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研究成果の概要（和文）： 

FDTD法を用いた実環境の電波伝搬散乱解析を実現するために，Bundlerと PMVSによる 3
次元復元技術を応用した簡便な実環境 FDTD数値モデル構築システムを開発した。さらに，実
際に構築した室内 FDTD 数値モデルと GPU 実装した FDTD 法を用いて室内の電波環境解析
を行い，実環境における電波環境を高速に解析できることを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 

To analyze electromagnetic wave scattering in realistic environments with the FDTD 
method, we have developed a modeling system using the Bundler and the PMVS with the 
OpenGL. Also, we have analyzed electromagnetic wave environments with our constructed 
realistic numerical models using the FDTD method on GPUs. 
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１．研究開始当初の背景 
近年増加の一途をたどる電波を使ったデ

バイスを安全に使用するために，これまで多
くの実験や数値シミュレーションによる電
波環境の可視化に関する研究が行われてい
る。実験による電波測定では，広範囲の測定
には時間とコストがかかることや，アンテナ
や同軸ケーブルなど金属を用いた測定系に
よる測定誤差が問題であった。一方，これま
での数値シミュレーションでは，デバイス単
体のみで使用環境が考慮されていない解析

や，使用環境を簡略化したモデルによる
Ray-tracing 法や FDTD (Finite-Difference 
Time-Domain) 法によるものがほとんどで
あった。これに対して近年，車内や飛行機内
の構造，室内の周期的に配列された椅子等，
実環境に近いモデルでの解析が行われ始め
ている。また，シミュレーション手法につい
ても，Ray-tracing 法と FDTD 法の組み合
わせによる 3 次元解析や，高精度 FDTD 法
による室内電波伝搬解析が行われている。し
かしながら，これまでの研究では，解析モデ
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ルが簡易的なものであるため可視化の精度
が低いことや，シミュレーション手法も複雑
で高速化・大規模化が容易ではないこと等の
問題があり，実用に耐えうる電波環境イメー
ジングは実現できていなかった。以上の背景
から本研究では，(1) 実環境の高精度数値モ
デルを構築し，(2) 簡便で高精度・高速な最
FDTD 法を開発することにより，高精度・高
速 3 次元電波環境イメージングシステムを
構築する。 

 
２．研究の目的 
本研究では，実環境モデルを用いた高速・

高精度FDTD法による3次元電波環境イメー
ジングシステムの構築を目的とする。この目
的を達成するために，(1) 実環境 FDTD数値
モデル構築システムの開発と，(2) FDTD 法
の高精度化・高速化，(3) (1)と(2)による実環
境下のリアルタイム 3次元電波環境イメージ
ングシステムの構築を目的とする。 

(1) 実環境FDTD数値モデル構築システム
の開発では，レーザやステレオカメラ等の高
価な計測器を用いずに市販のディジタルカ
メラを用いた3次元計測およびFDTD数値モ
デル構築システムを構築する。ここでは，数
値モデル構築の精度を数%程度を目標とする。 

(2) FDTD 法の高精度化・高速化において
は，従来の FDTD法の精度を保持した解析が
できるようなパラメータ決定の定式化を行
うとともに，我々がすでに開発している高精
度化した最適2次FDTD法の適用を検討する。
また，超高速な画像処理用プロセッサ GPU
を用いた高速 FDTDプログラムを開発し，従
来のマルチコアや Cellなどと比較する。 

(3) 実環境下のリアルタイム 3 次元電波環
境イメージングシステムの構築では，実環境
FDTD数値モデルを用いた GPU上の FDTD
計算により，1 分程度で電波環境を可視化す
ることを目標とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 実環境FDTD数値モデル構築システムの
開発 
 実際の環境化における数値シミュレーシ
ョンによる電波環境のイメージングを行う
ためには，実環境の数値モデルが必要である。 
これまでは，簡易モデルによるシミュレーシ
ョンは行われてきたが，実際の環境を用いた
シミュレーションはほとんど行われていな
かった。実環境数値モデル構築では，レーザ
やステレオカメラなど高価な測定器を用い
た解析が考えられる。ステレオカメラを利用
した手法では，比較的高精度な 3次元計測を
行えるが，キャリブレーションなどで厳密な
カメラパラメータの取得や設定が必要にな
る問題がある。一方，CADを利用した手法
では様々な物体のモデリングが可能である

が，CAD モデルが存在しない場合には物体
寸法の計測作業が必要で人的コストが高く
なる問題がある。そこで本研究では，既存の
3 次元復元技術である SfMを応用すること
で，簡便な FDTD 数値モデル構築システム
を開発する。 
 SfMとは，任意の位置から撮影した複数枚
の 2次元画像から対応点抽出と座標計算を行
い物体を 3次元復元する技術で，ロボット制
御やコンピュータ上での物体の再構成に利
用されている。SfMシステムに Bundlerがあ
り，その補間システムに PMVSがある。
Bundler では焦点距離や画素数の異なる画
像を組み合わせて利用することができ，ステ
レオカメラとは異なり厳密なカメラパラメ
ータの設定が不要である。そのため，市販の
ディジタルカメラで撮影した任意の適当な
画像を使用し，容易に物体の 3 次元復元を行
うことができる。Bundlerと PMVSにより
生成される 3次元環境モデルは座標と色情報
で表されるので，この 3次元環境モデルをベ
ースにスケーリング，物体配置，材料設定を
行うことで，FDTD 数値モデルを構築できる。 
 開発する SfMによる FDTD 数値モデル構
築過程を説明する。ディジタルカメラで任意
の位置から撮影した画像群を用いて，最初に，
Bundler と PMVS により 3次元復元を行う。
一般的には，Bundler のみでは復元された点
群は疎であることから，PMVSによる補間を
行う。次に，復元した 3次元環境モデル中の
物体を OpenGL により描画した基準形状で
トレースし，実際のスケールをひとつ与える
ことで復元した環境モデル全体のスケーリ
ングを自動で行う。最後に，FDTD 法のセル
サイズと解析領域の大きさを与え，OpenGL
で配置した物体の座標と形状を元に物体内
外を判定し，物体内部の各セルに材料に対応
したε，μ，σ を代入することで数値モデ
ルが得られる。 
 
(2) FDTD法の高精度化・高速化 
 数値計算である FDTD 法では，浮動小数
点数の丸め誤差と，空間 2次精度の中心差分
であるためテーラー展開の高次項の打ち切
り誤差（数値分散誤差）が生じる。丸め誤差
は，特に単精度変数の使用によるくり返し計
算で誤差が蓄積され増大することが知られ
ている。低減法としてカハンのアルゴリズム
が提案されているが，計算コストが増大する
問題がある。このため一般的には倍精度変数
が使用されるが，Cell B.E.や GPUなど単精
度計算が高速なハードウェアの発展や，メモ
リ使用量の低減のために単精度変数が用い
られることも多い。しかしながら，くり返し
計算が多い FDTD法の単精度計算における
丸め誤差の定式化は行われていない。数値分
散誤差は分散関係式で記述され，例えば，セ



ルサイズをλ/20としても10λの伝搬で11.2◦
の数値分散誤差が生じ，この誤差は伝搬距離
に比例して増加する。低減法として時間 4次
精度手法などが提案されているが，境界条件
の適用や計算量が増大する問題があるため，
現在でも従来の FDTD 法が使用されている。
このように従来の FDTD 法を用いるときに
は，計算資源の有効使用のためのパラメータ
決定や，得られた結果に対する誤差の検討の
ために誤差を把握しておく必要がある。特に，
近年の計算機性能の向上により，FDTD 法に
よる大規模解析が行われている。大規模計算
では丸め誤差や数値分散誤差が大きくなる
ため，誤差を事前に把握した解析や，解析結
果に含まれる誤差の把握が必要である。本研
究では，FDTD法の計算精度を保証すること
を目的に，大規模解析や単精度計算が高速な
ハードウェアを用いた解析で必要となる，①
くり返し計算による丸め誤差の定式化と，② 
数値分散誤差のセルサイズと伝搬距離によ
る定式化を行う。 
 丸め誤差の有効桁は，単精度変数では 6,7
桁，倍精度変数では 15,16桁程度であるが，
くり返し計算により増大する。FDTD法のよ
うな時間ループのくり返し計算では，丸め誤
差が蓄積され増大し，解析結果に含まれる丸
め誤差の割合が増加する。ここで，FDTD法
の電磁界計算で生じる丸め誤差を定式化す
る。倍精度の丸め誤差は，有効桁が 10桁程
度であるので，ここでは単精度について検討
する。図 1に FDTD 法の単精度計算で生じ
る丸め誤差の最大値を示す。図 1は波源から
1波長離れた観測点において FDTD 法で計
算された電界値と，解析解を比較して求めた
丸め誤差の最大値である。図 1より，単精度
を用いた三次元計算では 105ステップの計算
で有効桁が 2桁まで低下することが分かる。
図 1の結果より，単精度計算で生じる丸め誤
差 erは，時間ステップ数を ntとすると er = 
10-7 ntで表される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 丸め誤差の定量化 
 
 分散関係式から数値分散誤差を求められ
るが，パラメータが多く複雑である。本研究

では分散関係式から求められる数値分散誤
差のセルサイズと伝搬距離による簡易式を
導出する。図 2 に数値分散誤差 eR の最大値
を示す。図 2 より，セルサイズΔ=λ/m と伝
搬距離R=nλによる数値分散誤差eRの簡易式
を導出すると eR=1.7 n/100 log(m)−1 (%) が得
られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 数値分散誤差の簡易式の導出 
 
 FDTD法の高速化に関する研究は，これま
でにスーパーコンピュータ，PCクラスタ，
FPGA，Cell/B.E.等の高速ハードウェアによ
る実装が行われてきた。近年，画像処理用の
プロセッサであるGPU (Graphical 
Processing Unit) の性能が急速に向上して
おり，科学技術計算への利用も拡大している。
FDTD法でも GPUを用いた高速化に関する
研究が盛んに行われており，CPU に比べ数
十倍高速に計算できることが報告されてい
る。これらのようなこれまでの FDTD法の
GPU実装に関する研究では，C/C++の GPU
開発環境である CUDA (Compute Unified 
Device Architecture)やマルチコア PCや
GPU等の異機種混在環境用並列プログラミ
ングフレームワークである OpenCLを用い
たものがほとんどであった。しかしながら，
CUDAや OpenCLではソースコードを大き
く書き換える必要があるため，GPU実装が
容易でないことや，これまで科学技術計算に
広く用いられてきた Fortran には対応して
いない問題があった。そこで本研究では，
CUDAコードとは別に，GPU実装を容易に
し現有ソースコードを有効活用できるよう
にすることを目的に，ディレクティブによる
FDTD法の GPU実装の検討を行う。 
 
(3) リアルタイム 3次元電波環境イメージン
グシステムの構築 

(1)で開発した実環境 FDTD 数値モデル構
築システムと，(2)の高精度高速 FDTD 法に
より，室内環境における電波環境可視化とし
て，ポインティングベクトルの可視化を行う。  
 
４．研究成果 

 

 



(1) 実環境FDTD数値モデル構築システムの
開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 室内環境の FDTD 数値モデル化 

 
 図 3 に示す室内の机や PC などが配置され
た研究室内 2.10×1.60×1.20 m のモデル化
例を示す。撮影には，ディジタルカメラ Canon 
EOS Kiss X2 を用い，画素数 1500×1000 の画
像群を使用する。BundlerとPMVSの実行には，
CPU Intel Core i7 860 2.80 GHz, メモリ 4GB, 
グラフィックボード ATI Radeon HD 3450, ビ
デオメモリ 256 MB の PC を使用する。 
 図 4に，Bundler と PMVS により 3次元復元
した後，スケーリングを行った研究室内モデ
ルを示す。Bundler や PMVS では，画像が多い
ほど復元できる座標数が増えるが復元時間
も比例して増加する。100 枚でおおよそ
260000 点を 1時間程度で復元できるので，こ
こでは100枚程度の画像を使用することとす
る．図 4 は，112 枚の画像を使用した結果で
ある。図 4から，Bundler と PMVS では，床な
どの特徴点が少ない箇所の復元は困難とな
るが，ディスプレイや机など特徴点が多い箇
所の復元できることが分かる。ここで，図 4
は全評価点 Aから Pが見えるように全体像を
示しているが，視点移動や物体ごとの拡大が
できる。図 4 の 3 次元環境モデルを使用し，
構築した FDTD 数値モデルの描画図を図 5 に
示す。図 5では，ディスプレイとキーボード
をプラスチック，机と PC を金属として，計
16個の物体を配置し，床，壁，天井をコンク
リートとして周囲を囲っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4  Bundler と PMVS による 3次元復元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 OpenGL による FDTD 数値モデル化 

 
 図 4に示した点 A を原点とし，Bから P の
各点における実際の座標との誤差 e (%)を評
価する。ここでは，Bundler と PMVS による 3
次元復元後にスケーリングを行った後の誤
差 e1 と，OpenGL で物体を配置した後の誤差
e2を評価する。誤差 e1および e2は，3 % 以内
であり，安価で精度のよい実環境 FDTD 数値
モデル構築システムが開発できた。 
 
(2) FDTD法の高精度化・高速化 
 FDTD 法の高速化として，GPU による高
速化を評価する。使用する GPUは NVIDIA
社の Fermi系GPUでハイパフォーマンスコ
ンピューティング用途の Tesla C2070，およ
びコンシューマ用途の Geforce GTX 580 で
ある。ここでは，CUDA 4.0による CUDA実
装の他に，ディレクティブ実装として
Portland 社 の PGI Accelerator C/C++ 
Workstation 11.10 を用いる。また，比較に
用いる CPU は Intel 社の高速 CPU である
Core i7 980X 3.33GHz，コンパイラは gcc 
4.4.3で最適化オプション -O3である。ここ
で，CPU による計算は 1 コアのシングルス
レッドとする。FDTD法のくり返し計算にお
ける丸め誤差は十分小さいことを確認して
いるので，計算は単精度で行う。また，CUDA，
ディレクティブともに共有メモリ使用を明
示したプログラムは書かずコンパイラ依存
によるキャッシュ使用とする。 
計算時間を評価するために，自由空間中の
点電流源による電波伝搬問題を解析する。解
析領域は 256×256×256 とする。解析領域中
央に点状電流源 Jxを設置し，-3 dB のパルス
幅が 0.5 ns でパワースペクトルが-30 dB と
なる周波数が 800 MHz のガウシアンパルスを
励振する。ここで，セルサイズはΔ=0.01 m，
時間ステップはΔt = 1× 10-11 s とする。
CUDA では CPU 1 コアの計算時間と比較して，
Geforce GTX 580 では単精度で 126.94 倍，倍
精度で 45.16 倍，Tesla C2070 では単精度で
63.34 倍，倍精度で 23.14 倍が得られた。デ
ィレクティブでは CPU 1 コアの計算時間と比
較して，Geforce GTX 580では単精度で 39.24
倍，倍精度で 24.12 倍，Tesla C2070 では単

 

 



精度で 25.70 倍，倍精度で 14.13 倍が得られ
た。ディレクティブと CUDA の計算時間比を
みると，ディレクティブでは CUDA と比較し
て Geforce GTX 580では単精度で 30.9 %，倍
精度で 53.4 %，Tesla C2070 では単精度で
40.7 %，倍精度で 61.2 %の性能が得られた。 
 

(3) リアルタイム 3次元電波環境イメージン
グシステムの構築 
室内環境モデルにおける電波環境解析に

適用する。解析するモデルは，(1)で構築し
たモデルである。解析領域は，3.2 m × 4.8 
m × 3.2 m であり，周囲は Mur の 1次吸収境
界条件で終端している。解析領域の中心に点
状電流源 Jx を設置しガウシアンパルスを励
振する。波源から y 方向に 1.0 m 離れた観測
点における電界を観測する。観測時間はパル
ス励振後から 10 ns までとする。FDTD 法の
セルサイズや時間ステップは(2)と同じであ
る。モデル中の電気定数は，壁，床，天井を
コンクリート(εr = 5.0, σ = 0.0001 S/m)，
机の天板を木材(εr = 4.0, σ = 0.0001 S/m)，
ディスプレイやキーボードをプラスチック
(εr = 2.3, σ = 0.0 S/m)，机の脚，引き出
し，パソコン本体は金属としている。   
図 6に，ディレクティブにより GPU GTX 580

で計算した観測点における電界 Ex の時間応
答を示す。図 6は，室内のモデル化を行わな
い場合と，机のみ配置した場合，机，PC，デ
ィスプレイ，キーボードをモデル化した場合
の比較である。図 6の結果から，実際の環境
に近いモデルを用いたときにはモデル化を
行わない場合と比べ，観測波形に大きな差が
現れることが分かる。高速な CPU を用いても
5 時間程度を要する計算が，CUDA 実装では
45 秒，ディレクティブでは 97 秒と，1 分程
度で計算できることを示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 室内環境における受信電界の相違 

 
 図 7に解析空間中のポインティングベクト
ル分布を示す。図 7は，GPU で計算した電磁
界からポインティングベクトル S = E × H
を計算し，図 4の解析モデルにマッピングし
た結果である。図 7のポインティングベクト

ルは，大きさと方向を三角錐の色と向きで表
現したものであり，大きさは10 dBから‒30 dB
まで 5階調でカラー表示している。図 7の結
果から，電磁波が波源から放射され伝搬する
様子や，9 ns 後では散乱波のため PC やディ
スプレイ周辺ではエネルギー分布が高くな
っていることが分かる。このように GPU を用
いることにより空間中の電波環境を高速リ
アルタイムで計算できるので，電波デバイス
使用時のホットスポット等を迅速に把握で
き，電磁環境改善に有効である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 6 ns 後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 9 ns 後（拡大） 
図 7 ポインティングベクトル分布 
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