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無方向性電磁鋼板磁気特性の応力依存性における磁化機構の検討
高原 英実
Magnetic mechanism of stress dependence on the magnetic properties of non-oriented electrical
steel sheets
Hidemi Takahara
Abstract
This paper discusses the mechanism of stress dependence on the magnetic properties of non-oriented electrical steel sheets (NO).
At low flux densities, where domain wall displacements mainly occur, tensile stresses improve magnetic properties and compressive
stresses deteriorate them because of magnetization to <100> and positive λ100. However, at high flux densities magnetization
rotations to exciting directions begin to occur and induce the <111> component of magnetization, and then compressive stresses
improve magnetic properties because λ111 is negative. Therefore, the magnetic mechanism may be modeled by the behaviors of
magnetization and magnetostriction. The characteristics of cores which are fixed in motors may be improved with this model.
: electrical steel sheet, stress, magnetostriction, magnetic domain wall displacement, magnetization rotation

1．緒言
電気機器の省エネルギー化から，モータはより一層の小
型，高性能化が要求されている。そのためには，特に実装
状態での鉄心性能の向上が必要である。実装状態の鉄心に
は，固定や積層結束によりその素材となる電磁鋼板に大き
な応力が加わり，鉄心性能を大きく劣化させている(1)。
よって今回，無方向性電磁鋼板(NO)について磁気特性の
応力依存性を測定し，応力付加状態での性能劣化状況，ま
た劣化機構について検討したので報告する。
２．実験
〈2･1〉測定試料
低 Si 含有の 50A1300 と高 Si 含有
の 50A290 を用いた。板厚は 0.5 mm で，磁束密度分布と
応力分布が均一であるところを測定するため幅 10 mm，長
さ 200 mm の長片試料に加工した。
〈2･2〉測定装置
Fig.1 の荷重付単板磁気測定枠を用
いて励磁周波数 50Hz で圧延方向の磁気特性を測定した。
測定枠は磁気測定枠部，荷重印加部，荷重測定部と試料挫
屈防止機構から構成されている。
磁気測定枠部の中央部にはサーチコイルを備えており，
サーチコイルの起電力のピーク値から磁束密度を測定し
ている。磁界は，Tektronix 製 A6302，周波数特性が DC～
50 MHz の電流プローブを用いて励磁電流のピーク値から
測定した。鉄損については，磁束密度と磁界から成るルー
プ面積から求められる。
荷重印加部は応力センサを通して応力を付加している。
試料挫屈防止機構には試料面を押さえる板を備えており，
押さえ力は湾曲が抑制できる可能な範囲(0.1 MPa 以下)で
低く保ち，面圧方向の影響がない程度とした(2)。

〈3･1〉50A1300 の応力依存性
圧縮応力では低磁束
密度で磁界，鉄損増加量は増加し，性能が劣化する。その
増加量はある磁束密度でピークとなり，高磁束密度では増
加量は負の領域に向い，性能改善となる。引張応力では，
低磁束密度でわずかに鉄損は減少し，磁界は増加する。高
磁束密度では磁界はさらに増加し鉄損も増加傾向となる。
〈3･2〉50A290 の応力依存性
圧縮応力下では，前述
の 50A1300 と同様な傾向にある。引張応力では，鉄損は磁
束密度の増加に伴い減少していく。磁界については増加し
ており，さらに高磁束密度になるにつれて一旦は減少傾向
となるが，また増加へと向かう。
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Fig.2. Effects of stresses on increase in magnetic field of 50A1300.
3.5

100 (MPa)

３．実験結果
Fig.2 から Fig.5 に無応力と比較しての磁界・鉄損増加量
ΔH，ΔW の応力依存性を示す。圧縮応力を正として，引張
－100 MPa ～圧縮 100 MPa まで 20 MPa ごとに付加した。
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Fig.1. Stress-loading single sheet tester.

Fig.3. Effects of stresses on increase in iron loss of 50A1300.
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Fig.4. Effects of stresses on increase in magnetic field of 50A290.
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４．考察
〈4･1〉磁歪定数λ100，λ111 の影響
無方向性電磁鋼
板(NO)の磁気特性の応力依存性は磁束密度で異なること
から，応力依存性には磁束密度による磁化過程の違いとそ
れにより生じる磁歪が影響すると考えられる。NO の主磁
化過程は磁歪の影響で低磁束密度より 180°磁壁移動，90°
磁壁移動，磁化回転と変化する(3)。磁歪を生じるのは 90°
磁壁移動，磁化回転であるので，応力依存性には 90°磁壁
移動，磁化回転が関係すると思われる。
NO の初期磁区構造では磁化は圧延方向を向き易く(4)，
圧縮応力付加では磁化は初期の磁化方向に対して直角方
向を向き 90°磁壁，引張応力では平行方向を向き 180°磁壁
が多く生じている。90°磁壁移動の磁歪定数 λ100 > 0 である
ので，低磁束密度で圧縮応力が付加された場合，伸びの磁
歪に対してそれを妨げるように圧縮応力が加わり，磁界・
鉄損共に増加する。引張応力では，低磁束密度で主に 180°
磁壁移動が起こり，磁歪はほとんど生じていないため磁
界・鉄損共にわずかな変化にとどまる。
高磁束密度になると磁壁移動は完了し，磁化過程は磁化
回転へと変化する。磁化回転の磁歪定数 λ111 < 0 より圧縮
応力で 90°磁壁移動時とは反対に磁界・鉄損は減少すると
考えられる。引張応力については，λ111 < 0 より磁化回転
を妨げるように作用すると考えられるので磁界・鉄損は増
加する。
〈4･2〉磁化過程の影響
Fig.6 と Fig.7 に磁界増加量
ΔH と鉄損増加量 ΔW の関係を表すグラフを示す。圧縮応
力をパラメータとして同磁束密度における ΔH と ΔW をプ
ロットした。
低磁束密度で ΔW は ΔH と共に増加することがわかる。
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Fig.5. Effects of stresses on increase in iron loss of 50A290.
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高磁束密度になってくると ΔW は飽和傾向となり，さらに
磁束密度があがると ΔW，ΔH は共に減少していく。これ
は，低磁束密度では 90°磁壁移動が生じており，その磁歪
定数 λ100 > 0 であるので ΔW，ΔH は共に増加したと考えら
れる。ΔW，ΔH が共に減少した高磁束密度については，高
磁束密度で生じる磁化回転の磁歪定数 λ111 < 0 で説明づけ
られる。また特に 50A290 で高磁束密度では，同磁束密度
において圧縮応力が増加すると，ΔW は減少，ΔH は増加と
いう傾向が現われている。これは，透磁率が減少し，鉄損
も減少するという磁化回転の特徴的な挙動であり，50A290
は磁化回転の影響が生じやすいことがわかる。
５．結言
無方向性電磁鋼板(NO)の磁気特性における応力依存性
は低磁束密度で 90°磁壁移動と磁歪定数 λ100 > 0，高磁束密
度で磁化回転と磁歪定数 λ111 < 0 の影響で概略説明できる。
また，磁歪挙動に着目して応力による磁界・鉄損変化量を
検討することで磁化過程の推測も可能だとわかった。今後
は，今回得られた知見をもとにモデリングの検討も進めて
いきたい。
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強誘電体 PZT セラミックスの分域挙動
中野 大志
Ferroelectric domain structure behavior of PZT Ceramics
Hiroshi NAKANO

Abstract
Ferroelectric ceramics are used in many industrial fields. With the expansion of the application range of the ferroelectric devices, the
research of domain structure has been important. Recent years, the ferroelectrics have been reported to show a non-piezoelectricity
during the polarization reversal. In this research, ferroelectric domain characteristics of non-piezoelectric state of the PZT sample
were investigated. Mechanical sample vibration caused by piezoelectricity and induced displacements were mainly measured in this
research. Because the sample vibration is caused by its piezoelectricity, disappearance of the sample vibration indicates a
non-piezoelectricity state. At the non-piezoelectric state, the displacement was found not to be induced for low fields. From the
impedance measurement, it was shown that the non-piezoelectric state sample did not show resonance and anti-resonance peaks.
From these results, the ferroelectric domains at the non-piezoelectric state seem to compete with each other and prevent the growth
under the electric fields.
Keywords:

Ferroelectric ceramics, non-piezoelectric state, induced displacement

1．緒言
強誘電体とは、キュリー温度 TC 以下の温度において
自発分極ＰS を持ち、外部からの電界Ｅの印加により、
自発分極の方向を反転させることができる物質である。
また、強誘電体は高い誘電率を有し、外部からの応力を
加える事で表面に電荷を生じる圧電性、逆に外部からの
電圧の印加によって歪を生じる逆圧電性を持つ。更に温度
変化によって自発分極の大きさが変化し電圧を生じる
焦電性を持つ。このような特性から強誘電体は、自発分極
の方向反転を利用した強誘電体メモリへの応用、圧電性、
や逆圧電性を利用した超音波振動子やアクチュエータ、
高誘電率を有するため、コンデンサの材料としても利用さ
れる。応用デバイスは分極反転を利用しているが、分極の
反転途中における分域の挙動は不明な点が多い。
本研究では強誘電体の分極Ｐと電界Ｅとの間にあるヒ
ステリシス特性、電気機械的特性である誘起変位(歪：Δl/l)
と印加電圧Ｖ(電界Ｅ)との関係について測定を行ない、
分域の分極、変位(歪)への寄与を考察する。
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図 1：実験装置及び測定系
２．実験方法
測定には NEC-TOKIN 製の円板型 PZT(Ｎ-10)を使用した。
厚さ 1mm で 1mm のマージンを残し試料は全面電極が施され
ている。

試料
比誘電率ℇ r
キュリー温度 Tc
直径 d[m]
厚さφ[m]
用途

表 1：サンプル特性
NEC-TOKIN ：N-10
5440
145℃
18×10-3
1×10-3
アクチュエータ、ハイパワー圧電材料

ファンクションジェネレータの出力を増幅器で 1000 倍
に増幅し試料に印加する。試料の誘起変位を差動トランス
で測定しオシロスコープで試料の変位を測定する。また、
差動トランスのグランド側には振動センサーを取り付け、
変位と同時に試料振動をモニタリングする。

３．実験結果及び考察
３．１ Ｐ‐Ｅ測定、誘起変位測定
電圧 1000Ｖ、周波数 5Ｈｚにおける試料のＰ－Ｅ特性
及び誘起変位特性を図２に示す。Ｐ－Ｅ測定は作製した
ソーヤ・タワー回路を用いて測定している。強誘電体は
下図に示すようにヒステリシス曲線及びバタフライ変位
曲線を示すことが知られている。図より求めた諸物性値は
比誘電率εr=5770、抗電界Ｅｃ=525[kV/m]、残留分極
Ｐｒ=0.2[C/m２]、自発分極ＰS=0.26[C/m２]、最大変位
ｄ=1.2[μｍ]であった。
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３．２ 試料振動と誘起変位測定
印加電圧 1000Ｖの時の試料振動と誘起変位特性を図３
に示す。試料振動は印加電圧±480Ｖ付近で消失した。
この振動は試料の圧電性に起因するため、振動の消失は
圧電性が無くなったことを示す。また、その電圧での誘起
変位は反転途中であり、変位０の非圧電性状態である。
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試料振動のモニタリングにより、非圧電性を示した電圧
の近傍である、500Ｖ、480Ｖ、460Ｖを印加した場合の
周波数特性を求めた。非圧電性を示した電圧の近傍値であ
っても圧電性は確認された。このことから、非圧電性状態
の導入には試料振動のモニタリングによる、リアルタイム
観測が必要であるということがわかった。
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３．３ 非圧電性状態における誘起変位測定
次に反転途中の非圧電性状態（試料振動０の点）で電圧
印加を停止し、非圧電性を示した状態から電圧を再度印加
した場合の誘起変位の測定を行なった。これを図４に示す。
非圧電性状態にした試料に再度電圧を印加した場合、印加
電圧 340V 以下では安定した非圧電性を示した。340Ｖ付近
で変位の誘起が確認され、560V 付近で通常のバタフライ
曲線と一致している。この結果から非圧電性状態での分域
状態は、分域の分極方向が反転する際に、隣接する分域が
競合し互いの成長を妨げる方向に整列していることが
考えられる。また印加電圧の増加により誘起変位が生じた
ことから、電界の上昇により、分域の競合が解消され、
圧電性を回復すると考えられる。

３．４ 非圧電性状態における正負電圧駆動
非圧電性状態で、正負電圧で駆動した際の誘起変位を
図６に示す。負電圧駆動においても、正電圧駆動と同程度
の安定した非圧電性状態を示したが圧電性の回復は 260Ｖ
で見られ非圧電性状態には方向依存性があると思われる。
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バタフライ曲線
非圧電性状態変位

非圧電性状態における誘起変位

３．４非圧電性状態における周波数特性
インピーダンスアナライザーを用い試料の周波数特性
を求めた。測定範囲は 50ｋ～1ＭＨｚの範囲で、非圧電性
状態、及び分極状態について測定した。
通常、強誘電体はその圧電性から共振、反共振のピーク
が観測される。（径方向振動、厚み方向振動等）しかし
非圧電性状態における周波数特性ではこれらのピークは
見られない。このことからも、非圧電性状態であることが
分かる。

4．結言
分極反転途中で圧電性に起因する振動がなくなる点は
非圧電性状態であることを確認した。
また変位測定、インピーダンス測定からも非圧電性状態
であることを確認した。
非圧電性状態からの電界再印加にたいしても安定した
非圧電性状態を示し、分極が再度誘起され圧電性を回復す
る電界は方向に依存している。
非圧電性状態と回復過程は、強誘電体の新しい駆動法の
可能性があり、アクチュエータ、センサ、メモリに
利用可能である。応用の可能性について今後も検討が必要
である。
参考文献
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マイクロプラズマジェットの発生機構に関する研究
中村

勇太

A study on generation of micro plasma jets
Yuta Nakamura
Abstract
The micro plasma jets are produced by a dielectric barrier discharge with a low frequency high voltage power supply. The
plasma jets have been studied using an optical detection system consisting of quartz fibers and avalanche photodiodes. The
plasma jets spouts from an opening of the glass capillary tube when the electrode at the opening is cathode. The plasma jets are
plasma bullets of about 2 mm in size. The plasma bullets fly at higher speed more than 20 km/s. From these results, it is
suggested that plasma jets/bullets are caused by the propagation of ionization fronts generated in streamer discharges.
keywords : Micro plasma jet, Low frequency, Dielectric barrier discharge, Plasma bullet
１．緒言

従来から，誘電体バリヤ放電は大気圧で非熱平衡のプラズマ
を生成でき，オゾナイザ等に利用されてきた．この誘電体バリ
ヤ放電を He ガス中で発生させると，
大気圧でもグロープラズマ
になり，しかもより低温のプラズマを生成できる(1)．このため，
プラスチックの表面処理や，医療分野への応用が期待されてい
る．また，He ガスを流した内径数 mm のガラス管に低周波(LF)
高電圧(13 kHz, 7 kV 程度)を印加すると，プラズマジェットが
高電圧電極側からガス流に沿いながら接地電極とは反対の方向
に向かって発生する．また，このプラズマジェットの伸びる向
きはガス流の向きとは関係ない．高速度カメラによる観察から，
プラズマはジェットではなく，プラズマ塊が弾丸状に飛び出す
ことが明らかになっている．その速度は，10 km/s 程度で，ガス
流速よりも桁違いに速いため，プラズマジェットは高速で伝搬
するイオン化フロントによるものと言われている(2,3)．イオン化
フロントによるものであれば，プラズマ源から離れた場所に置
かれた基板や処理対象物の近傍で，プラズマを生成でき，高速
プロセスを実現できる可能性がある(3)．
しかしながら，プラズマジェットの発生機構は今だ明らかで
はない．本研究では，光ファイバとアバランシェフォトダイオ
ードを組み合わせた光計測装置を製作し，プラズマジェットの
発光の時間推移を調べ，ジェットの発生機構について考察した．
２．実験装置，実験方法

図 1 に実験装置図を示す．ガスは内径 0.6 mm のガラス毛細管
に He（最大 2 SLM）を流し，ガラス毛細管の外から 6 kVpp，11
kHz の LF 高電圧を印加し毛細管内で誘電体バリア放電をさせ，
毛細管出口からプラズマジェットを発生させる．プラズマジェ
ットの発光と放電のタイミングを調べるために、プラズマジェ
ット等の発光を石英ファイバ（コア径 1 mm，外径 1.4 mm）と
ア バ ラ ン シ ェ フ ォ ト ダ イ オ ー ド (APD) （ 浜 松 ホ ト ニ ク ス
S8664-20K）を組み合わせて測定した．放電電圧・電流は電圧プ
ローブと電流プローブ（テクトロニクス P6015A，P6021）で測
定した.図２はプラズマジェットの速度計測のために高周波特
性を改善した APD の回路である．APD の光電流を広域通過フィ
ルタを経て高速アンプ(AD829)で増幅している．石英ファイバを
コア径 0.4 mm，外径 0.47 mm に，APD を S8664-10K にし，こ
れらを５組製作し，発光を複数箇所で測定できるようにした．
３．結果および考察

図１

図２

実験装置

プラズマジェット速度計測用光測定装置の回路

図 3 は，電極間中央におけるプラズマとガラス毛細管出口で
のプラズマジェットの発光強度，および放電電流波形である．
電流波形より，緩やかに変化する変位電流と矢印で示すパルス
電流が分かる．ここには示していないが，変位電流は放電電圧
波形に対応している．電極間の発光は，変位電流が大きく変化
した直後に現れるパルス電流に同期して変化するため，電源の
２倍の周波数になっている．これに対し，プラズマジェットの
発光は，図３の上方に図示している向きの電流が流れる時に大
きく変化し，反対の電流ではほとんど変化せず，結果的に電源
周波数と同じになっている．また，ここには示さないが，下流
側を高電圧電極，上流側を接地電極にした場合も，図 3 と同様
に下流側電極が瞬時陰極になった時だけプラズマジェットが発
生する．
次に，図４のようにプラズマジェットの下流側にリング状接
地電極を設置し，高電圧電極である下流側電極とリング状電極
の間の発光強度，およびリング状電極からさらに下流のプラズ
マジェットの発光強度を光計測装置で計測した．また，放電電
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電極が瞬時陰極の時のパルス電流によって，接地電極付近に正
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発光強度の時間推移の測定位置による違い

図６は高周波特性を改善した光計測装置で測定したプラ
ズマジェットの発光強度（ガラス毛細管出口から 0.5~2.5 mm）
と放電電流の時間推移である．毛細管出口から 1 mm 遠ざか
るにつれて，波形が上昇し始めるのが約 50 ns ずつ遅くな
っていること，発光強度の半値幅が 0.1 μs から徐々に長く
なっていることなどが分かる．これらのデータより，プラ
ズマジェットは長さ 2 mm 程度のプラズマ塊であり，徐々に
長くなりながら，その先端は約 20 km/s という高速で進ん
でいると見積もられる．さらに，毛細管から遠ざかる程発
光強度は増加しており，プラズマ源から離れた位置でより
ラジカルの生成が盛んであることを示唆している．
４．結論

プラズマジェットは，約 20 km/s の高速で移動する約 2 mm の
プラズマ塊であること，プラズマ塊を駆動するのは，ガラス毛
細管出口付近の正の空間電荷による高電界であることなどが分
かった．また，プラズマ源から 2，3 mm の範囲では，離れる程
ラジカル生成が盛んになることも分かった．
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小型風力発電システムにおける MPPT 制御
野相

修史

MPPT control of a small wind turbine generator system
Shuji NOAI
Abstract
Recently, the spread of wind turbine generator systems have been increasing. The wind turbine generator
systems are necessity for Maximum Power Point Tracking Control Method (MPPT) to efficiently generate
electricity. We analyzed the basic characteristics of wind turbine generator observed at wind tunnel test, which
were constructed by wind turbine generator systems with hill climbing method of MPPT Method. Furthermore,
we designed the system model to simulate to base the results obtained by wind tunnel testing. The system model
was able to obtain satisfactory results for the most part. In this paper, we described to review the basic
characteristics of wind turbine generator and create the wind turbine system model and confirmed the validity.

．緒言
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制御、山登り法、昇圧チョッパ回路

3.実験
3.実験
3.1 風洞試験
近年、世界各国で再生可能エネルギーの開発にますます

Keywords : MPPT

関心が高まり、実用化への研究が行われている。風力エネ
ルギーはエネルギー密度が低いが、常に存在し、場所によ
ってはエネルギー比も大きくクリーンであるためにヨー
ロッパ諸国、アメリカ、中国などで導入が進められている。
本研究は、風力発電を有効利用するために永久磁石同期
発電機から構成される小型風力発電機において、風速が変
化しても、常に風力エネルギーを最大限利用できる制御法
について取扱う。各風速において風車出力が最大となる風
車の回転速度が存在する。常に変化する風速において風力
発電システムの出力を最大にするためには、最大出力点追
従制御法(MPPT 法)が必要である。その制御法の一つとして
山登り法を採用する。
山登り法を用いて制御するために、チョッパ回路を作成
してデューティ比を調節する。すなわち、デューティ比を
可変することにより擬似負荷が加わるため風車の回転速
度を制御できる。
本論文は、MPPT 制御を実現するために、風洞試験を行い、
風車特性と発電機特性の測定を行う。同時に今後、シミュ
レーションを行う為の風車のモデリングを行う。

2．山登り
山登り法

山登り法は、システムの詳細な内容が未知であっても、
制御量の変化と制御結果の変化のみによって制御が可能
である 。この制御法を用いれば風車回転数の変化量と
発電機出力の変化量を測定するだけで、システムが最大出
力を得るような制御が可能である。傾きが正ならば右側に
最大電力点が存在し，回転数と出力電力の傾きが負ならば
左側に最大電力点が存在する。この傾きに応じて風車回転
数を変化させ傾きが“0”になるまで最大電力点を探索す
る。変動する風速に対し、最大電力点を捉える事が可能で
ある。
[1][2]

風力発電システムの MPPT 法を行うために風洞試験を行
い、一定風速時(8 m/s)における風車特性と発電機特性の
測定を行う。実験回路を図 1 に示す。負荷抵抗 R を 5Ωと
10Ωの二つの条件で行う。昇圧チョッパ回路でデューティ
比を可変して得た回転数、出力電力を計測する。その時の
回転数‐出力電力特性、デューティ比‐回転数特性、デュ
ーティ比‐出力電力特性を確認する。今回の風洞試験では、
MPPT コントローラの代わりに発振器を使用して、60Hz の
方形波を出力し、デューティ比を変化させる。

図 2. 風力発電システム

3.2 シミュレーションモデル作成
シミュレーションモデル作成

シミュレーションにおいて、風車のモデリングを行う場
合では、パワー係数C 、トルク係数C は風車の特性を決定
づける為に重要であり、風速に対し如何に振る舞うかを数
値化したものである 。また、本機は増速ギアなしの発電
システムより全機械損・鉄損は全銅損と比較して比重が小
さいため、これらを無視して予備試験を行う 。風力発電
システムのシミュレーションをするための風車モデルを
作る。風洞試験で得られたデータより、パワー係数C 、ト
ルク係数を計算で求める 。
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ここで、R：風車半径 m

V ：風速m⁄s
 ⁄ ：周速比、  風車回転速度 ⁄ 

おく。

パワー係数は計測値から(1)式により求め、トルク係数は
式から算出する。周速比λに対する(1)式で得たトルク
係数の値からグラフ化し、エクセル内の近似線を数式化す
ると(2)式における α、β、γ がわかる。
(2)

図 1．山登り法 概念図

と

4.

実験結果

シミュレーション値
実測値

2.5

[W]

負荷抵抗を 5Ωと 10Ωの 2つの条件で得た結果からデュ
ーティ比-回転数特性とデューティ比-出力電力特性を確
認する。デューティ比-回転数特性を図 3、デューティ比出力電力特性を図 4 に示す。また、負荷抵抗 10Ω時での風
洞試験により得られた結果とシミュレーション結果の比
較を行った。図 5 は、デューティ比‐回転数特性、図 6 は
デューティ比‐出力電力特性を示す。
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図 2 を見ると、負荷抵抗が 5Ωの時では、デューティ比
の可変範囲狭く 0.7 以上では、風車が失速し、停止してし
まう。また、図 3 から、たとえ回転すること出来ても発電
を十分に行いないことがわかる。今後、制御していく上で
制御の容易さを考慮すると、可変範囲の広く、風車が停止
せず回転を維持できる 10Ωの負荷抵抗で設定し、0.4~0.7
付近のデューティ比で制御するのが妥当であると考えら
れる。
図 3、図 4 のシミュレーション値と実測値のピークの値
を比較すると、回転数、出力電力とも多少は異なるが、概
ね良好なシミュレーション値を得ることに成功した。しか
し、図 3 でデューティ比 0.3 以下での変化、図 4 でデュー
ティ比 0.6 以上の振る舞いについて、実測値と大きな誤差
が見られる。

．結言
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本論文では、風力発電システムに関して、システムにお
ける回路を作成し、チョッパ回路でのデューティ比を可変
し、回転数の制御によって MPPT 制御を実現するシステ
ムを構成するための基礎特性を確認した。また、その基礎
特性からの風車システムシミュレーションモデルを作成
し、おおむね良好な値を得ることを確認できた。
今後はパーソナルコンピュータに、風速、回転速度、出
力電力のデータを A/D 変換器を用いて入力して、MPPT
コントローラを作成する予定である。さらに、各風速に対
する風車特性を確認し、風速変動時においても処理出来る
様にする予定である。また、作成したシミュレーション回
路を適用するには、この風車モデルでは正確さが不十分で
あるため、さらなる改良が必要とされる。
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鉄基磁性酸化物スパッタ薄膜における電気磁気効果
花田 尊徳
Electromagnetic Effect in Iron-Based Ferromagnetic Oxide Sputtered Films
Takanori Hanada
Abstract
The change of dielectric permeability with an external magnetic field H , Δεｒ’(H) was found in ferromagnetic oxide sputterd films
with a Fe2O3-Bi2O3-PbTiO3 ternary system. In this study, the composition and annealing temperature dependences of Δ εｒ’(H) and
magnetization curves of these films were investigated. Moreover , no ferromagnetic crystal was detected in X-ray diffractometry. In
addition ,the frequency dependences of Δεｒ’ and dielectric permeability εｒ’ w ere measured.

Keywords: magnetocapacitance effect, ferromagnetic oxide film, reactive sputtering, dielectric permeability
１． 緒言
高周波反応性スパッタリング法で作製した鉄基磁性酸
化物薄膜はアモルファス構造で、熱処理によって磁化を持
ち、磁界印加によって誘電率が１％程度変化する
magnetocapacitance 効果を示す。これは、一種の電気磁気
効果と考えられ、磁界による誘電率変化 Δ εｒ’ (H) は、磁界
変化に応じてヒステリシスを示し、保磁力 Hc で極小をと
り、磁化特性と密接に関係した現象である。この薄膜は、
可視から近赤外にかけて高い透過率を有するので、磁気モ
ーメントと電気双極子モーメントとの間に相互作用が存
在すれば、電界駆動型光アイソレータなどの新規の光電子
デバイスが実現できる可能性がある。
本研究では、Fe2O3 の割合を一定とし、Bi2O3、PbTiO3 の
組成や熱処理温度を変えた複数の試料を作製した。そして、
この薄膜の磁化曲線の組成依存性や熱処理温度依存性を
試料振動型磁力計によって測定した。さらに、膜の結晶構
造をＸ線回折装置で調べ、組成比と熱処理温度による磁化
特性や磁界による誘電率変化との関係を調べた。また、磁
界による誘電率変化の測定周波数依存性も、自作の交流ブ
リッジ回路とロックインアンプを組み合わせる方法によ
り調べた。
２．実験方法
薄膜試料は、高周波プレーナー・マグネトロン型スパッ
タリング装置を用い、高純度試薬を調合した粉末ターゲッ
トを Ar,O2 雰囲気中で反応性スパッタを行い作製した。こ
こで、薄膜の組成を変化させるために、ターゲットを組成
式 0.70 Fe2O3-0.3｛xBi2O3-(1-x)PbTiO3｝に従い変化させた。
スパッタ膜を磁化させるために 3 時間の大気中熱処理を
行った。このときの熱処理温度は 550,600,650,700℃に設定
した。続いて、薄膜上部に Aｌ電極を蒸着し、下部電極で
ある Si 基盤からの ohmic contact を確保するため Si 基盤の
裏面を粗く研磨して contact metal として In を蒸着し、平行
平板型薄膜コンデンサを形成した。なお、熱処理後の、磁
性膜の比抵抗はエレクトロメーターの測定によれば
107Ωm 以上の高い絶縁性を示している。
作製した試料は電磁石の磁極間に配置した黄銅製の高
温層にセットした。層内を真空にして試料ホルダーをセラ
ミックヒータで加熱して試料温度を 50℃一定とした。そし
て磁界を膜面に対して平行に印加し、磁界による誘電率変
化 Δεｒ’(H) を測定した。

３．実験結果
3.1 磁化曲線の熱処理温度依存性
図 1 に各組成比における磁化曲線の熱処理温度依存性、
図 2 に飽和磁化の熱処理温度依存性、図 3 に保磁力の熱処
理温度依存性を示す。今回用いた試料振動型磁力計の最
大発生磁界は 10kOe であり、本論文においては、10kOe の
磁界における磁化を飽和磁化としている。
図 1 を見ると、組成比 x=0.4 , 0.5 , 0.6 の薄膜において熱
処理温度を 550℃から 700℃まで変化させることにより、
熱処理温度によって磁化曲線が大きく変化することがわ
かる。但し、図 1(c)における x=0.6 の場合は、600℃以上
の熱処理温度で大きな違いが見られなかった。
図 2 では、熱処理温度の上昇により飽和磁化が増加し、
600℃から 650℃の間で最大をとり、さらに熱処理温度を
上げると飽和磁化が低下している。図 3 も図 2 と同様に、
熱処理温度を上げると保磁力も増加するが、その後、減
少している。また、x=0.6 の場合は保磁力 Hc の最大値を示
す温度が 700℃以上にあると推測される。
3.2 各熱処理温度における結晶構造の変化
図 4 に組成比 x=0.6 での各熱処理温度におけるＸ線回折
パターン変化の熱処理温度依存性を示す。熱処理前の試
料では回折線は現れず、アモルファス構造だと考えられ
る。また、熱処理温度が 550℃では弱い回折線が現れてい
るが、600℃以上では様々な弱い回折線が現れている。よ
って、熱処理により膜中に結晶が析出した可能性があ
る。

図 1. 磁化曲線の熱処理温度依存性

図 5. 磁界による誘電率変化の周波数特性
図 2. 飽和磁化の熱処理温度依存性

図 6. 磁界による誘電率変化と比誘電率の周波数依存性
3.3 磁界による誘電率変化の測定周波数特性
図 5 に磁界による誘電率変化の周波数特性を示す。組成
比は x=0.6、熱処理温度は 600℃である。周波数が 1[Hz]の
時は誘電率の変化はほとんど見られないが、10[Hz]以上で
得られた薄膜の回折パターンをもとに、膜中に析出し
は、誘電率が磁界により大きく変化している。
た結晶の同定を試みた。全ての組成比で、PbTiO3-BiFeO3
図 6 は磁界による誘電率変化の最大値と、比誘電率の周
ペロブスカイト固溶体の回折線が見られる。この固溶体
波数依存性である。測定周波数の増加と共に比誘電率は減
は磁化を持たないことがわかっている。また、Bi2Fe4O9 な
少しているが、磁界による誘電率変化は逆に増加している。
どそれ以外の結晶も全て非磁性であり、今回の実験では
多くの誘電体では、高周波領域で誘電損が増加し、比誘電
磁化を持つ結晶を特定することが出来なかった。よって、
率が減少することから、磁界による誘電率変化の発生機構
熱処理後の薄膜は 2 層構造で、表面には非磁性のペロブス
は通常の電気分極との関連が低いと考えられる。
カイト結晶が析出し、その内部にはアモルファス層が存
在し、そのアモルファス層が強磁性を示すのではないか
４．結言
と考えられる。このことは、過去の研究で表面をエッチ
ングで除去したところ、非磁性結晶の回折線が消滅し、
今回の研究では、各組成比における磁化曲線の熱処理
その後も磁化が保たれたことからも示唆される。
温度依存性、Ｘ線回折による結晶構造の解析、磁界によ
図 3. 保磁力の熱処理温度依存性

る誘電率変化の周波数依存性を調べ、次のような結果を
得た。
磁化曲線は、熱処理温度によって大きく変化したが、
飽和磁化や保磁力が最大となる熱処理温度は、組成比に
より異なった。
また、Ｘ線回折では磁化を発生させている結晶は検出
されず、膜中に強磁性アモルファス層が存在し、磁化や
磁界による誘電率変化を生じていると推定された。
さらに、磁界による誘電率変化の周波数特性からは、磁
界による誘電率変化の発生機構が、通常の電気分極とは異
なると推定された。
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熱フィラメント CVD 法によるダイヤモンドの合成
藤田 広樹
Synthesis of Diamond from Gas Phase by Hot Filament CVD
Hiroki FUJITA
Abstract
The purpose of this study is to investigate the morphology of diamond deposited in a hot filament CVD (Chemical Vapor
Deposition) system. The experiments were carried out, varying the conditions such as the radius of a filament, the thickness of a
substrate, the distance between the filament and the substrate, the filament temperature, and the gas flow rate. Large diamond crystals
were synthesized when the distance is smaller than 0.5mm and filament diameter is 0.5mm, or when the distance is about 1.0mm and
filament diameter is 0.6mm. The distance is important in terms of the radicals produced by the hot filament and the substrate
temperature. The arrangement of substrate setting was changed to keep the distance constant. In this case, diamond crystals grew
epitaxially.
Keywords : diamond, morphology, hot filament CVD
1．緒言
地球上で最高の硬度、優れた耐摩耗性、常温で高い熱伝
導率、電気的な高絶縁性、常温での化学的な安定性、優れ
た耐蝕性、など様々な特性がダイヤモンドにはある。
その中でも、5.47eV という大きいバンドギャップをもち、
Ⅳ族の炭素からなるダイヤモンドは、Ⅲ族(ホウ素)あるい
はⅤ族(リン)の元素を添加することで半導体になり得る。
すなわち、ダイヤモンドを使用して高温でも動作する優れ
た半導体素子ができる可能性がある。しかし、半導体素子
として使用するためには、大面積のエピタキシャル成長し
たダイヤモンドを合成しなければならない 1～5)。
以前に、本研究室において様々な形のダイヤモンドの合
成に成功している 6～12)。これらのダイヤモンドは、最大
100µm×100µm の大きさのエピタキシャル成長した面を持
っており、半導体素子として使用するにあたって非常に望
ましい成長の仕方を遂げているといえる。しかし、これら
のような大面積のエピタキシャル成長したダイヤモンド
がどのような条件下で合成できるか十分解明されていな
い。
そこで本研究室では、大面積のエピタキシャル成長した
面を持つダイヤモンドを再現性良く合成するためには、ど
のような条件で合成をおこなえば良いかということを目
的として実験を行ってきた。
本研究では、原料ガスがダイヤモンド形状に及ぼす効果
を調べるとともに、フィラメント温度、基板-フィラメン
ト間距離(以後 F-S 距離と記す)等が、合成ダイヤモンドの
形状や成長形態にどのような影響を及ぼすかについて調
べることを目的として実験を行った。
２．実験
図 1 に、本研究に用いる実験装置の概略図を示す。反応
容器はステンレス製で、直径 30cm の円筒形である。容器
上部にガス流入口、下部に排気口を設置しており、フィラ
メント温度は観測窓から光高温計で測定する。電源には最
大電流 100A の直流電源を用いている。基板にはモリブデ
ンを用い、サンドペーパーで傷つけ処理を行ったものを用
いる。また、基板とフィラメントは図 1 のように設置して
おり、フィラメント支えには厚さ 0.1mm のモリブデン板を
用いている。
基板と熱フィラメントの位置関係について、以前は基板
に対して水平に設置していたが、この設置方法では長時間
の通電を行うとフィラメントが下方向に歪み、正確な F-S
距離が保てなくなる。よって、基板とフィラメントの位置
関係を垂直に変更した。この変更により、フィラメントが

下方向に歪んでも、基板とフィラメント間の距離が一定に
保たれる。

図１

実験装置概略図

以下に、実験手順を示す。
①反応容器内を 0.02Torr 以下にする。
②原料ガス（水素＋メタン）を反応容器上部のガス流入口
から注入し，反応容器内を 300Torr に保つ。
③フィラメントに電流を流し、1500℃から 10 分毎に 100℃
ずつ設定温度まで上昇させる。
④電流を調整し、設定温度を保ちながら 2 時間反応を行う。
フィラメントの設定温度は 2000,2100,2200℃とした。
３．実験結果
表1
気圧
H2:CH4(流量比)

実験条件
280～320 [Torr]
50 : 0.5 , 0.75 , 0.8 , 1.0
[sccm]

基板-フィラメント間
(F-S)距離
フィラメント
(タングステン)
基板(モリブデン)厚さ
フィラメント温度

2.0，1.0 , 0.5 , 0.3 [mm]
0.5，0.6 [mm]Φ
0.15 , 0.20 [mm]
2000 , 2100，2200 [℃]

これらの実験条件から、水素とメタンの流量比、F-S 距離、
フィラメント径、基板厚さ、フィラメント温度を変更しな
がら、様々な実験条件で実験を行う。
SEM 写真 1 は、実験条件を H2:CH4 (流量比) = 50:0.5 , F-S
距離 0.5mm,フィラメント径 0.5mmΦ,基板厚さ 0.2mm,フィ
ラメント温度 2100℃とした時に、フィラメント直下に合成
出来たダイヤモンドの一部を拡大したものである。中央上
部にある長方形の結晶は約 50µm の大きさがあり、非常に
平坦であることがわかる。また、結晶側面を見てみると、
ダイヤモンドが層状に成長しているのが見て取れる。これ
は、ダイヤモンドがエピタキシャル成長をしているためで
あると考えられる。

SEM 写真 1

エピタキシャル成長したダイヤモンド

同じ条件で数回実験を行ったが、多少形は異なるものの、
SEM 写真 1 のような大面積のエピタキシャルな面を持つダ
イヤモンドが合成され、再現性が良くなったといえる。
以上の実験では、フィラメント径は 0.5mmΦで実験を行っ
てきたが、フィラメントの熱容量が小さいために大面積の
ダイヤモンドを合成するためには、F-S 距離を小さくする
(0.5mm 以下)必要があった。しかし、フィラメントのわず
かな歪みでも誤差が生じやすく、ダイヤモンドが合成でき
ていない時もあった。よってフィラメント径を 0.6mmΦに
変え熱容量を大きくし、F-S 距離を大きくして実験を行う
ことにした。これにより、誤差を生じにくくし、再現性を
さらに高められるのではないかと考えた。
SEM 写真 2 に実験条件を H2:CH4 = 50:0.5,F-S 距離 1.0mm,
フィラメント径 0.6mmΦ,基板厚さ 0.2mm,フィラメント温
度 2100℃としたときに合成できたダイヤモンドの一部を
拡大したものを示す。50µm 四方ほどのエピタキシャルな面
をもっているダイヤモンドが合成できているのがわかる。
この場合も、近傍の粒子から判断すると層状の成長が見て
取れる。

ダイヤモンドが合成できたのだと思われる。したがって、
フィラメント径を 0.6 ㎜Φにした場合は、F-S 距離を 1 ㎜
～2 ㎜程度離した方が良い結果が得られた。フィラメント
径を 0.6 ㎜Φにしたことで、フィラメントの歪みが小さく
なり、F-S 距離を一定に保つことができるようになった。
よって再現性をさらに高めることができた。
４．考察
以上の実験より、次のことが明らかになった。
①フィラメントの通電温度について
フィラメントの通電温度を変化させて行った実験で、フ
ィラメントの設定温度は 2100℃あるいは 2200℃にした方
がフィラメントの通電温度を一定に保ちやすいことがわ
かった。再現性を向上させるには、設定温度を一定に保つ
ことも重要なので、フィラメントの通電温度は 2100℃ある
いは 2200℃の方が良いと思われる。
②基板の厚さについて
大面積のダイヤモンドが合成出来たのは、基板厚さを 0.2
㎜にしてからである。これは、基板の熱容量が関係してい
るのではないかと思われる。したがって、基板温度の測定
系を設置して、詳しく調べていく必要がある。
③生成されたダイヤモンドの基板上の位置について
フィラメント径を変更した場合に、基板上のダイヤモン
ドが合成された位置が変わったことから、F-S 距離に依存
していると思われる。フィラメント径が 0.5mmΦだと F-S
距離 0.5 ミリ以下、0.6mmΦだと F-S 距離１㎜～2 ㎜程度の
場合が最も良い結果が得られた。フィラメント径が 0.6mm
Φの場合に関しては、まだあまり多く実験を行っていない
ので、これからさらに多くの実験条件を試し、最適な F-S
距離を調べる必要がある。また、フィラメント径が大きい
方がフィラメントの歪みが小さく、再現性が向上したと思
われる。
５．結言
今回、フィラメント径を変えて行った実験結果より、ダ
イヤモンドの合成が F-S 距離に依存している事がわかった。
また、フィラメント径を大きくしたことで歪みを小さくす
ることができ、結果的に再現性が向上したといえる。
しかし、エピタキシャル成長しているダイヤモンドが、
どのような実験条件下において合成されやすいのか、もっ
と多くの実験条件をためす必要がある。再現性は非常に良
くなってきていると思うので、今後は、基板の温度制御が
行えるような装置の開発や、原料ガスの効果について調べ
ていきたいと思う。
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SEM 写真 2

平坦な面を持つダイヤモンド

フィラメント径が 0.5mmΦのときとの違いは、フィラメン
ト直下よりも少し離れた部分に大面積のダイヤモンドが
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パルス幅変調を用いた信号伝送に関する研究
山本 翼
Study on Signal Transmission using PWM
Tasuku Yamamoto
Abstract
Pulse-Width-Modulation (PWM) is well established in power electronics field for inverters with sinusoidal output voltages. The
application of PWM inverter circuits for switching audio amplification also becomes well known. It is useful to consider the
fundamental basis for this approach. PWM provides two obvious advantages. The first advantage is that it encodes a signal into a few
discrete levels, with the information represented in pulse duty ratios. The second advantage is the ability to recover the signal from
discrete-level form with a passive filter. Thus a PWM signal prepared from an audio input can be used as a switching function for a
bridge or half-bridge inverter, and a low-pass filter extracts the audio and delivers it to a speaker. However, the process is nonlinear
and it is not obvious whether it can achieve the levels required of a high-fidelity audio system.
In this study, noise tolerance of comparatively weak signal which is modulated into PWM is investigated. The characteristics of
encoded weak signal using PWM are measured and compared to raw signal characteristics both at frequency domain and time
domain.
Keywords

: pulse width modulation(PWM), noise tolerance, signal transmission

緒言
パルス幅変調は、正弦波出力電圧をもつインバータの基
本技術としてパワーエレクトロニクス分野では広く利用
されている。近年、パルス幅変調を利用したスイッチン
グ・オーディオアンプといったアプリケーションへのニー
ズが高まってきており、この傾向は今後も続くものと考え
られる。パルス幅変調は２つの重要な利点を持つ。まず、
変調対象となる信号をパルスデューティー比で表される
情報として符号化できるところである。この符号化は、わ
ずかなディスクリート部品のスイッチング回路によって
可能となり、耐ノイズ性に優れる。次の利点として、符号
化信号は簡単な受動フィルタで信号を復元することが可
能なところである。スイッチング・オーディオの場合、符
号化されたオーディオ信号はブリッジ回路やハーフブリ
ッジインバータを駆動するスイッチング指令として使用
され、ローパスフィルターを通して取り出されスピーカへ
配信される。しかしながらこの工程は全般的に非線形であ
り、信号再生の要求レベルに達しているかどうかは明らか
ではない。
本研究では、パルス幅変調を利用して符号化された微細
な信号に対する耐ノイズ特性を調べた。
1.

伝わる信号のみにノイズの影響が出るように設定し、パル
ス幅変調側および復調側にはノイズの影響がないように
した。信号伝送において、パルス幅変調を施した場合と原
音のみの場合の性能を、時間領域および周波数領域で比較
し検討した。
3.

実験結果

Fig.2 製作した PWM 回路
2.

実験内容
Fig.2 に製作したパルス幅変調の回路図を示す。これは
三角波発生回路と比較器から構成される。Signal Input 端子
に変調対象となる信号が入力され、破線内の三角波発生回
路で発振した信号と比較される。Fig.3 に製作した復調回
路を示す。信号を取り出すためのローパスフィルターには
LINEAR TECHNOLOGY 社製の LTC1065 を使用した。

Fig.1 実験装置の構成
Fig.1 に実験の概略図を示す。図のように、マイクなど
から発音される微細な信号を変調対象として入力し、これ
をパルス幅変調した後伝送路へ送出する。伝送路を通過後、
ローパスフィルターによって復調し元の信号を取り出す。
一般にアナログ信号を送信する場合、伝送途中に発生する
ノイズの影響を受けるため、忠実に信号を伝えることは難
しい。これに対しパルス幅変調を施した場合は、伝送過程
でノイズの影響を受けても復調により比較的原音に近い
信号を取り出すことが可能となる。本実験では、伝送路を

Fig.3 製作した復調回路

4. 実験結果及び考察
4-1 時間領域での検討

Fig.6(a)はパルス幅変調を行う前の信号の周波数スペク
トル、Fig.6(b)は伝送後の復調し取り出した信号の周波数ス
ペクトルである。パルス幅変調なしの場合と同じく、1kHz
の正弦波を送信信号として使用したため、Fig.6(a)では 1kH
のみの信号成分となっている。
伝送後復調された信号は Fig.6(b)から 1kHz 以外の周波数
成分が含まれておらず、伝送中に受けたノイズ成分が復調
により取り除かれ、入力信号が復元されていることが分か
る。パルス幅変調を用いた伝送方法は、ノイズの影響を受
けず波形を復元することができるため信号伝送に対し有
効な手段であることが分かった。

(a)
(b)
Fig.4 入力信号 1kHz (a) パルス幅変調なし、
(b) パルス幅変調あり
Fig.4(a)はパルス幅変調を行なわない正弦波信号を伝送
した場合の波形である。このグラフの上段の波形は伝送路
へ出力する前、下段の波形は伝送路を通過後の波形の様子
である。この測定波形から、ケーブルを伝搬する間に受け
たノイズの影響を大きく受けていることが分かる。Fig.4(b)
はパルス幅変調を施した信号を伝送した場合の波形を示
しており、上段の波形は変調する前の正弦波入力信号、下
段の波形はパルス幅変調され伝送路を通過後復調された
信号である。これらのグラフから伝搬途中で受けたノイズ
は復調回路で取り除かれ、元の正弦波が復元されているこ
とが分かる。
4-2 周波数領域での検討
Fig.5(a)はパルス幅変調を施さない場合の伝送前の周波
数スペクトル、Fig.5(b)は伝送後の周波数スペクトルである。
1kHz の正弦波を送信信号として使用したため、Fig.5(a)で
は 1kHz のみの信号成分となっている。しかし伝送後は
Fig.5(b)から 1kHz 以外の周波数成分が複数含まれており、
これは伝送途中に受けたノイズの影響によるものである
と考えられる。

(a)

(b)
Fig.6 パルス幅変調有りの場合のスペクトル
(a) 伝送前, (b)伝送後
５．結言
本研究では、パルス幅変調を利用して符号化された微細
な信号に対する耐ノイズ特性を評価するために、パルス幅
変調を施した場合と原音のみの場合の性能を、時間領域お
よび周波数領域での検討を行った。時間領域および周波数
領域で伝送特性の比較を行った結果、パルス幅変調を用い
た信号伝送方式はノイズの影響を受けにくいことが分か
り、この有用性を確認した。

(a)
参考文献
[1] 電子回路 第 2 版 丹野頼元 森北出版株式会社
[2] パルス・ディジタル回路 安藤和昭 株式会社昭晃堂
[3] パルスとディジタル回路 山本外史 理工学社
[4] LC フィルタの設計＆製作 森栄二 CQ 出版社
[5] 発振・変調・復調 阿部節次、塩路俊夫 西井久義 啓
学出版
[6] 発振・変復調回路の考え方 改訂 2 版 小柴典居、植
田佳典 オーム社
[7] 変調入門 F.R. コナー 森北出版株式会社
[8] パルス回路の考え方 雨宮好文 日刊工業新聞社

(b)
Fig.5 パルス幅変調なしの場合のスペクトル
(a) 伝送前, (b)伝送後

