
はじめに

前報では外刃と内刃の構造と金属材料につ
いて紹介した。今回は内刃を高速で動かすモー
タの仕組みについて紹介したい。

駆動部の基本構造

１）モータの配置
シェーバＡ、Ｂの大きな違いは、モータの

位置と大きさにある。シェーバＡのモータは
首部にコンパクトに収まっているが、シェー
バＢのモータは胴体部にあり、その上部の突
起が首部下にある前後方向の溝にはまり、内
刃を左右に動かす。したがって、シェーバＢ
では首振りの自由度は前後方向だけとなる（図
１，２）。
２）制御基板部

いずれの胴体部も頑丈に防水処理されてい
て、そのカバーを外すと、制御基板とそれに
搭載されたリチウムイオン電池が出てくる。

シェーバAではLi-ion20（正極Ni系／出
力電圧4.04V）、シェーバBではLi-ion10（正
極Mn系／同3.92V）が使われている。製品
を廃棄する場合には、これらを取り出し、別
途リサイクル店に持ち込まねばならない。

電源は、商用交流からACアダプターで、
シェーバＡでは5.4V（1.2A）、シェーバB
では12V（0.4A）の直流に変換され、胴体
下部に入る。リチウムイオン電池への充電電
圧は通常4.2V以下にされている。

制御基板上には、各種スイッチ、電圧、電
流制御回路やLED表示部が所狭しと搭載され
ている（図３，４）。

モータ部の分解

１）シェーバA
首部のステンレス鋼板を外すと、2本の内

刃支持軸それぞれの下に樹脂製のフレームと
板バネ（左右）があり、それらの両端はリン
クバネで繋がっている（図５）。

それぞれのフレームの裏には鋼板（バック
ヨーク：1.5ｍｍ厚）に裏打ちされた永久磁

石（1.3×6×21ｍｍ）が差し込まれ、2つ
の永久磁石は独立して動くことができる。こ
れらがモータの可動子に相当する。

なお3枚刃の中央刃はいずれかの支持軸に
連結されている。5枚刃シェーバの場合も支持
軸は2本で、内刃はそれらに連結されている。

この可動子の裏側にマグネットビュアー
シートを当てると、それぞれの永久磁石に4
か所濃い部分が出てくる（図６）。このシート
は磁性流体をフイルム状に均一に分散させた
もので、濃い部分は磁束（磁力線）が集中し
ている場所である。これから、それぞれの永
久磁石は4極であることがわかる。

磁束の方向（N/S）と磁束密度を知るに
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は、ガウスメータでの測定が必要となる。長
い棒の先に約1mm角のホール素子（InSb、
GaAs、InAsなど半導体）が付いていて、磁
束がある場所でそこに電気を流すと、電流

（電子）が直角方向に曲げられ（ローレンツ力
と言う）、素子の左右端に、磁束密度に比例
した起電力が生じる。この測定から、磁極は
7.5mm間隔で約0.4テスラ（4,000ガウス）
の磁束密度がN/S交互になっていることがわ
かる（図６右下）。

こ の 永 久 磁 石 の 下 に は、1mm 以 下 の
ギャップを空けて固定子が配置されている。
固定子は、1つのE字型（3極）のヨーク（継
鉄）で、その中央極には黄色のテープで覆っ
たコイルが嵌め込まれている（図５右下）。

ヨ ー ク 部 は 0.5mm 厚 み の 電 磁 鋼 板
（0.3% Si-0.4% Al）の24 枚積層構造で、コ
イルは0.48mm径の銅線の70回巻きである。

モータ構造の模式図を図7に示す。コイル
に＋－逆の電気を流すたびにN極とS極が吸
引し合い、2枚の永久磁石（内刃支持軸）が
左右逆方向に動くことがわかる。

２）シェーバB
胴体上部にステンレス鋼板枠で囲まれたモー

タが配置されている。モータ周囲のカバー部に
は薄い軟質鋼板（0.35mm）が張り付けられて
いる。これは磁気シールドのためで、電磁気が

基板部に届かないようにするためである。
外枠は強度の高いステンレス鋼板SUS301

（17% Cr-6% Ni-2% Mn）の成形体で、底
部には永久磁石が配置されている（図８）。

永久磁石（1.4×6×18ｍｍ）は３極１枚で、
バックヨークは4.4mm高さで積層されたケ
イ素鋼板（2.6% Si-0.4% Al）である（図９）。
ガウスメータによる磁束密度の最大値は0.4
テスラで、シェーバAと同じである。

この外枠に２つのコイルバネで別の18-8ス
テンレス鋼板内枠（SUS304：19% Cr-8% Ni-
1% Mn）が繋がり、この内枠にヨーク（継鉄）
部が溶接されている（図10）。

ヨ ー ク 部 は 0.5mm 厚 み の ケ イ 素 鋼 板
（2.4% Si）を12枚積層したπ字型で、両端
（下部）は拡がり、ギャップを介して、前記の
永久磁石と対面している。コイルは0.48mm
径の銅線で、左右合わせて76巻きである。
シェーバAとほぼ同じ巻き数であるが、嵌め
込みでなくヨークに直接巻いてある点が異な
る。工程の単純化より、磁気回路を優先した
結果と思われる。

シェーバBでは、電気を流すとヨーク部が
左右に動き、その上の突起に連結した内刃が
動く仕組みである（図10）。バネの機構は大
変堅牢で、樹脂製であったシェーバAとは大
きく異なっている。

モータの駆動機構と材料

ここで2つのモータの機構と使用材料を再
整理してみよう（表１）。

磁気回路は異なるが、いずれも共振現象を
利用して、内刃を毎分1万回（166回／秒）
以上の高速往復運動を起こしている１）。最大
振幅は、シェーバAでは片側1.2mmとされ、
前報の外刃の穴径（0.45mm）2つ分と内刃
の間隔（1mm）に対応している。

共振駆動モータとは、毎回電気を流して可
動子を動かすのではなく、振り子のように、
一定の固有振動数で可動子を往復運動させ、
髯切断の負荷でエネルギーをロスすると、そ
のロス分の電力を補填し、振幅を維持する仕
組みである（図11）。この補填量が髯センサー

に相当すると思われる。
一方、使用材料の考え方は両シェーバでか

なり異なる。いずれもネオジム磁石の強い磁
力を活用しているが、シェーバAでは通常の
ネオジム磁石(Nd/Pr-Fe-B）、シェーバBで
は希少なDy（ジスプロシウム）を4%添加し
た耐熱（高保磁力）ネオジム磁石が使われて
いる。

またヨーク材料においても、シェーバAの
通常鋼板あるいは低ケイ素電磁鋼板使用に対
し、シェーバBでは高価な2-3%ケイ素鋼板
が使用されている。ケイ素の添加は電気抵抗
を上げるので、渦電流を減らし、発熱を抑制
するためと思われる。

まとめ

両シェーバで、刃の構造や機能はさほど変
わらないが、モータ部の構造や使用材料は大
きく異なっていた。

日本製の樹脂による軽量でシンプルな構造
に対し、ドイツ製はステンレス鋼板やケイ素
鋼板が使用され、強度的にも磁気的にも頑丈
な造りである。こうも、国によりモノ造りの
思想が違うのかと驚かされる。
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表１ モータの比較
シェーバＡ シェーバＢ

刃の往復数 約1.3万回/分 約1万回/分
モータ配置 首部 胴体部
可動子 永久磁石 ヨーク
永久磁石
・組成*

・めっき
・磁極数
・バックヨーク

ネオジム磁石
(24Nd-8Pr)-

Fe-B
Cu＋Ni：12＋6μm

4極、2枚
鋼板（1枚）

ネオジム磁石
(30Nd-4Dy)-
(Fe-3Co)-B
Ni：18μm
3極、1枚

ケイ素鋼板**
ヨーク（継鉄）
・組成*
・形状
・コイル

電磁鋼板**
0.3% Si-Fe

Ｅ字型（8.5g）
中央巻き（70回）

嵌め込み

ケイ素鋼板**
2.4% Si-Fe

π字型（5.1g）
両足巻き（38+38回）

直接巻き
機械振動系 樹脂 SUS鋼板＋コイルバネ
* ：組成はSEM/EDXによる半定量分析値
（mass%）

** ：0.5mm厚薄板の積層構造

図１ シェーバＡの分解

図2  シェーバＢの分解

図3 シェーバＡの制御基板

図4  シェーバＢの制御基板

図5 シェーバＡのモータ（首部）
上に永久磁石、下にヨーク（積層鋼板とコイル）が
対向している。

図6 シェーバＡの永久磁石と磁界測定
２枚の永久磁石は４極に分かれ、独立して動く。裏
は鋼板のバックヨーク。

図7 シェーバＡのモータ模式図
断面図で右側銅線に裏向きの電気を流すと、中央部
はN極になり、手前の永久磁石（内刃支持軸）は右に、
後ろの永久磁石は左に動く。

図8 シェーバＢのモータ（胴体上部）
ステンレス鋼板枠の中で、上にヨーク、下に永久磁
石が対向している。

図9 シェーバＢの永久磁石と磁界測定
永久磁石は1枚で３極に分かれ、裏は積層ケイ素鋼
板のバックヨーク。

図10 シェーバＢのモータ模式図
右図のように電気を流すと、ヨークと内刃支持軸が
右に動く。

図11 共振駆動とは
一定振動数で振動させ、振幅が減ると、電力を補
填し、振幅を維持する。
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