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▶ なぜいまこれが？
電気自動車（ＥＶ）開発の加速化にと

もない、モータに対する高性能化・高効
率化への要求がますます強くなってい
ます。特にモータコアに使用されてい
る電磁鋼板はモータ製造過程（打ち抜
き、カシメ、溶接、接着、巻線、圧入、
焼嵌め等）において磁気特性が劣化す
ることが知られています。従来、製造
工程ごとのモータコアへの磁気特性へ
の影響を把握することは技術的に困難
でした。当社では「高応力下磁気測定技
術」、「磁気特性可視化技術」等の開発に
より、材料およびモータコアにおける
各加工プロセスの磁気特性への影響を
実測することを可能にしました。

▶ これがポイント！
マルチスリット型の座屈防止面圧機

構を備えた応力磁気測定枠を新たに開
発することで、最大300MPaまでの高応
力下磁気測定ができます（図1）。従来技
術では評価が難しい、高応力下におけ
る磁気劣化挙動が分かります（図2）。

小型磁気センサを用いることにより、
モータコアにおける磁気特性の可視化
が可能です。図3に示すモデルモータに
対して、鋼板内部の磁束密度を探針で、
鋼板表面の磁界強度をHコイルで測定
することにより磁気特性分布を得るこ
とが可能です。図4にロータ回転時のス
テータコア磁束密度分布例を示します。
溶接部付近において磁束密度の低下が

実測されています。これは溶接による
圧縮応力場を考慮した電磁界解析結果
でも同様の傾向が確認されていること
から、溶接部付近では圧縮応力場によ
る透磁率の劣化が生じていることが実
測により確認されました。当社では、
モータ加工プロセスの磁気特性への影
響を実測により評価することが可能で
す。ご興味のある方は、お気軽にご相
談ください。

▶ お問い合せ先
西日本ソリューション本部　磁性材料評価センター

中田 崇寛
t-nakada@jfe-tec.co.jp

モータ適用「鉄心」の加工の影響等の評価・最適化技術
モータ加工プロセスの磁気特性への影響
Influence of Motor Processing on Magnetic Properties

図3　磁気特性可視化装置 図4　ステータコア磁束密度分布

図1　高応力磁気測定枠 図2　磁束密度の応力変化
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数値解析による
モータ特性評価
〜数値解析を活用したPMモータの

磁化特性劣化の影響調査〜

▶ なぜいまこれが？
家電製品や自動車などの電気機器に

は高効率かつ高性能な永久磁石モータ
（以下、PMモータ）が幅広く利用されて

います。特に、電気自動車（以下、EV）
の開発が進み、普及するにつれて高効
率かつ高性能なPMモータの需要がます
ます高くなってきています。

PMモータの高性能化のためには、か
しめや溶接などの加工による材料の性能
低下が無視できないことから、磁化特性
の劣化を防ぐことが重要となっています。

当社では伝熱・構造・流体・電磁場を
考慮した連成解析を活用することで、
磁化特性の劣化を多面的に評価するこ
とができます。
▶ これがポイント！
磁化特性に与える溶接の影響

PMモータの構造を図1に示します。

シャフト、ロータ、ステータから構成さ
れています。ステータには、必ず溶接箇
所があり、溶接による残留応力の発生は、
磁化特性を劣化させる要素となります。

溶接による磁化特性劣化の影響を解析
した例を図2に示します。まず、磁化特
性に与える応力の影響を当社で測定し、
関係式を求めます。次に、溶接を模擬し
た構造解析により残留応力を計算し、得
られた応力分布と関係式を磁場解析に適
用して磁束密度分布を計算します。

計算結果の評価としては、局所磁気
特性可視化装置を使ってステータの磁
束密度分布を測定して比較します。溶
接の影響によりステータ内
側まで磁束密度の小さい領
域が分布しており、解析に
より、残留応力の影響を評
価できることが分かります。

当社では、高度な測定技
術による高精度な磁化特性の
測定や磁気測定を行ってお
り、測定と数値解析の両面か
らPMモータの性能を高精度

に評価することができます。磁気測定なら
びに磁化特性劣化の影響などの評価をご
希望でしたら、お気軽にご相談ください。
▶ お問い合せ先
計測・プロセスソリューション本部　西日本計測・解析センター

田中 進也
shi-tanaka@jfe-tec.co.jp

モータ適用「磁石」の基礎評価
と実装時の磁性評価技術
〜永久磁石の損失評価技術と低損失化〜

▶ なぜいまこれが？
永久磁石を使用した回転機（モータ）

は自動車・家電・産業用など様々な分野
に利用されています。これらのモータ
に多く使用されている希土類系焼結磁
石はフェライト磁石に比べて、電気抵
抗が低いことから、インバータ高調波
など、磁石に発生する磁束の変動によ
り渦電流を生じることが知られていま
す。近年、自動車主機モータの高速回
転化にともない、磁石中の渦電流が大
きくなり、そのジュール熱増加による高
温化で磁気特性が劣化（熱減磁）するこ
とが課題となっています。そのためモー
タを設計する際には、永久磁石の渦電
流による損失（ジュール熱）を高精度に
評価しておくことが重要になります。
▶ これがポイント！

永久磁石の渦電流損では、図1に示
すC型コアの磁極間に永久磁石を挟み
込み、任意の周波数および磁束密度

における損失を測定します。コア材料
に極薄電磁鋼板を使用することによっ
て、ヨーク損失の影響を極めて小さく
し、高精度な磁石損失評価が可能とな
ります1）。図2に永久磁石を2分割した際
の渦電流損低減効果を示します。渦電
流損は2分割することにより損失が半分
になることがわかりま
す。本技術は分割磁石
の他に、スリット磁石
や高抵抗磁石等におけ
る損失低減効果の評価
にも適用でき、磁石材
料の低損失化に貢献す
るものと期待していま
す。当社では、磁石の
基礎特性評価や損失評
価の他に、ナノ解析機
器を駆使した高度な微
細構造解析や数値解析
によるモータ解析・着磁
解析を高精度に評価で
きます。ご興味のある
方は、お気軽にご相談
ください。

1） 中田崇寛・大谷祐介・石田昌義・本田厚人・田
 中進也：「永久磁石における渦電流損の測定お
 よび解析」, 電気学会マグネティックス研究会
 資料, MAG-16-031(2016)

▶ お問い合せ先
西日本ソリューション本部　磁性材料評価センター

中田 崇寛
t-nakada@jfe-tec.co.jp

図2　分割による渦電流損低減効果
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Measurement of Eddy Current Loss and Low-loss Permanent Magnetモータ特集 材料の評価・解析小 特 集

CAE-based Evaluation of Magnetization Characteristics for PM Motorモータ特集 材料の評価・解析小 特 集
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モータ稼働時の
振動特性評価
〜時間周波数解析と実稼働解析〜

▶ なぜいまこれが？
モータは様々な製品に組み込まれお

り、製品の低振動化に伴ってモータ自体
の振動特性が重要視されてきています。

一般的な周波数分析による振動特性
評価だけではわからない起動時や負荷
変動時の過渡振動での問題の把握や、
実稼働の挙動の把握も重要な課題と
なっています。

当社は、振動特性評価を深化させて
おり、これら全てに対応することが可
能です。
▶ これがポイント！
時間周波数解析

起動時や負荷変動時などのある限ら
れた条件のときだけに発生する過渡振
動を評価するためには、周波数毎の加
速度をグラフ化できる時間周波数解析
が有効です。

モータ起動時の時間周波数解析した
例を図1に示します。起動時のみに加速

走査電子顕微鏡技術の
最前線（1）
〜永久磁石の磁区観察〜

▶ なぜいまこれが？
枯渇する化石燃料の使用量を削減し、

地球温暖化などの環境負荷を低減する
ため、動力源の研究開発主戦場は内燃
機関からモータへと移っています。材料
面ではモータの高効率化を目指して、強
力な永久磁石の開発が精力的におこなわ
れています。磁石材料の評価で重要な磁
区の観察は、これまで様々な方法で試み
られてきました。走査電子顕微鏡（SEM）
を用いた磁区観察技術は、古くから知ら
れていますが専用装置あるいはSEMの改
造が必要であるため、普及していません
でした。当社は、極低加速電圧SEM（ULV 
– SEM）技術を駆使することで、市販の
SEM（Carl Zeiss 社製ULTRA55）を用い
た磁区観察に成功しました1）。
▶ これがポイント！

低加速電圧の入射電子を用い、低エ
ネルギーの二次電子を検出するように

材料の重要研究開発に益々貢献するも
のと期待しています。ご興味のある方は、
お気軽にお問い合わせください。
1） 小田武秀，佐藤馨，北原保子，桜田委大: 日本
　顕微鏡学会第73回学術講演会, P_I-12（2017）

▶ お問い合せ先
機能材料ソリューション本部　ナノ解析センター　センター長

名越 正泰
m-nagoshi@jfe-tec.co.jp

観察条件を最適化することで、ネオジ
ム磁石（消磁処理材）の磁区コントラス
トを明瞭に観察できます（図1）。磁気力
顕微鏡（MFM）と同一場所を観察するこ
とで、図1のコントラストが磁区境界に
対応していることを確認しました。試
料表面の磁区境界における漏れ磁場の
影響を受けやすい低エネルギーの二次
電子を検出したことで、明瞭な磁区コ
ントラストが得られたと考えられます。

SEMの特徴を活かして広い視野から
局所領域まで自由度の高い磁区観察が
可能となりました。また、SEMの多彩
な機能を駆使することで、磁区コントラ
スト像と同じ視野から、形状像、組成
像、元素分布像、および電子後方散乱
回折（EBSD）法に
よる相マップや方
位マップを得るこ
とができます（図2）。
ULV – SEM技術は、
磁区観察が加わっ
たことで、高度な
組織制御など磁石

度が大きくなる周波数があることから、
過渡振動が発生していることが分かり
ます。また、加速度が大きくなる周波
数がいくつもあることから、この過渡
振動を低減するには広範囲の周波数域
での対策が必要なことも分かります。
実稼働解析

モータは共振を避ける設計がなされ
ており、設計には共振する固有振動数
の挙動を可視化する実験
モード解析が有効ですが、
稼働時の挙動を把握する
には、稼働時の実振動値
を用いる実稼働解析も必
要です。

同一モータの実験モード
解析結果と実稼働解析結
果を図2に示します。稼働
時の挙動は、中央部が大
きく振動する固有振動モー
ドとは異なり、全体が複雑
に変形しています。その結
果、稼働時の振動を低減
するには一部の共振だけ
でなく、全体の剛性を上げ

るなどの対策が必要であると言えます。
当社では長年に亘り、振動測定・解析

をしており、数多くの実績もあります。
また、目的に応じた実施方法の立案もし
ておりますので、お気軽にご相談下さい。
▶ お問い合せ先
計測・プロセスソリューション本部　計測・可視化解析センター

杉 直樹
sugi@jfe-tec.co.jp

Magnetic Domain Observation of the Permanent Magnet

図1　PMモータの構造

図2　実験モード解析結果と実稼働解析結果

図1　時間周波数解析

実験モード解析結果 実稼働解析結果

図1　Nd-Fe-B系焼結磁石の磁区コントラスト

図2　Nd-Fe-B系焼結磁石の同一視野から得られた磁区像、形状像、
組成像、元素マップ（Nd）、およびEBSD方位マップ（主相）１）

Evaluation of Vibration Characteristics for Rotating Motorモータ特集 材料の評価・解析小 特 集






