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1. 研究背景・目的
近年の高齢化・自動化・省エネルギー化の社会的背景の中，ガス等による直接加熱から導電性物質への非接触な誘導加
熱（IH）の需要が高まっている。産業用では誘導加熱炉，家電では IH クックトップ，医療ではハイパーサーミアと，多
1）
分野に渡ってその利便性や有用性から広く応用されている(1)
。一方，その構造は同心円状に巻いたコイルと，コイル背面
。

への漏れ磁束抑制用フェライトコアを備えた構成であり，構造への大きな技術革新は起こっていない。技術動向として，
素線内の渦電流損や近接効果を低減する材料改質のアプローチ，高周波インバータの高効率化のアプローチは広く報告さ
2）
が，IH コイルの新規磁気回路トポロジーへの挑戦は見られない。近年盛んに研究されている GaN や SiC を適
れている(2)

用した電力変換器と組み合わせることで IH コイルの高周波駆動が可能になり，IH 能力の向上が見込める。一方，フェラ
イトによる損失（鉄損）により効率が大幅に低下することが懸念されるため，従来の IH コイル構造では高周波化が困難
であった。今後，IH システムの更なる有用性向上による応用分野拡大を行うためには，IH コイル自体の磁気回路トポロ
ジーの再創成とインバータとの統合が必須となる。本研究は，フェライトコアを用いずに磁気遮蔽効果を得ることができ
る磁気回路トポロジーを構築し，磁気遮蔽効果の実機検証と湯沸かしの誘導加熱実機検証まで行うことを目的とする。

2. コイルのみで構築する非対称磁界分布技術
図 1 に示すように，多層多重電流線路によって非対称磁界分布を発生させることを考える。ここで，空芯構造の場合，
電流によって形成される磁界分布は Biot-Savart の法則に従う。図 1 で xy 平面上に多重電流円線路（図 1 の場合，Circular-1
および Circular-2）を配置し，xy 平面から z 軸
方向に c だけ離れた位置に xy 平面上のコイル
と水平になるように電流線線路（図 1 の場合，
Circular-3）を配置する。ここで前者を Top 層，
後者を Bottom 層と定義し，TOP 層と Bottom
層の電流ベクトルは逆向きとする。両層のコイ
ル空間配置を最適化することで，図 2 に示すよ
うにフェライトコアを用いずにコイルのみで
非対称磁界分布を構成することが可能になる。
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図
1． 多層多重電流線路モデル
多層多重電流線路モデル
図１

図
2．電磁界シミュレーション
図２
電磁界シミュレーション
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3. 実機検証
3-1.

非対称磁界分布

2 章で提案したコイルのみ

で構成する非対称磁界分布技術の実証試験を，鉄板の温
度上昇によって行う。鉄板を底面に配置した時に温度が
ほとんど上昇しなければ，非対称磁界分布技術によって
底面側では高周波磁束が鉄板に鎖交していない，つまり
非対称磁界分布を形成できていると言える。図 3 に実験
環境を示す。鉄板の温度は鉄板の中央部と外周側の 2
ヵ所で測定し，その他コイルと大気の計 4 ヵ所の温度を
熱電対を用いて測定する。コイルの駆動は，ハーフブリ

図3．非対称磁界分布実証実験
図３ 非対称磁界分布実証実験

図4．誘導加熱実験（湯沸かし）
図４
誘導加熱実験（湯沸かし）

ッジインバータで変調率 0.5 固定とする。図 5 に鉄板を
コイルの前面または底面に置いた場合の温度上昇測定
結果を示す。同図から確認できるように，鉄板を前面に
配置すると急激に鉄板温度が上昇している。一方，底面
側に鉄板を配置した場合，温度はほとんど変化しない。
ここで両条件において同一の電流指定値で駆動っせて
ここで両条件において同一の電流指令値で駆動させて
いるため，図 5(a)のコイル温度の上昇は鉄板の発熱によ
る影響である。図 5 の結果から，2 章で提案した原理に
よりフェライトコアを不要としながらコイルのみで底
面への漏れ磁束を抑える優れた効果を実証できた。
3-2. 誘導加熱実験

(a)
(a)前面側に鉄板配置
前面側に鉄板配置

底面側に鉄板配置
(b)(b)底面側に鉄板配置

図５
非対称磁界分布実証試験における温度上昇試験結果
図5．非対称磁界分布実証試験における温度上昇試験結果

本節ではポットに 1 リットル

の水を入れ，その温度上昇を評価する。ポットの材質は
クロム 16 %のステンレス鋼で，底の厚さは 0.5 mm であ
る。前節同様にハーフブリッジインバータで駆動する。
ポット内の水温は図 4 に示すようにポット中央部と側
面の計 4 ヵ所を底面から 10 mm の高さで測定する。図
6 に温度測定結果の一例を示す。この結果から誘導加熱
効率を試算する。インバータからコイルへの入力電力に
対する水のカロリーで効率を定義する。入力電力はパワ
ーメータで計測した値を用い，ポット内の水のカロリー
は温度上昇∆t の値と水の熱量量を用いて計算する。表 1
に誘導加熱効率の試算結果を示す。今回実機検証した励

図６ 誘導加熱実験（湯沸かし）における温度上昇試験結果
図6．誘導加熱実験（湯沸かし）における温度上昇試験結果

磁周波数 70 kHz と 100 kHz の 2 条件においてはそれぞ
れ誘導加熱効率が 40.2 %と 33.9 %であった。

4. まとめと今後の予定

表１ 誘導加熱効率
表１.
誘導加熱効率

Frequency
70 kHz
100 kHz

Eelec (W)
424.6
317.0

Ecal (W)
170.9
107.5

η (%)

40.2
33.9

本研究では，フェライトコアを用いずに磁気遮蔽効果
を得ることができる新たな磁気回路トポロジーを提案し，磁気遮蔽効果の実機検証とポット内の水の誘導加熱実機検証ま
でおこなった。その結果，本研究目的とするインバータと誘導加熱コイルの一体化のための必須技術となるコイルのみで
の非対称磁界分布技術を構築できた。一方，市場投入されている IH コイルシステムは本稿と同じ誘導加熱効率の評価方
法を適用した場合，一般に 80 ~ 90 %となる。したがって本技術の今後の課題は励磁周波数や起磁力（コイルターン数）
の最適化を図り，従来の誘導加熱技術と比肩できる誘導加熱効率を達成することである。
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