
②漏洩導波管 

①準マイクロ波発振器 

③発熱モルタルブロック 

図－1 融雪用発熱モルタルブロックシステム 
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要旨：融雪用発熱モルタルブロックシステムは漏洩導波管を用いて発熱モルタルブロックに電波を供給し，

熱に変換する。発熱モルタルブロックを一様に発熱させるため，漏洩導波管には一様に電波を照射する性能

が求められる。本研究は電波を一様に照射できる漏洩導波管の設計を，有限要素法解析を活用することで省

力化しようとするものである。有限要素法解析の結果から，漏洩導波管の電波漏洩状態につき，3 つの電波漏

洩状態のパターンを見出した。また，特定の電波漏洩状態となる長さのスロットを優先的に実験することで，

電波を一様に照射できる漏洩導波管の設計を省力化できると考える。 

キーワード：有限要素法解析，漏洩導波管，スロット，電波，融雪，準マイクロ波 

 

1. はじめに 

降雪地において除雪は多大な労力を必要とし，各戸敷

地内の 2～10m 程度の通路は住民の手で除雪が必要にな

る。電熱線による融雪は断線を避けるため地中深くに発

熱体を埋設する必要があるので効率が悪い。また，散水

による融雪は地下水の含有鉱物で路面を汚し，さらに地

盤沈下の原因となる。従来の融雪システムによる問題を

解決するため，著者らは電波を熱エネルギーに変換する

特性をもつ融雪用発熱モルタルブロックシステム(以下，

発熱モルタルシステムという)について研究してきた1),2)。 

図－1 に示す発熱モルタルシステムは①準マイクロ波

発振器（以下，発振器という）から発振した 2.45GHz の

電波を，②漏洩導波管を介して，③発熱モルタルブロッ

クに照射する。照射された電波は，電気炉酸化スラグを

混合することで電波吸収性能を持つ発熱モルタルブロッ

クで熱に変換され，雪を融かす。発熱モルタルシステム

は地中深くに発熱体を設置する必要が無いので，従来の

融雪システムよりも高効率での融雪が期待できる。 

 図－2 に示す漏洩導波管は，電波を伝送する導波管の

一種であり，伝送する電波の一部を上方に漏洩するため，

上面に一定間隔で穴（以下，スロットという）が設けら

れている。漏洩導波管は，市場流通が多く安価に調達で

き，発熱モルタルブロックと接続しやすい角形鋼管を用

いる。発熱モルタルシステムは全長にわたってブロック

が一様に発熱する必要がある。そこで，漏洩導波管に連

設された各スロットの電波漏洩状態をスロットの形状ご

とに確認し，全長にわたって一様に電波を照射できるス

ロット形状を検討する必要がある。しかし，全ての形状

について実験することは労力が大きい。 

 

これを省力化するため，有限要素法解析を用いた漏洩

導波管の設計を検討する。漏洩導波管はスロットアレー

アンテナの技術を利用する。既往の研究では，伊藤ら3)に

よる誘電体レンズを用いたスロットアレーアンテナの解

析や，中原 4)による同軸ケーブルからの漏洩電界の活用

検討，安齋ら5),6)によるスロットアンテナのスロットの形

状やスロットの数の解析などが行われ，スロットの数を

増やすことで漏洩電波量が増えること，最も多くの電波

を漏洩するスロットの長さが電波の波長に依存すること

が解析されている。本研究では，電波を一様に照射でき

る漏洩導波管の設計のため，既往の研究を参考にして漏

洩導波管の連設されたスロットにおけるスロット形状が

電波漏洩状態に及ぼす影響につき解析および実験を行う。 

 研究の流れを示す。1)有限要素法により，発振器から 
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図－2 漏洩導波管とスロット 
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各スロットまでの距離が各スロットからの漏洩電波量に

及ぼす影響をスロットの形状ごとに解析する。2)解析結

果から得られた電波漏洩状態のパターンごとに実験を行

い，電波を一様に照射できる漏洩導波管になるスロット

形状を検討する。 

本研究の成果により，有限要素法解析を用いることで，

電波を一様に照射できる漏洩導波管の設計を省力化する。

得られたデータは発熱モルタルブロックの漏洩導波管へ

の設置に伴う課題を検討するための基礎データとする。 

漏洩導波管に発熱モルタルブロックを直接設置する

と，場所をとらないが含水率などによる発熱モルタルブ

ロックの誘電率変化があった場合に発熱量を安定させに

くい。離して設置すると，離す分の空間が必要になる。

よって，施工現場の状況や要求性能で採用すべき設置方

法は異なる。直接設置すると発熱モルタルブロックの誘

電率に応じたスロットの調整が必要になり，離して設置

すると漏洩導波管のアンテナパターンの影響が考えられ

るが，これらの検討は今後の課題とする。 

 

2. 漏洩導波管 

2.1 漏洩導波管の寸法 

  図－2 に示す漏洩導波管を流れる電波は，カットオフ

周波数と呼ばれる一定以上の周波数である必要がある7)。

ここで，カットオフ周波数を fc (Hz)，方形導波管の開口

の長辺内寸を a(mm)，光速を c(mm/s)，流れる電波の周波

数を f (Hz)とすると，以下の関係式が成り立つ。 

 

 

また，導波管内の一般的な伝送モードは TE10モードであ

るが，カットオフ周波数の 2 倍の周波数で高次モードが

発生し，伝送モードが変化することで電波漏洩の特性が

変化する恐れがある。これを避けるため，a は式(2)を満

たすものとする。 

 

 

(1)，(2)より，aの範囲は(3)となる。 

 

 

f は 2.45GHz であり，a の範囲は 61.3mm より大きく，

122.4mm 未満の必要がある。これを満たすうち市場流通

が多く入手が容易な長辺内寸96.8mm×短辺内寸 46.8mm，

厚さ 1.6mm の角形鋼管を漏洩導波管として採用する。 

2.2 スロット 

スロットは図－2 のように，漏洩導波管の軸方向と直

交する方向の寸法を長さ，軸方向の寸法を幅とする。ス

ロットはその長さが大きく漏洩電波量に影響を及ぼす

5),8)。スロットの幅や間隔，角度なども漏洩電波量に影響

すると考えるが，本研究ではスロットの長さが漏洩導波

管の漏洩電波量に及ぼす影響を検討し，他の要素と組み

合わせて検討するための基礎データを得る。スロットの

幅は 3mm，スロットの間隔は 10mm に固定する。 

 

3. 漏洩導波管の漏洩電波量の有限要素法解析 

3.1 各種条件の設定 

スロットの長さが漏洩電波量に与える影響を有限要

素法解析により検討する。有限要素法解析は「COMSOL 

Multiphysics(version5.2.0.220)」により行う。 

有限要素法解析モデルの環境条件を図－3 に示す。漏

洩導波管は解析時間を考慮し，2.45GHz の電波の約 5 波

長分の長さである 600mm までをモデリングする。漏洩

導波管を空気の直方体内に配置し，電波は漏洩導波管始

端部の電波の供給面から漏洩導波管内に供給される。空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

μr：比透磁率  
E0：電界 
ko：真空中の波数 
εr：比誘電率 
ω：電波の角周波数 

表－1 有限要素法解析の設定 

温度 

波動方程式 

材料定数 

漏洩導波管 

内部及び 

周囲の空気 

漏洩導波管 

(鉄) 

比誘電率 

比透磁率 

電気伝導率 

比誘電率 

比透磁率 

電気伝導率 

1 

1 

4000 

1 

0[S/mm] 

1.12×104 

[S/mm] 

293.15[K] 

終端部での電波の処理 境界条件の方程式 

反射 

吸収 

ε0：真空の誘電率 
σ：電気伝導率 
j0：虚数単位 
n：単位法線ベクトル 
k：媒質中の波数 

(2) 

(3) 

始端部は 
電波の 
供給面 

(単位：mm) 

空気の直方体 
(外部との境界は

電波を吸収) 

図－3 有限要素法解析モデルの環境条件 

 電波は終端部で 

反射又は吸収 

漏洩導波管 
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図－5 長さ 20mm 及び 30mm のスロットにおける有限要素法解析の結果(漏洩導波管の終端部で電波を反射する場合) 

20mm スロット 30mm スロット 

気の直方体と外部との境界では電波を吸収する設定（散

乱境界条件）とする。よって，空気の直方体の境界面に

おける反射波は生じない。一方，漏洩導波管の終端部で

は電波を反射又は吸収する設定とする。有限要素法解析

の温度，波動方程式，材料定数，及び漏洩導波管終端部

の境界条件の方程式の設定を表－1 にまとめる。 

漏洩導波管の有限要素法解析モデルの形状を図－4 に

示す。開口部の内寸及び厚さ，スロットの幅，スロット

の間隔は図－2 と同じ設定とする。漏洩導波管の一部を

抽出したモデルのため，電波の供給面に最も近い，1 つ

目のスロットの中心は漏洩導波管の始端部にある電波の

供給面から 5mm（スロットの間隔である 10mm の半分）

の位置にする。漏洩導波管の上面かつスロット開口の中

心位置に測定点を設け，測定点における電界強度（dBμ

V/m）を確認し，漏洩電波量とする。 

なお，解析は解析結果の相対残差がソフトウェアの誤

差を下回るまで反復実施する。 

3.2 漏洩導波管の終端部で電波を反射する場合における

漏洩電波量の解析 

3.2.1 解析条件 

漏洩導波管の終端部は，外部への電波漏洩を防ぐため，

電波を遮蔽する必要がある。そこで，漏洩導波管の終端

部は製品化する場合には安価な，電波を反射する条件に

して電波を遮蔽し，漏洩電波量の解析を行う。 

最も多く電波を漏洩するスロットの長さは，周波数

2.45GHz の電波の約 1/2 波長である 60mm程度5)と推定す

る。しかし，発熱モルタルシステムに用いるスロットは，

1 つのスロットから多量に電波を漏洩させるのではなく，

全てのスロットから一様に漏洩させることが望ましい。 

そこで，有限要素法解析の対象とするスロットの長さ

は 60mm よりも十分短く，電波の漏洩量が少ない 30mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を基準とし，この前後の長さ 20mm，40mm，及び確認の

ため 60mm を加えた計 4 通りとする。各モデルの要素数

とメッシュサイズについて表－2 に示す。 

3.2.2 解析結果 

漏洩電波量と 1 つ目のスロットの中心から各スロット

の中心までの距離(以下，スロット距離という)の関係を

図－5，図－6 に示す。特定のスロットに対するスロット

距離は，図－7 に示す。スロットの長さが 20mm 又は

30mm の時，漏洩電波量はスロット距離に対して周期性

が見られる。このパターンをＡとする。スロットの長さ

が 40mm の時，漏洩電波量はスロット距離 340mm 以降，

約 250mm の区間においてのみ周期性が見られる。この

パターンをＢとする。スロットの長さが 60mm の時，漏

洩電波量はスロット距離が長くなるほど低下している。

このパターンをＣとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スロットの長さ 20mm 30mm 40mm 60mm 

要素数 480345 491267 490439 489479 

メッシュサイズ 1.2～160.0mm 

 

表－2 各モデルの要素数とメッシュサイズ 

測定点 

(1)上面 

電波の供給面 

スロット 

96.8(内寸) 

 

9
6

.8
(内

寸
) 

10 5 

図－4 漏洩導波管の有限要素法解析モデルの形状 
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図－6 長さ 40mm 及び 60mm のスロットにおける有限要素法解析の結果(漏洩導波管の終端部で電波を反射する場合) 
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パターンＡとＢで確認できる周期は，電波の供給面か

ら出力された電波と，漏洩導波管の終端部からの反射さ

れた電波（以下，反射波という）の合成波である定在波

によって生じたと考える。電波漏洩量の増減は長さ

20mm のスロットは約 79mm ごと，長さ 30mm のスロッ

トは約 77mm ごと，長さ 40mm のスロットは約 73mm ご

とに繰り返している。なお，パターンＡとＢに比べて漏

洩電波量が大きいパターンＣは反射波が小さいため，定

在波による周期が確認しにくくなっていると考える。 

パターンＣは 1 つ目のスロットと終端付近のスロット

の漏洩電波量の差がパターンＡとＢよりも大きい。よっ

て，電波を一様に照射できる漏洩導波管を設計するにあ

たり，パターンＣとなる長さ 60mm のスロットを採用す

ることは避けるべきと考える。 

3.3 漏洩導波管の終端部で電波を吸収する場合における

漏洩電波量の解析 

3.3.1 解析条件 

 前節より，パターンＡとＢについては，定在波の影響

を受けて漏洩電波量がスロット距離に対して周期性を持

つと分かった。定在波は漏洩導波管の終端部で反射され

た電波の存在により生じるため，反射波が生じないよう

にすれば，周期性は失われると考える。そこで，漏洩導

波管の終端部で電波を吸収する条件にし，周期性を取り

除くことを考える。 

パターンＡとして最も漏洩電波量が大きい長さ 30mm

のスロットと，パターンＢとして長さ 40mm のスロット

を解析する。パターンＣは漏洩電波量の差がパターンＡ

及びＢより大きくなる問題につき改善の見込みが無いた

め，解析の対象としない。それぞれのモデルの要素数と

メッシュサイズについて表－3 に示す。 

3.3.2 解析結果 

漏洩電波量とスロット距離の関係を図－8 に示す。パ

ターンＡである長さ 30mm のスロット，パターンＢであ

る長さ 40mm のスロットは共に，漏洩電波量のスロット

距離に対する周期性を失っている。よって，電波を一様

に照射できる漏洩導波管を設計するにあたり，漏洩導波

管の終端部は電波を吸収する状態にしておく必要がある

と考える。 

4. 漏洩導波管の漏洩電波量の実験 

4.1 実験概要 

 有限要素法解析の解析範囲内において，漏洩導波管の

電波漏洩パターンは 3 つある。このうち，パターンＡと

Ｂになる長さのスロットは漏洩導波管の終端部において

電波を反射する場合，漏洩電波量がスロット距離に対し

て周期性を持つと分かった。ただし，漏洩導波管の終端

部において電波を吸収する場合，この周期性を取り除く

ことができるため，電波を一様に照射できる漏洩導波管

の設計が可能となる。しかし，有限要素法解析と実験で

は電波の反射や吸収の条件が完全に同一であるとは言え

ない。また，計算時間を考慮すると，漏洩導波管の長さ

をあまり長くはできない。一方，実験で漏洩導波管の電

波漏洩状態を確認することは労力が大きい。そこで，有

限要素法解析の結果から，電波を一様に照射できる漏洩

導波管の設計にあたり採用できる見込みの高いパターン

ＡとＢにつき実験で電波漏洩状態を確認する。なお，パ

ターンＡについてより漏洩電波量の大きい長さ 30mm の

スロット，パターンＢとして長さ 40mm のスロットを実

験に供する。 

漏洩導波管の漏洩電波量測定装置を図－9 に示す。送

信側のスペクトラムアナライザ(ROHDE&SCHWARZ 製

FSH8) から出力された出力 0.04mW，周波数 2.45GHz の

電波は，同軸ケーブルを介して，送信側の同軸導波管変

換器（以下，送信用変換器という）から漏洩導波管に供

図－7 スロット距離 
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図－8 長さ 30mm 及び 40mm のスロットにおける有限要素法解析の結果(漏洩導波管終端部で電波を吸収する場合) 

40mm スロット 30mm スロット 

スロットの長さ 30mm 40mm 

要素数 491267 490439 

メッシュサイズ 1.2～160.0mm 

 

表－3 各モデルの要素数とメッシュサイズ 
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図－11 受信用変換器に接続される金属板 

60 50 

5
0.5

 
5 

160 

1
0
6
 

固定用のネジ 

を通す孔 

 
5 

スロット 

 

反射板 

図－10 漏洩導波管の終端部の処理 

(1)反射 

ダミーロード 

(2)吸収 

給される。この際，送信用変換器と漏洩導波管の径が異

なるため，電波に影響しないよう内径を徐々に絞るため

のテーパ管を経由する。漏洩導波管に供給された電波の

一部は漏洩導波管の上面に設けられたスロットから漏洩

する。漏洩した電波は受信側の同軸導波管変換器（以下，

受信用変換器という）により受信され，受信側のスペク

トラムアナライザ(ROHDE&SCHWARZ製 ETH)で漏洩電

波量を測定する。なお，漏洩導波管のスロットが設けら

れた区間の長さは 1570mm とし，電波を安定させるため

1)漏洩導波管の最初の 300mmの区間はスロットを設けな

い。漏洩しなかった電波は終端部に達する。漏洩導波管

の終端部の処理を図－10 に示す。終端部は有限要素法解

析の条件に近くなるよう，金属製の反射板で反射する場

合と，ダミーロードで吸収する場合について測定する。 

図－9に示す受信用変換器の開口部には図－11に示す

金属板が接続されている。受信用変換器に接続される金

属板には長さ 60mm，幅 5mm のスロットが中央に設けら

れており，金属板と漏洩導波管を密着し，このスロット

を漏洩導波管のスロットと重ね合わせて漏洩した電波を

受信できるようになっている。当該測定装置では，金属

板により幾つかのスロットを塞いでしまうことになるた

め，漏洩電波量を完全な状態では把握できない。ただし，

定在波の有無など，およその傾向を確認できる。 

測定した漏洩電波量の単位は dBm として検出される。

実験に供する機器のアンテナ係数は算出が困難であるた

め，有限要素法解析の際に用いた漏洩電波量の単位とは

異なる単位を用いる。ここで，有限要素法解析の結果と

実験の結果の関係を示す式を導く。漏洩電波が作る電界

強度を E(μV/m)，漏洩導波管に誘起した電圧を U(μV)，

漏洩導波管のアンテナ係数を Af(1/m)とすると，式(4)が

成り立つ7)。 

 

ここで，実験によって測定した電力を P0(mW)，スロット

の整合負荷を RI(Ω)とすると，式(5)が成り立つ。 

 

式(4)，(5)より，式(6)が導かれる。 

 

式(6)の両辺の常用対数をとり，さらに両辺に 20をかけ，

整理すると，式(7)が導かれる。 

 

E，P0の対数表記をそれぞれE’(dBμV/m)，P0 ’(dBm)とし，

20logAf+10logRI+90 を定数 a とすると，式(7)は式(8)の

ように変形できる。 

 

E’と P0’の関係は式(8)により表せる。よって，有限要素法

解析と実験の結果において，スロット距離に対する漏洩

電波量の変化は関係しており，電波漏洩の傾向を比較す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることは可能であると言える。 

4.2 実験結果 

実験において漏洩導波管の終端部で電波を反射する 

場合の，漏洩電波量とスロット距離の関係を図－12 に示

す。パターンＡの長さ 30mm のスロットの場合，漏洩電

波量は有限要素法解析の結果と僅かに異なるが，スロッ

ト距離に対して約 75mm ごと繰り返す周期性を持つ。一

方，パターンＢの長さ 40mm のスロットの場合，スロッ

ト距離 1210mm 以降，約 350mm の区間において，漏洩

電波量はスロット距離に対して約 73mm ごと繰り返す周

期性を持つ。有限要素法解析と実験は共に漏洩導波管の

終端部付近で漏洩電波量に周期性を持つ。 

実験において漏洩導波管の終端部で電波を吸収する

場合の，漏洩電波量とスロット距離の関係を図－13 に示

す。有限要素法解析の結果と同様，パターンＡの長さ

30mm のスロットとパターンＢの長さ 40mm のスロット

のどちらも，漏洩導波管の終端部で電波を反射する場合

送信側のスペクト 
ラムアナライザへ 

テーパ管 

送信用変換器 

図－9 漏洩電波量測定装置                                   

 

受信用変換器 

受信側のスペクト 
ラムアナライザへ 

漏洩導波管 

1 つ目のスロット 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(8) 
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のような漏洩電波量の周期性は見られない。ただし，パ

ターンＢは有限要素法解析の結果と異なり，スロット距

離の全体にわたって漏洩電波量が大きく増減しているた

め，一様に電波を漏洩しているとは言えない。これらの

違いは，有限要素法解析と実験では電波の反射や吸収の

条件が完全に同一でないため，又は測定したスロット距

離が違うためと考える。パターンＡの電波漏洩量はスロ

ット距離 1000mm までは約－46dBm から部分的に－

40dBm まで変化する。ただし，これ以降 1500mm までは

約－46dBm～－45dBm で一様になる。1000mm までの区

間で，まだ電波が完全に安定していない 1)ためと考える。

また，1500mm 以降で漏洩電波量が変化しているのは，

ダミーロードとの接合部のわずかな段差によると考える。 

以上より，有限要素法解析を活用し，電波漏洩状態が

パターンＡ及びＢとなる長さのスロットを優先的に実験

することで，電波を一様に照射できる漏洩導波管の設計

を省力化できた。パターンＡとなる長さ 30mm のスロッ

トで電波を一様に照射できる漏洩導波管を設計できる。 

 

5. まとめ 

解析・測定範囲内において，以下のことが分かった。 

(1)漏洩導波管の電波漏洩状態はスロットの長さによっ

てパターンＡ，Ｂ，Ｃの 3 つに変化する。 

(2)有限要素法解析を活用し，電波漏洩状態がパターンＡ

及びＢとなる長さのスロットを優先的に実験するこ

とで，電波を一様に照射できる漏洩導波管の設計を省

力化できた。 

(3)パターンＡとなる長さ30mmのスロットで電波を一様

に照射できる漏洩導波管を設計できる。 
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図－13 長さ 30mm 及び 40mm のスロットにおける実験の結果(漏洩導波管終端部で電波を吸収する場合) 
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図－12 長さ 30mm 及び 40mm のスロットにおける実験の結果(漏洩導波管終端部で電波を反射する場合) 
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