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磁石を用いた磁気リニアと磁気ギアの動力伝達特性の相関に関する一考察 

（過渡応答磁場解析と実験計画法による検討） 

 

 〇原野智哉（正，阿南高専創造技術工学科） 

  古川 謙（非，阿南高専専攻科） 

 山田祐輝（学，阿南高専専攻科） 

   田中淑晴（正，豊田高専機械工学科） 

 小谷 明（正，豊田高専機械工学科） 

 柳沢修実（非，弓削商船高専商船学科） 

 綿崎将大（非，広島商船高専電気情報工学科） 

 

 

１．緒 言 

 
 磁気リニアは直線運動を行うため，軸方向に磁気

ループが閉じず，Mezani らが開発した磁気リニア１)

は三重円管構造といった複雑形状となるため，磁気

回路が閉じている磁気歯車がよく用いられる．著者

らが開発した磁気リニア２）は板磁石を用いるため，

構造が単純で安価であり，磁気リニアの条件パラメ

ータによる駆動力への影響を調べ，磁気歯車の最適

設計へ展開が可能になれば，設計工学上の利点は大

きいと考えられる．しかし，磁気リニアと磁気歯車

の動力伝達性能に及ぼす各部寸法パラメータの影響

に関する相関検証を行った研究は見当たらない．そ

こで，実験計画法に基づいたタグチメソッドを用い

て減速比，駆動速度，磁性媒体幅，磁石厚さを変更

した場合の要因効果を過渡応答磁場解析による駆動

力計算値を用い，磁気歯車と磁気リニアにおける減

速比，駆動速度および寸法パラメータの分散分析結

果から相関性を検証した． 

 

２．磁気機構の設計 
 

図１および図２に相互の相関検証を実施した磁気

リニアおよび磁気ギアの各部パラメータ記号を示す．

磁気リニアおよび磁気ギアの設計は Mezani らが示す

単位体積あたり最大磁束密度を発生させる理論式(1)

～(3)を用い１)，図１中に示した設計基準寸法長さ

120㎜に両磁気機構を設計し，中間磁性媒体ピッチ算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 磁気リニアと磁気歯車の相互寸法 

 

表１ 磁気リニアおよび磁気ギアにおける各部個数および寸法 

減速比 

駆動側磁石（M1） 被駆動側磁石（M2） 中間磁性媒体 
エアギャップ 

Pm,k
*1 

リニア ギア 
p*1 

リニア ギア 
ns

*1 
リニア ギア 

P*1 
LM1

*2 θM1
*3 LM2

*2 θM2
*3 H*2×B*2×DF

*2
 H*2×Dp

*2θp
*3

 A*2
 

1/6 1 60 180 
6 10 30 

7 
101034 1038.230 

17 
4 

1/2 3 20 30 9 13 

*1:個数, *2:mm，*3:deg 
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120mm 

Dp=38.2mm

㎜ 

(a)磁気リニア 

(b)磁気ギア 
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出式(4)を用いて設計を実施し，過渡応答磁場解析を

行った．したがい，磁気歯車の場合，図１に示した

中心円周長が 120 ㎜になるようにピッチ円径を 38.2

㎜に設定した． 

p
m,k

=| mp+kns|               (1) 

 m = 1, 3, 5, …, ∞ k = ±0, ±1, ±2, ±3, …, ±∞    (2) 

i =
ns−p

p
 (3) 

 𝑃 =
120

𝑛𝑠
                          (4) 

ここで, Pm,k は駆動側磁石の磁極対数，p は被駆動側

磁石の磁極対数で, ns は中間磁性媒体数である．最大

磁束密度は式(2)において m＝1，k=-1 の条件の時，

発生することが明らかにされているため，式(1)に m

＝1，k=-1 を代入し，減速比ごとの寸法, 動力伝達範

囲内の磁石の個数を決定した．表１は設計した磁気

リニアおよび磁気ギアの主要寸法および Pm,k，p，ns，

エアギャップ A を示す．また，表１の各記号は図１

の各部寸法と対応し，磁気ギアの内外径差は 10mm

とし，磁気リニアの板幅 DM1，DM2と同じとした． 

 

３．磁気リニアと磁気ギアの相関検証 

 

３．１ 過渡応答磁場解析 
 表２に磁気リニアおよび磁気ギアの過渡応答磁場

解析に用いた材料および定数を示す．磁石はネオジ

ム磁石 N45 を用い，中間磁性媒体は SS400 とした．

空気領域は磁場解析モデル全体を含み，磁気リニア

では駆動方向に 1.05 倍，駆動と垂直方向に 1.5 倍と

し，磁気ギアでは軸方向および直径方向に 1.2倍とし

た．過渡応答磁場解析は JMAG-Designer12.0 を用い，

磁気リニアおよび磁気ギアの要素数（節点数）は，

およそ 134000（38000），磁気ギアで 47000(14000)で

あった．時間ステップ S は 2ms とし，基準長さ 120

㎜を駆動速度 V と時間ステップ S で除して解析ステ

ップ数を決めた．また，駆動・被駆動側磁石と中間

磁性媒体の間はスライドメッシュを採用し，ステッ

プごとに要素分割が実施された． 

 

３．２ 両磁気機構の駆動力に関する相関検証 
表３は相関の検証に用いた L８直交表を，図２に

磁気リニアおよび磁気歯車における被駆動側磁石に

生じる力（駆動力）に及ぼす減速比，駆動速度 V，

磁性媒体幅 B，磁石厚さ tの影響に関する要因効果を

示す．磁気リニアでは減速比 1/6 では減速比 1/2 より

大きな駆動力が得られ，駆動力が最大となる最適組

合せは，減速比 1/6，駆動速度 V=5m/min，磁性媒体

幅 B=10mm で実験結果２）とほぼ同じ傾向を示す．ま

た，磁気歯車では駆動力最大が得られる組合せは減

速比 1/2，駆動速度 15m/min，磁性媒体幅 8mm であ

り，磁気リニアとはほとんど相関が認められなかっ

た．この最適組合せを考慮すると，連続的に滑らか

に磁極変化し磁力線が多数被駆動磁石に伝達できる

減速比 1/2で駆動力が大きく，磁力線が多数なことで

周速度が 15m/min で駆動可能でトルクの増加に寄与

し，磁極変化をする磁性媒体間ピッチも大きい方が

多数の磁力線を有効に利用できると推察される．磁

気リニアの場合，中間磁性媒体の存在しない両端で

駆動および被駆動磁石の相互の影響を受け，停止・

駆動を繰り返す間欠運動を生じるため，磁気歯車と

相関が認められなかった主原因と考えられる． 
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表２ 磁場解析に用いた材料および定数 

解析モデル 材料 保磁力 A/m 導電率 比透磁率 密度 kg/m3 

磁石 N45 9.95105 ― 1 7500 

中間磁性媒体 SS400 ― 1.2107 3000 7780 

空気領域 Air ― ― 1 ― 

 

表３ L8 直交表による磁場解析パラメータの割り付け 

No 減速比 V m/min (N rpm) B mm A mm t mm 

1 

1/2 

5 (41.6) 
8 

4 

5 

2 10 
10 

3 
15 (125) 

8 

4 10 5 

5 

1/6 

5 (41.6) 
8 10 

6 10 
5 

7 
15 (125) 

8 

8 10 10 

 
図２ 駆動力に対する要因効果 


