報告 :「寺子屋 BM 塾」
2016 年前期講座
寺子屋 BM 塾 塾長
元・日立金属㈱
徳永 雅亮

振動ミル、アトライター等が既存設備とし

再凝集の原因になる。一方、微小ビーズ径

て存在するが、ビーズミルは粉砕メディア

が 数 10 ～ 100 μ m の 場 合 は ビ ー ズ 数 が

であるビーズの径が小さく、ナノサイズま

多いために作用点が増加し、粒子に与える

での粉砕が可能である。また、粉砕と同時

ダメージが最小限に抑えることが可能にな

に分散に優れた微粉末を作製できる。

る。ナノ粒子処理における理想のビーズの

最初に用語の説明があったが、捏和（ねっ

動きは「単段らせん層流」である。すなわ

か）が Kneading を意味することを始めて

ち、ビーズの動きが単段で乱れがなく、
「層

知った。ビーズミルの主用途は塗料・顔料、

流」の状態で動いている。これを「らせん流」

電子材料、カーボンナノチューブ・光触媒

と呼ぶ。「らせん流」は周方向の回転流と縦

等である。いずれの用途においても、微粉

方向の回転流が複合し、「らせん状の層流」

2016 年度 前 期 の BM 塾 の テ ー マ は「 ボ

砕と分散という機能を提供しているが、ア

が形成される。軽質炭酸カルシウムや二酸

ンド磁石の製造のプロセス技術を理解しよ

トライターと共に超微粉砕機のカテゴリー

化チタンの粉砕例ではマイルド分散が明確

う！」とした。ボンド磁石は磁粉とバイ

に属する。

に観察されている。

ンダーからなる複合材料である。これら複

ビーズミルでは乾式と湿式の両方式が使

乾式ビーズミルと湿式ビーズミルの組合

合材料製造のプロセス技術を理解するため

用され、湿式の方が分散性に優れている。

せもある。処理量の向上、エネルギー効率

に、①「ビーズミルによる微粉砕・分散技

いずれも、ビーズのせん断力と撃力を用い

の向上や粒子径分布がシャープになり、エ

術」、②「着磁の基礎」および③「ボンド

て粉砕する。粉砕粒径はビーズ径、回転数、

コ粉砕が実現される。乾式では 10 μ m ま

磁石用混練装置の基礎知識」の 3 つを取り

処理量によって変化する。湿式ではナノサ

での粉砕（粗粉砕）で、湿式ではサブμ m

上げた。

イズの粉砕粒径に踏み込むことが可能にな

から nm までの粉砕（微粉砕）をそれぞれ

る。乾式の場合は 1 パス粉砕であるが、湿

分担する。シリカの粉砕例では、湿式の 1

式の場合はポンプ循環によってマルチパス

段粉砕と比較して、動力原単位は１/4、粉

2016 年 5 月 20 日（金）＠東陽テクニカ

粉砕が可能になる。このような機構的な差

砕時間 1/3 での操業が可能で、粒子径分布

講義：各論講義「ビーズミルによる微粉砕・

から乾式で粉砕・解砕後で 0.1 μ m、湿式

がシャープで、コンタミの少ない粉末が得

分散技術」

で粉砕・分散後 1nm の粉砕粒径が実現さ

られる。

講師：石井 利博
（アシザワ・ファインテック）

れている。

第1講

付加的な注意事項としては磨耗とコンタ

歴史的にみると、媒体攪拌ミルはボール

ミがある。被粉砕材料に磨耗によるビーズ

ミル→アトライター→サンドミル→横型

や部材が混入する。磨耗に関しては定期的

ビーズミル→アニュラー型ビーズミル→大

な開放点検が必要で、コンタミについては

流量循環型ビーズミル→マイクロビーズ対

処理材料に対して不純物として許容できる

応型ビーズミルと進化してきている。ビー

ビーズや部材を選定する必要がある。また、

ズミルは他の媒体攪拌ミルに比較して、エ

ラボスケールの実験結果を量産にスケール

ネルギー密度 (kW/L、単位体積あたりのエ

アップする場合はスケールアップの基本に

ネルギー ) が高いことが特徴である。

沿って進める部分と被粉砕物の観察や特性

乾式ビーズミルによってけい砂、アルミ

を評価して修正する部分がある。

ナ、金属シリコン等が、湿式ビーズミルに

今回の講義は具体的に磁性材料を扱った

よって炭酸カルシウム、二酸化チタン等が

ものでは無かったが、多様なビーズミル技

粉砕される。循環型ビーズミルは粉砕・分

術の全体像を把握することができた。ビー

散が難しい材料に使用される。

ズミルに関する分散、攪拌、捏和、乳化等

ビーズミルの特徴は湿式循環型において

の意味を詳しく説明して頂いたので、今後、

発揮されることが多い。まず、ビーズミル

大いにボンド磁石製造技術に生かせるもの

の粉砕・分級効率を変化させる因子は①

と考えられる。

概要：磁性材料を微粉砕・分散する装置で

ビーズミルの形状および②ビーズミルの運

あるビーズミルを紹介し、ビーズミルの原

転条件である。形状はベッセルおよび攪拌

第2講

理や最新の技術を説明する。

部材（アジテータ）の形状であり、運転条

2016 年 6 月 17 日（金）＠東陽テクニカ

受講生総数：39 名

件は攪拌部材の周速、ビーズ径および滞留

講義：各論講義「着磁の基礎」

記事：ビーズミルは被粉砕材料とビーズ（球

時間がある。ビーズ径は重要なパラメータ

講師：徳永

体の粉砕メディア）を粉砕室に充填し、粉

であり、特に、微小ビーズの適用によって

概要：パルス電流を用いた様々な磁石の着

砕室に設置された回転軸を回転させ、ビー

マイルド分散が実現される。

磁方法とその測定方法について説明する。

良行（電子磁気工業）

また、その動作原理と取扱いの注意事項に

ズを駆動し、ビーズと被粉砕材料の衝突に

微小ビーズ径が 200 μ m 以上の場合は

よって粉砕する設備である。球体粉砕メデ

ビーズ数が少なく、効率が低下し、粒子に

ついて説明する。

ィアを用いた粉砕法としては、ボールミル、

機械的なダメージを与え、特性の低下や

受講者数：61 名
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記事：着磁は永久磁石がその機能を発揮す

られる。システム全体が機能する範囲に着

的に理解している内容ではあったが、その

磁コイルの R と L は設定されなくてはなら

論理的なベースをきちっと整理して頂き、

ない。

大変参考になったと考える。

具体的に空心コイルで着磁する場合、試
料は均一磁界にセットされることが望まし

第3講

い。着磁の際、試料には F=V･I(dH/dx) の力

2016 年 7 月 22 日（金）＠東陽テクニカ

が働く。ここで、x は座標、I は単位体積当

講義：各論講義「ボンド磁石用混練装置の

たりの磁化、v は試料の体積である。要は、

基礎知識」

磁界が変化する場所に磁石をセットすると

講師：芳賀 美次
（アクテム代表、
JABM 会長）

磁石に F なる力が作用する。dH/dx の符号
にも注意したい。パルス磁界を印加すると、
試料に渦電流が発生する。パルスによる磁
界と渦電流による磁界の相互作用によって、
力が発生する。渦電流によって発生する誘
起 電 圧 は V= － d φ /dt で あ る。 こ こ で、
φはパルス磁界による磁束、
t は時間である。
従って、パルス磁界の時間変化が大きいほ
るための最終プロセスである。着磁過程は

ど、渦電流は大きい。さらに、導体の電気

磁壁移動と回転磁化に分けて理解できる。

抵抗が小さいほど、発生する渦電流は大き

着磁のためには対象となる異方性磁石の配

くなる。パルス波形における電流が増加す

向方向を把握して効率的な着磁工程を策定

る部分と減少する部分では相互作用の符号

する必要もある。

が反対になる。従って、着磁コイルに電気

着磁は通常パルス磁界を用い、その電源

抵抗の小さな金属を使用することは NG で

は整流回路、コンデンサ、スイッチング素

ある。コイル内で使用する材料はデルリン、

子から構成される。基本的に還流ダイオー

POM、NC ナイロン等電気抵抗の高い樹脂

ドが電流の時間変化におけるテイルを伸ば

を使用しなければならない。組立品の着磁

概要：ボンド磁石にとって重要な磁石粉末

すために挿入される。コンデンサの容量

においては着磁コイルの中に Cu 系の巻線

の分散と適正バインダー及び混練装置の基

(C)、充電電圧 (V)、着磁コイル（着磁器を

や構造物としての鉄系の金属が挿入される。

礎を分かり易く説明する。

含む）の電気抵抗 (R)、インダクタンス (L)

巻線はスパーク発生の原因になり、構造物

受講生総数：42 名

によって電流の時間変化は決定される。最

としての鉄系金属は力発生の原因になる。

記事：射出成形、押出および圧延ボンド磁

大電流 Im は I=V(C/L)1/2、通電時間 t は t=

充分な予備検討が必要である。

石の製造プロセスにおける混練技術は成形

π (LC)1/2 になる。充電電圧が 1000V 以下

着磁ヨークは複雑な着磁パターンを磁石

の前段階としてコンパウンドを作製する最

では大容量タイプのケミカルコンデンサー

に実現するために設計される。外面 4 極着

重要プロセスと言える。磁性コンパウンド

(5000 ～ 50000 μ F) が用いられ、充電電圧

磁、内面 8 極着磁、平面 8 極着磁、回転子

の性能は①磁石粉末、②混合・混練、③バ

が 1000 ～ 4000V ではオイルコンデンサー

組込み 4 極着磁、シートマグネット着磁等

インダーおよび④添加剤によって変化し、

（400 ～ 4000 μ F）が用いられる。着磁に

多種多様な着磁ヨークが設計され、実用化

成形後、①高充填、②高配向および③ボイ

必要な磁界強度は材質の保磁力メカニズム

されている。これらは量産を目的に設計さ

ドフリーが達成されて高性能ボンド磁石

や保磁力の絶対値に依存する。基本はデー

れるために冷却方法等も考慮されている。

が実現される。成形方法、バインダーおよ

タを取って、材質毎の飽和着磁磁界を決定

パルス磁場は高周波磁界のために表皮効

び磁粉にはより良いボンド磁石実現のため

することにある。一方、脱磁のための減衰

果を考慮する必要がある。いわゆる磁場の

に、ある種の組合せが存在する。射出成形

電流波形は R<2(L/C)1/2 の電源回路を設計

浸透深さは d=(2/ σωμ )1/2 で表される。

用樹脂は PA6、PA12、PPS 等であり、押出

すれば可能であり、双方向型のスイッチン

ここで、σ：導電率、ω：電流の角速度で

成形用および圧延成形用樹脂は PVC、CPE、

グ素子を適用する必要がある。Nd-Fe-B 焼

ω =2 π f(f：周波数 )、μ：透磁率である。

NBR 等である。圧縮成形用には熱硬化性の

結磁石では着磁に必要な磁界と脱磁に必要

最も注意すべきはωであり、周波数の高い

エポキシ樹脂が、20 μ m 以上の粉砕粒径

な磁界が異なることがあるので、注意する

パルスを用いると浸透深さが小さくなる。

の大きな磁粉と共に用いられ、射出成形磁

必要がある。

極異方性リング磁石の着磁に用いる磁気

石よりも、高密度化が達成され、高いエネ
ルギー積が得られる。

着磁コイルの設計は基本的にアンペール

回路では巻線と磁石間の距離と発熱エネル

の法則を用いて実行する。多層コイルの場

ギーを考慮した設計がされる。巻線の直径

混練プロセスの前に磁粉の表面処理を行

合は重ね合わせを用いて、解析的に磁界強

は 1.3 ～ 1.6mm で、ケーブル長さを極力

う。磁粉とバインダーを強固に固着する働

度が導出できる。現在ではシミュレーショ

抑えたシステムが採用される。

きがあり、磁粉の種類によって選択され

ンによって、磁束密度分布や磁力線図が得

着磁に関する講義内容は塾生がすでに感覚

る。磁粉への表面処理を行わないと、バイ
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ンダーと磁粉の濡れが不十分になるため、

長（L/D、スクリュー直径 D とスクリュー

工程である。混練は次工程である成形にコ

フェライト磁粉の場合シランカップリング

の長さ L の比）である。なお、スクリュー

ンパウンドを供給する。混練を高度に実行

剤による表面処理は必須である。

直径（D）とスクリューピッチ（P）は同一

するためには磁粉に対する表面処理が磁粉

本混練の前に予備混合を行う。基本的に

寸法である。従来は L/D14 ～ 16 が使用さ

とプラスティックの親和性高め、分散性を

加熱せず、磁粉、バインダーおよび添加剤

れていたが、最近は 30 ～ 35 が使用される

向上させる。機械的には混練はせん断応力

を均一にブレンドし、磁性コンパウンドの

ようになった。磁粉の食い込みが少ないた

によって実行される。

均質化および高分散化を図る。V ミキサー、

めに、高充填ボンド磁石用コンパウンドの

ヘンシェルミキサー、ナウターミキサーお

混練には適さない。

とその論理を理解することができた。対象

よびリボンブレンダーが使用される。

⑤２軸押出機：連続式、原料投入からペレ

とする材質の変化や混練設備の進展によっ

具体的にポリマー混練装置を見て行こう。

ボンド磁石製造における混練過程の実際

ット回収まで連続操業ができる。2 軸のス

てボンド磁石製造の現場が変化してきたこ

①オープン 2 本ロール：バッチ式、設備コ

クリューの構造に特徴がある。2 軸の構造

とが理解できた。

ストは低廉ではあるが、開放型であるため

はホッパー側からダイス側まで、均一では

に、粉塵の飛散と巻き込まれのリスクが高

なく、セグメント番号に従ってスクリュー

2016 年後期講座予定

い。後工程で、シート状に成形される。

構造が異なっている。具体的には楕円形の

第 20 期は「永久磁石とモータの基礎を理

②バンバリータイプ：バッチ式、自動車用

二翼のねじ形状のフルフライトスクリュー

解しよう」と題して、①「永久磁石の基礎」、

タイヤのゴムにカーボンブラックや架橋剤

や、ニーディングディスクと呼ばれる混練

②「永久磁石モータの三次元磁界解析技術

等を混練する際に使用される。高回転、高

エレメント等が組合されて、軸が構成され

と応用例」および③「永久磁石特性とモー

馬力で大量生産に適する。高価、重装備で、

る。フルフライトスクリューは輸送エレメ

タ性能の関係～磁石特性によってモータは

ロットサイズの小さなボンド磁石に使用さ

ントであり、ニーディングスクリューは混

変わる～」を取上げ、基礎を中心にご講義

れる例は少ない。加圧ラムによる加圧とジ

練エレメントである。スクリューの中心に

頂く。永久磁石と永久磁石モータに関する

ャケットによる加熱・冷却が可能で、後工

ニーディングエレメントが配置され、ホッ

基礎をしっかり把握できる講座になるもの

程はシート成形である。

パー部およびダイス部にフルフライトスク

と期待される。

③加圧ニーダー：バッチ式、容器中で 2 枚

リューが配置される。2 軸のスクリューは

のブレードを回転させ、投入された材料を

同方向回転し、左右のスクリュー同士は互

第1講

混練する。2 枚の羽は回転速度が異なるため

いにかみ合う。スクリューとスクリューお

2016 年 9 月 16 日（金）＠東陽テクニカ

に、2 枚のブレード間およびブレードと槽間

よびスクリューと筐体の間隔には適切な隙

講義：各論講義「永久磁石の基礎」

にせん断力が働く。また、ブレードはねじ

間があり、せん断力によって混練される。

講師：徳永

れ形状のために、せん断力をある程度制御

ニーディングディスクはスクリューとは異

第2講

できる。比較的固化の遅いバインダーに対

なった形状をしており、効率的な混練を行

2016 年 10 月 21 日（金）＠東陽テクニカ

して使用され、後工程でシート成形を行う。

うために種々の形状がある。スクリューや

講義：各論講義「永久磁石モータの三次元

④単軸混錬押出機：連続式、単軸用スクリ

ディスクを取り付けるシャフトは高剛性の

磁界解析技術と応用例」

ューは供給部、圧縮部および計量化部の 3

材料が開発され、L/D=40 で高トルクを有

講師：河瀬

ゾーンに分かれており、スクリュー径は連

する 2 軸押出機が開発されてきている。更

第3講

続的に変化している。供給部が最も細く、

に、ギアボックスの改良によって 100 ～

2016 年 11 月 18 日（金）＠東陽テクニカ

計量化部が最も太い。押出機の性能を決定

300rpm の高速回転が実現している。

講義：各論講義「永久磁石特性とモータ性能

するのは圧縮比（CR、ホッパ下と先端部の

複合材料であるボンド磁石における混練

溝部の 1 ピッチ当たりの体積の比）と有効

はプラスティックの中に磁粉を分散させる
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雅亮（元

日立金属）

順洋（岐阜大）

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）

