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要　　旨

差分法に基づいた有限差分時間領域法（FDTD：
Finite Difference Time-Domain）によるマイクロ波の解
析技術の概要と，電子レンジへの応用として，食品の
吸収電力分布解析による均一加熱性能の評価，ドア隙
間への通過電力の解析によるドアシール構造評価，導
波管給電における入射波と反射波を分離し反射係数算
出による負荷整合評価について述べる。

This article describes our approaches for designing
microwave ovens. Firstly, an outline of the Finite
Difference Time-Domain method is introduced. Secondly,
its applications for  microwave ovens are described. Those
applications are as follows.
(1) Heating evenness evaluation by analyzing the

distribution of the absorbed power into food.
(2) Door seal structural design by analyzing the leakage

power through the door gap.
(3) Impedance matching to the load by analyzing the

reflection coefficient of the incident wave into the
waveguide.
These evaluations reveal this analysis to be a powerful

tool for designing microwave ovens.

まえがき

周波数2.45GHzのマイクロ波による加熱原理を応
用した電子レンジは既に家庭の必需品となっている。
熱伝導を利用した加熱調理器と異なり，食品の内部ま
で浸透し内外から一斉に発熱する一方，マイクロ波の
偏りによる加熱むらが発生するなど利点と欠点があ
る。マイクロ波の挙動に起因するこれらの特性は，電
子レンジの加熱特徴として長年に渡り研究され改善さ
れてきた。商品設計において，均一加熱，加熱効率の
改善は主要な課題であるが，従来はこれらの性能評価

は試作品での実動作によってのみ可能であった。経験
に基づいた基本設計から始まり，目標性能を達成する
まで試作確認と設計変更の繰返しにより製品開発が遂
行されていた。最近のコンピュータの進歩とともに，
電磁場の数値解析が発達してきており，電子レンジの
設計への応用が実用化してきている。電磁場の解析に
は時間領域または周波数領域で解析する手法に大別さ
れるが，当部門では，時間領域である差分法に基づい
た有限差分時間領域法（FDTD法）を用いて電子レン
ジの設計に応用している。試作前にコンピュータ上で
シミュレーションを行うことにより，試行回数を減ら
し製品開発期間の短縮が可能となった。
本稿では，FDTD法とそれの電子レンジへの応用に

ついて概要を紹介する。

１ . FDTD法の概要

１・１　原理

等方的な媒質中ではMaxwellの方程式は以下の通
り表される。

ここで，
Ｅ：電界強度（V/m），Ｈ：磁界強度（A/m），
ε：誘電率（F/m），μ：透磁率（H/m），
σ：導電率（S/m）

である。
有限差分時間領域法（Finite-Difference Time-

Domain）とは，上記のMaxwell方程式の直接解法とし
て知られている。この手法は1966年Yeeによって初
めて提唱されたもので，Yeeの格子と呼ばれる特殊な
格子を定義することにより時間と空間を直接差分化す
ることを可能にしたものである１）。任意の座標位置
（i,j,k），時間ステップｎにおける関数Fに対する空間・
時間の一次の中央差分は以下の通り表わされる。
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空間差分はｙ，ｚについても同様である。
Yeeの格子は図１のように，電界，磁界の1/2格子

分だけずれた特殊な格子で，電界と磁界は互いにΔt/
2だけ離れて定義される。
図１の電界と磁界のベクトルの位置関係を分かりや

すく表したのが，図２である。
例えば，磁界Hxは１離散時間前のその位置におけ

る値と半離散時間前の周囲の電界Ey,Ezから計算でき
る。即ち，

図１　Yeeの格子

Fig. 1    Yee’s Lattice.

図２　電界＆磁界のベクトル配置

Fig. 2    Position of electric and magnetic vector.

となる。
具体的な差分式は専門書籍２）などに詳細に記され

ており，ここでは割愛するが，この電界と磁界の計算
を交互に繰り返すことによって，電磁界の時間応答を
求めることができる。

１・２　境界条件
各格子の電磁界を計算するに際して，対象とする空

間内で計算を打ち切る必要があり，その境界条件を適
切に設定しなければならない。境界条件としては，吸
収境界，金属壁（PEC），磁気壁（PMC）がある。電
子レンジの加熱庫内での現象を解析する場合，金属壁
で囲われたモデルとなるため，加熱庫の外の電磁界は
ゼロである。従って，開放領域の解析と異なり，一般
的にいわれる吸収境界の誤差に伴う問題は発生しな
い。一方，ドアからの電波漏れを解析する場合は，自
由空間への放射が含まれるので，放射領域の境界条件
は吸収層を設定する必要がある。また，ドアなどを部
分的にモデル化する場合はその境界を磁気壁（PMC）
または電気壁（PEC）を設定することになる。どの境
界条件を採用するかはモデルの対象性などの条件によ
り適宜使い分ける。

１・３　収束条件
前述の計算を繰り返して電磁界を求めるが，最終的

に解が収束しなければならない。
空間の増分値であるΔｘ，Δｙ，Δｚ，の格子寸法

は計算精度を確保するため，波長に比べて十分小さい
値でなければならない。金属や誘電体のモデルをどの
程度正確に作成するかにもよるが，一般的には1/10波
長以下にする。　大まかな分布を知りたいのであれば
1/4波長程度でも良い。
格子寸法の次に時間の増分値であるΔｔを決定す

る。但し，Δｔは次の条件を満たす必要がある。

ｖ：速度
Δｔは上式を満足すればよく，あまり小さくしすぎる
と計算時間の増大になり好ましくない。

２ . 電子レンジへの応用

電子レンジのマイクロ波に関わる基本性能として
は，高周波出力と均一加熱性能がある。また安全面か
ら，扉の隙間からの電波漏れを最小に抑える為，ドア
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シール構造を最適化する必要がある。これらの性能を
FDTD法を用いた解析にて評価することが出来る。

２・１　加熱むらの評価
コンピュータによるマイクロ波解析技術の最大の効

用は，電界分布の可視化により被加熱物の加熱むら状
態が把握できることにある。電界Eに存在する損失誘
電体の単位体積あたりの吸収電力は

として表される。
ここで，ε"：比誘電率の虚部，ε0 ：真空の誘電

率，ｆ：周波数（Hz），E：電界強度（V/m）である。
マイクロ波加熱による食品の温度上昇はこの吸収電

力に比例するものと考えられる。食品形状を格子寸法
のセルにて分割およびモデル化し，各セルの吸収電力
を計算することにより加熱分布が求められる。しかし
FDTD法においては，図１に示されるように電界Ex，
Ey，Ezは格子の辺に存在し，それぞれの位置は一致
していない。そこで解析では各成分について格子の辺
上に存在する４つの吸収電力を計算し，その平均を求
め，その格子の中心での吸収電力の瞬時値とすること
でより精度の高い結果が得られる。また，一般に食品
は水分を多く含んでいることより，その誘電率も大き
く，食品内の加熱分布を解析する際，その格子寸法に
注意する必要がある。
周波数2.45GHzにおける食品の誘電特性例を表１

に示す。
誘電体内でのマイクロ波の波長λは，誘電体の比透

磁率を１と考えると

となり，真空中の波長λ０より小さくなる。
例えば，水（25℃）を加熱する場合，内部の波長は

約1.4cmとなり水負荷をモデル化する際，格子寸法は
それに比べ十分小さくしなければならない。

次に，安定状態の解であるかを考慮する必要があ
る。図３に示される加熱庫内のガラステーブルに方形
状の寒天を置き，導波管からマイクロ波を給電するモ
デルにおいて，加熱対象である寒天の任意の３点のセ
ルにおける吸収電力の解析値の変化を図４に示す。約
150～200サイクルで安定状態に到達しているのが分
かる。安定状態になった時点での1周期分の吸収電力
を計算し，加熱分布のデータとする。
以上の方法により求められた加熱分布の例を図５に

示す。
FDTD法によるシミュレーションで得られた加熱分

布と実際に加熱した表面温度分布とを比較した解析精

表１　食品の誘電特性

Table 1    Relative dielectric constant of food.

（ε r'：比誘電率の実部，ε r"：比誘電率の虚部）

図３　解析モデル

Fig. 3    Analsys model.

図４　収束性

Fig. 4    Convergence.

図５　加熱分布

Fig. 5    Heating power distribution.
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度の検証については文献３を参照されたい。実際の加
熱と非常に近いデータが得られており，シミュレー
ションの有効性が確認されている。但し，実際の電子
レンジでは均一加熱手段としてターンテーブルで食品
を回転させるか，スタラーファンで電波を攪拌してい
るが，シミュレーションでは固定したモデル形状に対
しての解析となる。シミュレーションで同様の解析を
行うには，幾つかの回転角度毎にモデルを作成し，
各々シミュレーションを実施し，各結果を合算しなけ
ればならない。食品形状にもよるが，回転モデルをど
れだけ作成しシミュレーションするかは，作業量及び
計算時間と必要なシミュレーション精度とを勘案して
決めなければならない。

２・２　電波漏れ評価
電子レンジのドアと筐体間の隙間からの電波漏洩を

抑える為，ドア周辺にはチョークシール方式が採用さ
れている。チョークシール構造は，図６で示される様
に，ドアとオーブンとの隙間に併行してチョーク空洞
を形成し，共振させることによりフィルター効果を出
し，シールド特性をもたせる構造となっている。
実際のチョークは様々な構造が提案されており，そ

の寸法設計には多くの実験による試行錯誤で最適化し
ていた。これらの評価について，マイクロ波解析技術
を応用することにより，少ない実験回数で最適な構造
寸法にすることが可能となる。
解析方法としては，３次元のチョーク構造を導波管

フィルターと見なし，ドアチョーク部分だけをモデル
化し，入射電力P1を与え，ドアとオーブン隙間を通
過した電力P2を計算してエネルギー減衰量を評価す
る４）。
シールド効果SEは

として求められる。

図６　チョーク構造

Fig. 6    Construction of choke.

チョーク性能を解析するには隙間を表現できる様に
セル寸法を細かく設定する為，ドア全体をモデル化す
ると膨大なコンピュータリソースを消費する。従っ
て，実際の解析においては部分的なモデルで行い，コ
ンピュータメモリの削減及び計算時間の短縮を行う。
また，実際のチョーク溝に本体から進入する漏洩電

波は非常に複雑であり，多くの高次モードを含んでい
る。解析評価の精度を上げるには波源のモード設定に
注意しなければならない。そこで，ドアと本体との隙
間を設けない加熱庫全体の電磁波解析を行い，庫内の
ドア近傍の電磁界分布を求め保存しておき，別途ドア
チョーク構造だけのモデルに対して，保存したデータ
を基に波源を生成し，シールド効果の評価をすること
で，より精度の高い結果が得られる。
解析例として，ドアと電子レンジ本体の隙間を

2mmとし，0.5mmの基本セルによる４セルで隙間をモ
デル化して解析したものを示す。安定状態に収束する
時間はモデルの寸法が小さいので，5～10周期程度で
収束しているのが分かる。
一般的なチョークを構造を用いた電波漏洩に関する

解析に対してFDTD法が有効であることやチョーク
構造の各種金属部分の寸法の変化に対して，シールド

図８　入力モード対シールド効果

Fig. 8    Input mode vs shield effect.

図７　漏洩電力

Fig. 7    Leakage power.
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効果を計算することにより，より効果的なチョーク構
造を解析的に検討することが可能である。又，図８で
示される様に，種々の高次モードの漏洩波源に対する
シールド効果を計算した結果，櫛歯状構造が高次モー
ドに対するシールド効果をもたせるのに有効であるこ
ともこの解析手法により解明されている５）。

２・３　加熱効率の評価
電子レンジの設計要素として均一加熱や電磁波シー

ルドの外で重要な要素は，加熱効率を高めることであ
る。　マグネトロンから放射されたマイクロ波が全て
オーブン庫内に放射され被加熱物である食品に効率良
く吸収されるように，マグネトロンと負荷であるオー
ブンとのインピーダンス整合を取る必要がある。静特
性試験として実際にはネットワークアナライザを用い
たインピーダンス測定で確認しているが，FDTD法に
よるシミュレーションにより同様の整合性を計算する
ことができる６）。　実際の測定ではマグネトロンの擬
似アンテナプローブを使用して，マグネトロンから見
た負荷インピーダンスを測定できるようになってい
る。しかしながら，シミュレーションにおいてはアン
テナプローブを正確にモデル化することは困難である
ので，導波管内に励振波源としてTE10モードを設定
し，当該導波管内を伝播する進行波と反射波を分離す
ることにより，負荷との整合性を計算することができ
る。
TE10モードの電界Eyと磁界Hxとの間には，

なる関係がある。
そこでいま,電界　 をｚ軸の方向に進む入射波　 と

負方向に進む反射波 　 に分離して，

として表し，位相定数を　　　　（λｇは導波管内
の管内波長）とすると，

ここで，μは透磁率である。従って，入射波と反射波
は次式のように表現できる。

そして，反射係数Γは　  ，　  をフーリエ変換し，そ
の比をとることで求められる。

ここでF()はフーリエ変換を表す。
FDTD法では電界Eと磁界Hには時間および位置の

ずれがある。伝搬方向で半セル分，時間的に半時間ス
テップΔｔ／2分だけずれることになる。　
ずれを補正する為，例えば，時刻ｔ＝ｎΔｔ，伝搬

方向（ｚ方向）の座標ｚ＝ｋΔｚの電界を　 と表す
とする。ｚ＝ｋΔｚの地点において，時刻ｔ＝（ｎ+1/
2）Δｔの電界　　　は時刻ｎΔｔと時刻（ｎ+1）Δ
ｔにおける電界の平均値として近似できる。同様に，
時刻ｔ＝（ｎ+1/2）Δｔにおいて，半セル内側の位置
ｋΔｚと位置（ｋ+1）Δｚの電界の平均を位置（ｋ
+1/2）Δｚの電界として近似できる。この様にして求

めた電界　　　と，磁界　　　とを用いて反射係数を

計算する。
オーブン庫内中央にビーカに入れた水を置き，その

量を変えたときのオーブンインピーダンスの実測デー
タとFDTD法での反射係数の計算結果を図９に示す。
実測値に幅があるのは，ターンテーブルの回転とと

もに負荷状態が変動していることによる。負荷量が小
さくなるにつれて反射係数が増加し効率が低下する特
性があるが，解析値も同様な結果が得られた。

むすび

以上，FDTD法によるマイクロ波解析技術の概要と
電子レンジへの応用について述べた。電子レンジの基
本性能である加熱むらや軽負荷での効率低下は年々改
善されてきているが未だ完全ではない。より一層の性

図９　負荷量vs反射係数

Fig. 9    Volume of load vs reflection coefficient.
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マイクロ波解析技術の開発

能向上を実現していくにはコンピュータ解析技術の応
用は不可欠と思われる。
今後の課題としては，非線形な誘電特性を考慮した

熱解析との連係による加熱特性解析や，高誘電率の物
質内部の電界分布を詳細に観測できるようにする為，
局部的に格子寸法を微細化できる機能，及び機構
CADデータとの連係による統合型CAE環境の構築な
どが考えられる。
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