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まえがき

コンピュータの進歩とともに有限要素法などに代表され

る数値解析法も進歩を続け，近年では製品の開発設計には

なくてはならないものとなっている。

富士電機の工業電熱製品の開発・設計においても，電磁

界，熱・構造，流体など種々の現象をコンピュータを使っ

た数値解析を用いて製品仕様の決定，構造の最適化や開発

のスピードアップを図っている。

本稿では，工業電熱製品に適用した解析方法とその適用

例について概要を述べる。

解析手法

本稿で述べる解析に用いた手法と適用例を表１に示す。

２.１ 磁界解析

工業電熱製品は，電気を熱や駆動力に変換して利用して

いる。したがって，製品の設計時にはまず電磁気現象を把

握することが重要である。この現象を数値解析で明らかに

する手法として，有限要素法と電気ベクトルポテンシャル

法をモデルに応じて使い分けている。

工業電熱製品に使用される周波数は，数Hz～数百 kHz

である。周波数が高くなるにつれて浸透深さが小さくなる

が，十分な解析精度を得るためにはこの範囲を密に分割す

る必要がある。ところがこうした分割は，解析対象領域が

浸透深さに比べて大きい場合に分割数（計算時間）の増大

や要素形状のひずみ（収束性の悪化）の原因となり，解析

を実用的でないものとする。このような場合は，導体内部

の分割が不要なカレントシート近似（表面インピーダンス

法
（1）

）を適用し，少ないメモリと計算時間で高精度な解析を

実施した。さらに，モデルが強磁性体を含まない場合には，

導体の表面のみ要素分割すればよい電気ベクトルポテン

シャル法が適用できる
（2）（3）

。

２.２ 熱・流体解析

製品の均一加熱状況や構造物の局部加熱，炉内の溶湯の

かくはんや温度分布などは製品の品質や操業の安全性にか

かわるため，磁界，温度，流体の流れなどを数値解析で求

めながら設計を行っている。

熱または流体現象を解析する際には，磁界解析で求めた

発生損失や電磁力を入力データとして用いる。このとき，

おのおののソフトウェア間で要素の形状が異なるので，デー

タ変換プログラムを開発した。

溶湯の液面形状などの自由表面を解析する場合には，表

面の形状変化に応じて磁束分布も変化するので，磁界解析

と自由表面解析を繰り返し，形状が収束するまで行う。

数値解析適用例

３.１ 誘導炉の電磁力による溶湯のかくはん

誘導炉には大きく分けて，るつぼ形誘導炉と溝形誘導炉

の 2種類がある（図１）。近年，金属材料分野では生産材

料の高品質化が求められており，溶解時の溶湯には均質性

や均温性が要求される。そのため，溶湯の湯運動を把握す

ることが重要である。富士電機では，誘導炉の湯運動を数

値解析で求める技術を開発し，有効に活用している。以下

に溶湯の流れ解析例を紹介する。

るつぼ形誘導炉

一般にるつぼ形誘導炉において，溶湯は電磁力によって

上下で反対方向に流れを生じる。このかくはんは溶湯の均

（1）
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表１　代表的な解析手法と実機適用例

有限要素法
（表面インピーダンス法）
電気ベクトルポテンシャル法

磁 界

有限要素法熱

有限体積法流 れ

VOF（Volume of Fraction）
法自由表面

手　法対象場

™誘導加熱における発生損失
™電磁かくはん
™浮揚溶解渦電流

™加熱シミュレーション
™冷却設備の設計検討

™誘導炉溶湯のかくはん
™水冷るつぼの冷却

™誘導炉溶湯の湯面状況
™溶湯の浮揚と出湯状況

適用例
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温化や均一化などに重要であり，製品の高品質化につなが

る。したがって，局所的な渦やよどみを発生させない構造

設計が重要である。

ここでは，磁界解析で求めた電磁力分布を用いて，誘導

炉内の溶湯のかくはん状況を解析した結果を紹介する。図

２ に高周波誘導炉の溶湯の自由表面と磁束分布を示す。

溶湯側面に働く電磁力によって湯面が盛り上がる現象をよ

く表している。この湯面形状を境界条件として溶湯の流れ

解析を行う。図２ に溶湯の流れ分布（流線）を示す。溶

湯はこの線に沿って流れ，線の間隔が狭いほど流速が速い

ことを表している。このように数値解析を用いることによ

り，溶湯の流れ分布を視覚的に評価でき，かくはん現象を

考慮しながらコイル位置やるつぼの形状，電気仕様などの

検討を行うことができる。

溝形誘導炉

溝形炉はバス部（湯室）とインダクタ（加熱部）から構

成され，インダクタの溝内には溶湯で満たされた 1ターン，

すなわち二次コイルが形成され，ここに電流が流れ加熱さ

れる。

インダクタ部は，溶湯に電磁かくはん力（一方向の湯の

流れ）を与えるために溝の形状を非対称にしている。この

構造を検討する際に，溶湯の流れ解析を用いている。図３

は流れ解析用の要素分割と磁界解析で求めた溝内の溶湯

に働く電磁力分布を示す。この電磁力分布を入力データと

して流動解析を行うと，図３ のように溝内の溶湯の流れ

分布を明らかにできる。

３.２ ヒータの加熱解析

ビレットヒータの均一加熱

ビレット材の鍛造や押出成形の直前加熱用に誘導加熱ビ

レットヒータが多く用いられている。生産される製品は経

済性と品質が重視されるので，ヒータの設計においては特

にコイルの高効率性と均一加熱できる能力が要求される。

加熱中のビレット材は表面エッジ部の温度が最も高く，

中心部にいくにつれて低くなるが，この温度差を小さくす

ることが重要な技術となる。富士電機では，熱解析で温度

分布を確認しながらコイルの粗密巻き構造を最適化するこ

とにより，加熱むらが従来よりも10％少ないコイルの開発

を行った。

図４はアルミニウムビレットヒータ（直径 203mm）の
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図３　インダクタ溝部の溶湯流動解析
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図２　るつぼ形誘導炉の電磁かくはん解析例
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図１　誘導炉の種類と構造
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解析例である。図４ は周波数60Hz の電流を通じたとき

の磁束分布を，図４ はワーク損失 223 kWで 165 秒加熱

後の温度分布を示す。熱解析では，磁界解析の発生損失分

布を入力データとして用いた有限要素法で解析した。

鋼板圧延過程のエッジ加熱

鋼板の圧延工程において，板の端部の温度低下を防ぐた

めに，端部加熱装置（エッジヒータ）が用いられる。板の

温度が低下すると，圧延ロールの寿命低下や圧延不良の原

因となるため，加熱分布を考慮した構造設計が重要である。

鋼板中の発熱分布は有限要素法を用いた磁界解析で求め

ている。図５にステンレス鋼板のエッジヒータ（トランス

バース加熱方式）の磁界解析の例を示す。

３.３ 渦巻スターラの開発

渦巻スターラとは，アルミニウム缶材（主にチップ材）

のようなかさ比重の小さいものを歩留りよく溶解させるた

めに，リニアモータの技術を応用した電磁式渦巻発生装置

である。本装置は反射炉の側面に取り付け，それぞれを連

通管で接続し，渦の回転力により溶湯を循環させることを

特長としている。本装置の開発では，電磁界解析によりス

ターラの発生する磁界や溶湯に働く電磁力を求め，その結

果を用いた熱・流れ解析から，渦室および反射炉内の溶湯

の流れと温度分布を求めた。これらの解析結果を基に，コ

イル，渦室，連通管の形状，渦巻スターラの反射炉への取

付け位置などを検討した
（4）

。

図６に渦室と連通管の溶湯の流れ分布を示す。矢印は溶

湯の流れの向きと速さを表す（詳細は本特集号の別稿「ア

ルミニウム缶リサイクル用ハイブリッド溶解システム」を

参照いただきたい）。

３.４ 浮揚溶解装置（CCLM）の開発

CCLM（Cold Crucible Levitation Melting）とは，水冷

銅るつぼを用いて金属をるつぼ内で浮かしながら溶解する

方法である。本装置の設計においては，①溶融金属を安定

に浮揚させること，②るつぼを十分に冷却すること，が重

要である。

浮揚条件の決定

浮揚力は，溶湯に生じた渦電流とるつぼに生じた渦電流

との反発力およびコイルの励磁電流との反発力によって生

じる。この反発力はるつぼやコイルの形状によって大きく

変わるので，磁界解析を用いて溶湯に加わる電磁力を評価

しながら構造の最適化を行い，完全浮揚条件を求めた
（5）

。

CCLMの解析モデルは，銅製のるつぼ，コイルおよび

溶湯で構成されるため強磁性体を含まない。したがって，

三次元磁界解析では電気ベクトルポテンシャル法を使用し

た。図７に，るつぼに流れる渦電流分布（等電気ベクトル

ポテンシャル線）を示す。図７の ， はそれぞれ上コイ

ルおよび下コイルに通電した場合である。図中の線に沿っ

て渦電流は流れ，間隔が密なほど電流密度が大きいことを

示す。

上記の浮揚の検討の妥当性と，溶解後に底穴から溶湯を

出湯させる条件を検討するために，自動分割機能を有する

有限要素法を用いた磁界解析と，VOF（Volume of Frac-

（b）（a）

（1）

（2）

（b）

（a）
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図６　渦巻スターラの溶湯流れ分布
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図５　ステンレス鋼板エッジヒータの磁束分布解析例
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図４　アルミニウムビレットヒータの温度解析例
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tion）法を組み合わせて溶湯の自由表面解析を行った
（6）

。解

析結果（図８）のように，溶湯の完全浮揚および底穴から

の出湯条件を導いた。

冷却能力の評価

CCLMの大容量化は，数十 kgの浮揚力を発生させるた

めのコイル設計とるつぼに発生する渦電流損失をいかに効

率よく冷却するかが設計上の最も重要な課題の一つであっ

た。

冷却検討では で求めた渦電流分布から発生損失（ジュー

ル熱）分布を計算し，それを発熱源として熱解析を行った。

さらに，冷却が難しいるつぼ底穴部では冷却能力を稼ぐた

めの水路形状を冷却水の流れと温度を連成して解析した。

図９に，水路形状とるつぼ底穴付近の流れ分布（矢印），表

面の温度分布（等温線）を示す。このようにして，最も局

部加熱が少なくなるような冷却構造を検討した
（7）

。

以上の解析技術を駆使し，富士電機は鉄50 kg 相当の金

属を浮揚溶解し，底穴から出湯できる装置を開発した。

あとがき

工業電熱製品の設計および開発時に使用している数値解

析手法とその適用例の一部について述べた。これらの例を

みても分かるように，数値解析を用いて磁界や熱，流れな

どの現象を可視的かつ定量的に把握することにより，製品

の構造・仕様の最適化や試作試験にかかる時間と費用の削

減ができる。

今後，コンピュータはもちろん，解析手法やマンマシン

インタフェースも進化を続け，数値解析を用いた製品開発

や設計はますます身近でかつ重要になると思われる。

今後は，非線形性などの物理現象を取り入れ，解析技術

の高度化を図っていく考えである。
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