
東洋電機技報 第145号 2022年 

技術論文 高精度トルク制御のための IPMSMの新たな d-q 軸等価回路モデル

１．まえがき

埋込磁石型同期モータ（以下，IPMSM）は，小型・高効率の
特長を有し，産業用ドライブから電気自動車まで幅広く適用
されている。当社では2000年よりEDモータシリーズとして，
標準シリーズ（2.2 kW ～ 750 kW，1200 min-1，1800 min-1），
自動車試験機向けの高トルク低慣性モータH-DSD（ex.355 
kW，1200-2500 min-1）[1]，高速低慣性モータS-DSD（ex.220 
kW，6000-16000 min-1），減速機を排除したダイレクトドライ
ブモータ（ex.11 kW，20 min-1）[2]などさまざまなラインナッ
プを拡充している。
自動車試験機のダイナモメータでは，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みを行っている。
一方，トルク計自体が捩り要素になるこ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い要望があり（図１参
照），この場合，トルク計によらず出力トルクの正確な管理が
必要となる。そのためには測定可能な電圧・電流・位置情報
から鉄損の影響を考慮したモータの出力トルクを正確に演算
できる高精度なモータモデルが必要で［3］，これまで数多くの
IPMSMの等価回路モデルが提案されている［4～ 6］。特に図２は
代表的なd-q軸等価回路モデル［4］であるが，次の点に問題や改
良の余地が残る。
（1）　 無負荷誘起電圧　　　により，並列鉄損抵抗 Rc に　

icq（=－ioq）が流れ無負荷鉄損を表現できるが，d軸等
価回路の電圧 vod が vod≠0（ioq≠0のため）となるため，
無負荷誘起電圧に vd 成分（誘起電圧波形の位相がずれ
ることに相当）が現れてしまい，実機の現象を模擬で
きない。

■ 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

■ 図２ 鉄損を考慮したIPMSMのd，q軸等価回路
Fig.2  Equivalent circuit of IPMSM on d-q axis with parallel 

connected equivalent iron loss resistance

高精度トルク制御のための IPMSMの新たなd-q軸等価回路モデル
Study of a novel d-q equivalent circuit model of IPMSM for accurate torque control

In this paper, we propose a novel d-q axis equivalent circuit model of interior permanent magnet synchronous 
motor (IPMSM) involving iron loss resistance for accurate torque control under current vector control. In the 
proposed model, the no-load iron loss and the iron loss caused by negative d-axis current are represented by the iron 
loss resistance inserted in parallel to the q-axis equivalent circuit. In addition, the iron loss caused by q-axis current 
is expressed by the iron loss resistance inserted in series in the d- and q-axis equivalent circuits. The proposed model 
is applied to a 7.5 kW prototype IPMSM to calculate the torque characteristics. The calculated results are compared 
with the experimental results to verify the torque calculation accuracy. 
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■ 図３ 供試IPMSMの構造
Fig.3 Configuration of test motor

（2）　 d，q軸インダクタンス Ld，Lq は，d，q軸電流 id，iq で
求めた機器定数，あるいはトルクに寄与する電流成分
iod，ioqで求めた機器定数，いずれを用いるのか不明で
ある。

（3）　 電流ベクトル制御下では，入力電流を一定に制御する
ことから，定電流入力に対応した等価回路が適切と考
えられる。

本稿では，以上の（1），（2）の問題点を解決しつつ電流ベク
トル制御下での高精度出力トルク制御（目標トルクに対し±
1%以内の制御精度）に適したIPMSMの新たなd-q軸等価回路
モデルを提案する。2章では，解析・実験の対象とした供試
IPMSMの構造・諸元と実機における損失分析について説明す
る。3章では，実測結果に基づいて等価回路の構成を考察す
るとともに機器定数および鉄損抵抗の導出法を示す。4章では，
提案する等価回路モデルを用いてトルク特性を算出し，鉄損
を考慮しない場合の解析値と実測値と比較し，提案手法の妥
当性を検証する。

２．供試IPMSMの構造と損失分析

２．１　供試IPMSMの構造とd-q軸鎖交磁束

供試IPMSMの構造を図３に，その諸元を表１に示す。回転
子はNd-Fe-B磁石を1極ごとに1層埋め込んだ6極構造で，固定
子巻線は分布巻でターン数は各相150ターンである。供試
IPMSMの定格出力，速度，トルクはそれぞれ，7.5 kW，1800 
min-1，39.8 N·mである。以下で用いる電気角θは，N極永久
磁石中心がU相巻線軸と一致する点を原点に，回転子2極ピッ
チ変位を1周期（機械角120 deg）と定義する。
図４，５は，供試IPMSMを対象に d，q軸電流を0～ 120%
定格電流まで同時に変化させた場合のd 軸，q 軸鎖交磁束を
二次元有限要素磁場解析（以下，2D-FEA）で解析した結果で
ある。近年，小型化のために磁気飽和を積極的に活用してモー
タが設計されるため，IPMSMの磁束鎖交数の特性は，図４，
５と同様な特性を有する場合が多い。両図のようにd，q 軸鎖
交磁束 λd，λq はともに両軸電流の関数となっており，d-q 軸間
に相互インダクタンスが生じている。これは，主として固定

■ 表１ 供試IPMSMの諸元
Table1 Specification of test motor

項　目 仕　様

定格出力 7.5kW

定格電圧 380V

定格トルク 39.8N･m

定格電流 12.8Arms

定格回転速度 1800min-1

最高回転速度 2400min-1

極数・スロット 6極36スロット

固定子外径 171mm

回転子外径 109mm

コア積厚 120mm

磁石幅 40.0mm

磁石厚 3.5mm

固定子歯幅 5.14mm

エアギャップ長 0.5mm

電磁鋼鈑 50H1300

残留磁束密度 1.18T

相抵抗（60℃） 0.863Ω

■ 図４ d軸鎖交磁束
Fig.4 D-axis flux-linkage

■ 図５ q軸鎖交磁束
Fig.5 Q-axis flux-linkage

子鉄心内部において，永久磁石磁束と電機子反作用磁束が合
成され，非対称かつ局所的な磁気飽和を生じるためである。
高精度なトルク制御には，この相互干渉も含めたモータの等
価回路モデルの構築が必要不可欠である。
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２．２　損失分析

供試IPMSMの無負荷および負荷時の損失分析には図６の
測定装置を用いた。軸連結された負荷ダイナモをベクトル制
御インバータで一定速度に制御し，電流ベクトル制御インバー
タに d，q 軸電流指令を与えて供試IPMSMの電流制御を行い，
トルク，電流・電圧などの各特性値をYokogawa社製のデジ
タルパワーメータで測定する。入力電流条件 id，iq のもとで
の鉄損 Pironの測定値は，三相インバータの出力=電機子入力
Pinから，モータ出力 Pout（パワーメータに入力されたトルク値
T×機械角速度 ωm から算出），電機子銅損 Pca，機械損 Pmechを
差し引いた次式の残損として求めている。 

（1）

電機子銅損 Pca は，同時計測している巻線温度で補正した巻
線抵抗 Ra を用いて求めている。なお，鉄損は永久磁石磁束に
依存して変化するため，磁石温度が60 ℃となるように事前に
暖機運転を行い，短時間で測定を実施している。（1）式で分離
計算される鉄損には，PWMインバータ使用時に発生する高
周波の電流リプルに起因した損失（以下，キャリア損）を含む。
キャリア損は，キャリア周波数 fc に依存して変化するため，
その特性を等価回路モデルへ反映することが望ましいが，本
稿では fc = 6.0kHz 一定として，新しい等価回路モデルの構築
を主目的に損失分析を実施している。
等価回路定数の決定のためには，入力電流条件 id，iq のも

とでのモータ入力電圧 vd，vqが必要となる。通常，パワーメー
タを用いて測定するが，図６の測定装置では供試IPMSMの回
転子位置情報がパワーメータに入力されていないため， d-q 軸
電圧，d-q 軸電流を直接観測することができない。そこで，供
試IPMSM制御用のベクトル制御インバータ内の d-q 軸電圧
vd_inv，vq_inv の検出値から，電圧位相δを

（2）

で求め，デジタルパワーメータを用いて測定した線間電圧実
効値 Vaとδから，次式で d-q 軸電圧 vd，vqを得ている。

（3）

なお，電流ベクトル制御インバータ内の d-q 軸電圧 vd_inv，
vq_inv は，電流制御の出力からインバータのデッドタイムや
IGBTの電圧降下分を補正した推定電圧である。変調率の高
い動作点では， vd_inv，vq_inv から計算した線間電圧実効値は測
定値 Va によく一致するものの，変調率の低い動作点では上記
の電圧誤差分の影響が現れる。そのため，上述の方法で vd，
vqを得ている。

■ 図６ 測定装置の構成
Fig.6 Construction of motor loss measuring system

一方，d-q 軸電流 id，iq はデジタルパワーメータで計測した
電機子電流基本波実効値 Ieを用いて次式で得ている。

（4）

ここで，βは電流進角で，電流ベクトル制御インバータ内の d，
q軸電流指令値から求めている。

３.　高精度トルク制御のためのd-q軸等価回路モデル[7]

３．１　提案する等価回路の構成と基本式

図７は提案するd-q軸等価回路モデルである。等価回路にお
ける定常状態の基本式は以下となる。

[電圧方程式]

（5）

ここで，Ld（id），Lq（iq）はd，q軸インダクタンス，Lqd（id, iq），
Ldq（id, iq）は d-q 軸間の相互インダクタンスで，ωeは電気角速
度である。

[q軸電流]

（6）

[トルク]

（7）

ただし，Pn は極対数である。
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■ 図７ 提案するIPMSMのd-q軸等価回路モデル
Fig.7 Proposed equivalent circuit model of IPMSM

[銅損]
（8）

同モデルでは，無負荷鉄損および負のd軸電流の単独通電
によって発生する鉄損，すなわち電磁トルクを発生しない状
態で回転子の回転によって発生する鉄損をq軸等価回路に並列
に挿入した並列鉄損抵抗 Rcp で表現している。d，q軸に直列
に挿入した等価鉄損抵抗 Rcs は，q軸電流の通電によって発生
する鉄損（トルクの発生に伴い増加する電機子反作用による鉄
損）を表現している。d軸等価回路には並列鉄損抵抗を含まな
いため，冒頭で述べた実モータでは存在しない無負荷誘起電
圧のd軸成分（vd）が生じる問題を解決している。並列鉄損抵抗
Rcpに流れる電流 icq は，（7）式のトルク式において鉄損による
引き摺りトルク（負トルク）を表す電流に相当し，回転速度とd
軸電流 id が決まれば（6）式で求まる。したがって，定電流入力
（id，iq）に対し，鉄損によるトルク低下を考慮した出力トルク
算出ができる等価回路モデル構成となっている。次節以降で
は，各種損失分析結果に基づいて，図７の提案等価回路モデ
ル構成の考察と機器定数および鉄損抵抗の導出法を示す。

３．２　 並列鉄損抵抗の考察１：無負荷損失

図８は，図７においてid = iq = 0として，無負荷時における
等価回路を表したものである。q軸並列鉄損抵抗 Rcq の両端の
電圧は，永久磁石の電機子鎖交磁束による誘起電圧となるた
め，Rcp には，次式で与えられる電流 icq が流れる。

■ 図８ 無負荷試験時のd-q軸等価回路モデル
Fig.8  Proposed equivalent circuit model under no-load 

condition

■ 図９ 無負荷損失評価結果
Fig.9 Evaluation result of no-load loss

（9）

トルクに寄与する電流成分 ioq は ioq =－icqと負となるため，
負荷ダイナモから回転させた場合の無負荷鉄損による引き摺
りトルクをT =－　　　として表現可能である。加えて，
iq = 0のため q軸電機子反作用 Lqiq はゼロ，すなわちd軸電圧
vd = 0となる。
無負荷鉄損，すなわち無負荷時における引き摺り鉄損 Pdrag

の測定結果を図９に示す。引き摺り鉄損の評価に先立ち，無
着磁の磁石を回転子の磁石挿入スロットに入れて組み立てた
モータを対象に機械損（ベアリング摩擦損，風損）を測定した。
次いで，無着磁の磁石を着磁後の磁石と入れ替えて同様に損
失を測定し，その差分から鉄損 Pdrag を評価している。

（a）d軸等価回路

（b）q軸等価回路（id ≦0）

（a）d軸等価回路

（b）q軸等価回路
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■ 図１０ 無負荷試験で得られた並列鉄損抵抗Rcp
Fig.10 Iron loss resistance Rcp

Pdrag は，引き摺り鉄損相当トルク Tdrag と機械角速度 ωm か
らPdrag = ωmTdrag で表されるので，q軸並列鉄損抵抗 Rcp は次式
で導出できる。

（10）

ここで，ωm は機械角速度である。
図１０は，図９の速度‒無負荷鉄損と誘起電圧　　　を用い

て計算したq軸並列鉄損抵抗 Rcp である。

３．３　並列鉄損抵抗の考察２：d軸電流単独通電時の鉄損

図１１は，供試IPMSMを負荷ダイナモ側から回転させ，負
のd軸電流 -Id のみを通電した場合の等価回路を表したもので
ある（図７においてiq = 0とした等価回路）。この場合のd，q軸
の電圧・電流は，

（11）

（12）

で与えられる。それぞれの回路で消費される電力 Pd，Pq は，
（13）

（14）

となる。（13）式は，d軸回路で消費される損失を表したもので，
右辺第一項は電機子銅損，第二項は後述の検討からキャリア
損と位置づけ，d軸に直列に挿入した等価鉄損抵抗 Rcs を用い
て RcsId

2 で表現する。キャリア損には高周波電流によって発
生する銅損も含まれるが，ここでは細分化せずに RcsId

2 に含め
る。（14）式は，q軸回路で消費される鉄損を表したもので，
Rcpは前述の無負荷試験から求めた鉄損抵抗である。負のd軸
電流（-Id）の通電により磁石磁束 φm は弱められるので，Rcp 両

■ 図１１ d軸電流単独通電時のd-q軸等価回路モデル
Fig.11  Proposed equivalent circuit model under d-axis current 

excitation

■ 図１２ d軸電流単独通電時の鉄損解析結果
Fig.12 Stator iron loss under d-axis current excitation

端の電圧は -Id の増加とともに減少する。したがって，q軸並
列鉄損抵抗 Rcp で消費される電力（鉄損）は，d軸鎖交磁束
（φm‒| Ld Id |）の二乗に比例して減少する。
図１２は，2D-FEAを用いて回転速度900 min-1一定のもと

で解析したd軸電流に対するd軸鎖交磁束，固定子コア鉄損の
計算結果である。なお，図１２（b）では，固定子コアで発生す
る高調波鉄損を1，3，5，7次と9次以上の成分とに分離して示

（b）q軸等価回路

（a）d軸等価回路

（b）  固定子コア鉄損

（a）d軸磁束
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している。また，回転子コア鉄損は固定子コア鉄損に比べ
10%程度と小さいため，割愛している。図１２の結果から，d
軸鎖交磁束は負のd軸電流に比例して減少するものの，固定
子コア鉄損は Id = 0 ～ 140%定格電流の間は大きく変化しな
い。これは，図１２（b）より明らかなように，負のd軸電流の
増加とともに鉄損の基本波成分（1次成分）は減少するものの，
d軸電流の通電によって発生したd軸高調波磁束に起因した鉄
損が増加している。これが原因で，負のd軸電流を通電して
も固定子コア鉄損が大きく変化しない。図１２（b）の負のd軸
電流の増加とともに増える高調波鉄損を考慮する方法として
は，以下の2つが挙げられる。
（A）  d軸電流の通電に伴う高調波鉄損を（13）式第二項の

RcsId
2 で表現する。

（B）  図１２（b）の鉄損特性となるようにRcpをd軸電流に対
し可変する。

図１３（a）および（b）は，供試IPMSMを負荷ダイナモ側から
回転させ，負のd軸電流を通電して測定した鉄損とd軸電圧で
ある。d軸電流単独通電時では，モータの発生トルクがゼロと
なるため，電機子入力 Pin は電機子銅損とキャリア損で消費さ
れる。したがって，（1）式で鉄損を求めた場合，負荷ダイナモ
が負担しないキャリア損が余分に計上されるため，ここでは，
モータ出力 Pout から機械損 Pmech を差し引いてd軸電流単独通
電時の鉄損（図１３（a））を求めている。

id の変化に対する実測鉄損の変化傾向（図１３（a））は，図
１２（b）の解析結果と同様の特性をもつことから，実機におい
てもd軸高調波磁束に起因した鉄損が負のd軸電流の増加とと
もに大きくなっていると考えられる。一方，回転速度ととも
に実測鉄損は増加しているが，d軸電圧 vd はほとんど変化し
ない（図１３（b））。このことから，前述（A）の手法では，実機
の物理現象を模擬できない。なぜならば，RcsId

2 で高調波鉄損
を表した場合，鉄損が大きくなる高速回転時ほど Rcs での電
圧降下が大きくなって vd が増加しなければならないため，実
測結果と乖離してしまう。これに対し前述（B）の手法では，d
軸電圧 vd は主に電機子抵抗 Ra の電圧降下のみで，鉄損の増
減によって変化しない実モータの挙動を表現できる。
以上より，－Id のみを通電した場合の鉄損を前述（B）のq軸
並列鉄損抵抗 Rcp でモデル化する。実機の損失分析で得られ
た鉄損値（図１３（a）に示す鉄損値）を Pi_d とおけば，q軸並列
鉄損抵抗 Rcp は次式で導出できる。

（15）

　実測値をもとに（15）式で計算した並列鉄損抵抗 Rcp を図１４
に示す。（15）式中における，d軸インダクタンス Ld は，実測で
得られたq軸電圧 vqを用いて，d軸鎖交磁束 λd を λd = vq /ωe

■ 図１３ d軸電流単独通電時の鉄損測定結果
Fig.13 Measured iron loss under d-axis current excitation

■ 図１４ d軸電流単独通電時における並列鉄損抵抗Rcp
Fig.14 Iron loss resistance Rcp under d-axis current excitation

で計算し，次式として得ている。

（16）

磁石磁束 φm は3.2節の無負荷試験で得られた値を用いる。
他方，図１３(b)のd軸電圧 vd は，回転速度によらず電機子

抵抗 Ra の電圧降下 RaId よりも大きくなっている。これは，キャ

（a）  鉄損

（b）d軸電圧
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リア損分の入力電力増加が生じたためと考えられ，ここではd
軸直列鉄損抵抗 Rcs の電圧降下 RcsId として表す。Rcs の算出法
については，q軸電流を通電した状態を含め後述する。

３．４　直列鉄損抵抗の考察１：q軸電流単独通電時の鉄損

図１５は，供試IPMSMをダイナモ（負荷）側から回転させ，
正のq軸電流 Iq のみを通電した場合の等価回路を表したもの
である（図７において id = 0とした等価回路）。この場合のd，
q軸の電圧・電流は，

（17）

（18）

で与えられる。q軸回路での消費電力 Pq は，

（19）

となる（d軸回路での消費電力は Pd = 0）。図１６は，一例とし
て回転速度900 min-1のもとで，q軸電流を0%から120%定格電
流まで時定数に対して十分長い2%定格電流/secのレートで増
加させながら測定した鉄損である。Iq = 0A時の鉄損62.8 Wは，
無負荷時の引き摺り鉄損と同一で，3.2節ですでに考慮済みで
ある（（19）式の右辺第三項）。本節では，引き摺り鉄損からの
増加分をq軸電流通電に伴う電機子反作用で生じる鉄損と位
置づけ，q軸等価回路に直列に接続した Rcs を用いて RcsIq

2（（19）
式右辺第二項）で表現する。以下，直列鉄損抵抗 Rcs を採用し
た理由を述べる。
図１７は，図１６の鉄損測定時に得られたq軸電圧 vq を用

いて，次式でd軸鎖交磁束 λd を計算した結果である。

（20）

同図には無負荷試験時に測定した磁石磁束 φm を併記してい
る。同図より，上式で得られたd軸鎖交磁束は，Iq = 0Aでは
永久磁石磁束φmに近い値であるが，q軸電流通電とほぼ同時
に φm に対して6.4m Wb増加している。これは，φm の約1%に
相当し，図１７のd軸鎖交磁束（黒色実線）をベースにモータモ
デルを構築すると，トルクを過大評価する（実トルクに対し，
演算トルクが大きくなる）ことになり，トルク制御精度が悪化
する。q軸電流増加直後のd軸鎖交磁束の増加理由について，
以下で考察する。
図１６のq軸電流とともに増加する鉄損Pi_q（図１６の切片
62.8 Wからの増加分に相当）について，Iq [A]に対する二次関
数で近似すると

（21）

■ 図１５ q軸電流単独通電時のd-q軸等価回路モデル
Fig.15  Proposed equivalent circuit model under q-axis current 

excitation

■ 図１６ q軸電流通電時の鉄損測定結果(900min-1)
Fig.16  Measured iron loss under q-axis current excitation 

(900min-1)

■ 図１７ q軸電流に対するd軸鎖交磁束の変化(900min-1)
Fig.17 D-axis flux-linkage vs. q-axis current (900min-1)

（a）d軸等価回路

（b）q軸等価回路

[W]
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となる。鉄損 Pi_q が電源から供給されたとすると，

（22）

に相当する電圧増加が q 軸に生じたことになる。つまり，q 

軸電流通電により供試IPMSMのインバータが鉄損 Pi_q を負担
するため，1.8 Vの電圧増加を生じたことになる。この電圧増
加をd軸鎖交磁束に換算すると，6.3m Wbとなり，先の現象と
符合する。なお，直列鉄損抵抗 Rcs は，鉄損 Pi_q を用いて次式
で導出できる。

（23）

q軸電流通電時にトルクに寄与するd軸鎖交磁束 λd’は，q軸
電圧 vq から電機子抵抗 Ra と鉄損抵抗 Rcsでの電圧降下を除い
た voq を用いて，次式で求まる。

（24）

図１８は，上式でトルクに寄与するd軸鎖交磁束 λd’を算出
した結果で，図１７の結果も併記している。同図より，d軸鎖
交磁束 λd’ （緑色実線）は λd（黒色実線）に対し全体的に低下
し，Iq = 0Aでのd軸鎖交磁束が磁石磁束 φm とほぼ一致してい
る。同図灰色実線で示した特性は，λd を6.4m Wbだけ低下さ
せた特性であるが，これと λd’ との差はq軸電流の増加ととも
に拡がっている。この差は，（21）式の第一項の鉄損による影
響である。
図１９は，回転速度600 min-1，1200 min-1におけるd軸鎖交
磁束 λd と λd’ の算出結果の比較である。同図より， λd の特性（図
中，水色実線と紫色実線の特性）は回転速度によって大きく異
なるものの，トルクに寄与するd軸鎖交磁束 λd’ （図中，青色実
線と赤色実線）は回転速度によらずよく一致していることが分
かる。このことから，鉄損 Pi_q は鉄損がないと仮定した場合
のq軸入力電圧に対し，q軸電圧の増加として現れ，これを考
慮することで，q軸電流単独通電時のトルク制御誤差を大幅
に低減できると考えられる。
一方，図１５（b）の等価回路モデルの相互インダクタンス

Ldqについては，図１８の λd’ の値を用いて次式で算出する。

（25）

上式で得られた Ldq については，d軸電流の依存性も含め次節
で示す。

３．５　直列鉄損抵抗の考察２：d，q軸電流同時通電時の鉄損

　前節では，q軸電流単独通電時の等価鉄損抵抗について考察

■ 図１８ q軸電流に対するd軸鎖交磁束の変化(900min-1)
Fig.18 D-axis flux-linkage vs. q-axis current (900min-1)

■ 図１９ q軸電流に対するd軸鎖交磁束の変化(600,1200min-1)
Fig.19 D-axis flux-linkage vs. q-axis current

したが，ここではd，q軸電流（－Id，Iq）を同時に通電した場合
を考える。この場合の等価回路は図７で，基本式は（5）～（8）
式，d，q軸回路で消費される電力Pd，Pqは，

（26）

（27）

となる。図２０は，図１６のq軸電流に対する実測鉄損をd軸
電流を変えて測定した結果である。前節と同様，Iq = 0Aに相
当する鉄損（図中〇で表示）は，3.3節ですでに考慮済みである
ため，本節で対象とするのは Iq = 0Aに相当する鉄損からの増
加分 Pi_dq である。なお，Pi_dq には，キャリア損に相当する損
失も含まれている。この鉄損 Pi_dq は，3.4節と同様，供試
IPMSMのインバータ入力となり，電流ベクトル制御下では，
鉄損がないと仮定した場合のd，q軸入力電圧に対し，d，q軸
電圧を増加させると考えられる。そこで，d-q軸に直列に接続
した鉄損抵抗 Rcs を用いて鉄損 Pi_dq = Rcs (Id

2＋Iq
2) で表現する。

したがって，直列鉄損抵抗 Rcs は次式で得られる。

[V]

[Ω]
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■ 図２０ 鉄損測定結果(900min-1)
Fig.20 Measured iron loss (900min-1)

（28）

　参考までに上式で求めた直列鉄損抵抗Rcsを図２１に示す。
トルクに寄与するd，q軸鎖交磁束 λd’ λq’ は vq，vd から電機子
抵抗 Ra と鉄損抵抗 Rcs での電圧降下を除いた voq，vod を用いて，
それぞれ（24）式，（29）式で求められる。

■ 図２１ d,q軸電流同時通電時における鉄損抵抗Rcs
Fig.21 Iron loss resistance Rcs

（29）

一方，図７（a）の等価回路モデルのq軸インダクタンス Lq お
よび相互インダクタンス Lqd は，λq’(id, iq) の値を用いて

（30）

（31）

で求められる。
図２２は速度900 min-1における試験結果から算出した d，q
軸鎖交磁束 λd’，λq’ で，図４および図５の2D-FEA解析結果と
同様な特性となっていることが分かる。図２３，２４は λd’，
λq’ の両特性からd, q軸インダクタンスとd-q軸間の相互インダ
クタンスを求めた結果である。以上，速度900 min-1を例に鉄
損抵抗や機器定数を示したが，他の回転速度においても同様
の結果が得られていることを付記しておく。

４.　トルクの算定結果[7]

図２５，２６にd軸電流 Id＝0%，-40%におけるq軸電流―ト
ルク特性の実験・算定結果とトルク算定誤差を示す（回転速度
1200 min-1）。トルク算定には以下の二通りの方法を用いて比
較した。
（a）　 実測したd軸，q軸電圧 vd，vq から（32）式でd-q軸鎖交

磁束を計算し，（33）式でトルクを算定

（32）

（33）

（b）　 提案手法を基に求めた機器定数を用いて (7)式でトル
クを算定

（a）Id=-40％ 

（b）Id=-80％

（C）Id=-120％

[Ω]
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■ 図２２ d-q軸鎖交磁束
Fig.22 d- and q-axis flux-linkage

■ 図２３ d，q軸インダクタンス測定結果
Fig.23 Measured d, q-axis inductances

　なお，(a)，(b)のトルク算定には機械損相当トルクが含ま
れていないため，機械損相当トルクを減算して実測結果と比
較している。同図より，d軸電流の条件によらず，提案手法に
よるトルク算定結果と実測結果は良く一致しており，誤差と
してはほとんどの部分で目標トルク精度1%以内を実現してい
る。一方，(a)の算定結果は，実測値に対し全体的に高く，ま
たq軸電流に対するトルクの飽和傾向が実測値と異なる。こ
れは，id, iq 一定電流制御時において鉄損によって増加した

■図２４ d，q軸相互干渉インダクタンス測定結果
Fig.24 Measured d-q-axis cross-coupling inductances

■ 図２５ 電流-トルク特性算定結果（Id=0％ ,1200min-1）
Fig.25 Q-axis current vs. torque characteristics

d，q軸電圧がトルクに寄与する各鎖交磁束を増加させたため，
トルクが過大評価された結果である。

（a）Lqd

（b）Ldq

（a）d軸鎖交磁束

（b）q軸鎖交磁束

（a）  電流-トルク特性

（b）  トルク算定誤差
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■ 図２６ 電流-トルク特性算定結果（Id=-40％ ,1200min-1）
Fig.26 Q-axis current vs. torque characteristics

５.　むすび

IPMSMのトルク制御精度向上を目的として，電流ベクトル
制御に適したIPMSMのd-q軸等価回路モデルを提案し，トル
ク特性の算出精度を実測と比較し，その妥当性を示した。今
後は本稿で提案した等価回路モデルをコントローラに実装し，
トルク制御精度の実験ならびにPWMキャリア周波数に依存
して変化する鉄損に対しモデル化を行う予定である。
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