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時間領域差分法（FDTD 法）による予測計

算の現状について教えて下さい。
A 時間領域差分法（Finite-difference time-domain
method）は，有限要素法，境界要素法と並び，数値
解析の一翼を担う代表的な解析手法といえます。有
限差分法の考え方を用いて，物理現象を記述した偏
微分方程式を任意の境界条件を基に解くことができ
ます。様々な形状を有する場（電磁場，音場，弾性
場など）を対象とした解析を可能とし，比較的計算
機負荷は軽く，解析アルゴリズムもシンプルである
ことから，研究のみならず，実務等への適用も比較
的容易な解析手法といえます。
この手法は，1966 年にマイクロ波の分野で Yee1）
によってその原理が提案され，計算機の発展ととも
に急速に普及してきました。最初期は電磁場を対象
としたアンテナ解析等に用いられましたが，近年で
は弾性場や音場，振動場等の予測にも広く応用され
ています。
FDTD 法の概要および関連資料
FDTD 法は，波動伝搬を時間領域および空間領域
においてシミュレートするため，例えば波動が時間
を追って伝搬していく様子を可視化することができ
ます。また，伝搬した波動情報へフーリエ変換を適
用することによって，周波数領域データとして活用
するなど，定量的な分析へも利用可能です。特に可
視化技術の利用は非常に有用であり，自らの研究や
業務を遂行する際，その背景にある物理メカニズム
を把握するために活用するような状況に加え，研究
内容をプレゼンテーションする際の説得力あるツー
ルとして活用することもできます。近年はオープン
ソースの可視化ソフトである ParaView などの利用
も可能となっています。
解析コードとしては，商用ソフトウェアあるいは
無償のソフトウェア（例えば豊田による VA-FDTD2））
が利用可能となっています。また，その解析アルゴ
リズムのシンプルさから，独自の解析プログラムを
作成した上で研究や業務に利用している研究者も多
くみられます。
FDTD 法に関連する文献としては，多数の入門書
等が出版されており，その基礎から実践までを取り
扱った文献3），様々な分野における科学技術計算へ
FDTD 法を応用した事例を豊富に含んだ文献4）も
出版されています。
FDTD 法の特長
FDTD 法は，対象とする場を空間的なセルで離散
化し，これらの各セルに定義された音圧等の物理パ
ラメータを解析します。このときに用いられる差分
方程式は，波動方程式等を有限差分近似した上で得
られるため，この差分近似に起因して分散誤差が生
じます。この問題は，通常用いられる中心差分より
も高次の差分近似を用いることでその精度を向上し
た FDTD（2.4）法，さらに高次の差分近似を用いた
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手法5）を用いることで，その影響を軽減することが
可能です。また，精度を現状と同等に保てばよいよ
うな場合には，セルの寸法を大きく設定することが
できるため，精度向上だけでなく，解析負荷の低減
にも大きく寄与します。
FDTD 法の応用例
音響分野および振動分野における FDTD 法を用
いた解析例について紹介します。
音場解析への適用例としては，各種拡散体による
音響散乱の効果に関する事例6），実大ホールにおけ
るインパルス応答を予測計算した事例などが報告さ
れています7）。
振動場への適用例としては，弾性波解析へ FDTD
解析を応用して床衝撃音を解析した事例8），建物を
薄板および梁要素でモデル化し，大規模な建築物に
おける固体伝搬音を解析した事例9）などが報告され
ており，上述した音響解析と連成させることにより
音響放射などの現象も解析することが可能です。
以上のように，音響および振動分野だけでも多数
の応用例があることから，今後もさらなる発展が見
込まれる解析手法といえます。
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