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News letter Vol.01

イベント開催報告

TECHNO-FRONTIER2009 出展
この度、弊社は 4 月 15 日 ( 水 )~17 日 ( 金 ) に幕張メッセ
で開催された TECHNO-FRONTIER 2009 に出展いたしまし
た。1500 名を超える多数のお客様が JSOL ブースに訪れ、
盛況のうちに終了することができました。
設計者の皆様、
評価・測定ご担当の皆様に JMAG をはじめ、
ＪＳＯＬの様々サービスを知っていただくためにステージ
によるプレゼンテーションと展示コーナーをご用意いたし
ました。ここでは、展示会にご参加できなかったお客様に
向けて当日の内容をトピックスでご紹介いたします。

1. JMAG のご紹介
モータの設計開発で圧倒的な実績を持つ解析ツール JMAG をデ
モをまじえながらプレゼンテーションいたしました。展示コー
ナーでは、PM モータのコギングトルク低減への利用例、イン
バーター駆動時の IPM モータの損失評価などパネルを中心に展
示いたしました。また、6 月にリリースに控えている JMAG
Ver.10 の最新機能をリリースに先駆けてご紹介いたしました。

100 種類を超える JMAG の解析事例を
ご覧になりたい方は３ページ目をご覧ください。

2. 設計者のための新製品 Espresso
今回モータ技術展で発表した『Espresso』は設計者の皆様が瞬
時にモータの特性を抽出できる設計ツールです。設計仕様をご
入力いただくと、ワンクリックでトルク・鉄損・銅損・効率・
誘起電圧などの基本特性を確認することができます。さらに磁
気飽和も考慮いただけます。モータ技術展では 4 月 30 日のリ
リースにさきがけて展示コーナーでデモンストレーションをお
こないました。
設計ツール Espresso の無料お申し込みは
3 ページ目をご覧ください。
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3. モータ設計現場への解析システムの導入
CAE の操作に敷居の高さを感じている方からベテランの方まで
モータ設計に携わる皆様に便利な解析システムのご紹介をいたし
ました。このシステムを導入いただけれれば必要な入力パラメー
タと知りたい結果のみを表示するため、どなたでも簡単に本格的
な解析が可能になります。今回はシステムの使用例を 7 種類のデ
モでご覧いただきました。
＜使用例（デモ内容）
＞
・高効率 IPM モータ設計システム

・高周波焼入れ用コイル設計システム

・低コキング SPM モータ設計システム

・チョークコイルギャップ設計システム

・低鉄損 IPM モータ設計システム

・高効率トランス設計システム

・低騒音 IP モータ設計システム

4. バーチャルモータテストベンチによるモータ性能の追求
今日の高性能モータには極限設計が求められています。高い
要求を満たすためにはモータの中で何が起こっているのかを
把握し、分析することが重要です。CAE 技術を駆使した評価
分析環境を JMAG でバーチャルに構築すれば、実測が困難な
動作時でもモータの内部の状態を可視化することができます。
さらに巻き線・コア材・磁石などの変更や寸法の変更による
モータ特性への影響など要因分析も環境を変えることなく手
元で簡単におこなえます。今回は展示コーナー以外にも出展
者セミナーやブース内セミナーでご紹介いたしました。
出展者セミナー『JMAG によるバーチャルモータテスト
ベンチ』の資料請求は 3 ページ目をご覧ください。

5. トランス設計プロセスのご提案
開発コスト低減、リードタイムの短縮、歩留まりの向上、性
能の更なる向上などトランス設計開発は大きな転機を迎えて
います。最新のシミュレーション技術を使った新しい設計プ
ロセスを活用事例をまじえながらご紹介いたしました。
＜活用事例＞
・チョークコイル AL 値

・電力変換用トランス電磁力

・コンバータ損失・熱特性

・リアクトル直流重畳特性

・非接触給電効率

・リアクトル放射音

出展者セミナー『JMAG によるトランス設計プロセスの
提案 』の資料請求は 3 ページ目をご覧ください。
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6. モータドライブシステムのモデルベース開発

JMAG-RT

電気自動車、ハイブリッド車など高度化、大電流化するモータ
と制御システムはモデルベース開発が最も有効です。JMAG-RT
はモータドライブシステムのモデルベース開発に高精度モータ
モデル ”JMAG-RT モデル ” を提供する仕組みです。制御装置
（コ
ントローラ）と制御対象（モータ）の組み合わせ試験をバーチャ
ル環境で行うことにより、開発工程の早い段階で問題点を抽出
し、改善することが可能になります。会場では、モータドライ
ブ時の特性評価を JMAG-RT を用いてご紹介いたしました。

以上のように展示会場では様々なご紹介とご提案をしてまりましたが、ご来場されなかったお客様も
ご質問やご相談がございましたらお気軽に弊社営業までお問合せください。なお、文中でご紹介した
資料は以下の WEB サイトでご覧いただけます。JSOL では JMAG のご利用をご検討中のお客様に体験
セミナーと 30 日間の無料トライアルをご用意しております。お気軽にお申し付けください。

TECHNO-FRONTIER2009 発表資料
■JMAG 解析事例
http://www.jmag-international.com/jp/catalog/
■新製品 Espresso 無料ダウンロード登録
http://www.jmag-international.com/jp/espresso/
■出展者セミナー資料請求先
http://www.jmag-international.com/jp/

JMAG 無料体験
■体験セミナー
http://www.jmag-international.com/jp/event/
■30 日間無料トライアル
http://www.jmag-international.com/jp/evaluation/
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Free

瞬時にモータ特性を抽出
JMAG から設計ツール 4 月 30 日デビュー！！

使用イメージ

設計仕様を入力

∕∙⇕∐⇩⇕

モータの基本特性を出力

主な特徴
設計仕様からワンクリックでモータの基本特性を確認。
磁気飽和を考慮。
解析経験は問いません。すぐに使えます。

特性
トルク・鉄損・銅損・効率・誘起電圧

※お申込み・詳しい内容は以下の WEB サイトをご覧ください。

www.jmag-international.com/jp/espresso/
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導 入ご検 討のお 客 様 へ
JMAG 体験セミナー／ 30 日間無料トライアルのご案内
JMAG のご導入をご検討されているお客様を対象に体験セミナーと 30 日間の無料トライアルをご用
意しております。是非この機会に JMAG-Designer の使いやすさと様々なサービスをご体験ください。

JMAG 体験セミナー

リニューアル

本セミナーでは製品をご紹介するとともに、テキストに沿いながらご自身で解析を実習していただきます。
ご興味のある課題を選択し、自習していただく時間もご用意しております。

セミナー概要
受講日数

各回半日

対 象 者

エンジニアリング解析ソフトウェアの導入を検討されているお客様

定

各回 4 名 〜 6 名（会場により異なります）

員

13：30 〜 16：30

受 講 料

無料

申込〆切

開催日５営業日前

内

１．JMAGの概要説明

容

＊定員に達した場合、締切らせていただくことがございます。

２．参加者各自のオペレーションによる解析実習
３．JMAG-SLS（セルフラーニング）
を使用した実習
開催スケジュールと詳細は以下の URL からご覧ください。

http://www.jmag-international.com/jp/event/
JMAG 30日間無料トライアル
お客様に 1 ヶ月のライセンスを貸し出しいたします。トライアル期間中は、JMAG が提供する様々な
サービスをご利用いただくことが可能です。洗練されたプリポスト、高速な解析ソルバーをぜひお試しください。

トライアル期間を有効にご活用いただける３つのサービス
① JMAG アプリケーションカタログ
アプリケーションカタログでは、JMAGで適用可能なアプリケーションや解析機能を
お客様に知っていただくため、様々な事例をご紹介しています。

② JMAG セルフラーニングシステム
（SLS）
プラクティスモード
アプリケーション別の解析例を通して、JMAGを操作しながら手順と解析モデルの
導き方を学習します。解析例を通したJMAGの操作方法、解析モデルを作成する際の
パラメータの導き方などを学ぶことができます。

③ 個別機能チュートリアル
機能の使い方やアダプティブメッシュ機能の豆知識満載のPDFをご覧いただけます。
また、サンプルデータもご用意しています。

お申込み以下の URL からご覧ください。

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