


 Magcamは磁場カメラテクノロジーを基にした
 永久磁⽯の検査システムを専門としています。

Magcamの世界クラスの磁場カメラは品質管理、上質
な永久磁⽯及びマグネットシステムの開発に使⽤されて
います。Magcam製品は、センサ製造、モーター・ジ
ェネレータ製造、製薬・バイオテクノロジー関係の会
社、家庭⽤電気機械機器の製造者、OEM、研究所、マ
グネット製造等において使⽤されています。



マグネット⽋陥診断
マグネット保証証明

新しいセンサシステムの開発
マグネットの分類、ソート(合否判定など)
ラインでの品質管理
サンプルの品質管理
マグネット検査

マグネットアセンブリの検査
⽋陥検知

すべてのマグネット材料・ジオメトリ・⽅向にて測定できます:
材質: 焼結磁⽯、プラスチック結合のマグネット
ジオメトリ: 角型、円筒型、リング型、⼀⽚、複雑な形状、PMローター
磁化⽅向: 軸上、直径上、放射上、多極

永久磁⽯ローター
リニアモータマグネットプレート
センサアセンブリ
ハルバッハのアレイ

アプリケーション

メリット

センサマグネット検査
モーターマグネットの検査

マグネットのミスアライメント

理論上のマグネットからの局所的な偏差

磁化ベクトルの数値

N極・Ｓ極の付均整

磁化⽋陥

磁場均⼀性

3D 磁場分布

⽋陥検知

開発時間の削減

開発費⽤の削減

より正確な製品のデザイン
製造効率の向上
厳密な公差

完全なラインでの製造
迅速なマグネットの⽋陥診断⾼度なマグネット技術の迅速な確⽴

放射状の磁場分布

マグネットの位置 (4DOF)

磁場角度の偏差

極の⻑さ・角度の測定

局所的な物質の⽋陥

N極・S極の確認

これらの数値的な磁場マッピングは磁⽯の品質
の多くの情報を含みます。この磁場マップは多
目的に使⽤できるMagscopeソフトウェアにてマ
グネットの迅速な分析ができます。数値的なマ
グネットの特性は測定データから抽出でき、
R&D・製造過程で使⽤されます。Magcamは、
測定・貸出サービス、カスタムのソフトウェア
の開発サービスを⾏います。

1軸マグネット多極マグネット

製造・品質管理

マグネット
    アセンブリ

マグネット・マグネットアセンブリの
数値的な特徴を⽰します
Magcamは半導体チップに組み込まれた⾼密度な
2Dホールセンサのアレイを特⻑した唯⼀の特許
をもつ磁場カメラのテクノロジーを基にした永久
磁⽯の⾼等な分析システムです。センサチップに
より⾼速度で⾼性能な磁場マッピングが可能で
す。



較正されたマグネット配置⽤フレーム
xy⾯配置⽤フレームの端、xy各軸
センサ原点に対し0-6mmの範囲にて調整可能です

サイズ: 85 x 85 x 30 mm

xy⾯の収納可能なリファレンスプレート

カスタムの配置⽤フレームの取付も可能です。
材質: メッキ処理されたアルミニウム  

Minitableは、MINICUBE 磁場カメラが組み込まれた⼩型
マグネット測定⽤架台です。MINITABLEは、磁場カメラに
対し再現性のある位置にて正確に配置するためのマグネット
位置フレームがついています。この位置フレームは異なる
マグネットの⼤きさに適応できるようxy⾯にて調整可能です。

磁場ベクトル角度偏差の検査
Bz磁場検査
磁場均⼀度の検査
⽋陥検知
センサマグネット
モーターマグネット

測定ポイント数:
 128x128 = 16384 

数値的なデジタルBz磁場マッピング

空間解像度: 0.1 x 0.1 mm2
数値的1センササイズ(1ヶ): 40µm
視野: 12.7 x 12.7 mm2
磁場範囲: ±1000mT
磁場解像度: 0.1mT
すべてのマグネット分析を
⼀度の測定で⾏います。
測定速度:
1イメージにつき<1秒 (=16384ピクセル)

センサ部は作動しません。
サイズ: 24 x 24 x 24 mm2

チップ上のホールセンサの2Dアレイ

特⻑ :

主なアプリケーション :

MINICUBE1Dは、16000以上の2Dアレイ上のホールセンサを組み込んだMagcamの特許
センサチップを含んだでコンパクトな磁場カメラです。各センサは独⽴した磁場を測定
し、⾼性能な数値的な磁場マッピングを迅速に⾏います。この磁場マッピングはマグネッ
ト特性の多くの情報を含みます。



磁場解像度
(Bx, By, Bz): 0.1mT

MAGCAMは12.7x12.7mmの2D⾯に0.1mmの空間精度で⾼速に測定できる数値的な3D
(Bx, By, Bz)磁場マッピングを可能とした3D 3軸磁場カメラを取り扱っています。このカメラは
MAGCAMの2Dセンサアレイのテクノロジーを基にしています。

すべてのマグネットの分析を
⼀度の測定で⾏います。
測定速度:
1つのイメージにつき<1秒
(=16384ピクセル) 

センサ部は固定されています。
サイズ: 24 x 24 x 24 mm3

アプリケーション: 

特⻑ :
数値的なデジタル3軸
磁場マッピング
(Bx, By, Bz)

チップ上に組み込まれた
2Dホールセンサのアレイ
測定ポイント数:
128 x 128 = 16384
空間解像度: 0.1 x 0.1 mm2

⾯内(xy⾯)の磁場分布検査
全磁⼒分布検査

磁場ベクトル⽅向(⽅位角)の検査

体積ベクトル磁場分布測定
センサマグネット (ロータリーエンコーダマグネット)
モーターマグネット
ハルバッハ配列アセンブリの検査
PMローターアセンブリの検査

視野: 12.7 x 12.7 mm2
磁場範囲 (Bx, By, Bz): 
±1000mT



⾃動サンプルサイズ
測定⽤ 

⼤きいマグネット(平らな⾯の測定)

マグネットプレートアセンブリ検査
マグネットトレイのバッチ測定

ハルバッハ配列アセンブリの測定

アプリケーション:  

ハードウェアの特⻑ : ソフトウェア :

メリット : 

⾼精度
レーザーセンサ
オプション 

xyスキャン範囲: 300 x 300mm
スキャン範囲: 300mm
MINICUBE3D もしくは MINICUBE1D
磁場カメラが組みこまれています。
近距離での測定: 0.5mm

リピータビリティ: 各軸 ±1.3µｍ 

マッピング速度: 120mm2/秒 (最⼤解像度)
サイズ (WxDxH): 780x1000x1900/2200mm
(⾼さはインストール時/使⽤時)

再現性のある正確なマグネット配置⽤に
較正⽤の配置フレームが組み込まれています
モータータイプ: 全軸⾃動制御のサーボモーター
PLCコントローラ

マグネットの正確な配置

⾃動衝突検知
ロータースキャナー⽤の4軸Combiバージョンの
エクステンションのオプションあり。
サンプルサイズ測定⽤の⾼精度のレーザー
安全ライトカーテンのオプションあります。

Magscope測定・分析ソフトウェアにより
スキャニングステージは⾃動制御されます。
⾃動スキャン及びイメージのスティッチング

スティッチされた広範囲のイメージは個別のカメラの
イメージ同様に分析されます。

1つのセンサシステムの30倍の速度
完全に⾃動化された測定⼿順
広範囲のマグネット及び
アセンブリの測定
体積磁場の測定
マグネットからの正確な
距離の測定

Magcamの⾼速なポータルスキャナはMINICUBE 3DもしくはMINICUBE 1D磁場カメラを組み込んだモータ
ー駆動のスキャンステージです。イメージのスティッチングアルゴリズムを⽤いることにより、広い⾯積の測
定を⾼速で⾏うことができます。ポータルスキャナーは1つのプローブスキャナーより約30倍⾼速でマグネッ
トの測定ができます。スキャンステージはMagScope測定・分析ソフトウェアにより⾃動制御されます。



回転スキャナー拡張機能の特⻑:

スキャン速度: 2秒以内に軸⻑さ最⼤12.7mm (軸精度 0.1mm、角度精度 1°)
Magscope ソフトウェアのためのスキャナープラグイン

回転半径範囲: 0-300mm - 軸上範囲: 0-310mm(z軸)
60mm間隔での5つのドウェルピンにより最⼤550mmまで延⻑可能 

xyzスキャンと回転スキャンの容易な切換
スペースを必要とすることなくPLCへのモーター制御ターミナルとモーターケーブルの追加可能

回転スキャンの拡張機能をつけることにより、直動スキャナに回転
ステージ機能をもつCOMBI SCANNERとなります。これにより、永久
磁⽯ローターや湾曲部のマグネットの磁場分布の測定ができます。

Magcamスキャナーから回転スキャンモードの変換により、回転ス
テージはスキャナーのサンプルプレートにマウントされ、MINICUBE 
磁場カメラは90°回転した形となります。このアドオンにより、PM
ローター測定も1つの装置にて⾏うことができます。

Magcamの新しい磁気スキャナーは直動・回転スキャナー
の組み合わせとなります。

取り外し可能なモーター駆動の回転ステージ

PORTAL SCANNER + ROTOR SCAN EXTENSION = COMBI SCANNER



データ分析 :

ソフトウェア :

⽋陥検知

ハードウェアの特⻑ :

ノイズ分析などのフーリエ分析
放射状、接線状、軸上磁場成分の分析
(MiniCube3D カメラ)

局所的な磁化/物質の⽋陥
N-S極の均整
極⾼さ均⼀度
⾃動的な極の⼤きさの測定

⾃動極カウント

⾃動的なゼロ公差検知

スティッチされた広範囲のイメージは、独⽴したカメラの
イメージ同様に分析されます。

⾃動スキャニング、イメージのスティッチング

スキャンステージはMagScope 測定・分析ソフトウェアに
より⾃動制御されます。

PLCコントローラ
⾃動衝突検知

モータータイプ: 全軸⾃動制御のサーボモーター 

角度軸の再現性(1⽅向):
0.2 arc-min
 試験中ローター取付⽅向:
垂直⽅向

x軸・z軸の再現性: 1.3µm

MiniCube1D もしくは MiniCube3Dが
組み込まれています

サイズ(WxDxH): 780x1000x1900 mm

スキャン速度: 2秒以内に軸⻑さ
最⼤12.7ｍｍ

軸測定範囲: 300mm

Magcamの⾼速な回転スキャナーは、MINICUBE 1D もしくは MINICUBE 3D 磁場カメラが組み込まれた3軸モーター駆
動のスキャンステージです。MINICUBE 1Dは永久磁⽯の放射上の磁場分布、MINICUBE 3Dは3D磁場分布の測定に使⽤
されます。すべての回転表⾯は数秒以内に⾼精度な放射上及び角度の精度にて測定できます。放射上、軸上、角度⽅向へ
のモーター駆動のPLC制御を特⻑としています。スキャンステージは、MagScope測定・分析ソフトウェアにより⾃動的
に制御できます。

回転半径範囲: 0-500mm 



磁場適応性が⾼く、モジュラー測定にて分析できます。

直交座標・極座標での断⾯1Dプロット。

磁化のベクトルサイズや角度分析のためのMAGFIT分析モジュールが付随します。

切り抜き及び分析のための直交座標・極座標での2Dもしくは1D(断⾯)の範囲選択ができます。

数多くのデータ処理、分析機能。

⾃動データ保存。

MAGSCOPE の特徴: 

分析結果の⾃動的なExcelへのエクスポート。

CSVやバイナリフォーマットでの記録されたイメージの保存・読み込み。
測定・分析のための保存・読み込み設定。
ノイズの減衰・キャンセリング。

⾼性能な画像処理。

多量のデータファイルのバッチ処理。
⽋陥検知・アルゴリズム。

適応性のあるドッキング構造によりカスタムレイアウト可能。
⾃動的なスクリーンショットの保存。

極の区分の⼤きさなどの画像の特徴による正確な距離、半径、角度の測定。
画像や断⾯の統計的分析。
⾃動的な複数の区分の検知、極サイズや角度の測定。

磁場マップの2Dカラープロット。
ミクロ単位での分析のための磁場マッピングの補正。

⾃動的な合否判定、データロギングのためにPythonのスクリプトモジュールが組み込まれています。

MINICUBE 1D、MINICUBE 3D磁場カメラによりとらえた
磁場イメージのリアルタイムの測定及び分析。

Magscope®はリアルタイムでの磁場分布を測定・分析するためのデータ分析
ソフトウェアです。Magscopeは測定データから可能な限りの情報を取り出せ
るようデザインされています。磁場分布の分析ができ、分析の形状を保存でき
ます。



各パラーメーターにて、MAGFITにより最適化するかどうかの選択ができます。
また、パラメータはユーザーにより指定されたしきい値によるの合否判定に使⽤されます。

⽋陥検知。MAGFITによ
り、バックグランドの磁
界から⽋陥シグニチャー
を処理し、⾃動的に⽋陥
検知します。

MAGFITは測定された磁場分布
に基づき、磁化ベクトル(M)の
角度偏差(θ)を計算します。

MAGFIT分析モジュールにより、Magcamのデータから
数値的なマグネット特性の情報を得ることができます。
これにより、永久磁⽯のより⾼性能な検査が可能となり
ます。

マグネットジオメトリに対する主な磁化軸

マグネット材料や磁化の局部⽋陥

幾何的な磁化軸からの磁化ベクトルからの角度偏差 (精度: 0.1°)

完全な理論上のマグネットからの偏差

マグネットの3Dポジショニング(x, y, z)

マグネットサイズ
Pythonスクリプトモジュールとの使⽤による品質管理の合否判定
Pythonスクリプトモジュールとの使⽤による⾃動データロギング

センサ⾯でのマグネットの角度位置

⽋陥検知
マグネットジオメトリでのSTLファイルのインポート

測定データを理論上のマグネットのモデルと⽐較することにより、
MAGFITは、下記の多くの情報を得ることができます。

直交座標、球座標の完全な磁化ベクトル

MAGFIT®は MAGSCOPEに標準として含まれている磁⽯分析ソフトウェアの
モジュールで、1軸の永久磁⽯の完全の特徴のための⾼性能なデータ分析機能が
あります。



MagScopeの'プロセシング エレメント' Pythonコードを含みます。

PythonスクリプトとC++, LabVIEW®、MATLAB®など
他のプログラムやプログラム⾔語と結合できます。

MAGSCOPEでPythonスクリプトを使⽤する複数の⽅法: 

複数のPythonスクリプトを結合できます。

マスターPythonスクリプトを使⽤することにより、MagScopeをすべて制御。

主なアプリケーション: 

測定に起因しPythonスクリプトの実⾏

合否判定などMagScopeの分析は直接スクリプトに使⽤されます。
分析結果の⾃動ログ/ローデータのエクスポート
カスタムのデータ分析
カスタムユーザーインターフェースの作成
TCP/IP通信等を⽤いてのMagScopeのリモートコントロール

標準のスクリプトはMagScopeソフトウェアに含まれます。
magscopeに無制限に適応します。

MAGSCOPE測定、分析ソフトウェアは無制限に適応性と機能を増やすため
Pythonのスクリプトの使⽤を⽀持しています。MagScopeは標準のPythonスク
リプトのテンプレートが付随し、カスタム機能のスクリプトのためのベースとな
ります。また、カスタムスクリプト作成するサービスも⾏っております。



成分

⾃動⾞産業
2極ロータリーエンコーダマグネット

永久磁⽯ローター

分析可能な特性産業

⽋陥検知

極歪み角度測定
ノイズなどの
フーリエハーモニクス分析 

極角度測定

極ピーク検知
ゼロ公差検知

断⾯分析

Bxy磁場分布

磁場中⼼・機械的中⼼

⾼性能なアルゴリズムにより、マグネットから離して
ノイズフリーの分析を⾏うことができます。

角度誤差の分布

⼩型の電気ローター・⼤きいローターにより、ロ
ーター放射上・接線上・軸上の磁場分布を⾼速で
測定します。

このアプリケーションにおいて、⾯内の磁場が重要とな
ります。MagcamのMINICUBE 3Dは、Bxy磁場成分と
⽅位角の磁場角度が測定・分析されるためマグネットの
品質に関する多くの情報が得られます: 

ゼロ公差検知

⽋陥検知
極歪み角度測定
極の⻑さ・角度測定

物性の⽋陥
磁化のベクトルサイズ、角度偏差
N極・S極の対称性
極ピーク検知
磁場分布の統計

回転エンコーダ―マグネット
永久磁⽯のローター
⻭⾞スピードマグネット
マグネット⽚の直動エンコーダ
リードスイッチマグネット
電磁結合マグネット
マイク、スピーカーマグネット

直動モーターマグネットテーブル
ハルバッハ配列
アンジュレーターマグネット
NMRマグネット
電動輸送機器のモーターマグネット

聴⼒インプラント

Bz磁場分布

磁場中⼼、機械的中⼼
磁場の均⼀性

Bxy磁場分布
磁場⽅向(⽅位角)分布 

直動駆動マグネット

精度の⾼い位置決め、保持マグネット

⼤学の研究室
マグネットの製造
家庭⽤電気機械器具
医療

⾃動⾞産業
産業

Magcamの分析システムは、R&D・製造や品質管理に適していま
す。磁場カメラは⾼精度のマグネットとマグネットアセンブリのア
プリケーションにて使⽤されます。下記は異なる産業にてのいくつ
かのアプリケーション例です。



3D磁場分布
N極・S極の対称性

磁化ベクトル角度の偏差*

マグネットの理論値からの偏差*

*MagFit分析による

100％ 製造テスト
              ・品質管理

ゼロ公差検知

磁化の⼤きさ*

マイク・スピーカーのマグネット
磁化⾼精度の位置決め、マグネットの保持

極最⼤値の検知
極最⼤値均⼀度の分布
ゼロ公差検知

ゼロ公差検知

極角度測定

極角度測定

フーリエ分析

フーリエ分析

極最⼤値の検知
極最⼤値均⼀度の分布

理論上でのマグネットからの偏差

磁場均⼀度
磁場のベクトルサイズ
角度偏差

2極位置センサマグネット

部品

直動エンコーダマグネット⽚

⻭⾞速度センサマグネット

家電製品

複数極のロータリーエンコーダマグネット

マグネット製造

医療産業



測定・分析サービス
ソフトウェア開発サービス

専門家による⾼性能なマグネット検査システム・
ソフトウェアを使⽤してのマグネットの測定・分
析を⾏っています。通常1つから数100のマグネッ
トの検査を⾏います。Magcam磁場カメラの測定
スピードにより、⾼速で多くの測定を短時間で⾏
うことができます。多くのデータファイルのバッ
チ処理、分析結果の保存・⾃動的なエクスポート
によりバッチマグネット特性の統計的な分析がで
き、価値のある品質の情報が得ることができま
す。

Magcamはご要望により、ソフトウェアに追加
機能をつけるサービスを⾏っています。このオ
プションはMagscope標準機能にいくつか追加す
る際有効的です。また、特殊な要件の場合ご希
望の機能を満たすPythonスクリプトを書くこと
を提案します。どちらにおいても専門家により
機能を追加し、ご希望の結果が得られるよう最
適化します。

特殊なアプリケーションがございましたら、ロ
ックゲート株式会社にお問い合わせください。

CSVフォーマット・エクセルなどの結果概要の
詳細な測定レポートを含む測定サービスを⾏っていま
す。

詳細はロックゲート株式会社にお問い合わせくださ
い。




