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2.磁性体
2.1磁化の原理
一般に電流を流せば、その周辺の空間は磁束に満たされ、磁化される。

しかしこの磁化作用は物体内に電流が流れていない状態で起こるので、外部からの作用で発生している

訳ではない。

磁化の根源作用はその物体の原子を構成する電子の運動に起因するといわれ、種々の電荷の運動要

素がその現象を発生させている。(図2.1.1)

①旋回運動：古典的原子模型に表現されるモデルで、

電子が核の周囲を回る運動を示し、当然、ループ状に

電子が移動するので磁束が発生する。

②スピン運動＊1：電子の自転で、この運動も電荷移動と

なるので、同じく磁束を発生させる。

①の旋回運動にしろ、②の自転運動にしろ、電荷の移動運動が磁気現象の根本．．．．．．．．．．．．．．．を成していることには

変わりがない。

●前記したように、原子レベルで磁化作用は発生しているのであるが、旋回運動とスピン運動のどちらが主
要因であるか、を次にのべる。

旋回運動はいくつかある原子の軌道の中で、

Cr,Mn,Fe,Co,Nｉ等の磁石材料においては3d軌道の
電子が完全に充填されていないことによって発生し

ている。

いかにも、これらの電子が原子核の周囲を旋回す

ることで磁気を発生しそうに考えられる。しかし、固

体レベルになると、この3d軌道の電子は固体全体を．．．．．

移動できる自由電子．．．．．．．．．となって固体全体を動き回るこ

とが可能となり、原子核の周囲をまわる循環電流と

はならず、磁化作用の原因とはならない。

次に、スピン運動を考える。

表2.1.1にガリウムの電子軌道配列と、スピン方向を示すが、ガリウムの例では原子番号31に対応した31
個の電子が4pまでの各軌道を順次埋めている。しかし、その順番は電子軌道が歪んでいるために、4S軌
道の様に高い軌道を先に埋めるケースもある。その場合でも偶数個の電子で満たされた軌道はスピンに

よる磁化の方向が打ち消されるので、磁化作用の要因となるのは充填されていない電子軌道のもの．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．だけ

である。これを不対電子といい、不対電子のスピン運動によってスピン磁気モーメントが発生する。

例えば、原子番号25のマンガンは3d軌道の25番の電子で終わっているので5個の不対電子を持ってお
り、スピン磁気モーメントは大きいのでフェライトの材料としてよく用いられる。

鉄は原子番号26であるので3d軌道の中で21、26のペアが充填状態になり、22～25の4個の電子は不対
のままである。しかし、磁気イオンとなったFe3+は4S軌道の2個と、3d軌道の26番目の電子、計3個が剥が
され、3d軌道の5個が不対となってより強いスピン磁化を起こす。

Cr(番号24)、Co(27)、Ni(28)も同様に各4,3,2個の不対電子が存在し、これらの不対電子数に対応した．．．．．．．．．．

スピン磁気モーメントが残る．．．．．．．．．．．．．。

2.2磁性体の性質
● 以上述べたように、原子はそもそも磁束を発生させる要素を内因し、小さな磁石と見なせるものである
が、通常の測定ではいわゆる"磁石"を除いて、そのような磁束は観測されない。
これは、原子が作る磁束の方向がバラバラであり、物体としてみた時、その総和が"0"になっているから
である。

図 2.1.1原子内の古典モデル

表 2.1.1 電子の軌道配列 ガリウムの例

＊1電子の自転とは一種の
たと

喩えであり、ディラック方程式から

導かれるスピン量に対応した物理量である。(量子論参照)
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図 2.2.3 スピネルフェライトの分子構造
http://www.tdk.co.jp/techmag/ferrite/grain_

この物体に外部から磁束を作用させると、原子の磁石は磁界の向きに統一され、全体として大きな磁石

と見なせるようになる。これが強磁性体の磁化である。

しかし、実際の磁化の様子を詳しくみると、構造によって差があることがある。

フェロ磁性 鉄族に代表される物質は3d軌道の電子雲が重なり、互いに影響しあってスピンの向きが同一
に揃う現象（直接交換交互作用）がある。

この現象は隣り合う他の原子間でも発生し、結果と

して金属全体のスピン方向がそろう。この場合、非

常に強い磁化作用を現し、この作用による磁性を

フェロ磁性．．．．．と呼ぶ。(フェロとは鉄のこと)

フェリ磁性 フェライトとは MO ・ Fe2O3で表されるよう

に金属の酸化物であり、上記フェロ磁性とは違う

作用(超交換相互作用)が働いている。(MOは酸化金属)
この種の磁性体は酸素原子(O2)の 2p電子と金属原
子(M)の 3d電子が化学結合し、酸素原子を介して金
属原子のスピンが逆方向にそろう。（図 2.2.2参照）
この状態ではスピンは打ち消しあって磁性を発揮し

ていないが、分子全体で金属原子の数がアンバラン

スになった時は磁性を発揮する。この磁性のメカニズムを

フェリ磁性と呼び、フェライトでは結晶構造によって次の様

に分けられている。

スピネルフェライト 化学式 MO ・ Fe2O3

立方晶系スピネル構造をしており、結晶は 8分子式のイ
オンからなる。 （図 2.2.3参照）。
結晶 R-2の中に、金属イオン Mの占める位置が図 2.2.3
の 4個の酸素イオンに囲まれた中央の A格子（4面体位
置）と、6個の酸素イオンに囲まれた左右のB格子（8面体
位置）の 2種類があり、それぞれ 1:2の割合の位置関係がある。
A格子に入る場合を正スピネル、B格子に入る場合を逆スピネルといい、酸素イオンを通じて磁気モーメン
トは逆向き（超交換相互作用）で、その差分によって磁化作用が現れる。

図 2.2.3では右方向に合計 10MB、左方向に5MBの磁気モーメントが発生

しており、差し引き右方向に 5MBの磁気モーメントが発生している。
（MBはボーア磁気モーメント）

固体全体で見た時のイメージを図 2.2.4に示す。
金属（M）として2種類以上の組み合わせが可能な為、種々の特性を容易
に作り出すことができ、マンガン亜鉛フェライト、ニッケル亜鉛フェライト、銅

亜鉛フェライトなどが代表的なものである。

スピネルフェライトは主として軟磁性を示し、コア材として用いられる事が

多い。

六方晶フェライト 化学式 M ・ Fe12O19 （Mは、Ba、Sr、Pbなど）
硬磁性を示し、バリウムフェライト、ストロンチウムフェライトが、磁石として用いられている。本資料では第

1章で述べたように硬磁性体については説明しません。別途、他の資料を参照して下さい。

ガーネットフェライト 化学式 RFe5O12（Rは希土類元素）
ガーネット型結晶構造を持つ。RIG（Rare-earth Iron Garnet、希土類鉄ガーネット）とも呼ばれる。代表
的なものは YIG（Yttrium Iron Garnet、イットリウム鉄ガーネット）である。高周波領域での磁気損失が小さ
いため、マイクロ波用磁性材料として用いられる。

実際にはフェロ磁性・フェリ磁性ともに、原子レベルの磁石が動く訳ではなく、磁区と呼ばれるある領域R-2

が最少単位となり、構造に起因する磁化容易軸を持っている。

以上述べたように、鉄族の磁性(フェロ磁性)とフェライトの磁性のメカニズムは全く異なっている。

 

図 2.2.1 直接交換交互作用（フェロ磁性）

図 2.2.4 フェリ磁性のイメージ図

図 2.2.2 超交換交互作用（フェリ磁性）
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巷でしばしば言われる、「鉄コアを粉砕・絶縁化したもの=フェライト」とは全くの誤りであることが分かる。
鉄コアを粉砕・絶縁化したものは鉄系ダストコアである。

2.3磁区について
フェライト R-2の磁化は巨視的にみると一様に見えるが､結晶粒 R-2の中をみるといろいろな方向の磁化をも

った多数の領域に分かれている｡このような同じ向きの磁化の領域を磁区という｡

また磁区と磁区の境界は磁壁と呼ばれている｡磁性体の磁化過程においては磁壁の移動が磁気エネルギ

ーを考える上で重要な役割をする｡磁区の大きさ､形状はいろいろな因子によって決定されるが､それらをき

めるのはシステム全体のエネルギーが最小になる条件である｡

この磁性体に外部から磁気エネルギーを加えた場合の磁区の振る舞いについて 2つのケースを考える。

①N-Sが引き合っている場合

2つの磁石のN-Sが引き合っている場合に、状
態を変えようとすれば、外部から力を加えて

（つまりエネルギーを加えて）引き離す必要が

ある。

②N-Nが反発している場合

2つの磁石のN-Nが反発している場合に外部か
ら力を作用させないで放置してくと、2つの磁石
は互いの位置をかえてしまう。つまり、外部か

らのエネルギーなしで仕事ができる。

表 2.3.1 磁気エネルギー状態概要

この2つの事例から判るように、
①は放置していても何も変化がない、つまり仕事はできない（=エネルギーはない）。
②は放置していると、互いに反発して位置を変える事ができる (仕事が出来る=エネルギーがある)。

このように、外部からエネルギー（磁気エネルギー）

を加えてやると内部の磁区は内部磁区がバラバラの

①からN-Nが揃う②のように磁壁が移動することで、そ
のエネルギーを蓄積（エネルギーの形態を変換）する

ことができる。

このイメージを図2.3.1に示す。

しかし、物体の全微小磁石が全て同一の極性になっ

たとしたら次の状態はどうなるであろうか？

次に向きが揃う微小磁石がない訳であるから、これ以

上エネルギーの吸収ができないことになる。この状態が

磁石の飽和であり、その様子を図 2.3.2に示す。
実際には、④で磁区の磁化容易軸に揃った後、

⑤で磁界方向φに揃って完全飽和状態に至る。

2.4磁性体の一般特性
●ヒステリシス特性
磁性体の B-H曲線に見られる特性で、新しい状態が
過去の状態によって左右される現象である。これは原

子の微小磁石が N-S引き合った状態が安定状態であ
ることに起因する。

つまり、安定状態にある物体を次ぎの状態に変化さ

せるにはエネルギーが必要で、ある程度のエネルギー

がないと、次の状態には変移しない。強磁性体におい

て、安定状態は微小磁石の反転という"1"or"0"状態でしか実現されない為、強くこの現象が観測される。
実際、微小磁石が反転する時、B-H 曲線が階段状になる"バルクハウゼン効果"が観測されるが、実用の
範囲では考えなくても良い程度のものである。

図 2.3.2. 磁気エネルギーと磁区の移動
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●キュリー温度
磁性体の温度を上げていくと、熱エネルギーによる撹乱が無視できなくなり、磁性体は安定状態を保つ事

ができなくなり、磁性体は急激にその特性を失う。(注：コアロスが増大しだす温度ではない)
このような現象が現れる温度をキュリー温度といい、磁性体の特性の 1つである。当然、高い方が良いと
考え易いが、キュリー温度が高いという事は安定状態を保つエネルギーレベルが高いということで、ヒステリ

シス損失の増大をまねく。その他の諸特性と併せてよく考えなければならない。

●磁歪
磁性体に圧力を印加すると、磁気特性が変化し、又、逆に磁性体に磁束を通すと物理寸法が変化する。

これは 2.3 で述べた磁区が圧力や磁束によって変形するためで、チョークやトランスが「唸る」のもこの作
用による。しかし、直接コア自体が振動しても SW周波数領域の音は人の可聴域から外れているので騒音と
はならない。

騒音になるのは次の表 2.4.1ケースが主なものである。
1 太鼓共鳴音 2 接触音(ビビリ音)

E-Eコアの中足ギャップの場合に発生す
るメカニズムで、ギャップ空間の共振周波

数と駆動周波数の差分が可聴域に混入

する。

コア～コア、コア～ボビンが接触し、固定

されていない場合に接触音が可聴域に

混入する。

(U-Uの片足ギャップ、等)
表 2.4.1 磁歪と騒音

フェライトコアの場合の注意事項
1や 2の異音対策としてワニス含浸．．．．．が推奨される場合があるが、これは絶対してはならない．．．．．．．．．。

空間部に含浸されたワニスはコア材の線膨張係数と1桁程度の差分があり、温度ストレスをか
けるとフェライトに応力が加わる。特に、E型や U型の脚の内 Rはコアの有効活用のため、極
小 Rにされるが、ピン角は応力集中点になるので、簡単にクラックが入る。
コアの破壊強度．．．．．．．(JIS-C-2560 M強度)は数桁のバラツキ．．．．．．．．があるので、あるロットで OKだからと

言って量産で問題が出ない訳ではない。対策としてはワニスをやめる事しかない．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

同じ理由で

・コアの脚を全て接着する

・ボビン～コアを 2 ヶ所以上で接着する
等の応力の逃げのない工法はコアのクラック．．．．．．．．．．．．．．．．．．を招くことになる。



©2016/07/24 Sifoen
R-1:R-2

2.磁性体 5/5

2.5磁性体の損失
●ヒステリシス損失
前記の特性によって磁性体の B-H曲線

いわゆる"ヒステリシスカーブ"は図 2.5.1のような
反時計回りの膨らんだ曲線となる。

B-H 曲線において横軸(H)は励磁電流に比例
し、縦軸(B)は誘起電圧に比例する。
この場合の磁性体の入出力のエネルギー

収支を B-H 曲線上で考えてみると、
・励磁時のエネルギー：-Br(H=0)から、Bmまでの
印加電圧と、0から励磁点までの電流

・減磁時のエネルギー：Bmから Br(H=0)までの誘
起電圧と、励磁点から 0までの電流
となる。

つまり、入れた電流は全部放出されるが、電圧については残留磁．．．．．．．．．．束．B．r．の．2．倍が放出されていない．．．．．．．．．．ことが理

解できる。これがヒステリシス曲線の半サイクル分のエネルギー損失で、この 2倍の値が 1サイクルでの損
失と見なせる。

この考えから、ヒステリシス損失を減少させるには、安定状態から磁区が変位するのに必要なエネルギ

ーが小さい材質を選択することが重要である。（B-H曲線の面積が小さいもの）

●渦電流損
磁束が導体を通過した場合、導体内に電圧が誘起され、その結果として導体中を短絡電流が流れる

(電磁誘導)。電流が流れれば、当然 I2 ×Rのジュール熱が発生し、損失となる。これが渦電流損で、導電
性であればコアだけではなく、銅線でも発生する。

特に広いギャップを設けた場合には、ギャップ近傍の漏れ磁束が銅線と鎖交するので、ギャップ付近の

銅線が異常発熱し、トランスの温度上昇を招く。IH調理器はこの原理を使用している。
渦電流損を減少させるには

1)誘起電圧を低下させる→広い面積で磁束と鎖交させない。つまり、渦電流が流れる物体の面積を小さく
することである。

2)磁性体の抵抗値を上げる→電流の流れる通路の抵抗体を上げるには比抵抗の大きいもの、断面積の小
さいものを選択することである。（薄板化、高抵抗化）

以上の 2点を満たすには磁性体を微粉末に粉砕し、表面を絶縁処理して、再度成形した焼結系の材料が
有意であることが分かる。（フェライトコア、ダストコア、etc）
フェライトの中でも Ni系フェライトは抵抗値が高く、渦電流の面では有利である。

図 2.5.1 ヒステリシス曲線例


