モータドライブ技術入門
会期

2019年10月 1日（火）〜 2日（水）
2020年 3月25日（水）〜26日（木）

会場

（東京都港区芝公園）

2日間

講

師

参加対象

（敬 称 略）

百目鬼英雄
米田
真

日本能率協会 研修室

● モータ特性とそのドライブ技術を基礎から学びたい方

東京都市大学 名誉教授

● メカトロニクス装置の関連技術を学びたい方

工学博士

● モータドライブ関連の若手技術者

本セミナーのねらい・特長
モータドライブ技術を電力変換と制御に分けて基礎から応用までを学ぶことができます。
モータ種類毎の性能からその制御モデルの導出・ドライブ技術までを学ぶことができます。
今後も重要な誘導モータについてモータ特性からベクトル制御の基本までを学びます。

プログラム

1日目

13：00

モータドライブ技術の基礎

10：00

・モータドライブの構成
・DCサーボモータの制御モデルと特性
・トルク・速度・位置の制御
・伝達関数ベースの制御性能
・制御器の設計法
・制御性能の高性能化技術

〜

14：00

〜

モ ー タドライブ 技 術 全 般 を モ ー タを 駆 動 するドライブと、
モータの動作を制御する制御器に分けてドライブの構成法
を解説します。理解を簡単にするためDCサーボモータを例
にして、伝達関数を基本とする古典制御に基づく制御系の基
本を解説し、伝達関数の周波数特性をベースに制御器の設計
の手法を解説します。

昼休み

13：00

誘導モータはいまだにモータ応用の主要となっており、この
モータの特性とドライブ法を理解しておくことは有用と考え
られます。しかし、最近PMモータについては各種解説がさ
れていますが、誘導モータはドライブ技術が確立しているこ
ともあって若手の技術者にはなじみがなくなっていると思わ
れますので、このセクションで全般的な技術を解説します。

※昼食をご用意しております。

パワーエレクトロニクス技術
・直流電力変換技術
・交流電力変換技術
・三相PWMインバータ制御技術
・電力変換用デバイス
・周辺回路技術
・インバータの設計技術

14：00

モータドライブに使われるパワーエレクトロニクス技術全般
にわたって概説し、特に三相インバータのPWM制御につい
て解説します。インバータで使用されるパワーデバイスの最
近の動向や周辺回路について解説することでインバータの設
計技術について解説します。
17：00

誘導モータのドライブ技術
・誘導モータの等価回路と特性
・V/f制御
・誘導モータの制御モデル
・ベクトル制御
・センサレス制御技術

〜

〜

10：00

2日目

17：00

PMモータのドライブ技術

・PMモータの種類と特性
・ブラシレスDCモータのドライブ技術
・PMモータのd-q座標制御モデル
・PMモータのベクトル制御
・リラクタンストルク応用モータの特性とドラ
イブ技術
・センサレス制御

高効率を要求される用途では永久磁石(PM)モータが使用さ
れており、矩形波駆動されるブラシレスDCモータと正弦波
駆動されるPMモータのdq軸モデルによるドライブ技術を解
説するとともに、その応用としてIPMSMを中心にリラクタン
ストル ク応 用 モ ー タのドライブ 法 につ いて も 解 説しま す。
センサレスドライブについても概説します。
※プログラム内容が変更になる事がありますのであらかじめご了承ください。

受講者の

声

・誘導モータの話は今まで聞いたことがなかったので面白かったです。
・初歩的な質問でも詳しく教えていただき良かったです。
・センサレス制御、120°
通電の話を聞くことができ、勉強になりました。
・誘導機ベクトル制御やPMモータベクトル制御についての話が参考になりました。

裏面の関連する
おすすめセミナーも
ご覧ください

モータドライブ技術入門
講師紹介（敬称略）

百目鬼 英雄

米田

東京都市大学 名誉教授

1977年3月 武蔵工業大学工学部電気工学科卒業
1983年
オリエンタルモーター(株)入社
同社技術研究所研究部 部長
1997年
東京大学にて博士(工学)取得
2000年7月 英国 グラスゴー大学(University of Glasgow)
客員研究員(〜2001年9月)
2004年4月 武蔵工業大学(現：東京都市大学)工学部電気電子
情報工学
2009年4月 東京都市大学(旧：武蔵工業大学)工学部電気電子
工学科 教授
2019年4月 東京都市大学(旧：武蔵工業大学) 名誉教授
【主な著書】
ステッピングモータの使い方/工業調査会
高効率モ−タ技術/日刊工業新聞社
電動モータドライブの基礎と応用/技術評論社
リラクタンストルク応用モータ(分担執筆)/オーム社

真

■ モータ技術入門セミナー

1979年3月 武蔵工業大学 工学部電気工学科 卒業
1984年2月 オリエンタルモーター(株) 入社
研究推進部 主席研究員
主にモータドライブに関する研究開発に従事
2004年4月 ICEMS国際会議組織委員

セミナー I D

100305

■ パワーエレクトロニクス技術入門セミナー
セミナー I D

22639

■ 電気回路の基礎習得セミナー

2008年3月 武蔵工業大学にて博士（工学）取得

セミナー I D

2009年4月 電気学会調査専門委員会 幹事補佐

100508

■ 機械設計ベーシックセミナー

2018年2月 オリエンタルモーター(株) 退社
現在に至る

セミナー I D

100591

■ 第38次 モータ技術フォーラム
セミナー I D

100447

など

c

お申込みについて

1

関連するおすすめセミナーのご案内

工学博士

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字） JMA 150875

スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合せください。
TEL：03（3434）6271

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）
一般社団法人
日本能率協会法人会員
上

記

会

員

外

80,000円/1名
90,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページ（https://school.jma.or.jp/）に
掲載しておりますのでご確認、ご同意のうえお申込みください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

日本能率協会 研修室
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

E-mail：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL：03（3434）1410（直通）

参加定員 30 名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に
させていただく場合がございます。）

これから求められる経営モデルの提唱

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発・設計・技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援も行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習・ディスカッション

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

