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報告：「寺子屋 BM 塾」
           2016 年後期講座

寺子屋 BM 塾　塾長
元・日立金属㈱

徳永 雅亮

第20期　BM初心者講座：
「永久磁石とモータの基礎を理解しよう！」

2016 年度後期の BM 塾のテーマは「永
久磁石とモータの基礎を理解しよう！」と
した。電力の 57% がモータで消費されて
いる現状から、永久磁石モータは省エネ・
環境対策のためには必須と考えられる。永
久磁石モータの本質を理解するために、①

「永久磁石の基礎」、②「永久磁石モータの
三次元磁界解析技術と応用例」および③「永
久磁石特性とモータ性能の関係」の 3 つを
取り上げた。

第1講
2016 年 9 月 16 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論講義「永久磁石の基礎」

講師：徳永　雅亮（元　日立金属）
概要：―強磁性、保磁力および磁石応用―
永久磁石の要件をその磁性と保磁力から説
明し、基本的な磁石応用を平易に解説する。
受講生総数：44 名
記事：ビオ・サバールの法則による円電流
の作る磁場が磁気双極子の作る磁場と一致
する場合、磁気双極子は円電流、すなわち、

方性が大きい、③キュリー点が常温以上な
る 3 条件をクリアする必要がある。3 条件
をクリアした材料を永久磁石化する最もシ
ンプルな手法はその材料を単磁区粒子径ま
で微細化することにある。粒子間相互作用
のない独立した単磁区粒子の磁気特性は一
斉回転による磁化反転を仮定した Stoner-
Wohlfarth モデルによって推定される。残
念ながら工業材料としての永久磁石は S-W
で説明される磁気特性を示さない。最も
有名なのが保磁力の角度（θ）依存性であ
り、工業材料の保磁力は 1/cos θに比例す
るが、S-W モデルでは異なる。これは工業
材料永久磁石には粒子間相互作用が働いて
いるからである。現実の永久磁石の保磁力
は HcJ= α HA － NJs/ μ 0（Kronmuller の式）
と表現して解析されることが多い。ここで、
HA：異方性磁界、α：HA の低下を示す係数、
N：局所的反磁界係数、Js：主相の飽和磁
化である。Nd-Fe-B 系各種永久磁石（焼結、
MQ- Ⅰ、MQ- Ⅲおよび薄膜）のαと N は永
久磁石の HcJ、HA および Js の温度変化から
導出できる。N は本来 0 ～ 1 の量であるべ
きであるが、焼結磁石では 1 以上の数字に
なる。焼結体 3 重点に分散している希土類
酸化物が N の値を上昇させると考えられて
いる。保磁力増大の手段は①結晶粒微細化
と②粒界相の非磁性化や粒界相厚さの増大
があり、現在種々の検討が継続されている。

永久磁石応用を物理法則によって分類する。
まず、第 1はクーロン力で、その力は磁

束の 2 乗に比例する（F ∝ B2）。磁気カッ
プリングやマグネットチャックが例であ
る。第 2はファラデーの法則で、磁束の時
間微分に比例した電圧が得られる（E= ー c・
d φ /dt）。発電機やマイクロフォンが例で
ある。第 3はローレンツ力で、電流と磁束
の積に比例した力が得られる（F=Ids x B）。
モータ、スピーカ、VCM 等が例である。

応用に適した永久磁石材料がバランス良
く使用されることが望ましいが、経済的理
由によってネオジム磁石応用に集中する現
実がある。高性能ネオジム磁石応用は VCM
に代表される軽薄短小応用から、高効率化
狙いへシフトし、中・大型のモータ・発電
機が増加している。省エネ・環境対策分野
へのネオジム磁石応用は今後も継続する。

物質の磁性の起源は多体系の電子による
量子効果にある。従って、磁性は量子力学
によってのみ本質的な議論が可能になる。
磁性の研究は量子論の完成以前から開始さ

電子の運動で表現できる。更に、磁気双極
子の磁気モーメントは電子の持つ角運動量
に比例する。角運動量を量子化するとボー
ア磁子 ( μ B) がμ B= μ 0 e ħ/(2m) と表せ
ることがわかる。ここで、μ 0：真空の透磁
率、e：電子の電荷、ħ：プランク定数およ
び m：電子の質量である。

工業材料に用いられる強磁性体はフェロ
とフェリがあり、フェリの代表は鉄の酸化
物である。

強磁性を古典的に導出するために、ラン
ジェバンの常磁性理論に分子場を用いたの
はワイスである。ワイスの分子場理論では
ワイスの常磁性理論のパラメータα =MH/
kT（M：原子１ヶあたりの磁気モーメント、
H：外部磁場、k：ボルツマン定数、T：絶
対温度）をα =M(H+wJ)/(kT) とする。wJ
は分子磁場であり、ワイス理論ではラン
ジェバン常磁性理論における H を H+wJ
と置く。J=NML( α ) とα =M(H+wJ)/(kT)

（N：単位体積当たりの原子数、L( α )：ラ
ンジェバン関数）の連立方程式を解くと、
J= α kT/(Mw) － H/w が得られる。自発磁
化を考えると H=0 と置くことができ、キュ
リー点は Tc=NM2w/(3k) になる。

強磁性を示すためには、原子のスピンが
平行になる必要がある。各原子に含まれる
全電子について合成されたスピン間に働く
相互作用は交換エネルギー Eex= － 2JexS1・
S2 で表現される。Jex は交換積分である。
Jex › 0 では S1、S2 が平行の場合に、Jex ‹ 0
のでは S1、S2 が反平行の場合に Eex は極小
になる。強磁性体では Jex が正で、極めて
大きいために、熱擾乱に打勝ってスピンが
平行に揃う。Jex が負の場合は反強磁性体に
なる。フェライトに見られる超交換相互作
用は陰イオン（酸素）を介して磁性を持つ
原子（Fe）のスピンが間接的に交換相互作
用を通して結合することを指す。

磁性イオンの有効磁気モーメントは遍歴
電子モデルで議論される 3d 遷移元素と局
在電子モデルで議論される 4f 希土類元素
に分けることができる。3d 遷移金属イオ
ンでは 3d 電子が配位子の p 軌道と混成し、
軌道運動量はほぼ消失している。これを遍
歴電子モデルと言う。4f 希土類元素では 4f
軌道は孤立原子内の状態とあまり変わらな
いので、全角運動量が良い量子数となる。
これを局在電子モデルと言う。

さて、強磁性体を永久磁石とするために
は、①飽和磁気分極が高い、②結晶磁気異
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れているために、「常磁性理論」や「分子場」
の考え方は磁性の古典論に属する。スピン
は相対論的量子論のディラック方性式から
自動的に導出される「スピン角運動量」で
ある。磁性の勉強をする際、磁性の古典論
と量子論を意識する必要がある。
　
第2講
2016 年 10 月 21 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論講義「永久磁石モータの三次元
磁界解析技術と応用例」

講師：河瀬　順洋（岐阜大学）
概要：永久磁石を用いたモータの三次元磁
界解析技術と応用について述べる。すなわ
ち、磁化過程を考慮した極異方性表面磁石
回転機の計算法や、埋込磁石構造回転機の
磁石中の渦電流と磁石分割による渦電流損
の低減法について、いくつかの実例を用い
て具体的に説明する。また、回転機の鉄心
に積層鋼板でなく、粉末成形磁性体を用い
た場合の特徴についても説明する。
受講者数：39 名
記事：永久磁石および渦電流を考慮した電
磁界の基礎方程式はマックスウェルの電磁
界方程式を磁気ベクトルポテンシャルと電
気スカラーポテンシャルを用いて記述され
る。一方、モータに関わる電圧の基礎方程式
はコイルの巻数と端子電圧を用いて記述さ
れる。この電磁界および電圧の基礎方程式を
連立して解析する。手法としては三次元並
列有限要素法による。電圧方程式はモータ
の等価回路から回路方程式に書き下される。

渦電流損失は磁束密度の時間高調波とベ
クトルの向きの時間変化を考慮し、有限要
素法で得られる磁束密度分布の時系列デー

タを用いて近似する。表皮効果は無視され
る。高調波を含む磁界が鉄板に加わるとヒ
ステリシスループにマイナーループが発生
し、損失が増加するが、ヒステリシス損は
各ヒステリシスループの面積の総和として
計算される。可動子に働く電磁力の計算に
は節点力法を用いる。

極異方性フェライト磁石を用いた回転機
の解析例を見てみよう。8 極、12 スロッ
トのファン用モータの三次元解析である。
エアギャップのメッシュはロータおよびス
テータよりも細かく、6 ～ 8 分割されてい
る。最初に永久磁石を用いた配向磁気回路
によって、極異方性磁石を配向し、フル着
磁を前提に磁化 M の向きを計算する。表面
磁束密度を測定して、計算値と比較すると
計算値の方が 10% 程度大きくなる。計算
の方が現実の磁石の配向よりも、完成度の
高い配向になっているためである。磁束の
変化によって生じる線間誘起電圧は三次元
解析の方が二次元解析よりも実測に近い。

次に、MQ- Ⅰを用いたブルーレイディス
ク用アウターロータ型回転機の解析例につ
いて述べる。12 極、10 スロットで、解析
のためのメッシュ数は 17M である。周方
向に 720 分割、機械角 0.5 度刻みで、静
的偏芯を変化させた場合のコギングトルク
を評価する。偏芯量 d1 は偏芯が無い場合
の回転軸と回転子のギャップ D の 0.05、
0.10、0.15 とし、偏芯方向は y 方向とす
る。磁束密度分布を機械角に対し計算し、
d1 ≠ 0 の場合の磁束密度ベクトルの d1=0
との差分で表現し、電磁力波形 (fx, fy お
よび fz) を回転角度に対してプロットする。
電磁力波形の回転角度依存性は見られな
い。fx は偏芯量によらずほとんどゼロを示
すが、fz は偏芯量によらないものの、正の
値を持つ。最も偏芯に依存して変化するの
は fy で偏芯量の増大に伴って増加する。fy
の偏芯量依存性はコギングトルクの回転角
度依存性に反映される。

次に、IPM モータの磁石分割と渦電流損
の解析結果について述べる。16 極、24 ス
ロットのモータで、分割の無い基本モデ
ル、軸方向分割モデルおよび周方向分割モ
デルを比較する。渦電流は磁石のギャップ
側の表面に多く発生し、回転方向の前方に
集中する。機械角 15 ～ 40°で永久磁石中
の渦電流密度ベクトル分布を見ると、機械
角 15°から 35°で増加し、40°で減少する。
軸方向5分割と周方向5分割を比較すると、

軸方向分割の方が渦電流密度は小さいよう
に見える。分割なしに対して分割数 n=5
では、渦電流損は 20% 程度にまで低減さ
れる。磁石形状にも依存するが、一般的に
軸方向磁石分割が推奨される。

熱・電圧・磁界の練成解析は以下の手順
で実施される。温度変化に対応して物性値
を修正するのは①コイルの抵抗値、②導体
の導電率であり、驚くことに永久磁石や電
磁鋼板の磁化の温度変化は無視される。温
度変化をシミュレーションに取込むための
アルゴリズムの開発をされたためであろう
か？磁界解析に温度解析を組込み、必要
に応じて温度解析を挟む。磁界解析の時間
刻み幅Δ t は 3.4x10-5(s) であるが、温度
解析の時間刻み幅は 300(s) である。これ
は銅損と鉄損による発熱量の計算に電気
角 1 周期分以上の磁界解析ステップが必
要なためである。発熱量の計算から熱伝導
解析を行い、コイル抵抗値・導体の導電率
の物性値の修正を行う。モデルは 2 極で、
14,700rpm の高速回転 SPM モータであ
る。ベアリング、シャフト、ハウジングに
発生する渦電流損とコイルに発生する銅損
を計算し、モータの温度上昇分布を求める。
温度上昇と共に渦電流損および銅損は低下
し、20分経過後に120℃まで温度上昇する。
大型モータではギャップや空気層の影響が
大きい。

河瀬先生は普段疑問に思っているモータ
に関する現象を三次元解析によって具体的
に説明された。三次元計算のためのメッ
シュ数は多く、13 万から 261 万であった。
参考文献も数多く示して頂いたので、個別
の勉強が可能である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第3講
2016 年 11 月 18 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論講義「永久磁石特性とモータ性能
の関係～磁石特性によってモータは変わる～」
講師：堺　和人（東洋大）
概要：モータの可変速駆動は装置の省エネ
ルギー化で要求され、また、電気自動車や
鉄道でも省エネのため可変速の永久磁石モ
ータの適用が拡大している。永久磁石の特
性がどのようにモータ性能に大きく影響す
るか、特に省エネ装置の可変駆動を中心に
解説、議論する。
受講者数：44 名
記事：モータの進歩は解析技術、材料およ
びパワエレ・制御の 3 要素で進歩を続けて
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いる。解析技術も進歩し、種々の連成シミ
ュレーションが可能となってきている。モ
ータは磁場と電流の相互作用による力を用
い、電力を機械エネルギーに変換する。磁
界は磁気装荷、電流は電気装荷とも表現さ
れ、モータ出力は磁気装荷、電気装荷およ
び回転数の積に比例する。モータの基本要
素は高磁場を発生する鉄心を含む磁気回路
と電流を流すコイルからなる。永久磁石モ
ータ製造の差別化には巻線、鉄心および永
久磁石の 3 つの部品において種々の改良が
行われている。　　　

ここで、堺先生から問題が出された。
Q1：モータ屋はどのような性能の永久磁石
が欲しいか？→ A1：Br の高い磁石。
Q2：モータを省エネルギーにするにはどう
したらよいか？→ A2：小型化、高回転化。
Q3：電気自動車の可変速モータでどのよう
な性能の磁石がよいか？→ A3：HcJ の高い
磁石。

モータ応用に用いる永久磁石の必要機能
をシンプルに考えさせてくれた質問である。

省エネに必要な可変速モータを更に進
歩させるために、高性能磁石を用いた場
合に生じる鉄心の磁気飽和を回避できる
モータ構造として、VCM のような air-gap 
winding を用いたタイプも考えられる。更
に、モータ効率を全運転範囲（低回転・高
トルク領域から高回転・低トルク領域まで）
で考えた場合の弱め界磁による効率低下を
問題視する。弱め界磁による銅損、逆磁界
による高調波鉄損および永久磁石による逆
起電力が問題点である。弱め界磁の問題点
を軽減する第 1の方法は永久磁石リラクタ
ンスモータである。本モータは永久磁石体
積を低減し、永久磁石の鎖交磁束を低減す
るが、大きなリラクタンストルクを用いる
特徴を有する。また、広い可変速範囲と高
効率範囲を実現し、永久磁石の使用量も約
1/2 まで削減されている。第 2の方法は定
数可変モータである。定数可変モータとは

「モータ特性を決定する電気的な定数を運
転時に可変できるモータ」で、定数には界
磁磁束（永久磁石磁束）、インダクタンス、
極数（基底周波数変化）および相数がある。
代表的な例は可変磁力（メモリー）モータ
である。本モータでは可変磁力磁石と固定
磁力磁石を用いる。並列型では固定磁石に
は HcJ の高いネオジム磁石を d 軸に配置し、
可変磁石は HcJ の低いアルニコや Sm2Co17

磁石を q 軸に直角に配置する。可変磁石の
極性反転は正負の d 軸電流で行う。近接す
る 1 つの固定磁力磁石と 2 つの可変磁力磁
石の極性が同一の場合に最大鎖交磁束が得
られ、極性が異なる場合は最小鎖交磁束に
なる。すなわち、電気的な弱め界磁を可変

磁束によって代替できることになる。
次なる例は可変磁極モータである。低速・

高トルクでは多極が、高速・高出力では少極
が優れているために、可変磁極が検討される。

極数変換は以下の例で説明できる。4 極
の V 字磁石を有する回転子を考える。用い
る磁石は総て可変磁力型である。V 字磁石
の外周方向が総て N 極の場合は V 字磁石
間の鉄心磁極にイメージポールが形成され
て S 極が生じるために、8 極 PM モードに
なる。隣り合う 2 組の V 字状磁石において
1 組の V 字磁石の磁極を外部磁界で反転さ
せると、N 極と S 極のペアが構成され、4
極 PM モードに変化する。磁石間には q 軸
磁路が形成される。

新しいコンセプトである可変磁力モータ
と可変磁極モータはいずれも、低トルク・
高回転運転領域で必要とされる弱め界磁に
変わる手法である。

可変磁力モータはすでに東芝製洗濯機
「ZABOON」で実用化されており、HEV 用
駆動モータへの適用も検討されている。
　
2017年前期講座予定

第 21 期は①「永久磁石特性とモータ性
能の関係」の続編、②「着磁技術」および
③「高周波測定」を取上げるべく、準備中
である。開催日は以下の予定である。

第 1 講
2017 年 5 月 19 日（金）＠東陽テクニカ
第 2 講
2017 年 6 月 16 日（金）＠東陽テクニカ
第 3 講
2017 年 7 月 21 日（金）＠東陽テクニカ




