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第 24 期　BM 初心者講座
2018 年度後期の BM 塾では、①「ボン

ド磁石の基礎」、②「ボンド磁石の製法と
成形方法」及び③「磁気測定の基礎」の3テー
マを取り上げた。

第 1 講
2018 年 9 月 14 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論講義「ボンド磁石の基礎」

講師：森本　耕一郎　JABM 会長
（戸田工業㈱　事業企画 G 部長）

概要：永久磁石の機能を説明した後、磁性
粉別に、ボンド磁石の種類、製法および特
性を解説する。また、ボンド磁石の特徴を
生かした応用例についても触れる。
受講生総数：43 名
記事：永久磁石は「一度磁化すると、以
後、外部からの電力供給なしに、磁界を継
続して発生する材料」と言える。その他の
磁界発生源はソレノイドコイルや電磁石が
あるが、これらは電力供給によって磁界を
発生する。永久磁石の本機能を用いて、①
エネルギー変換、②吸着・反発、③電子と
の相互作用への磁石応用が行われる。中で
も、電力から機械動力へのエネルギー変換

を行うモータへの永久磁石の応用が重要で
ある。

直流モータと同期型交流モータへの磁石
応用は工業的に多用されている。永久磁石
型同期モータには表面磁石型 SPM と磁石
埋込型 IPM がある。SPM はトルクリップ
ルが小さく、サーボモータに適しており、
ボンド磁石の特徴が生かせる。IPM はリラ
クタンストルクが利用でき、高速回転・パ
ワー用途に適しており、焼結磁石が多用さ
れる。

永久磁石を応用していくためには各材質
の①着磁過程、②減磁曲線、③反磁界、④
HcJ と結晶磁気異方性、⑤単磁区粒子径を
理解する必要がある。永久磁石の熱安定性
は温度上昇に伴う①可逆変化、②不可逆変
化及び③永久劣化（時間変化を含む）を評
価して、応用可能な磁石材質を選択する。
昇温時における磁気特性を把握して、熱安
定性を確認することも可能である。

ボンド磁石は「磁石粉末を樹脂等のバイ
ンダーで結合し、成形固化した複合永久磁
石」である。その特徴は、バインダーの薄
め効果によって Br は低下するが、①寸法
精度に優れ、後加工が不要、②欠け、割れ
が少ない、③他部品との一体成形が可能、
④特殊な異方性・着磁パターンの形成が可
能の 4 点にある。単純なコストパフォーマ
ンス（磁力 / コスト）ではボンド磁石のメ
リットを主張しにくいことが多い。
　最初のボンド磁石は 1934 年に開発され
たフェノール樹脂をバインダーとしたアル
ニコボンド磁石である。以降、1960 年に
フェライトボンド、1973 年に Sm-Co 系
ボンド、1985 年に Nd-Fe-B 系ボンドの各
磁石が工業化されている。特に、希土類系
は等方性超急冷 Nd-Fe-B、異方性 HDDR 
Nd-Fe-B、異方性 Sm2Co17、異方性 Sm-
Fe-N 等多くの材質が工業化されている。

ボンド磁石の種類が多いのは磁粉（アル
ニコ、フェライト、希土類）、バインダー（ゴ
ム、熱可塑性 / ナイロン、熱硬化性 / エポ
キシ）、成形方法（ロール圧延、押出成形、
射出成形、圧縮成形）、配向の有無（等方性、
異方性）がその技術要素として存在し、そ
の組合せによって多種のボンド磁石の作製
が可能であることによる。等方性ボンド磁
石の Br は異方性ボンド磁石の Br の 1/2 に
留まり、角形も悪いが、着磁の自由度が高
い。多種のボンド磁石の特性を Br と HcJ
平 面 で 整 理 す る と、(Br, HcJ)=(100mT, 

200kA/m) から (1000mT, 1200kA/m) ま
での分布が得られる。前者は等方性フェ
ライトであり、後者は異方性 HDDR Nd-
Fe-B 系である。これら多くの材質から応用
に適した材質を選択する。

フェライトボンド磁石では Sr フェライ
トが Ba フェライトよりも Js、結晶磁気異
方性及びキュリー点において優れており、
異方性ボンド磁石に用いられる。Ba フェ
ライトは等方性ボンド磁石に用いられるこ
とが多い。フェライト磁粉は原料の湿式混
合（Fe2O3、SrCO3、添加物）→乾燥→焼
成→粉砕→焼鈍→解砕→表面処理の工程で
作製される。磁粉の形状は成形方法とリン
クして変化する。機械配向用フェライト磁
粉のアスペクト比 [ 板状粒子の粒径（直径）
を板厚で割ったもの ] は大きく、磁場配向
用のアスペクト比は小さい。等方性磁粉の
アスペクト比は更に小さく、粒径も大きい。
焼結磁石を用いた 4 極ロータをリジッド
フェライトボンド磁石で代替した応用例で
は、シャフトとヨークを金型にインサート
し、リング磁石を一体成形している。焼結
磁石の場合はロータの電磁鋼板外周に接着
し、外周加工を行っていたが、ボンド磁石
化によって、工程合理化、高精度化及び磁
力波形の最適化が可能となった。

等方性超急冷 Nd-Fe-B 系ボンド磁石粉
は Nd2Fe14B 合金が粉砕に弱く、粉砕に
よる HcJ 獲得ができなかったことから誕生
している。超急冷磁石粉は単ロールで合金
を超急冷し、粗粉砕後、熱処理して作製さ
れる。粉末粒径は 100 μ m に近いが、結晶
粒径はサブミクロンで、粒子間相互作用に
よるRemanence Enhancementによって、
得られる Br は異方性の Br の 50% を越え、
70 ～ 80% に達する。MQ パウダーとして
主に NEO Material Technologies が多くの
応用に対応できるように多種多様な材質を
生産している。ボンド磁石は圧縮成形と射
出成形によって製造される。圧縮成形ボン
ド磁石はエポキシや Ni メッキ等の表面処
理が必要である。射出成形ボンドの場合は
中間製品として、そのコンパウンドが存在
する。圧縮成形ボンド磁石の有名な応用は
HDD 用スピンドルモータである。薄肉（≤
1mm）のリング磁石が多極着磁されて用
いられる。

異方性 Nd-Fe-B ボンド磁石磁粉は水素を
用いた HDDR（水素化・相分解・脱水素・
再結合）法によって作製される。本ボンド
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磁石の Dy フリー化（HcJ ≥ 15kOe）は①
結晶粒界改質と②結晶粒微細化によって達
成されている。戸田工業の手法は原料合金
に対して Al 添加と Nd 増量を行い、粒界相
幅を 1 μ m から 2 μ m に拡大し、HDDR
温度を 840℃から 725℃に低下すること
で、結晶粒径を小さくしている。愛知製鋼
の手法は後工程として Nd-Al-Cu 合金によ
る粒界拡散を行い、解砕を行う。焼結磁石
を HDDR ボンド磁石に転換した応用に電動
ウォーターポンプがある。IPM を極異方性
とし、磁路を長くして得られる磁束低下を
補っている。

Sm2Fe17N3 は Nd2Fe14B とほぼ同等
の Js、2 倍の結晶磁気異方性及び約 150℃
高いキュリー点を持つ。磁粉作製方法は還
元拡散法（RD 法）を用いる。Sm2O3 と
Fe 粉を原料として、Ca 還元によって得ら
れる金属 Sm を Fe 粉に拡散する。RD 反
応後のケーキから CaO を水洗によって除
去し、NH3 を用いて Sm2Fe17 を窒化す
る。HcJ を発現するために 3 μ m 程度まで
粉砕することが必要である。同じく RD 法
であるが、出発原料が異なる製造法もある。
Sm 及び Fe の硫酸水溶液反応によって水
酸化物を作製し、大気中焼成によって微細
粒酸化物を得る。微細粒酸化物を Ca 還元
し、CaO の共存するケーキのまま窒化する。
水洗後、粉砕不要の球状に近い磁粉が得ら
れる。Sm-Fe-N 系磁粉は 2 ～ 3 μ m と粒
子径が小さいために、射出成形によってボ
ンド磁石化される。16MGOe までの (BH)
max が実用化されている。

HDDR Nd-FeB と Sm-Fe-N によるハイ
ブリッド磁石が開発されている。粒径の大
きい HDDR 粉の空隙に粒径の小さな Sm-
Fe-N 粉を 30wt% 程度充填したボンド磁
石で、最高のボンド磁石特性である圧縮成
形 25MGOe、射出成形 18MGOe が得られ
ている。

ボンド磁石を用いた磁気回路の世界は
ヨーク材を含めた組合せの発想によって新
しい磁気回路設計が可能である。基本は応
用からのニーズが新発想をプッシュする
が、新要素技術の開発が組合せ領域を広げ
てゆく。
　
第 2 講
2018 年 10 月 19 日（金）＠東陽テクニカ
本社
講義：各論講義「ボンド磁石の製法と成形方法」

講師：井上　宣幸　JABM 技術委員長
（㈱イノウエ磁研　代表取締役社長）

概要：ボンド磁石の成形方法を中心にその
製法、磁気回路金型設計を説明し、その磁
石体特性と各種データを紹介する。
受講者数：32 名
記事：ボンド磁石はバルク磁石と比較する
と圧倒的に大きい製品のバリエーションを
有する。磁石粉末（フェライト、希土類磁
石粉末）、バインダー（ゴム、プラスティ
ック）、成形方法（圧延、押出、射出、圧縮）、
配向（等方性、機械配向、磁場配向）の組
合せが数多く存在するからである。中でも、
成形方法に関する要素には成形機、金型、
磁界の有無、成形に適したコンパウンド、
成形条件及び後処理があり、必要とされる
ボンド磁石を得るためのシナリオが策定さ
れる。フェライトでは配向方法によって磁
石粉末の形状が変化する。機械配向の場合
は厚みの薄い 6 角板状粉末が用いられ、磁
場配向の場合は厚みのある 6 角板状粉末を
用いる。等方性の場合は比較的等方的な形
状になる。最終製品の磁気特性を獲得する
ため、プロセスに適した磁石粉末形状を選
択する必要のあることがわかる。

フレキシブルボンド磁石（シート磁石）
のプロセスは磁石としての歴史も古く、か
なり高度に検討されている。カレンダー（強
力圧延機）の構造、ロール材質、しぼり工
程（特性を向上するために、例えば 5 枚の
シートを圧延機で 1 枚に圧延する）が詳細
に最適化されている。押出成形ではコンパ
ウンディングされたペレットを押出機に投
入し、スクリューによってダイ（口金）に
押出して成形する。異方性化が必要な場合

はダイ近傍に強力磁界発生装置を設置す
る。射出成形はボンド磁石の成形方法の中
で最も重要な成形法であり、溶融状態のバ
インダーと磁粉の混合物を金型中に射出、
固化してボンド磁石を作製する。技術的に
はペレット作製、射出装置及び金型設計が
重要である。異方性ボンド磁石の場合は金
型に磁気回路が設置される。

圧縮成形はエポキシ系の樹脂をバイン
ダーとして金型成形を行う。最近では成形
精度の高いサーボプレスが用いられるよう
になった。希土類ボンド磁石で多用される
成形方法で、比較的粒径の大きい磁粉を用
い、高密度ボンド磁石が得られる。等方性
磁粉は MQ 磁粉、ナノコンポジット磁粉、
異方性磁粉には Sm2Co17、Nd-Fe-B 系の
HDDR 磁粉がある。成形方式には片押し、
両押し及びフローティングダイ方式がある
が、フローティングダイ方式において最も
均一な密度を有するボンド磁石が得られ
る。圧縮成形磁石では成形体において、バ
インダーが磁粉を隙間なく充填されている
ことが、磁石の信頼性や強度確保のために
必要である。高充填のために、粉末の表面
処理、潤滑剤利用及びコンパウンディング
の高度化が要求される。圧縮成形体の場所
による密度差は予想以上に大きくなる場合
がある。磁粉同士の摩擦、ブリッジ形成及
び磁粉と金型壁との摩擦に原因がある。大
きな密度差はクラックの原因にもなる。均
質に成形体密度を向上するためには、①摩
擦低減、②プレス伝達力の向上、③粉体間
空隙の低減及び④成形体形状の適正化（円
柱の場合は高さを低くする。）が必要であ
る。圧縮成形では異方性化のために、磁場
中成形が用いられる。一般に横磁場成形（圧
縮方向と磁場方向が直角）が縦磁場成形（圧
縮方向と磁場方向が平行）よりも配向度が
高く、得られる磁気特性も高い。圧縮成形
のポイントを纏めると、以下の通りである。
①磁粉粒径は 100 μ m 程度が好ましく、磁
粉粒径が小さいと密度が上がらない。
②ダイスは超鋼等の硬質合金を用いる。摩
擦低減に必要な面粗さである Ra（算術平
均粗さ）0.2 μ m が必要である。
③ダイスとパンチの間隔（クリアランス）
は 0.02mm（20 μ m）以下。
④充填するコンパウンドの嵩密度は充填性
が確保される 2.5g/cm3 以上が好ましい。

ボンド磁石用磁粉を扱う場合、表面処理
剤であるシランカップリング剤が重要であ
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る。カップリング剤は磁粉とバインダーを
強固に繋ぐ機能を有する。まず、加水分解
基が水によって加水分解する。分解で生じ
たシラノール基は部分的に縮合、重合する
が、磁粉である無機材料表面に水素結合に
より吸着する。加熱処理によって、磁粉表
面の水酸基と脱水縮合反応し、強固な共有
結合を形成する。一方、シランカップリン
グ剤の有機官能基はバインダーと強固な結
合を実現する。圧縮成形ボンド磁石に対す
る表面処理は電着塗装から Ni メッキまで、
種々あるが、磁石に対する耐食性要求に
よって、処理方法は変化する。

配向のための磁気回路は電磁石によるも
のと永久磁石を利用するものの2種がある。
金型成形における配向磁界のため、ポール
ピースや金型からの磁気漏洩を考慮した上
で、磁気回路設計する。

ボンド磁石用に用いる金型材質は多岐に
亘る。材質選択のための要素は磁性（強磁
性か非磁性か）、硬さ、靱性、耐摩耗性、
加工性、熱伝導等であり、金型のどこに用
いるか等必要な機能を考慮して選択する。
機能を付与するために表面処理が利用でき
る。焼入れ、窒化、PVD、CVD 等がある。

ボンド磁石の成形に用いる成形機には油
圧式と機械式があるが、機械式にはサーボ
モータを利用したサーボプレスが開発され
ている。シリンダーのスピード、位置及び
加圧力の細かい制御が可能で、成形の条件
設定が容易に行える。

射出成形機の技術は多岐に亘る。電動サー
ボによるスクリュー駆動、2 プレート金型
の設計と駆動、金型、ゲート、ランナー及
びスプール設計、磁気回路設計と製作等が
ある。

最後に具体的なボンド磁石のいくつかに
ついて説明する。ラジアルリング磁石では
磁気回路に関するラジアルファクター (FR)
という形状因子がある。配向に必要な磁界
を評価するために用いられる、通常 1 以
下が推奨される。極異方性リング磁石で
は Sm2Co17 のような耐熱性の高い希土
類磁石の起磁力を利用した磁気回路設計も
行われる。一般にリング磁石の極数が同一
の場合、ラジアル異方性よりも極異方性の
方が長い磁路によって、得られる表面磁束
は高い。ボンド磁石ではシャフト接着、一
体成形や 2 色成形等ボンド磁石特有のプロ
セスを利用したセミアセンブリーが可能で
ある。2 種の磁粉を混合する複合ボンド磁

石の設計も可能である。例えば、HDDR　
Nd-Fe-B と Sm-Fe-N の組合せがある。

ボンド磁石の分野はノウハウとして維持
されて、公になっていない部分も多い。し
かし、ボンド磁石は材質的にも、又、その
プロセスもまだ進化している。

本講義は「ボンド磁石の製法と成形方法」
に関する基本的な事項を網羅的にカバーし
ており、ほぼ教科書と言って良い内容で
あった。基本的なテクニカルタームも総て
含まれており、ビギナーでも本講義を勉強
することによって、専門家との議論ができ
るようになるものと考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　
第 3 講
2018 年 11 月 16 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論講義「磁気測定の基礎」

講師：有泉　豊徳　JABM 副会長
（東英工業㈱　磁性部部長）

概要：2018 改訂ボンド磁石試験方法ガイ
ドブック記載の「BGM-20xx 磁石測定」も
テキストに含み、最新測定技術をわかり易
い言葉で説明します。
受講者数：38 名
記事：磁気測定の体系を①測定試料から見
る体系と②測定条件からみる体系に分けて
考えることができる。測定試料にはバルク
磁石、テープ、粉末等があり、測定条件に
は温度変化、印加磁界強度、時間等がある。
従って、試料の形状とその試料の何を知り
たいかによって測定系を選択する必要があ
る。又、試料の HcJ によって、測定系を
選択する必要もある。例えば、HcJ 2MA/
m 以上を有する試料の Br、HcB 及び (BH)
max は電磁石を用いた自記磁束計で測定

できるが、HcJ は決定できない。HcJ は開
磁路による高磁界を用いる PFM（Pulsed 
Field Magnetometry)、SQUID や 高 温 超
電導 VSM を用いて決定する必要がある。

開磁路磁気測定の場合は高磁界印加可能
であるが、反磁界補正を行う必要がある。
反磁界補正の方法は①パーミアンス係数か
ら反磁界係数を導出して補正する方法、②
有限要素法を用いて反磁界を計算する際
に、磁化率（χ）の磁界依存性を取込んだ
方法、及び③反磁界が試料内部で分布を持
つことを仮定した逆解析による方法の 3 つ
がある。①は最も一般的に用いられている
方法であるが、補正後の減磁曲線は自記磁
束計で得られる閉回路の減磁曲線との乖離
が最も大きい。現在、開磁路測定の反磁界
補正法として最も期待されているのは③で
あり、手法の開発中である。

PFM は既に開磁路磁気測定法として、工
業的に広範に使用されている。dH/dt が
大きく、渦電流対策が必要ではあるが、測
定が短時間で完了するため、磁石生産現場
では必須の測定系となっている。自記磁束
計との検量線作成によって、厳密な品質管
理が実行されている。酸化物（高温）超電
導コイルによる磁界と VSM とを組合せた
測定系が開発されている。高温超電導コ
イルは窒素ガスを冷媒とした冷却が可能
で、稼働時の比熱が金属超電導の 100 倍
あり、クエンチフリーで高速磁界掃引が可
能である。± 4MA/m のフルカーブ測定時
間は 2min である。本設備では 0.5mm ～
4mm 立方体試料の測定が可能である。又、
FORC（First Order Reversal Curve） 測
定が無人で可能になり、永久磁石の HcJ の
分布や粒子間相互作用の評価が行える。一
方、自記磁束計に用いられている電磁石を
酸化物超電導コイルに変更して、高磁界印
加が可能な測定系も開発されている。本シ
ステムでは dH/dt が PFM と比較して小さ
いために、ピックアップコイルの巻数が数
1000 ターンと非常に大きい。ピックアッ
プコイルは同心型の J コイルであり、シグ
ナルレベルが低いために、マイクロボルト
メータに出力を取込む。

電磁石を用いる自記磁束計は永久磁石の
磁気特性を評価する最も基本的な測定系で
ある。閉磁気回路を用いており、反磁界
補正は不要で、高性能磁石の Br、HcB 及
び (BH)max の評価には必須である。問題
は高磁界印加ができない点にある。ポール
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ピースが飽和すると磁気分極の異常減衰が
現れ、更に、2MA/m 以上の HcJ を有する
永久磁石材料の評価ができなくなる。この
点は上記の開磁路を用いて評価する。磁気
分極を求めるために、J コイルに誘起され
る電圧を積分する。積分には M 及び CR 積
分の 2 手法がある。磁界強度はピックアッ
プコイル又はガウスメータを用いて測定
する。J 軸の校正は 1H（ヘンリー）の相
互誘導器の 1 次側に 1A の電流を入力する
と、2 次側に 1Wb に相当する起電力が得
られることを利用する。相互誘導器の 1 次
側に定電流電源を接続し、2 次側に磁束計
積分器を接続して、定電流電源から 1A を
入力して、積分器出力を校正する。H 軸の
校正は NMR を用いることが多い。注意す
べきは M 式及び CR 積分方式ともにドリフ
トが生じることである。従って、ドリフト
が無視できる時間内に測定を行う必要があ
る。但し、最近の自記磁束計には自動ドリ
フト補正機能が付与されている。昇温時の
磁気特性を把握するために、試料温度可変
ユニットが使用されている。試料温度可変
ユニットは加熱用ヒータを内蔵した補助磁
極と熱絶縁材から構成されている。補助磁
極は電磁石の磁極に取り付けられるが、磁
極と補助磁極の間には熱絶縁材がインサー
トされている。従って、試料温度可変ユニッ
トを用いた電磁石回路は完全な閉磁路では
ない。室温では 2MA/m 以上の HcJ を有
する磁石材料の磁気特性は評価不能である

が、温度上昇による HcJ の低下を利用すれ
ば、温度可変ユニットを装備した自記磁束
計で評価できる。希土類磁石のように HcJ
の温度係数 [ α (HcJ)] がマイナスを示す場
合は、磁石が用いられる実際の昇温時の磁
気特性の評価によって昇温時の信頼性を確
認する。

磁束量をシンプルに測定するためにはフ
ラックスメータが使用される。最近ではポ
ンピングカウント積分式を用いた高精度な
デジタルフラックスメータが開発されてい
る。ピックアップコイルに誘起された電気
量（− N・d φ /dt、N はピックアップコイ
ルの巻数）を一旦コンデンサに蓄えながら、
同時に、ゲートを通して一定の微小な電荷
を放出し、蓄えられた電荷が零になるまで
ゲートの ON-OFF を繰返す。このゲートの
ON-OFF 回数を積算して N φを求め、デジ
タル表示する。コンデンサの容量を小さく
することによってドリフトが低減でき、電
圧標準器による絶対値校正が可能である。
本デジタルフラックスメータを用いて、磁
石単体試料の①可逆 / 不可逆を含む温度特
性、②磁束の温度係数、③高温暴露中の磁
束経時変化の自動測定ができる。1000hr
の連続測定も磁束計のドリフト補正によっ
て可能である。

ホール素子を用いて微小面積の表面磁束
密度分布を測定する装置もある。ホールプ
ローブで磁区観察を行うシステムである。
マイクロホール素子は GaAs/AlGaAs 系で、

1 x 1 μ m2 の寸法を持つ。走査範囲 50 ｘ 
50 μ m2 で、フェライトの磁区観察が可能
である。

磁気特性の把握のための測定系は進歩を
続けている。この進歩はエレクトロニクス
の進歩に負うことが多いが、産業界からの
ニーズによって新しい方式の測定系が開発
されることもある。磁気測定器を利用する
場合は、測定器の測定原理の把握、校正方
法の理解、測定の信頼性を維持するためト
レーサビリティーへの配慮及び定期的なメ
ンテナンスを心掛ける必要がある。

2019 年前期講座予定
第 25 期は島田寛東北大名誉教授に「磁性、
軟磁性材料及び高周波材料の基礎」を 3 回
に亘って講義して頂く予定である。

第 1 講
2019 年 5 月 31 日（金）@ 東陽テクニカ
講義：各論「磁性の基礎」
講師：島田　寛（東北大名誉教授）
第 2 講
2019 年 6 月 21 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論「軟磁性材料の基礎」
講師：島田　寛（東北大名誉教授）
第 3 講
2019 年 7 月 26 日（金）＠東陽テクニカ
講義：各論「高周波材料の基礎」
講師：島田　寛（東北大名誉教授）




