報告：「寺子屋 BM 塾」
2013 年前期講座

軟磁性材料の磁気測定では高周波領域に

高度な電子顕微鏡観察を支える基礎技術が

おける低損失材の高精度測定が必須である

丁寧に説明された。さすがに、ホログラ

との市場要求から交流・直流 B-H アナライ

フィーの原理や再構築された位相イメージ

ザー、電力測定による損失測定、インダク

の説明にはついていけなかったが。

タロス測定の基本が詳細説明された。なお、
インダクタロス測定は材料評価ではなく、

寺子屋 BM 塾 塾長代理
明治大学 徳永 雅亮

部品評価のカテゴリーに含まれる。

解析結果の一部を以下に紹介する。
Sm2Co17 系焼結磁石：最終時効後の析出
物を EDS によって元素マッピングすると、

測定精度維持のための発振器、パワーア

セルバウンダリーである 1/5 相に Cu が濃

ンプ、デジタイザ、演算制御回路等装置選

縮し、プレートレット相に Zr が濃化してい

択の指針が示された。また、測定精度を維

ることが分かる。ローレンツ顕微鏡で磁区

持する際の留意点として、①電流検出抵抗

を観察すると、ジグザグに存在するセルバ

器は高周波領域ではわずかなインダクタン

ウンダリー相である 1/5 相に磁壁がトラッ

2013 年度前期の BM 塾のテーマは「磁石・

スのためにインピーダンスが周波数特性を

プされる。析出が不十分な焼結後の磁区観

磁性材料の解析技術」とした。解析技術は

持つ、②励磁電流検出部および誘起電圧検

察では磁壁は直線的な形状を示す。

永久磁石および軟磁性材料の高性能化やそ

出部の周波数特性による磁界波形、磁束密

Fe-Cu-Nb-Si-B( ファインメット )：最適温

の材料応用において必須の技術である。今

度波形の歪が存在する、③励磁電流検出部

度 823K で熱処理された保磁力 0.7A/m の試

回は①磁気測定、②組織観察、③磁気回路

と誘起電圧検出部の各レンジ間の利得と位

料のホログラフィー観察によって、試料内

の磁界解析の 3 つを取り上げた。

相の差の 3 点が指摘された。重要な結論

部の磁束線が滑らかで、低磁場印加によっ

は周波数軸上の測定手法は、時間軸上の測

て磁区構造が大きく変化することが分かっ

定手法と異なり、上記誤差を補償できるこ

た。

第 13 期

BM 初心者講座

「磁石・磁性材料の解析技術を理解しよう」

第1講
2013 年 5 月 24 日（金）＠東陽テクニカ

とである。本手法は IEC 62044-3 に “Cross

講義：各論「磁石・磁性材料の各種磁気測

Power Method” として紹介されている。

定技術」
講師：有泉豊徳（東英工業㈱）、
長浜竜（岩通計測㈱）
概要：各種磁気測定法の原理を理解し、材

無方向性電磁鋼板：1Hz の交番磁界印加
とローレンツ電顕により、磁壁が析出した

長浜氏には測定器を BM 塾会場に持ち込

AlN にトラップされる様子が明瞭に観察さ

んで具体的な測定を計画して頂いたが、時

れた。同時に、AlN 近傍の転位や格子歪も

間が不足し、実施できなかったことが心残

観察された。
塾生からはバルク試料による光学組織か

りであった。

らはじめ、SEM を用いた微細組織観察を経

料の磁気特性を正しく評価するために必要
な注意点などを詳しく説明する。また、着

第2講

て、電子顕微鏡レベルの観察に至る微細組

磁、脱磁技術について紹介する。

2013 年 6 月 21 日（金）＠東陽テクニカ

織観察の全体像、すなわち、マルチスケー

受講生総数：77 名

講義：各論「磁石・磁性材料の組織観察の

ルの微細組織観察手法を把握したいとの意

基礎技術」

見もあった。本意見は将来の BM 塾計画に

関係を長浜氏の分担で行った。永久磁石の

講師：進藤大輔（東北大学）

反映するようにしたい。

磁気測定については過去の BM 塾で有泉氏

概要：各種電子顕微鏡の原理を説明し、新

の講演があったが、今回は軟磁性材料の磁

磁石・磁性材料の開発に欠かせない微細組

第3講

気測定との同時講演で、塾生の期待も膨ら

織観察・組成分析・磁区観察などの最新技

2013 年 7 月 26 日（金）＠東陽テクニカ

み、大変活気のある BM 塾となった。

術を平易に説明する。

講義：各論「磁石・磁性材料の静磁界解析

受講生総数：61 名

技術の基礎」

る振動試料型磁力計、自記磁束計およびパ

記事：電子顕微鏡の基礎から始まり、ロー

講師：坂下義行（㈱

ルス磁化測定装置が紹介された。これら測

レンツ顕微鏡を用いた磁壁のダイナミック

概要：モータの動作原理およびロータ磁石

定器ではすべて磁気特性の温度変化測定

ス、電子線ホログラフィーに終わった重厚

材料の配置がモータ性能に与える影響その

を可能とするオプションがある。自記磁束

な内容であった。進藤先生には微細組織観

他を動磁界解析で紹介する。

計は ISO 9000 体系下における校正が可能

察と磁気構造観察について難解な内容を噛

受講生総数：50 名

との特徴を有する。有泉氏は現状の工業界

みくだいて、塾生の理解が促進されるよう

記事：待望の磁界解析に関するテーマで、

で実用化されている永久磁石測定技術を

大変な配慮をして頂いた。

電磁気学の基礎からスタートし、塾生のリ

記事：永久磁石関連を有泉氏、軟磁性材料

永久磁石の主たる磁気特性評価装置であ

JSOL）

クエストに答えて JMAG でシミュレーショ

網羅的に話され、新しい測定技術として

電子顕微鏡の構造と原理、電子顕微鏡内

SHPM(Scanning Hall Probe Microscopy) が

で磁界印加を実現するシステム、試料作製

紹介された。トンネル電流の検出により

方法（電解研磨、イオンミリング、FIB ／

JMAG では 10MHz 以下の変動場をマック

ホールプローブと試料の距離を一定に制御

Focused Ion Beam）、元素マッピングの方

スウェル方程式で解析し、磁束線で表現す

して、磁界を測定する装置である。例えば、

法（EDS、EELS）、ローレンツ顕微鏡（デフォー

る。電磁石と永久磁石は同等に扱われる。

50 x 50( μ m) の走査範囲で、外部磁界によ

カスおよびインフォーカス法による磁区観

JMAG の解析手法は有限要素法である。解

る磁区の変化を観察できる。

察原理）、電子線ホログラフィーの原理等

析手順は形状定義⇒条件設定⇒解析実行⇒

-53-

ンするという有益な BM 塾であった。

結果の確認であるが、モデル化は連立方程

次回 (2013 年後期講座 ) 予定

第 14 期は「磁石・磁性材料によるモー

式化に相当する。

第3講
2013 年 11 月 15 日＠ホテルラングウッド

モータ解析事例では IPM モータのブリッ

タの高性能化技術」と題して、主として永

講義：各論「アモルファス、圧粉磁心の大

ジ幅の影響が取り上げられた。モデルは

久磁石モータの高性能化が永久磁石、軟磁

型モータへの応用」

フェライト使用の分割 4 極、24 スロットで

性材料との絡みでどのように進展してきた

講師：榎本祐治（㈱日立製作所）

ある。検討対象はブリッジ幅で、ブリッジ

かを 3 名の先生方に講演頂く。
第 14 期全体を通して受講して頂くこと

幅を太くすることによって、コギングトル
ク、トルクリップル共に大幅に低減する。

第1講

によって、現在まで永久磁石と電磁鋼板

フェライトをネオジム磁石に変更してもト

2013 年 9 月 27 日（金）＠東陽テクニカ

を中心とするモータのハードウェアがモー

ルクリップルの増加は少ない。

講義：各論「高効率モータ技術の進歩」

塾生のリクエストは 7 x 7 x 7(mm) 直方体

講師：森本雅之（東海大学）

タの高性能化にどのように寄与して来たか
（第 1 講）、省 Dy 化され、高性能化された
異方性ボンド磁石が小型モータ分野で如何

磁石の発生する磁束密度であったが、坂下
先生はモデリングを含めて、短時間で結果

第2講

に活躍しているか（第 2 講）、電磁鋼板に

をデｲスプレイできることを示され、実験

2013 年 10 月 25 日（金）＠東陽テクニカ

替わるアモルファスや圧粉磁心が大型モー

との整合も確認できた。

講義：各論「異方性ボンド磁石とその小型

タ分野で如何にその役割を果たそうとして

モータへの応用」

いるか（第 3 講）が理解して頂けるものと

講師：本蔵義信（愛知製鋼㈱）

考えている。

JMAG の電磁界解析に既に連成している
のは①構造（応力、振動、音）、②熱、③制御、
回路であり、実際の電気機器内で生じる現
象を解析することができる。

有泉講師

長浜講師

進藤講師
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坂下講師

