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本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Atmel社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめ
に]での内容にご注意ください。

応用記述

AVR443 : 3相ﾌﾞﾗｼﾚｽDCﾓｰﾀの感知器に基く制御

Atmel 8ﾋﾞｯﾄ AVR ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
要点

● ﾎｰﾙ感知器出力変化での5μs未満の応答時間
● 原理的に1600kRPMの最大回転数
● 過電流検知と停止検出
● 閉路調整支援
● 通信に関してUART,TWI,SPIが利用可能

序説

ﾌﾞﾗｼﾚｽDC(BLDC)ﾓｰﾀの使用は継続的に増加しています。その理由は明白で、BLDCﾓｰﾀが
電力に比して良好な重量/大きさを持ち、素晴らしい加速性能を持ち、保守の必要性が全くま
たは殆どなく、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾌﾞﾗｼ型)ﾓｰﾀよりも少ない音響的、電気的な雑音しか生じないからで
す。

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙDCﾓｰﾀではﾌﾞﾗｼが正しい瞬間で物理的にｺｲﾙを接続することによって整流(転流)を
制御します。電気構成物は整流(転流)する時についての情報を提供する位置感知器入力、ま
たはｺｲﾙで生成される逆起電力の使用のどちらかを持ち得ます。位置感知器は始動ﾄﾙｸが大
きく変化する応用や、大きな初期ﾄﾙｸが必要とされる応用で頻繁に使用されます。位置感知器
はﾓｰﾀが位置決めに使用される応用でも度々使用されます。感知器なしBLDC制御は初期ﾄﾙ
ｸがあまり変化しない時や、位置制御が注目されない場合、例えばﾌｧﾝに於いて、度々使用さ
れます。

この応用記述は(単にﾎｰﾙ感知器として参照される)ﾎｰﾙ効果位置感知器でのBLDCﾓｰﾀの制
御を記述します。この実装は両方向と開路速度制御を含みます。

図1. ﾎｰﾙ感知器でBLDCﾓｰﾀを制御するAtmel ATmega48
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図1-1. BLDCﾓｰﾀの各種形式

ﾓｰﾀ(A)は2組の基本ｺｲﾙと4つの(磁)極を持ち、(B)は3組のｺｲﾙと8極を持ち、(C)は4組の
ｺｲﾙと8極を持ちます。
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ｺｲﾙが停まる一方で磁石が回転する事実はｺｲﾙが回転子に配置される伝統的なﾕﾆﾊﾞｰｻﾙDCﾓｰﾀよりも軽いBLDCﾓｰﾀの回転子に
します。

1.1. 基本BLDCﾓｰﾀの操作

3相BLDCﾓｰﾀをどう動かすかの説明を簡単にするため、3つのｺｲﾙだけを持つ基本BLDCが考察されます。

ﾓｰﾀを回転させるためにｺｲﾙは予め定められた流れ(順序)で励磁(または活性化)され、時計回りと呼ぶ1方向でﾓｰﾀを回します。逆
順での流れを行うと、ﾓｰﾀは逆方向で動きます。この流れ(手順)がｺｲﾙに於ける電流の流れの方向を定義し、それによって磁界が個
別ｺｲﾙによって生成されることを理解すべきです。電流の方向はｺｲﾙによって生成される磁界の向きを決めます。磁界は回転子の永
久磁石を引き付け、そして退けます。ｺｲﾙでの電流の流れ、それによって正にその瞬間で磁界の極性を(正しい手順で)変更すること
によってﾓｰﾀは回転します。回転子を回すためのｺｲﾙを通る電流の流れ切り替えは整流(転流)として参照されます。

3相BLDCﾓｰﾀには6つの整流(転流)状態があります。整流(転流)に於ける6つ全ての状態が実行される時のその手順が回転を続ける
ために繰り返されます。この手順が完全な電気的1回転を表します。多極ﾓｰﾀについては電気的な回転が機械的な回転に対応しま
せん。4極BLDCﾓｰﾀは機械的な1回転のために電気的な2回転周回を費やします。以降で分当たりの回転数(RPM)を特定する時
に、別に言及がなければ電気的な回転数が参照されます。

BLDCﾓｰﾀに使用される最も基本的な整流(転流)駆動方法はON/OFFの仕組みです。ｺｲﾙは(1つまたは別の方向で)導電するか、ま
たは導電しないかのどちらかです。ｺｲﾙを電力に接続し、そして本来の主線が電流の流れを誘引します(駆動段を使用して達成され
ます)。これは方形波整流(転流)または塊(ﾌﾞﾛｯｸ)整流(転流)として参照されます。代わりの方法は正弦状波形を使用することです。こ
の応用記述は塊(ﾌﾞﾛｯｸ)整流(転流)法を網羅します。

磁界の強さがﾓｰﾀのﾄﾙｸと速度を決めます。ｺｲﾙを通る電流の流れを変えることにより、ﾓｰﾀの速度とﾄﾙｸを変えることができます。電
流の流れを制御するための最も一般的な方法はｺｲﾙを通る(平均)電流の流れを制御することです。これはｺｲﾙに対する供給電圧の
ONとOFFを(高速で)切り替えることによって達成することができ、このためにON時間とOFF時間の間の関連がｺｲﾙ上の平均電圧、そ
してそれによる平均電流を定義します。

1. 動作の理屈
位置感知器とでのBLDCﾓｰﾀの制御はA/D変換器(ADC)とPWM出力を持つﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀのように基本的なﾊｰﾄﾞｳｪｱ周辺機能を特徴と
する充分に強力なﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗで実装することができます。Atmel ATmega48はBLDCﾓｰﾀ制御に対する必要条件を良好に網羅
し、未だ他の作業を可能にする資源を持ちます。他の関連作業は例えば、SPI,UART,TWI規約を使用して通信を行うことができま
す。

3相BLDCはいくつかのｺｲﾙを持つ固定子から成ります。基本的な3相BLDCﾓｰﾀは3つのｺｲﾙを持ちます(図1.をご覧ください)。一般
的にこの3つのｺｲﾙはU,V,Wとして参照されます。多くのﾓｰﾀでは、より小さな回転段階とより小さなﾄﾙｸ揺らぎを持つように基本ｺｲﾙ
数が多重化されます。

BLDCﾓｰﾀの回転子は偶数の永久磁石から成ります。回転子の磁極数もﾓｰﾀの段階量とﾄﾙｸ揺らぎに影響を及ぼします。より多くの
極がより小さな段階と少ないﾄﾙｸ揺らぎを生じます。図1-1.は1組の基本ｺｲﾙと多数の極を持つ各種ﾓｰﾀの形態を示します。
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図1-2. BLDCﾓｰﾀ用の6つの整流(転流)状態に於ける、ｺｲﾙを通る電流の流れ/
 U,V,Wのｺｲﾙによって生成される磁界。ﾎｰﾙ感知器出力も示されます。
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ﾎｰﾙ感知器出力1(H1)

ﾎｰﾙ感知器出力2(H2)

ﾎｰﾙ感知器出力3(H3)
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BLDCﾓｰﾀに関しては整流(転流)制御が電気
構成物によって扱われます。整流(転流)を制御
するための最も簡単な方法はﾓｰﾀ内側の位置
感知器の組からの出力に従って整流(転流)す
ることです。通常、ﾎｰﾙ感知器が使用されま
す。ﾎｰﾙ感知器は整流(転流)が変更されるべき
時にそれらの出力を変えます(図1-2.をご覧くだ
さい)。至極簡単です。

BLDCﾓｰﾀ制御応用に於ける電気構成物に関
する2つ目の機能は開路または閉路のどちらか
の制御によって望むような速度であることを保
証することです。けれどもどちらの場合に於い
ても、停止検出(回転を妨げられたﾓｰﾀ)と過負
荷検出を持つことが推奨されます。

1.2. 実装 - ﾎｰﾙ感知器に基くBLDCﾓｰﾀの制御

この実装は開路でのBLDCﾓｰﾀ制御です。停止と過負荷の状
況に応答できるようにﾓｰﾀ電流が測定され、そして速度が監
視されます。3つのPWMﾁｬﾈﾙがﾓｰﾀの速度を制御するため
の半ﾌﾞﾘｯｼﾞのLow側に接続されます。3つの半ﾌﾞﾘｯｼﾞから成る
BLDCﾓｰﾀ駆動段は図1-3.で見ることができます。

図1-3. 代表的な3相BLDCﾓｰﾀ用駆動ﾌﾞﾘｯｼﾞ
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AVR®からの論理出力ﾚﾍﾞﾙでHigh側FETを直接制御することが
不可能なことに適応するために、実際としては駆動段が僅かに
異なって実装されます。専用FET駆動部を用いた実装はAtmel 
ATAVRMC100開発基板用に使用され、代替実装は図1-4.で記
述されるものにできます。

図1-4. U,V,Wﾓｰﾀ ｺｲﾙ用駆動部回路(U駆動部のみ表示)
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OC0A,OC0B,OC2Bの3つのPWMﾁｬﾈﾙが駆動ﾌﾞﾘｯｼﾞのLow側(例えば、図1-4.でのUL)を制御します。これはﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ資源の最小
使用でﾊｰﾄﾞｳｪｱに基くPWMを用いて電流の流れを制御する可能性を与えます。これはPWM出力のﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙを変えることに
よってﾓｰﾀの速度を制御し、ﾓｰﾀの電流の流れとそれによる速度(とﾄﾙｸ)が制御されます。

ﾌﾞﾘｯｼﾞのHigh側もPWMに基く制御が可能ですが、Atmel ATmega48の全てのﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀを必要とします。更に、駆動部回路に貫通
保護が統合されるか、またはｿﾌﾄｳｪｱで沈黙時間が扱われるかのどちらかを必要とします。能動ﾌﾞﾚｰｷが使用される場合、FET上に
もっと平等に電力損失を分配するように駆動部のHighとLowの両方の側にPWMﾁｬﾈﾙを用いることが望まれ得ます。けれども、殆どの
応用でこれは必要とされません。

電流の流れを測定するのに単一のADCﾁｬﾈﾙが使用されます。A/D変換器(ADC)は10ﾋﾞｯﾄの分解能で外部の2.5V基準電圧を使用
し、これは概ね2.4mVの精度を与え、そしてこれは0.22Ωの分圧(電流検出)抵抗上の電圧がそれを通って1A流れる時に220mVであ
るので、過電流検出に関して充分です。望むなら、ADCは与えられた採取周波数で、切り替えまたは継続的な走行でない時に電流
を測定するためにPWMによって起動することができます。ﾓｰﾀ速度を調整するための速度基準として使用されるｱﾅﾛｸﾞ(換言すると可
変抵抗器)電圧を測定するのに2つ目のADCﾁｬﾈﾙが使用されます。

ﾎｰﾙ感知器出力は全てがﾚﾍﾞﾙ変化での割り込み(ﾋﾟﾝ変化割り込み)を特徴とするﾎﾟｰﾄBの3つのﾋﾟﾝに接続されます。ﾎｰﾙ感知器出
力がそれらの論理ﾚﾍﾞﾙを変えた場合に割り込みが実行され、新しいﾎｰﾙ感知器出力に対応する整流(転流)状態が決められます。
ﾎﾟｰﾄBの最下位ﾋﾟﾝがﾎｰﾙ信号復号の速度最適化のため、意図的に使用されていることに注意してください。
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使用される資源の概要が表1-1.で一覧にされ、より多くの詳
細はｿﾌﾄｳｪｱ資料(readme.html)で得られます。

UART,SPI,TWI通信に関するﾊｰﾄﾞｳｪｱ資源が必要ならば未
だ利用可能なことは言及する価値があります。通信(または
他の周辺機能)に対して割り込みが使用される場合に、ﾎｰﾙ
感知器に対して増加される応答時間が考慮されるべきであ
ることに注意してください。

表1-1. ﾓｰﾀ制御に使用される資源

資源 使い方

ADC0,ADC4 (A/D変換器) 速度基準と電流の測定

PD3 (ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ2:OC2B) Low側駆動部制御(WL)

PD6,5 (ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0:OC0A,B) Low側駆動部制御(UL,VL)

PD7,4,2 High側駆動部制御(UH,VH,WH)

1.3. ｿﾌﾄｳｪｱ説明

全てのｺｰﾄﾞは(4Kﾊﾞｲﾄまでのﾊﾞｲﾅﾘ出力で無料の)IARTM EWAVR 4.12Aｺﾝﾊﾟｲﾗを使用してC言語で実装されています。ｿｰｽ ｺｰﾄﾞは
Doxygenを用いて資料化され、ｺｰﾄﾞ資料についてはｿｰｽ ｺｰﾄﾞと一緒に見つかるreadme.htmlﾌｧｲﾙを参照してください。readme.html
はHTMLに基づくｺｰﾄﾞ資料を開きます。

最も重要な関数であるﾎｰﾙ感知器出力での変化で整流(転流)変更を処理するﾋﾟﾝ変化割り込みﾙｰﾁﾝは図1-5.で得られる流れ図に
よって記述されます。

整流(転流)を処理する割り込みの高速実行を保証するため、或る変数に対して実装がいくつかのﾚｼﾞｽﾀを固定化することに注意して
ください。文字列処理用の標準ﾗｲﾌﾞﾗﾘ関数が使用されなければ、ｺﾝﾊﾟｲﾗは固定化されたﾚｼﾞｽﾀを稀に使用します。競合が現れる場
合、標準ﾗｲﾌﾞﾗﾘを再ｺﾝﾊﾟｲﾙすることによって処理することができます。

図1-5. 整流(転流)を処理するﾋﾟﾝ変化割り込みの流れ図

ﾋﾟﾝ変化割り込み

ﾎｰﾙ信号読み取り

整流(転流)表に従ってHigh側制御信号変更
(変位としてのﾎｰﾙ信号と共に位置指示子を使用)

整流(転流)表に従ってPWM出力形態設定変更
(変位としてのﾎｰﾙ信号と共に位置指示子を使用)

ﾓｰﾀ速度監視に使用する計数器変数更新

割り込みから復帰

整流(転流)に使用される位置指示子が時計回りま
たは反時計回りのどちらの整流(転流)表も指示で
きることに注意してください。表はHigh側駆動と、ﾀ
ｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0と2の両方の形態設定についての情報
を保持します。

1.4. 現実装の性能

● 速度制御に於ける(PWM分解能によって制限される)8ﾋﾞｯﾄ分解能

● ｺｰﾄﾞ量は427ﾊﾞｲﾄです。(ｺｰﾄﾞ量高最適化)

● ﾎｰﾙ感知器信号変化に対する5μs以下の応答時間

● 概ね50CPU周期かかる(ﾎｰﾙ入力)ﾋﾟﾝ変化割り込みﾙｰﾁﾝ。8MHzに於いて過電流制御と通信が考慮されなければ、これは原理的
に最大1600kRPM(8MHz÷(50周期×6整流(転流)状態)×60秒/分)になります。

2. 改訂履歴

資料改訂 日付 注釈

2596A -年-月 初版資料公開

2596B 2006年2月 Doxygen注釈の更新と修正

2596C 2013年7月 構文規則修正と新しい資料雛形
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(訳補) 以下は改訂Bまでに記載されていた本実装で利用可能な関数の一覧です。

 void Init_MC_timers( void )

ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0と2を位相基準(対称)PWM動作(訳注:試供例は高速PWM動作)で動くように初期化します。基本周波数は32kHzに設定
されます(速度制御でのより低い分解能の犠牲で高くすることができます)。関数はﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀが同期して計数することも保証します。

 void Init_MC_Pin_Change_Interrupt( void )

ﾎｰﾙ感知器信号を感知するのに使用されるﾋﾟﾝをﾋﾟﾝのﾚﾍﾞﾙが変化した(上昇と下降の両端)場合に割り込みを生成するように構成し
ます。

 void Init_ADC( void )

前置分周値4でA/D変換器を構成し、そしてこれはCPU周波数の52(13×4)分割の最大採取速度を意味します。速度設定点と分圧
電圧のADC測定と共に、これは過電流検出のための2採取の反応時間を与えます。

 void Set_Direction( unsigned char direction )

整流(転流)表位置指示子を時計回りまたは反時計回りの表のどちらかの点に設定します。先にﾓｰﾀの速度を減じることなく方向を変
えることは推奨されず、完全に停止することが望まれます。

 void Set_Speed( unsigned char speed )

PWM出力のﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙ、それによってﾓｰﾀの速度を制御するﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0とﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ2の比較ﾚｼﾞｽﾀを更新します。使用される
方法は全てのPWMﾁｬﾈﾙが同じﾃﾞｭｰﾃｨ ｻｲｸﾙで動くことを保証します。

 unsigned char Get_Speed( void )

回転子の速度を返します。未実装。

 __interrupt void PCINT0_ISR( void )

駆動部のLow側を制御するPWM出力と駆動部のHigh側を制御するI/Oを更新します。速度最適化の割り込みを保証するため、割り
込みで使用される変数は(この目的だけに固定化され)予約されたﾚｼﾞｽﾀに置かれます。更に、整流(転流)を行うのに必要とする情報
は、変位としてﾎｰﾙ感知器入力信号を使用して非常に効率的にｱｸｾｽすることができる表内に配置されます。この割り込みは図2-5.
の流れ図によって記述されます。

 void Release_motor( void )

駆動段へ接続されたAVRからの出力を浮かせます(開放します)。これはﾓｰﾀ ｺｲﾙ内に電流が流れないことを保証するために駆動部
を禁止します。未実装。
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