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報告 :「寺子屋 BM 塾」
           2015 年前期講座

寺子屋 BM 塾 塾長
元・日立金属㈱

徳永 雅亮

第 17 期　BM 初心者講座 :
「磁気応用の基礎を理解しよう !」

磁気回路を用いた機器や部品を基礎的に

理解するために、①「モータの基礎Ⅱ」、

②「磁気センサの基礎」、③「モータの基

礎Ⅲ」の 3 つを取り上げた。

第 1 講
2015 年 5 月 22 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「モータの基礎Ⅱ」

講師 : 松井　信行（中部大学）

概要 : 昨年 11 月に行った講義の続きとして、

IPM を含めたモータの基礎を詳しく説明す

る。素材サプライヤ向けに原理とモータメ

ーカの苦労話等を紹介する。

受講生総数 :44 名

記 事 : 交流モータの固定子巻線方式であ

る集中巻と分布巻の説明からスタートし

た。分布巻コイルは固定子複数のスロット

間を銅線が渡る。従って、コイル長および

コイルエンド高さが増加し、巻線抵抗、モ

ータ軸長が増加する。そのメリットは高調

波が少なく、正弦波起磁力分布にある。集

中巻は分布巻と比較して、モータの軸長が

30~50% 短縮でき、銅損低減による効率向

上、トルク密度向上による出力密度向上が

可能となる。ただし、磁束の空間分布歪を

抑制できる構造、制御回路や永久磁石式回

転子におけるトルクリップル、コギング、

振動音、逆起電力の制御が必要になること

がある。

対称 3 相交流を対称 3 相巻線された固定

子に通電すると、固定子には大きさ一定で、

電源周波数で決まる速さで回転する磁界が

発生する。これを回転磁界という。各相電

流は等しい正弦波で、1/3 周期ずつずれて

いるため、各瞬間の電流の総和はゼロにな

る。単相交流に対する 3 相交流のメリット

は送電ロスが小さく、1 相に流す電流値を

小さくできることにある。また、単相交流

モータは始動に補助が必要である。3 相交

流による回転磁界の合成磁束密度振幅は各

相単独の磁束密度の 1.5 倍になる。固定子

巻線の配置変更によって 2 極機や 4 極機が

作製できる。4 極機は a 相のみで 4 極が得

られるように巻線される（4 極機巻）。この

場合、対極数 np は 2 である。角速度ωの

電流で駆動すると機械的同期速度はω /np

になる。4 極機（np=2）に対する a、b お

よび c 相要素起磁力と合成起磁力の水平展

開図から、電源 1 周期に対して、回転磁界

が半回転することが確認できた。

3 相交流電源による回転磁界を用いた交

流モータは①非同期機の誘導モータ（分

布巻）と②同期機の巻線界磁同期モータ

（分布巻）、ブラシレス DC モータ（集中

巻、分布巻）、PM モータ（分布巻、集中

巻）、シンクロナスリラクタンスモータ（分

布巻）、スイッチトリラクタンスモータが

ある。（　　）は用いられる固定子の巻線方法

である。同期モータは同期速度 N0=60･f/

p(rpm) で回転する。ここで、N0: 同期速度、

f: 電源周波数、p: 極対数である。誘導モー

タはすべり s=2~4% が存在し、同期速度は

N=(1 – s)N0 と表される。すでに、誘導モー

タの回転原理は第 1 回目の講義でも説明さ

れたが、永久磁石同期モータとの比較で詳

細な説明があった。誘導モータのすべりは

本質的に重要な量である。仮に s=0 であれ

ば、回転子コイルは N0 で回転し、誘導電

圧、電流は発生せず、従ってトルクも発生

しないので、減速する。回転子抵抗（負荷）

が 2 倍になっても、すべりを 2 倍に選べば、

トルクと電流の値は変化しない。これを比

例推移という。誘導モータのすべりと損失

の間には、固定子損失（励磁損、固定子銅損）

を無視すれば、すべり相当分が電気的損失

となり、残部が機械動力に変換される。誘

導モータの速度制御を電圧制御と周波数制

御で行った場合の得失を確認した。（本件

は大学における試験問題のようであった。）

電圧制御の効率は 0.589、周波数制御の効

率は 0.857 と圧倒的に周波数制御が有利で

ある。

　

第 2 講
2015 年 6 月 26 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「磁気センサの基礎」

講師 : 石山　和志（東北大学）

概要 : 色々な磁気現象を利用したセンサが

市場にあふれている。用途に合ったセンサ

をうまく使うためにはセンサの原理を理解

することが重要である。

受講生総数 :49 名

記事 : 磁気センサには多くの種類があるが、

磁性体のヒステレシスカーブや磁気異方性

を利用したものがある。測定対象とする磁

界レベルは 10-14~1 Tesla で、磁気センサと

して検出方式を選択し、実用化する必要が

ある。代表的なセンサの原理とその得失を

順次講義して頂いた。

ピックアップコイルは磁束の時間変化

（d φ /dt）を積分して磁束を求める。電

磁誘導の基本を用いた最もシンプルなセン

サである。比透磁率μの鉄心を挿入すると

磁束量はμ倍になる。磁性体を使用しなけ

れば、磁束量は飽和せず、広いダイナミッ

クレンジを有する。ダイナミックレンジの

上限は LC 共振の周波数で限界が決まる。d

φ /dx を用いて、空間磁界分布測定も可能

である（グラジオメータ）。永久磁石の磁束
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量をクロースフィットに巻いたピックアッ

プコイルで測定することは一般化している。

ホール素子は半導体に電流を流し、磁束

密度を加えるとローレンツ力による電圧

（ホール電圧）が両者に垂直な方向に現れ

ることを利用する。半導体プロセスにより

3 軸情報の取得が可能な構造が作製でき、

電子コンパスに用いられる。半導体は Ge、

InSb、InAs 等が用いられる。

MR 素子（磁気抵抗素子）ではその薄膜

素子抵抗が電流 I と磁化 J のなす角度θに

依存して変化する。素子の磁化容易方向

に電流を流し、電流と垂直方向に磁界を印

加すると磁化方向がθだけ傾くのを利用す

る。抵抗値は cos2 θに比例して変化するが、

抵抗変化は 1% 程度と小さく、微小な抵抗

変化の計測が必要である。実用素子として

はホイートストンブリッジ的なつづら折り

形に加工して用いられる。材料的には Fe-

Ni、Fe-Co 等がある。

フラックスゲートセンサは計測したい磁

束を磁心に導き、数十 kHz 以上の交流励磁

によって変調する。直流から 1kHz 程度ま

での磁界を高感度で計測可能である。平行

フラックスゲートの原理を見てみよう。2

本の磁心 A、B に励磁コイルが逆極性で同

数巻かれ、検出コイルは磁心 A、B を等し

く囲むソレノイドコイルで構成される。外

部磁界 Hex=0 の時には励磁磁束は等しく、

検出コイルへの出力 ea=0 である。Hex が印

加されると磁心 A では励磁磁界と Hex が同

方向、磁心 B では励磁磁界と Hex が逆方向

になるので、磁心 A は磁心 B よりも早く飽

和する。磁心 A が飽和した後は、磁心 A の

磁束は一定、磁心 B の磁束は打消されず、

検出コイルにパルス状の誘起電圧を生じ

る。非常に感度の高いセンサであり、磁性

体はヒステリシスを持たない、角型の良い

材料が必要である。Fe-Ni 系アモルファス

が用いられる。

MI（磁気インピーダンス）センサは高周

波キャリア型センサで、磁気インピーダン

ス効果を利用する。電導膜へのキャリア電

流は数 ~ 数百 MHz の電流が必要である。磁

気インピーダンス効果とは高透磁率合金磁

性体の表皮効果により、外部磁界によって

インピーダンスが敏感に変化することを指

す。磁性体としてゼロ磁歪のアモルファス

を用いると、高感度なセンサとして利用で

きる。薄膜による製法はサブストレート上

に Cu 層を電導層としてスパッタし、軟磁性

相を Cu 相の上に重ねる。磁性相の異方性は

スパッタ時に磁界をかけて、付与する。前

述のフラックスゲート型よりも小型化が可

能で、携帯用の電子コンパス用の磁気検出

素子として量産されている。外部磁界 Hex=0

ではインピーダンス Z は小さいが、軟磁性

材料の異方性磁界 Hk まで Z は増大する。イ

ンピーダンスに占める L の変化が大きい。

　SQUID はジョセフソン接合を有する超電

導リングにより構成される磁界センサであ

る。検出感度が 10-8 A/m と高感度で、脳

磁界計測に用いられる。超電導リングは 2

箇所のジョセフソン接合を有する。ジョセ

フソン接合を流れるトンネル電流が磁束に

より変化することを利用する。超電導リン

グにバイアス電流を流し、リング両端の電

圧を測ると、その電圧はバイアス電流があ

るしきい値を越えると増加する特性を示

す。そのしきい値は SQUID に印加する磁

束量に対して周期的に変化する。この周期

が磁束量子φ 0 に等しいため、磁束量φ 0

を単位として計測できる。磁束測定のため

の検出コイルに直列に入力コイルが設置さ

れ、入力コイルと SQUID は相互インダク

タンスを通じてカップリングする。

光プローブは磁気光学効果（ファラデー

効果やカー効果）を利用した磁界センサ

である。センサは単結晶 GGG 基板上に磁

性ガーネット薄膜（1 μ m 厚さ）を成膜

し、その上に Au 反射膜を形成する。測定

対象物にセンサを接触させ、入射光を測定

対象物に照射する。測定対象物からの磁界

によって反射光は偏光され、検光子によっ

て直角成分を検出する。光プローブは金属

を使用しないセンサとなり得ると同時に、

GHz レンジの磁界（高周波磁界）の観測が

期待されている。

講義内容は石山先生が改定作業に携わら

れた「改定　磁気工学の基礎と応用」電気

学会　マグネティックス技術委員会編、コ

ロナ社 (2013)、pp. 171~190 に詳しい。再

度勉強される場合は参考にして欲しい。

第 3 講
2015 年 7 月 24 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「モータの基礎Ⅲ」

講師 : 松井　信行（中部大学）

概要 :5 月におこなった講義の続きとして、

インバータ、高調波の影響、最新動向など

について紹介する。また、新しいモータの

動向に対して素材サプライヤはどう対処す

べきかなどに触れる。

受講生総数 :38 名

記事 : 同期モータの駆動原理の学習からス

タートした。固定子側の回転磁界に同期し

て、回転子側の永久磁石が回転するのが基

本である。固定指示軸と回転子磁軸の相差

角θによってトルクが発生する。θ =90°

でトルクは最大になる。回転子磁石が発生

する磁界によって、固定子静止仮想コイル

にフレミングの左手則から力が作用する。

作用反作用の考えから、静止仮想コイルに

働く力は回転子磁石に対して作用する。ト

ルク / コイル電流を最大化するためにはθ

=90°が必要なために、回転子の位置検出（回

転子位置センサ）が必須である。θは負荷

によって変化するが、θ =90°になるよう

インバータ制御される。なお、モータの電

流、電圧情報を使用した演算によって回転

子の位置を決定するセンサレス制御が家電

分野では一般化している。

直流電動機は永久磁石同期モータに対し

て、コミュテータとブラシに起因する火花

発生、ブラシの磨耗およびブラシのメンテ

等の欠点がある。使用頻度の少ない電装用

モータでは依然 DC モータが主役である。

　永久磁石型同期モータの回転子構造は

SPM および IPM 共に、磁石保持の方法や磁

束の正弦波化を狙った多くの特許が出願さ

れており、厳しい企業間技術競争が存在す

る。トルク / コイル電流を向上させるため

に省磁石化やトルクリップル低減等の努力

が継続されている。現状の IPM は飛散防止

が可能で、突極性によるリラクタンストル

クを利用できるために SPM よりも優位にあ

る。マグネットが配置されていない部分に

突極性が発生し、リラクタンストルクの利

用が可能になる。

スイッチドリラクタンスモータ（SRM）

はステッピングモータをスイッチングに

よって ON/OFF し、連続回転を実現して

いる。スイッチングのための位置センサが

必要である。回転子および固定子の突極対

向時に磁気抵抗最小（インダクタンスが最

大）、突極非対向時に磁気抵抗最大（インダ

クタンスが最小）になり、磁気抵抗が最小

になるようにトルクが発生する。欠点とし

ては低トルク密度、低効率、特殊なインバー

タが必要および騒音や振動がある。騒音対

策は電流開放時の印加電圧を機械系共振周

期の 1/2 だけずらすことによるアクティブ

制振動作を用いて行っている。SRM の進化
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は激しく、HEV 用の駆動モータとしての可

能性も現実的になりつつあるようである。

SRM は特殊用途のエアコン、小型冷蔵庫、

半導体製造機器への適用例がすでにあると

のことである。

フラックススイッチングモータが紹介さ

れた。永久磁石型ではないが、ダイソン

の掃除機に適用されているらしく、また、

HEV 用の駆動モータとしても検討されて

いる。巻線界磁型フラックススイッチング

モータではステータ側に界磁巻線と v、w、

u の 3 相電機子巻線が施され、ロータには

突極構造を用いる。電機子巻線に交流、界

磁巻線に直流を通電し、電機子巻線の起磁

力反転に伴い、界磁巻線の方向を切替て、

回転させる。制御には界磁―電機子独立型

回路と界磁―電機子直列型回路がある。

モータ制御には PAM インバータや PWM

インバータが用いられる。PAM は直流電圧

の大きさを整流回路側で制御し、スイッチ

ング回路側では出力周波数のみ制御する方

式である。一方、PWM はスイッチング回

路側での出力の周波数と共に大きさも制御

する方式である。最近ではエアコンの制御

には PWM と PAM を複合して制御するこ

とも実現されているようである。

松井先生には 3 回の講義を通して、「永

久磁石屋がわかったつもりのモータ」につ

いて基本原理を用いて、その基礎を丁寧に

再構築して頂いた。塾生のモータに関する

知識や理解の深化が図られ、今後の活動に

生かされるものと考えられる。

また、モータ開発の最先端では多くの新し

い試みが実施されており、HEV 用の PMSM

に替わる省レアアース、脱レアアースモータ

の開発の一端に触れることができた。

2015 年後期講座予定
第 18 期は「ボンド磁石に圧粉磁心の基

礎を理解しよう」と題して、「ボンド磁石

用磁粉」、「圧粉磁心用金属軟磁性材料」お

よび「ボンド磁石の成形技術」を取上げ、

基礎を中心にご講義頂く。ボンド磁性材料

の硬質および軟質磁粉とその成形方法に関

する基礎をしっかり把握できる講座になる

ものと期待される。

第 1 講
2015 年 9 月 18 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「ボンド磁石用磁粉の基礎」

講師 : 大森　賢次（JABM）

第 2 講
2015 年 10 月 23 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「圧粉磁心用金属材料の基礎」

講師 : 山内　清隆（三泉）

第 3 講
2015 年 11 月 20 日（金）@ 東陽テクニカ

講義 : 各論「各種ボンド磁石の成形技術の

基礎」

講師 : 井上　宣幸（イノウエ磁研）


