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「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を使 つた新 しい電気 と
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要

「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた電気 と磁力に関する、小学校 か ら高等学校ま
本論文 は、
での新 しい授業作 りに関する提案である。 ここで取 り扱 う「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」は、手
づ くりでソフ トフ ェライ ト磁石 を簡単 に成形加工で きる方法 で、 このため ものづ くりの要素を取 り入
れ た体験的な学習 が可能 になる。また、「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」は コイルの電流 に関 して材
質 にもよるが、鉄な どの コア金属 に比較 して磁 力が強 く、残留磁気 が存在 しないため、コイルの巻数、
「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた電気 と磁力
電流 の強 さと磁力の関係 の学習 に最適 であ り、
の学習 に有効な教材づ くりが可能 となる。本論文では、「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた、
新 しい小学校 か ら高等学校 (工 業)ま での授業事例案を提案する。

1

は じめに

小学校学習指導要領

(2)

6年 生理科 の 目標 (2)に 以下 の文面 がある。は'a

水溶液、物 の燃焼、電磁石 の変化や働 きをそ の要因 と関係付 けなが ら調べ、見いだ した問題

を多面的に追究 した りものづ くりを した りす る活動を通 して、物 の性質や働 きにつ いての見方や考 え
方を養 う。
以上 の文面 か らわかるように、小学校 6年 生 の理科 の授業 で電磁石 の授業を取 り上 げる こ とは義務
づ けられ ている。電磁石を教材 として取 り上 げる こ とは、小学生 にとつては、電気が光や熱 に変わ る
だ けでな く、力 に変わ る こ とを学ぶ とい う点でエネル ギー変換 の学習 として大変重要 である。
教材 として与 える電磁石 の多 くは釘な どの鉄心 にコイル を巻 いて作る電磁石 が多 い。身近な材料 を
使 つて電磁石作 りを行 うことは、教材 として適切であるが、鉄心以外 にも磁石 になるか疑 間を持つ。
教材 として用意できるのが銅 、真鍮、アル ミな どの金属 で あるので、学習者は、電磁石 の心 に用 い る
には磁石 がつ く金属 (透 磁率が高い金属)=鉄 で あると考えるのは 当然 である。
鉄を電磁石 の心 として教材化す る こ とは、大変有効 であるが、鉄は小学生を始め とする学習者が 自
由 に塑性変形 させ る こ とはできない。そのため、電磁石 はま っす ぐな鉄 の棒 (釘 や ボル ト)な どに コ
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イル を巻 き付 けて作 る物 であるとい う印象を与えて しま う。
実際 に電磁力を応用 して作 られてい るモー ターや トランスな どは、 コイルの心に鉄心を使 うが形状
は様 々である。学習者 には、い ろい ろな形でも電磁石 を作 ることが可能 である ことを学ばせ る機会 が
必要 で ある。
「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」は、フェライ ト磁性体粉末 に粘土粉末 5重 量 %
本論文で取 り扱 う、
混合 し、水を加 えて混錬 し、1000度 以上 の温度 で加熱すると、粘土が溶融 しその融液中で磁性体粉末
が液晶焼結す る現象を利用 した焼結磁石 で ある。従 つて、 ソフ トフ ェライ ト焼結磁石は、残 留磁気を
持 たず、透磁率が高いが、 自らは磁石 にな らない。また、粘土を混合 しているので、粘土細工で作 る
の と同じ方法 で様 々な形 に製作で きるため、鉄心 の ような固定 したイメージにとらわれることな く、
電磁石教材を作成す ることができる。 さらに、残留磁気がほとん ど残 らないため、中学校や高等学校
のモー タづ くりや トランスづ くりな どの種 々の形状を持つ教材化には大変有効 で ある。
「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いて、小学校 6年 生で行 う電磁石 の授業、小学校 4年 生 の総
合的な学習 の時間で電磁石を扱 う授業、中学校技術・家庭科または理科 で扱 える直流モー タの授業、工
業高校 の工業技術基礎や課題研究等 で扱 える隈取 り型交流モー タ6'° 、トランス製作 の教材を提案す る。

2

ソフ トフ ェライ トについて
フ ェライ トは、酸化鉄 (Fo03)を 主成分 とする酸化物 で、他 の物質 と化合 して用 い られ ている。特

に、Ba系 フ ェライ トは保持力が高 く、比較的簡単 にでき安価 であるため永久磁石 として広 く用 い られ
ている。電磁石 の心によく用 い られるのは、残留磁気、保持力が小 さい軟鉄 が用い られる。ソフ トフ ェ
ライ トは、酸化鉄 にマ ンガ ンや亜鉛を加 えたもので、透磁率が高い

(η

=22)が 残留磁気がほとん ど

残 らない性質がある。 そのため、電磁石 の心に使用 しても熱損失が少ない。また、 トランスやモー タ
な どの鉄心 の代わ りに用いれば損失 の少ない もの を作る ことが出来 る。本論文 の「手づ くリソフ トフ ェ
ライ ト磁石」は、少量 の粘 土 の融解 を利用 した焼結磁石 で、焼 き固めても性質 が変わ らず、成形加工
が容易で ある。 ソフ トフ ェライ ト磁石を用 いれば、 トランスや モー タの心な どを粘土細工 と同様な加
工法 で簡単 に成形加工で きる(5)。

3

「手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」の製作方法
ソフ トフ ェライ ト磁性粉 は戸 田工業製 Ni― Znソ フ トフ ェライ ト粉 (BSN‑828)を 使用 した。プラス

チ ック コ ップに、ソフ トフ ェライ ト粉末 95%、 陶芸 で使用 されてい る信楽焼用粘土を乳鉢 で粉末 にし、
信楽焼用粘土を 5%加 える。そ して、出来 上がった粉末をか き混ぜる。その後、水を加 えなが ら混合す
る。その結果 95%の ペ ース ト状 の磁性体ペ ース トとなる。 これを、好きな形 に手 で成形 した り、また
は、型成形を行 う。そ の後、乾燥 させ 、電気釜 で 1100℃ で 6時 間焼 いて焼結 させる。加熱中、粘土 の
溶融液 中で磁性体粉末 が液晶焼結 を行 い焼結磁石 ができる(6)。

Fig.3・

1

ソフトフェライト磁性体粉末

(BSN‑828)と 信楽焼 き用粘 土

Fig。
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Fig。 3・

型成形 したソフトフェライ ト磁石

5

Fig。 3・

4
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完成 した「手 づ くリソフ ト
フエライ ト磁石」

焼結に用 いた電気釜

4 小学校 での授業 :「 手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」 によ る電磁石 の製作
4.1 小学校 6年 生理科 での 「手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」 による電磁石 の製作
小学校 6年 生理 科 の電磁石 の授業 では、釘な どの鉄心 を用 いて電磁石 を作 る授 業 が実践 され てい る。
ここでは、「手 づ くリソフ トフ ェ ライ ト磁石」 を用 いた電磁石 の授業計画 を以下 の よ うに考 えた。

l Fig。 4・ 1の かえる石 を磁石 に変身 させ よう。 パ ー ト1永 久磁石を使 って

1時 間

2 Fig。 401の かえる石 を磁石 に変身 させ よ う。 パー ト2
乾電池 とエナ メル線 を使 って。

3
4
5
6
7

コイルの働 きにつ いて考 えよう。

1時 間

電気 と磁石 の性質 は。

2時 間
1時 間

コイル と電池をつ なげば、何 で も電磁石 になるのかな。

1時 間

「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を作 ってみ よう (成 形 と型抜 き)
「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を完成 させ よう (着 磁 と色塗 り)

2時 間
2時 間

この授業 では、Fig。 401カ エルまたは動物 の形 に作 つた 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を小学
生 に見せ、磁石 の ような性質を持たない こ とを確認 させ る。そ の後 に、「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁
石」に永久磁石をつ けると、「手づ くリソフ トフ ェライ ト」が磁 化 され永久磁石 と同 じ働 きになる こと
に注 目させる。「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」は残留磁気がないため、磁石 を離す と磁 力を失 つて
しま う。そのため、小学生は「もの に磁石 が近づ くと磁石 になる。」とい う仮説 が 出来 上がる。しか し、
透磁率が高い物質 でない ものはその仮説 が成 り立たないため、磁石 になるもの とな らない ものがある
ことに気づ いて くる。
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また授業の 2時 間目において、カエルの形をした 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」 にエナメル線
を巻 くことにより電磁石 に変わる。前回の授業から、 コイルに電流を通すと磁石 と同じような磁気が
生 じることを学習 させ、 コイル と電流が磁気を生み出す ことに気づかせる授業を展開する。また、心
になる部分を自由な形に作 りあげることで興味を持たせながら学習を展開する。また、 この 「手づ く
リソフ トフェライ ト磁石」は粘土の溶融凝固によ り空隙ができるため、絵の具で色を自由に塗ること
ができるので、子 どもたちがより、愛着を持つ ことができる。

Fig。

401「 手づくリソフトフェライト磁石」で

Fig。

作 つた動物型のかえる

402

コイルを巻いた「手づくリソフ
トフエライト」かえる電磁石

4.2 小学校 4年 生での総合的な学習の時間の授業
4.2.1 小学校学習指導要領解説
小学校学習指導要領解説

理科編 に以下 の文面がある。(1)

○ものづ くりの充実
児童 の知的好奇心を高 め、実感を伴 う理解を図 るため、各学年 の 「物質 とエネル ギー」 の指導 に当
た っては、 ものづ くりを行 うことを充実 とした。
小学校学習指導要領

1

総合的な学習 の時間の取 り扱 い に、以下 の文面がある。(2)

総合的な学習 の時間 においては、各学校 は、地域や学校、児童 の実態 に等 に応 じて、横的 0総
合的な学習や児童 の興味・関心等 に基づ く学習な ど創意工夫を生か した教育活動を行 うもの と
する。

2 (1)自

ら課題を見付 け、 自ら学 び、 自ら考え、主体的 に判断 し、 よりよ く問題を解決す る資

質や能力を育 てること。

5 (1)自

然体験やボランティア活動な どの社会体験 、観察・ 実験、見学や調査、発表や討論、

ものづ くりや生産活動な どの体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取 り入れ ること。
以上の文面か ら分かるように 「ものづ くり」を通 して、知的好奇心を高 めることによ り、 自ら課題
を見つ け、 自ら学 び、 自ら考 え主体的 に判断 で き、そ して問題解決的な能力や資質 の育成 をね らつて
い る。 これを受 け、最近 は小学校 において ものづ くりが積極的 に導入 されてきてい る。授業 の導入や
学 んだことのま とめ としてものづ くりが見直 されてきてい る。
現在 の子 どもたちは、「理科・科学技術離れ」や 「ものづ くり離れ」が叫ばれ、大変深刻 にな つてい
る。 これを打開できるよ うな魅力的な内容 の小学校 4年 生 の総合的な学習 の授業案を提案す る。
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「 手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた小学校 4年 生での総合 的な学習 の時間につ
いて授業計画 とその実践

１

3時 間)

２
３
４

導入 (永 久磁石の復習を行 う)
電池を使 って 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を作ろう①

1時 間

(※

1時 間

(※ 報告内容)

なぜ、磁力が弱かつたのか
電池を使 つて 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を作ろう②

1時 間
1時 間

(※ 報告内容)

５

電磁石のまとめ
(一 回日と二回目の製作でどこが違 うのかなどを考 えさせる)

2時 間

まとめ
(磁 石 の種類や どの ように使われているか ?な

※

(7

どを調べ学習をし発表)

2時 間

学校祭 に磁石の店を出店す る企画)

今回の授業を行 うに当た つて まず、3年 生の段階で、動物型「手づ くリハ ー ドフ ェライ ト磁石」を使
用 し、磁化 の仕方、仕組みを既習 し、磁石 に興味・関心をもった状態 で ある。(※ 「手づ くリハ ー ドフ ェ
ライ ト永久磁石」製作を行 つていない場合 は、手づ くり永久磁石製作を行 った方 が子 どもたちの興味
を引けると思 うので導入 の段階で製作す る。)そ こで、永久磁石 と同じ形 の「手づ くリソフ トフ ェライ
ト磁石」を使用 し、興味・関心を引きなが ら電磁石 の学習を行 うこ とが出来 る。「手づ くリソフ トフ ェ
ライ ト磁石」を使用 し、子 どもたちに電磁石 を使用 した 「遊び」や 「ゲーム」を考えさせ る。釘 と違
い好 きな形 の電磁石 が作れるので、釘 よりも子 ども達 の興味・ 関心を引 く。そ して、 永久磁石 の よう
に一度 くつ付 いた ら離れない もの、 とい う考えか ら 「離れ る磁石」 を考 えられるよ うになる。 このこ
とか ら永久磁石 と電磁石 の違 い を矛盾な く学習 させ る こ とができる。
また、理科 の時間 と平行 して 「モー ターカー を作ろ う」や 「豆電球 に光をつ け よ う」 といつた単元
で電池 と回路を学 び させ なが ら横断的に行 い、理科 と総合的な学習 の時間 との連携 をはかる。
この授業 の大きなポイ ン トとして、一回 目の電磁石製作では、ほとんど電磁石 の知識 がない状態 で
製作 させるため、3年 生 の時 の「永久磁石 の製作」の既習概念 により電磁石 を製作 しよ うとするため う
ま くいかない。電磁石が分か りか けて きた ころには、電池がな くな って しまい磁力がな く弱 い電磁石
になる。 これは永久磁石 に比べ てかな り弱 いため子 どもたちは大きな 「つ まずき」を体験す る。 しか
し、子 どもたちは、永久磁石 と比較 し、磁 力が弱 い こ とに関 し、なぜ着 かないのか ?
悪 いのか ?

磁化の仕方 が

と考えを巡 らせる。

そ して、2回 目の製作 では永久磁石 に引 けを とらない よ うな電磁石 の製作を行 う。これ により、1回
目の 「つ まずき」が大 きければ大きいほ ど、子 どもたちは 「喜 び」を感 じる。 これが、学ぶ意欲 に繋
が り、「理科・科学技術離れ」や 「ものず くり離れ」 の解消 に繋 がる。
そ して、時間的な余裕 があれば、学校祭 に磁石 の店を出店 させ る。お店 を出店するため に、学習 し
て きた事をも う一度思 い出 して、 どんなものがおもしろいのか を考える こ とにより、 自然 と「生活 と
学んだ事」 を結び付 ける ことができる。
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2.3

実践 の報告 (静 岡市立長田東小学校 4年 生 31人 を対称 とした授業実践 )
実践報告は、上記 の授業計画 の 2項 と 4項 の 「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた電磁石 の

4口

製作 につ いての実践内容を報告する。一 回目の 「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」 の製作 で予想 して
「永久磁石 の方 が良 い」と言 つていた。
いた よ うに、かな りの多 くの子 どもたちが「つ まらない」とか、
実際 に子 どもたちの表情 か らもそれが滲み出ていた。 これにより子 どもたちは大 きな 「つ まずき」を
感 じた。授業後 の 「おもしろか つたか ?」 と問いか けてみた ところほ とんどの子 どもたちが手を挙 げ
なか った。
しか し、二 回 目の 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」 の製作後 の ア ンケー トの集計結果 か ら子 ども
たちの意 見が大き く変化 したことがわか った。授業中の表情 も楽 しさが溢れ出ていた。以下 に製作終
了後 に行 ったアンケー トの集計結果一部 を表 401、 表 402に 記す。

表4・

1

アンケー ト結果

(授 業評価アンケート①)

今 日の授業はおも しろかつたか ?
おも しろか つた :26(78.8%)ど ちらでもない :6(18.2%)お も しろくない :1(3%)
おも しろかつたの理由
・ 前よ りもク リップがついた :4
・ ク リップがた くさんついた :4
・ 電磁石 とク リップでゲームができ
たか ら :2
・ 永久磁石 じゃな く、電磁石を作 つ
たか ら :2
・ いろいろな実験が出来たか ら :1
・ 導線 を巻 くのがおも しろか つた :1
・ 電池 を4つ 繋げてク リップがた くさ
んついたか ら :1
・ カエルがク リップについたか ら :1
・ 前 よ りもエナ メル線の巻 き数を増

・ ク リップを持ち上 げるのが楽 しい :1
・ 線が太いか ら :1
・ まだ一 回もやっていないか ら :1
・ 遊べ たか ら :1
・ ついた りつかなかつた りしたか ら :1
・ 最初はみんなついたけれ ど僕だけつかな
かつたか ら :1
・ 考えなが らできたか ら :1
・ 前 よ りも工 夫が されているか ら :1
・ 今度は強力な電磁石が作れたか ら :1
・ 前は永久磁石が おも しろか つたけど電磁
石もおも しろくなつてきた :1

や して強 くなったか ら :1

どちらでもな いの理 由
・ ク リップがつかなか つた :3
・ 電磁石 にな つたけど電池がす ぐに
な くなつた :1
おも しろくなかったの理 由
無記名 :1

口うま くいかなかった :1
・ ワニロクリップを代えたらついた :1

「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を使 った新 しい電気 と磁力の授業研究

表4・

2

アンケー ト結果

(授 業評価アンケー ト
②)

今 日の 授業 で「 もの づ くり」や「理科 」 が前 よ りも好 きにな つたか ?

はい :29(87.9%)

いいえ :4(12.1%)

はいの理 由
おも しろい、楽 しいか ら :3

1・

電磁 石は面 白 い し、楽 しいか ら理科

を好きになった

:l

￨・

l・

いろん な遊 びがで きるか ら :1
いっぱい ク リツプが ついたか ら :1

永久磁石と電磁石があるか ら :1

磁石のキ ャラがで きたか ら :l
l・ ク リップが つ いた とき、嬉 しか つた
電磁 石は ついた り、離れ た りす るか I か ら :1
1・
ら :1
実験す るのが楽 しくて ど うなるのか

いろんな研究をしたか ら :l
l 分か らないのが楽 しみ :1
・色々な ことがいっぱいあるか ら :1 1・ 磁石を作 つたか ら好きになった :1
・ 昔は理科が嫌 いだ った けど、今 は出
来 るよ うな気が したか ら :l

l・

l・

・ 電磁 石はいつぱい使われ ているか ら ￨・
凄 い と思 つた

:l

・ 強力になつたか ら :l

l・

l・

・ 前 は全然 もの づ く りの こ とは考 えな

￨・

楽 しくな った 、や り方がわか った :1
・
ッフ がつ いたか ら :1
電池 に繋 いでクリ
いろん な ことが 分か ったか ら :1
今は分か るよ うにな った :1

前よ り楽 しか った :1
輪にな って い るのが分か つた :1

かつたので、今日の授業 をや つて く
れた らとても楽 しか った :1
いい えの理 由
理科 は得意だ けどあま り分か らなか った

Fig。

:1

・ 無記 名 :3
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Fig。 4・

4

作 つた 動物 型 「手 づ くリソフ トフ ェ ライ 卜」 に色 を塗 って い る様 子

Fig。 4・

5

Fig。

コイル を巻 いて い る様 子
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Fig。
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「手づくリソフトフェライ ト」を使つた電磁石の実験をしている様子

4.2.4

実践 の考察

表 4・ 1か ら分 かるよ うに 26人 の子 どもが 「手づ くリソフ トフ ェライ ト」を使 つた電磁石 の授業 が
「面 白か った」 と答 えてい る。そ して 「どちらでもない」 と答えた子 どもたちでは、「つ かないか ら」
の理 由が 4人 いた。 これは実験 が うま くいかなか つたか らで、製作や実験 が うま くい けば面白か った
と答 えたに違 いない。また、授業中 「電池がす ぐにな くなる」 とい うこ とがわか り、今後 の授業展開
の課題 とな った。
表 4・ 2よ り、総合的な学習 の時間で 「手づ くリソフ トフ ェライ ト」を使 つた電磁石 の授業を行 うこ
とで、理科や ものづ くりを好きにな つて くれている子 どもたちが多いこ とが分か った。そ の理 由 とし
て考えられるのは、一 回目の授業で何 も電磁石 の知識 がない状態 で製作 と実験を行わせた こ とにより、
電磁石 について理解 し始 めた ころには、電池がな くな つて しまいあま り磁力が出な く失敗 したため、
二 回 目の授業 での成功 が印象深 か つた。 この子 どもたちが味わ った 「つ まず き」は 「喜 び」 =「 学ぶ
意欲」に繋が つた。
「得意だけど分か らなか った」とあるが これは、座学が得意だが実践 が苦手 と
いい えの理 由 として、
い うことを表 しているとも考えられ る。理科 はこ ういった子 どもたちが多い分野 で もあると思われる
ので実験や体験、ものづ くりの学習を増や したほ うが良 い学習効果 をもた らす と考 えられる。 この よ
うな実践 によ り理科をより好きにな ってい く子 どもも多い。特 に子 どもの磁石へ の興味 は大変大きく、
「手づ くリソフ トフェライ ト」教材 は、理科や ものづ くりを好きになるきっか けを与 えられる教材 で
ある。

2回 目に製作を終え、3年 生時 に製作 した「手づ くリハ ー ドフ ェライ ト永久磁石」に負けない ぐらい、
子 どもたちの興味・関心をひ くことができた。
学習指導要領 によれば、電磁気学 にお ける磁石 に関す る教育 は、3年 生で の 「永久磁石、一時磁石」
と 6年 生での「電磁石」と繋 が りが希薄 に感 じられたが、4年 生 の総合的な学習 の時間の 中で「手づ く
リソフ トフ ェライ ト」電磁石を学ぶ ことに より、6年 生で学習する電磁石

(モ ー ターな ど)ま

での「繋

ぎ」 の役割を果 たす と考 えられる。 この残留磁気 の残 らない ソフ トフ ェライ ト磁石を使用する ことに
より、生活に沿 った磁石 の種類を学ぶ こ とが出来る。電化製品は残留磁気が残 るものでは誤作動や故
障の原因 になる。今回の電磁石を学ぶ こ とは、生活 の 中で使用 されてい る 「磁石」 の基礎 も学習す る
ことができる。そのこ とによ り、子 どもたちの見方や考 えかたの視野が広 が り、 これまで、結 び付 け
に くか った 「磁石教育 と生活」 の関係 を学習す る一助 となろ う。
また、アンケー ト結果 か らもわかるように、子 どもたちの 「理科 0科 学技術離れ」や 「ものづ くり
離れ」 の解消 にも大変効果的な教材 である。

「手 づ くリソ フ トフ ェ ライ ト磁 石 」 を使 っ た新 しい 電 気 と磁 力 の 授業研 究

5

中学校での授業

191

「手 づ くリソフ トフ ェライ ト」を用 いた直流 モー タの製作

中学校 では、2年 生の理科 でク リップモー タを作成す る実践 がある。簡単 に作 ることがで
きる ことと、電気 と磁力の関係 をもの作 りを通 して学べ るよい教材 である。

Fig。

501

中学 生が 作 るク リッ プモー タ

技術 ・家庭科 の授業 では 「ロボ コン」や 「動 く模型」等 でモー タを使 うことが多いがモー タを作 る
実践 はない。理科 で簡単な原理 を学習 した後、技術 ・家庭科 の授業 でモー タを作 る授業 の展開を考 え
てみた。
１
２

電気 を何 に変 えて利用 してい るか。

1時 間

電気 を力 に変 える電磁石 を作 つて み よ う

1時 間

３

電気 を回転 に変 える直流 モー タの仕組み

1時 間

・ マ ブチ モー タを分解 して み よ う。
「手 づ くリソフ トフ ェ ライ ト」 を使 っ た直流 モー タを作 って み よ う。

1時 間

・ 回転子 の形 を考 え よ う
。磁 界 を作 るステ ー ターの形 を考 え よ う

1時 間

モー タにつ いて

1時 間

・ ソフ トフ ェ ライ トで 回転子 とステ ー タを作 って み よ う

4時 間
2時 間

・ 直巻 き、分巻 き
・ 動 力試験

0自 作 モー ター カ ー を走 らせ て み よ う。

2時 間
1時 間

モー タが使われ てい る製 品を探 して み よ う

Fig。 5・

2

「手づくリソフトフェライト磁石」
で作つ
た分巻 き用 固定子 (ス テー ター )

Fig.503

で作つ
手づくリソフトフェライト磁石」
た分巻き用 回転 子 (ロ ー ター )
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505「

手づくり磁石」で作つた固定子 (ス
テー タ)と 回転子 (ロ ー タ)(5)

理科 での学習経験 を生か しなが らモー タ製作を行 うことが可能である。また、販売 されてい るモー
タ製作キ ッ ト等 で作 るモー タではステ ー タの形や回転子 の形 が決 め られ て しま うが 「手づ くリソフ ト
フ ェライ ト磁石」を用いた場合 は、 自由 にそれ らを作る ことができる。また、磁 力線 の向きや方向に
よつて どの ような形 の回転子や ステ ー タが良いのか考え設計す ることも可能 になるため、一人ひ とり
異な った形 のモー タ製作がで きる。必修 の授業 での実施 が難 しけれ ば、選択 の授業な どで、実施す る
こ とも可能である。

6

工業高校での 「手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」授業
工業高校 の工業技術基礎 の授業や課題研究 の授業 では、教師が内容を工夫 した もの作 りの授業 が可

能 である。特 に、電気科、機械科問わず、交流モー タに関する知識 は必要で あ り、またそれ らに関わ
る製作技術等 も学習する意義は大きい。また、 ヒステ リシス損を軽減するための工夫 がな されてい る
トランスの鉄心や モー タのステータな どに言及 しなが ら残留磁気が少ない ソフ トフ ェライ トを用 い る
こ との利点を学ぶ ことがで きる。

6.1

同期 モー タの製作 (隈 取 リコイル型モー タの製作 )

ここに製作例を上 げる隈取 り型 コイルモー タは(3)、 扇風機や換気扇な どの比較的 トルクが小 さくて
も使用 で きるモー タである。 隈取 リコイルモー タは、簡単 な隈取 リコイル を付 けるだ けで 同期 の回転
方向が定まる仕組みでで きている。同期モー タとして学習 には最適 である。授業 では、ステ ー タの形
を 「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」 で製作 して、回転子 となる ロー ター も 「手づ くリソフ トフ ェラ
イ ト磁石」 で作るものである。実際にステー タは薄 い珪素鋼板 を重ねたもの を用 い るが、鋼板 を打ち
抜きで製作す るよりも 「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」 で成型加工 した方 が容易で ある。

「手づ くリソフ トフ エライ ト磁石」 を使 った新 しい電気 と磁力の授業研究

Fig。 6・ 1・

1「 手 づ くリソフ トフ エライ ト磁

Fig。

601・

2「 手 づ くリソフ トフエライ ト磁
石」で作つた回転子(ロ ー タ)

石」で作 つた隈取 り型モー タの固
定子 (ス テー タ)

6.2

193

「手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いたインダクシ ョンモー タの製作

イ ンダクシ ョンモー タとは、電磁誘導作用 とそれ による電磁力を使 って回転す るモー タである。 こ
のモー タでは、回転子を導体 で作 る ことができる。ステータは回転磁界が生まれ るよ うにコイル を使 っ
て製作す る。「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を用 いてステー タを作る ことが可能である。界磁が発
生 しやす い よ うなステータの形状 を工夫 しなが ら製作する ことも可能 である。

Fig.

602・

1「 手 づ くリソフ トフ エライ 卜磁

Fig.60202

コ イル巻 き後 の 様 子

石」で作つたステー タ

Fig。

6e203

ロー ター

Fig。 6・

204

「 手 づ くリソフトフエライト磁 石 」で
作 つた イ ン ダク シ ョンモ ー タ
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「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を用いた トランスの製作

ヒステ リシス損 による熱損を少なくするめ トランスの鉄心には、鋼板を重ねた積層鉄心を用いるの
が一般的である。 しかし、残留磁気が少ない 「手づ くリソフ トラェライ ト磁石」を心に用いたものを
製作することで、 トランスの特性を学習することが可能 になる。

Fig。

60301「 手 づ くリソフ トフ ェライ ト磁
石」で作 つた トラ ンスの心

7

Fig。

60302「 手づくリソi外 フェライト磁石」で作つ
たトランスの心 (積 層タイプ)

まとめ
電磁力を学習する教材 として、学習用教材 のキ ッ トが多 く販売 されてい るが、大半 の ものは原理 を

学習する こ とを主眼 にしている。 しか し、 自分な りに工夫 して作 ることを主眼 にした教材 はない。ま
た、教科書や百科事典等 で調べ て もあま り紹介 されていない ソフ トフェライ トの ような物質が、磁化
される様子を見 ることは、学習者 にとって新鮮な驚 きと興味を抱 かせることになる。
「手づ くリソフ トフェライ ト磁石」を用 い る こ とで、小学生か ら高校 (工 業)生 までの授業 にもの
づ くりを取 り入れ た電磁誘導に関する学習が可能 になる。また、今まで製作 が難 しかつたモー タのス
テー タや トランスの心な どを簡単 に製作 で きるため、設計製作 の授業がや りやす くなる。また、残留
磁気が存在 しない特長を生か して、熱損失 の少ない磁気材料や電気材料 に関す る授業展開も可能 にな
る。
この新 しい 「手づ くリソフ トフ ェライ ト磁石」を用 いた電磁力の学習教材 の開発 と実践研究が今後
の 「磁石学習」 のイメー ジづ くりに多大な貢献をする ことを期待 したい。
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