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まえがき

科学技術計算は科学技術の発展，産業競争力の強化に重

要な技術となり，さまざまな分野で目覚ましい発展を遂げ，

開発期間の短縮，コストダウン，性能向上などの製品の開

発に不可欠になっている。そのためにも従来にも増して詳

細な解析が要求され，大規模化・高速化が望まれてきてい

る。CPUの性能は 2 年で 2 ～ 4 倍の高速化が図られてき

ているが，複数の CPUを同時に使用して計算する並列計

算により，さらに飛躍的な高速化が実現できる。今回，並

列計算による電磁界解析ソフトウェアを開発し，これを用

いて変圧器の電磁界解析を実行した例を示す。

はじめに今回開発に参加した並列電磁界解析プログラム

「ADVENTURE Project」について説明し，次にプログラ

ム中で用いられている定式化，領域分割法について説明す

る。最後に解析対象である三相変圧器およびそのモデル化

方針，解析結果，考察を述べる。

解析結果は，渦電流の大きい箇所と測定結果の温度が高

い箇所が一致している。また対象全体を解析することに

よって，一部のみを解析した結果では見えなかった部分の

挙動が観察できることから，大規模電磁界解析が変圧器の

製品設計，開発に有用であることを示す。

ADVENTURE_Magnetic
，

本論文で使用した解析ソフトウェア「ADVENTURE_

Magnetic」は，日本学術振興会未来開拓推進事業の一つ

である設計用大規模計算力学システム開発プロジェクト

「ADVENTURE Project」にて開発された，有限要素法に

よる，階層型領域分割法を用いた並列電磁界解析モジュー

ルである。非線形静磁場解析および渦電流解析の機能を持

ち，並列計算サーバ，PCクラスタのいずれでも使用可能

であり，また現在でも機能強化が行われている。

非線形静磁場問題
～

多面体領域Ωを考え，その境界を∂Ω，境界上の外向き

単位法線を nとする（図１）。境界∂Ωは互いに重なりの

ない二つの境界ΓEおよびΓNから成るとする。また，Ω

は重なりのない二つの領域ΩaとΩbとに分かれるものと

する。ここで，Ωbは磁性体，Ωaはそれ以外の領域とす

る強制電流密度 J（A/m2）を与え，磁気ベクトルポテン

シャル A（Wb/m）を求める以下の三次元静磁場問題を考

える。

rot（νrotA）＝ J inΩ

divA＝ 0 inΩ

A× n＝ 0 on ΓE…（＊）

（νrotA）× n＝ 0 on ΓN

A・n＝ 0 on ΓN

ここで，ν（m/H）は磁気抵抗率で，Ωa内では一定値，

Ωb内では rotAの関数となる。また，Jは強制電流密度で

下式を満たす。

div J＝ 0 inΩ

J・n＝ 0 on ΓN

（＊）を弱形式化して四面体に有限要素分割し，電流密

度の補正を行い，反復法を適用することで解を得る。
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図１　非線形静磁場解析領域の概念
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渦電流問題
～

渦電流問題の定式化について述べる。多面体領域Ωを考

えその境界を∂Ωとする（図２）。Ωを導体領域 R（これも

Ωに含まれる多面体領域とする）および不導体領域 Sに

分け，その境界をΓとする。境界の外向き単位法線ベクト

ルを nとする。強制電流密度 J（A/m2）を与え，磁気ベク

トルポテンシャル A（Wb/m）を求める以下の三次元渦電

流問題を考える。

rot（νrotA）－ iωσA＝ J inΩ

divA＝ 0 inS

A× n＝ 0 on∂Ω

ここで，σ（S/m）は導電率で，領域 Rにおいては正の

定数，領域 Sにおいては 0とする。また，ω（rad/s）は

角速度，iは虚数単位である。Jは下式を満たす。

divJ＝ 0 inΩ

以降は 章と同様である。

領域分割法

領域分割法とは，解析対象となる領域を幾つかの部分領

域に分割し，各部分領域ごとに解析を行うことで全体領域

の解を求める手法である。この手法は各部分領域における

有限要素法解析を一つの単位として，しかもすべての部分

領域を独立して並列に実行できるので並列計算に適してい

る。

反復型領域分割法に対し，大規模計算を行うために階層

型領域分割法を用いて並列化を行う。

階層型領域分割法（HDDM）では，まず，全体領域を

幾つかの部分（Part）に分割し，さらに各部分を幾つかの

領域（Subdomain）に分割するといった 2 段階の階層型の

領域分割を行う。その概念図を図３に示す。

Part 単位のデータは同数個の Parentと呼ばれるプロ

セッサに分配され，メモリ上に記憶する。Childは部分領

域のデータを Parentから受け取り，その結果を返す。

Parentは計算全体を統括する Grand Parentと協力しなが

ら，Childとの部分領域データの送受信，および内部境界

上の境界条件の更新を行う。この一連の計算を反復法が収

束するまで繰り返す。以上のデータの流れの様子を図４に

示す。

変圧器の三次元電磁界解析

６.１ 解析モデル

変圧器は大容量・高機能製品が開発されてきているが，

同時に高信頼性，小型化，コストダウン，簡素化，合理化，

周囲環境との調和なども求められている。大容量化かつ小

型化への要求を満たす製品をつくるには，設計段階におい

て巻線からの漏れ磁束やタンク壁，その他構造物に発生す

る渦電流分布を電磁界解析により把握することは重要であ

る。渦電流がもたらす局部過熱を防ぐために，解析の結果

から必要に応じて構造物の形状や配置を変更する，あるい

はタンク内側に磁気シールドを設けるなどの対策を施すこ

とにより，信頼性を損なうことなく要求仕様に合致した製

品づくりを達成できる。このため，これらの要求に応える

には従来の二次元解析では対応しきれず，三次元電磁界解

析技術が不可欠になりつつある。これまでの三次元電磁界

解析の例としては，三相変圧器全体のうち 1/6 領域のみに

A・n ds ＝0Γ

（10）（6）
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図２　渦電流解析領域の概念
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図３　階層型領域分割の概念
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図４　HDDMのデータフロー
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限定した 1 相分のモデ
， ，

ル，および 3 相全体を対象としてい

るが対称形状とみなして 1/4 領域のみモデル化したものな

どがある。以下では三相変圧器全体を対象にして大規模三

次元電磁界解析を行った結果を紹介する。

図５に今回の解析対象である三相変圧器の概略図を示す。

鉄製のタンク内に 3 相分のコイルが巻かれた鉄心が設置さ

れている。表１にコイル各相の電流を示す。これは定格運

転時の値である。電流の絶対値は各相で等しいが，おのお

の 120°ずつ位相が異なっている。表中の値の正負は電流

の流れる方向の違いを示す。各相はそれぞれ流れる電流の

大きさおよび方向の違う三重の巻線から成り，これらの電

流の総和は各相において 0Aである。周波数は 50Hzとす

る。表２に各部の比透磁率および導電率を示す。鉄心の比

透磁率は，非線形静磁場解析時はＢ-Ｈ曲線のデータを，

渦電流解析時は表２に示す値を用いる。鉄心は渦電流が流

れないものとする。タンク内壁には，巻線からの漏れ磁束

がタンク壁に侵入し局部過熱させるのを防ぐための磁気

シールドが張られている。シールドも絶縁体とする。タン

ク壁は渦電流が流れる磁性体で，高さは 3,845mm，厚さ

は約 15mmである。タンク内には鉱油が満たされており，

その透磁率は４π× 10－7 H/mである。

モデルの要素数および複素自由度数は，それぞれ 414,128

および 499,110である。図６に全体モデルのメッシュを示

す。左下がタンクのメッシュ分割，右上はタンク内の鉄心，

巻線などのメッシュ分割で，すべて四面体で分割している。

また図７に領域分割を示す。今回の計算では Part 数は 2，

Subdomain 数は 1,000である。また，Child 数は４である。

境界条件として解析領域外面となるタンク壁外面の全面

に A×n＝0を与える。非線形静磁場解析における磁気ベ

クトルポテンシャルの初期値は 0として，鉄心部の磁気抵

抗率は初期値として 759m/Hを用い，ν-B三次曲線を用

いて算出する。使用コンピュータは COMPAQ Alpha

Server ES40 667MHzである。

６.２ 解析結果

非線形静磁場解析の反復回数は 15 回，計算時間は約 2.5

日である。図８は非線形静磁場解析の磁束密度ベクトルで

ある。磁束密度の最大値は 1.16 Tである。

図９～図 は渦電流解析結果に関するものである。図９

に残差ノルムの履歴グラフを示す。反復回数は 3,531 回，

計算時間は約 1.5 日である。図 に磁束密度ベクトルを示

す。磁束密度の最大値は 1.14 Tである。

磁束密度分布を示した図 において，縦に配置されてい１０

１０

１１
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214（12）

富士時報 Vol.76 No.4 2003

表１　コイル各相の電流値（×103AT） 

内側 

 

外側 

U相 

－159.3＋0.0  

－303.6＋0.0  

462.9＋0.0 

i

i

i

V相 

79.7－138.0  

151.8－262.9  

－231.5＋400.9 

i

i

i

W相 

79.7＋138.0  

151.8＋262.9  

－231.5－400.9 

i

i

i

表２　物性値 

タンク 

シールド，鉄心 

コイル，空気 

600 

10,000 

1

6.67×106 

0.0 

0.0

比透磁率 導電率（S/m） 

コイル 

鉄心（主脚） 

シールド 

鉄心（継鉄） 

図５　三相変圧器の概要（鳥観図）

図６　メッシュ分割

図７　領域分割
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る右側の鉄心（主脚）と横に配置された鉄心（継鉄）の中

の磁束密度ベクトルに注目してみると，主脚から継鉄ある

いは継鉄から主脚へ連続して磁束が通っているように見え

るが，各相別のコイル電流の総和は 0としているため，こ

のような磁束は存在しないはずである。これは，他相の巻

線で発生する磁束が加算されたためで，単相のみの場合は

このような磁束は出ないと推測する。これを確認するため

に行った，U相，V相，W相のみに電流を流した場合の

渦電流解析結果を図 に示す。右からＵ相のみ通電時のＵ

相部分，Ｖ相のみ通電時のＶ相部分，Ｗ相のみ通電時のＷ

相部分である。Ｕ相，Ｗ相の主脚部で分かるように，単相

のみ通電した場合には主脚部と継鉄部との両方を連続して

通る磁束はない。また，図 の中央の V相１相のみの場

合はコイルが巻かれた主脚部分に，他の部分からの磁束と

同じ方向の磁束が発生しているが，その大きさは他の部分

より小さく，また図の上側継鉄からの磁束が主脚部分に入

るところで左右に分かれている。これらから主脚と継鉄両

方を連続して通る磁束はないことが分かる。

図 の右端部分では外部へ向かう磁束密度ベクトルは

シールドに向かって湾曲しており，磁束がタンク壁に侵入

するのを防いでいることが分かる。

図 に渦電流の流れを示す。本図は渦電流の解析結果を

基に，主要な流線のみを表記したものである。この図から，

渦電流はシールドを避けるようにその縁に沿って流れる様

子が分かる。

ここで本解析結果を基に，渦電流による変圧器タンクの

発熱についての検討を行う。図中の丸で囲った箇所はタン

クの角部でシールドの切れ目があるが，ここで比較的大き

な渦電流が起きている。この箇所は実器を対象とした計測

結果でも鉄損（渦電流損）によるものと思われる発熱が生

じており，このことから本解析結果は実現象をよく再現し

ているものといえる。

このように対称性がない形状の変圧器全体をそのままモ

デル化して解析できるようになると，複雑な渦電流の分布

も正確に求められる。局部過熱対策には渦電流のルートを

（8）
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図８　磁束密度ベクトル（非線形静磁場解析）

102 

10 

1 

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 

10-1 

残
差
 

反復回数 

図９　反復計算の残差ノルム履歴（渦電流解析）

鉄心（主脚） 

鉄心（継鉄） 

シールド 

図１０　磁束密度ベクトル（渦電流解析・実部）

図１１　渦電流分布・実部

図１２　磁束密度ベクトル・実部（1相のみに電流を流した場合）
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把握し，その流れを変更させて渦電流密度を下げることが

大切であるが，この電磁界解析により，今後はそれらの対

策が立てやすくなる。

まとめ

渦電流解析結果は，渦電流の大きい箇所が測定温度の高

い箇所とよく一致していることからも，妥当といえる。本

解析が実行できたことで，大規模かつ詳細なモデルでの電

磁界解析の日常業務レベルでの実行が可能となった。また，

解析対象全体を三次元モデル化することによって，二次元

または三次元の部分的なモデル化では省略されていた形状

の非対称性や位相のずれた 3 相のコイルによる渦電流や磁

場への影響を求めることができた。以上のことから，大規

模並列電磁界解析が変圧器をはじめとするさまざまな製品

の設計，開発に有用であることが分かり，今後も多種・多

方面にわたる解析への適用を予定している。

なお，本解析および本解析に使用したプログラムは，九

州大学工学研究院知能機械システム部門計算力学研究室と

の共同研究によるものである。
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