
1 
 

 

      ArtemiS SUITE によるモーダル解析 

      メソッドとアプリケーション例 

   Tim Kamper |  Imke Hauswirth 

 

                                                                                                      

 



2 
 

このドキュメントについて 

 

トピック 

実験的モーダル解析で同定した伝達関数を評価するには特別な解析ソフトウエアが必要になります。このソウトウエアにより

テスト対象構造物のモーダルパラメターを同定し、それらの動的特性についての重要な情報を得ることができます。このソフト

ウエアアプリケーションは様々な計算メソッドに基づいています。 

 

コンテント 

・モーダル解析の簡単なご紹介   

・ArtemiS SUITE のモーダル解析プロジェクトに用いられている計算メソッドとその適用についての情報 

・アルゴリズムの働きと可能性の考察を含むアプリケーション事例 

 

ターゲットユーザー 

このドキュメントは特に ArtemiS SUITE を用いたモーダル解析の技術的なバックグラウンドと可能性についてより多くを学び

たいという方を対象にしてまとめました。 
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１ イントロダクション 

 

実験的モーダル解析 

実験的モーダル解析 (EMA) の目的は実際の構造の動的特性を同定することです。これは例えば以下の目的に利用でき

ます。 

・音振動問題の原因を明らかにし伝達経路を最適化すること。 

・動的な負荷についての構造物の弱点箇所を突き止め、複数の対策方法を評価すること。 

・数値計算メソッドを検証またはパラメター化すること。 

 

モーダルパラメターの同定 

 

モーダル解析の基本は測定した伝達関数です。伝達関数は加振力とそれが構造物の一点に励起する振動のあいだの関

係を表わすことです。モーダルパラメターは伝達関数から抽出されます。自然周波数、モーダル減衰、関連するモード形状で

す。これらのパラメターを組合わせることにより構造物の動的特性についての洞察を深めることができます。 

 

LSCFアルゴリズム 

モーダルパラメターの同定でユーザーをサポートする目的で過去にいろいろなアルゴリズムが開発されました。ArtemiS 

SUITE の Modal Analysis Project は Least-Squares Complex Frequency 法 (LSCF) に基づいたインプリメ

ンテーションを採用しています。図１はモーダル解析における LSCF 法の役割を示しています。加えて、LSCF メソッドの為の

最適なパラメターの設定が最適な結果を達成する為には必要です。出力パラメターは極と呼ばれるものでモーダルパラメター

（自然周波数、モーダル減衰、モード形状）を同定するのに用いられます。  
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図１：LSCF 法とモーダル解析における役割の概要 

以降のチャプターで LSCF 法、設定パラメター、出力量の理論的バックグラウンドの概略を説明します。チャプター３で理論

的な説明をユーザー視点でのアプリケーション事例により補足します。 

 

LSCF アルゴリズムの利点 

ArtemiS SUITE Modal Analysis Project においてインプリメンテーションのベースとして LSCF 法を採用した理由はと

りわけその汎用性にあります。例として以下のことに最適です。 

・広い周波数範囲のアプリケーション 

・伝達関数の中で極が隣接する構造 

・広い減衰範囲 

その汎用性により、LSCF 法は幅広いアプリケーションに良好な結果をもたらします。アプリケーションによっては、さらに正確な

結果を出す為の特別なアルゴリズムもありますが、それらを用いるにはそれぞれのアプリケーションに対してアルゴリズムを選択

し正確にパラメーター化する為の専門的な知見が必要です。特にいろいろなアルゴリズムやそれらのメリット・デメリットに詳しく

ないユーザーにとって採用した同定メソッドに汎用性があることは多くの利点があります。加えて、メモリー要件や演算時間に

関して最適化されている為特に効率的です。 
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2     パラメターの同定：Least-Squares Complex Frequency 法 (LSCF) 

 

LSCF 法の開発 

Least-Squares Complex Frequency 法 (LSCF)が最初に開発されたのは、別の極同定アルゴリズム [2] の初期

値を計算する為でした。しかしながら、LSCF 法で同定された極はすでにかなり正確でさらなる最適化が必要でないことがす

ぐにわかりました。そのとき以来、[1] に示されている LSCF 法とその複数基準インプリメンテーション（複数 LSCF）はロバ

ストネスとスピードの観点ではスタンダードを確立し、多少モディファイされたり異なる名称により様々なモーダル解析プログラム

に採用されてきました。 

以下はこのアルゴリズムの基本機能の簡単なプレゼンテーションです。このインプリメンテーションについての包括的な情報につ

いてはより詳細な文献をご参照ください。[1]、[3] 

 

伝達関数のマトリックス 

加振と応答の比率が測定した伝達関数 H(ω) ∉CN0xN1、 N0=応答数、N1=加振数のマトリックスにより表現されます。

伝達関数のマトリックスは以下の式により同定可能と推測される： 

          

このケースでは N(ω) ∉CN0xN1 は分子係数行列多項式と呼ばれ、D(ω) ∉CN1xN1 は分母係数多項式行列と呼ばれま

す。以下は行列伝達関数のそれぞれの列に適用されます： 

         

 

分子係数多項式の計算 

分子係数多項式は以下の数式で表現されます。 

         

n はモデルサイズを示し、アルゴリズムの入力値 Bij は分子係数多項式の多項式係数です。用いるモデルサイズが大きいほ

ど、モーダルモデルの DOF が大きくなります。各 DOF は伝達関数における共振の近似化を可能にします。選択したモデル

サイズが小さすぎると、モーダルモデルによるシステムの近似化において十分な正確性が損なわれます。その一方で、モデルサ

イズが大きいと計算時間が長くなってしまいます。大きなモデルサイズはアルゴリズムに用いられる行列のサイズを増加させてし

まうからです。 
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上記の計算式で、Ωは多項式のベース関数を示します。 

          

 

分母係数多項式の計算 

分母多項式は以下の形式をもちます。 

             

ここでは、Aj は分母係数多項式の多項式係数です。線形化最小二乗法法が多項式係数を導出します。分母多項式の

係数 Aj を使用し、所謂コンパニオン行列を作成できます： 

 

コンパニオン行列 

          

コンパニオン行列の固有値はモーダルモデルの極と呼ばれます。固有値は所謂刺激係数を導出するのに用いられます。極は

以下のように自然周波数と減衰に関連します。 

 

 

スタビリティ・プロット 

モデルサイズ n がユーザー定義の最大モデルサイズになるまで反復計算が行われます。その後、スタビリティ・プロット（図 7

参照）が用いられ反復計算のあいだ極がどのように挙動するか、どの範囲まで結果が変動するか同定します。実測データの

品質による根本的な精度の悪さ以外には、これらの特定された極の変動は不十分なモデルサイズがその原因であると結論

づけることができます。モデルサイズが小さすぎると DOF が少なすぎてアルゴリズムはすべての極の特定ができません。この場

合は、特定できた極が特定できていない極の影響を補完しなければならなくなり、誤った値により変動が大きくなってしまいま

す。物理的に存在しているすべての極が実際に見つかる反復計算により、極のパラメターにおける変動は減少し、それらは

適切に選択された範囲条件において安定的であると判断されます。（９頁と比較ください。） 
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“類似する” 極の最小数が選択プロセスの範囲条件として必要です。この数字に到達したら、極は安定的と判断されます。

加えて、減衰比と周波数の為の類似性基準が具体的に定義されていなければなりません。極を選択するのにこれらの基準

が用いられます。 

 

伝達関数の同定方法 

極がわかっていれば、測定伝達関数は以下の式で近似させることができます。 

            

LR（低 Residual）と UR (高 Residual)は考慮される周波数範囲のリミット以外のモードの影響を含みます。極 λr とモ

ーダル刺激係数 Lr が固有値からわかり、コンパニオン行列の固有値、固有モードφr、低 Residual、高 Residual だけが

既知であり、最小二乗法を用いて同定できます。このようにして、測定した構造物のモーダルモデルがすべてのパラメター

（自然周波数、減衰比、固有モード）を含んで導出されます。 
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3 アプリケーション例 

事例１：EVのトルクアーム 

以下の記述は EV のトルクアームの実験的モーダル解析を ArtemiS SUITE を用いて行った例です。この解析の目的は

数値的モーダル解析の結果を検証することでした。この目的の為に複数の異なるツールが用いられます。 

・測定ポイントライブラリー  

・インパクト測定         

・モーダル解析プロジェクト     

・形状比較プロジェクト          

 

トルクアームの測定セットアップ 

伝達関数測定の為に、トルクアームが取り外され自由振動の条件を近似的に確保する為にナイロン線をのり付けしたゴム

紐で吊します。この測定はロービングハンマーメソッドで行います。その為には構造物の複数ポイントをハンマーで叩きます。構

造物の応答が決められた位置に固定された加速度センサーで測定されます。これは、センサーの質量の影響が測定ごとに

変わらないというメリットがあります。 

 

図２：トルクアームの測定セットアップ 
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測定ポイントライブラリー 

 

ArtemiS SUITE の測定と解析は測定ポイントライブラリーがベースになります。このライブラリーは一般的に測定または加

振するすべてのポイントをリストアップします。加えて、測定対象物の 3D モデルが測定ポイントライブラリーに読み込まれま

す。CAD プログラムからとったモデルポイントを追加することにより、3D モデルが次に形状をより正確に表わすことができます。 

 

図３：測定ポイントライブラリーの中のトルクアームの測定とモデルポイントを表わしたもの 

 

インパクトハンマー測定 

 

測定はインパクト測定（ロービングハンマー）で行われます。この例では、インパクトハンマーを使ってトルクアームを 22 の測

定ポイントで 2 つまたは 3 つの方向で加振します。システム応答は一軸方法の基準点で測定されます。この例では合計

51 の伝達関数が同定されます。ArtemiS SUITE のインパクトハンマー測定はサンプリングレート、窓長、窓関数といった

パラメター設定でユーザーをアシストし、測定ポイントリストで定義づけられたすべての測定ポイントにステップバイステップでガイ

ドします。 
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モーダル解析プロジェクト 

 

測定が完了したら、実際のモーダル解析が Modal Analysis Project で行われます。このプロジェクトでは、実測で得られ

た伝達関数が解析され、モーダルパラメターが同定されます。Modal Analysis Project を最初に開いた後、

Measurement Point Library と 対応する伝達関数が選択されなければなりません。図 4 は最初に開いた後の、トルク

アームの例の Modal Analysis Project です。 

 

図 4 ：モーダル解析のユーザーインターフェース 

 

周波数の同定 

最初にモーダル解析の為の周波数範囲が定義づけされます。この事例で調査する周波数範囲は、約 500 Hz ～約 

7000 Hz です。 
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モデルサイズの同定 

次に、極を計算する為のモデルサイズを設定します。（最大モデルサイズ、図 5 を参照。）このパラメターはコンパニオン行

列を作成する為の多項式のサイズの上限を決める為のものです。（6 頁参照）コンパニオン行列の作成と固有値計算が

反復的に行われます。モデルサイズが増えていき、ユーザー定義した最大モデルサイズに到達するまで続けて行われます。 

 

図 5 ：この例に使われた極計算の為のパラメター 

この値が高いほど、多くの DOF が利用可能で、より多くの固有値（極とも呼ばれます）がアルゴリズムによって見つけられま

す。しかしながら、反復計算回数が多いと、望まぬ効果も発生させることもあります。実際の極との関係でモデルサイズが大

きすぎると、伝達関数の（例としてノイズにより生じる）妨害箇所に極が見つかることがあります。加えて、反復計算が多い

ほど、モデルが複雑なほど、計算時間が増加します。 

 

スタビリティ・プロット 

周波数と減衰で構成される個々のモデルサイズ（反復計算）の結果がスタビリティ・プロットに渡されます。このプロットは反

復計算により結果がどれだけばらつくかを表わしています。この目的の為、極の類似性がユーザー定義のパラメターを下に評

価されます。この結果、スタビリティ・プロット中に色で表わした極が現れます。（図 6 参照）ドットの色は異なる反復計算に

関するスタビリティについての情報を示します。 

・赤のドットは周波数と減衰が反復計算の都度、著しくばらつく不安定な極を示します。 

・黄色いドットは反復計算の都度、周波数のばらつきは指定公差範囲内に留まるが、減衰が著しく外れている極です。 

・緑のドットは常に周波数も減衰も指定公差範囲内に収まっている安定的な極を示します。 

 

図 6 ：スタビリティ・プロット、色で表わした極 
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極評価の為のパラメター 

Minimum Stable Poles per Mode（モードごとの最小安定極）の値によりユーザーは、安定化プロットの中で極がい

つ安定的と表示されるか定義することができます。この値は、極が周波数と減衰に関して一定の公差条件に適合しなけれ

ばならない最低反復回数を決めます。ユーザーは周波数トレランス値と 減衰トレランス値を使って、極の類似性の公差条

件を指定します。極の安定性をチェックする際、アルゴリズムは最初に周波数の外れを、次に減衰の外れを調査します。 

 

スタビリティ・プロット トルクアーム 

極の計算結果は図 7 のスタビリティ・プロットに示されています。 

 

図 7 ：トルクアームのモーダル解析の為のスタビリティ・プロット 

みつかった極のいくつかが拡大表示されています。これらは伝達関数を近似させる為にカーブフィッティングを行う為のベースと

なる極を示しています。実測で得た緑色の伝達関数に加えて、カーブフィッティングにより同定された伝達関数が計算後に赤

で示されています。 

 

実測による伝達関数と同定した伝達関数のあいだの比較 

最初のアプローチでは、Modal Analysis Project が先ず反復計算から、カーブフィッティングの為、極の中でも外れが最も

小さい極を選択します。この目的の為に、安定的な極のみが使われます。横の補助線はこのプロセスに用いられるモデルサイ

ズを読むのに便利です。（例として、図 7 の”96”と表示されたラベルを参照。）複数の伝達関数をスクロールすると近似化

した伝達関数と実測で得た伝達関数のあいだを視覚的に比較可能です。（図 8 参照。） 
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図 8 ：実測による伝達関数と同定した伝達関数の比較 

 

2 つの曲線は特に最高値で一致すべきです。一致していれば、極はカーブフィッティングの為に良い選択がされています。一

致していなければ、極の選択は調整が必要です。殆どの場合、Modal Analysis Project で自動的に選択された極はカ

ーブフィッティングの為の大変良いベースになり、実測で得た伝達関数と近似化による伝達関数を一致させることができま

す。従って、事前に選択された極は通常は何も調整が要らずにそのまま使うことができます。 

 

モード形状テーブル 

次のステップとして、自然周波数と減衰とともに計算された固有モードはさらなる調査の為にモード形状テーブルに挿入されま

す。モーダルパラメターである周波数と減衰に加えて、個々の固有モードのために MPC 値（モーダル位相共線性）もこのテ

ーブルに指定されています。（図 9 参照。） 

 

MPC値 

MPC 値は計算された固有モードの質をチェックするツールとして用いられます。測定ポイントの特定の周波数におけるフェーズ

の共線性を表わしています。MPC 値は 0～1 までの範囲をもち、1 は測定点同士のフェーズ共線性が高いことを表わしま

す。即ち、測定点が一致して振動しているか、または 180°反対方向に振動している状態です。測定点間の位相差が大き

いほど、値は 0 に近くなります。 
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図 9  トルクアームのモーダル解析の為のモード形状テーブル 

 

 

算出した固有モードの評価 

高い MPC 値は同定した固有モードが現実に存在することの最初の示唆です。その一方で、低い MPC 値はすぐに排除が

必要だという判断基準にはなりません。低い MPC 値の固有モードはチェックせずしてモード形状テーブルから削除すべきでな

いし、その後の評価対象からも除外すべきではありません。その代わりに、低い MPC 値のモードはユーザーにより個別にチェッ

クされるべきです。この例では、固有モードが 1844 Hz で 0.148 という大変低い MPC 値です。このモードは、加振が行

われた状態や用いられた測定セットアップが最適な状態でなかったということです。しかしながら、この周波数での共振ピークが

すべての伝達関数で検出できます。しかしながら、選択された極で、この固有モードの位相進行がすべての伝達関数でうまく

近似化されなかった為、いくつかのポイントの動きが他の測定ポイントとの関係において正しい位相になっておらず、MPC 値

の低下に至ってしまっています。これをチェックするには位相スタビリティ・プロットで位相も表示することができます。図 10 は位

相の外れが大きい測定ポイントの例として 1844 Hz での固有モードの振幅と位相を示しています。 
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図 10 ：同定された 1844 Hz での振幅と位相 

 

すべての伝達関数において 1844 Hz に周波数ピークがある為、対応する周波数がモード形状テーブルに自然周波数とし

て残されなければなりません。しかしながら、計算で出したこの周波数の固有モードはエラーとなる可能性がありクリティカルな

ので調査しなければなりません。これはトルクアームの為に後に実施される数値シミュレーションにより確認されます。 

モーダル解析の結果は計算で出した固有モードの為の自然周波数と減衰に関するモード形状テーブルの中の仕様です。こ

れらは例として形状比較プロジェクトでさらに調査されます。 

 

形状比較プロジェクト 

 

Shape Comparison Project の中で、モード形状テーブルにある結果は互いに比較でき、他の計算結果やシミュレーショ

ン結果とも比較可能です。形状比較プロジェクトはこの比較の為に（自動）MAC マトリックスを自動表示します。Modal 

Assurance Criterion (MAC) は複素固有ベクトルの固有モード評価に基づいた数学的な比較メソッドです。各マトリッ

クスは固有ベクトル同士が一致しているかを表わす基準です。固有ベクトル同士が一致すれば、マトリックス要素は 1 と等し

くなります。もし 2 つの固有ベクトルが互いに直交であれば、0 となります。（自動）MAC マトリックスはモーダルモデルの固

有ベクトルをそれ自体と比較し、読み込んだモード形状テーブルに固有ベクトルがあるのと同じ数の列と行を持ちます。 
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（自動）MAC マトリックスの評価 

（自動）MAC マトリックス上の 45 度線上にある値は常に値 1 です。それはここでは個々の固有ベクトルがそれ自体と比

較される為です。線上以外の値は 0 に近くなければなりません。高い値が 45 度線外に発生すれば、それはモーダルモデル

が現実を不適切に表わしていることの示唆です。その理由は、測定タスクの為の測定グリッドの幾何学的解像度が不十分と

いうことです。その結果、情報が捉えられず、個々の固有ベクトルが不完全で近似しすぎるのです。もしも数値モデルが利用

可能であれば、（自動）MAC マトリックスを使って測定前に測定グリッドの最適な幾何学的解像度を決めることができま

す。バーチャル測定ポイントをだんだん増やしていきながら、（自動） MAC でモデルの評価を繰り返し行うことにより、要求

されるすべての情報を得るのに必要な解像度を同定することができます。 

トルクアームの固有モードの為の（自動）MAC マトリックスが図 11 に示されています。45 度線上に目標となる高い値を

示しています。他の値は十分低くなっています。 

 

図 11 ：計算によるトルクアームの固有モードの為の（自動）MAC マトリックス 

 

シミュレーション結果との比較 

次に、形状比較プロジェクトで、例として、実験的モーダル解析結果を数値シミュレーション結果と比較できます。この目的の

為に、モーダル解析プロジェクトのモード形状テーブルに加えて、数値シミュレーションからのモード形状テーブルが読み込ま

れ、MAC マトリックスが計算されます。図 12 にその結果が示されています。MAC 値が高い周波数で低下しているのは、周

波数が上がるにつれ、実際のセンサーとバーチャルセンサーのポジションの小さな差が次第に影響度を増していくことが原因で

す。さらに、予想通り、一致度の低さが 1844 Hz で見られます。これは対応する固有モードがモーダルモデルにより正確に

表現されなかった為です。（11f 頁参照。） 
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図 12：実験データ(A)と数値データ(B) の比較の為の MAC マトリックス 

 

全体として、この比較は実験的モーダル解析と有限要素法で行ったシミュレーションの結果とのあいだに良好な対応性が確

認できます。 

 

 

事例 2 ：EVパワートレイン 

 

パワートレインの測定セットアップ 

このセクションでは EV のパワートレインのモーダル解析のインプリメンテーションと結果を簡単に説明しています。このケースで

は、実験的モーダル解析のフォーカスはパワートレインの構造動的特性についての知見を得ることでした。図 13 はテストリグ

に搭載したパワートレインを上から見たところです。 
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図 13 ：：テストリグに搭載した EV のパワートレイン 

 

このパワートレインのシステム応答を 37 の 3 軸加速度センサーで収録しました。インパクトハンマー（スチールチップ）で表

面の 4 つのポイントを垂直方向に加振しました。使用した 3D モデルと異なるセンサー位置が図 14 に示されています。 

 

図 14 ：パワートレインの 3D モデルとセンサー位置（左＝前面、右＝背面） 

この例では、トルクアームの例よりもより多くのチャンネルが収録されました。その為、基準ポイントも 4 つあり、得られる伝達

関数の数も多く、パワートレインのモーダル解析の方が著しく複雑です。 
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モーダル解析プロジェクトでの評価 

モーダル解析プロジェクトでの測定データの評価は複数のステップで行われました。極計算が異なる周波数範囲でそれぞれに

マッチしたパラメター設定で行われました。加えて、極は異なる基準点による伝達関数を用いて同定されました。 

 

図 15 ：モーダル解析プロジェクトでのパワートレイン解析 

 

計算された固有モード 

図 16 は見つかった固有モードのうちの 3 つです。276 Hz での固有モードはモーターサポートアームの動きが支配的である

一方、1352 Hz での固有モードは電気モーター筐体の楕円化を示しています。2507 Hz では、トルクアームの動きが支

配的です。このように、構造の中で支配的となる部分が異なる広い周波数範囲で複数のモードが同定されました。 

 

図 16 ：パワートレインの固有モード（左 276 Hz、中央 1352 Hz、右 2553 Hz 背面ビュー） 
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これらの計算結果はモーダル解析のモード形状テーブルに集められました。様々な評価ファクターを考慮に入れながら（例：

MPC 値、実測伝達関数と同定伝達関数の比較、計算による固有モードの考慮）230～2600 Hz の周波数範囲に

31 の固有モードが選定されました。 

 

形状比較プロジェクトによる評価 

（自動）MAC マトリックスが形状比較プロジェクトでのこれらの選択された固有モードについて同定されました。（図 17 参

照）45 度線上に目標の高い値が示されています。他の値は十分に低くなっています。 

 

図 17 ：形状比較プロジェクトのモーダル解析からの固有モードの（自動）MAC マトリックス 
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示されている測定データはスポンサーによる研究プロジェクトの一部としてアーヘン工科大学の機械要素・システム開発研究

所のテストリグ上で収録されたものです。 
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