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JMAG Newsletter 9 月号のみどころ
熱帯夜も終わりを告げ、すっかり秋めいてきた今日この頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。JMAG Newsletter 9 月号をお
送りします。

「ソリューション」では、7 月 31 日に開催したマルチフィジックスセミナーで紹介した内容とあわせて、活用事例を紹介いたしま
す。

「イベント情報」では、9 月に開催する JMAG-Express ワークショップと、ここまでできる MBD のための JMAG-RT 活用セミナーを
紹介しております。モータ設計に関わる方、モデルベース開発を実施されている方はぜひ参加ください。皆様の参加をお待ちして
おります。

JMAG Newsletter は、JMAG をご利用中の方はもちろんのこと、JMAG をまだお使いでない方々や JMAG を使い始めた方にも
読んでいただきたいと思っております。お近くに JMAG 初心者の方がいらっしゃいましたらぜひ御紹介ください。

今回も盛りだくさんの内容でお届けします。どうぞ最後まで御覧ください。

株式会社 JSOL
エンジニアリングビジネス事業部
電磁場技術グループ
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ソリューション

JMAG のマルチフィジックス解析への取り組み
JMAG は電気機器設計のための解析高度化に応えるべく、10 年以上前から電磁界解析に加えて、熱解析、構造解析およ
びそれらを組み合わせたマルチフィジックス解析の機能開発を行ってきました。近年では、他の CAE ソフトウェアとの連携解
析を行うために、多目的ファイル入出力ツールの開発および STAR-CCM+や Abaqus などとの連携解析にも力を入れていま
す。本稿では、7 月 31 日に行った「電気機器設計のための構造、流体、電磁界連携ソリューションセミナー」の内容について
報告します。

はじめに

マルチフィジックス解析には大きく三つのタイプがあ

JMAG は 1995 年頃から、熱解析、構造解析および

ります。一つは、例えば試作が困難な大型機の設計を

それらを組み合わせたマルチフィジックス解析の機能

多目的に評価するためのものです。これには、電磁界、

開発を行ってきました。加えて、熱源となる損失や振動

熱、流体、構造解析などがそれぞれ別々に適用されま

源となる電磁力、磁歪力および材料モデルの高精度

す。二つ目は、小型化による冷却の問題を詳細に評価

化にも取り組んできました。近年では、2010 年に構造

するために熱源を損失分布として考慮した熱連成解析

非線形解析ソフトウェアである Abaqus との連携解析を

を行うような場合です。最後は、限界設計を行う目的で、

実装しました。今年 2014 年々には流体解析ソフトウェ

磁気、熱、構造、それぞれに相互作用がある場合、そ

ア STAR-CCM+の開発元である CD-adapco とパートナ

れぞれの要因を双方で考慮した Co-Simulation を行う

ーシップ契約を締結し、同様に連携解析を行っていま

場合です。

す。

電気機器特有のマルチフィジックス解析の課

2014 年 7 月 31 に、「電気機器設計のための構造、

題

流体、電磁界連携ソリューションセミナー」と題したセミ
ナーを開催し、電磁界と構造、電磁界と熱流体、と三

電磁界、熱、流体、構造解析を組み合わせたマルチ

者連携の機能およびそれを利用した事例について紹

フィジックス解析を電気機器に適用した場合、いくつか

介しました。本稿ではその内容の一部を紹介します。

解決しなければならない課題があることが分かりまし
た。JMAG のマルチフィジックス解析の取り組みはこの

これからの電気機器設計のためのマルチ
フィジックス解析

課題解決に対する取り組み、といっても過言ではあり
ません。

回転機に対する小型化要求は益々厳しいものにな

例えば課題の一つに温度依存性や応力依存性をも

ってきております。HV 用のモータでは、それに加え、高

つ材料データの入手が挙げられます。材料メーカ様の

電圧化や高速化の影響で出力密度が 30 年で数倍以

協力のもと、データの整備を続けてまいりましたが、引

上になりました。このような厳しい要求に応える設計は、

き続き注力していく必要があるテーマです（図 1）。

磁気設計だけでなく、絶縁技術、冷却技術、機械設計
技術などの技術革新によって実現されています。これ
は、これらの技術革新の一部はマルチフィジックス解
析によって実現されていると言うこともできます。
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(min)

図 1：応力分布を考慮した鉄損解析

次に物理量マッピングです。2 次元のモデルから 3 次
元のモデルへのデータ受け渡し、フルモデル化、物体

(msec)

内部まで含めた節点力マッピングを行う際のデータ肥
大化、表皮効果など磁界解析特有のメッシュの問題な

図 3：磁界・熱連成解析のサブサイクリング

どです。

JMAG のマルチフィジックス解析のアプローチ

節点力のマップに関する課題は、マップ対象領域を
制御する、一般化力に変換するなどの対応を取ってま

高精度電磁界解析の強みを生かしつつ、目的に応じ

いりました。異なる次元、モデルへの対応も行ってまい

たマルチフィジックス解析機能を提供してまいりました。

りました（図 2）。

スモールマルチフィジックス、使いやすい連成解析のイ
ンターフェイス、他の構造解析・流体解析ソフトウェアと

2D 磁界解析モデル

3D 構造解析モデル

の連携、の 3 つです。
スモールマルチフィジックスでは、例えば 3 次元の磁
界解析モデルと 1 次元の熱回路を連成させることで、
低コストの Co-Simulation を実現しています（図 4）。

図 2：2 次元部分モデル(磁界解析)を
3 次元フルモデル(構造解析)にマップ

最後に異なる時間スケールへの対応が挙げられま

図 4: 磁界解析モデルと電気・熱回路を連成

す。電磁気現象と熱現象は一般に時定数が大きく異な
るため、1 ステップ対 1 ステップの連携を行ってしまうと

連成解析をより簡便に行うために解析グループ機能

非常に解析時間がかかります。そこで、周波数磁界解

を開発しました。これを利用すれば参照する結果ファイ

析と非定常熱解析を組み合わせた解析や解析タイミン

ルの指定などを行うことなく、磁界、熱、構造それぞれ

グをコントロールするサブサイクリング機能の開発を行

のモデルの関連付けを行うことができます(図 5)。

いました（図 3）。
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開発に力を注いできました。約 10 億メッシュのモデル
を 500CPU の並列計算で解析したケースも実績とし
て報告されております。メッシュエンジンも独自開発し
ておりそれぞれの現象を捉えるのに適したメッシュ技
術開発を行ってきています。特にサーフェスラッピング
機能は，現時点で業界トップレベルの使い勝手、スピ
ード、形状再現性を実現しています。
JMAG と STAR-CCM+内で損失密度と温度を受け渡

図 5: 磁界・熱・構造解析モデルを一元管理（解析グループ）

した磁界と熱流体の連成解析を行うことができます。
他の CAE ソフトウェアとの連携方法は 2 タイプあり、

現象として、熱伝導、輻射、対流を扱うことが可能です

一つは汎用的なフォーマットを利用したインターフェイ

（図 7）。

ス、多目的ファイル入出力ツールを用いた方法です。
JMAG の解析結果を CSV、Nastran、Universal フォーマ
ットなどの一般的なフォーマットで出力できます。加え
て、他の CAE ソフトウェアで出力された同フォーマットフ
ァイルを読み込むことも可能です。
もう一つは、JMAG と STAR-CCM+、JMAG と Abaqus、
STAR-CCM+と Abaqus を連携してそれぞれ磁界と熱流
体、熱流体と構造、構造と磁界連携解析を行うことが
できるダイレクトインターフェイスです（図 6）。

図 7：JMAG と STAR-CCM+の連携解析

JMAG と STAR-CCM+の連携機能
JMAG と STAR-CCM+との連携には、多目的ファイル
入出力ツールを利用した方法、JMAG-Designer を利用
した方法の二通りの方法があります。多目的ファイル
入出力ツールを利用した場合、発熱密度分布、温度分
布、熱伝達係数分布のやり取りを行うことが可能です。
また、STAR-CCM+の連携インターフェイスを利用し、
JMAG で 定 義 し た 運 動 方 程 式 で 電 磁 力 に 加 え て

図 6: JMAG, Abaqus, STAR-CCM+連携

STAR-CCM+で得られた流体力を考慮した変位を扱う
以下、それぞれの連携機能およびその機能を利用

ことが可能です（表 1）。

した連携事例について紹介します。

「STAR-CCM+と JMAG との連携」
STAR-CCM+は流体解析を中心とした複合領域問題
向けの統合 CAE ソフトウェアです。数多くの産業分野
にて活用され、世界シェアはトップクラスです。
STAR-CCM+も大規模モデルに対応するための技術
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トになる部位が異なります。各速度において発熱源と

表 1：JMAG と STAR-CCM+の連携機能

なる損失分布を考慮し、その損失分布を JMAG から

連携タイプ、
方向

ツール名

物理量

多目的ファイル
入出力

JMAG→
STAR-CCM+

発熱密度

多目的ファイル
入出力

STAR-CCM+
→ JMAG

流体力、温度、
速度、変位

STAR-CCM+の
インターフェイス

STAR-CCM+
←→ JMAG

電磁力、変位、
流体力

STAR-CCNM+に渡すことで、冷却を含めた温度分布
解析を行いました。結果を示します（図 9）。

※→：一方向連携 、←→：双方向連携

JMAG と STAR-CCM+の連携解析例

図 8：モータモデル

JMAG と STAR-CCM+を連携した多面評価、一方向
連成、双方向連成それぞれのタイプの典型的な評価

表 3：モータ仕様

事例を以下に示します（表 2）。

表 2：JMAG と STAR-CCM+の連携解析例
アプリケー
ション

タイプ

評価内容

回転機

多面評価

電磁界解析でトルクを評価し、熱
流体解析で発熱、冷却を評価

回転機

一方向

鉄損、銅損、磁石渦損を発熱源と
した温度上昇および冷却評価

回転機

一方向

熱伝達係数分布を用いた JMAG に
よる簡易高速な熱伝導解析

変圧器

一方向

鉄損、銅損、漂遊損を発熱源とし
た温度上昇および冷却評価

一方向

金属容器を誘導加熱することによ
る内部流体の温度上昇を評価

双方向

液体金属を誘導加熱することによ
る温度上昇および液体金属に生じ
る電磁力による流体の攪拌を評価

IH 調理器

誘導路

型名

10k_D_D_IV

型式

PMSM

出力

10(kW)

電源

DC240(V)/60(A)

ロータ

IPM

ステータ外径

185(mm)

ステータ内径

105(mm)

ステータ

Distributed winding

積厚

37(mm)

磁石

Neodymium sintered

慣性モーメント

2.79e-3(kg·m2)

重量

9.35(kg)

最大電流値

84.8(Apeak)

※モータモデルライブラリのモータモデルを使用
http://www.jmag-international.com/jp/solutions/rt/modellibrary/019.html

以下に、H/EV 用トラクションモータを想定した温度分
布評価事例を示します。使用したモータモデル（図 8）と
モータ仕様（表 3）を示します。トラクションモータは高出
力密度化されるに従い、発熱を如何に抑えるかが一つ
のキーファクターになっています。広範な速度域で動
作するため、動作点ごとに発熱源、またはホットスポッ
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図 11：JMAG と Abaqus の連携解析
図 9：各回転数における熱流体解析結果
提供：株式会社 CD-adapco

JMAG と Abaqus の連携機能
JMAG と Abaqus との連携には、CSE を利用した方法、

JMAG と Abaqus との連携

Abaqus 用ツールを利用した方法、多目的ファイル入出

Abaqus は、航空宇宙、自動車、消費財、エネルギー、

力を利用した方法があります（表 4）。

ライフサイエンス産業等の幅広い分野で発生する多岐

・CSE を利用した場合、発熱密度と温度、変位のや

に渡る技術的問題に対処できる、信頼性の高い堅牢

り取りを双方で行うことが可能です

な線形/非線形およびマルチフィジックスシミュレーショ

・JMAG が提供する Abaqus 用ツールで発熱密度、電

ン 機 能 で 広 く 知 ら れ て い ま す 。 Abaqus が 提 供 す る

磁力を受け渡すことができます

Co-simulation Engine(CSE)は、JMAG や STAR-CCM+

・多目的ファイル入出力を使えば応力分布を JMAG

など他の CAE ソフトウェアとのマルチフィジックス解析

モデルに取り込むことが可能です

を可能にします（図 10、11）。

表 4：JMAG と Abaqus の連携機能
ツール名

図 10：Abaqus/Standard でのマルチフィジックス
提供：ダッソー・システムズ株式会社 SIMULIA 事業部

連携タイプ、
方向

物理量

Co-simulation Engine
ファイルベースの手法
(非 CSE 連携)

JMAG
←→ Abaqus

発熱密度、
電磁力
温度、変位

Abaqus ファイルへの
発熱設定

JMAG
→ Abaqus

発熱密度

Abaqus ファイルへの
電磁力設定

Abaqus
→ JMAG

電磁力

多目的ファイル
入出力

Abaqus
→ JMAG

応力

JMAG と Abaqus で電磁力と応力、変位を受け渡した

JMAG と Abaqus の連携解析例

磁界と構造の双方向連成解析を行うことができます。

JMAG と Abaqus を連携した多面評価、一方向連成、
双方向連成それぞれのタイプの典型的な評価事例を
以下に示します（表 5）。
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ぞれ磁界と熱流体、流体と構造、構造と磁界連携解析

表 5：JMAG と Abaqus の連携解析例
アプリケー
ション

を行うことができます（図 13）。
タイプ

評価内容

回転機

多面評価

電磁界解析でトルクを評価、構造
解析で遠心力による応力を評価

回転機

多面評価

カシメによる応力評価、応力による
材料特性劣化と発熱を評価

回転機/
変圧器

一方向

電磁力、磁歪を加振源とした
振動、騒音評価

回転機

一方向

焼嵌め、圧入による応力を
考慮した鉄損評価

変圧器

一方向

巻線に働くローレンツ力を
荷重とした強度評価

双方向

被加熱体内部に生じたジュール
損失を元に温度上昇を求め、
熱応力による変形も考慮し、電磁
界・熱伝導・構造解析を繰り返す

高周波焼
き入れ

電磁整形

双方向

図 13：JMAG、STAR-CCM+、Abaqus の連携解析

JMAG、STAR-CCM+、Abaqus の連携機能
JMAG、 STAR-CCM+、 Abaqus を利用した、磁界、
流 体 、 構 造 連 携 解 析 が 可 能 で す 。 今 後 、 JMAG,
Abaqus, STAR-CCM+の三者を組み合わせた、一歩進
んだ磁界、構造、流体連携解析環境を構築してまいり

成形対象の金属に大きな電磁力
（ローレンツ力）を発生して、瞬時に
変形する。変形中の状態を考慮し
電磁解析と構造解析を繰り返す

ます（表 6）。

表 6：JMAG、STAR-CCM+、Abaqus の連携機能

以下に、モータのカシメ解析事例を示します（図 12）。
ツール名

モータの電磁鋼板を固定するカシメでは、絶縁被膜の
破れによる渦電流の短絡と応力による材料特性の劣
化が生じます。一方で、カシメ形状に合わせて積層鋼
板１枚ずつモデル化することは現実的ではありません。
ここでは、Abaqus を用いて劣化範囲と応力を推定し、
JMAG で部品わけにより、特性劣化とコア全体に生じ
る渦電流の影響を検討しました。その結果を以下に示
します。

連携タイプ、
方向

物理量

Co-simulation
Engine

Abaqus
←→ JMAG

発熱密度、
温度、変位

Co-simulation
Engine

STAR-CCM+
←→ Abaqus

流体力、温度、
熱流速、変位

JMAG-Designer

STAR-CCM+
←→ JMAG

電磁力、変位、
流体力

JMAG、STAR-CCM+、Abaqus の連携解析例
一方向連成、双方向連成それぞれのタイプの典型的
な評価事例を示します（表 7）。

図 12：カシメが及ぼす渦電流解析事例

JMAG、STAR-CCM+、Abaqus の連携
JMAG、STAR-CCM+、Abaqus を用いることで、それ
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それぞれがマルチフィジックスのソリューションを別途

表 7: JMAG、 STAR-CCM+、 Abaqus の連携解析例
アプリケー
ション

回転機

電磁整形

誘導加熱

もっており、異なるモデル間での物理量の受け渡しに
タイプ

評価内容

注意が必要なことを認識したうえで、インターフェイス

焼嵌め、圧入、カシメによる応力の
影響を考慮し鉄損解析を行い、鉄
損を発熱源とした発熱、冷却評価
を行う

の開発を行っておりますし、今後益々の連携機能強化

成形対象の金属に大きな電磁力
（ローレンツ力）を発生して、瞬時に
変形する。変形中の状態を考慮し
て電磁解析と構造解析を繰り返す

開発元同士の連携というだけでなく、サポートに関し

双方向

双方向

被加熱体内部に生じたジュール損
失を元に温度上昇を求め、熱応力
による変形も考慮して、電磁・熱流
体・構造解析を繰り返す

一方向

を図ってまいります。加えて、サポート体制にも質問が
及びました。

ても、どこにお問い合わせいただいても可能なようにし
ております。ぜひ活用ください。
（鈴木 雄作）

以下に、IPM モータの焼嵌を考慮した鉄損解析およ
びそれを発熱源とした温度分布解析例を示します。
Abaqus を用いて焼嵌めの解析を行いステータコアに
働く応力分布を求めました。その応力の影響を考慮し
て鉄損解析を行いました（図 15）。それによる損失分布
を考慮して劣化を考慮しない場合と考慮した場合とで
温度分布解析を行いました。(図 16)

図 15：焼嵌めを考慮した鉄損解析

図 16：焼嵌めによる材料劣化を考慮した温度分布解析
（左：劣化考慮なし、右：劣化考慮あり）

最後に
本セミナーを通じて三者連携ソリューションを紹介い
たしました。質疑応答や休憩時間を使って非常に活発
な技術的な議論が行われました。その 1 つはソフトウェ
ア間での物理量の受け渡しに関するものでした。3 者
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ソリューション

電磁弁解析ソリューション
JMAG はリリース当時から電磁弁解析に取り組んでおり、お客様の間でも様々なテーマに応じて JMAG を御利用いただい
てきました。ここでは、電磁弁の応答特性評価に着目して、JMAG を利用したソリューションを紹介します。

はじめに

生するため、通電開始後に必要な吸引力が得られず、

電磁弁を利用した流量の正確な調節には、弁を駆

立ち上がりの応答波形に遅れとして影響が顕れます。

動する吸引力を正確に予測し、制御する必要がありま

渦電流は金属表面に集中して流れる性質（表皮効果）

す。このため、電磁界解析の解析対象としても取り上

があるため、解析では表皮効果を正確に捉えたモデリ

げられることの多い磁気デバイスです。これまでもプラ

ングが必要になります。

ンジャーの静推力だけでなく、運動、駆動回路と組み

このモデリングは、渦電流の発生する表皮領域内に

合わせて応答特性を評価するなど、幅広い解析が行

十分な分解能を持つメッシュ（表皮メッシュ）を生成する

われてきました。本稿では、JMAG による電磁弁の応

ことで可能です。渦電流の影響を抑える目的で、固定

答特性評価のためのソリューションを紹介します

子表面に溝構造を入れた例を示します（図 1）。本例で

電磁弁の応答特性の評価では、プランジャーに働く

は、溝構造有無による通電直後の応答特性の改善状

吸引力、即ち電磁力の扱いが重要です。電磁力は電

況を比較評価しており、溝による渦電流の流れを抑え

磁弁を構成する磁気特性により定まりますが、材料特

ることで、約 20%の向上が見られました（図 2）。

性や環境に応じて渦電流、残留磁化の影響を考慮し
た解析が必要になります。本稿では、渦電流、残留磁
化が応答特性に及ぼす影響について事例を通して紹
介いたします。
また一般に電磁弁は、制御対象としてシステム内の
コンポーネントとして利用されます。システム側に視点
を移して応答特性の評価をみると、電磁弁単体ではな

図 1 固定子に溝構造のないモデル（左）とあるモデル（右）

く、電磁弁を含むシステム全体の応答特性を解析する
必要があります。本稿では、システム制御シミュレーシ
ョンの視点から応答特性を解析した事例も紹介いたし
ます。

渦電流の影響
弁の開閉動作のみに着目したオンオフ弁は一般に
高速な応答を要求されますが、プランジャーや固定子
に渦電流が発生して、設計上の問題になることがあり
ます。渦電流は電磁弁内の主磁束を遮蔽するように発

図 2 溝の有無による応答波形（移動量）の比較
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残留磁化の効果
解析の詳細度が上がるにつれて、残留磁化の影響
が実測と解析に差を生じさせる原因となることがありま
す。残留磁化は、磁気ヒステリシス特性に起因しており、
吸引力に寄与するため、移動量などの応答波形に影
響を及ぼします。
JMAG による解析では、残留磁化を含む磁気ヒステ
リシス特性をはじめ、材料モデリングに関する新技術

図 3 渦電流/残留磁化の有無による吸引力の比較

の開発に積極的に取り組んでおり、製品としても展開
しています。電磁弁の設計においても、残留磁化によ
る吸引力への影響を扱った事例を JMAG のユーザー
会で発表いただいています(1)。
渦電流を含む残留磁化の有無による吸引力と応答
特性（移動量）を比較した例を示します（図 3、図 4）。図
3 における吸引力の立ち上りからピーク値あたりの波
形（～2(msec)）では、渦電流による磁気遮蔽のため、
吸引力が低下しますが、残留磁化の影響は見られま
せん。これは、解析の初期状態として、残留磁化のな

図 4 渦電流/残留磁化の有無による応答波形（移動量）の比較

い磁化曲線の原点から始まると仮定しているためです。

システム制御シミュレーション

その後、吸引力波形がフラットになっている領域があり
ますが、これは電流一定制御により変位を一定に保っ

システムから見た電磁弁は制御対象（プラント）であ

ていることを示しています。残留磁化を考慮した解析で

り、システム制御シミュレーションでは、運動方程式や

は、考慮しない解析に比べて、残留磁化の分だけ大き

電圧方程式で記述された数式モデルとして扱われます。

な吸引力が発生しています。

製品ごとの特徴は質量やインダクタンスなどの方程式

また図 4 の応答波形では、残留磁化を考慮した解析

の係数として表されますが、限られた項数しか持たな

で、電流を切った直後の応答に遅れが見られます。こ

い方程式に、一定の係数値として製品の特徴を全て押

れは、バネによる復元力が残留磁化による吸引力を超

し込めることはできません。例えば電磁弁のインダクタ

えてからプランジャーの移動が始まるためです。残留

ンスは、駆動電流やプランジャーの移動に応じて磁気

磁化が発生する材料では、これによる吸引力が応答

回路が大きく変化するため、一定の係数値としては表

特性に顕著な影響を与えることがわかります。

せません。このため、数式モデルに代わる詳細なプラ
ントモデルを制御シミュレーションに取り込んだ技術が
必要になります。
JMAG では以下に示す 2 つのアプローチをとることが
できます。
1 つ目は有限要素モデルをそのまま利用する手法
（以下、直接連携）です。JMAG と制御シミュレータを繋
いで双方向で電圧、電流、位置情報、吸引力のデータ
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をやり取りしながら解析を進めていきます。互いのシミ
ュレータを直接繋ぐため、詳細なシステム制御シミュレ
ーションだけでなく、制御中のプラントモデル内に発生
する渦電流などの現象も同時に解析できます。このた
め直接連携は、制御時にプラントモデル内で生じる詳
細な電磁現象を見るのに適した手法といえます。
2 つ目は有限要素のモデルから制御シミュレータで
必要なプラントモデルの情報を抽出し、テーブルデータ
として参照させる手法です。JMAG には有限要素モデ
ルからプラントモデルの情報を抽出してテーブルデー
タを作成する JMAG-RT と呼ばれるソリューションがあ

図 6 図 5 の制御回路に基づく指令値と応答値
（MATLAB/Simulink による）

ります。以下ではこのプラントモデルを用いて制御連携
を行う手法を JMAG-RT 連携と呼びます。従来の制御

おわりに

シミュレータ内で利用していた一定係数からなる数式

本稿では、電磁弁の応答特性に着目して JMAG に

によるプラントモデルではなく、必要な動作領域をテー

よるソリューションを事例により紹介しました。

ブルとして用意することで、動作点ごとの材料や形状

JMAG は電磁弁解析に着目した新しい機能を導入し

特性を反映した制御シミュレーションが可能になりま

ていきます。6 月にリリースされた JMAG-Designer

す。

Ver.13.1 では、運動時の衝突を考慮した解析が可能に

この手法は双方向の直接連携と異なり、制御シミュ

なっています。この機能を利用することで、高速駆動時

レータだけが動作するため、制御時のプラントモデル

のプランジャーが固定子に衝突し、応答特性に振動が

内で生じる渦電流の振る舞いを同時に確認することは

生じる状態を再現したシミュレーションが可能です。さ

できませんが、直接連携に比べて高速な解析を実現し

らに、ユーザーサブルーチンを利用して、流体力など

ます。システム制御側から見た電磁弁の吸引力や応

の外部力を取り込んだ解析機能を開発中です。

答性を見るのに適した手法といえます。また高速性を

これから電磁弁の解析を始めようと検討されている

活かして、システム制御に最適なゲインパラメータ等の

方も、すでに始められている方もぜひ今日紹介した内

探索、調整を行うことが可能です（図 5、図 6）。

容をご参考頂いて、進んだ解析に取り組んでいただけ
れば幸いです。

＜参考文献＞
(1)篠崎美晃：残留磁化による吸引力解析 ～実体との
相関性確認～ JMAG Users Conference 2012
（西尾 隆行）
図 5 JMAG-RT 連携を利用した電磁弁のシステム制御シミュレ
ーションのため制御回路
※図中の RT と記載されたファイルは、JMAG が提供するテーブ
ル連携用プラントモデルを生成するツール JMAG-RT より生成さ
れたプラントモデルを表す

13

JMAG Newsletter（September,2014）

WEB

JMAG 動画による機能紹介
JMAG のウェブサイト（www.jmag-international.com）では最新機能を含む JMAG の数多くの機能を動画で紹介しています。
ルック＆フィールを御覧ください。

機能動画アクセス方法
簡単 3 ステップで、動画の自動再生がスタート

ステップ 2
観たい動画のカテゴリを
クリック

ステップ 1
JMAG-Designer のプ

ステップ 3

ロダクト紹介ページを

観たい動画のスタートボタン

クリック

をクリック

またはバナーをクリッ

自動再生スタート

ク
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動画カテゴリ
50 本を超える動画を御用意、解析の流れを網羅

・

CAD システムと ・
の連携

・

2 次元形状作成

・

2 次元から 3 次元
へのモデル拡張

・

・

・

・

磁気的なギャップ
の考慮

・

形状の簡略化

・

磁界解析

た磁石設定

・

デフィーチャー

・

構造解析

減磁した磁石の再

・

メッシュモデルの ・

熱解析

寸法の変更

・

電界解析

・

回路連成

利用

コイルエンド形状
の作成

・

・

着磁解析を利用し

・

・

操作スクリプトの
記録と実行

・

材料、条件、結果
評価設定の

温度依存 B-H 特

・

モーフィング

性

・

表皮効果を考慮し ・

スモールマルチフ ・

2 つの結果の差

たメッシュの

ィジックス

分表示ベクトルの

マルチフィジックス

粗密コントロール

温度依存熱 /
機械特性

・

生成(表皮厚さ)

加工劣化の考慮

・

運動を考慮したメ ・

最適化

ッシュの生成

自動化/スクリプト

ロータの返信解析
ほか

・

・

・

・

(解析ステップごと

・

部品ごとの結果
分布表示

・

にメッシュを生成)

テンプレート化

多目的ファイル出
力

主な機能動画の流れ
動画はおよそ 1 分～2 分です。お気軽に御覧ください。
例：磁石渦電流解析

00：02

00：11

00：17

00：36

00：39

スクリプト：
00：02

ギャップ境界条件を使用して、モータ磁石の渦電流密度分布を確認しましょう

00：11

まず、2 次元の負荷解析を行います

00：17

次に、3 次元の磁石渦電流解析を行います
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00：36

計算を実行しましょう

00：39

磁石の電流密度分布を確認できました

今後、積極的に、動画を使って機能紹介を行ってまいります。
知りたい機能などございましたら、お知らせください。皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。

動画は YouTube でも御覧いただけます。

http://www.youtube.com/user/JMAGTVJapan
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JMAG を 100％使いこなそう

よくある問い合わせの中から
JMAG は先行研究開発から製品の量産設計、教育分野まで幅広く御利用いただいております。この JMAG Newsletter を御
覧いただいている方の中には、JMAG の操作に慣れていない、設定方法に確信を持てずに戸惑いながら使用している方など
もいらっしゃるのではないでしょうか。JMAG 使用中に疑問に思ったことは、ユーザーサポートだけでなく、御自身でも解決でき
るよう弊社のホームページに FAQ を掲載しております。
今回は、その FAQ から、最近よくあるお問い合わせ 4 つを紹介しています。“操作方法”、“解析技術”、“トラブルシューティ
ング”とカテゴリーを分類しておりますので、御興味のある項目をお読みください。

操作方法 FAQ-941

Q１．構造解析で得られた変形後のメッシュ情報は出力できないでしょうか。
熱膨張による変形状態を構造解析で求めたのですが、変形後の形状を他のソフトウェアで利用したいと考えています。多目的
ファイル作成ツールを用いても変形前のメッシュ情報しか出力できないのですが、何か方法はないでしょうか。

A１．磁界解析にて変位条件を用いて構造解析の結果を取り込んでください。変形後のメッシュ
情報が得られます。
構造解析の結果ファイルから直接メッシュ情報を出力することはできませんが、磁界解析の変位条件を利用することで変形後
のメッシュ情報を出力することが可能です。手順を以下に御案内いたします。

1) 構造解析を行い、変位情報を持った結果ファイルを得ます。
2) 1)の解析と同じメッシュ情報を持つ磁界解析スタディを作成します。
3) 変位条件を使用して、1)で得た結果ファイルを参照します。
4) 磁界解析を行い、結果ファイルを得ます。
5) 4)の結果ファイルを多目的ファイル出力ツールを用いて Nastran ファイルで書き出しを行います。

なお、変位条件を用いて適用できる変形は、微小変形を想定しています。
変形量が大きい場合、周囲のメッシュが形状を維持できずエラーとなる場合がありますので御留意ください。

【その他資料等】
変位条件について詳しく知りたい方は以下のヘルプも御覧ください。
JMAG-Designer ヘルプ > 解析 > 磁界解析スタディのプロパティと条件設定 > 変位 > 変位条件
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操作方法 FAQ-918

Q２．複数の計算を同時に実行する方法を教えてください。
使用しているマシンでは、JMAG ライセンスもマシンパワーにも余裕があり一度に複数の解析を実行できそうです。
どのように操作すれば複数の解析を同時に実行できるでしょうか。

A２． JMAG-Scheduler を使用し、［同時実行ジョブ数］の設定を変更してください。
JMAG-Scheduler のメニュー画面から、［設定］ > ［ジョブ数の設定］ と選択すると［同時実行ジョブ数］ の設定を変更できます。
この数値分だけ同時に解析を実行することができます。

さらに、JMAG-Designer12.1 以降のバージョンを御使用であれば、［解析タイプごとに同時実行ジョブ数の上限を設定する］のチ
ェックボックスが追加されています。

例えば、3 次元過渡解析は 1 ライセンスしかないけれど、2 次元過渡解析は 2 ライセンスある場合、単純に「3 つのジョブを上限と
する」設定ですと、2 次元過渡解析を 3 つ設定した際に、1 つはライセンス不足のエラーが出てしまいます。
そのような場合には解析タイプ毎にジョブ数を設定してください。

なお、JMAG-Scheduler とは、JMAG-Designer から独立して解析計算を管理するツールです。
JMAG-Designer にてスタディを右クリックし［現ケースの実行］または［全ケースの実行］を選択すると、解析が終わるまで
JMAG-Designer を操作できなくなります。
解析中に、JMAG-Designer でモデル作成や結果の評価を行う場合には、［現ケースのバッチ実行］または［全ケースのバッチ実
行］を選択してください。
バッチ実行を選択すると、JMAG-Scheduler が解析ジョブを管理しますので、解析中でも JMAG-Designer を操作することが可能
になります。

【その他資料等】
JMAG-Scheduler の機能について詳しく知りたい方は以下のヘルプを御覧ください。
JMAG-Designer ヘルプ > 解析 > 解析実行 > JMAG-Scheduler を用いた連続実行

操作方法 FAQ-942

Q３．MPP 並列計算に適したハードウェア環境について教えてください。
3 次元モデルの解析を多数計算する機会が増えてきたため、計算用のハードウェア環境を見直しています。高並列分散メモリ
型（MPP）の並列計算機能を利用することを考えているのですが、マシンを導入する上で推奨するマシン環境はありますか。

A３．MPP 並列計算機能を利用する場合、通信速度がボトルネックにならないように環境を整え
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てください。
MPP 並列計算機能は、ネットワークで接続された複数のマシン（クラスタ）を用いて処理を並列化する機能です。クラスタ内の複
数 CPU に加え CPU 内のマルチコアも利用することが可能です。従来よりも高い並列度の解析が可能となり、更なる速度向上が期
待できます。
JMAG MPP ソルバを用いて高い並列性能を得るためにはハードウェアの選定も重要となります。まず、各ノードについては、
Intel Xeon E5 シリーズ以降等のメモリバス性能が高い CPU を選定します。また物理メモリを挿入するメモリスロットをすべて埋める
ことで、ハードウェアの並列性能を高めることができます（図 1）。
本ソルバは、1 ノード中のマルチコアのみでの計算も可能ですが、高並列計算をする場合には複数ノードの使用を推奨します。
その場合、ノード間のネットワークについては Infiniband を御使用ください。
対応 OS は、以下の通りです。いずれも 64bit OS です。

Windows
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows HPC Server 2008 R2
Linux
RedHat Enterprise Linux 5、 6

図 1 ハードウェア構成の例
(上：メモリスロットを埋めた良い例、下：メモリスロットを余らせた悪い例)

【その他資料等】
MPP 並列計算の環境準備について詳しく知りたい方は以下のヘルプも御覧ください。
JMAG-Designer ヘルプ > 解析ごとの機能説明 > 磁界解析 > スタディのプロパティ
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> ソルバーコントロール > 並列計算(MPP) > MPP による並列計算の環境準備と実行

操作方法 FAQ-943

Q４．パラメトリック計算を行ったあとの結果を自動で集計する方法を教えてください。
A４．応答グラフ機能と結果の計算機能や最適化機能の評価関数を組み合わせると様々な結果
を集計することができます。
例えば、電流振幅-効率の関係グラフを作成したい場合は、電流振幅でパラメトリック計算を行い、評価関数として効率の計算
式を定義してください。その後、応答グラフを新規作成し、X 軸に電流振幅、Y 軸に効率を指定すると電流振幅-効率特性グラフが
得られます。
詳細な手順を紹介いたします。

使用するデータ： JMAG-Designer のインストールフォルダ/sample/2dmotor/2D_PM_motor.jproj
スタディ： 2D_PM_motor_load

1) 電流振幅を変数としたパラメトリック計算を行います。
I.

[ケースコントロール] > [設定一覧] にて、[3 相電流源]の[振幅]をチェックし、変数名に”Iamp”と設定します。

II.

[ケースコントロール] > [ケースの表示] にて、3 ケースを追加してそれぞれ Iamp に 2、6、10 と設定します。
Iamp = 4、2、6、10 の 4 ケースが作成されます。

III.

[全ケースの実行]を行います。

2) 効率の計算に必要な情報を応答値として登録します。
I.

トルクの平均値を応答値として登録します。
i.

[ヒストリグラフ]より[トルク]を表示します。

ii.

メニューの[計算]より[応答グラフ用データ]を選択します。

iii.

計算方法に[単純平均]、対象に”Coil”を選択し、変数名に”JouleLoss”と設定します。残りはデフォルトの設定を
使用します。

iv.
II.

III.

[OK]をクリックして得られたテーブルにて、[応答値として登録]をクリックします。
コイルのジュール損を応答値として登録します。

i.

[ヒストリグラフ]より[ジュール損失]を表示します。

ii.

メニューの[計算]より[応答グラフ用データ]を選択します。

iii.

計算方法に[積分平均]を選択し、変数名に”Torque”と設定します。残りはデフォルトの設定を使用します。

iv.

[OK]をクリックして得られたテーブルにて、[応答値として登録]をクリックします。
回転速度を応答値として登録します。

i.

[ケースコントロール] > [設定一覧] にて、[運動：回転]の[速度一定値]をチェックし、変数名に”Vel_rpm”と設定し
ます。

3) 最適化機能の評価関数に効率を計算する式を定義します。
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I.

[ケースコントロール] > [最適化] > [目的関数] にて、[追加]を押します。

II.

説明と式に次の設定を行います。
説明： Efficiency
式： 2*pi*Vel_rpm/60*Torque / (2*pi*Vel_rpm/60*Torque + JouleLoss)

4) 応答グラフにて、X 軸を電流振幅、Y 軸を効率としたグラフを作成します。
I.

[応答グラフ] > [グラフ] にて、新規作成を行います。

II.

X 軸、Y 軸にそれぞれ次の設定を行います。
X 軸： 3-phase Power Supply (3 相電流源): 振幅
Y 軸： Efficiency

III.

図 2 の電流振幅-効率特性グラフが得られます。

図 2 電流振幅-効率特性グラフ

【その他資料等】
応答グラフについて詳しく知りたい方は以下のヘルプも御覧ください。
JMAG-Designer ヘルプ > 結果表示 > 応答グラフ > 応答グラフ
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解析技術 FAQ-922

Q５．誘導機のトルク特性を簡単に評価する手順を教えていただけないでしょうか。
A５．詳細な特性を評価する場合は過渡応答磁界解析を行う必要がありますが、定常状態でのト
ルク特性を評価するだけでしたら周波数応答磁界解析をお試し下さい。
以下に、周波数応答磁界解析で誘導機を解析する際の注意点を紹介します。

誘導機のロータに働くトルクを求める場合、誘導機のロータに発生する回転磁界に着目します。例えば、同期速度が 1500rpm
の誘導機を想定すると、ステータのコイルに生じる回転磁界は 1500rpm となります。
ここで、ロータの回転速度が 1350rpm の状態では、コイルによる磁界とロータの回転速度の差は 150rpm となり、ロータの導体
は 150rpm の変動場にさらされて誘起された電流が流れます。ロータのトルクを求めるには、ロータが感じる回転速度による渦電
流を評価すればよいので、周波数応答解析を用いた概略評価が可能となります。
計算時間を短縮するために、ステータとロータの位置を固定し、ステータのコイルに 150rpm 相当のすべり周波数の電流を通電
して下さい。

【その他資料等】
上記の考えに基づいて解析を行った事例を JMAG アプリケーションカタログにて紹介しています。
63 - かご型誘導電動機のトルク特性解析

WEB 上でのテクニカル FAQ
弊社ホームページでもテクニカル FAQ を紹介しておりますので、合わせて確認ください。
URL：http://www.jmag-international.com/support/ja/faq/index.html （ユーザー認証あり）

テクニカル FAQ は、実際にお客様が疑問もしくは不明に思った問い合わせですので、御覧いただくことで新しい JMAG の利用方
法も発見できることもあるかと思います。弊社ホームページの FAQ も随時更新していきますので、JMAG Newsletter と併せて利用
頂き、解析業務を効率化させていただきたいと思います。JMAG を使用していて不明点や疑問点が生じた場合、JMAG テクニカル
サポートを御利用ください。JMAG を 100%使いこなしましょう。
（近藤 隆史）
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イベント情報

JMAG ユーザー会 in Germany 開催案内
JMAG ユーザー会 2014 は、昨年に引き続き世界各国で開催いたします。ここでは、ドイツでのユーザ会について紹介しま
す。
JMAG ユーザー会は技術者同士のコミュニケーションを重視したプログラムとなっております。電磁界解析の利用状況な
どの情報を収集する良い機会ですので、ぜひご参加ください。

JMAG Users Conference in Germany
JMAG ユーザー会を開催します。

開催概要
主催 ： POWERSYS
日時 ： 2014 年 9 月 23 日（火）～9 月 24 日（水）
場所 ： Steigenberger Airport Hotel（ドイツ：フランクフルト）
URL ： http://powersys-solutions.com/JMAG_UC/

欧州 JMAG ユーザー会を開催します。
1 日目がテクニカルディ、2 日目がユーザー事例講演という 2 日間で構成されています。
鉄損や効率マップといった機能フォーカスのワークショップや、電気自動車といった特定の業界に対するワークショップも開催し
ます。電磁界解析の技術動向や利用状況などの情報を収集する良い機会です。ぜひ御参加ください。

プログラム 1 日目：JMAG Technical Day
3 sessions in parallel:
9:00

#1 -Basic Training
#2 - Motor Design Training
#3 - One-to-One meeting

13:30
16:15

Interactive Show-Case
Advanced Demo
JMAG V13.1: New features training and demos.

プログラム 2 日目：JMAG Users Conference
09:15
10:15

Recent developments and roadmap
JSOL Corp.
Title to be defined
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Application Engineer, POWERSYS
10:45

11:15

11:45

Comparison between 5 and 6 Phases Claw Pole Alternator,
Bassel Aslan and Radu Fratila - Simulation Engineers - Electric Machines Design Department, VALEO
JMAG-RT as Part of the Development Process for EV/HEV Powertrain Components
Rafael Gries and Benjamin Cole, DENSO INTERNATIONAL EUROPE
Use of JMAG in automotive applications
Bernd Cebulski, Team Manager Advanced Engineering Powertrain, IAV GmbH
Comparison of axial-flux and radial-flux-machines for use in wheel-hub-drives

14:15

Marcel Lehr – M.Sc., Kersten Reis – Dipl.-Ing., Andreas Binder – Prof. Dr.-Ing., Institut für Elektrische Energiewandlung,
Technische Universität Darmstadt

14:45

End of the users conference
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イベント情報

2014 年 9 月～10 月のイベント紹介
JMAG は国内、海外問わず積極的にイベント出展、開催をしております。イベント会場では JMAG のブースにお立ち寄りい
ただき、我々の活動を御覧ください。ここでは、2014 年 9 月～10 月に開催するイベントを紹介いたします。
また、9 月初旬には、JMAG ユーザー会 in JAPAN の優先参加受付（アーリーバード）を開始いたしますので、合わせて御
案内いたします。

International Confernce on Electrical Machines (ICEM 2014)
出展します。

開催概要
主催 ： VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
日時 ： 2014 年 9 月 2 日（火）～9 月 5 日(金)
場所 ： andel's Hotel （ドイツ：ベルリン）
ブース番号：2
URL ： http://conference.vde.com/icem/pages/welcome.aspx
ICEM は電気機器に関する国際的な展示会併設のカンファレンスです。
JMAG ブースでは JMAG の最新機能紹介や事例紹介、JMAG-Express を中心にモータ設計活用事例のデモンストレーションを
行います。

IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 2014（ECCE 2014）
出展します。

開催概要
主催 ： IEEE
日時 ： 2014 年 9 月 14 日（日）～9 月 18 日（木）
場所 ： David L. Lawrence Convention Center（アメリカ：ピッツバーグ）
URL ： http://2014.ecceconferences.org/
ECCE は IEEE 主催のエネルギーに関する学会です。
JMAG ブースでは JMAG の最新機能紹介や事例紹介、JMAG-Express と JMAG-RT Viewer を中心に設計活用事例のデモンス
トレーションを行います。
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Coil Winding, Insulation & Electrical Manufacturing Exhibition (CWIEME CHICAGO)
出展します。

開催概要
主催 ： i2i Events Group
日時 ： 2014 年 9 月 30 日（火）～10 月 1 日（水）
場所 ： DE Stephens Convention Center（アメリカ：シカゴ）
ブース番号：Hall 1-5 / 1815
URL ： http://www.coilwindingexpo.com/chicago/
Coil Winding は、巻線機、モータステータ、絶縁紙などコイルに関わるあらゆる製品が一同に会する展示会です。JMAG ブースで
は、JMAG-Designer Ver.13.1 やモータやトランスの解析事例を中心にデモンストレーションを行います。6 月のベルリンで好評をい
ただいたブース内プレゼンテーションも開催いたします。

JMAG ユーザー会 in JAPAN
JMAG ユーザー会を開催します。

開催概要
主催 ： 株式会社 JSOL
日時 ： 2014 年 12 月 3 日（水）～12 月 4 日（木）
場所 ： 東京コンファレンスセンター（日本：東京都・品川区）
URL ： hhttp://www.jmag-international.com/jp/conference2014/
基調講演を始め、JMAG ユーザー様からの事例発表や、JSOL からの発表、
パートナー企業による出展など盛りだくさんの企画を進めております。
次号で詳細をお伝えしますので、どうぞお楽しみに。

優先参加受付（アーリーバード）の開始の御案内
9 月初旬に優先参加受付（アーリーバード）を開始いたします。
アーリーバードに登録いただいた方には、一般受付に先駆けて参加申し込みを御案内いたします。
期間限定受付ですので、お早目にお申し込みください。

世界各国で出展やセミナー開催を計画しております。WEB ページにてイベント情報を確認ください。
http://www.jmag-international.com/jp/event/index.html
（五十嵐 智美）
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イベント情報

JMAG イチオシセミナー紹介
9 月に、JMAG-Express ワークショップと、JMAG-RT 活用セミナーを開催します。それぞれのソフトウェアの便利な使
い方や、課題解決方法などを提案します。

JMAG-Express ワークショップ
ワークショップを開催します。

開催概要
主催 ： 株式会社 JSOL
日時、場所 ： 2014 年 8 月 29 日（金）：大阪

2014 年 9 月 04 日（木）：東京

2014 年 9 月 19 日（金）：茨城

2014 年 9 月 24 日（水）：福岡

2014 年 9 月 25 日（木）：広島

2014 年 9 月 26 日（金）：長野

2014 年 9 月 11 日（木）：名古屋

定員 ： 各回 4 名～10 名（会場により異なります）
対象 ： モータ設計に関わる方、JMAG-Express を利用中の方
URL ： http://www.jmag-international.com/jp/seminar/op/express_ws2014_1.html
JMAG-Express による設計プロセスを御覧いただき、皆様と意見交換させていただきたいと存じます。JMAG-Express の便利な
使い方や、最新機能、開発中の機能も紹介いたします。ワークショップでしか聞けない話題満載です。ぜひ参加ください。

ここまでできる MBD のための JMAG-RT 活用セミナー
セミナーを開催します。

開催概要
主催 ： 株式会社 JSOL
日時 ： 2014 年 9 月 18 日（木）
場所 ： 株式会社 JSOL 晴海本社 セミナールーム
定員 ： 50 名
対象 ： モデルベース開発を推進されている方、JMAG-RT をすでに導入をいただいている方、検討されている方
JMAG-RT を使ってモータのモデルベース開発を実施されている方、断念された方
URL ： http://www.jmag-international.com/jp/seminar/op/jmag-rt.html
モータ MBD を推進しようとしたとき、現実時間で 3 次元効果を取り込んだモデルを作成する方法、実機の特性が思うように再現
しないなど、いくつかの課題があります。本セミナーは課題と対策を皆様と共有する場です。モータ MBD を推進されている方、
JMAG-RT 導入検討で不安のある方、ぜひ参加ください。

JMAG はこの他にも熟練度や解析対象に合わせて様々なセミナーを開催しております。ぜひ WEB ページにアクセスしてください。
http://www.jmag-international.com/jp/event/index.html
（五十嵐 智美）
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イベント情報

2014 年 6 月～8 月のイベントレポート
2014 年 6 月～8 月に開催したイベントの様子をアテンド者が報告いたします。次回はぜひ、皆様も御参加ください。

製造業にも真のクラウドの力を「エンジニアリング・ウィズ・クラウド」セミナー
講演しました。

開催概要
主催 ： 日本アイ・ビー・エム株式会社
日時 ： 2014 年 6 月 13 日（金）
場所 ： 日本アイ･ビー･エム 本社事業所（日本：東京都・中央区）
URL ： http://www-06.ibm.com/ibm/jp/cloud/event/eocs/index.html
日本アイ･ビー･エム主催のクラウドセミナーにお声掛けいただき、SoftLayer での JMAG-SMP, MPP の稼働報告を行いました。
本セミナーは HPC や CAE などのエンジニアリング向けクラウドセミナーの第一弾となるとのことで、製造業の IT 部門の方、
JMAG、および他の CAE ソフトウェアのユーザーの方など多くの方が熱心に情報収集を行っておりました。
電気機器設計特有の多ケース、高速計算要求にクラウドが応えるようになる日も遠くないのではと感じました。
（鈴木 雄作）

Coil Winding, Insulation & Electrical Manufacturing Exhibition

(CWIEME BERLIN)

出展しました。

開催概要
主催 ： i2i Events Group
日時 ： 2014 年 6 月 24 日（火）～6 月 26 日（木）
場所 ： Messe Berlin（ドイツ：ベルリン）
ブース番号：1.1 / C11
URL ： http://www.coilwindingexpo.com/berlin/
巻線機、モータステータ、絶縁紙などコイルに関わるあらゆる製品が一同に会する世界最大級の展示会である Coil Winding に
出展をしました。会場には大型トランスや風力発電関連のブースが立ち並んでいました。
JMAG ブースでは、JMAG-Express を初めとしたモータ設計者向けソリューションや大型変圧器向けソリューションなど、ブース内
プレゼンテーションを通して紹介しました。
今年は、高さ 4ｍの JMAG 塔を設置し、トランスと JMAG-VTB の活用事例を紹介しました。圧倒される高さのため、通りかかって
いる人が見入っている場面をよく見かけました。
昨年までの誘導電動機関連の方よりも、トランスメーカーの方が多く来場されたのが印象的でした。
（Isabelle CANTUEL）
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2014 Altair Technology Conference
講演と出展しました。

開催概要
主催 ： Altair Engineering, Inc.
開催地、日程 ：
ドイツ（ミュンヘン） 2014 年 6 月 24 日（火）～6 月 26 日（木）

Dolce Munich Unterschleissheim

日本（港区）

ANA インターコンチネンタルホテル東京

2014 年 7 月 17 日（木）～7 月 18 日（金）

URL ： http://www.altairatc.com/Default.aspx
Altair Technology Conference は、Altair 社のユーザー会で、世界各国で開催されています。JMAG は、ドイツと日本で発表を行
いました。
HyperWorks テクニカルセミナーは、最新の技術情報、製品情報を収集の場ということもあり、各セッションとも質疑応答が盛ん
に行われていました。ドイツにおいても、どの様に JMAG を使いはじめたら良いのか、といったお問い合わせが多かったのが印象
的でした。今後も、Altair 社とのパートナシップを深め、より良いソリューションを提供してまいります。
（古林 聡枝）

寺子屋ＢＭ塾・平成２６年度前期講座 「磁石・磁性材料の磁界解析技術の基礎」
講演しました。

開催概要
主催 ： 日本ボンド磁性材料協会
日時 ： 2014 年 7 月 18 日(金)
場所 ： 株式会社東陽テクニカ・テクノロジーインターフェース(TI)センター （日本：東京都・中央区）
URL ： http://jabm.la.coocan.jp/registration_terakoya.html
昨年に続き、日本ボンド磁性材料協会（BM 協）主催による寺子屋 BM 塾が開催されました。
当日は、30 名を超える材料関連のお客様を中心に、随時質問をいただくなど熱気ある雰囲気の中で講義を進めることができま
した。また講義後半では、前半で紹介した材料解析技術がユーザー事例でどのように使われているかを見ていただきました。参
加者からは、有限要素解析を身近に感じたというコメントをいただけました。
（西尾 隆行）

TECHNO-FRONTIER 2014
出展しました。

開催概要
主催 ： 一般社団法人日本能率協会
日時 ： 2014 年 7 月 23 日（水）～7 月 25 日（金）
場所 ： 東京ビッグサイト（日本：東京都・江東区）
ブース番号：3C-201
URL ： http://www.jma.or.jp/tf/
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東京ビッグサイトで開催された TECHNO-FRONTIER は、連日真夏日を超える暑さにも関わらず約 3 万人が来場されました。
JMAG ブースでは、6 月にリリースした JMAG-Designer Ver.13.1、モータ設計ツール JMAG-Express と、JSOL がリードするモー
タシミュレーション技術を紹介しました。
JMAG の特徴でもある高速高精度化やモデリング技術についてのブース内プレゼンテーションに多くの関心が寄せられました。
特に 5 分でわかる JMAG の LIVE デモには多くの方にお集まりいただきました。わずか 5 分でモータ特性を算出できるところに興
味をそそられたようです。
また、ブースの壁一面をつかった壁画コーナーで、JMAG の解析事例を紹介しました。エンジニアと共にしゃがみこんで下部に
掲載している事例を熱心に見ていた方もおり、とても印象的でした。
来年もパワーアップした企画で皆様に JMAG をお届けいたしますので、ぜひブースに来場ください。
（五十嵐 智美）

電気機器設計のためのマルチフィジックス
構造、流体、電磁界連携ソリューションセミナー
マルチフィジックスに関するセミナーを開催しました。

開催概要
主催 ： 株式会社 JSOL
日時 ： 2014 年 7 月 31 日（木）
場所 ： トラストシティ カンファレンス・丸の内（日本：東京都・千代田区）
URL ： http://www.jmag-international.com/jp/seminar/op/multiphysics.html
JMAG が取り組んでいるマルチフィジックスシミュレーションについて、3 社共同の各分野でトップを走る CAE ソフトウェアを連携
した、マルチフィジックスソリューションセミナーを開催しました。
マルチフィジックス連携解析で最も苦労するのはツール間のギャップである。という共通認識のもと、ツール間のギャップを埋め
るためのコツなど、皆様の課題解決の一助となるよう、実体験に基づいた発表をさせていただきました。
2 社間、3 社間でのデータの受け渡し方法やコツなど事例を交えた発表は、参加者の皆様に何らかのヒントを与えられたのでは
ないでしょうか。
発表後に懇親会を行い、各社のエンジニアとの交流はもちろん、参加者同士でも交流をお楽しみいただきました。いま困ってい
る事柄をどう解決すればよいのか、実操作のコツから、将来的にはどこまでの解析が必要かなど議論が大いに盛り上がっていま
した。
今後、JMAG はますますマルチフィジックスに力を入れていきます。今後の JMAG の活躍をお楽しみに。
（五十嵐 智美）

JMAG Users Conference in Taiwan
JMAG ユーザー会を開催しました。

開催概要
主催 ： FLOTREND CORPORATION
日時 ： 2014 年 8 月 19 日（火）
場所 ： 集思台大會議中心（台湾：台北）
URL ： http://www.flotrend.com.tw/news_center/event/seminar/2014/08_jmag/ （中国語のみ）
台湾の台北で行われた JMAG ユーザ会ー2014 に参加しました。弊社山田より JMAG ロードマップの紹介を行い、JMAG の代理
店である Flotrend からはモータ設計ツール JMAG-Express を利用したモータ設計デモ、続いて JMAG-Designer Ver.13.1 の紹介を
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行いました。ユーザー事例講演では、The Electric Motor Technology Research Center（EMTRC）から 2 つ、Flux Switching PM、
SynRM の解析例の紹介、The Metals Industry Research and Development Center (MIRDC)から着磁解析および着磁後の磁石特
性解析、実測比較の紹介、China Steel から電磁鋼板のパンチングによる加工劣化を考慮した IPM 特性解析の紹介、高苑科技大
学から PM 型リニアモータの最適化事例紹介、台湾科学技術大学から小型発電機の解析例の紹介が行われました。
休憩時間も休むことなく多くの技術的なディスカッションが行われました。
（鈴木 雄作）

平成 26 年電気学会産業応用部門大会
出展を行います。

開催概要
主催 ： 電気学会産業応用部門大会事務局
日時 ： 2014 年 8 月 26 日（火）～8 月 28 日（木）
場所 ： 東京電機大学 東京千住キャンパス（日本：東京都・足立区）
ブース番号：8
URL ： http://www.gakkai-web.net/gakkai/jiasc/hp14/
電気学会産業応用部門大会の企業出展に参加しました。学会ということもあり研究開発されている方、もしくは大学の先生・学
生の方にお越しいただきました。
今年はエントランスにブースが設置してあるためか、例年よりも多くの方にお立ち寄りいただき、JMAG が電機機器設計におい
て幅広い用途でご利用いただいている事例を紹介させていただきました。
会場で HILS、SILS 関連の企業様の出展があり、JMAG-RT が紹介されていました。そのためか、JMAG-RT についてのご質問
をいただくなど、JMAG-RT への関心の高まりが感じられました。
（鈴木 雄作）

電磁界解析のクラウド利用による高速化計算セミナー
出展を行います。

開催概要
主催 ： 富士通株式会社 株式会社 JSOL
日時 ： 2014 年 8 月 28 日（木）
場所 ： 富士通トラステッド・クラウド・スクエア（日本：東京都・港区）
URL ： https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/2466
富士通株式会社、株式会社 JSOL 主催によるクラウドセミナーを開催しました。
JMAG からはユーザーの方向けに、高速化技術の紹介、JMAG-SMP, MPP, GPU を利用した高速化計算事例紹介を行いました。
加えて、TC クラウド上での稼働報告、並列化計算によるスケーラビリティの紹介を行いました。
セミナーの中では、2 つのノート PC を用いたクラウド利用のライブデモも行い、参加者の方には利用の具体的なイメージを持っ
ていただけたのではないでしょうか？JMAG はクラウドサービスの提供の検討を進めております。
（鈴木 雄作）
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今回は、主に日本で開催した展示会やセミナーを中心にレポートいたしました。JMAG は技術支援だけではなく、お客様の高精
度、高効率化の一翼を担えるようこれからもよりよい製品を提供してまいります。

文責：五十嵐 智美
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JMAGセミナーのご案内
JMAG では導入ご検討のお客様からご使用中のお客様まで、ニーズにあった幅広いセミナーをご用意しております。
導 入 ご 検 討 中のお 客 様

体験 セミナー

ユーザー様︑ト ライ アル中のお 客 様

トレーニング セミナー

無料

全ての方向け

無料

入門~初心者

無料

JMAG 体験セミナー
・PMモータ
（3D）編

・誘導加熱編

・モータ解析からRTモデル作成編

・トランス編

JMAG-Designer Ver.13.1 バージョンアップセミナー
内容： - 新機能および改善内容のご紹介、新機能を使った解析デモンストレーション

入門~初心者

JMAG 初級トレーニングセミナー

有料
ハンズオン

電磁界解析基礎講座

・モータ編

・誘導加熱編

・電磁気学の基礎

・トランス編

・センサー/シールド/電磁弁編

・磁界解析入門

中級〜熟練者

JMAG 中級・機能別セミナー
・回路
・自動化

・最適化
・連携、連成

・結果評価
・形状作成

Studioユーザのための

ソルバ
・メッシュ、
・材料

上級者

JMAG スキルアップセミナー

セミナー

内容： - jcfデータを用いたJMAG-Designerの活用法

全ての方向け

- JMAG-StudioのデータをJMAG-Designerで利用する方法

主催 セミナー

ト ピック 別 開 催

無料

電気設計者のための 構造解析基礎講座
対象：
対
象電磁気設計と共に構造の課題にも取り組みたいとお考えの方
：電磁気設計と共に構造の課題にも取り組みたいとお考えの方
セミナー受講効果
：電気設計者が基本的な構造解析を自力で行えるようになります。
受講効果：電気設計者が基本的な構造解析を自力で行えるようになります。

全ての方向け

これからモータ設計を
する方のための

設計体験セミナー

対象： - モータ設計をこれから始める方、興味を持っておられる方
- モータ設計に悩んでいる方

お申し込み、開催日程はWEBサイトをご覧ください。

http://www.jmag-international.com/jp/
エンジニアリング事業本部

〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目2番4号 土佐堀ダイビル11階
TEL : 06-4803-5820
FAX : 06-6225-3517

無料

内容： - 新機能および改善内容のご紹介、新機能を使った解析方法

- JMAG-Designerの形状編集機能クイック操作

〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番25号 丸の内KSビル17階
TEL : 052-202-8181
FAX : 052-202-8172

レクチャー

JMAG-Designer Ver.12
バージョンアップセミナー (録画)

クイック移行セミナー (録画)

〒104-0053 東京都中央区晴海2丁目5番24号 晴海センタービル7階
TEL : 03-5859-6020
FAX : 03-5859-6035

無料

。電磁界解析技術者養成講座
メッシュ / ソルバー / 形状作成、パラメトリック / 連成解析 /
回路連成解析 / 材料モデリング、鉄損 / 結果評価

無料

JMAG-Designer

全ての方向け

レクチャー

無料
ハンズオン

全ての方向け

W
E
B

全ての方向け

info@jmag-international.com

無料

【マークの見方】それぞれ次のお客様が受講可能です。

JMAG正規ユーザー様のみ

JMAG正規ユーザー様とトライアル中のお客様

JMAG導入検討中のお客様

すべてのお客様

体験セミナー （導入をご検討中のお客様）
開催会場：東京・名古屋・大阪（毎月定期開催）
受講時間：半日
受 講 料：無料

JMAG 体験セミナー
対象者：磁界解析ソフトウェアの導入を検討されているお客様、
トライアルを始めるお客様

無料
全ての方向け

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。実習内容を数種類用意しておりますので、お客様の実務に近いコースをお選びいただくことが出来ます。
JMAG-Designerは解析経験の少ない人にも熟練者にも使いやすい電気機器設計・開発のためのCAEソフトウェアです。この機会に是非、JMAG-Designerの使いやすさをご体験下さい。

トレーニング
トレ ニングセミナー

（ユーザー様、
（ユーザー様 トライアル中のお客様）

JMAG-Designer Ver.13.1 バージョンアップセミナー
対象者：JMAGユーザ様

開催会場：東京・名古屋・大阪
受講時間：半日
受 講 料：無料

無料
全ての方向け

JMAG-Designerの最新バージョンについてご紹介いたします。Designerの使いやすさをより向上させるために様々な機能を実装しております。実際に、操作をご体験いただけるハンズオンセッションを
設けております。
テーマ毎に小さなグループに分かれ、みなさまのリクエストを聞きながらすすめますので、みたいところ、知りたいところをじっくりとご確認いただけます。

JMAG 初 級トレーニングセミナー

ハンズオン

対象者：JMAG導入を検討し、
トライアル中の方／JMAGをご利用部署に新たに配属された方など／
これからJMAGをご利用になる方

開催会場：東京・名古屋・大阪（毎月定期開催）
受講時間：半日
受 講 料：30,000円（消費税別）

有料
入門者〜初心者

JMAGを使い始めたお客様向けに、解析対象をモデル化するために必要な基本的な知識や操作方法に重点をおいた、
これからJMAGをお使いになるユーザー様向けのセミナーです。解析モデルの作成、
材料設定の基礎から、解析結果までの手順を丁寧に説明しますので、JMAGの操作や概念など基本から学ぶことができます。
お客様のニーズに合わせたコースをご用意しております。

電磁界解析基礎講座

レクチャー

対象者：JMAGの導入を検討されているお客様／JMAGでの解析をはじめたばかりの方

開催会場：東京（随時開催）
受講時間：半日
受 講 料：無料

無料
入門者〜初心者

磁気回路を設計する場合、磁束量に対して磁路が狭ければ磁束が溢れてしまいますし、逆であれば余計なスペースが無駄になってしまいます。
また、電磁力やトルクを出すためには、
うまく歪ませることが
設計の焦点になります。本セミナーでは、開発を行うために必要となるであろう事柄に関して、JMAGを用いて解析と電磁気学や電気工学などが直観できるように、分かりやすく解説いたします。

JMAG 中級・機能別セミナー

ハンズオン

対象者：セルフラーニングシステム のプラクティスモード
「学習する」
を体験済みの方／
JMAG（初級）
トレーニングセミナーを受講済みの方／もしくは同等の経験を有する方

開催会場：東京・名古屋・大阪（毎月定期開催）
受講時間：半日
受 講 料：無料

無料
中級者 〜 熟練者
者
中級者〜熟練者

形状作成や、回路連携など、JMAGの各機能にスコープを絞って、実際にお客様が効率的に精度よく解析いただくための情報を提供します。
ハンズオン形式で実際に操作をしながらJMAGを習得いただくコースとなります。

JMAG スキルアップセミナー

レクチャー

対象者： JMAGをご利用中で、全回参加できる方

開催会場：東京（各テーマごとに毎月1回開催）
受講時間：1日
受 講 料：無料

無料
上級者
上級者

JMAGによる解析技術の向上を目差す方を対象とした電磁界解析技術者養成講座です。JMAGをお使いになるに当たって有用な解析ノウハウや情報を、
月に1テーマ提供する座学形式のセミナーです。
メッシュ、
ソルバなどJMAGの機能にスコープを絞って、基礎的な考え方から、高度な応用方法までをお伝えします。新機能についても合わせてご紹介し、お客様が効率的な解析を行っていただくための情報を提供します。

WEB
WE Bセミナー
Studioユーザ
のための

（遠方のお客様）

JMAG-Designer クイック移行 セミナー (録画)

対象者： JMAG-Studioをご利用のユーザ様

開催会場： インターネット上
受講時間： 期間中はお好きな時間に何度でも受講可能
受 講 料：無料

無料
全ての方向け

JMAG-Studioをお使いの方で、JMAG-Designerへの移行を躊躇されているお客様に向けたWEBセミナーを開催します。JMAG-Studioで作成したデータを利用して、JMAG-Designerを簡単にお使いいただく
方法をご紹介いたします。
また、簡単な形状の作成方法もご紹介いたします。
インターネットを使って録画セミナーをご覧いただけます。録画なので、
お好きな時間に受講することができます。

JMAG-Designer Ver.12 バージョンアップセミナー (録画)
対象者： JMAGユーザ様、特にJMAG-StudioからJMAG-Designerへの移行をご検討いただける方

開催会場： インターネット上
受講時間： 期間中はお好きな時間に何度でも受講可能
受 講 料：無料

本セミナーでは、2012年12月末にリリースいたしましたJMAG-Designer Ver.12について、2013年1月〜3月に開催された集合セミナーの内容を抜粋してお届けします。
インターネットを使って録画セミナーをご覧いただけます。録画なので、お好きな時間に受講することができます。

無料
全ての方向け

