
トルク計測システムカタログ
2021年1月： 高速トルクリップル、 マッピング疑似負荷のシステム事例を追加しました。
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基本の自動計測システム DSP7001, M-Test7

電力計 (オプション)

横河計測製品、および日置電機製品に対応
具体的な対応型番はお問合せください。

パソコン ・ M-Test7ソフト

DSP7001 コントローラ

HD / WB / PB
ダイナモメータ

ブレーキ トルク計

被試験モータ・
固定台

被試験モータ・
固定台

概要
Magtrol社はモータトルク計測に用いられるトルク計・ブレーキ・コントローラ・ソフトウェア等のメーカであり、小型・中型モータのトルク計

測において世界をリードしている会社です。弊社東陽テクニカは、Magtrol社製品の日本国内総代理店として60年以上、これらの機器
を輸入販売しています。
弊社はお客様のご要望に合わせて、日本国内で各種治具の設計・製作や、必要に応じてソフトウェアの特注製作を行い、電源や電

力計などオプション機器を合わせて選定してモータ計測システムを構築いたします。
トルク計測システムは、トルク・回転数を測る基本的な構成だけでなく、電力計・電源・温度ロガーなど複数の機器の組み合わせ、恒

温槽でモータ温度を変えて測るシステム、ステッピングモータのように特殊な回し方や測定パラメータがあるもの、モータで回される部品を対
象としたシステム、モータ以外の機構部品のねじり試験など、あらゆる回るものが計測の対象物となります。

Magtrol社のブレーキ・トルク計・コントローラ・ソフトウェアをベースにして、固定台・ベース板・カップリングをカスタムでご用意いたします。
試験ベンチ部はダイナモメータ、またはブレーキ+トルク計の構成があります。

被試験モータ

コントローラ
DSP7001

ダイナモメータ　または
ブレーキ＋トルク計

モータドライバ 電源

電力計

パソコン

M-Test7　ソフトウェア

試験設定画面 5軸グラフ

負荷パターン

■ DSP7001のフロントパネル操作

フロントパネルで負荷制御の設定とトルク・回転数の表示ができます。
ソフトウェアを使わずに動作確認や簡易的な試験が可能です。

■ M-Test7ソフトウェアで自動試験

試験設定画面では、負荷制御のパターンを表に入力します。例えば 0 から 1N・mを3秒でスイープ、1N・mを10秒保持のように任意
のパターンが作れます。 グラフは横軸1種類、縦軸は最大5種類の項目を表示します。
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システムアクセサリ（治具類、カバー、インターロック）

T溝ベースプレート PTシリーズ
主にトルク10Nm以下の小型システム用
25mm間隔のT溝、幅375mm、厚さ20mm、材質アルミ

モータ固定台やカバーなどアクセサリの選定・設計は、システムの操作性や安全性を左右する重要な要素となります。弊社では、これま
での経験を蓄積したアクセサリの標準的な設計を元にして、お客様のご要望に合わせたものを製作します。これにより、設計コストを抑え
ながら質の良いシステム構築が可能となります。弊社では、これらのアクセサリを用いて装置の組立て・軸合わせを行い、システム全体とし
て提供することが可能です。

L型固定台
上下・水平調整、スライドキー溝で前後調整
面板交換で複数モータ対応

軸合わせ治具
2つの軸間の芯ずれ計測
最小目盛り10μm

V型固定台
上下・水平調整、スライドキー溝で前後調整

ダブルディスクカップリング
Magtrol  MICシリーズ

ベローズクカップリング
Magtrol  BKCシリーズ

リミットスイッチ
または電磁ロック

TIBX-03  Interlock Box

非
常 停

止

運転準備

通電

インターロックボックス
装置全体の安全を管理するための上位の制御器です。
非常停止、軸回転検知、安全カバーのロック/解除、
運転準備機能、モータ駆動用電源のON/OFF、
各種の異常/正常の状態監視の機能があります。

全体カバー 開閉式
被試験モータ側だけ開閉するカバーです。
リミットスイッチ（機械接点）はモータ駆動用電源に接続
して、カバー開時に出力をOFFにできます。
電磁ロックとインターロックボックスを組み合わせると、
軸が回転していないときだけカバーが開けられます。

スライドキー
PTプレートの中央に配置し、モータ固定台
やトルク計の水平位置基準になります。

スライドキー

トルク計・ブレーキ固定台
水平調整、スライドキー溝付き

アルミフレームのベンチテーブル

固定カバー
アルミフレームと樹脂パネル

開閉式カップリングカバー



4

東陽テクニカ製 TMT (Toyo Motor Test) ソフトウェア
M-Test7ソフトウェアでは機能や操作性が不足している場合、弊社内で製作したTMTソフトウェアをご提案いたします。
M-Test7にある負荷のパターン運転のほかに、様々な機器を組み合わせて被試験モータの駆動用電源の制御や駆動用パルスの出

力、アナログ/デジタルの入出力も可能です。測定データは後処理で近似、平均化、合否判定など様々な加工ができます。

メニューバー

ツールバー
ファイル・シリアル

計測値

合否判定

抽出データ

グラフ

合否結果

■ ソフトでPIDトルク/回転数制御

USBケーブル

TSシリーズ

24VDC
ACアダプタ

ER120
バラ線ケーブル

パソコン ・ TMTソフト
USBケーブル

DC電源(オプション)ブレーキ(オプション)

DSP7001コントローラ無しで、ソフトPID制御が可能です。USB通信ができるTSシリーズの場合は3411表示計も不要です。

■ トルク・回転数を電力計に入力、電力計内で同期して効率計算

パソコン ・ TMTソフト

DSP7000 コントローラ

ダイナモメータ または トルク計・ブレーキ

USB

電力計

USB / LAN

DSP7000コントローラからトルク・回転数を取得して、電力計から電流・電圧を取得すると、時間のずれが生じるため効率値を正しく

評価できない場合があります。そこで、電力計にトルクと回転数を入力し、すべての計測値を同時に電力計から取得して時間のずれを

無くすことができます。DSP7000コントローラは負荷の制御用として使います。

トルク 回転数
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簡易システム TSトルクセンサー, Torque10

パソコン
Torque10ソフト

Magtrol社からダウンロードできる無償のソフトウェアです。 パソコンからTSセンサーの設定やデータの収集ができます。

機器設定画面 5軸グラフ画面

DC電源
(ブレーキ用)

USBでパソコンと直結できるTSトルクセンサーを用いると、安価なトルク計測システムになります。トルク・回転数のデータはTorque10
ソフトで収集し、ブレーキ用DC電源は手動で操作します。

ブレーキ トルク計
被試験モータ・
固定台

24VDC
ACアダプタ
(トルク計用)

被試験モータ
モータ用電源

24VDC
ACアダプタ

TSセンサー

パソコン

Torque10　ソフトウェア

ブレーキ

DC電源

USB

■ Torque10 ソフトウェア

コギングトルク計測システム (コンパクトタイプ)

■ 特長
ー コンパクトな装置： 本体にUSBケーブルとAC100Vを接続するだけのシンプル構成
ー 複数の計測レンジに対応：トルクセンサ部を載せ替えるだけで計測レンジの変更
ー 高角度分解能： 0.018度 (5000パルス/回転)
ー 過負荷保護： クラッチを内蔵し、過負荷時にトルク計を保護 (CTS100～102)
ー 使いやすいソフト

ギヤ付きサーボモータで被試験モータの軸を低速回転させ、トルクと回転角度を測定します。
トルクレンジ： 定格 50 mN・m から 1000 mN・m まで5機種

コギングトルクは、通電していないモータに対しての磁極と鉄芯の歯との間の磁気的な吸引力によるものです。コギングはトルクリップルや
振動・騒音の原因となるため、モータの最も重要なパラメータの一つです。コギングはロータとステータの位置関係によって変動し、変動の
振幅として評価します。摩擦トルクは、機械的な構造に起因するものであり、ベアリングの摩擦、組立て精度、カーボンブラシの摩擦など
があります。摩擦トルクは一般的に、トルクの平均値として評価します。

製品詳細ページ： https://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/cogging_compact.html

https://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/cogging_compact.html
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TMTソフトからサーボモータへ回転数の指令値を送り、自動試験が行えます。

TMTソフトの計算チャンネルを使うと、例えば被試験モータ無しでの装置側のオフセットトルク値を事前に計測しておき、

その後で被試験モータありの状態のトルク値からオフセット値を差し引いた値をロストルクとして算出することができます。

パソコン ・ TMTソフト

ギヤ付きのサーボモータを負荷にして、被試験モータを外部から1rpm程度の低速で回転させてコギングトルク試験ができます。

負荷用サーボモータを数千rpmで回転させてロストルクの試験をしたり、被試験モータに電力計を接続して誘起電圧試験も可能です。

コギングトルク、ロストルク、誘起電圧の試験

電力計トルク計
被試験モータ・
固定台

ギヤ付き
サーボモータ

サーボモータ

載せ替え

時間=3,12,16[s]の時の

トルク、回転数、電流を抽出

誘起電圧試験では電力計で電圧を計測しますが、モータの回転数を早く変化させると安定した値にならないことがあります。

この場合、TMTソフトでは回転数をステップ状に変化させて、安定したところを計測値として抽出するという試験が可能です。

回転機構部品のトルク試験 / 破壊試験

パソコン ・ TMTソフト

トルク計
ギヤ付き
サーボモータ

軸受け・
シャフト 試験対象

コギングトルク試験ベンチを応用して、回転する部品の角度 vs. トルクの計測や、破壊トルクの計測が可能です。

TMTソフトはトルクの最大値を抽出する機能や合否判定機能がありますので、出荷検査や品質検査にも使うことができます。

抽出 ・ 合否判定



7

高速トルクリップル
トルクリップルとは、通電しているモータから発生する1回転中のトルクの変動です。磁極と鉄芯の歯との間の磁気的な吸引力によるコギ

ングトルクに加えて、通電したコイルによるトルクの変動も影響し、モータの音や振動の原因となります。
本システムは、最大5 kHzの応答性があるTMシリーズトルク計を使い、モータの常用回転域でトルクリップルを計測します。

■ 特長
ー 高速リップル計測： モータの常用回転域(数千rpm) での計測が可能
ー 負荷ノイズの少ないブレーキ採用： ヒステリシス／エディカレントブレーキ
ー トルクリップル専用の後解析パッケージ imc FAMOSソフトウェア
ー 通常のトルク-回転数特性ベンチと共用可

■ 用途
ー EPS(電動パワーステアリング)用モータ
ー 家電用モータ
ー モータ制御回路の電流とトルクリップル

被試験モータ
モータ電源・
ドライバ

ﾋｽﾃﾘｼｽﾌﾞﾚｰｷ

USB

TMT ・ FAMOS

トルク・回転パルス

ﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ

パソコン

コントローラ
DSP7001

データロガー

TMシリーズ
トルク計

信号分岐ﾎﾞｯｸｽ
SBB-14

汎用アナログ電圧

USB

TM3xx

ヒステリシス
ブレーキ

TMシリーズ
トルク計

被試験モータ・
固定台

ロータリエンコーダ
（オプション）

■ TMTソフトによる計測

通常、ブレーキの制御はOpenLoopモードを用いて、
ブレーキの制御によるトルク変動が発生しないようにします。
無負荷時と負荷有りの場合のリップルの大きさを比較するため、

数秒間の一定ブレーキのステップで負荷を与えます。
データ収集後、FAMOS形式でファイルを保存します。

■ FAMOSソフトによる後解析

imc社製のFAMOSソフトで製作したトルクリップル専用のパッケージを用いて、
トルク値のFFT解析を行います。 FFT解析により、ブレーキ負荷の大きさに応
じてモータのトルクリップルがどのように変化しているのかがわかります。

■ モータのトルクリップルを正しく評価するために

トルクのFFT信号の中には、モータが発生しているトルクリップルだけでなく、ブレーキのリップル、トルク計のリップル、回転機械のねじれ共
振による影響も含まれています。これら様々な影響の中から、モータのリップルを適切に抽出して評価することが重要です。

下記の技術資料に具体的な評価方法を掲載していますので、ご参照ください。
ブラシレスDCモータのトルクリップル測定 ：https://www.toyo.co.jp/mecha/solution/detail/id=8073

https://www.toyo.co.jp/mecha/solution/detail/id=8073
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ステッピングモータ特性試験
ステッピングモータの特性は、同期して回るトルクを測るプルイン・プルアウト、保持トルクを測るホールディング・ディテント、位置制御の

性能を測る角度精度・ダンピングがあります。各特性を測るには様々な機器が必要となり、トルク vs. 回転数 の装置に比べて複雑な

システム構成になります。 必要な試験項目に応じて機器を選定し、組み替えて使うことでコスト低減をご提案いたします。

■ プルイントルク

■ プルアウトトルク

トルクを減らし、モータが同期して回るときのトルクです。

駆動周波数とプルイントルクの関係を測ります。
時間

―― トルク--- 回転数

周波数 ①
周波数 ②

トルクを増やし、モータが脱調(同期から外れる)ときのトルクです。

駆動周波数とプルアウトトルクの関係を測ります。

―― トルク--- 回転数

周波数 ① 周波数 ②

時間

―― プルアウトトルク

周波数

―― プルイントルク

トルク

プルイン・プルアウトの装置構成は同じです。

ヒステリシスブレーキのようにコギングトルクが発生しないようパウダーブレーキが使われます。

パソコン ・ TMTソフト

トルク計

信号発生器

パウダーブレーキ ステッピングモータ

DC電源

■ ホールディング ： ステッピングモータを励磁(位置保持)させ、外部から軸を回したときのトルク(保持力)です。

■ ディテントトルク ： ステッピングモータを励磁せずに、外部から軸を回したときの引きずりトルクです。

ホールディング

パソコン ・ TMTソフト

トルク計
ギヤ付きモータ ステッピングモータ

―― ホールディング

角度

―― ディテント

トルク

ホールディングとディテントは、トルクの大きさが10倍以上違っていることが多く、

ディテントを精度よく測る場合はトルク計のみ組み替えます。
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■ ダンピング ： ステッピングモータに1パルスを入れたときの角度の応答波形を取得し、位置が安定するまでの時間を測定します。

■ 角度精度 ：ステッピングモータの位置決め精度を計測します。1パルス毎に進むべき制御角度と、実際の角度との差を計測します。

AB相エンコーダ
対応のデータロガー

高分解能の
ロータリーエンコーダ

パソコン ・ TMTソフト

信号発生器

パウダーブレーキ
(オプション)

ステッピングモータ

DC電源
(オプション)

回転角度の細かい変動を測るため、分解能が0.01°かそれ以上のロータリーエンコーダを使います。
1パルスでの加速が速いとエンコーダの出力周波数帯域を超えるため、分解能が高すぎてもうまく測ることができず注意が必要です。
トルクのあり/無しでもダンピング波形や角度制御精度が変わることがありますので、オプションでブレーキを使うことがあります。

時間

角度

到達時間
安定時間

ダンピング波形

誤差

指令角度

計測角度

時間

計測角度

角度精度測定

ギヤ効率試験

TMxxx

TMxxx

モータ
トルク計

(ギヤ入力)ギヤ
トルク計

(ギヤ出力)ブレーキロータリエンコーダ

モータ

パソコン

USB

M-TEST7.0

分岐ボックス
SBB14

コントローラ
DSP7002

トルク計ギヤトルク計ブレーキ
ロータリー
エンコーダ

TSC2TSC1

ギヤの入力と出力のトルク値からギヤ効率を測るシステムです。2台のTMシリーズトルク計とブレーキ負荷をDSP7002コントローラに
接続し、M-Test7ソフトウェアで自動計測をします。

入力回転数入力トルク

出力回転数出力トルク
ギヤ効率




=

グラフ画面

Mech. Efficiency : ギヤ効率
Torque1 : 出力トルク
Torque2 : 入力トルク
Speed2 : 入力回転数
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恒温槽 ・
被試験モータ トルクベンチ コントローラ

恒温槽トルクベンチ
被試験モータを恒温槽内に置き、-40℃～＋120℃などの温度環境でモータの性能や機能にどのような影響があるかを検査します。

恒温槽の壁には穴をあけ、トルク計やブレーキは温度の影響を受けないよう槽外に置きます。弊社では、恒温槽内のモータ・固定台を支
えるための堅牢な治具を製作いたします。Magtrol社製のトルク計は温度変化に強く、恒温槽ベンチのように回転軸から熱が伝わりやす
い場合でも安心して使うことができます。

TMxxx

ブレーキ
軸受

トルク計
被試験モータ
L型固定台

恒温槽

恒温槽扉の
電磁ロック

槽内ベース

断熱材

カップリング部
冷却ファン

大型の恒温槽の場合は槽内の軸位置が高くなるため、
槽外のトルクベンチも高い位置になるようレイアウトします。

槽内ベースは恒温槽の外両側から荷重を支えることで
堅牢な構造になります。

小型のモータ・治具の場合は、回転軸用の穴を利用してコンパクトなベースを作ることも可能です。

ブレーキの連結ベンチ

■ 製作事例
ー BHB-24B  x3台 （72Nm 10000rpm  18kW連続)
ー AHB-6  x2台 （12Nm 20000rpm  6kW連続)
ー 2WB65  x2台 （40Nm 24000rpm  12kW連続)
ー 4PB15  x2台 （2400Nm 2000rpm  96kW連続) BHB-24B  x3台

ブレーキ1台では試験要求に対してトルクや負荷電力が足りない場合、複数台を連結する提案をいたします。
また、小型のブレーキを連結することで最大回転数が高くてイナーシャが小さくなる構成も可能です。
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マッピング疑似負荷
モータが実際に使われるときには、扇風機やエアコン室外機の羽根などが繋がっています。モータ単体であれば、無負荷の時に回転数

が最大でトルクが最小になりますが、羽根が付くと逆になり、風速の２乗に比例した空気抵抗がトルクとなります。
実負荷が無い状態でモータやドライバ側の検査をしたり、現実に起こりにくい異常時の負荷を模擬したり、という場合にはこれらの代わり

にブレーキ装置を用いて実負荷を模擬します。

■ 装置構成

パソコン ・ TMTソフト

DSP7000 コントローラ

ダイナモメータ または トルク計・ブレーキ

USBケーブル

通常のトルク-回転数計測の装置と同一です。

■ 負荷のマッピング

トルクを模擬するため、回転数とトルクの具体的な値をいくつかピックアップして
Excelなどの表に入力します。そして、この値を曲線近似して、多項式の関数を用意します。
この関数をTMTソフトに入力することで、回転数に応じたトルクの制御値が指定できます。
このように、模擬したい全ての回転数の領域を多項式の関数として表現します。

■ TMTソフトで疑似負荷の関数制御モード

TMTソフトウェアでは、負荷を「関数」で制御させることができます。常に軸の回転数を監視し、関数で与えられたトルク値でコントローラ
の指令値を更新します。 このモードでは、決まったパターンで動作するのではなく、制御ストップを押すまで継続して負荷を制御します。

制御スタート/ストップ モニターモード

関数で制御
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株式会社 東陽テクニカ 機械計測部 Magtrol担当
〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6
TEL. 03-3279-0771  FAX. 03-3246-0645  Email: web-car@toyo.co.jp
http://www.toyo.co.jp/magtrol/

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪ブリックビル)
名古屋支店   〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 (名古屋広小路ビルヂング)
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3 (宇都宮大塚ビル)
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