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あらまし 近年，無線電力伝送の実用化に向けた動向に注目が集まる一方で，無線電力伝送に伴う電磁界の人
体に与える影響について関心が寄せられている．しかしながら，無線電力伝送に対するドシメトリを行った例は
少なく，有効な計算手法が確立されているとは言いがたい．本論文では，10 MHz 帯無線電力伝送システムを対
象に，高速な人体ドシメトリ手法の提案と有効性の検討を行った．まず，full-wave 電磁界解析手法と準静的解
析手法を用いて円柱モデル内の誘導量の比較を行うことで，準静近似の有効性について検討した．また，生体に
対する電磁界解析に多重格子法を適用することにより，高速化を実現し，様々な暴露条件において人体モデル
内 SAR（Specific Absorption Rate：比吸収率）のばらつきについて検討した．まず，準静近似に基づく 2 段
階解析手法と full-wave 解析の結果を比較した結果，人体を模擬した円柱モデルの有無による磁界強度の差異は
4.8%，局所ピーク SAR の差異は最大で 7.8%であり，10 MHz 帯における準静近似の有効性を確認した．また，
準静近似に基づく 2 段階解析手法における連立一次方程式の反復解法として多重格子法を導入することにより，
反復解法として逐次加速緩和法を用いた場合に比べて 300 倍程度の高速化が可能であることが分かった．提案手
法を用いて解剖学的数値人体モデルに対する数値ドシメトリを行った結果，磁気結合コイルが人体胸部正面にあ
る場合に局所ピーク SAR は最大となることが分かった．更に，複数の人体モデルに対して局所ピーク SAR を
解析した結果，奇モードに対して最大で 102%，偶モードに対しては最大で 77%のばらつきが生じ，その要因は
人体モデルの断面積の差異によるものと推察された．
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1. ま え が き

波の生体影響は電力吸収に伴う熱作用が支配的とされ，

近年，無線電力伝送の実用化に向けた動向に注目が

Rate: SAR [W/kg]）が用いられる．更に，局所暴露

集まっている．無線電力伝送において使用が検討され

に対しては 10 g 平均 SAR が，全身暴露に対しては全

る周波数は複数挙げられるが，その一つとして MHz

身平均 SAR が用いられる．しかしながら，無線電力

帯が挙げられ，特に ISM（Industry Science Medical）

伝送システムについて，適合性を評価した例は多くは

その評価指標として比吸収率（Speciﬁc Absorption

帯である 13.56 MHz の利用が期待される．一方で，無

ない [2]〜[4]．具体的には，FDTD（Finite Diﬀerence

線電力伝送システムで伝送される電力は数 kW まで想

Time Domain）法を用いてドシメトリを行った例 [3]

定されており，従来の無線通信などで用いられている

や，準静近似に基づく 2 段階解析手法を用いてドシメ

電磁界強度に比べて大きい．そのため，無線電力伝送

トリを行った例が報告されている [3], [4]．ここで，準

システムからの電磁界により，人体内に誘導される電

静近似に基づく 2 段階解析手法とは，まず，何らかの

界あるいは吸収電力に関心が寄せられている．国際防

手法により自由空間中の磁界分布あるいはベクトルポ

護ガイドライン [1] によれば，本周波数帯における電

テンシャルを求める．この際，磁界分布は人体の存在
によりほとんど変化しないこと，また，電界による体
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して，準静的に体内誘導量の計算を行う手法である．
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しかしながら，FDTD 法は低周波数においてばく大
な計算時間がかかることや，準静近似に基づく 2 段階
解析手法についてもその有効性の検討は不十分であり，

10 MHz 帯磁気共鳴型無線電力伝送に対するドシメト
リにおける解析手法の確立が求められていた．筆者ら
は，準静近似に基づく 2 段階解析手法について有効性
を検討したものの [4]，不均一な磁界分布となる無線電
力伝送システムに対して解剖学的人体モデルを用いた
際には，解析における数値収束性は十分ではなく，精
度及び解析時間の点で難点があった．
本論文では，磁気共鳴型無線電力伝送に伴う電磁界
による体内誘導量評価を目的とし，まず，準静近似に
基づく 2 段階解析手法の有効性を検討する．具体的に
は，磁気共鳴型無線電力伝送システム [5] で用いられる
磁気結合コイル近傍に人体を模擬した均質円柱モデル
を配置し，人体の有無による電磁界分布の比較を行っ
た．また，円柱モデルにおける体内誘導量を full-wave
電磁界解析手法と準静近似に基づく 2 段階解析手法を
用いてそれぞれ解析し，局所 SAR の比較を行うこと
により，本論文で提案する準静近似に基づく 2 段階解
析手法の有効性について検討を行う．特に，体内誘導
量を解析するにあたり準静近似に基づく 2 段階解析
手法における連立一次方程式の反復解法として多重格
子法を導入する方法を提案する．開発した手法を用い
て数値人体モデルに対してドシメトリを行い，解析時

Fig. 1

図 1 数値人体モデルの概観
Overview of anatomically-based models.

間及び数値収束性について検討する．更に，磁気結合
コイルと数値人体モデルとの相対位置を変化させた場
合，様々な人体モデルを用いて，コイルとモデルの相

した日本人成人男女モデル（TARO，HANAKO）[7]，

対位置を変化させ，体内誘導量のばらつきについて検

英国放射線防護局（NRPB：National Radiological

討する．

Protection Board，現在 Health Protection Agency）

2. モデルと解析手法

開発による平均的な欧米人の数値モデルである

NORMAN [8] 及び NAOMI [9]，国際プロジェクト

2. 1 数値人体モデル

で開発された Virtual Family [10] と名づけられた数

基礎検討には，筋肉組織の電気定数を 2/3 倍した仮

値モデル群のうち，Duke，Ella，Thelonious を用い

想的な媒質である 2/3 筋肉組織で構成された均質円柱

ることとした．これらの数値人体モデルは，皮膚，筋

モデルを用いた．なお，人体における高含水組織と低

肉，脂肪，骨，脳，心臓，血管など数十種類の組織で

含水組織の割合がおおよそ 2 対 1 であり，また，前者

構成されている．また，Virtual Family では複数の解

の電気定数は後者のものに比べて十分大きい．そのた

像度が提供されているが，2 mm の分解能を用いるこ

め，高含水組織の代表例である筋肉組織の電気定数に

ととした．人体組織の電気定数は文献 [11] より引用し

2/3 を乗じた値がしばしば用いられており [6]，本論文

た．各数値人体モデルについて，図 1 にモデルの概観

でもその値を用いることとした．均質円柱モデルは，

を，表 1 にモデルの身長，体重を示す．

成人人体の寸法を考慮し，高さ及び半径を，それぞれ

2. 2 Full-wave 電磁界解析手法

1.7 m，0.14 m とした．

本論文では，電磁界解析手法として商用ソフトであ

解剖学的人体モデルには，情報通信研究機構が開発

る FEKO（EM Software & System-S.A. (Pty) Ltd，
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Table 1

表 1 数値人体モデルの諸元
Height and weight of anatomically based
models.

Fig. 2

⎛
Suite 6.1）を用いた．FEKO は，積分方程式に基づく
数値解析手法であり，コイルのような曲線を有する複

⎝

6

n=1

図 2 ボクセルの節点配置
Node arrangement of a voxel.

⎞
Sn⎠ϕ0 −

6


Sn ϕn = jω

n=1

6


(−1)n+1 Sn ln An

n=1

雑な構造を模擬することに適したモーメント法と，損

(1)

失性媒質モデルを扱う場合に有効である有限要素法を
組み合わせたソフトウェアである．

図 2 にボクセルの節点配置を示す．式 (1) は図 2 に

2. 3 準静近似に基づく解析手法

示す節点 0 を中心とした連立一次方程式であり，φ0 は

2. 3. 1 スカラポテンシャル有限差分法

節点 0 における電気スカラポテンシャル，φn は図 2

準静近似が有効とされる十数 MHz 以下の周波数帯

に示す節点 0 を中心とした各軸方向における六つの

において，電磁界暴露は，電界暴露と磁界暴露に分け

節点 n における電気スカラポテンシャル，An はボク

て考えることが可能となり，その解析は飛躍的に簡易

セルの辺 n に平行な外部磁気ベクトルポテンシャル，

となる．特に，磁界分布は人体の存在により変化しな

ln は辺 n の長さ，Sn は辺 n のコンダクタンス，ω は

いため，極低周波におけるドシメトリでは，この仮定

角周波数である．準静近似に基づく解析手法は，通常，

に基づき解析が行われている [12]．

連立一次方程式をベクトル量で表現しているため，唯

先の文献 [3], [4] で用いられた準静近似に基づく 2 段
階解析手法は，人体が存在しない場合におけるベク

一スカラ量で表現している SPFD 法は最も計算負荷
の小さい解析手法であることが知られている [13]．

トルポテンシャル若しくは電流分布を計算し，得られ

2. 3. 2 多重格子法

たベクトルポテンシャル分布を波源としてドシメトリ

式 (1) の連立一次方程式の代表的な反復解法とし

を行う手法である．本論文では，磁界結合コイルによ

て逐次加速緩和（SOR: Successive Over Relaxation）

り生じる磁界に対する体内誘導量を full-wave 電磁界

法，共役こう配法などがある．SOR 法は連立方程式

解析手法と準静近似に基づく 2 段階解析手法を用い

を解く際の計算を，常に同じサイズのグリッドを用い

て解析し，SAR の比較を行うことで更なる有効性を

て行っており，十分な精度を得るのには解析時間を要

検証する．本論文で用いる 2 段階の解析として，ま

していた．一方，多重格子法 [14] では，計算をサイズ

ず，モーメント法を用いて，磁界結合コイルにより自

の異なるいくつかのグリッドを用いて行うことで，誤

由空間中に発生する磁界分布の計算を行う．次に，ス

差を効率的に減衰させる手法である．なお，多重格子

カラポテンシャル有限差分（Scalar Potential Finite

法には，幾何多重格子法，代数多重格子法がある．こ

Diﬀerence: SPFD）法 [12] を用いて体内誘導量の計算

こで詳細は示さないが，本問題には前者の方が 10 倍

を行う．SPFD 法は生体などの計算対象をボクセルで

以上高速であった．ゆえに本論文で前者を多重格子法

モデル化し，導電率があるボクセルに含まれる全ての

と呼び，以降その説明に焦点を当てる．なお，人体の

節点について，電気スカラポテンシャルを未知変数と

ような不均質な媒質に多重格子法を適用した例は，筆

した以下の連立一次方程式を解く有限差分法である．

者らの予備的な検討例 [4] しかなかった．
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多重格子法 [14] では，まず細かいグリッドを用い

法を用い，各段階においての適用回数は 3 とした．ま

て SOR 法等の反復計算を数回程度行い近似解 uh を

た，より高精度，高速に数値解を求めるため，以下の

得る．

制限補間を行った．粗いグリッドの節点 n の残差 r2h

Ah uh = bh

は，節点 n を共有する細かいグリッドにおける 8 個

(2)

次に，得られた近似解 u

h

に対する残差 r

h

のボクセルに含まれる 27 個の節点の残差を重み付け

を計算

した値を用い，以下の式で計算した．

する．
h

h

h h

r =b −A u

r2h =

(3)

間）し，この残差 r

Ci rih

(6)

i=1

更に，残差 rh を一段階粗いグリッドに補間（制限補
2h

27


に関する残差方程式である式 (4)

に対して再び反復計算を行うことで，残差 r2h に対す
る誤差 e2h を計算する．

ここで，Ci ，rih はそれぞれ細かいグリッドにおける
節点の残差と重み付けの値である．Ci の値を図 3 に
示す．なお，延長補間としては，線形補間を用いるこ
ととした．

A2h e2h = r2h

3. 準静近似に基づく 2 段階解析手法の有

(4)

効性の検討

そして，残差方程式の解として得られた誤差 e2h を一
段階細かいグリッドに補間（延長補間）し，近似解 u

h

3. 1 暴 露 条 件

の補正を行う．

本論文で提案する準静近似に基づく 2 段階解析手

uh = uh + eh

法の有効性の検討を行うが，その際用いる磁気結合コ

(5)

イルの概観を図 4 に示す．送信側，受信側共に一つの

これらの操作を更に粗いグリッドを用いて行うことで，

ヘリカルコイルから構成されている [5]．送信側，受

計算にかかる時間を減少させる．

信側に設けたポートをそれぞれ port1，port2 として，

2. 3. 3 多重格子法の実装

port1 には 1 W の給電点を設け，port2 には 50 Ω の

本論文では，最も細かいグリッドサイズを 2 mm と

抵抗を装荷した．磁気結合コイルのパラメータは，文

し，4 mm，8 mm と 2 の累乗となるようにグリッドを

献 [5] に基づき決定したものである．与えられたパラ

粗くし，6 段階のグリッドを作成した．粗いグリッド

メータに対し，共振条件は 11.36 MHz，11.92 MHz と

におけるボクセルの導電率 σ 2h としては，そのボク

なる．ここで，これら二つの共振モードをそれぞれ奇

h

セルに含まれる 8 個のボクセルの導電率 σ の平均値
を用い，多重格子法における反復解法としては SOR

節点 n を中心とした場合の制限補間における重み
付け要素
Fig. 3 Weighting factors for the restriction operation
in terms of the node n.
図3

モード，偶モードとする．
伝送方向と均質円柱モデルの身長方向が平行の場合，

図4
Fig. 4

磁気結合コイルの概観 R = 300 mm，H = 200 mm，
D = 300 mm
Geometry of the coils (R = 300 mm, H = 200 mm,
D = 300 mm)
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図5

均質円柱モデルの身長方向が送受信コイルと (a) 平
行，(b) 垂直な場合の相対位置関係
Fig. 5 The exposure conditions of the coils and the
lossy dielectric cylinder when the transmission
direction and the height direction is (a) parallel and (b) vertical.
偶モードにおいて平面 z = 0 の (a) 円柱なし (b) 円
柱ありの場合の磁界．(c) 円柱なし (d) 円柱ありの
場合の電界分布
Fig. 6 Magnetic ﬁeld distributions (a) without and
(b) with the cylinder, and electric ﬁeld distributions (c) without and (d) with the cylinder
for the even mode on the z = 0 plane.
図6

垂直の場合の暴露条件をそれぞれ図 5 (a)，(b) に示す．
二つのコイルを水平方向に配置し，コイル前方 1 cm
の位置にモデルを配置した．ここで，図 5 (a) におけ
るモデルの配置はコイルにおける二つのポートと人体
が最も近接しており，コイルの入力インピーダンスの
変化が最大となる場合を想定している．また，図 5 (b)

図 6 (a)，(b) より，均質円柱モデルの有無によらず磁

はより現実に即した最悪の暴露条件を示す．ここで，

界分布はコイルの中央付近では磁界強度が弱く，コイ

筆者らは，均質円柱モデルの存在の有無による入力イ

ルの外側では磁界強度が強くなる傾向を示しているこ

ンピーダンス，共振周波数の変化について検討を行っ

とが確認できる．また，均質円柱モデルにおける磁界

ている [4]．その結果，均質円柱モデルを配置したこと

の最大値で規格化した場合の差異は，最大で 4.9%と

により，共振周波数が変化すること，また，キャパシ

なった．一方，図 6 (c)，(d) より，電界分布は円柱モ

タンスを装荷し，インピーダンス整合をとることで，

デルが存在することで円柱モデル付近において分布が

伝送効率が改善したことを報告した．そこで，本論文

乱れていることが確認できる．これは，誘導電界が外

ではより安全側の結果を与える暴露条件を考え，キャ

部電界に比べはるかに小さいこと，つまり，人体が導

パシタンスの装荷により，整合が取れていることを想

体と同様に振る舞うことを示唆するものである．した

定することとした．

がって，本解析周波数においては準静近似が有効であ

なお，10 MHz 帯において均質円柱モデルの 2/3 筋

り，準静的解析における波源には，損失性誘電体の存

肉組織の比誘電率と導電率は，それぞれ 103，0.41 S/m

在を考慮しない場合の磁界分布を用いることで十分で

である．また，SPFD 法におけるセルサイズは数値人

あるといえる．得られた知見をもとに，二つのモード

体モデルの解像度と合致するように 2 mm とした．

に対して full-wave 電磁界解析手法と準静近似に基づ

3. 2 均質円柱モデルを用いた体内誘導量解析

く 2 段階解析手法を用いてそれぞれ体内誘導量解析

本論文で提案する準静近似に基づく 2 段階解析手

を行い，局所ピーク SAR の比較を行った．なお， [4]

法の有効性を検討するために，図 5 (a) の暴露条件に

においても簡易な比較検討は行っているものの単精

おいて均質円柱モデルの有無による磁界分布の比較を

度，数値収束性については 10−4 に設定していた．詳

行った．図 6 に偶モード対する，送受信コイルの中央

細は次節で議論するが，本論文では，準静近似に基づ

断面における磁界分布と電界分布の水平断面図を示す．

く 2 段階解析手法における連立一次方程式の反復解法
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として多重格子法を導入し，数値収束性を担保した上
で，準静近似に基づく 2 段階解析手法の有効性の検討
を行った．その結果，伝送方向とモデルの身長方向が
平行の場合（図 5 (a)），奇モードにおいて full-wave
電磁界解析，準静近似に基づく 2 段階解析手法によ
り求めた局所ピーク SAR はそれぞれ 3.14 mW/kg，

2.97 mW/kg となり，full-wave 電磁界解析と準静的
解析の差異は 5.4%程度であった．また，偶モードに
おいて局所ピーク SAR は，それぞれ，4.37 mW/kg，

4.03 mW/kg となり，差異は 7.8%程度であり，相違
の主な要因として電界の影響が考えられる．また，よ
り現実的な配置として伝送方向とモデルの身長方向が
垂直の場合（図 5 (b)）について二つの手法により求
めた局所ピーク SAR の差異は，奇モード，偶モード
ともに 3%程度となり，モデルを平行に配置した場合
（図 5 (a)）と比べ差異は小さい値となった．なお，本
論文では詳細は示さないが，他の暴露状況と比べて，

図 7 (a) 数値人体モデルを水平に移動させる場合 (b) コ
イルを垂直方向に移動させる場合の相対位置関係
Fig. 7 Exposure conditions when (a) the position of
human model is varied laterally and (b) the
height of the coils is varied.

図 5 (a) の条件が最も差異が大きかった．上記 SAR 値
の差異は，数値解析の国際数値比較検討あるいは測定
の不確定性とされる 30%に比べて十分小さい値であ
る [15]．また，人体とコイルの距離が離れるにつれて
この値は減少する傾向となったことを付記する．これ
らの結果から，10 MHz 帯において準静近似に基づく

2 段階解析手法が有効であることが確認できた．

4. 解剖学的数値人体モデルを用いた体内
誘導量解析
4. 1 暴 露 条 件

Fig. 8

図 8 数値解の収束結果
Convergence results for numerical solution.

磁気結合コイル近傍に数値人体モデルを配置した場
合の体内誘導電磁界を解析し，特に局所 SAR のばら

値人体モデルの解像度と合致するように 2 mm とした．

つきについて検討する．コイルに対して人体モデルを

4. 2 多重格子法を適用した人体数値ドシメトリ

水平方向に動かす場合，人体モデルに対してコイルを

準静近似に基づく 2 段階解析手法における連立一次

垂直方向に動かす場合の暴露条件をそれぞれ図 7 (a)，

方程式の反復解法として多重格子法を導入した場合と

(b) に示す．二つのコイルは水平方向に同一の高さで

しない場合の解析時間の差異についての検討を行う．

配置され，更に人体モデルはコイル前方に配置するこ

日本人成人男性モデルを用い，モデルの位置は図 7 (a)

ととした．ここで，人体モデルはコイルの伝送方向と

における C に，コイルの高さは図 7 (b) の D とし解

モデルの身長方向が垂直となるように配置することと

析を行った．図 8 に行列計算手法として SOR 法のみ

した（円柱モデルの場合の図 5 (b) に対応）．モデルを

を用いた場合と多重格子法を用いた場合の数値解の収

水平方向に動かす場合には図 7 (a) に示す A から I の

束結果を示す．多重格子法では，6 段のグリッドを用

9 箇所に日本人成人男性モデルを配置し，コイルを垂

いた．図 8 より，多重格子法を用いた場合の数値解の

直方向に動かす場合には図 7 (b) に示す A から H の

収束は SOR 法のみを用いた場合に比べ短い時間で収

8 箇所にコイルを配置し解析を行う．なお，コイルと人

束していることが分かる．一例として，反復法の収束

体モデルまでの距離を 50 mm とし，コイルからの送信

判定値として 1.0 × 10−6 を選んだ場合，SOR 法のみ

電力は 1 W とした．SPFD 法におけるセルサイズは数

を用いた場合と，多重格子法を導入した場合の計算時
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図9

数値人体モデルを水平方向に移動させた場合の 10 g
平均 SAR のピーク値
Fig. 9 Peak 10 g averaged SAR in anatomicallybased model when the position of human
model is varied laterally.

図 10

磁気結合コイルを垂直方向に移動させた場合の 10 g
平均 SAR のピーク値
Fig. 10 Peak 10 g averaged SAR in anatomicallybased model when the height of the coils is
varied longitudinally.

間は，21844 秒と 72.5 秒となり，SPFD 法における
行列計算法として SOR 法を用いた場合に比べて，多
重格子法を実装することで計算速度が 300 倍に向上す
ることを確認した．したがって，モーメント法などに
より，一度磁界分布を計算すれば，多重格子法を導入
した SPFD 法により，高速にドシメトリが可能であ
るといえる．なお，2 mm の均一グリッドを用いて本
研究グループが開発した FDTD 法 [16] で解析したと
仮定した場合，概算で 55 時間程度要するが，実際に
はコイルの曲線のモデル化において曲線を連続的に模
擬することが難しく，結果的に共振周波数を合致させ
て計算するにはより細かいセルサイズを用いる，ある
いはサブグリッド法 [17] など計算を工夫する必要があ
り，より多くの計算資源が必要となることを付記する．

4. 3 数値人体モデルを用いた体内誘導量解析

図 11 各モデルにおける 10 g 平均 SAR のピーク値
Fig. 11 Peak 10 g averaged SAR in various anatomically
based human models.

図 9 に日本人成人男性モデルを水平方向に移動させ
た場合の，図 10 にコイルを垂直方向に移動させた場合

になったと考える．なお，SAR の傾向がモードによ

の 10 g 平均 SAR のピーク値の計算結果を示す．図 9

り異なるのは，磁界分布の相違のために局所 SAR の

より，送受信コイル正面 C 及び G 付近の局所ピーク

最大値が出現する場所が異なり，人体の不均質性のた

SAR は，他の位置に比べ大きいことが分かる．これ

めにその位置での導電率が異なることが挙げられる．

は，コイルを構成する導線付近において磁界が大きい

最後に，最悪の暴露条件である人体胸部とコイル

ため，それに伴い SAR が大きくなったと考える．ま

の距離を 50 mm とした場合に複数のモデルにおいて

た，図 10 より，胸部正面 D 付近の局所 SAR が最も

SAR を解析した結果を図 11 に示す．図 11 より，全

大きいことが確認できる．なお，奇モードの局所 SAR

ての人体モデルに対して，奇モードに比べ偶モードの

は胸部正面 D から E にかけてほぼ同じ値であること

局所ピーク SAR が大きくなっていることが分かる．

を確認している．これは，各位置において，磁束がモ

奇モードを基準とし，

デルを通過する断面積の大きさが異なるため，磁束に
対して実効的な断面積が大きい D 付近で SAR が最大
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(7)
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を用いてモードによる差異を計算すると，モード間の

SAR のばらつきは主に磁束がモデルを通過する断面

差異は最大で 72.5%となった．これは，奇モードでは

積の大きさの差異によるものであることが推察された．

送受信コイルに同じ向きの電流，偶モードでは逆向き

以上のことより，実際の無線電力伝送システムに対

の電流が流れることにより，奇モードに比べ偶モード

するドシメトリでは，人体モデルに対して実効的に磁

では磁気結合コイル外側での電気力線が多いため結合

束が通過する断面積の大きさが大きくなる位置を推定

が強く [5]，結果として磁界強度が強いため SAR が大

することが重要となる．提案した解析手法による解析

きくなったと考える．また，成人モデルではほぼ同じ

時間は，成人モデルに対して 1 分程度である．複数の

SAR が得られたことが確認できる一方，子供モデルに

暴露状況を想定し，検討しても，この解析時間は磁界

おける SAR は成人に比べて小さく，成人モデルの局

分布の計測に比べて十分短いものである．

所ピーク SAR は，奇モードにおいては最大で 102%，
偶モードにおいては最大で 72%大きくなった．これ
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は，先にも述べたとおり，各人体モデルの断面積の大
きさの差異に起因するものと考える．
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