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球形磁石を使った鉄玉浮揚現象の動作機構の検討
櫻井

勇良*

An examination of the motion mechanism of the iron ball levitation phenomenon using a
spherical magnet

Yuryo SAKURAI

Abstract:
The mechanism of levitation of an iron ball using a spherical magnet is described. It is necessary to examine the action of
gravity and magnetic force in order to determine the levitation mechanism. The magnetic flux density of the circumference of
the spherical magnet was examined in order to examine the effect of the magnetic force. As the result, the relationship between
movement and magnetic force of the iron ball to the three-dimensional direction in the levitation experiment was able to be
verified.
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要旨:
球型磁石を使った鉄玉浮揚機構について述べている．鉄玉浮揚機構を検討するには，重力と磁力の作用について調
べる必要がある．そこで，磁力の影響を検討するために，球型磁石の周囲の磁束密度分を調べた．その結果，浮揚実
験における鉄玉の三次元方向への動きと磁力の関係が検証できた．
キーワード：球形磁石，鉄玉の浮揚，磁束密度

１．はじめに
1.1 経緯について
2003 年 12 月 25 日の夕刊（朝日新聞）で，永久磁
石によって鉄玉が浮揚する現象に関する報道があり，
翌年に論文 1）が掲載された．筆者は，この現象に強
い興味を持ち，これまでに，無接触で浮揚するかど
うかの検証 2），実験器の小型化および操作の単純化 3），
実験器の開発 4、5）などを行っている．この現象が注
目を浴びたのは，アーンショーの定理 6），すなわちこ
の種の浮揚物体は，三次元で無接触では浮揚できな
い，という理論を覆しているのではないかという期
待があったからである．Sasaki らの報告 1）では、明
確な証拠の提示はないものの無接触の可能性がある
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ような記述があったので，それを確かめた．検証した
結果，鉄玉は，無接触状態で空中に浮いているのでは
なく，容器の一部に接触しながら浮揚しており，アー
ンショーの定理に従っていることを明らかにした 2）．
その後も，この現象に関する研究を継続している．
筆者は，以前，球型磁石を用いた新たなタイプの
鉄玉浮揚実験器を実現させ，その結果について報告
した 7）．本研究では，球形磁石を用いた鉄玉浮揚実
験器における鉄玉の垂直方向の浮揚範囲および鉛直
方向の磁束密度の三次元方向分布特性を調べ，それ
らの結果をもとにして，この現象で最も重要である
復元力について検討を行った．本稿では，その結果
の概要を報告する．
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1.2 復元力および動作機構の予想
図 1 にイメージ図を示す．図 1(a)は，復元力がない
場合である．この場合は，必ず上下いずれかに動く
ので，安定に留まるのが困難になる．それに対して，
図 1(b)の場合は，復元力が作用するので，浮揚点に留
まることができる．つまり，この場合は，浮揚点か
ら上下にずれても，復元力が作用する範囲であれば，
その力によって浮揚点に戻ることができる．そのた
めには，合力がゼロになる点が，図 1(a)のように一つ
ではなく，二つ必要になる．ここがポイントになる．
これまで種々のタイプの磁石を使った鉄玉浮揚実験
器を開発してきたが，復元力の実態調査については，
あまり検討してこなかった．その理由は，具体的な
検討方法が思いつかなかったからである．今回，図
1(a)の存在について吟味した結果，浮揚点を含み，鉛
直方向に磁束密度を測定すれば図 1(a)のような特性
曲線が得られるものと考え，検証することにした．
また，復元力の存在については，浮揚している鉄
玉に，外部から力を加えることで確認できると考え
た．つまり，浮揚点から上方に鉄玉を移動させれば，
ある地点を超えると磁石に鉄玉が吸着する．一方，
浮揚点から下方に鉄玉を移動させれば，ある地点を
こえると落下する．これを調べれば，磁石に吸着す
るところから落下するところまでが復元力が作用す
る範囲であることがわかる．
復元力の範囲を上記の磁束密度の測定結果に重ね
れば，図 1(b)のような結果が得られることが期待でき
る．

図1

復元力のイメ－ジ図

2. 実験方法および実験結果
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本研究で対象とする磁石を使った鉄玉浮揚実験器
は，図 2 に示すものである．この実験器をそのまま用
いたのでは，磁石を手で固定しているのでそのままの
状態を維持しながら測定を行うのは，実験条件をそろ
える意味で問題がある．そこで，磁石を固定し，測定
が容易にできるような装置を作った（2.2.1 参照）．
それを用い，復元力が作用する範囲の確認および鉄玉
の周囲における三軸方向の磁束密度の測定を行った．
これらの結果を用いて，動作機構の検討を行った．

図2

プラスチックの板を垂直に立てかけて鉄玉を
浮揚させた例

2.1 復元力の作用範囲の確認
上昇の復元力は，引力の磁力であり，下降の復元
力は，斥力の磁力と重力が考えられる．そこで，イ
メージ図を確認するために，検証実験を行った．浮
揚している鉄玉に，外部から意図的に力を加え，鉄
玉が落下する状態を探すとともに，その際に作用し
た力を測定した．
まず，X 方向（鉛直方向）について述べる．木製
の棒（以下では棒と略す）と定規を用意する．浮揚
している鉄玉の付近に定規を設置する．これに直角
になるように棒を配置し，鉄玉の上部（下部）に接
触させる．その状態で下方（上方）に棒を移動させ，
鉄玉が落下（磁石に吸着）するまで移動させる．こ
の動作を 5 回行った結果，浮揚している位置から上
方に約 4 mm の所に移動させると，鉄玉は勢いよく
磁石に吸着する．一方，浮揚点から下方約 5 mm の
所に移動させると，鉄玉は落下することがわかった．
これにより，この実験器における鉛直方向における
復元力が，浮揚点の上方約 4 mm，下方約 5 mm の
範囲で作用するのが分かった．この範囲内で鉄玉を
動かした場合，必ず浮揚点に戻ってくることから，
図 1(b)に示すような力の分布が形成されているこ
とが予想できる．
次に，Y 方向および Z 方向について述べる．まず，
Y 方向に棒を使って，鉄玉に力を加えると，真横には
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動かず円を描くように，アクリル板に接触しながら動
いた（図 2 の Y 方向）
．何故，円周を描くように鉄玉
が動いたのかについては，図 2 の実験器において，複
数の鉄玉を使って浮揚させた場合，図 3 の結果から容
易に理解できる．以下では，その結果の概要を述べる．
まず，一個目の鉄玉を指でつまんで浮揚点付近に持っ
て行くと，図 2 のように浮揚する．次に，もう一個の
鉄玉を指でつまんで浮揚している鉄玉の付近に持っ
て行った場合，初めに浮揚していた鉄玉の真横には浮
かず，少し上の方に浮揚する．さらに鉄玉を増やした
場合，浮揚する位置が，鉄玉を追加するごとに少しず
つ上方にずれる．ある程度追加した様子を見ると，磁
石の真下の鉄玉を中心として，その両側に円周に沿っ
て並んでいた．この結果から，浮揚している 1 個の鉄
玉に X 方向に外力を加えた場合，円周方向に移動し
たのは，その方向に浮揚範囲が存在しているからであ
ると考えられる．

図3

X-Y パルスステージ，2 軸ステージコントローラ，磁
束計（F.W.BELL，Model640），パーソナルコンピュー
ター（PC），直流安定化電源、光学部品（ヘリコイド
ロッドスタンド，レールなど）などで構成されている
（図 4(a)参照）．なお，三軸方向の磁束密度成分（Bx，
By，Bz）は図 4(b)に示すように定めた．

複数の鉄玉を浮揚させた時の様子

ここで，円周方向に鉄玉を動かないようにした場合
の実験を行った．棒をもう一本用意し，それを X 軸
に配置し，鉄玉が円周方向に移動しないようにした後，
X 方向に鉄玉を移動させ，鉄玉が落下するまでの棒の
移動距離を 5 回測定した結果，約 10 mm となった．
この条件で，Y 方向について同じように移動させた結
果，その距離は約 1 mm 以下であった．
以上の実験から，図 2 の状態における，復元力の存
在および三方向における状況を把握することができ
た．次は，この結果，特に鉛直方向における復元力の
存在を示す証拠を得るために行った磁束密度分布の
測定について述べる．
2.2 磁束密度分布の測定
2.1 で述べたように，復元力の実態は複雑であると
考えられる．そこで，鉛直方向における復元力の存在
を示す結果を探ることに限定した実験を行った．
2.2.1 実験方法
図 4 に測定装置の外観を示す．この装置は，自動

図4

測定装置の外観図

図 2 の実験装置をそのまま用いて測定するのは，困
難であったので，厚さ 5 mm のアクリル板（大きさは
任意）を用いて，磁石を固定して同じ状態を再現した．
まず，1 個目の球型磁石（ネオジム磁石，
直径：15 mm、
磁束密度 B：813 mT）をアクリル板に埋め込み，それ
に 2 個目の磁石を吸着させたものを作った．鉄玉は，
直径が 3.96 mm で重量が 0.26 g のものを 1 個用いた．
磁石を埋め込む深さは，鉄玉の浮揚状況を確認しなが
ら決定する．測定は，鉄玉とセンサの端面をできる限
り近接させ，センサを水平方向および鉛直方に移動さ
せた．
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の中心を設置したときのみとする．
三軸方向の磁束密度成分（Bx，By，Bz）は，図 4(b)
に示すようにセンサの端面から見て、真正面から入射
する成分を Bz の順方向（+Bz），右側から入射する
磁束密度成分は Bx の順方向（+Bx），下方から入射
する成分は By の順方向（+By）と表示される．これ
らの方向の反対側から入射する成分は逆方向成分と
して表示される（マイナス表示）．
2.2.2 実験結果
図 5 に示す三点における水平方向における結果につ
いて述べる．

図5

センサを水平方向に移動させて測定する時の
配置
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図7

図6

センサを鉛直方向に移動させて測定する時の
配置

水平方向にセンサを移動させる場合は，X-Y パルス
ステージを用い，鉛直方向にセンサを移動させる場合
は，ヘリコイドロッドスタンドを用いた．図 5 に示す
ように水平方向は，三ケ所（中心線（b 点），中心線
の上方 2 mm（a 点）,中心線の下方 2 mm（c 点）を任
意に選び，その位置にセンサの中心を配置する．垂直
方向は，図 6 に示すように，鉄玉の中心線上にセンサ

鉄玉の中心線上を水平に移動させたときの磁
束密度分布（センサの中心が図 4 のｂ点）

それらの結果を比べた結果，大きな変化が見られ
なかったので，図 5 のｂ点における結果を図 7 に示
す（d=7.0 mm 付近が鉄玉の中心）．
特徴的であったのは，(c)Bz の結果である．鉄玉の有
無による変化が最も大きく現れた．鉄玉を配置した時，
鉄玉の周辺の磁束密度が高くなったのは，磁界中に磁
性体を配置した際に起きる事象 8）と同じこと，すな
わち磁力線の吸収が起きたためである．
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および重力だけでは，図 1(b)のような力の分布が得ら
れない，すなわちいずれの力も，鉛直方向に対して単
純な変化しか示さないために，凹凸を持った合力が得
られないことに気付いた．また，図 1(b)の場合は，鉛
直方向にしか力が作用しないので無接触になるが，本
研究で扱っている鉄玉は，無接触ではなく，Z 方向に
存在するプラスチックに接触している．これらのこと
から，図 1(b)の場合とは異なるイメージ図を検討する
必要があると考えた．そのヒントを得るのが本研究の
目的であり，そのヒントを与えてくれたのが図 8(c)
の鉄玉なしの結果である．この結果から，磁束密度の
大きさを磁力の大きさに置き換えると，浮揚点付近で
最大となっているのがポイントである．つまり，この
結果は，浮揚点が Bz の大きさに影響されることを示
唆していると考えられる．そのように考えれば，復元
力が作用する上限を超えた時およびその下限を超え
た時，鉄玉はいずれもアクリル板から離れるのは，
Bz の大きさを超える力が作用するからである．Bz が
優位になりアクリル板に接触している限りは浮揚す
るが，そのバランスが崩れ，アクリル板との接触がで
きなくなった場合は，磁石に吸着するか落下するかの
いずれかになる．
-5

図8

鉄玉の中心線を鉛直方向に移動させたときの
磁束密度分布

次に，鉛直方向（Y 方向）にセンサを移動させた結
果について述べる．図 6(b)に示すように，浮揚してい
る鉄玉の上方約 4 mm の所（センサの直径が 8 mm な
のでこれ以上磁石に近づけられない）にセンサの中心
を配置し，ヘリコイドロッドスタンドを用いてそこか
ら約 10 mm 下方（ヘリコイドロッドスタンドの最大
可動範囲）
に移動させた．
図 8 にその結果を示す
（d=3.5
mm 付近が鉄玉の中心位置）．ここでは，垂直方向に
センサを移動させたので，移動距離を縦軸にプロット
した．全体を見ると，1）移動距離に対する Bx の変
化が少なく，By および Bz の変化が大きい，2）鉄玉
の有無による Bx および By の変化が少ないが，Bz の
変化は大きいことなどがわかる．ここでも，(c)Bz に
おいて，鉄玉の有無による変化が最も大きく現れた．

3.

考察

当初は，図 1(b)の復元力を踏まえた検証を行った．
つまり，鉛直方向の力の分布を踏まえながら，磁束密
度の三次元方向成分の測定を行っていた．しかし，う
まく説明ができなかった．つまり，磁石の斥力・引力
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図 8(c)の鉄玉ありの結果を使った
復元力の存在

図 8(c)の鉄玉ありの結果に 2.1 で得られた復元力の
作用範囲を重ねると図 9 のようになる．さらに，磁力
線の様子を加味しながら，浮揚点付近，上限付近，下
限付近の三か所における鉄玉に作用している力のイ
メージ図を考えると図 10 のようになる．図 8 におい
て Bx の数値が小さかったので，影響が少ないと判断
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し，残りの二成分を使って図示した（ベクトルの長さ
の根拠は特にない．G は重力である）．磁力線の向き
は，By の符号をもとに決めた．正の数値の場合は，
センサの下方から上方に向かうベクトルになり，負の
場合はその逆向きになる．また，磁力線が侵入してき
た鉄玉の部分は S 極(SC)，磁力線が通り抜けた鉄玉の
部分は N 極(NC)にそれぞれ磁化される．その結果，
磁石と鉄玉間に磁力が作用する．４つの磁極があるの
で，SC-NB・NA(引力)，NC-SA・SB(引力)および
SC-SB・SA(斥力)，NC-SA・SB(斥力などの磁力が存
在する．すべて力を使うのは煩雑になるので代表とし
て Bz 成分と By 成分を用いる．
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位置より上方に鉄玉を移動させた場合，鉄玉は勢いよ
く磁石に吸着した．その原因は，図 10(a)のベクトル
図からも理解できる．この位置での By 成分は，正の
数値なので，センサの下方から上方に向かうベクトル
になる．つまり，磁力線がその方向に存在したといえ
る．この位置になると図 8(b)からもわかるように+By
成分が優位に働くようになる．したがって，Bz・重
力との合力が上方，すなわち磁石の方向を向くように
なる．この大きさがある値を超えるに磁石と吸着する
ようになる．それに対して，下限の場合は，図 10(c)
に示すように，By および Bz はともに小さくなる．こ
れらと重力の合力が下方を向くようになる．この大き
さがある値を超えると鉄玉は落下するようになる．浮
揚点付近では，上限付近や下限付近とは異なり，By・
Bz・重力の合力が横向き（Z 方向）になっているので
安定に浮揚することができる．
以上のことから，本研究で扱った鉄玉浮揚は，三
次元方向の磁力成分と浮揚用の磁石との引力および
重力とのバランスによって起きていることが明らか
になった．

4.

まとめ

以上のように，磁石によって浮揚している鉄玉の動
作機構を検討するために，復元力の作用範囲や水平方
向・鉛直方向の磁束密度の三次元方向における分布状
態の把握などを行った．得られた結果を用いて，動作
機構の検討を行った結果，力は三次元方向に複雑に作
用していることが確認できた．また，このタイプの浮
揚では，磁軸方向および鉛直方向の磁力や重力が大き
く影響していることも確認できた．これにより，観測
してきた結果を概ね説明できるモデルが得られたと
いえる．理論的に検討する必要があるがその環境に至
っておらず，今後の課題である．
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