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With the developments of modern high-speed computer, X-ray tomography and MRI are widely used as a
deterministic tool of medical diagnosis. On the other side, EIT (Electrical Impedance Tomography) is now
developing mainly for industrial use. Fundamental difference between them is that MRI or X-ray tomography
needs not to handle the functional measured data, but EIT is based on the functional nature of the measurable
data. Namely, EIT requires a solution of ill-posed system equations but MRI or X-ray tomography does not
require the solution of such the ill-posed system equations. In the present paper, we propose one of the most
reliable solution methodologies accompanying with EIT development.
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2.理論的背景
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Fig.3 に示すように，対象領域を取り囲む周辺電圧分

Electric Dipole

布は対象領域内を離散化した複数点の電気双極子の X
成分，Y 成分が作るポテンシャル分布の線形和である
と考えることができる．よって，対象領域表面の測定
電圧分布は電気双極子の作るポテンシャルを表す式
(2)を用いて，式(3)で与えられる．ただし，δ=4πε とす
る．
式(3)のシステム方程式から求めるべきは任意の位
置の逆起電力，即ち，電気双極子の大きさ Q[C]である

(a)X Component of Dipole
Fig.3

(b)Y Component of Dipole

Measurable Voltage and Voltage Dipole

から，行列 G の逆行列を左辺の表面電圧の測定値
V[V]に掛けることになる．ところが，対象領域周辺に
設置できる測定電極数は有限個に限定されるため，一
般に行列 G は正方行列にならない．したがって，この
問題は不適切な線形システム方程式を解く逆問題に帰
する．本論文では，この不適切な線形システム方程式
の解法として GVSPM 法を採用する．
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各測定データの扱いと畳み込み演算
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て得られる線形システムを全て連立して解くが，電気
双極子を用いた本定式化法においては，電流の通電状
態を変えることは求めるべき解である電気双極子を変
えることを意味するため，電極の組み合わせの違いに
よるデータを単純に連立することはできない．現在，
この問題点に対する解決策を模索中である．
代替案として個々の電流注入で得られる線形システ
ムを独立に解き，得られた結果から電流の注入方向を
変化させても共通に算出される電圧双極子分布を畳み
込み演算で抽出する．換言すれば， n 個のシステム方
程式を独立に解き，電気双極子の大きさ Qi，即ち，導
電率分布 Zi を求める．得られた導電率分布 Zi を 0 から

1 の間に正規化し，式(4)を用いて n 回の畳み込み演算
（convolution）を行うことで，逆問題による解の信頼
性向上を図る．
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この畳み込みによる方法は，電極組み合わせ数を増
やすことが，必ずしも解の精度を向上させることを意
味しないため，可能な限りの電極組み合わせ数を取る
ことなく，表面設置電極 n 個に対して，電流注入点数
は n/2 個となるように電極組み合わせを設定する．具
体例として，Fig.4 に示すように表面電極数が 12 個存
在する場合，対象領域への電流注入対数は 6 方向とす
る．
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3.実験による検証
以上のような理論的背景を前提とした実験によって
我々の手法の妥当性を検証する．断層撮影領域の離散
化は Fig.5 のように行い，実験には Fig.6 に示すような
実験システムを構築した．装置の各パラメータは
Table.1 に示す通りである．このような実験装置を用い
て，測定対象トレイの周囲に設置された電極から得ら
れた電圧波形の実効値を式(3)の測定電圧値として，領
域内の銅ブロック，発泡スチロール・ブロックの位置
を推定する．

Fig.9

Convolution Process

その他，Fig.10 のような結果も得られている．水に
対して導電率が大きい銅と小さい発泡スチロールとで
は表面電位の変化が逆であるはずだが，算出された電
気双極子の有する電荷の絶対値を取って畳み込み処理
を行うため，その導電率の大きさに関する情報は失わ
れることになり，図 Fig.7 (c)，Fig.10 (b)の結果は近い
ものとなっている．
(a)Polystyrene Target

(b)Polystyrene Evaluated

Fig.10 (d) の発泡スチロール・ブロック二個を対象
とした場合は比較的良い結果が得られたが，Fig.10 (b)
の銅ブロック二個を対象とした場合では良い結果が得
られなかった．これは，銅の場合は二個のターゲット
を分離するためには周辺電圧の変化が十分に得られな
かったためと考えられる．
4.まとめ
本論文は抵抗素子に電流を流した際に生じる電圧降

(c)Cupper Target
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下が逆起電力で表すことができる点に注目し，その逆
起電力を電気双極子として扱うことで，導電率パラメ
ータ推定問題である EIT に電気双極子を用いた新たな
定式化法を提案した．また，提案した方法の妥当性を
実験によって検証し，比較的良好な結果を得た．よっ
て，EIT 問題を電気双極子分布探査問題へ定式化する
ことの妥当性が検証された．
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Exact and Evaluated Conductance Distributions

本定式化法は直流を前提としたものであるが，実際に
直流電流を流すと水が電気分解を起こすなどのノイズ
要因が懸念されるため，交流で行うことにする．交流
で行うことによって生じる，リアクタンス成分の影響
をできるだけ減らすため，測定対象トレイの電極間イ
ンピーダンスの周波数特性を測定し，得られた共振周
波数から，電源の駆動周波数を 3[kHz]と決定した．測
定対象トレイの抵抗値は 3[kHz]付近で，およそ 20[kΩ]
である．本実験ではトレイの両端電位差がおよそ
10[V]（波高値）になるように電流を流すことにする．
Fig.7 に銅ブロックを用いた実験結果を示す．電流の
通電方向による各システム方程式の解は Fig.8 のよう
になっている．畳み込み演算の過程は Fig.9 のように
なっている．図に表記されている角度は電流の通電方
向を表しており，Fig.4 における I1 を角度 0°，I2 を角度
30°とし，半時計方向に定義する．
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With the developments of modern high-speed computer, X-ray tomography and MRI are widely
used as a deterministic tool of medical diagnosis. On the other side, EIT (Electrical Impedance
Tomography) is now developing mainly for industrial use. Fundamental difference between them is
that MRI or X-ray tomography needs not to handle the functional measured data, but EIT is based on
the functional nature of the measurable data. Namely, EIT requires a solution of ill-posed system
equations but MRI or X-ray tomography does not require the solution of such the ill-posed system
equations. In the present paper, we propose one of the most reliable solution methodologies
accompanying with EIT development.
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