPCに接続され、構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨとの通信が確立されています。

 4. 電動機導線がJ2に接続されています。

 5. 万能電源(または実験用の調整可能な電源)がJ3に接続されています。

今や万能電源がACｺﾝｾﾝﾄに接続される準備が整うか、または実験用電源をONにして12Vに持って来ることができます。この時点
で、input_cmdは128(符号付きの値のため0命令)で中央にされます。電動機を開始するにはinput_cmdﾊﾟﾗﾒｰﾀ傍らの白枠に(+30に等
しい)158を入力し、ﾊﾟﾗﾒｰﾀを更新するために矢印釦を押してください。電動機は時計回り方向で始動するでしょう。電動機は(-30に
等しい)98を入力して矢印ｷｰが押されることによって逆転することができます。電動機が逆転して反時計周り方向の同じ速度で動くで
しょう。

3.3.5. 発振器校正

発振器校正は図3-18.で示されるようにTest(検査)釦を押すことによって調べることができます。内部発振
器は0.2%よりも良い発振器精度を持つUSB-UARTｹｰﾌﾞﾙの発振器と比較されます。発振器校正につい
ての更なる詳細に関してはAtmel ATxmega16D4ﾃﾞｰﾀｼｰﾄをご覧ください。

図3-18. 発振器検査釦
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一旦校正(Test)釦が押されると、osc_error(発振器誤差)変数が更新されます(図3-19.)。この誤差は128
周辺が中央にされます。これは128の値が誤差=0であることを意味します。128を超える数は発振器が
参照基準値よりも遅く走行し、128未満の数は参照基準値よりも速く走行していることを意味します。初
回の構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ開始時、osc_error値は0の無効値で始まり、故に有効な数値を得るために検
査が実行されなければなりません。

発振器校正はosc_cal_adj(発振器校正調整)を更新(図3-20.)することによって調整することができ、そしてEEPROMに書きます。osc_ca 
l_adjは元々の工場校正に対する修正係数です。値の範囲は0～64で、ここで32が修正0に対応します。発振器が速すぎで動いてい
るのをosc_errorが示す場合、32未満のosc_cal_adjを指定することによってそれを落とすよう
に調整することを望みます。64を超えるどの値も無視され、工場校正だけが使われます。

osc_cal_adj<65に対する発振器校正調整用の式は次のとおりです。

図3-19. 発振器校正誤差

式3-1. 調整されたosc_cal = osc_cal + osc_cal_adj - 32

図3-20. 発振器校正調整ﾊﾟﾗﾒｰﾀ、
 工場校正に対し-15調整の例

3.3.6. 動作形態とinput_cmdﾊﾟﾗﾒｰﾀ

mode(動作形態)ﾊﾟﾗﾒｰﾀはinput_cmd(入力命令)ﾊﾟﾗﾒｰﾀがどう使われるかを選びます(図3-21.)。表3-3.は3つの動作形態を示します。

図3-21. modeとinput_cmdのﾊﾟﾗﾒｰﾀ表3-3. 動作形態

動作番号 影響を及ぼされる変数制御動作

0 電圧動作(開路PWM) v_d=0、v_q=input_cmd

1 電流制御動作 i_d=0、i_q=input_cmd

2 速度制御動作 speed_cmd=input_cmd

mode=0の電圧動作に対して使われる制御部が図3-22.で示されます。電圧動作はinput_cmdを直接v_q変数に割り当てます。この動
作は感知と速度と電流の調整部でのどの相互作用もなくすことによって逆起電力計算と逆起電力PLLの初期調整に有用です。

図3-22. mode=0、電圧動作(開路)
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mode=1の電流制御動作に対して使われる制御部が図3-23.で示されます。電流制御電圧動作はi_q_ref電流参照基準を入力命令に
設定し、i_d_refを0に設定します。i_q_refの設定は固定子電流のﾄﾙｸ生成成分の調整によって電流に比例するﾄﾙｸを生成します。電流
調整部は逆起電力計算と逆起電力PLLが調整された後に調整することができる比例積分(PI)制御部です。

図3-23. mode=1、田亮制御動作(ﾄﾙｸ制御)
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mode=2の速度制御動作に対して使われる制御部が図3-24.で示されます。速度制御電圧動作は速度参照基準を入力命令に設定し
ます。速度誤差に基づくi_q_refを変更することによって速度調整部の出力が電動機ﾄﾙｸを設定します。速度調整部は電流調整部が
調整された後に調整することができる比例積分(PI)制御部です。

図3-24. mode=2、速度制御動作
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3.3.7. 最小ﾊﾞｽ電圧

v_bus_minは制御閉路が許されるDC入力電圧(v_bus)以上に対する閾値を設定します。これは速度と電流の調整部を(逆起電力信号
不足のために)正しく制御するための電圧が低すぎる時の閉塞から電動機を防ぎます。v_busとv_bus_minに対する尺度はv_bus分圧器
とADC尺度に基づきます。

式3-2. v_bus = VDC×Kbus [数]

ここで、 VDC = DC入力電圧 [V]

 Kbus = v_bus変数用尺度定数 [数/V]

式3-3.
Kbus =

分圧器bus×分解能ADC

Vref [ 数

V ]
ここで、 分圧器bus = 低電圧電動機制御基板上の抵抗分圧器(追補B.)のR9とR27

 分解能ADC = 計算に使われるADC分解能 [数]

 Vref = ADCに使われる参照基準電圧 [V]

追補B.での低電圧電動機制御基板上の値を使うと、

式3-4.

Kbus =

1kΩ

1kΩ+3.3kΩ

[ 数

V ]
( )×256

1V
= 7.48

(訳注) 式3-4.と式3-5.は式3-4.として纏めました。

10.5V(78計数)閾値の例が図3-25.で示されます。 図3-25. 許容電圧閾値を10.5V(78)に設定

3.3.8. 電圧と電流

最初の2つのv_aとv_bの変数(図3-26.参照)はa相とb相に対する出力PWM値を表します。全(100%)PW 
Mﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙは255で設定され、0%ﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙは0で設定されます。0出力電圧は3つ全ての相
(a,b,c)が50%ﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙまたは3つ全てのPWM値が128に設定される時です。実際の出力電圧は
DC入力電圧に依存し、故にv_aとv_bは数です。v_c変数はこれがv_aとv_bの負の合計のため、(ここに)
引き出されません。

式3-6. v_a [数]

図3-26. v_aとv_bの変数

i_aとi_bの変数(図3-27.参照)はa相とb相に対する単一分流復元からの測定相電流を表します。電流の
尺度は分流器値、外部分圧器、ADC設定に基づきます。

図3-27. i_aとi_bの変数

式3-7. i_a = ia×Kcurrent [数]

ここで、 ia = 相電流 [A]

 Kcurrent = i_a,i_b,i_cの変数に対する尺度定数 [数/A]
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式3-8.
Kcurrent =

Rshunt×分圧器current×分解能ADC

Vref [ 数

A ]
ここで、 Rshunt = 低電圧電動機制御基板上の電流感知抵抗(追補B.)のR1[Ω]

 分圧器current = 低電圧電動機制御基板で接地を超えるRshunt電圧を接地基準にﾊﾞｲｱｽするのに使われる抵抗分圧器
(追補B.)のR29とR14

 分解能ADC = 計算に使われるADC分解能 [数]

このｷｯﾄ値については、

式3-9.

Kbus =

10kΩ

1kΩ+10kΩ

[ 数

A ]
0.05Ω×( )×256

1V
= 11.6

(訳注) 式3-9.と式3-10.は式3-9.として纏めました。

3.3.9. 逆起電力計算部

電動機逆起電力の瞬間値は固定子の電圧、電流、相抵抗、相ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽの量を使って各相に対して計算されます。ﾌｧｰﾑｳｪｱでの
計算は数で尺度調整された値を使います。

式3-11. e_a = u_a - ir_a - i_didt_a  [数]

SI単位での逆起電力用の物理的な式は以下です。

式3-12. dIa

dt
Ea = Ua - Ia×Rphase - Lphase× [V]

ここで、 Ea = 相の逆起電力 [V]

 Ua = 相の電圧 [V]

 Ia  = 相の電流 [A]

 Rphase = 相の抵抗 [Ω]

 Lphase = 相のｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ [H]

ﾊﾟﾗﾒｰﾀでの3つの相の1つに対する逆起電力計算が図
3-28.で示されます。

図3-28. ﾊﾟﾗﾒｰﾀでの3相の1つの逆起電力計算部
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逆起電力計算部でのﾊﾟﾗﾒｰﾀは図3-30.で示されます。こ
れらの値は逆起電力を計算に対する正しい調整と尺度に
必要です。

尺度調整した相電圧のu_aは次式によって決められます。

式3-13.
u_a =

(v_a×v_bus)

2u_scalling = Ua×Ku [数]
(訳注) 式3-13.と式3-14.は式3-13.として纏めました。

ここで、 Ua = 相電圧 [V]

 Ku = u_a変数用尺度定数 [数/V]

式3-15.
Ku =

Kbus×PWMmax

2u_scalling [ 数

V ]
ここで、 Kbus = v_bus変数用尺度定数 [数/V]

 PWMmax = PWM計時器用最大計数 [数]

 2u_scalling = u_a、u_b、u_cの電圧用尺度定数 [数]

実例値を使うと、

式3-16.
Ku =

7.48×256

27 = 14.96 [ 数

V ]
(訳注) 式3-16.と式3-17.は式3-16.として纏めました。

尺度調整された抵抗性降下のir_aは次式によって決められます。

式3-18.
ir_a =

(i_a×r_phase)

2r_scalling = Ia×Rphase×Ku [数]
(訳注) 式3-18.と式3-19.は式3-18.として纏めました。

式3-20.
Ku = Rphase [Ω]×Kr [ 数

Ω ]
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ここで、 Kr = r_phase変数用尺度定数 [数/Ω]

式3-21.
Kr =

Ku×2r_scalling

Kcurrent [ 数

Ω ]
ここで、 2r_scalling = r_phase変数用尺度定数 [数/Ω]

実例値を使うと、

式3-22.
Kr =

14.96×27

11.6
= 165 [ 数

Ω ]
(訳注) 式3-22.と式3-23.は式3-22として纏めました。

線間抵抗に対する追補C.からの電動機ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ値は2で除算されます。

式3-24.
Rphase =

0.44

2
[Ω]

式3-25.
r_phase = 0.22[Ω]×165[ 数

Ω ] = 36 [数]
(訳注) 式3-25.と式3-26.は式3-25として纏めました。

尺度調整されたｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ性降下のI_didt_aは次式によって決められます。

式3-27.
l_didt_a =

l_phase×(i_a - i_a_last)

2l_scalling = Lphase×
dIa

dt
×Ku [数]

(訳注) 式3-27.と式3-28.は式3-27.として纏めました。

式3-29.
l_phase = Lphase [H]×Kl [ 数

H ]
ここで、 Kl = l_phase変数用尺度定数 [数/H]

式3-30.
Kl =

Ku×2l_scalling×freqloop

Kcurrent [ 数

H ]
ここで、 2l_scalling = l_phase用尺度係数 [数]

 freqloop = FOC制御繰り返しの周波数 [Hz]

実例値を使うと、

式3-31.
KI =

14.96×24×7812.5[Hz]

11.6
= 161200 [ 数

H ]
(訳注) 式3-31.と式3-32.は式3-31.として纏めました。

線間ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽに対する追補C.からの電動機ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ値は2で除算されます。

式3-33.
Lphase =

0.000510

2
[H]

式3-34.
l_phase = 0.000255[H]×161200[ 数

H ] = 41 [数]

(訳注) 式3-34.と式3-35.は式3-34として纏めました。

図3-29. 逆起電力計算ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

相逆起電力値はﾊﾟﾗﾒｰﾀ調整に役立つため表示変数として引き出されます(図3-30.)。これら
の値は符号付き数値で、故にそれらは構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ上の表示に対して128の値を中央
にされます。

図3-30. a相用逆起電力計算変数

3つの相逆起電力は逆起電力位相固定化閉路に帰還するためｸﾗｰｸとﾊﾟｰｸの変換
を通って行きます(図3-31.)。

逆起電力のd軸成分(e_d)は逆起電力PLLによって0に駆動され、これは隙間磁束をd
軸と整列させ、全ての逆起電力がq軸で生成されます。e_dが符号付き数値のため、
構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨで表示するように128で中央にされます。図3-32.は128で中央に
されたe_dを示します。

図3-31. 逆起電力のｸﾗｰｸ変換とﾊﾟｰｸ変換
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図3-32. 逆起電力d軸値
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3.3.10. 逆起電力感知PLL

逆起電力相固定化閉路(PLL)はe_dが帰還で速度が出力であるPI制御部によって調整されます。計算部の構成図が図3-33.で示され
ます。

図3-33. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ付き逆起電力PLL構成図
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構成図からのﾊﾟﾗﾒｰﾀは図3-34.で一覧にされます。PLL用ﾊﾟﾗﾒｰﾀは次のとおりです。

 1. speed_minとspeed_max - 逆起電力PLLの速度範囲

 2. p_reg_scaling - 計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定、これは0～7の範囲にする
ことができ、5が良い開始点です。

 3. p_error_limit - PI制御部へ行く誤差量を留めます。代表的な範囲は8～32

 4. p_k_scaling - PI利得の計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定

 5. p_kp - 比例利得

 6. p_ki - 積分利得

 7. p_gravity - PLLが逆起電力で固定化されない場合、PLL周波数をspeed_ 
minに強制するための小さな変位を許します。これは電動機の
始動で役立ちます。代表的な値は0～2です。

図3-34. 逆起電力PLLﾊﾟﾗﾒｰﾀ

PLL調整部の調整は過負荷減速に於いて電動機で過大な電流が流れないよう、代表的にかなり低いinput_cmdを持つmode=0で行
われます。この電動機で使われるinput_cmd値は(128の0点から30上の)158に設定されます。逆起電力計算部も最初に計算されて入
力されたその値を持たなければなりません。PLL調整は電動機に素早い始動と滑らかで安定な状態性能を与えるp_kpとp_kiの値を見
つけることです。これは変数作図ｳｨﾝﾄﾞｳでspeed変数を監視して利得値を変更することによって行われます。尺度(scaling)と限度(limi 
t)に代表的な値の設定と積分利得のi_kiを1または2のような低い値の設定で始めることが最良です。その後にPLLが電動機速度の経
緯を保つようにi_kp利得を増やしてください。

3.3.11. 速度とθ

速度は隙間磁束の角度に対して積分されます。積分は128μsのFOC繰り返し更新毎に速度を累積することによって達成されます(図
3-35.)。

累積の結果はspeed_scale(図3-36.)ﾊﾟﾗﾒｰﾀによって尺度調整されます。この尺度
調整は正弦波出力電圧のv_a、v_b、v_cの周波数範囲を設定し、結果として電動
機の速度範囲を設定します。

図3-35. theta(θ)積分部への速度
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2speed_scale

speed theta
+

+
図3-36. 速度尺度調整ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
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speed_scaleと周波数間の関連は次のとおりです。

式3-36. rpm = speed×Krpm [rpm]

式3-37.
Krpm = ( freqloop [Hz/数]

thetamax×2speed_scale [ rpm

数 ])(60 [秒/分])( 2

Npoles )
ここで、 speed = speed_minまたはspeed_mａｘ [単位なし] (1～255間)

 freqloop = FOC制御繰り返しの周波数 [Hz]

 thetamax = theta(θ)の最大数は360度に等しい [数]

 2speed_scale = 速度に対する尺度係数 [数]

 Npoles = 追補C.の電動機ﾃﾞｰﾀｼｰﾄからの電動機極数

実例値を使うと、

式3-38.
Krpm = ( 7812.5 [Hz/数]

256×24 [ rpm

数 ])(60 [秒/分])( 2

8 ) = 28.6
(訳注) 式3-38.と式3-39.は式3-38.として纏めました。

最小と最大の速度はspeed_minとspeed_maxで置き換えて計算することができます。

式3-40. rpmmin = speed_min×Krpm = 28.6 [rpm] (訳注) 式3-40.と式3-41.は式3-40.として纏めました。

式3-42. rpmmin = speed_max×Krpm = 7293 [rpm] (訳注) 式3-42.と式3-43.は式3-42.として纏めました。

電動機の最大速度に達することができることを保証するspeed_scaleを選ぶのが重要です。ｷｯﾄに含まれる電動機については追補
C.での電動機ﾃﾞｰﾀｼｰﾄから定格4000[rpm]での電動機無負荷速度で充分範囲内です。

3.3.12. 電流調整部

d軸電流用の1つとq軸電流用の1つで2つの電流調整部があります。d軸は回転子磁石によって生成される隙間磁束と整列されます。
この軸に沿う電流は隙間磁束から加算または減算することができ、これは一般的に電動機の速度範囲を拡張するための弱め界磁に
使われます。弱め界磁は実装されず、故に命令は0に設定されます。図3-37.はｄ軸電流(i_d)と0に設定された参照基準を示します。

図3-37. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ付きi_d電流調整部
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q軸は回転子磁石によって生成される隙間磁束に直交します。この軸に沿う電流はﾄﾙｸを生成します。図3-38.はq軸電流(i_q)と
mode=1に対してinput_cmdに設定された参照基準を示します。mode=2についてはi_q_refが速度構成部の出力によって設定されま
す。

図3-38. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ付きi_q電流調整部
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この2つの電流調整部は同じ利得設定を共用します。構成図でのﾊﾟﾗﾒｰﾀは図3-39.で一覧にされます。電流調整部用ﾊﾟﾗﾒｰﾀは次
のとおりです。

 1. i_reg_scalling - 計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定、これは0～7の範囲にすることがで
き、5が良い開始点です。

 2. ｉ_error_limit - PI制御部へ行く誤差量を留めます。代表的な範囲は8～32

 3. i_k_scaling - PI利得の計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定

 4. i_kp - 比例利得

 5. i_ki - 積分利得

 6. v_limit - 調整部の出力のv_dとv_qに対する最大値を設定

図3-39. 電流調整部ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

電流調整部の代表的な調整は尺度と限度用の代表的な値の設定と積分利得をOFFにするためのi_ki=0設定で始めます。その後に
電流が参照基準の経緯を保つようにi_kp利得を増しますが、DC変位(ｵﾌｾｯﾄ)付きです。その後DC変位が除去されるまで少量の積
分利得が追加されます。

3.3.13. 速度調整部

速度調整部は速度誤差が0に減らされるまでﾄﾙｸ命令を調整するのに使われます。速度調整部は逆起電力PLLと同じ構造で電流調
整部を使うPI調整部です。図3-40.で示されるようにmode=2の時にinput_cmdが速度参照基準を設定します。

図3-40. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ付き速度調整部
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構成図からの速度調整部ﾊﾟﾗﾒｰﾀは図3-41.で一覧にされます。速度調整部用ﾊﾟﾗﾒｰﾀは次のとおりです。

 1. s_reg_rate - 速度調整部が更新される前の電流制御繰り返し更新数を設
定、これは電流繰り返しに対して速度繰り返しのはるかに低
い帯域のためです。良い経験則はそれらが桁違いであるべ
きことです。10～50の範囲を選ぶことが良い開始点です。

 2. s_reg_scaling - 計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定、これは0～7の範囲にす
ることができ、5が良い開始点です。

 3. s_error_limit - PI制御部へ行く誤差量を留めます。代表的な範囲は8～32

 4. s_k_scaling - PI利得の計算で使われる小数ﾋﾞｯﾄ数を設定

 5. s_kp - 比例利得

 6. s_ki - 積分利得

 7. ｉ_limit - 調整部の出力のi_q_refの最大値を設定します。

図3-41. 速度制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

速度調整部の代表的な調整は尺度と限度用の代表的な値の設定と積分利得をOFFにするためのs_ki=0設定で始めます。その後に
億度が参照基準の経緯を保つようにs_kp利得を増しますが、DC変位(ｵﾌｾｯﾄ)付きです。その後DC変位が除去されるまで少量の積
分利得が追加されます。

4. 結び
この応用記述はATxmega16D4ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを使って感知器なしﾍﾞｸﾄﾙ(磁界方向)制御(FOC:Field Oriented Control)下で構成設
定可能な3相永久磁石同期電動機(PMSM:Perman ent Magnet Synchronous Motor)の実装と使用を記述します。完全なﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｼｽ
ﾃﾑは12V 3相PMSM、ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板、低電圧電動機制御基板、USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ、AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ATxmega1 
6D4で走行するﾌｧｰﾑｳｪｱ、電動機に対して感知器なしFORCを独自設定するためのPCに基づく構成設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを含みます。
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追補A. ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板回路図
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追補B. 低電圧電動機制御基板回路図
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追補C. 42BLS01-001電動機ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ
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追補D. ｷｯﾄ部品一覧

部品呼称 部品番号製造業者

低電圧電動機制御基板 Atmel corporation

ATxmega16D4ﾌﾟﾛｾｯｻ基板 Atmel corporation

12V 400rpm電動機 Tcmotion 42BLS01-001

USB-UART橋渡しｹｰﾌﾞﾙ FTDI, Future Technology Devices International Ltd TTL-232R-5V

追補E. 改訂履歴

資料改訂 日付 注釈

42061A 2013年1月 初版資料公開
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