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マイクロダイン 高速ダイナモメータ

小型モータトルク測定システム

高速回転 ～100,000rpm、トルク0.002Nmフルスケールの
小型モータ用トルク測定システム
高速回転 ～100,000rpm、トルク0.002Nmフルスケールの
小型モータ用トルク測定システム



PC 
M-TEST 
ソフトウェア 

被試験モータ 

ダイナモメータ 

スロット 
ディスク 

ヒステリシス 
ブレーキ 

モータ電力 

トルク信号 

スピード信号 

ブレーキ 
パワー 

コントローラ 

DSP

ファームウェア 

ブレーキ電源 
USB

電源 
（IEC 80-240VAC, 

60/50Hz） 

特長
■ マイクロモータとミニチュアモータ専用世界初の高速ダイナモメータ
■ フルスケール　トルク：2mNmと4mNmを切替え可能
■ 回転スピード：0-100,000rpm
■ 電力：4W
■ 微小なイナーシャ：5.43× 10－4

■ 一体化したモータ特性計測器の構成と機能：
● ヒステリシスダイナモメータは静止から10万回転まで回転数に
依存せず正確なトルクを発生します

● モータ固定装置は直径が5mmから 30mm（軸径は0.75mm
から3mm）のモータに対応

● 専用コントローラはダイナモメータコントロール、電力計、パワ
ーリレーとUSBインタフェースを装備しています。

● M-TEST5.0 ソフトは4種類の試験方法を装備した使い易いモ
ータ試験ソフトです

● 校正用ソフトと校正用錘5g, 10g が付属で、校正が簡単にでき
ます。

● 必要な接続ケーブルは全て付属しています。

概要
各種ダイナモメータの製造とトルク計測で培った 50 年以上に渡
る経験を基に、マグトロール社は極小トルク（0.0004mNmから
4mNm）を高速 10 万回転まで計測できるマイクロダイン高速ダ
イナモメータを開発しました。
マイクロダイン高速ダイナモメータの最大の利点はモータ特性試
験システムに必要なすべての装置と機能が組み込まれていて、ユ
ーザーが用意するのは PCのみです。
計測され算出されるモータ特性は、トルク、スピード、電流、電
圧、馬力、効率、入力DC電力と出力DC電力です。

用途
マグトロール社製モータ試験システムは全世界のモータ製造メー
カの研究所、検査部門や製造ラインで使用されていますが、この
マイクロダイン高速ダイナモメータはモータの種類を問わず高回
転で極小トルクのマイクロ・ミニチュアモータの閉ループ試験に
最適です。

例えば以下のモータの試験に使われます。

● ブラシ付及びブラシレスDCモータ
● ステッピングモータ
● ギアモータ
● ブラシレスDCサーボモータ
● 振動モータ
● 空圧モータ

システム構成

2．ブロック図1．システム
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3．モータ固定装置

モータ固定装置はベースプレートに取り付け
られていて、マイクロモータのために特別に
設計された治具です。
最大の特徴はステージが xyz 方向に、それ
ぞれ微調整ができるので、正確にダイナモメ
ータの軸心とモータの軸心との芯合わせがで
きることです。
外径が 5mm から 30mm（シャフト径は
0.75mmから3mm）のモータを付属してい
るアダプターで容易に固定できます。計測中

のモータの安全を計るためキー止めされます。さらにゴムストラップ
をつまみネジで固定します。

4．M-TEST5.0 モータ試験ソフト（標準添付）

M-TEST5.0ソフトはUSB
インタフェイスを介して、
Windows 上でデータの収
集と表示ができるモータ
試験ソフトです。ソフトは
次に示す試験方法でモー
タ特性を計測して計算し
ます。

※画面は開発中のものです。

1）ランプ試験：回転数のPID 制御を使い、指定した範囲
でスイープ制御を実行します。
ランプ試験には減速加速の平均値方法とダイナミック補正
係数方法があり、両方法ともイナーシャを除去できます。
さらに無負荷や拘束時のデータの外挿計算や指定した回
転数またはトルク値の補間計算ができます。

2）カーブ試験：指定した一つのパラメータについて、制御
テーブルに数値を入力し、サンプリングレートを設定して、
数値通りにPID 制御します。
特定点でトルク、スピードや電流値を基準にしてモータ特
性を計測し、表示できます。

3）合否判定試験：指定した一つのパラメータを制御し、測
定値が指定した上限値と下限値の範囲にあるか否かの合
否判定を行います。

1．ダイナモメータ

マイクロダインダイナモメータは
マグトロール社独自のヒステリ
シスブレーキでモータに負荷を
与えます。
モータの回転数によらずトルク
を発生させることができるの
で、モータのフル回転から停止
までスイープさせてトルクを計
測できます。
専用のモータ固定装置を装備
している上、ベースプレートに

は水平調整ノブとモータ電源用端子も付いています。回転部分は
すべて筐体の中に収められているため安全にお使いいただけます。

2．コントローラ

マイクロダインシステ
ムの中核は多機能なコ
ントローラです。
DSP 技術を使って高速
データ収集とダイナモメ
ータの制御をPCから行
なうことができます。

PCとの接続はUSBインタフェイスで簡単に行えます。電力計はモ
ータの電圧と電流を読み取り、電力を算出します。内蔵のパワーリ
レーはモータ電源のオンオフをコントロールします。
前面パネルにはモータ電源の入出力端子と電圧測定端子がありま
す。背面パネルには電源のLED 表示と通信表示が付いています。

システムの構成部品

スピードの測定原理
マイクロダインダイナモメータは反射光ファイバスピード
ピックアップを内蔵していて、その感受部はスロットを通
過した光を受けて電気パルスを発生します。電気パルスは
カウンタでスピード（rpm）に変換されます。

トルクの測定原理
ヒステリシスブレーキは機械的な回転軸と静止軸に負荷を
与えます。試験モータの回転軸にその負荷がかかると軸が
ネジレます。ブレーキのロータ軸もネジレが発生します。
そのネジレ度はロードセルによりトルク信号として計測さ
れ、デジタル信号に変換され、最終的にM-TEST5.0 ソフト
でトルク値（Nm,mNm,Kgcm,gcm の単位で表示）になり
ます。
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