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       GMW Associates社製 電磁石のご紹介と 
                 低温技術オンラインセミナー動画配信のご案内 
 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【株式会社東陽テクニカ 理化学計測部】━■■ 
平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 
理化学計測部 物性チーム メールマガジン担当です。 
 
さて、突然ですが来月 6日には何のイベントがあるかご存知でしょうか？ 
昨年小惑星リュウグウにタッチダウンし、岩石サンプルの回収が期待されている 
小惑星探査機「はやぶさ 2」の地球帰還予定日です。 
兄貴分の初代「はやぶさ」は満身創痍での地球帰還でしたが、 
「はやぶさ 2」はきわめて順調にミッションをこなしており、機体にも問題がないと思われるため、 
サンプルが入ったカプセルを、オーストラリアのウーメラ砂漠に落としたのちに、 
追加ミッションとして次の観測目標の小惑星「1998KY26」に向けて旅立つそうです。 
この小惑星への到着は 2031 年後半予定とのことで、 
私たちに長い間夢を見させてくれる素晴らしいプロジェクトだと思います。 
 
さて、今月は最近お問い合わせを多くいただいております、 
GMW Associates 社製 電磁石のご紹介と選び方についてご紹介させていただきます。 
ぜひ、今月号も最後までお付き合いください♪ 
 
▼ 物性評価ソリューションマガジンバックナンバーはこちらから 
  https://www.toyo.co.jp/material/contents/detail/backnumber.html  
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┌─┐ 
│１│ GMW Associates 社製 電磁石のご紹介 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
▼ 弊社取り扱い電磁石一覧はこちらから 

https://www.toyo.co.jp/material/maker/product_list/id=8023  
 
GMW Associates 社は電磁石製造を主力にしているアメリカのメーカです。 
最大の製品特長は「小型」・「軽量」！ 
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例えば、最大 2.0T（@10mm 磁極間距離、φ16mm スタンダード磁極使用時）の磁場強度を出すことができる 
3480 型は磁石部の大きさはおおよそ W29cm×D20cm×H22cm、重量は約 34kgしかありません。 
このコンパクトさを評価いただき、光学実験台の上に置いてご使用いただいているお客様もいらっしゃいます。 
この強さの磁場を発生できる電磁石で、ここまでコンパクトな製品は大変稀ではないかと思います。 
 
▼ 3480 型 2.0T 小型軽量･卓上電磁石についてはこちらから 
  https://www.toyo.co.jp/material/products/detail/3480.html  
 
また、その他の製品として、プロジェクション電磁石 5200 シリーズをご紹介します。 
「特定方向に磁場を出す」との意味合いで「プロジェクション」という商品名をつけておりますが、 
特にフラグシップの 5204 型は 7.4cm×7.4cm×12cm のスペースに小型電磁石が 3基も入っており、 
この 3基の電磁石のバランスをとることで、文字通り「任意の方向」に磁場を出力することが可能です。 
スピン制御などで磁場印加方向を変えたい場合に、 
磁石そのものやサンプルの向きを変える必要がなくなりますので、大変便利です。 
 
▼ 5204 型 プロジェクション小型電磁石についてはこちらから 

https://www.toyo.co.jp/material/products/detail/5204.html  
 
 
┌─┐ 
│２│ 電磁石の選定マニュアル 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
電磁石を選定いただく際は、ぜひ下記のポイントに注意してみてください。 
 
１．単一磁極（Pole）かダイポール磁極か 
  単一磁極は前述のプロジェクションタイプに相当します。 

磁石の上に試料が置けるのがメリットですが、 
磁極表面から離れると磁場が発散するので注意が必要です。 

  ダイポール磁極は Nと S の 2つの磁極の間に磁場を発生させます。 
磁極間に均一な磁場を作りやすいのがメリットですが、試料を磁極間に固定するための作りこみが必要です。 

  なお、この他に 4重極磁石などもありますが、電磁石としては一般的ではありません。 
   
２．磁極間隔（ダイポール磁石の場合） 
  例えば、幅 10cmの試料やチャンバーを挿入する場合、 
  双方の磁極と試料間に数mmの余裕があると挿入しやすいです。 
  間隔は自由に変更できるタイプ（多くの GMW Associates 社製品）と 

固定、もしくは何段階かで変更可能なタイプがあります。 
 
３．試料サイズ＝必要な均一磁場空間 
  磁極の太さ（直径）の仕様決定に必要な情報で、均一に磁場を印加したい空間を指定してください。 
  この指定する空間は単一磁極の場合には、磁極中央部の表面上の位置で面積を指定します。 

ダイポール磁極の場合には、基本的に磁極と磁極の真ん中の空間を指定します。 
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  なお、GMW Associates 社のダイポールタイプの多くの製品では磁極がリバーシブルで、 
1本の磁極で 2種類の太さの磁極としてご使用いただけます。 

 
４．磁場強度と発生時間 
  上記の空間に発生させたい磁場と、発生させなければならない時間を指定してください。 
  しかし、空間中に発生させることのできる磁場強度の情報が少ない製品も多いので、 
  実際の選定の際は、単一磁極の場合には中心部から一定距離上の点、 

ダイポール磁極の場合には磁極と磁極と中心部での強さを指定することが多いです。 
  また、ダイポール磁極の場合も磁極間の磁場は一定ではありません。 

磁石の作りこみ次第ですが、ダイポール磁極の場合、磁極に近いと弱くなり逆に中央部では強くなります。 
  （中央部が若干弱くなることもあります） 
  磁場発生時間が短ければ瞬間的により大きい出力で、コストを抑えることができる場合もあります。 
  GMW Associates 社では印加電流とギャップ間隔で発生できる磁場情報の他、 

均一性についての情報も公開することが可能です。 
 
※ 一般的には電磁石で発生させることのできる磁場は、発熱の影響などで 3～4T 程度です 

（磁極間隔を狭くすればより強磁場が出せる物もございます）です。 
  これより大きい磁場、大ギャップで強磁場を出さないといけない場合には、 

超伝導マグネットの導入も検討する必要がございます。 
  GMW Associates 社製品では 3T@10mm ギャップ、610kg、 

5T@1mm ギャップ（4T@5mm ギャップ）、170kg の製品がございます。 
 
５．その他のご希望 
  試料への光照射／透過光観測に対応するオプションや磁石を回転できるオプションなどがございます。 
 
６．許容できる重量 
  より大きい磁場をより大きい面積に発生できる程、重量も増加します。 

電磁石では 100kg 超え、t 超えになるものも珍しくはなく、建物の耐荷重対策が必要な場合も出てきます。 
 
７．必要電磁石電源 
  誘導性負荷に対応できるバイポーラ電源や誘導電流への保護回路付きのユニポーラ電源が必要です。 
  別途用意される場合には、電磁石の抵抗値とインダクタンス値を確認し、 

これらの負荷に対して希望する電流を流すための電圧が印加できる電源を選びます。 
  弊社では電源込みのトータルソリューションのご提案が可能です 
  また、電磁石電源の放熱も膨大な量になる場合があるので、 

狭い部屋で実験をされる場合や大電流を印加する場合は実験室の空調も検討しなければなりません。 
 
８．必要設備電源 
  ご購入されてから「あれ！？電源が足りない…」ということにならないように事前の確認が必要です。 
  200V の設備電源を使用する物も多いので、空いているブレーカーと要領の確認は必須です。 
 
９．水冷機器の仕様 



  電磁石は電気を消費して莫大な熱を発生しますので、当然冷却が必要です。 
水冷に必要なチラーの容量やパワーを必ず確認しましょう。 

  ほとんどの電磁石は水冷できるようになっていますが、出力は大幅に低下するものの空冷でも使用可能です。 
  ただし、空冷で水冷時の電流を印加してはいけません。 

ほぼ確実に電磁石が焼けます。 
  このようなことにならないよう、温度センサ付きの電磁石と 

そのセンサからの非常停止信号を受けて停止できる電磁石電源を選ぶことが推奨されます。 
  なお、GMW Associates 社の電磁石には温度センサがついており、 

電源に非常停止信号を送れるようになっています。 
 
 
┌─┐ 
│３│ 「低温測定・制御入門」オンラインセミナー動画配信のご案内 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
【ご利用方法】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1. オンラインストアに会員登録 
（https://www.material-store.toyo.co.jp/regist.php ） 
2. カテゴリ内の「オンラインセミナー動画」をクリック 
3. ご希望のセミナーをカートに入れる 
4. 注文確定 
  ※ オンラインストアに記載されている通り単価￥0ですので、費用は一切発生いたしません 
  ※ 商品の性質上、納品書や請求書の伝票は発行されません 
5. ご注文をいただき次第、動画 URLをお送りいたします 
  ※ お送りした URLを社外へ転送することはご遠慮ください 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
5月 15日に開催し大好評をいただきました 
「低温測定・制御入門」オンラインセミナーの動画の公開を開始いたしました！ 
残念ながらセミナーを受講いただけなかったお客様や 
復習としてもう一度見たい、というお客様のお役に立てますと幸いです！ 
 
▼ 過去開催したオンラインセミナーの動画はこちらから 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/list.php?c_id=60  
 
【掲載オンラインセミナー】 
・強誘電体特性評価 基本原理と測定上の注意点・ノウハウのご紹介 
・半導体特性評価 比抵抗/ホール効果の測定ノウハウとホール測定手法のご紹介 
・ホール素子・ガウス/テスラメータを使用した磁場測定入門 
 
 
┌─┐ 
│４│ 【公式オンラインストア】Lake Shore 社製 335型特別価格にて販売中！ 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
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Lake Shore社製 2ch 温度コントローラ 335型は引き続きオンラインストア限定価格で提供しております！ 
定価より約 32%お値引きしておりますので、ご導入の際はぜひオンラインストアよりご注文ください。 
 
▼ 2ch 温度コントローラ 335型の見積取得＆購入はこちらから 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=10  
▼ オンラインストアのご利用案内 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/uploads/download/online-store-intro-200601.pdf  
 
 
┌─ 
│５│ あとがき 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
今月号も最後までご愛読いただきありがとうございました。 
先月号でお話しした「ホットヨガ」ですがすっかりはまってしまい、10 月は 13回も通ってしまいました。（笑） 
インストラクターさんに聞いたところによると、体質改善には大体 3か月は必要とのこと。 
急に汗をかいたところで急に痩せるのもではないとは、甘くないですね…。 
最近はグっと気温も下がり、ホットヨガはリラックスの場にもなっています。 
「ヨガ」というと女性の娯楽、というイメージが昔は強かったですが、 
現在では男性専用のヨガスタジオなども出来ているそうですよ！ 
 
それでは、また来月号（12月 10 日配信予定）でお会いしましょう！ 
─────────────────────────────────────────────── 
◎ 本メールは、以下のお客様にお送りしております。 
・弊社製品のユーザー様 
・弊社オンラインストアの会員様 
・過去に弊社セミナーへお申し込み・ご参加をいただいた方 
・弊社展示会ブースにお立ち寄りくださった方 
・各種アンケートにご回答くださった方 
・Web サイトより会員登録やお問い合わせ、各種お申し込みをいただいた方 
・弊社の担当者と名刺交換いただいた方 
 
◎ 弊社の個人情報の取扱いについて 
  https://www.toyo.co.jp/privacy.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
◎ 今後、メール配信の停止をご希望のお客様はお手数ですが下記より 
  お手続きをお願いいたします。 
  https://www.toyo.co.jp/bussei/mail_kaijo  
 
◎ メールの配信先変更をご希望のお客様は 
  material-dm@toyo.co.jp （担当：伊豫田、立石）までご連絡ください。 
 
◎ 本メールの内容に関するご意見・お問い合わせは下記メールアドレス 
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  または電話番号までご連絡ください。 
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