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日本電産サンキョー株式会社様日本電産サンキョー株式会社様

JMAG導入事例

JMAGJMAGを利用した顧客対応力でシェアを獲得を利用した顧客対応力でシェアを獲得

ロボットから小さなマイクロステッピングモータまで

幅広い製品群を扱っている日本電産サンキョー

株式会社。迅速な営業フットワークで提案から製

品化へのスピーディな展開を可能にし、変化が

激しい市場の中でSankyoの製品群は世界トップ

クラスのシェアを誇っている。そのスピードと製品

の開発・設計を支えているのが電磁界シミュレー

ションのJMAG。日本電産サンキョーの本社で技

術開発本部長の宮崎清史執行役員と開発を支

える長野開発技術研究所の佐藤恒雄課長代理、

鶴田稔史課長代理に市場でシェアを握る秘訣と

JMAG導入のメリットや活用方法をお聞きした。

執行役員
技術開発本部長
宮崎清史 氏

－御社の売上げ構成をお聞かせください。

宮崎）弊社では動くものをキーワードに幅広い製

品群を扱っています。その中でも現在のベースは

アクチュエーターです。カメラのレンズを動かす

非常に小さなアクチュエーターの設計・開発・製

造など電磁気を扱ったシステムが多く、磁気シ

ミュレーションは弊社の中でも重要な役割を担い、

我々の商品開発を支えています。

最近は市場の変化が激しく色々変わりますが、

全体の売上比率は、システム機器に関わるものが
約30％で、パーツやユニットが約70％です。各市

場でのシェアはデジカメや携帯電話のレンズアク

チュエーターが相当伸びており、ビデオカメラの
レンズを動かすアクチュエーターでは60％のシェ

アを誇っています。弊社では製品展開を決定した

場合、中途半端なシェアではなく、必ず市場の中

でシェアトップを目指します。

－シェアを握る秘訣を教えてください。

宮崎）お客様からこんなものがないかとご相談を
いただいた時には競合他社の中で一番早く、期待
以上のものを提案しています。競合よりも

激動するモータ市場でシェアを確保

長野開発技術研究所
研究業務グループ
課長代理
佐藤恒雄 氏

長野開発技術研究所
研究業務グループ
課長代理
鶴田稔史 氏

早くお客様にお答えすることを目指すと仕事の8割、
9割は受注できます。また、我々の専門分野に関し
ては絶対に負けないとシェアに拘ります。また、
日本電産グループ全体ではテーマ性のあるものに
は特に注力をしています。１つ目は省エネ。白物
家電でも設備でも液晶や太陽光発電のように必ず
省エネやエコロジーというテーマがあります。２
つ目は軽薄短小。より小さく、軽くすることには
付加価値があります。材料を減らすということは
省エネにも繋がり、相対的にモノの付加価値率が
上がります。3つ目はハーフプライス。値段を今の
半分に安く下げていく。新しい市場や新商品の背
景にはこの３つのテーマが必ず存在しており、お
客様のニーズがあります。
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佐藤）我々の製品は電磁気によって動くものが多
く、それを支え、製品開発の中核を担っているの
が、電磁界シミュレーションです。CAE導入当時
の狙いとしてはモノを作らずに解析で特性を予測
する。簡単に言うとそういうことです。特に最近
は、世の中のトレンドに併せ、我々が扱う製品そ
のものがとても小さなモノになっており、過去の
経験だけでは特性の予測がつきにくくなってきま
した。経験で特性を出せると思っても中々でない。
これはCAEを使わないと絶対に進まないと思いま
した。一旦ミスをしてしまったら、後から手直し
は効きません。お客様の要求に対して迅速に最適
な解を導き出すためには最適化した設計が必要に
なってきます。我々がCAEを導入した80年代から

この考え方がありました。現在は、シミュレー
ションだけであれば１週間以内にお客様の要求に
答えています。

鶴田）我々のテーマにある軽薄短小はまさにギリ
ギリを突き詰めてたどりついた結論でないと実現
できません。取扱い製品はモータがメインですの
で、数あるソフトウェアの中からモータの動きを
考慮できる JMAGを選択し、導入しました。
JMAGはスライド面と移動量を定義すればひとつ
のモデルで簡単に回転ができます。それが一番の
メリットとなり、導入後は飛躍的に解析モデルを
作る時間が導入前に比べ短縮できました。

－どのようにJMAGを活用いただいている

のでしょうか。

佐藤）その後、JMAG以外のソフトウェアを利用
していた時期もありますが、どれも動きを考慮す
る機能としては不足しており、98年にJMAGを導
入しました。JMAGは解析のための機能が充実し

ており、モデル化が容易で動くものを完全に考慮
しているというのが導入決定の理由でした。その
結果、飛躍的に磁場解析の使用頻度が増え、更に
JMAGでフリーメッシュが出来るようになってか
らは3次元CADの普及時期とも重なり、設計者でも
JMAGを扱えるようになりました。電磁界解析は
構造解析と比べると比較的敷居は高いのですが、
弊社では社内教育をおこなっているので設計者で
も解析専任者が行っている解析業務と同様なこと
が出来きるようになりました。今ではJMAGがな
いとお客様と話もできないくらい重要なツールと
なりました。

鶴田）頻繁にJMAGを使っているのは全社で10名
程度です。私がモータやアクチュエーターなど弊
社製品にフォーカスした操作マニュアルを作成し、
解析を必要とする設計者に講習しています。特性
の算出方法は我々が必要なもののみ記載している
ので、飲み込みが早い人であれば教えた直後に操
作マニュアルを見ながら特性まで１人で算出でき
るようになります。『非線形や反復回数とか収束
値とかは考えずにこの数値を使ってください。』
とマニュアルに指示しておりますので、理論的な
ことを知りたければ、後ほど教えるようにしてい
ますが、まずは理論よりも道具として使うことを
第一優先でやっています。そうすることで計算時
間の目安がつき、パーフェクトではありませんが、
お客様に提案する上での解析精度、解析品質に大
きく外されずにスピーディに結果を出すことが出
来ます。

－迅速に期待以上のものをお客様に提案す
る為にはどのような手法を採用しているの
でしょうか。

シミュレーションの中核を
担うJMAG

佐藤）まず始めに我々の組織をご説明しますと、
本社の開発部隊で長野開発技術研究所という組織
に所属し、電磁界シミュレーションと材料の分析
を行っています。各事業所にも解析業務を兼務し
ているメンバーもいますが、私と鶴田の２名が解
析専任者として、主に各事業所で賄えない難しい
解析や各事業所の技術者への教育を行っています。

鶴田）我々の解析の歴史は古く、磁場解析がス
タートしたのは80年代の半ば頃で、有限要素法理
論やプログラミングなどを大学の先生に教えを請
いながら学ぶところから始まりました。当時は
ワークステーションもソフトウェアも非常に高額
だったので、社内でプログラミングしていた時期
もありました。最初は解析結果が合った、合わな
かったというレベルで、80%くらいの精度でした。

携帯電話向けレンズアクチュエータ
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－JMAGでどのような解析をしているの

でしょうか。

JMAGを利用した営業提案が

受注力を向上させる

鶴田）弊社は携帯カメラに入るアクチュエー
ターやステッピングモータなど、小型なモノの
取り扱いが多いので、それに対するトルクや推
力の要求仕様を満たす為の検討をJMAGで行っ
ています。

宮崎）昔は試作をすればよかったのですが、最
近はお客様に提案をする際に、『要求に対する
結果の根拠を出してください。 』と必ず言われ
ます。『解析をしたらこういう特性がシミュ
レーションでは出て、マージンを見てもここま
では多分大丈夫です。』という具体的な話にし
ないと『試作をしてくれ。』という段階には進
みません。やってみないとわかりませんでは、
お金を出してくれません。昔は、『うまく特性が出
ていないので、もう一度やり直します』と言うことが通
用していましたが、今は提案の迅速さが重要なので、
蓄積された経験と解析技術により試作を繰り返さずに
一発で決めることが重要になっています。

－試作機は作らないのでしょうか。

宮崎）JMAGで計算した根拠をもってお客様に
『できますよ！』と提案し、受注をしてから試
作を作り出します。要するに試作機段階という
のはものの性能を出すというよりは、作り方や
組み立ての提案段階にはいってしまうんです。
性能は出ないはずがない。出てあたり前という
段階です。大体、お客様から要求を頂いてから
試作を持っていくという時までには３ヶ月くら
いしかありません。だから試作を1回繰り返す時
間がない。相当念入りに計算をしておいてから
一発勝負で出さないと『もう1回やり直しま
す。』という話には出来ません。もちろん簡単
な試作はしますが、もうそれは動作に向けた点
検です。微妙なチューニングをするということ
ですね。お客様からシミュレーションをしてい
ないものは持ってくるな。と言われる場合もあ
ります。

佐藤）たまにお客様から『どんなソフトウェア
を使っていますか？』とご質問を受けることが
あるのですが勿論『JMAGです。』とお答えして
います。JMAGをよくご存知なお客様はとても多
いですね。試作段階に入り、モノが出来上がっ
たらその結果とシミュレーション結果を比較し、
違っていたらその差分を補正して、解析精度を

向上させています。具体的には材料特性をちょっ
と補正するところです。それで結果が外れたこと
はないですし、お客様からクレームがきたことも
ありません。

携帯電話カメラ用
レンズアクチュエータ外観図

磁気解析 1/4対称モデル

コイル

ヨーク磁性体リング

マグネット

5



JMAG News Letter (Nov.2009)

Simulation Technology for Electromechanical Design

www.jmag-international.com

－JMAG導入の費用対効果はどれくらい

でしょうか。

鶴田）JMAG導入の費用対効果を数字として具体
的に出すことは難しいのですが、試作品1つ作る
にも相当な試作費がかかります。通常、製品を作
る上で数回の試作を行わないといけませんが、そ
れがJMAGを使う事で1回で済みます。試作数回分
以上のコストの節約が出来ているのではないで
しょうか。

宮崎）費用対効果もさることながら世の中がどん
どん進んでしまっていてシミュレーションできっ
ちり検証されていない提案をお客様が受け付けて
くれなくなっている。つまり、シミュレーション
しない事には土俵に上がれなくなってきている。
費用対効果はあるのでしょうけど、ないと売りに
いけない。お客さんに提案できない。だから当た
り前のツールになってしまっています。例えば、
お客様に1週間で提案をしようとすると1週間で試
作機を作って提案をするか、あるいはシミュレー
ションと今までの経験により提案をするかどちら
かしかないんですね。ただ1週間では試作機は作
れないので頑張って1ヶ月で作ってお客様に持っ
ていった頃には1週間で提案をしたところが既に
受注をしてしまっているので比較にならない。そ
ういうことです。とはいえ製品設計自体をコン
ピューターがやってはくれませんから、技術者の
今までの蓄積された経験とツールとしてJMAGを
使ってお客様に結果を出しています。
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事業概要

急速に進化するIT、マルチメディア領域をはじめ、ビジ

ネスや暮らし、さらには様々な産業の場において最新

機器の品質や機能を高める為のマイクロモータ、ステッ

ピングモータ等の各種モータから、カードリーダ、産業

用ロボットまで、多彩な製品群により、新しい価値の創

造に貢献している。

代表者 代表取締役社長 安川 員仁

創 立 1946年6月18日
資本金 35,270,101,264円 （2009年3月31日現在）

http://www.nidec-sankyo.co.jp/

－設計者や解析者が今後JMAGに求め
るものはなんですか？

JMAGへの今後の期待と日本電産

サンキョーの最新開発状況

鶴田）設計者からみるとJMAGは煩雑ですね。で
きるだけメッシュなどを意識させないでパラメー
タをセットしたらメッシュはお任せでやれれば、
設計者が自分の設計業務の道からはずれずに解析
ができると思います。また、設計者がお客様に要
求されるのは１週間や明日までにといった時間が
ないものが頻繁にあります。そういうときに有限
要素法で計算していると一晩では終わらない場合
があるので、大体の結果が早く分かるツールを望
んでいます。

解析者の場合は一言で言うと連成解析に尽きま
すね。設計者が簡単なことはどんどんやり始めて
きているので、今後、解析専任者がやることは連
成解析がメインになってくると思います。JMAG
のモジュールを全部そろえると損失からの熱解析
や振動、騒音の解析が出来ますよね。あと回路の
制御も出来ると思います。後は流体解析が出来れ
ばいいですね。モータが発熱するところまでシ
ミュレーションできて、そこに水を流したらどれ
だけ冷却できるか考慮できれば有難いです。

－最新の開発状況を教えてください。

宮崎）弊社ではデジタル機器の小型集積化が進む
中、モバイル思向の高いデジタルカメラやビデオ
カメラでの採用に向けて独自のモジュールチルト
方式による手ぶれ補正ユニット「ＨＢシリーズ」
を発表しました。2012年度には売上高150億円、
世界シェア60パーセント以上をターゲットにして
います。この光学式手ブレ補正ユニットは自転車
のハンドルにつけてもぶれません。スポーツ中継
や映画等で映像がぶれずにヘリコプターから撮影
されたようなシーンをご覧になったことがあると
思いますが、あれはカメラを雲台という振動吸収
装置に載せて制震を実現しています。このレンズ
アクチュエーターの中には同様のシステムが入っ
ています。開発期間は３ヶ月で、解析者は携わら
ず、設計者だけでJMAGを使い、500種類のパ
ターンをシミュレーションし比較しました。解析
者が作ったマニュアル通りにやればこのような開
発も可能です。このような新しいニーズの開発に
はJMAGがないと話にならない。というくらい重
要なツールとなっています。

光学式手ブレ補正ユニット ＨＢシリーズ（試作品）
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解析時間短縮を実感ください

Parallel Accelerator 2は、電磁界解析ソルバーの並列計算用ツール
です。

今まで解析速度を高める為には、ソルバーライセンスを２ライセンス
購入する必要がありましたが、このParallel Accelerator 2をご利用い
ただければ、１ライセンスで平均1.5倍の速度向上を図ることができ
ます。

コストダウンはもとより、既存の並列ソルバーをご使用のお客様は、
並列数分のソルバーライセンスが必要でしたが、Parallel Accelerator 
2では、１ジョブに要するソルバーライセンスは１つとなりますので、
解放されたライセンスで他のジョブを起動できるようになります。

株式会社JSOLでは、Parallel Accelerator 2 の2ヶ月間無料でお試しい
ただける、"解析速度向上キャンペーン"を実施いたします。

この機会にぜひお試しください。

■ Parallel Accelerator 2　動作環境についてのご注意 
・ 並列計算時に用いるParallel Accelerator 2、及びソルバーライセンスは、解析ジョブ数分のライセンスが必要となります。
   例えば、並列計算を２ジョブ同時に実行される場合は、Parallel Accelerator 2、及びソルバーライセンスがそれぞれ
  ２ライセンスずつ必要となります。
・ 適用可能ソルバーはJMAG- Ver.10 ST,TR,DP(除くFEM+BEM),FQです。

■ キャンペーン概要

■ 条件・ご注意

推奨CPU：
・Intel Xeon 5150, 5160 x 2CPU  (2並列まで)
・Intel Xeon 5272 x 2CPU (2並列まで)
・Intel Xeon 5500番台 (1CPUの場合4並列まで、2CPUの場合8並列まで)
・AMD Opteron 8220 x 4CPU (8並列まで)
・上記以外のCPUをお使いの場合には、弊社までお問い合わせください。
・ノートPCのご使用は推奨しません。

・JMAG Ver.9.1/10.0 Solver （ST,TR,DP(除くFEM+BEM),FQ）を稼動させている弊社正規ユーザー様に限ります。 
・Parallel Accelerator 2を既にご導入のユーザー様もご参加いただけます。 
・本キャンペーンライセンスを現在稼動されているマシン以外でご試用される場合は弊社担当営業までご相談ください。 
・Node lockユーザー様は営業から発行形態をご相談させていただきます。 
・ご報告いただいた結果は統計情報として株式会社JSOLのマーケティング活動にて使用いたします。 
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もっと解析してみませんか？もっと解析してみませんか？
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FAX 返信先
03-5859-6035
株式会社 JSOL

連絡記入欄（ご記入欄はお名刺の添付でも結構です

FAX 申込み欄　　※ご希望の項目にチェックをいれ下記送付先をご記入の上、この面を FAX にてお送りください。

その他お問い合わせ

E-mail:event@sci.jsol.co.jp 

社名

部署名

役職・氏名

住所

TEL

E-mail

：

：

：

：〒

：

：

FAX :

個人情報の取扱いに関して
同意の上申し込みます

下記の FAX 申し込み欄に必要事項を記入の上、お申し込みください。

お申し込み前に、以下『個人情報の取り扱いに関して』をご一読ください。また、同意をいただけない場合は、本セミナーにご参加いただけない場合がございます。

＜個人情報のお取り扱いに関して＞
お客様よりご返信いただいた情報は、株式会社 JSOL が、お客様に対する催物開催、新商品のご案内送付、ＣＡＥソフトウェアのマーケット分析に利用し、他への提供・委託の

予定はございません。株式会社 JSOL の個人情報に関する方針等、管理責任者及びご相談窓口は以下の通りです。

「個人情報保護方針」　 http://www.jsol.co.jp/privacy/guideline.html　　『公表事項』http://www.jsol.co.jp/privacy/kohyo.html　　『管理責任者』　エンジアリング本部長

『エンジニアリング本部個人情報ご相談窓口』（苦情・開示訂正等のご請求窓口）

個人情報に関するお問い合わせは、下記窓口までお願いします。

電話：03-5859-6020　FAX：03-5859-6035　E-mail：cae-info@sci.jsol.co.jp　　※（株）JSOL は、プライバシーマークの認定を受けています。

個人情報の取り扱い都合上、FAX でのお申し込みはお一人様につき 1枚とさせていただきます。
複数名でお申し込みされる場合には、本紙をコピーしてご使用ください。

■ 特典への申込み方法

■ 使用効果報告

Parallel Accelerator 2の使用効果報告ページよりお申し込み下さい。

JMAG News Letter (Nov.2009)www.jmag-international.com
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このテクニカルレポートでは、JMAGの技術開発内容をご紹介します。第3号である今回は、シミュレーションエンジン
の二本柱の1つであるメッシュ生成エンジンについて、その価値と私たちの取り組み内容をご紹介します。

物
理

材
料

メッシュ生成メッシュ生成
エンジンエンジン

計算
エンジン

制御・回路

JMAGのメッシュ生成エンジンの存在価値は、電気機
器の解析に特化していることです。なぜ特化する必要
があったのか。それはお客様のニーズによるものです。

磁気飽和や表皮効果、電磁誘導、機器の運動など、
電気機器では様々な現象が起きています。それぞれの
現象では見るべきポイントが異なり、解析をする上で必
要なメッシュも変わってきます。つまり、多様なメッシュ
生成が求められるのです。

世の中に存在する汎用的なメッシュ生成エンジンでも、
解析ノウハウや時間があれば多様なメッシュを生成す
ることができるでしょう。ただし、より簡単に高い品質の
メッシュを生成したい、というニーズはとても高いです。
それはCAEがものづくりを“支える”ものであって、開発
や設計で使えなければ意味がないものだからです。

JMAGのメッシュ生成エンジンは、電気機器の解析に
特化しています。解析ノウハウや時間は必要ありませ
ん。様々な電磁気現象を正確に表現できるメッシュを
簡単に生成できます。図1にメッシュ解像度の違いによ
る渦電流損失の比較を示します。メッシュの解像度が
解に影響していることが確認できます。

●電気機器の解析に特化

Technical Report Vol.3

強力なシミュレーションエンジン
～JMAGのメッシュ生成エンジンの存在価値とは？～

モータのコギングトルクは出力トルクに対して0.1%程
度しかない上に、振動や騒音低減の流れを受けさらに
低コギング化が進んでいるため、高い精度の解析が求
められることがあります。このような場合は、メッシュノ
イズが解に与える影響は大きく、正しい解を得られない
という問題が起こります。

JMAGのメッシュ生成エンジンは、ノイズキャンセリン
グ技術によってメッシュノイズの低減を実現しています。
これにより、解析ノウハウがなくてもコギングトルクを高
精度に解析することが可能です。図2にノイズキャンセ
リング技術の有無によるコギングトルクの違いを示しま
す。メッシュノイズを低減していない場合はコギングトル
ク波形の周期性や上下対称性が崩れ正しい解が得ら
れていないのに対し、メッシュノイズを低減した場合は
正しい解が得られていることがわかります。

（２）高品質メッシュを効率よく自動生成

（１）メッシュノイズの低減により精度向上

解析においてメッシュ生成はモデル作成作業の一部
に過ぎません。一方で、解の精度を向上させるために
は必要な箇所に適切なメッシュを生成する必要があり、
機器内部の電磁気現象の把握や解析ノウハウが必要
になります。簡単に精度のよい解を得るにはどうしたら
いいか。高品質メッシュを自動的に効率よく生成できな
ければいけません。

JMAGのメッシュ生成エンジンは、アダプティブメッシ
ング法により高品質メッシュの自動生成を実現していま
す。この手法では、プログラム内部でJMAGソルバーと
連携しながら、電磁気現象を高精度に解くための最適
メッシュを生成します。これにより、作業者に依存するこ

電気機器の解析に特化したJMAGのメッシュ生成エン
ジン。重要視したのは、高精度かつ簡単であることです。
具体的にどのように精度向上と簡便性を実現している
のか。取り組み内容を2つご紹介します。

●重要なのは精度と簡便性

図1 メッシュの解像度の違いによる渦電流損失の比較[1]
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Technical Report Vol.3

次号は材料モデリングについてご紹介します。

●電磁界解析で最先端をいくJMAGのメッシュ生成エンジン

JMAGのメッシュ生成エンジンはこれからも進化しま
す。さらなる精度向上や高速化や大規模モデル対応な
ど。お客様に、より簡単に精度のよいメッシュを生成し
ていただくためにやるべきことがまだまだあります。

モデル作成作業の一部であるからこそ「簡単」で、解
析精度を左右する重要な基盤であるからこそ「高品質」
なメッシュを生成を目指し、JMAGは電磁界解析の最先
端を進み続けます。

[1] : JMAG Users Conference 2008 ポスターセッションより
[2] : 三輪、たに、橋本、山田：「アダプティブ・メッシング法による回転機の高

精度トルク計算手法」、電気学会論文誌Ｄ、Vol.123、No.7、pp.790-797、2003
[3] : たに、山田、河瀬：「三次元有限要素法による渦電流および相対運動

を伴う過渡応答解析法の開発」、電機学会静止器・回転機合同研究会
資料、SA-98-10、RM-98-74、1998
[4] : たに、山田、河瀬：「有限要素法による磁気ヘッドの磁界解析のため
の最適メッシュの作成」、信学技法、MR98-52、pp.29-35、1999
[5] : たに、山田、河瀬：「三次元有限要素法およびメッシュ結合法を用い

たリニアソレノイドの動作特性解析」、電機学会静止器・回転機合同研究
会資料、SA-99-16、RM-99-70、1999

●メッシュ専任チームの存在

JMAGのメッシュチームは、長年培ってきた解析ノウ
ハウをもとに電気機器の解析に適したメッシュ生成を
行う技術を有しています。開発のための実装はもちろ
ん、研究成果の論文発表[2]-[5]やお客様のニーズを
直接ヒアリングするためのコミュニケーションも積極的
に行っています。

もちろん、電気機器の解析に特化することだけが大
事なわけではありません。データに対しても形状に対し
てもロバスト性であることやメッシュ生成スピードも重要
だと考えています。なぜなら、メッシュが生成できなけ
れば本末転倒ですし、いくら精度のよい解が得られたと
してもメッシュ生成に膨大な時間がかかっては意味が
ないからです。

JMAGのメッシュ生成エンジンはスピード向上を実現
しました。図3にメッシュ生成エンジンの違いによるメッ
シュ生成時間の変化を示します。解析対象や要素数に
よって違いはありますが、従来のメッシュ生成エンジン
に比べ、新しいメッシュ生成エンジンでは生成時間が9
分の1に短縮されています。

●ロバスト性やスピードも重要

お客様のニーズに応えられるようにJMAGはメッシュ
生成エンジンの改良をし続けています。様々な研究開
発に取り組んでいますが、それらを実施しているのが
JMAGのメッシュチームです。

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

従来 新

メ
ッ

シ
ュ

生
成

時
間

比

図3 メッシュ生成エンジンの違いによるメッシュ生成時間の変化[1]
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となく精度のよいメッシュを効率的に自動生成すること
が可能です。JMAG Users Conference 2005では、株
式会社ケーヒン様にアクチュエータ開発における自動
メッシュ生成機能の使用例をご講演いただきました。
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図2 ノイズキャンセリング技術の有無によるコギングトルクの違い[2]
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設計者のための解析ツール

JMAGJMAG--BusBus

システムの特徴システムの特徴

・少数の設計パラメータを入力するだけで結果を得ることができます。
・解析のノウハウは不要です。
・お客様の個々のワークフローに適合したシステムをカスタマイズによって実現します。
・従来に比べ短時間、低コストでシステム構築を実現します。
・構築後の仕様変更にも柔軟に対応します。

評価する設計値のみを画面に表示

評価を実行するボタンをクリック

評価したい観測値のみを画面に表示

煩雑なCAEソフトの画面操作を
意識する必要はありません。

JMAG-Designerの機能をエンジンとして、ユーザが設計に考慮するパラメータだけを入力

可能としたインターフェースとの接続が従来に比べて容易に構築できるようになりました。

自動記録スクリプト
解析テンプレート
レポート機能

Java、VBAなど使い慣れた言語でインターフェスを構築し、JMAG-Designerのスクリプト

等とつなぐことで、入力と結果の確認をワンタッチで設定できる環境を構築できます。

ＮｅｗＮｅｗ

解析手順を自動化！
カスタマイズもＯＫ！

JMAG News Letter (Nov.2009)www.jmag-international.com
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モータ設計ツール
無料配布中

www.jmag-international.com/jp/express/

for Rotating Machinesfor Rotating Machines

設計仕様を入力 ワンクリック モータの基本特性を出力

Step1 Step3Step2

- ブラシレスモータ（IPM/SPM）および誘導機の基本特性をワンクリックで瞬時に確認できます。

- 時間のない開発・設計ご担当者様でも素早く簡単にお使いいただけます。

- 解析の経験は問いません。

 - テンプレートはユーザーの皆様のご要望に応じてJMAG-Expressのユーザサイトに追加します。

 - オリジナルのテンプレートをJMAGで作成し、JMAG-Expressでご利用いただくことも可能です。

特性: 
トルク、鉄損、銅損、効率、誘起電圧

jmag-express@sci.jsol.co.jp

誘導機バージョン
2009年11月12日リリース
誘導機バージョン

2009年11月12日リリース

JMAG-ExpressJMAG-Express

JMAG-Expressのダウンロードはこちらから

JMAG News Letter (Nov.2009)www.jmag-international.com
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JMAG解析事例 『自己始動形永久磁石モータのトルク特性解析』

解析初心者の方や新しい分野の解析に取り組もうとされる方がスムーズに解析業務を立ち上げられるよう、事例が
ガイドします。今回は、最新事例の中から「自己始動形永久磁石モータのトルク特性解析」と「突極形同期発電機の発電量解

析」をご紹介します。

自己始動形永久磁石モータは、始動時には回転
子のかごにより誘導電動機として動作し、回転子が
同期速度付近になると永久磁石の磁極によって同
期速度に引き込まれ、同期電動機として動作します。
始動装置が必要なく高効率であり、産業用、家電製
品などに使用されます。

誘導電動機として作用する場合、その動作原理よ
り二次導体に誘導される電流が特性に影響します。
そのため、事前に把握することが重要になります。

ここでは、電流密度分布とs-T特性（すべり-トルク
特性）を求めた事例を紹介します。

電流密度分布

すべり0.8における電流密度分布を図2に示します。

すべりが大きい場合は誘導電動機として動作しま
す。コイルが作る回転磁界とロータのかごに誘導さ
れる電流によりトルクが発生するため、誘導電流がト
ルク特性に大きく影響します。

図1 解析対象

フラックスライン

すべり0におけるフラックスラインを図3に示します。

すべりが0の場合は同期電動機として動作します。
この自己始動形永久磁石モータはIPMモータとして動
作するため、永久磁石の吸引力とリラクタンス磁束に
よりトルクが発生します。

図2 電流密度分布

図3 フラックスライン

図4 s-T特性

かご

ステータコア
ロータコア

磁石

コイル

（単位：A/m2）

s-T特性

s-T特性グラフを図4に示します。

この自己始動形永久磁石モータは、すべりが大きい
場合はトルクが小さく、すべりが0.4のときに最大トル
クを得られることがわかります。
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JMAG解析事例 『突極形同期発電機の発電量解析』

突極形同期発電機は水力発電機などに使用され、
ダムなど高所から落ちる水の勢いで発電機に直結し
ている水車が回り、電気が作り出されます。発電機
は磁気飽和により出力が低下するため、課題の1つ
として磁気飽和低減があります。そのため、磁界解
析による磁気回路検討は有益です。

ここでは、突極型同期発電機における磁束密度分
布および無負荷飽和曲線、発電量を求めた事例を
紹介します。

無負荷飽和曲線、磁束密度分布

無負荷飽和曲線を図2、励磁電流値75(A)と100(A)
における0.005(sec)時の磁束密度分布を図3に示しま
す。

励磁電流値75(A)以降では無負荷飽和曲線の傾き
が小さくなることがわかります。励磁電流値が大きく
なるとロータコアおよびステータコアのティースの磁
束密度が高くなり、磁気飽和の増大のため、無負荷
飽和曲線の傾きが小さくなります 。

図1 解析対象

図2 無負荷飽和曲線

図3 0.005(sec)時の磁束密度分布

図4 励磁電流値75(A)の時刻-電流特性

発電量

励磁電流75(A)時のシャント抵抗の時刻-電流特性
を図4に示します。

この突極形同期発電機の発電量は、電流波形の平
均値から880(A)であることがわかります。

ロータコア

ステータコイル
ロータコイル

ステータコア

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150 200 250 300

励磁電流値(A)

U
相

誘
起

電
圧

（
実

効
値

）
(V

)

（単位：T）
励磁電流値

75(A)

励磁電流値
100(A)

0

200

400

600

800

1000

0 0.005 0.01 0.015 0.02

時刻(sec)

電
流

値
(A

)

JMAGのWEBサイトでは、アプリケーションカタログを100
事例以上掲載しております。
ぜひWEBページもご覧ください。
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JMAGユーザー会2009 開催のご案内

2009年度のJMAGユーザー会がいよいよ近づいてまいりました。JMAG同様、ユーザー会も毎年
バージョンアップしております。まず、正式名称を『JMAGユーザー会』と改め、「会議」ではなく、多
くのお客様が参加しやすい「カンファレンス」を意識し、新たに『JMAGユーザー会 2009』として名
称を変更しました。

今年は昨年度を上回る全23の講演をご用意しております。中でも注目して頂きたいのは “IPM
モータの発見と発展；（副題：成熟機器におけるイノベーション）”というテーマで開催する特別セッ
ションです。IPMモータに焦点をあて、成熟機種であったPMモータをどのような視点で捉え、考え
ることで世の中を変えるようなモータに進化していったか、それぞれのフェーズにおいて重要な役
割を担った講演者の方々にお話いただきます。

パワーアップした各種イベントを通し、様々な角度から形式、視点を変えて情報をお届けし、多く
の「発見」を持ち帰っていただけるような機会をご提供させていただきます。

皆様のご参加、心よりお待ちしております。

会 期： 2009 年12 月10 日（木）・11 日（金）

会 場： 東京コンファレンスセンター・品川

〒108-0075 東京都港区港南1 丁目9-36 アレア品川

TEL： 03-6717-7010

参加予定人数： 250 名

参加費用：ユーザー様 無料

一般 ￥52,500 （消費税等込み、昼食込み）

学生 学生向け特別プログラム参加者に限り無料

出展社一覧（五十音順）：
［ 材料メーカー ］

信越化学工業株式会社、新日本製鐵株式会社、住友金属工業株式会社、
株式会社ダイドー電子、China Steel Corporation、TDK株式会社、

日立金属株式会社

［ 計測器メーカー ］
株式会社ディー・エム・ティー、株式会社 東陽テクニカ、横河電機株式会社

［ リアルタイムシミュレータ ］

ディエスピーテクノロジ株式会社

［ 制御シミュレータ ］
Mywayプラス株式会社

［ PC・Workstation・Server ］
住商情報システム株式会社・日本ヒューレット・パッカード株式会社
マイクロソフト株式会社、横川レンタ・リース株式会社

[試作・設計コンサル]
有限会社モーションシステムテック

■ 開催イメージ

メイン会場

モータ、材料、リアクトルや連成関連
など聞きごたえのある23講演をご聴講
いただけます。
休憩時間にはJMAGセミナーも開催します。

JMAGの技術者によるポスター展と
リアルタイムシミュレーター、制御
シミュレーション、測定器にスポットを
あてた企業展示を併設して開催します。

開催概要

テーマは ～発見～

ポスター会場

http://www.jmag-international.com/jp/conference2009/
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プログラム 最新プログラムはお申し込みのＷＥＢサイトでご確認ください

12月11日（金）：ユーザー会（2日目） －パラレルセッション－

全体セッション トランスセッション 誘導加熱セッション

9:30 受付 ポスターセッションもオープンしております。

10:00
希土類磁石の最新開発動向
信越化学工業株式会社
磁性材料研究所 第2部開発室 樋口 大氏

JMAG活用事例の紹介
三井造船株式会社
機械・システム事業本部 機械工場
パワーエレクトロニクス設計部 舩路 俊介氏

10:30
JMAG-RTを活用したモータトルク推定方法の検討
三洋電機株式会社 エコロジー技術研究所
パワーシステム研究部 比田 一氏

CAE技術を用いたクランクシャフト熱処理最適化
富士重工業株式会社
生産技術研究部 稲見 顕子氏

11:00
制御技術が磁界解析にもとめること
名古屋大学 大学院
工学研究科 電子情報システム専攻 道木 慎二氏

B-Hカーブを考慮した
高周波加熱シミュレーションの検討
高周波熱錬株式会社
技術本部開発部 CAE開発課 堀野 孝氏

11:30 昼食（懇親会）

13:10

小型車に適したHEV用駆動モータの開発およびJ
MAG-RTを用いた制御連成解析の紹介
スズキ株式会社
4輪パワートレイン 第一設計部 青山 真大氏

電動車両用非接触充電装置の開発と性能評価
早稲田大学 理工学術院 紙屋 雄史氏

誘導加熱セッションセミナー
実践的な誘導加熱解析方法

13:40
ハイブリッド型ステッピングモータへの電磁界解析適用例
オリエンタルモーター株式会社
商品開発本部 基礎開発部 小堀 勝氏

電力用リアクトルにおける
巻線内ジュール損失に関する一考察
株式会社タムラ製作所 電子部品事業本部
車載事業部 車載統括部 設計G 濱田 勉氏

14:10
PMSGを用いた小型風力発電システムのシミュレーション
九州大学 大学院
システム情報科学研究院 袈裟丸 勝己氏

JMAGを用いたインバータトランスの
巻線配置と結合係数のパラメーター化
ミネベア株式会社 電子機器事業本部
開発部門 電子回路開発部 北川 雅啓氏

14:40 休憩

14:50
高温超伝導回転機の非線形特性解析
京都大学 大学院
工学研究科 電気工学専攻 中村 武恒氏

トランス・セッションセミナー
トランス設計の課題と対策およびトラブル事前予測

15:20
電磁界解析CAEをはじめとする電気系の社内技術教育
三菱電機株式会社 人材開発センター 板垣 秀信氏

15:50
晴海1号プロジェクトの報告
株式会社JSOL 成田 一行、服部 哲弥

16:20 閉会挨拶

16:25 モータ・制御設計者向け電磁界解析入門セミナー（仮）

Interior PM Synchronous Machines: Historical Perspectives, Current Status and Future directions
University of Wisconsin  Prof. Thomas M. Jahns

10:50

12月10日（木）：ユーザー会（1日目）

9:30 受付

10:00
開会挨拶
株式会社JSOL

10:05
JMAG開発計画
株式会社JSOL 山田 隆

11:35 昼食（懇親会）

13:15
IPMモータの製品開発と市場展開
安川モートル株式会社 技術部 出光 利明氏

13:50
トヨタハイブリッド自動車用モータの開発経緯と課題
トヨタ自動車株式会社 HV先行開発部 竹原 明秀氏

14:25
IPMモータの損失解析と形状最適化
千葉工業大学 電気電子情報工学科 山崎 克巳氏

15:00 技術交流時間 展示やポスター、セミナーにご参加ください。

16:20
Acusolve; 3D Thermal Flow Analysis of JMAG Results
ACUSIM Software, Inc. Mr.Farzin Shakib

16:50
インバータに接続可能&非線形応答（JMAG-RT対応）可能なバーチャルモータ

ディエスピーテクノロジ株式会社 開発部 尾崎 順彦氏

17:20
モータの電磁加振力発生要因の検討と低騒音モータの開発
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 メカトロニクス技術部 吉桑 義雄氏

17:50 技術交流時間 展示やポスター、セミナーにご参加ください。
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12月10日（木）（1日目）
■JMAG-Designerを使用したパラメトリック解析
JMAG-DesignerVer10.0よりパラメトリック機能が追加されました。このパラメトリック機能を使用した具体的な解析手
順を紹介いたします。

■電気機器解析における電磁気学の実際
電気機器解析で得られた解析結果を電磁気学に基づいて整理、解釈いたします。

12月11日（金）（2日目）
■実践的な誘導加熱解析方法
誘導加熱解析の特徴を述べた上で、解析技術として誘導加熱を扱う際の注意点について紹介いたします。

■トランス設計の課題と対策およびトラブル事前予測
小型高周波トランスから大型大電力トランスを対象に、小型・低背化や高効率化に向けた対策を示すと共に、発熱や
騒音などトラブル時の特性予測例についても紹介いたします。

■解析手順を自動化する『設計者の為の解析ツールJMAG-Bus』
お客様の設計業務に合わせ解析手順を自動化すると現場ですぐにシミュレーションが使えるようになります。JMAG
を自動化する解析ツールをご紹介いたします。

■制御設計向けモータモデル活用提案
モータドライブシステムにおける制御設計/パワエレ設計におけるJMAG-RTの活用事例を紹介いたします。加えて、

最新リリース版における計算の高速化，新機能を紹介いたします。

■ JMAG分散処理と並列ソルバによる解析時間短縮のご提案
モ大規模解析の時間短縮には、並列計算機能が有効です。JMAGでは多くのハードウェア上で動作する並列ソルバ
をご用意しております。JMAG分散処理機能および並列ソルバが皆様のお役に立つ場面をご紹介します。

出展者によるセミナー

JMAGセミナー JMAG技術者によるセミナーを実施いたします。

12月10日（木）（1日目）

12月11日（金）（2日目）

■インバータモータの電力測定の留意点と実際 横河電機株式会社
精度良く電力測定を行うための留意点や問題点解決のためのヒント、電力計の活用法をご紹介します。

■トルクリップル測定方法とその解説 株式会社東陽テクニカ
モータの騒音・振動問題の原因となるトルクリップル測定の基本的な解説をいたします。
1．トルクリップルとは？
2．測定システムの構成
3．評価手順

http://www.jmag-international.com/jp/conference2009/
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