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模型実験 による磁 気 シール ド材周辺磁場分布 の研究
川瀬
要
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本稿は、磁気 シール ド材周辺の磁場低減効果 を実験的に調べるために、磁場発生源の模型を製作 し、周辺の磁場分布を測定で
きるようにした こと、また実際に方向性けい素鋼板周辺の磁場低減効果分布 を計浪1し た結果例などにつ いて示す。磁場発生源
の模型は、長手方向 に連続 したケーブル配置をした電力施設を対象にして いる。また、極力不要磁場の影響 を排除するために、
のアラミ ド筋を使 ったコンクリー ト構造
と
磁 性体を一切使わずに製作 した。 さらに模型を設置する建物 も、鉄筋ではなく非骸 ‖
物 とし、計測の信概 性を高めるよ うに配慮 した。さらに計測値を理論値と比較 し、両者がよく一致 していることから計測方法
の妥当性を確認 した。平板磁気 シール ド材周辺の磁場低減効果は、 シール ド材 の中央付近 を中心 に効果が高 く、また端部付近
では磁場が増大する部分もあることが確認された。今後、今回の実験方法を用 いて、さまざまな磁気シール ド方法の効果 を調
べていく予定である。
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1.は じめに
環境磁場 の発生源 としては、電車線路な どの交通施設、
送電線・発電所な どの電力施設な どが あるほか、建物 の鉄
筋が着磁 して磁石 にな り室内に不要な磁場 を発生させ る例
な どがある 0。
や、エ レベー ターの昇降による磁場 の擾舌し
環境磁場 の変動は、発生源 か ら離れた場所 にまで 及ぶ場
合が ある。そ の場所 に磁場の影響 を受 けやす い機器が ある
と、機器本来 の性能が十分 に発揮 されな くなるといった問
題が発生す る。
磁場 の影 響 を受けやす い1幾 器 として は、主 に電子銃 を使 っ

となることにある。また、 この透磁率曲線は、送電線磁場
や電車線路磁場な どの磁場に対 して は、材料 メーカー によ
って も調 べ られて いない。そ の理由は、磁場強度が小 さす
ぎて透磁率曲線の誤差が大き くな り、メーカー として保証
できる数値を確定す る ことができな いためとされて いる。
従来、電磁鋼板 は トランス コイル の軸心な どに用 い られて
きた経緯があ り、環境磁場に比べて 1桁 も 2桁 も大 きな磁
場 に対 してその性能が保証 されてきた。そのため、環境磁
場 のよ うに、 トランス コイルか ら発 生す る磁場 に比べて極

た機器が多 い。例えば、テ レビや パ ソ コンモニ ターな どに

端 に小さな磁場 に対 して は、 メーカー も性能を保証 しづ ら
いのが現状 といえる。

使われ て いるブラウン管、電子顕微鏡 、 EB描 画装置な ど
がある。電子銃か ら発生する電子線 の向きは、磁場 によっ

として も、磁気 シール ド材 の配置形状 によって性能が変化

て制御 されて いる。電子線 の向きを制御す る磁場は、機器
固有 の制御 コイルか ら発生 しているが、これ に県境磁場が
加わ ると、電子線が本来進むべ き方向が乱 されて、機器が
十分 に機 能 しな くなるといった磁場障害が発 生する場合が
ある。
磁気 シール ド材 の低減効果 の予 測 には、 さまざまな磁場
シミュ レー ション方法が試み られて いるが、実際の磁場低

さらに、仮 に環境磁場 に対 して透磁率曲線が確定 された
す る性質があ り、最終的 には模型実験のような直接的な方
法で確認す る必要がでて くるものと考え られる。
建物 の室 内で磁場障害 を防 くЧこは、室内の環境磁場 の大
きさを低減す る必要がある。その方法には、大き く分 けて
アクティブ (能 動的)シ ール ドとパ ッシブ (受 動的)シ ー
ル ドの 2つ がある。前者 は、環境磁場を打ち消すよ うな磁

減効果 はシミュ レー ションで予測 し得な い部分があ るのが

場 をコイルか ら発生 させて磁場を低減す る方法であ り、原
理はアクテ ィブ消音 と似 ている。ただ し消音 と異なる点は、

現状 で ある。その理 由の一つ として、例えば磁気 シール ド
材 の シール ド性能 を表す透磁率 といった物理量が周辺 の磁

発生源が点 にできず、ある程度の大 きさをもった コイ ルで
あるため、配置 によって は思わぬ場所 の磁場が増大す るこ

場強度 によって変化 し、その変化が決 して線形ではな いこ
とがある。磁場 シミュ レー ションの最大 の困難 は、周辺の
磁場強度 に対 して変化す る、いわ ゆる透磁率 曲線が非線形
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とな どがある。 また突発的な磁場変動 に対 して制径,が 難 し
いな どの難点が あ り、適用範 囲が制限 される。後者 は、磁
気 シール ド材 を適当な場所 に配置 し、必要な場所 の磁場を

低減す る方法である。磁気 シール ド材 とは、周辺で磁場 を
打ち消す向き に磁場 を発生する材料で あ り、け い素鋼板、
パーマ ロイ、ア モル ファスな どがあるが、けい素鋼板 と呼
ばれる材料が一般 には使われる。

とからな り、横渡しの棒の高さを 10cmピ ッチで順次変
えることができる。センサーを横渡 し棒 の道当な位置に設
置す ることにより、磁力計センサー を各測定点の位置に効
率よく移動・設置できるようになっている。

今 回、磁気 シール ド材 を用 いた磁 場 の低減効果 を予測す
る方法の一つ として、磁場発生源 の模型 を製作 し、模型の
近傍 に設置 した磁気 シール ド材周辺 の磁場低減効果 を実測
で確認できるよ うにした。模型 を設置する建物 は、鉄筋で
はな く非磁性のアラミ ド筋を使った コ ンクリー ト構造物 Dと
し、計測 の信頼性 を高めるよ うに配慮 した。本稿 は、磁 気
シール ド材周辺 の磁場低減効果 を実験 的 に調べ るために、
磁場発生源の模型 を製作 し、周辺の磁 場分布 を測定できる
ようにした こと、また実際に方向性 け い素鋼板周辺 の磁場
低減効果分布 を計測 した例な どについて紹介す る。

2.

磁場の発 生源

写真 2

写真 1

磁場分布 の測定 面

磁場発生源 の模型

今 回製作 した磁場発生源の模型 を、写真 1に 示す 。磁場
発生源 の模型 は、長手方向に連続 した ケー プル配置 を した
電力施設を対象にしている。そのため模型は、長手方向に 7+
2mあ り、長手方向を横切る鉛直断面ではどこでも同一のケ
ーブル酉こ置をとるようになっている。今回の測定では 4本
の電流ケー ブル を断面上 に配置 し、導 線 の断面積比 に応 じ
て、それぞれのケーブル に電流が流れ るようにした。 また
ケープル に流す電流量は、ケープルの許容最大電流値 の 3
o物 を超 えな い大 きさとした。

写真 3

測定 に用 いたセ ンサー架台 と磁力計

測定 にお いて特筆すべ き ことに、電流源 を直流 とするか
交流 とするかの検討が ある。対象 とする実際の磁場発生源
が交流であれ ば、交流電流 を採用 し、交流磁場 を測定すれ
ばよ いことになる。 しか し対象が直流 の磁場発生源である
場合、交流電流で測定 した場合 には、交流周波数 の誘導電
流 による効果 も含めて調べ る ことにな り、直流磁場発生源

めに、磁性体 を一切使わず に製作 した。 また模型 を設置す

を対象 とした検討 とはやや異な る結果 になる ことが懸念 さ
れた。今回は、直流磁場 の発生源 を対象 とした場合 にも対
応できる測定方法を検討す る ことにした。

る建物 も、鉄筋ではな く非磁性のアラ ミ ド筋を使 った コ ン
ク リー ト構造物 とし、計測磁場が建物 の影響 を受 けな いよ

直流電流か ら発生する直流磁場 を測定す る場合 には、発
生源か らの磁場 に加えて地磁 気成分 も測定値 に重畳 される。

磁場 の発生源模型 は、極力不要磁場 の影響 をつF除 す るた

うにした。

そ のため、正 しい測定結果 を得るには、地磁気成分 を差 し

3.

引く必要がある。

直断面 (写 真 2参 照)上 で調べた。

地磁気成分は、基本的にはほとん ど変動 しない直流磁場
として扱われ るのが一般的であるが、都市部で の測定 にお

磁場分布の測定方法
磁場 の分布 は、模型 の 中央付近で長 手方向 と直交す る鉛

写真 2に 狽‖
定面 の例 を示す。測定面 は磁場発生源 となる

いて は工場や様 々な電力施設か らの漏洩電流 によ り、わず

模型 の長手方 向 に直行す る断面 とした。測定は、測定面上

かなが ら変動する直流磁場 も発生 している。今 回の実験で

の格子点 に磁 力計セ ンサ ー を設置 し、各点で の磁束密度 を

は、地磁気 と合わせて こうした都市部で の変動磁場 も計測

記録 した。
測定 に用 いたセ ンサー架台 と磁力計 を、写真 3に 示す。

値か ら差 し引く必要がある。
上 の問題 を解決するため に、今 回は磁場発生源 の電流方

セ ンサー架台は、架台部分 とセ ンサー を載せる横渡 しの棒

向を+方 向と一方向の 2方 向 とし、それぞれの場合の磁場ベ
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ク トル成分 を測定 した。+方 向電流時 の発生磁場 を B(十 電
流時)、 一方向電流時 のそれ を B(― 電流時)と す ると、両者

下端が床面か ら 400Hm、 最上端が 11(xlmmと なるようにし
た。

は反対方向 の磁場ベ ク トル になるため、
B(十 電流時)+

櫛
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方向電流時のそれを (計 測値②)と すると、地磁気成分や
不要な変動磁場成分である B(不 要磁場 を用いて、それぞれ
次のように表される。
計測値①)=B(十 電流時)十 B(不 要磁場) (2)
計測値②)=B(― 電流時)+ B(不 要磁場
(3)
真の計測値をB(到 =B(十 電流時)と すると、
B(動 =((計 測値①)― (計 測値②))/2 (4)
となり、②式―も)式 を半分にすることによって真の計測

¨

B(― 電流時)= 0
(1)
+方
の生の
となる。また 向電流時
計測値を (計 測値①)、 一

EIt:!

磁場が得 られ る ことにな る。

4,測

定結果の例

4.1 模型磁場の分布
Y屋 粽 [cm]

図 1に 、磁場発生源の模型か ら発生 した磁場の分布 を計
測 した結果 を示す。分布 図の左側 に磁 場発生源があ り、横

図1

計測結果 (実 測値)

軸 は測定面 に最 も近 い電流ケーブルか らの水平位置 を示す。
座標軸方向の都合上、負 の座標で示 してある。
分布図では、線路模型か ら発生 した磁場 の磁束 密度 を全
磁 力で示 して ある。図よ り、磁場発生源に近 い場所 ほ ど計
測値が大 き くなって いる ことがわかる。また磁場発生源か
ら菌これた位置では、同心 円に近 い分布で磁場が減衰 して い

０
９
ｍ

を計算か ら求めた結果 を示す。
計算 にお いては、磁場発生源の電流ケーブルの配置 を 3
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図 2に 、図 1と 同 じ場所の測定面で発生す る磁場の分布

∞

る様子がわかる。

次元 の直交座標空間 の座標で表 し、ケーブル を流れ る電流
か ら発生する磁束密度 ベ ク トル をビオ・サバ ールの法則か

ｍ

ら求め、電流ケーブル毎 に重ね合わせた。模型 の長手方向

獅

実測値 (図 1)と 理論値 (図 2)を 比較すると、両者は
ほぽ一致 してお り、計測方法が妥 当である ことを確認す る
ことができる。磁場発生源 の電流ケーブルか ら 10〜 20cm

︒

に配置 されて いる電流ケーブル には、わずかな弛みが見 ら
れるが、線分状 のケーブル として近似 した。

Vttt原

図2
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計算結果 (理 論値)

程度 の範囲では、実測値 と理論値 との間にわずかな差異が
見 られ るが、 これ らはケープルの弛みを考慮せずに線分状
のケーブルで近似 しているためで あると考 え られる。 この
点 は、磁気 シール ド材 の効果分布 を調べ る上では、大 きな
支障 とはな らな いと判断 した。

4.2 磁気 シール ド材の効果分布
磁気 シール ド材 の磁場低減効果 を調べ るために、磁場
発生源 の脇 に磁気 シール ド材 を設置 した。設置状況 を写真

4に 示す。
磁気 シール ド材 は方向性けい素鋼板

(9Ⅸ lnm× 7(Xlttim×

0。

35■ lm)を 用 い、圧延方向は上下の鉛直方向 とした。 シール

ド材 の水 平位置 は、磁場発生源 の模型 中央部 の、最 も外側
の電流ケーブルか ら 3(Xlalm離 れた鉛直面 とした。高さは最

写真 4

磁気 シール ド材設置状況

磁気 シール ド材 の効果分布 を調 べ るために、磁気 シール

す。上記 の定義 によ り、図 3の 分布値が負 になっている部

ド材 の効果を次 の式で定義 した。
(磁 気 シール ド材 の効果 )=

分で磁場 の低減効果が現れて いることになる。すなわち、
平板の磁気 シール ド材 によって、シール ド材 の中心付近で
磁場の低減効果が現れて いる ことを確認す ることができる。

(磁 気 シール

ド材 を設置 した際 の磁束密度)
― (磁 気 シール ド材がな い場合 の磁束密度 )

また逆 に、平板磁気 シール ド材 の端部付近では、磁気 シー

すなわち、磁気 シール ド材 を設置 した場合の磁場分布か

ル ド材 の設置前よ りも磁場が増大 して いる部分がある。磁

ら磁気 シール ド材がな い場合の磁場分布 をベ ク トル成分 ご

気 ンール ド材 の設置方法 によっては、磁場がかえって増大

とに差 し引いて、磁気 シール ド材 の効果分布 とした。

する部分 も生 じる場合がある ことが確認できる。対策方法
として、実施の際には磁気回路 を構成 した配置方法な どを
検討す る必要がある。
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磁場発生源 の模型 を製作 し、磁 気 シール ド材 を設置 し
た場合 の磁場低減効果分布 を、実験的に調べ る ことができ

乱

るようにした。模型か ら発生する磁場 を計測 した結果 は、
理論値 とよ く一致 してお り、計測方法が妥 当である ことを

″
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確認 した。また試験的 に、平板 の方向性磁気 シール ド材 に
つ いて磁場 の低減効果分布 を調べた結果、磁気 シー)レ ド材
の 中央付近で磁場が低減されて いる ことが 確認できた。 ま
Xtt H
ンー ルドX=20cm

図3

た磁気 シール ド材 の端部付近では、磁場がかえって増大 し
V成

分

ている部分 もあることが確認された。

磁気 シール ド材の磁場低減効果分布例

今後 、長手方向に連続 した磁 場発生源 の磁場を磁気 シー
ル ド材で低減す る必要が出た際に、今回製作 した磁場発生
源模型を用 いて効果 を実験的に確認 していく予定である。

磁気 シール ド材 の磁場低減効果分布の結果例 を図 3に 示
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facilities composed of somc electttc curcnt lhes, and aboui somc mcasurcd rcsults of magnetic lttcld induding around
magncic shiclding matc五 』s The nuniature is composcd of non‐

1■

agnctic matc五 al and somc clcct五c lincs arangcd

to gcncratc magnctic ttend, Spccially mentioning, thc mcasurements arc caricd out in a non―

血

Parallcl

magnetic structure that is madc of

concrctc and Ara前 d rods tO cli■ ■nate magnetic noise causcd by steel rods used in gcncral concrcte structures, Xt was also
conttmcd that thc measurcmcnts are carncd out in a proper way by compaing betteen the measured rcsults and the
calculatcd onc bascd on Biotぃ Savan's law in a condition without any magnetic shicld matcrial. Also this paper shows a result
that the magnctic ttcld is crcctivcly reduced around a ccnter of shiclding plate and increases around some cdges

