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技術委員会より

技術委員長
日本電磁測器㈱

堀　充孝

技術委員会は、 2 ヶ月に 1回開催され
•	 技術例会、 BM シンポジウムの企画・実施、
•	 寺子屋ＢＭ塾の企画 ・実施、
•	 軟磁性材研究委員会
•	 圧粉磁心の規格化 ・標準化部会
•	 東京タワー ・ キッズ環境科学博士へ参加
などの活動を行っています。

毎年 2回の技術例会と毎年 1回の BM シン
ポジウムにおいて、 最近では磁性材料に関しどの
様なテーマで講演をして頂いたのか、 過去数年の
内容について技術例会を中心にキーワードを追っ
てみましたので紹介致します。

(1)　磁石について
環境 ・省エネルギー ・省資源の問題から、 電

気自動車、 風力発電、 高効率モータなどに使
用される磁石は、 高性能 ・高耐熱性化、 省重
希土類化、 高保磁力化、 不可逆低温減磁へ
の対応など種々開発・実用化が行われています。
このような動きの中で 「希土類焼結（Nd-

Fe-B）」、 「Sm-Fe-N	焼結」、 「Sm-Co」、 「熱
間加工」、 「異方性ボンド」、 「ThMn12	 系」、
「Ca-La-Co 系フェライト」、 「La-Co 置換M型
フェライト」 などを話題として講演して頂きました。

(2)　軟磁性材料について　　
軟磁性材料は、 電機 ・ 電子機器類の小型、

高効率、 省エネ等に必須の材料であり、 種々
開発、 実用化が行われています。 このような状
況の中で、「電磁鋼板」、 「ソフトフェライト」、 「Fe
基アモルファス粉末」、「アモルファス軟磁性合金」、
「低損失圧粉磁心」、 「鉄系メタルコンポジット磁
心」、 「高強度高熱伝道銅合金」、 「高 Bs ナ
ノ結晶」、 「ナノ結晶軟磁性合金粉末」、 「バル
ク金属ガラス」、 「Fe-Si 合金粉末」、 「Fe-X 系
軟磁性材料」 などが話題となりました。

(3)　コンポーネント、 磁石を使用する製品
などについて
磁石材、 軟磁性材料の開発 ・ 実用化が進

められており、 磁性材料が多くの製品に使用され

ています。 話題となったキーワードは、 「自動車の
電動化（EV用モータ）」、「アモルファス変圧器」、
「アモルファス鋼板 EV用高速 SR モータ」、 「アウ
ターロータ型ファンモータ」、 「圧粉磁心アキシャル
ギャップモータ」、 「磁歪振動発電技術」、 「高輝
度 X	線発生源アンジュレータ」、 「複写機用マグ
ネットロール」 「磁気ヒートポンプ」 「パワーインダク
タ」 などがありました。
そのほか、 磁性材料を開発 ・実用化する上で

の製造方法、 分析 ・計測術の開発や実用化も
種々行われており、 話題として講演をして頂きま
した。

技術例会、 BM シンポジウムにおいて、 磁石
の開発、軟磁性材料の開発、そのコンポーネント・
製品開発、測定・分析、更に磁性材料の成形・
製造法など幅広く最新の話題を講演頂いておりま
す。
技術委員会としては、 磁性材料やそのアプリケ

ーション ・ 応用製品の技術情報を発信し、 磁性
材料の開発サイド、 磁性材料の製造 ・ 測定サ
イド、 磁性材料の使用サイドでのニーズとシーズの
マッチングが本協会内で図られるように取り組んで
行ければと考えております。

2019 年度下期の活動状況、 トピックスを以下
に記載します。

技術例会
年 2回 5月、 9 月に開催する技術例会では、
それぞれ磁石材と軟磁性材を中心とした最新の
技術トピックスを講演して頂いております。

第 96 回技術例会　
テーマ：「軟磁性粉末および薄帯とその最新応
用動向」
軟磁性材料はトランス、 インダクタ、 モータ、 ア

クチュエータなど機器の小型 ・ 軽量化および高効
率化に大きな役割を果たしており、 特に重要な
金属粉末とアモルファスにスポットをあて、 材料技
術や応用技術の最近の進展について会場である
ホテルラングウッドにて講演をして頂きました。
参加申込者数は 122	名と会場が満席となる

盛況ぶりでした。
開催日時：	2019	年 9	月 19	日	( 木 )	

12：55	～	17：00
(1)	 SWAP 製法によるナノ結晶軟磁性合金粉

末の開発　
エプソンアトミックス㈱　渡辺　真侑氏	

(2)	 Fe-Si 合金粉末の保磁力低減技術
TDK㈱　櫻井　優氏	

(3)	高周波に対する低損失圧粉磁心及びその
用途開発

POCO新材料㈱　郭　雄志氏	
(4)	点火コイル用圧粉コアの開発

	㈱デンソー　和田　耕昇氏	
(5)	アモルファス鋼板を用いた EV用高速 SR モ

ータ
芝浦工業大学　教授	赤津　観氏	

(6)	低損失磁性材料を活用した永久磁石同期
モータの開発

㈱日立製作所　榎本　裕治氏

第 97 回技術例会
2020 年 5 月 21 日（木）、 会場ホテルラング
ウッドで開催する予定です。

BM シンポジウム
テーマ：「最先端磁性材料および高性能モータの
研究開発動向」
磁性材料は省エネルギーや	CO2	排出量削減

等の地球温暖化対策から益々その重要性が増
しています。 今回は最先端磁性材料、 その製造
プロセスおよび高性能モータの研究開発に焦点を
あて講演をして頂いた。
会場はホテルラングウッドをお借りし、 参加申込

は 126	名と盛況となり、 講演終了後の交流会
では多くの皆様が出席され交流 ・ 親交を深めら
れていました。
開催日時 2019	年	12	月 6	日（金）

10:00	～	17:00　	
(1)	Nd-Fe-B	系異方性ボンド磁石の最近の開

発動向と将来展望
	愛知製鋼㈱　モノづくり ・ 未来創生本部

未来創生開発部	山崎　理央氏	
(2)	保磁力30kOe超の高保磁力Sm2Fe17N3

粉末の開発
	国立研究開発法人　産業技術総合研究所

主任研究員	岡田　周祐氏
(3)	熱間加工Nd-Fe-B	磁石と円弧ラジアル配

向磁石を用いた IPMSM
ダイドー電子㈱　技術部

次長	藪見　崇生氏
(4)	磁性材料 3D	プリント技術

東莞市海天磁業㈱
香港支社　総経理	趙　威盛氏	

(5)	超高密度圧粉鉄心の磁気特性
	岐阜大学　工学部　電気電子 ・情報工学科

准教授	尹　己烈氏	
(6)	圧粉鉄心を用いたアキシャルギャップモータの

高効率化
北海道大学　大学院情報科学研究院
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准教授　竹本　真紹氏
住友電気工業㈱　アドバンストマテリアル研究所		

齋藤　達哉氏 (代講）
(7)	高効率モータ用永久磁石の技術動向

高効率モータ用磁性材料技術研究組合
主任研究員	谷川　茂穗氏	

(8)	 Sm-Fe-N	系磁石の高性能化に向けた新
規粉末作製プロセスの開発

東北大学　大学院工学研究科
知能デバイス材料学専攻　教授	杉本　諭氏

寺子屋 BM 塾
＜第 26 期講座＞
寺子屋ＢＭ塾では、 我国のお家芸である磁

性材料に関する技術の伝承を旨とし、 初心者や
若年層を対象とした基礎講座を開設し、 広く磁
気技術の普及 ・ 啓蒙および振興 ・ 発展に寄与
すること、 更には社外での仲間作りの場を提供す
ることも目指しています。
2007 年 4	月のＢＭ塾開設以降，それぞれ

の専門家の分担制による初心者講座を開設し、
既に合計 25	講座を実施してきました。 2019
年下期に第 26	期講座を実施しました。

第 1 講義 2019 年 9 月 13 日 ( 金 ) 　
14:00 ～ 17:00　

講師：大森　賢次氏 協会専務理事
講義内容 「希土類ボンド磁石の基礎」		
(1)　希土類ボンド磁石開発の歴史
(2)　各種材料の特徴について
基礎技術を中心に、 ボンド磁石の開発の歴

史から各種の特徴について分かりやすく講義を行
いました。 34	名の方に参加して頂きました。

第 2 講義 2019 年 10 月 18 日 ( 金 ) 
14:00 ～ 17:00

講師：堀　充孝氏  日本電磁測器㈱
講義内容「着磁・脱磁及びその評価法の基礎」：
(1)　着磁 ・脱磁の方法
(2)　着磁後の評価
着磁 ・ 脱磁技術の基礎について、 着磁、 着

磁後の磁気測定の様子を撮影した動画を用いて
講義を行いました。 35	名の方が参加して頂きま
した。

第 3 講義 2019 年 11 月 15 日 ( 金 )
14:00 ～ 17:00 

講師：有泉　豊徳氏  東英工業㈱
講義内容 「磁気測定技術の基礎」：	 	
	(1)　磁気測定技術
磁気測定技術については、 測定器の構成や

測定方法について動画を使い、 磁気測定につい
て分かり易く講義を行いました。 34	名の方が参
加して頂きました。

軟磁性材料研究会
軟磁性研究委員会は、 毎年二回 6月と 11

月に開催しています。 詳細は軟磁性材料研究
委員会からの報告に委ね概略のみ報告致しま
す。

第 18 回軟磁性材料研究会
開催日：2019 年 11 月	14 日（金）
サンパール荒川にて、 参加者は 32名でした。
議事内容
(1)	調査研究テーマ：
MONASH	大学（豪州）教授	鈴木清策氏

「ナノ結晶軟磁性材料の進展と展望」
(2)	新技術紹介　

電磁研主任研究員　直江正幸氏
「ナノグラニュラー膜と高周波磁気測定」

圧粉磁⼼規格化 ・ 標準化部会
圧粉磁心の規格化 ・ 標準化部会は、 毎年

二回 6月と 11 月に開催をしています。
詳細は軟磁性材料研究委員会からの報告に

委ね概略のみ報告致します。

第 13 回圧粉磁⼼規格化 ・ 標準化部会
開催日 2019 年 11	月 14	日（金）
サンパール荒川にて参加者は 15	名でした。
議事内容
•	 中国提案の圧粉磁心 IEC	規格に関する情
報共有

•	 圧粉磁心測定方法ガイドブック作成の進捗
状況

東京タワー ・ キッズ環境科学博士
2019
2019年 10	月 12	日 (土 )～ 14	日 (月・

祝 ) において東京タワーにおいて開催された東京
タワー ・ キッズ環境科学博士に参加しました。
子供達に未来エネルギー発見と環境リサイクル

の大切さを学んでもらうイベントであり、 当協会で
は 『磁石すきすきチーム』 として参加しました。
子供たちは 「磁石を使った簡単電車」 の作製、

「磁石を使った回転キューブ」 の工作など磁石に
触れ、 磁石を使った不思議なオモチャを展示し、
子供から大人まで磁石ならびに協会を知って頂け
るように取り組みました。

今後の取り組み
技術委員会として、 当協会のホームページ

（Web）へのアクセス回数を増やし、 開催する技
術例会、 BM シンポジウム、 寺子屋 BM塾など
に参加して頂き、 広く協会を知って頂き、 入会し
て頂けるようにパンフレットの作成に取り組んでいま
す。
日本ボンド磁性材料協会ホームページ　

https://www.jabm03.com/
最後に、 技術委員会の活動に一人でも多くの

皆様が参加して頂けますよう取組んで参ります。
何卒皆様のご協力を宜しくお願い致します。


