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磁性材料は様々な機器の
エネルギー変換に用いられている

■
■
■

家庭の電気機器や、工業生産のための産業機器の多くが電気エネルギーを
用いている。電気エネルギーで機械を駆動したり、各種部品が要求する電圧
に変換するための電源回路に磁性材料が利用されている。大きくて重い部品
を用いれば大きなエネルギーを容易に扱えるが、小さくて軽くても大きなエ
ネルギーを扱うことができれば便利で携帯性にも優れることは当然である。

■
■

■

■

あり、
より高周波かつ低損失の応用方法が求められている。
■

研究内容
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■

磁性微粒子材料は、粒子 1 つ 1 つの素材が持つ磁気特性だけで全体の特性
が決まるわけではなく、その形状や粒子間の相互作用によって、全体として

■

の磁気特性が変化する。これを活用することで、磁気特性を制御することが
可能となる。
これまで、パワーエレクトロニクス用磁気部品として、磁性微粒
子を分散させた複合材料をフェライト部品と組み合わせた部品の提案や、加
工分野への応用として、磁性微粒子材料を用いた精密加工用工具の分析など

■

を行ってきた。現在、磁性微粒子複合材料による 3 次元構造磁気回路の製作
■

に取り組んでいる。

■

図 1. 磁性薄膜を GHz 帯で使用する
ためのマイクロパターン化
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図 2. 磁性微粒子複合材料を用いた
フェライトコアトランスの特
性ばらつき改善
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術は、エネルギー変換のみならず、無線通信用部品やノイズ対策にも有用で

磁性微粒子材料を用いた磁気部品の開発

その他磁気応用
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そこで、小さくても大きなエネルギーを扱うために、高い周波数でも使える
磁性材料や、その微細な設計、製作が重要となる。高周波で磁性材料を扱う技

磁気部品の小型化およびそれに伴う特性ばらつきの改善
磁性薄膜のパターン化による高周波応用

■
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