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(57)【要約】
【課題】測定値の時間的変動を考慮した電磁界分布を測
定可能な電磁界分布測定方法及びその装置並びに記録媒
体を提供する。
【解決手段】被測定物１の近傍における電磁界分布を測
定するために、電磁界分布測定装置２を用い、被測定物
１の近傍空間における所定の測定面内でプローブ３を任
意の測定座標に走査させながら測定面内の複数の測定座
標のそれぞれにおいて所定時間の信号を検出し、プロー
ブ３が位置する測定座標とプローブの検出信号とに基づ
き、測定面内の各測定座標における電界及び磁界の強度
を所定時間にわたって信号時間波形演算部１２で算出し
、算出した強度に基づき被測定物１の近傍位置の各測定
座標における所定時間内の振幅確率の分布を電磁界分布
として算出して、この分布を電磁界分布表示部１６によ
ってマッピング表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間における電界及び／又は磁界の強度をプロー
ブにより検出し、前記被測定物の近傍における電磁界分布を測定する電磁界分布測定方法
において、
　前記被測定物の近傍空間における任意の測定位置に前記プローブを走査し、複数の測定
位置において前記強度を所定の測定時間にわたって検出する検出ステップと、
　前記被測定物における前記測定時間内の時間変化情報を含む前記強度の分布を算出する
分布算出ステップとを実行する
　ことを特徴とする電磁界分布測定方法。
【請求項２】
　前記分布算出ステップでは、前記強度が前記測定時間内の所定の基準値を超える頻度を
算出することを特徴とする請求項１に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項３】
　前記複数の測定位置に対応した情報と、それぞれの測定位置における前記強度に対応し
た情報により、前記被測定物における電磁界分布データをマッピングすることを特徴とす
る請求項１に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項４】
　電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間における電界及び／又は磁界の強度を検出す
る手段を備えた電磁界測定方法において、
　前記被測定物の近傍空間における任意の測定位置で、複数の周波数帯域毎に前記強度を
所定の測定時間にわたって検出する検出ステップと、
　前記検出した強度の時間分布を前記各周波数帯域毎に算出する分布算出ステップとを実
行する
　ことを特徴とする電磁界分布測定方法。
【請求項５】
　前記分布算出ステップでは、前記強度が前記測定時間内の所定の基準値を超える頻度を
算出することを特徴とする請求項４に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項６】
　前記複数の周波数帯域は、前記被測定物が搭載される電子機器の通信チャネルであるこ
とを特徴とする請求項４に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項７】
　前記分布算出ステップでは、前記被測定物における前記測定時間内の時間変化情報を含
む前記強度の変化を含む分布と、前記被測定物における周波数チャネルの変化に対応した
前記強度の変化を含む分布とを算出する
　ことを特徴とする請求項４に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項８】
　前記分布算出ステップでは、前記強度の前記測定時間内の振幅確率を算出する
　ことを特徴とする請求項４に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項９】
　前記分布算出ステップでは、前記強度の前記測定時間内の平均値を算出する
　ことを特徴とする請求項４に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項１０】
　第１および第２の回路ブロックを備えた電子機器の近傍空間における電界及び／又は磁
界の強度を検出する手段を備えた電磁界分布測定方法において、
　前記第１の回路ブロック近傍における前記強度を所定の測定時間にわたって検出する検
出ステップと、
　前記検出した強度の時間分布を算出し、この算出した値に基づいて前記第１の回路が第
２の回路ブロックに与える影響を評価するステップとを実行する
　ことを特徴とする電磁界分布測定方法。
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【請求項１１】
　前記強度の時間分布は、該強度が前記測定時間内の所定の基準値を超える頻度であり、
前記評価ステップでは、前記第１の回路ブロックと第２の回路ブロックとの距離を考慮し
て前記頻度の許容値を設定する
ことを特徴とする請求項１０に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項１２】
　前記強度の時間分布は、該強度が前記測定時間内の所定の基準値を超える頻度であり、
前記第２の回路ブロックは通信機能を備え、前記評価ステップでは、該通信機能のビット
エラーレートと前記頻度との相関関係に基づいて前記第１の回路ブロックから放出される
電磁界が前記第２の回路ブロックの通信機能に与える影響を評価する
ことを特徴とする請求項１０に記載の電磁界分布測定方法。
【請求項１３】
　電磁波の放射源となる被測定物の近傍における電磁界分布を測定する電磁界分布測定装
置において、
　被測定物の近傍空間における前記強度に対応した信号を出力するプローブと、
　前記プローブを任意の測定座標に走査させる走査手段と、
　前記プローブが位置する測定座標毎に、前記信号を所定の測定時間にわたって検出して
前記プローブによる測定結果を記憶する検出手段と、
　前記検出手段に基づき前記強度を前記測定時間にわたって算出する強度算出手段と、
　前記強度算出手段に基づき前記被測定物の各測定座標における前記測定時間内の時間変
化情報を含む前記強度の分布を算出する分布算出手段とを備えている
　ことを特徴とする電磁界分布測定装置。
【請求項１４】
　前記検出手段は、前記プローブが位置する測定座標毎に、複数の周波数帯域のそれぞれ
における前記信号をそれぞれ前記測定時間にわたって検出して前記プローブによる測定結
果を記憶する手段を有し、
　前記分布算出手段は、複数の周波数帯域のそれぞれにおける前記測定時間内の時間変化
に対応した前記強度の分布を算出する手段を有する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電磁界分布測定装置。
【請求項１５】
　前記分布算出手段は、前記各測定座標における前記強度の前記測定時間内の所定の振幅
確率を算出する手段を有する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電磁界分布測定装置。
【請求項１６】
　前記分布算出手段は、前記強度の前記測定時間内の平均値を算出する手段を有する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電磁界分布測定装置。
【請求項１７】
　電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間における電界及び／又は磁界の強度から前記
被測定物の近傍における電磁界分布を算出するコンピュータプログラムにおいて、
　被測定物の近傍空間の任意の測定座標おける前記強度に対応した信号を所定の測定時間
にわたって検出して記憶する検出ステップと、
　前記検出ステップに基づき前記測定座標における前記強度を前記測定時間にわたって算
出する強度算出ステップと、
　前記強度算出ステップに基づき前記被測定物における前記測定時間内の時間変化情報を
含む前記強度の分布を算出する分布算出ステップとを含む
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記検出ステップでは、プローブが位置する測定座標毎に、複数の周波数帯域における
前記信号をそれぞれ前記測定時間にわたって検出して前記プローブによる測定結果を記憶
し、
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　前記分布算出ステップでは、前記複数の周波数帯域のそれぞれにおける前記測定時間内
の時間変化に対応した前記強度の分布を算出する
　ことを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　前記分布算出ステップでは、前記各測定座標における前記強度の前記測定時間内の振幅
確率を算出する
　ことを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記分布算出ステップでは、前記強度の前記測定時間内の平均値を算出する　ことを特
徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
前記任意の測定座標に対応した情報とそれぞれの測定座標における前記強度に対応した情
報により、前記被測定物における電磁界分布データをマッピングすることを特徴とする請
求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間における電界及び／又は磁界の強度から前記
被測定物の近傍における電磁界分布を算出するコンピュータプログラムが記憶されている
情報記録媒体であって、
　被測定物の近傍空間の任意の測定座標おける前記強度に対応した信号を所定の測定時間
にわたって検出して記憶する検出ステップと、
　前記検出ステップに基づき前記測定座標における前記強度を前記測定時間にわたって算
出する強度算出ステップと、
　前記強度算出ステップに基づき前記被測定物における前記測定時間内の時間変化に対応
した前記強度の分布を算出する分布算出ステップとを含むコンピュータプログラムが記憶
されている
　ことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２３】
　前記検出ステップでは、プローブが位置する測定座標毎に、複数の周波数帯域における
前記信号をそれぞれ前記測定時間にわたって検出して前記プローブによる測定結果を記憶
し、
　前記分布算出ステップでは、前記複数の周波数帯域のそれぞれにおける前記測定時間内
の時間変化に対応した前記強度の分布を算出するコンピュータプログラムが記憶されてい
る
　ことを特徴とする請求項２２に記載の情報記録媒体。
【請求項２４】
　前記分布算出ステップでは、前記各測定座標における前記強度の前記測定時間内の振幅
確率を算出するコンピュータプログラムが記憶されている
　ことを特徴とする請求項２２に記載の情報記録媒体。
【請求項２５】
　前記分布算出ステップでは、前記強度の前記測定時間内の平均値を算出するコンピュー
タプログラムが記憶されている
　ことを特徴とする請求項２２に記載の情報記録媒体。
【請求項２６】
　電子機器に搭載される被測定物の近傍空間における電磁界分布を示す評価データが記録
された情報記録媒体であって、
　前記被測定物の任意の測定座標における電界及び／又は磁界の強度が、各測定座標にお
ける振幅確率分布を示す評価データとして記録されている
　ことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２７】
　前記被測定物をマトリックス状に区画した各測定座標における評価データとして記録さ
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れている
　ことを特徴とする請求項２６に記載の情報記録媒体。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の情報記録媒体により評価基準を定めた被測定物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被測定物からの電磁界の放射により形成された電磁界分布を測定する電磁界
分布測定方法及びその装置並びにコンピュータプログラム及び情報記録媒体に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＥＭＩ（Electro Magnetic Interference）対策として電子機器から放射される
電磁波による電磁界の強度測定を行う方法としては、以下に示すようなものが規定されて
いる。
【０００３】
　例えば、測定対象となる電子機器、すなわち被測定物（供試機器）をオープンスペース
に設置し、この被測定物から３ｍから１０ｍ等の距離をもってループアンテナやダイポー
ルアンテナを設置して測定するものである。このようにアンテナを被測定物から十分な距
離をおいて設置した場合には、ループアンテナにおいては遠方放射電磁界の磁界成分だけ
を測定でき、ダイポールアンテナにおいては電界成分だけを測定できる。そして、遠方放
射電磁界の一方の成分を測定すれば他方を算出することができる。また、オープンスペー
スではなく電波暗室において測定する方法も規定されている。
【０００４】
　一方、被測定物において電磁波の放射源を特定する場合もある。例えば、回路基板上に
おいてどの部位から電磁波が強く放射されているかを特定する場合である。このような場
合には、前述した測定とは異なり被測定物の近傍において電磁界強度を測定する。一般的
には、小型ループアンテナを被測定物に近接させて電磁界の磁界成分を測定している。す
なわち、電磁結合による誘電起電力を利用して被測定物によって発生される電磁界の磁界
成分を検出するものである。このようにして検出された磁界成分を、演算処理することに
よって信号の大きさと位相を算出することになるが、従来はこのような磁界成分を測定で
きる測定器として、例えばベクトルネットワークアナライザやベクトルシグナルアナライ
ザ、スペクトラムアナライザなどがあった。これらの測定器を用いて、ループアンテナ等
のセンサを走査することにより被測定物における電流電圧分布を求めて、放射源を特定し
ている。
【０００５】
　ところで、前記オープンスペース等による測定方法は広大な設置スペースや多額の設備
投資が必要である。そこで近年、放射電磁波強度の評価法として、ＴＥＭセルと呼ばれる
同軸伝送線路を用いた評価方法が注目されている。この評価方法では、同軸伝送線路の内
部導体と外部導体の間に被測定物を配置し、内部導体の一端からの出力により評価するも
のである。この方法では、比較的小規模の設備で評価が可能であるという利点がある。
【０００６】
　一方、前記ループアンテナを用いて電磁波の放射源を精度よく特定するためには、電界
成分による影響を排除する必要がある。このためループアンテナにシールドを設けたシー
ルデッド・ループアンテナがしばしば用いられる。このシールデッド・ループアンテナで
は、電界成分の影響を受けづらいので、磁界成分のみの測定を比較的高精度で行うことが
できる。
【０００７】
　また、空間に形成された電磁界の電界成分と磁界成分のそれぞれを小型且つ簡易な設備
で容易且つ正確に測定することができる電磁界強度の測定方法及び装置の一例としては、
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再表０２／０８４３１１号公報に開示されているものが知られている。
【０００８】
　この再表０２／０８４３１１号公報に開示される電磁界の電界強度及び磁界強度を測定
する方法では、導体を電磁界内に配置し、導体から出力される出力電流であって電磁界に
対して異なる方向に出力される複数の出力電流を同時に測定することにより各出力電流の
大きさ及び出力電流間の位相差を測定し、測定した複数の出力電流の大きさ及び位相差に
基づき各出力電流に含まれる電界により導体に生じる電界成分電流と磁界により導体に生
じる磁界成分電流とを算出し、算出した電界成分電流及び磁界成分電流の大きさに基づき
電磁界の電界強度及び磁界強度を算出する。
【０００９】
　一般に、電磁界が形成されている空間に導体を配置すると、この導体からは電界により
生じる電流（電界成分電流）と磁界により生じる電流（磁界成分電流）との合成電流が出
力される。ここで、導体の特定の箇所から出力される電流のうち電界成分電流は、導体が
電磁界に対して相対的に方向を変えても一定である。一方、導体の特定の箇所から出力さ
れる電流のうち磁界成分電流は、導体が電磁界に対して相対的に方向を変えると、その大
きさ及び方向（位相）が変動する。従って、導体から互いに異なる方向に出力される複数
の出力電流を同時に測定することにより、その大きさ及び出力電流間の位相差をそれぞれ
測定できる。そして、各出力電流の大きさ及び出力電流間の位相差に基づき、出力電流に
含まれる電界成分電流及び磁界成分電流を算出するので、導体位置における正確な電磁界
強度を測定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】再表０２／０８４３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、スペクトラムアナライザによるノイズ信号の測定は、周波数を走査しな
がらある周波数のエネルギーを測定してスペクトラムを表示しており、測定信号が時間的
に変化する場合には、測定値が変動してばらついてしまう。さらに、センサを走査しなが
ら測定する場合も同様に測定値が変動してばらついてしまうため、正確な分布測定ができ
ないことがあった。さらにこの場合、時間変化の要因については測定することができなか
った。
【００１２】
　また、測定信号レベルが小さく、しかも時間による変化がある場合、ノイズフロア（熱
雑音のためランダムに変化する）との切り分けが非常に難しくなり、正確な測定ができな
いことがあった。例えば、携帯電話内部のノイズはこのような微弱な信号であるため、こ
のノイズが携帯電話の受信感度に与える影響の評価のためには、新たな測定が必要になる
。
【００１３】
　さらに、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合、その最大値や平均
値だけではデジタル通信システムの受信感度への影響を十分に反映しないため、従来のノ
イズ測定のスペクトラム測定では測定受信感度の関係が十分ではない。即ち、測定信号の
大きさの因子だけでは受信感度への影響を十分に反映しないため、この測定信号で作成し
た電磁界分布のマッピングと受信感度との関係が明確にならないことがあった。このため
、スペクトラムの最大値が大きいところで必ずしもデジタル通信への妨害が大きい、ある
いはスペクトラムレベルの小さいところで必ずしも妨害が小さいという関係にはならない
。この関係を考慮した周波数測定を行うことが課題である。
【００１４】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、測定値の
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時間的変動を考慮した電磁界分布を測定可能な電磁界分布測定方法及びその装置並びにコ
ンピュータプログラム及び情報記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は前記目的を達成するために、電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間におけ
る電界及び／又は磁界の強度をプローブにより検出し、前記被測定物の近傍における電磁
界分布を測定する電磁界分布測定方法において、前記被測定物の近傍空間における任意の
測定位置に前記プローブを走査し、複数の測定位置において前記強度を所定の測定時間に
わたって検出する検出ステップと、
　前記被測定物における前記測定時間内の時間変化情報を含む前記強度の分布を算出する
分布算出ステップとを実行する電磁界分布測定方法を提案する。
【００１６】
　本発明の電磁界分布測定方法によれば、信号の大きさが変動する近傍電磁界の測定の場
合、被測定物の近傍空間における所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて所
定の測定時間にわたって強度信号を検出し、プローブによる測定結果に基づいて、各測定
座標における電界及び／又は磁界の少なくとも何れか一方の強度を前記測定時間にわたっ
て算出し、算出した強度に基づき各測定座標における前記測定時間内の時間変化情報を含
む前記強度の分布を算出するので、前記時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の
影響を低減した電磁界分布が測定可能となる。さらに、ディジタル通信機の受信感度に及
ぼす影響を測定する場合においても、測定信号の大きさの因子だけではなく時間変動も考
慮して電磁界分布を測定しているので、電磁界分布のマッピングと受信感度との関係が明
確になる。
【００１７】
　また、本発明では、上記の電磁界分布測定方法を実現する装置として、電磁波の放射源
となる被測定物の近傍における電磁界分布を測定する電磁界分布測定装置において、被測
定物の近傍空間における前記強度に対応した信号を出力するプローブと、前記プローブを
任意の測定座標に走査させる走査手段と、前記プローブが位置する測定座標毎に、前記信
号を所定の測定時間にわたって検出して前記プローブによる測定結果を記憶する検出手段
と、前記検出手段に基づき前記強度を前記測定時間にわたって算出する強度算出手段と、
前記強度算出手段に基づき前記被測定物の各測定座標における前記測定時間内の時間変化
情報を含む前記強度の分布を算出する分布算出手段とを備えている電磁界分布測定装置を
提案する。
【００１８】
　本発明の電磁界分布測定装置によれば、電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間にお
ける測定面においてプローブが任意の測定座標に走査されて、所定の測定時間における電
界及び／又は磁界の強度が測定され、プローブが位置する測定座標毎にプローブによる測
定結果が記憶される。さらに、プローブが位置する測定座標とプローブによる測定結果と
に基づき電界及び／又は磁界の少なくとも何れか一方の強度が前記測定時間にわたって算
出され、この算出された強度に基づいて被測定物近傍位置の各測定座標における前記測定
時間内の時間変化情報を含む前記強度の分布が算出される。
【００１９】
　これにより、信号の大きさが変動する近傍電磁界の測定の場合にも、被測定物の近傍空
間における所定の測定面内の１つ以上の測定座標のそれぞれにおいて測定時間の間の信号
を検出して、プローブによる測定結果に基づいて、各測定座標における電界及び／又は磁
界の少なくとも何れか一方の強度を測定時間にわたって算出し、算出した強度に基づき各
測定座標における前記測定時間内の時間的変化を含む測定面内の電磁界分布を算出するの
で、時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布が測定可
能となる。さらに、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合においても
、測定信号の大きさの因子だけではなく時間変動も考慮して電磁界分布を測定しているの
で、電磁界分布のマッピングと受信感度との関係が明確になる。
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【００２０】
　また、本発明では、電磁波の放射源となる被測定物の近傍空間における電界及び／又は
磁界の強度から前記被測定物の近傍における電磁界分布を算出するコンピュータプログラ
ムにおいて、被測定物の近傍空間の任意の測定座標おける前記強度に対応した信号を所定
の測定時間にわたって検出して記憶する検出ステップと、前記検出ステップに基づき前記
測定座標における前記強度を前記測定時間にわたって算出する強度算出ステップと、前記
強度算出ステップに基づき前記被測定物における前記測定時間内の時間変化に対応した前
記強度の分布を算出する分布算出ステップとを含むコンピュータプログラムを提案する。
【００２１】
　また、本発明は、上記コンピュータプログラムが記録されている情報記録媒体を提案す
る。
【００２２】
　さらに、本発明は、電子機器に搭載される被測定物の近傍空間における電磁界分布を示
す評価データが記録された情報記録媒体であって、前記被測定物の任意の測定座標におけ
る電界及び／又は磁界の強度が、各測定座標における振幅確率分布を示す評価データとし
て記録されている情報記録媒体を提案する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の電磁界分布測定方法及びその装置によれば、時間変動を考慮し且つノイズフロ
ア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布が測定可能となる。さらに、ディジタル通信機
の受信感度に及ぼす影響を測定する場合においても、測定信号の大きさの因子だけではな
く時間変動も考慮して電磁界分布を測定しているので、電磁界分布のマッピングと受信感
度との関係を明確にすることができる。
【００２４】
　また、本発明のコンピュータプログラム及びこれを記憶した情報記録媒体によれば、上
記の電磁界測定方法を実施する装置を容易に実現することができる。
【００２５】
　また、本発明の電磁界分布データが記憶されている情報記録媒体によれば、ＩＣや複合
モジュール等の電子部品単体を被測定物として上記の電界分布の測定を行い、測定結果の
電界分布データを情報記録媒体に記憶あるいは記録し、この情報記録媒体を被測定物の電
子部品と共にユーザに提供すれば、ユーザは電子部品のどの部分から最もノイズが発生し
ているのかを知ることができ、これを考慮してこの電子部品を用いた電子回路或いは電子
装置の設計を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図２】本発明の第１実施形態における電磁界センサを示す構成図
【図３】本発明の第１実施形態における電磁界分布測定方法を説明するフローチャート
【図４】本発明の第１実施形態における測定原理を説明する図
【図５】本発明の第１実施形態における振幅確率の算出方法を説明する図
【図６】本発明の第１実施形態における電磁界分布の表示例を示す図
【図７】本発明の第１実施形態における電磁界分布の表示例を示す図
【図８】電磁界強度のスペクトラム測定結果の一例を示す図
【図９】電磁界強度のスペクトラム測定結果の一例を示す図
【図１０】電磁界強度の振幅確率分布の一例を示す図
【図１１】電子部品単体の電磁界分布測定を説明する図
【図１２】電子部品単体の電磁界分布測定を説明する図
【図１３】本発明の第２実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図１４】本発明の第２実施形態における電界センサを示す構成図
【図１５】本発明の第２実施形態における電界分布測定方法を説明するフローチャート
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【図１６】本発明の第３実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図１７】本発明の第３実施形態における磁界センサを示す構成図
【図１８】本発明の第３実施形態における他の磁界センサを示す図
【図１９】本発明の第３実施形態における磁界分布測定方法を説明するフローチャート
【図２０】本発明の第４実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図２１】所定測定座標における電磁界分布を横軸をチャネル（周波数）とし縦軸を等確
率のレベルの値として表したグラフ
【図２２】所定測定座標における電磁界分布を横軸をチャネル（周波数）とし縦軸を等レ
ベルの振幅確率の値として表したグラフ
【図２３】本発明の第４実施形態における磁界分布測定方法を説明するフローチャート
【図２４】本発明の第５実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図２５】本発明の第５実施形態における磁界分布測定方法を説明するフローチャート
【図２６】本発明の第６実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図
【図２７】本発明の第６実施形態における磁界分布測定方法を説明するフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。
【００２８】
　図１は本発明の第１実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図にお
いて、１は被測定物で、例えば電子機器の回路基板である。２は被測定物１から放射され
る電磁界の分布を被測定物１の近傍において測定する電磁界分布測定装置である。
【００２９】
　なお、被測定物１は、回路基板上に搭載された各電子部品とすることができ、さらに各
電子部品群から構成された回路ブロックとすることができる。
【００３０】
　電磁界分布測定装置２は、走査用の電磁界センサ（プローブ）３と、センサ走査装置４
、ミキサ５，６、アナログ／ディジタル（以下、Ａ／Ｄと称する）コンバータ７，８、発
振器９、分波器１０、コンピュータ装置１１とから構成されている。
【００３１】
　また、コンピュータ装置１１は、信号時間波形演算部１２と、電磁界情報記憶部１３、
走査装置制御部１４、電磁界分布情報算出部１５、電磁界分布表示部１６、電磁界分布デ
ータ記録部１７を備えている。
【００３２】
　この電磁界分布測定装置２は、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面における近傍
電磁界の強度分布を測定するものである。強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態に
させ、被測定物１の動作中に放射される所定の周波数チャネルの電磁波が形成する電磁界
の強度分布を電磁界分布測定装置２によって測定する。尚、本実施形態では、上記周波数
チャネルとは所定周波数を中心として所定の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの
帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【００３３】
　走査用の電磁界センサ３は、図２に示すように、ループアンテナ３１を有する。このル
ープアンテナ３１はシールドを備えていないループ状の導体である。本実施形態では、ル
ープアンテナ３１は、被測定物１に接近できるように方形のループアンテナとして形成さ
れている。ループアンテナ３１の両端は、それぞれ同軸ケーブル３２，３３の中心導体と
接続し、各同軸ケーブル３２，３３の他端側には接続コネクタ３４，３５が設けられてい
る。
【００３４】
　各接続コネクタ３４，３５は、同軸ケーブル（図示せず）を介してミキサ５，６に接続
されている。ここで、ループアンテナ３１の一端側及び他端側とミキサ５，６との特性イ
ンピーダンスは一致している。本実施形態における電磁界センサ３は、外部導体が銅、誘
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電体がフッ素樹脂で構成され、特性インピーダンスが５０Ω、直径約１ｍｍの同軸ケーブ
ルを加工することにより形成されている。
【００３５】
　また、各ミキサ５，６には分波器１０を介して発振器９で生成された周波数変換用の基
準信号が入力され、ミキサ５，６の出力端子はＡ／Ｄコンバータ７，８に接続されている
。これにより、Ａ／Ｄコンバータ７，８の入力信号がダウンコンバートされると共に、入
力信号はディジタルデータに変換され、Ａ／Ｄコンバータ７，８によって変換されたデー
タはコンピュータ装置１１の信号時間波形演算部１２に入力される。
【００３６】
　信号時間波形演算部１２及び電磁界情報記憶部１３は、走査装置制御部１４の制御信号
に基づき動作し、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる
各測定座標毎に電界の強度と方向及び磁界の強度と方向を算出して、その算出結果を各測
定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化を含めて電界の強度と
方向及び磁界の強度と方向の測定結果が、測定した各測定座標毎に電磁界情報記憶部１３
に記憶される。
【００３７】
　走査装置制御部１４は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をループアンテナ
３１が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御する。
【００３８】
　電磁界分布情報算出部１５は、電磁界情報記憶部１３に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に電界強度と磁界強度のそれぞれについて、所定の閾値を用いた振幅
確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標にわたる振幅確率の分布を電磁界分布として記憶
する。尚、ここで算出される電磁界分布は、各測定座標毎に横軸を時間とし縦軸を振幅確
率の値としたデータで表されている。
【００３９】
　電磁界分布表示部１６は、電磁界分布情報算出部１５に記憶されている電磁界分布をマ
ッピング表示する。
【００４０】
　電磁界分布データ記録部１７は、電磁界分布情報算出部１５に記憶されている電磁界分
布情報のデータを、コンパクトディスク（ＣＤ）やＤＶＤ或いはフレキシブル磁気ディス
ク等の持ち運びが容易に行えるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録する。
【００４１】
　次に、本実施形態の電磁界分布測定装置の動作を図３に示すフローチャートを参照して
説明する。図３は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャートで
ある。
【００４２】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電磁界センサ３の走査を行い、電磁界センサ３の位置する座標情報を取得し
て電磁界情報記憶部１３に記憶する（ＳＡ１）と共に、信号時間波形演算部１２によって
被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に電
界の強度と方向及び磁界の強度と方向を算出して、その算出結果を各測定座標毎に所定時
間Ｔ0ずつ電磁界情報記憶部１３に記憶する（ＳＡ２）。これにより、時間的な変化を含
めて電界の強度と方向及び磁界の強度と方向の測定結果が、測定した各測定座標毎に電磁
界情報記憶部１３に記憶される。
【００４３】
　次に、電磁界分布情報算出部１５が、電磁界情報記憶部１３に記憶されている測定結果
に基づいて、各測定座標毎に電界強度と磁界強度のそれぞれについて、所定の測定対象と
なる１つ以上の閾値を用いた振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標にわたる振幅確
率の分布を電磁界分布として記憶する（ＳＡ３）。尚、本実施形態では、電磁界分布とし
て電界強度と磁界強度のそれぞれに関する振幅確率の分布を記憶しており、測定結果を表
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【００４４】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＡ４）、終了していないときは
前記ＳＡ１の処理に移行し、終了したときは電磁界分布情報算出部１５に記憶されている
電磁界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＡ５）。この後、電磁界分布表示
部１６が、このファイルを読み出して（ＳＡ６）、電磁界分布表示部１６により測定結果
の電磁界分布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の電磁界
分布データを情報記録媒体に記録する（ＳＡ７）。尚、測定結果の電磁界分布を表示する
際には、上記振幅確率の閾値を指定して表示することが可能である。
【００４５】
　本実施形態について図４及び図５を参照して説明する。図４は本発明の測定原理を説明
する図、図５は振幅確率の算出方法を説明する図である。
【００４６】
　まず、図４を参照して本発明の動作原理ついて説明する。図４に示すように、被測定物
１のある点に、ある周波数の電圧Ｖ(=Asin(ωt+θv))と電流Ｉ(=Bsin(ωt+θc))が存在し
ていると仮定する。この点の直上に、両端が同じインピーダンスで終端されている線状の
微小な導体３１を配置する。このとき導体３１には、電圧Ｖと電界結合して電流（以下、
電界成分電流と言う。）Ｉeが生じるとともに、電流Ｉと磁界結合して電流（以下、磁界
成分電流と言う。）Ｉmが生じる。したがって、導体３１の両端からの出力電流Ｏ1及びＯ
2は、電界成分電流Ｉeと磁界成分電流Ｉmの合成電流となる。ここで、導体３１の両端か
ら出力される電界成分電流Ｉeは互いに同位相となるが、磁界成分電流Ｉmは互いに逆位相
となる。すなわち、電界成分電流Ｉeは導体３１の向きに応じて変化するが、磁界成分電
流Ｉmは導体３１の向きに依存しない。本発明は、このことを利用して互いに出力方向が
異なる複数の出力電流に基づき、電界成分電流と磁界成分電流を算出することにより、導
体３１が位置する測定座標における電界強度及び磁界強度を算出する。
【００４７】
　以下その方法についてさらに詳細に説明する。
【００４８】
　図４において、導体３１の両端から出力される出力電流Ｏ1及びＯ2は、各々式(1)及び(
2)で表される。
【００４９】
　O1 = αAsin(ωt+θv) + βBsin(ωt+θc)　…(1)
　O2 = αAsin(ωt+θv) - βBsin(ωt+θc)　…(2)
　ここでα及びβは係数である。したがって、式(3)及び(4)のように、両端の出力電流Ｏ
1及びＯ2の和と差をとることで、導体３１に流れる電界成分電流Ｉe及び磁界成分電流Ｉm
を算出することができる。
【００５０】
　Ｉe = (O1 + O2)/2  …(3)
　Ｉm = (O1 - O2)/2  …(4)
　この微小導体３１をプローブとして用いることで、導体３１が位置する測定座標におけ
る電磁界強度を測定することができる。
【００５１】
　また、所定座標における電界強度或いは磁界強度の振幅確率を算出する際には、次の式
(5)を用いて算出する。
【００５２】
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【数１】

　ここで、Ｄ(Ｅk)は振幅確率、Ｔ0は、図５に示すように、測定対象座標における測定時
間であり、Ｔi（i＝1～n、ｎは自然数）は測定した強度が所定の閾値Ｅkを連続して越え
ていた時間である。従って、式(5)により測定時間Ｔ0内において測定した強度が閾値Ｅk

を越えていた総時間（Ｔ1＋…＋Ｔn）の割合が閾値Ｅkのときの振幅確率Ｄ(Ｅk)として算
出される。
【００５３】
　上記のように算出した振幅確率Ｄ(Ｅk)により、例えば、図６に示すように電界或いは
磁界の測定強度が所定の閾値（例えば-50dBm）を越える振幅確率Ｄ(Ｅk)の分布を電磁界
分布としてマッピング表示したり、または、図７に示すように、測定した振幅確率Ｄ(Ｅk

)が所定の値（例えば１０-4）を越える電界或いは磁界の測定強度の分布を電磁界分布と
してマッピング表示することができる。
【００５４】
　図６は、測定面内において、電界或いは磁界の測定強度が-50dBmを越える振幅確率Ｄ(
Ｅk)が１０-4～１０-3となる領域と、１０-3～１０-2となる領域、１０-2～１０-1となる
領域、１０-1～１となる領域を表している。また、図７は、測定面内において、振幅確率
Ｄ(Ｅk)が１０-4を越える出力レベルが、-55dBm～-50dBmとなる領域と、-50dBm～-45dBm
となる領域、-45dBm～-40dBmとなる領域、-40dBm～-35dBmとなる領域、-35dBm～-30dBmと
なる領域、-30dBm～-25dBmとなる領域、-25dBm～-20dBmとなる領域、-20dBm～-15dBmとな
る領域を表している。
【００５５】
　これにより、電界或いは磁界の測定強度が変動する近傍電磁界の測定の場合、被測定物
１の近傍空間における所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて所定時間Ｔ0

の信号を検出し、各測定座標における電界又は磁界の強度を所定時間Ｔ0にわたって算出
し、算出した強度に基づき各測定座標における所定時間Ｔ0内の時間的変化を含む測定面
内の電磁界分布を算出するので、時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を
低減した電磁界分布が測定可能となる。
【００５６】
　例えば、機種の異なる２種類の携帯電話のスペクトラムを測定すると図８及び図９のよ
うな測定結果が得られた。図８は第１携帯電話のスペクトラム特性であり、図９は第２携
帯電話のスペクトラム特性であり、それぞれ横軸が周波数を表し、縦軸が出力を表す。こ
れらのスペクトラム特性を比較しても双方の違いを明確に得ることはできない。しかし、
これら２つの携帯電話から出力される電磁界強度の振幅確率分布を求めると、図１０に示
すようにその違いを明確に把握することができる。図１０において、Ａ１は第１携帯電話
の振幅確率分布（ＡＰＤ：Amplitude Probability Distribution）であり、Ａ２は第２携
帯電話の振幅確率分布であり、横軸が出力を表し、縦軸が振幅確率を表す。図１０におい
て、「1E+00」とは確率1/1E+00、つまりスペクトラムのパルス数において１回中１回と言
う意味である。また、「1E-07」とは確率1/1E+07、つまり1E+07（１０7）回中１回という
意味である。また、図１０は、所定の一定時間内の上記周波数帯域内で、スペクトラムが
閾値となる所定の強度を越える確率分布を表している。例えば、第２携帯電話で-60dBm以
上の出力値を出す確率は1/1E-05（1E+05回中に１回）ということになる。
【００５７】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、電界或いは磁界の測定強度の因子だけではなく時間変動も考慮して電磁界分布を
測定しているので、電磁界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができ
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る。
【００５８】
　尚、上記実施形態では電磁界強度の振幅確率分布を電磁界分布として時間的変化を考慮
した分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎に測定時間Ｔ0内の電磁界強度の
平均値を算出して、この平均値を用いて全測定座標における分布を電磁界分布としても時
間的変化を考慮した分布状態を把握することができる。
【００５９】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【００６０】
　また、図１１に示すように電子装置５０を構成する複数の回路ブロック５１～５７のう
ちのノイズを発生する可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれ
について、図１２に示すように電子部品単体での電磁界分布データを取得してマトリック
ス状の複数のエリア６１に分割してマッピングしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは
記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の電子部品に添付してユーザに提供しても良い
。このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶あるいは記録した情報記録媒
体を被測定物１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの
部分から最もノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮して
この電子部品を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。尚、周知の不
揮発性メモリを備えたＲＦタグに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、こ
れを電子部品に添付、装着、埋設するなどしても良い。
【００６１】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【００６２】
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。
【００６３】
　図１３は第２実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１実施形態と
第２実施形態との相違点は、本第２実施形態では、被測定物１から放射される電界の分布
を被測定物１の近傍において測定する電磁界分布測定装置100を構成したことである。
【００６４】
　電磁界分布測定装置100は、走査用の電界センサ（プローブ）101と、センサ走査装置４
、ミキサ５、Ａ／Ｄコンバータ７、発振器９、コンピュータ装置１１とから構成されてい
る。
【００６５】
　また、コンピュータ装置１１は、電界情報記憶部103、走査装置制御部１４、電界分布
情報算出部105、電界分布表示部106、電磁界分布データ記録部１７を備えている。
【００６６】
　この電磁界分布測定装置100は、被測定物１の近傍電界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る所定の周波数チャネルの電磁波が形成する電界の強度分布を電磁界分布測定装置100に
よって測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として
所定の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【００６７】
　走査用の電界センサ101は、図１４に示すように、モノポールアンテナ111を有し、この
モノポールアンテナ111はシールドを備えていない直線状の導体である。モノポールアン
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テナ111は、同軸ケーブル112の一端側の中心導体に接続され、同軸ケーブル112の他端側
には接続コネクタ113が設けられている。
【００６８】
　接続コネクタ113は、同軸ケーブル（図示せず）を介してミキサ５に接続されている。
ここで、モノポールアンテナ111とミキサ５との特性インピーダンスは一致している。本
実施形態における電界センサ101は、外部導体が銅、誘電体がフッ素樹脂で構成され、特
性インピーダンスが５０Ω、直径約１ｍｍの同軸ケーブルを加工することにより形成され
ている。
【００６９】
　また、ミキサ５には発振器９で生成された周波数変換用の基準信号が入力され、ミキサ
５の出力端子はＡ／Ｄコンバータ７に接続されている。これにより、Ａ／Ｄコンバータ７
の入力信号がダウンコンバートされると共に、入力信号はディジタルデータに変換され、
Ａ／Ｄコンバータ７によって変換されたデータはコンピュータ装置１１の電界情報記憶部
103に入力される。
【００７０】
　電界情報記憶部103は、走査装置制御部１４の制御信号に基づき動作し、被測定物１の
近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に電界の強度を入
力して、その入力結果を各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的
な変化を含めて電界の強度の測定結果が、測定した各測定座標毎に電界情報記憶部103に
記憶される。
【００７１】
　走査装置制御部１４は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をモノポールアン
テナ101が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御する。
【００７２】
　電界分布情報算出部105は、電界情報記憶部103に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標毎に電界強度について、所定の閾値を用いた振幅確率Ｄ(Ｅk)を算出し、閾値
毎に全ての測定座標にわたる振幅確率Ｄ(Ｅk)の分布を電界分布として記憶する。尚、振
幅確率Ｄ(Ｅk)の算出方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出され
る電界分布は、各測定座標毎に横軸を時間とし縦軸を振幅確率の値としたデータで表され
ている。
【００７３】
　電界分布表示部106は、電界分布情報算出部105に記憶されている電界分布をマッピング
表示する。
【００７４】
　電磁界分布データ記録部１７は、電界分布情報算出部105に記憶されている電界分布情
報のデータを、コンパクトディスク（ＣＤ）やＤＶＤ或いはフレキシブル磁気ディスク等
の持ち運びが容易に行えるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録する。
【００７５】
　次に、本実施形態の電磁界分布装置の動作を図１５に示すフローチャートを参照して説
明する。図１５は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャートで
ある。
【００７６】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電界センサ101の走査を行い、電界センサ101の位置する座標情報を取得して
電界情報記憶部103に記憶する（ＳＢ１）と共に、被測定物１の近傍に設定された所定の
測定面内における測定対象となる各測定座標毎に電界の強度を入力して、その入力結果を
各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ電界情報記憶部103に記憶する（ＳＢ２）。これにより、
時間的な変化を含めて電界強度の測定結果が、測定した各測定座標毎に電界情報記憶部10
3に記憶される。
【００７７】
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　次に、電界分布情報算出部105が、電界情報記憶部103に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に電界強度について、所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた
振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標にわたる振幅確率の分布を電磁界分布として
記憶する（ＳＢ３）。
【００７８】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＢ４）、終了していないときは
前記ＳＢ１の処理に移行し、終了したときは電界分布情報算出部105に記憶されている電
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＢ５）。この後、電界分布表示部106
が、このファイルを読み出して（ＳＢ６）、電界分布表示部106により測定結果の電界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の電界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＢ７）。尚、測定結果の電界分布を表示する際には、上記振
幅確率の閾値を指定して表示することが可能である。また、振幅確率を指定して、指定し
た振幅確率に該当する電界強度の分布を表示させることも可能である。
【００７９】
　これにより、電界強度が変動する近傍電界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて所定時間Ｔ0の信号を検出し、各
測定座標における電界強度を所定時間Ｔ0にわたって算出し、算出した強度に基づき各測
定座標における所定時間Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の電界分布を算出するので、
時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電界分布が測定可能とな
る。
【００８０】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、電界の測定強度の因子だけではなく時間変動も考慮して電界分布を測定している
ので、電界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができる。
【００８１】
　尚、上記実施形態では電界強度の振幅確率分布を電界分布として時間的変化を考慮した
分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎に測定時間Ｔ0内の電界強度の平均値
を算出して、この平均値を用いて全測定座標における分布を電界分布としても時間的変化
を考慮した分布状態を把握することができる。
【００８２】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【００８３】
　また、前述したように電子装置を構成する複数の回路ブロックのうちのノイズを発生す
る可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれについて、電子部品
単体での電磁界分布データを取得してマトリックス状の複数のエリアに分割してマッピン
グしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の
電子部品に添付してユーザに提供しても良い。尚、周知の不揮発性メモリを備えたＲＦタ
グに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、これを電子部品に添付、装着、
埋設するなどしても良い。
【００８４】
　このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶した情報記録媒体を被測定物
１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの部分から最も
ノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮してこの電子部品
を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。
【００８５】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
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汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【００８６】
　次に、本発明の第３実施形態を説明する。
【００８７】
　図１６は第３実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１実施形態と
第３実施形態との相違点は、本第３実施形態では、被測定物１から放射される磁界の分布
を被測定物１の近傍において測定する電磁界分布測定装置200を構成したことである。
【００８８】
　電磁界分布測定装置200は、走査用の磁界センサ（プローブ）201と、センサ走査装置４
、ミキサ５、Ａ／Ｄコンバータ７、発振器９、コンピュータ装置１１とから構成されてい
る。
【００８９】
　また、コンピュータ装置１１は、磁界情報記憶部203と、走査装置制御部１４、磁界分
布情報算出部205、磁界分布表示部206、電磁界分布データ記録部１７を備えている。
【００９０】
　この電磁界分布測定装置200は、被測定物１の近傍磁界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る所定の周波数チャネルの電磁波が形成する磁界の強度分布を電磁界分布測定装置200に
よって測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として
所定の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【００９１】
　走査用磁界センサ201は、シールデッドループ構造となっている。本実施形態では、図
１７に示すように、多層プリント配線板によりシールデッドループ構造を実現している。
具体的には、第１層221及び第３層223にシールド用のパターン224,225を設けるとともに
、第２層222に心線に相当するパターン226を設けている。各パターン224～226間の接続は
スルーホール227により実現している。また、各パターンの224～226は配線板の端部に設
けた接続コネクタ228にそれぞれ接続している。このような構造により、図１８に示すよ
うな一般的なシールデッドループアンテナと同様に磁気センサとして機能する。なお、本
実施形態では多層プリント配線板を用いたセンサを用いたが、図１８に示すような一般的
なシールデッドループアンテナ202であっても本発明は実施できる。しかしながら、多層
プリント配線板を用いたセンサでは、小型化が容易であること及び被測定物への接近が容
易であることから分解能の向上が期待できる点で、一般的なシールデッドループアンテナ
202よりも好適である。
【００９２】
　接続コネクタ228は、同軸ケーブル（図示せず）を介してミキサ５に接続されている。
ここで、磁界センサ201とミキサ５との特性インピーダンスは一致している。
【００９３】
　また、ミキサ５には発振器９で生成された周波数変換用の基準信号が入力され、ミキサ
５の出力端子はＡ／Ｄコンバータ７に接続されている。これにより、Ａ／Ｄコンバータ７
の入力信号がダウンコンバートされると共に、入力信号はディジタルデータに変換され、
Ａ／Ｄコンバータ７によって変換されたデータはコンピュータ装置１１の磁界情報記憶部
203に入力される。
【００９４】
　磁界情報記憶部203は、走査装置制御部１４の制御信号に基づき動作し、被測定物１の
近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に磁界の強度を入
力して、その入力結果を各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的
な変化を含めて磁界の強度の測定結果が、測定した各測定座標毎に磁界情報記憶部203に
記憶される。
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【００９５】
　走査装置制御部１４は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面を磁界センサ201
が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御する。
【００９６】
　磁界分布情報算出部205は、磁界情報記憶部203に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標毎に磁界強度について、所定の閾値を用いた振幅確率Ｄ(Ｅk)を算出し、閾値
毎に全ての測定座標にわたる振幅確率Ｄ(Ｅk)の分布を磁界分布として記憶する。尚、振
幅確率Ｄ(Ｅk)の算出方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出され
る磁界分布は、各測定座標毎に横軸を時間とし縦軸を振幅確率の値としたデータで表され
ている。
【００９７】
　磁界分布表示部206は、磁界分布情報算出部205に記憶されている磁界分布をマッピング
表示する。
【００９８】
　電磁界分布データ記録部１７は、磁界分布情報算出部205に記憶されている電磁界分布
情報のデータを、コンパクトディスク（ＣＤ）やＤＶＤ或いはフレキシブル磁気ディスク
等の持ち運びが容易に行えるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録する。
【００９９】
　次に、本実施形態の電磁界分布装置の動作を図１９に示すフローチャートを参照して説
明する。図１９は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャートで
ある。
【０１００】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において磁界センサ201の走査を行い、磁界センサ201の位置する座標情報を取得して
磁界情報記憶部203に記憶する（ＳＣ１）と共に、被測定物１の近傍に設定された所定の
測定面内における測定対象となる各測定座標毎に磁界の強度を入力して、その入力結果を
各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ磁界情報記憶部203に記憶する（ＳＣ２）。これにより、
時間的な変化を含めて磁界強度の測定結果が、測定した各測定座標毎に磁界情報記憶部20
3に記憶される。
【０１０１】
　次に、磁界分布情報算出部205が、磁界情報記憶部203に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に磁界強度について、所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた
振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標にわたる振幅確率の分布を電磁界分布として
記憶する（ＳＣ３）。
【０１０２】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＣ４）、終了していないときは
前記ＳＣ１の処理に移行し、終了したときは磁界分布情報算出部205に記憶されている磁
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＣ５）。この後、磁界分布表示部206
が、このファイルを読み出して（ＳＣ６）、磁界分布表示部206により測定結果の磁界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の磁界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＣ７）。尚、測定結果の磁界分布を表示する際には、上記振
幅確率の閾値を指定して表示することが可能である。また、振幅確率を指定して、指定し
た振幅確率に該当する磁界強度の分布を表示させることも可能である。
【０１０３】
　これにより、磁界強度が変動する近傍磁界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて所定時間Ｔ0の信号を検出し、各
測定座標における磁界強度を所定時間Ｔ0にわたって算出し、算出した強度に基づき各測
定座標における所定時間Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の磁界分布を算出するので、
時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した磁界分布が測定可能とな
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る。
【０１０４】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、磁界の測定強度の因子だけではなく時間変動も考慮して磁界分布を測定している
ので、磁界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができる。
【０１０５】
　尚、上記実施形態では磁界強度の振幅確率分布を磁界分布として時間的変化を考慮した
分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎に測定時間Ｔ0内の磁界強度の平均値
を算出して、この平均値を用いて全測定座標における分布を磁界分布としても時間的変化
を考慮した分布状態を把握することができる。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【０１０７】
　また、前述したように電子装置を構成する複数の回路ブロックのうちのノイズを発生す
る可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれについて、電子部品
単体での電磁界分布データを取得してマトリックス状の複数のエリアに分割してマッピン
グしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の
電子部品に添付してユーザに提供しても良い。尚、周知の不揮発性メモリを備えたＲＦタ
グに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、これを電子部品に添付、装着、
埋設するなどしても良い。
【０１０８】
　このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶あるいは記録した情報記録媒
体を被測定物１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの
部分から最もノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮して
この電子部品を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。
【０１０９】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【０１１０】
　次に、本発明の第４実施形態を説明する。
【０１１１】
　図２０は第４実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１実施形態と
第４実施形態との相違点は、第４実施形態では、被測定物１から放射される電磁界の分布
を被測定物１の近傍の複数の測定座標で測定する際に、各測定座標において複数の周波数
チャネルを走査して各周波数チャネルにおける電磁界強度の変化を測定し、周波数の変化
に対応した電磁界強度の変化を測定する電磁界分布測定装置300を構成したことである。
【０１１２】
　電磁界分布測定装置300は、走査用の電磁界センサ（プローブ）３と、センサ走査装置
４、ミキサ５，６、アナログ／ディジタル（以下、Ａ／Ｄと称する）コンバータ７，８、
発振器309、分波器１０、コンピュータ装置１１とから構成されている。
【０１１３】
　また、コンピュータ装置１１は、信号時間波形演算部312と、電磁界情報記憶部313、走
査装置制御部314、電磁界分布情報算出部315、電磁界分布表示部316、電磁界分布データ
記録部317を備えている。
【０１１４】
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　この電磁界分布測定装置300は、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面における近
傍電磁界の強度分布を測定するものである。強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態
にさせ、被測定物１の動作中に放射される複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電磁
波が形成する電磁界の強度分布を電磁界分布測定装置500によって測定する。尚、本実施
形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として所定の周波数帯域幅（例えば
、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【０１１５】
　各ミキサ５，６には分波器１０を介して発振器309で生成された周波数変換用の基準信
号が入力され、ミキサ５，６の出力端子はＡ／Ｄコンバータ７，８に接続されている。こ
れにより、Ａ／Ｄコンバータ７，８の入力信号がダウンコンバートされると共に、入力信
号はディジタルデータに変換され、Ａ／Ｄコンバータ７，８によって変換されたデータは
コンピュータ装置１１の信号時間波形演算部312に入力される。ここで、発振器309の発振
周波数は走査装置制御部314によって制御され、これにより各測定座標毎に複数の周波数
チャネルにおける電磁界分布の測定を行えるようになっている。
【０１１６】
　信号時間波形演算部312及び電磁界情報記憶部313は、走査装置制御部314の制御信号に
基づき動作し、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各
測定座標毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界の強度と方向及び磁界の強度
と方向を算出して、その算出結果を各測定座標に対応させて各周波数チャネル毎に所定時
間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化を含めて電界の強度と方向及び磁界の強
度と方向の測定結果が、測定した各測定座標における各周波数チャネル毎に電磁界情報記
憶部313に記憶される。
【０１１７】
　走査装置制御部314は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をループアンテナ
３１が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御すると共に、各測定座標において所
定時間Ｔ0毎に発振器309の発振周波数を変化させ、前述した複数の周波数チャネルのそれ
ぞれにおける測定を行えるようにする。
【０１１８】
　電磁界分布情報算出部315は、電磁界情報記憶部313に記憶されている測定結果に基づい
て、各測定座標毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界強度と磁界強度のそれ
ぞれについて、所定の閾値を用いた振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標において
全ての周波数チャネルにわたる振幅確率の分布を電磁界分布として記憶する。尚、ここで
算出される電磁界分布は、各測定座標の各周波数チャネル毎に横軸を時間とし縦軸を振幅
確率の値としたデータで表されていると共に、これに加えて、各測定座標毎に、図２１及
び図２２に示すように横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸をレベル或いは振幅確率
の値としたデータで表されている。図２１は所定測定座標における電磁界分布を横軸を周
波数チャネル（周波数）とし縦軸を等確率のレベルの値としたグラフで表したものであり
、図２２は所定測定座標における電磁界分布を横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸
を等レベルの振幅確率の値としたグラフで表したものである。
【０１１９】
　次に、本実施形態の電磁界分布装置の動作を図２３に示すフローチャートを参照して説
明する。この図２３は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャー
トである。
【０１２０】
　測定が開始されると、走査装置制御部314は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電磁界センサ３の走査を行い、電磁界センサ３の位置する座標情報を取得し
て電磁界情報記憶部313に記憶する（ＳＤ１）と共に、信号時間波形演算部312によって被
測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に電界
の強度と方向及び磁界の強度と方向を算出して、その算出結果を各測定座標毎に所定時間
Ｔ0ずつ電磁界情報記憶部313に記憶する（ＳＤ２）。これにより、時間的な変化を含めて
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電界の強度と方向及び磁界の強度と方向の測定結果が、測定した各測定座標毎及び各周波
数チャネル毎に電磁界情報記憶部313に記憶される。
【０１２１】
　次に、電磁界分布情報算出部315が、電磁界情報記憶部313に記憶されている測定結果に
基づいて、各測定座標毎に各周波数チャネルの電界強度と磁界強度のそれぞれについて、
所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座
標での複数の周波数チャネル（複数の周波数）にわたる振幅確率の分布を電磁界分布とし
て記憶する（ＳＤ３）。尚、本実施形態では、電磁界分布として電界強度と磁界強度のそ
れぞれに関する振幅確率の分布を記憶しており、測定結果を表示する際には何れかを選択
して表示可能としている。
【０１２２】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標及び全ての測定対象となる周波数チャネルにおける測定が終了したか否かを
判定し（ＳＤ４）、終了していないときは前記ＳＤ１の処理に移行し、終了したときは電
磁界分布情報算出部315に記憶されている電磁界分布の測定結果の情報をファイルに書き
出す（ＳＤ５）。この後、電磁界分布表示部316が、このファイルを読み出して（ＳＤ６
）、電磁界分布表示部316により測定結果の電磁界分布を表示すると共に、電磁界分布デ
ータ記録部317によって測定結果の電磁界分布データを情報記録媒体に記録する（ＳＤ７
）。尚、測定結果の電磁界分布を表示する際には、周波数チャネル及び上記振幅確率の閾
値を指定して表示することが可能である。また、振幅確率を指定して、指定した振幅確率
に該当する電磁界強度の分布を表示させることも可能である。
【０１２３】
　これにより、電磁界強度が変動する近傍電界の測定の場合、被測定物１の近傍空間にお
ける所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて各周波数チャネル毎に所定時間
Ｔ0の信号を検出し、各測定座標での各周波数チャネルにおける電界強度を所定時間Ｔ0に
わたって算出し、算出した強度に基づき各測定座標の各周波数チャネルにおける所定時間
Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の電界分布を算出するので、時間変動及び周波数変動
を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布が測定可能となる。
【０１２４】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、電磁界の測定強度の因子だけではなく時間変動及び周波数変動も考慮して電磁界
分布を測定しているので、電磁界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすること
ができる。
【０１２５】
　尚、上記実施形態では電磁界強度の振幅確率分布を電磁界分布として時間的変化及び周
波数変化を考慮した分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎及び各周波数チャ
ネル毎に測定時間Ｔ0内の電磁界強度の平均値を算出して、この平均値を用いて全測定座
標及び全周波数チャネルにおける分布を電界分布としても時間的変化及び周波数変化を考
慮した分布状態を把握することができる。
【０１２６】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【０１２７】
　また、前述したように電子装置を構成する複数の回路ブロックのうちのノイズを発生す
る可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれについて、電子部品
単体での電磁界分布データを取得してマトリックス状の複数のエリアに分割してマッピン
グしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の
電子部品に添付してユーザに提供しても良い。尚、周知の不揮発性メモリを備えたＲＦタ
グに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、これを電子部品に添付、装着、
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埋設するなどしても良い。
【０１２８】
　このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶あるいは記録した情報記録媒
体を被測定物１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの
部分から最もノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮して
この電子部品を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。
【０１２９】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【０１３０】
　次に、本発明の第５実施形態を説明する。
【０１３１】
　図２４は第５実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１及び第２実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１及
び第２実施形態と第５実施形態との相違点は、第５実施形態では、被測定物１から放射さ
れる電界の分布を被測定物１の近傍の複数の測定座標で測定する際に、各測定座標におい
て複数の周波数チャネルを走査して各周波数チャネルにおける電界強度の変化を測定し、
周波数の変化に対応した電界強度の変化を測定する電磁界分布測定装置400を構成したこ
とである。
【０１３２】
　電磁界分布測定装置400は、走査用の電界センサ（プローブ）101と、センサ走査装置４
、ミキサ５、Ａ／Ｄコンバータ７、発振器409、コンピュータ装置１１とから構成されて
いる。
【０１３３】
　また、コンピュータ装置１１は、電界情報記憶部413、走査装置制御部414、電界分布情
報算出部415、電界分布表示部416、電磁界分布データ記録部417を備えている。
【０１３４】
　この電磁界分布測定装置400は、被測定物１の近傍電界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る所定の周波数チャネルの電磁波が形成する電界の強度分布を電磁界分布測定装置400に
よって測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として
所定の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【０１３５】
　走査用の電界センサ101は、図１４に示したものと同様である。また、ミキサ５には発
振器409で生成された周波数変換用の基準信号が入力され、ミキサ５の出力端子はＡ／Ｄ
コンバータ７に接続されている。これにより、Ａ／Ｄコンバータ７の入力信号がダウンコ
ンバートされると共に、入力信号はディジタルデータに変換され、Ａ／Ｄコンバータ７に
よって変換されたデータはコンピュータ装置１１の電界情報記憶部413に入力される。
【０１３６】
　電界情報記憶部413は、走査装置制御部414の制御信号に基づき動作し、被測定物１の近
傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に各周波数チャネル
のそれぞれにおける電界の強度を入力して、その入力結果を各測定座標に対応させて各周
波数チャネル毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化及び周波数の変
化を含めて電界の強度の測定結果が、測定した各測定座標における各周波数チャネル毎に
電界情報記憶部413に記憶される。
【０１３７】
　走査装置制御部414は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をモノポールアン
テナ101が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御すると共に、各測定座標におい
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て所定時間Ｔ0毎に発振器409の発振周波数を変化させ、前述した複数の周波数チャネルの
それぞれにおける測定を行えるようにする。
【０１３８】
　電界分布情報算出部415は、電界情報記憶部413に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界強度について、所定の閾値
を用いた振幅確率Ｄ(Ｅk)を算出し、閾値毎に全ての測定座標において全ての周波数チャ
ネルにわたる振幅確率Ｄ(Ｅk)の分布を電界分布として記憶する。尚、振幅確率Ｄ(Ｅk)の
算出方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出される電界分布は、各
測定座標の各周波数チャネル毎に横軸を時間とし縦軸を振幅確率の値としたデータで表さ
れていると共に、これに加えて、各測定座標毎に、図２１及び図２２に示したように横軸
を周波数チャネル（周波数）とし縦軸をレベル或いは振幅確率の値としたデータで表され
ている。
【０１３９】
　電界分布表示部416は、電界分布情報算出部415に記憶されている電界分布をマッピング
表示する。
【０１４０】
　電磁界分布データ記録部417は、電界分布情報算出部415に記憶されている電界分布情報
のデータを、コンパクトディスク（ＣＤ）やＤＶＤ或いはフレキシブル磁気ディスク等の
持ち運びが容易に行えるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録する。
【０１４１】
　次に、本実施形態の電磁界分布装置の動作を図２５に示すフローチャートを参照して説
明する。図２５は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャートで
ある。
【０１４２】
　測定が開始されると、走査装置制御部414は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電界センサ101の走査を行い、電界センサ101の位置する座標情報を取得して
電界情報記憶部413に記憶する（ＳＥ１）と共に、被測定物１の近傍に設定された所定の
測定面内における測定対象となる各測定座標毎に電界の強度を入力して、その入力結果を
各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ電界情報記憶部413に記憶する（ＳＥ２）。これにより、
時間的な変化を含めて電界強度の測定結果が、測定した各測定座標毎及び各周波数チャネ
ル毎に電界情報記憶部413に記憶される。
【０１４３】
　次に、電界分布情報算出部415が、電界情報記憶部413に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に各周波数チャネルの電界強度について、所定の測定対象となる１つ
以上の閾値を用いた振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標での複数の周波数チャネ
ル（複数の周波数）にわたる振幅確率の分布を電磁界分布として記憶する（ＳＥ３）。
【０１４４】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＥ４）、終了していないときは
前記ＳＥ１の処理に移行し、終了したときは電界分布情報算出部105に記憶されている電
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＥ５）。この後、電界分布表示部416
が、このファイルを読み出して（ＳＥ６）、電界分布表示部416により測定結果の電界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部417によって測定結果の電界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＥ７）。尚、測定結果の電界分布を表示する際には、周波数
チャネル及び上記振幅確率の閾値を指定して表示することが可能である。また、振幅確率
を指定して、指定した振幅確率に該当する電界強度の分布を表示させることも可能である
。
【０１４５】
　これにより、電界強度が変動する近傍電界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて各周波数チャネル毎に所定時間Ｔ
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0の信号を検出し、各測定座標での各周波数チャネルにおける電界強度を所定時間Ｔ0にわ
たって算出し、算出した強度に基づき各測定座標の各周波数チャネルにおける所定時間Ｔ

0内の時間的変化を含む測定面内の電界分布を算出するので、時間変動及び周波数変動を
考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電界分布が測定可能となる。
【０１４６】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、電界の測定強度の因子だけではなく時間変動及び周波数変動も考慮して電界分布
を測定しているので、電界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができ
る。
【０１４７】
　尚、上記実施形態では電界強度の振幅確率分布を電界分布として時間的変化及び周波数
変化を考慮した分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎及び各周波数チャネル
毎に測定時間Ｔ0内の電界強度の平均値を算出して、この平均値を用いて全測定座標及び
全周波数チャネルにおける分布を電界分布としても時間的変化及び周波数変化を考慮した
分布状態を把握することができる。
【０１４８】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【０１４９】
　また、前述したように電子装置を構成する複数の回路ブロックのうちのノイズを発生す
る可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれについて、電子部品
単体での電磁界分布データを取得してマトリックス状の複数のエリアに分割してマッピン
グしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の
電子部品に添付してユーザに提供しても良い。尚、周知の不揮発性メモリを備えたＲＦタ
グに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、これを電子部品に添付、装着、
埋設するなどしても良い。
【０１５０】
　このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶あるいは記録した情報記録媒
体を被測定物１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの
部分から最もノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮して
この電子部品を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。
【０１５１】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【０１５２】
　次に、本発明の第６実施形態を説明する。
【０１５３】
　図２６は第６実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１及び第３実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１及
び第３実施形態と第６実施形態との相違点は、第６実施形態では、被測定物１から放射さ
れる磁界の分布を被測定物１の近傍の複数の測定座標で測定する際に、各測定座標におい
て複数の周波数チャネルを走査して各周波数チャネルにおける磁界強度の変化を測定し、
周波数の変化に対応した磁界強度の変化を測定する電磁界分布測定装置500を構成したこ
とである。
【０１５４】
　電磁界分布測定装置500は、走査用の磁界センサ（プローブ）201と、センサ走査装置４
、ミキサ５、Ａ／Ｄコンバータ７、発振器509、コンピュータ装置１１とから構成されて
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いる。
【０１５５】
　また、コンピュータ装置１１は、磁界情報記憶部513と、走査装置制御部514、磁界分布
情報算出部515、磁界分布表示部516、電磁界分布データ記録部517を備えている。
【０１５６】
　この電磁界分布測定装置500は、被測定物１の近傍磁界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る所定の周波数チャネルの電磁波が形成する磁界の強度分布を電磁界分布測定装置200に
よって測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として
所定の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【０１５７】
　走査用磁界センサ201は、図１７或いは図１８に示したものと同様である。また、ミキ
サ５には発振器509で生成された周波数変換用の基準信号が入力され、ミキサ５の出力端
子はＡ／Ｄコンバータ７に接続されている。これにより、Ａ／Ｄコンバータ７の入力信号
がダウンコンバートされると共に、入力信号はディジタルデータに変換され、Ａ／Ｄコン
バータ７によって変換されたデータはコンピュータ装置１１の磁界情報記憶部513に入力
される。
【０１５８】
　磁界情報記憶部513は、走査装置制御部514の制御信号に基づき動作し、被測定物１の近
傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に各周波数チャネル
のそれぞれにおける磁界の強度を入力して、その入力結果を各測定座標に対応させて各周
波数チャネル毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化及び周波数の変
化を含めて磁界の強度の測定結果が、測定した各測定座標における各周波数チャネル毎に
磁界情報記憶部513に記憶される。
【０１５９】
　走査装置制御部514は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をモノポールアン
テナ201が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御すると共に、各測定座標におい
て所定時間Ｔ0毎に発振器509の発振周波数を変化させ、前述した複数の周波数チャネルの
それぞれにおける測定を行えるようにする。
【０１６０】
　磁界分布情報算出部515は、磁界情報記憶部513に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標毎に磁界強度について、所定の閾値を用いた振幅確率Ｄ(Ｅk)を算出し、閾値
毎に全ての測定座標にわたる振幅確率Ｄ(Ｅk)の分布を磁界分布として記憶する。尚、振
幅確率Ｄ(Ｅk)の算出方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出され
る磁界分布は、各測定座標の各周波数チャネル毎に横軸を時間とし縦軸を振幅確率の値と
したデータで表されていると共に、これに加えて、各測定座標毎に、図２１及び図２２に
示したように横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸をレベル或いは振幅確率の値とし
たデータで表されている。
【０１６１】
　磁界分布表示部516は、磁界分布情報算出部515に記憶されている磁界分布をマッピング
表示する。
【０１６２】
　電磁界分布データ記録部517は、磁界分布情報算出部515に記憶されている磁界分布情報
のデータを、コンパクトディスク（ＣＤ）やＤＶＤ或いはフレキシブル磁気ディスク等の
持ち運びが容易に行えるコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録する。
【０１６３】
　次に、本実施形態の電磁界分布装置の動作を図２７に示すフローチャートを参照して説
明する。図２７は、コンピュータ装置１１のプログラム処理を説明するフローチャートで
ある。
【０１６４】
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　測定が開始されると、走査装置制御部514は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において磁界センサ201の走査を行い、磁界センサ201の位置する座標情報を取得して
磁界情報記憶部513に記憶する（ＳＦ１）と共に、被測定物１の近傍に設定された所定の
測定面内における測定対象となる各測定座標毎に磁界の強度を入力して、その入力結果を
各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ磁界情報記憶部513に記憶する（ＳＦ２）。これにより、
時間的な変化を含めて磁界強度の測定結果が、測定した各測定座標毎及び各周波数チャネ
ル毎に磁界情報記憶部513に記憶される。
【０１６５】
　次に、磁界分布情報算出部515が、磁界情報記憶部513に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に各周波数チャネルの磁界強度について、所定の測定対象となる１つ
以上の閾値を用いた振幅確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標での複数の周波数チャネ
ル（複数の周波数）にわたる振幅確率の分布を電磁界分布として記憶する（ＳＦ３）。
【０１６６】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＦ４）、終了していないときは
前記ＳＦ１の処理に移行し、終了したときは磁界分布情報算出部205に記憶されている磁
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＦ５）。この後、磁界分布表示部516
が、このファイルを読み出して（ＳＦ６）、磁界分布表示部516により測定結果の磁界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部517によって測定結果の磁界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＦ７）。尚、測定結果の磁界分布を表示する際には、周波数
チャネル及び上記振幅確率の閾値を指定して表示することが可能である。また、振幅確率
を指定して、指定した振幅確率に該当する磁界強度の分布を表示させることも可能である
。
【０１６７】
　これにより、磁界強度が変動する近傍磁界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標のそれぞれにおいて各周波数チャネル毎に所定時間Ｔ

0の信号を検出し、各測定座標での各周波数チャネルにおける磁界強度を所定時間Ｔ0にわ
たって算出し、算出した強度に基づき各測定座標の各周波数チャネルにおける所定時間Ｔ

0内の時間的変化を含む測定面内の磁界分布を算出するので、時間変動及び周波数変動を
考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した磁界分布が測定可能となる。
【０１６８】
　さらに、本実施形態は、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合にお
いても、磁界の測定強度の因子だけではなく時間変動及び周波数変動も考慮して磁界分布
を測定しているので、磁界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができ
る。
【０１６９】
　尚、上記実施形態では磁界強度の振幅確率分布を磁界分布として時間的変化及び周波数
変化を考慮した分布状態を把握できるようにしたが、各測定座標毎及び各周波数チャネル
毎に測定時間Ｔ0内の磁界強度の平均値を算出して、この平均値を用いて全測定座標及び
全周波数チャネルにおける分布を磁界分布としても時間的変化及び周波数変化を考慮した
分布状態を把握することができる。
【０１７０】
　また、上記実施形態では、被測定物１の上面から所定距離の仮想平面を測定面としたが
、被測定物１を囲む面、例えば被測定物１を囲む直方体の６つの面を測定面として電磁界
分布を測定しその測定結果をマッピング表示するようにしても良い。
【０１７１】
　また、前述したように電子装置を構成する複数の回路ブロックのうちのノイズを発生す
る可能性のあるＩＣや複合モジュール部品などの電子部品のそれぞれについて、電子部品
単体での電磁界分布データを取得してマトリックス状の複数のエリアに分割してマッピン
グしたデータを情報記録媒体に記憶あるいは記録させて、この情報記憶媒体を被測定物の
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グに前述した電子部品の電磁界分布データを記憶させて、これを電子部品に添付、装着、
埋設するなどしても良い。
【０１７２】
　このように、ＩＣや複合モジュール部品等の電子部品単体を被測定物１として上記の電
磁界分布の測定を行い、測定結果の電磁界分布データを記憶あるいは記録した情報記録媒
体を被測定物１の電子部品と共にユーザに提供することにより、ユーザは電子部品のどの
部分から最もノイズとなる電磁波が発生しているのかを知ることができ、これを考慮して
この電子部品を用いた電子回路或いは電子装置の設計を行うことができる。
【０１７３】
　また、上記のコンピュータプログラムを記録した情報記録媒体を作成することにより、
汎用のコンピュータ装置を用いて上記の電磁界分布測定装置を容易に構成することができ
る。
【０１７４】
　尚、上記各実施形態において、情報記録媒体は、電子データを記憶した媒体に限らず、
紙等に記録した媒体であっても差し支えない。
【０１７５】
　尚、上記各実施形態においては、周波数チャネルを所定周波数を中心として所定の周波
数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいうものとして説明
したが、上記周波数帯域幅に限定されることはない。さらに、各周波数チャネルをそれぞ
れ異なる特定の周波数としても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１７６】
　時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布の測定が可
能になり、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測定する場合においても、測定信
号の大きさの因子だけではなく時間変動も考慮して電磁界分布の測定ができるので、電磁
界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすることができる。
【符号の説明】
【０１７７】
　１…被測定物、２…電磁界分布測定装置、３…電磁界センサ（プローブ）、４…センサ
走査装置、５，６…ミキサ、７，８…Ａ／Ｄコンバータ、９…発振器、１０…分波器、１
１…コンピュータ装置、１２…信号時間波形演算部、１３…電磁界情報記憶部、１４…走
査装置制御部、１５…電磁界分布情報算出部、１６…電磁界分布表示部、１７…電磁界分
布データ記録部、３１…ループアンテナ、３２，３３…同軸ケーブル、３４，３５…接続
コネクタ、100…電磁界分布測定装置、101…電界センサ（プローブ）、103…電界情報記
憶部、105…電界分布情報算出部、106…電界分布表示部、111…モノポールアンテナ、112
…同軸ケーブル、113…接続コネクタ、200…電磁界分布測定装置、201…磁界センサ（プ
ローブ）、203…磁界情報記憶部、205…磁界分布情報算出部、206…磁界分表示部、300…
電磁界分布測定装置、309…発振器、312…信号時間波形演算部、313…電磁界情報記憶部
、314…走査装置制御部、315…電磁界分布情報算出部、316…電磁界分布表示部、317…電
磁界分布データ記録部、400…電磁界分布測定装置、409…発振器、413…電磁界情報記憶
部、414…走査装置制御部、415…電磁界分布情報算出部、416…電磁界分布表示部、417…
電磁界分布データ記録部、500…電磁界分布測定装置、509…発振器、513…電磁界情報記
憶部、514…走査装置制御部、515…電磁界分布情報算出部、516…電磁界分布表示部、517
…電磁界分布データ記録部。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月15日(2010.10.15)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、被測定物からの電磁界の放射により形成された電磁界分布を測定する電磁界
分布測定装置並びにコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、測定信号レベルが小さく、しかも時間による変化がある場合、ノイズフロア（測
定機の熱雑音のためランダムに変化する）との切り分けが非常に難しくなり、正確な測定
ができないことがあった。例えば、携帯電話内部のノイズはこのような微弱な信号である
ため、このノイズが携帯電話の受信感度に与える影響の評価のためには、新たな測定が必
要になる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１４】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、測定値の
時間的変動を考慮した電磁界分布を測定可能な電磁界分布測定装置並びにコンピュータ読
み取り可能な記録媒体を提供することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は前記目的を達成するために、被測定物の任意の周波数帯域における電界と磁界
のうち少なくとも一方の強度を検出して電磁界分布を測定する電磁界分布測定装置におい
て、前記被測定物の近傍空間における複数の測定位置で、前記強度を所定の測定時間にわ
たって検出する検出手段と、前記検出手段した強度の前記測定時間における振幅確率分布
を算出する算出手段と、前記複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確率分布
が所定の確率となる強度の値を用いて任意の測定範囲における前記強度の値の分布をマッ
ピングするマッピング手段とを具備している電磁界分布測定装置を提案する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の電磁界分布測定装置によれば、被測定物の近傍空間における複数の測定位置で
、任意の周波数帯域における電界と磁界のうち少なくとも一方の強度が所定の測定時間に
わたって検出されるとともに、検出した強度の測定時間内における振幅確率分布が統計量
として算出され、複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確率分布の所定の確
率における強度の値を用いて任意の測定位置における強度の値の分布がマッピングされる
。このように、所定の確率となる強度の値の分布をマッピングすることで、時間変動のあ
る信号の評価を統計量として行うことができる。特にこの方法は、統計的に一様な分布を
示す測定機の熱雑音との比較に有効である。このため、統計量としての強度の値が熱雑音
の示す統計量と比較をすることにより、熱雑音ではないことが明確な電磁界のマッピング
が可能になる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明は前記目的を達成するために、被測定物の任意の周波数帯域における電界
と磁界のうちの少なくとも一方の強度を検出して電磁界分布を測定する電磁界分布測定装
置において、前記被測定物の近傍空間における複数の測定位置で、前記強度を所定の測定
時間にわたって検出する検出手段と、前記検出した強度の前記測定時間内における振幅確
率分布を算出する算出手段と、前記複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確
率分布が所定の強度となる確率の値を用いて任意の測定位置における前記確率の値の分布
をマッピングするマッピング手段とを具備している電磁界分布測定装置を提案する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の電磁界分布測定装置によれば、被測定物の近傍空間における複数の測定位置で
、任意の周波数帯域における電界と磁界のうち少なくとも一方の強度が所定の測定時間に
わたって検出されるとともに、検出した強度の測定時間内における振幅確率分布が算出さ
れ、複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確率分布が所定の強度となる確率
を用いて任意の測定位置における確率の分布がマッピングされる。このように、振幅確率
分布が所定の強度となる確率の分布をマッピングし、時間変動のある信号の比較を統計的
に行うことができる。このため、統計量としての確率が熱雑音の示す統計量と比較をする
ことにより、熱雑音ではないことが明確な電磁界のマッピングが可能になる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明は上記の目的を達成するために、被測定物の近傍空間における複数の測定
位置で検出された任意の周波数帯域における電界と磁界のうちの少なくとも一方の強度の
所定の測定時間内における振幅確率分布の情報と前記強度の情報が入力されたコンピュー
タ装置に前記被測定物の任意の周波数帯域における電界と磁界のうちの少なくとも一方の
強度を用いて電磁界分布をマッピングする機能を実現させるためのプログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体において、前記プログラムは、前記振幅確率分布が
所定の確率となる強度の値を用いて任意の測定位置における前記強度の値の分布をマッピ
ングする機能を前記コンピュータ装置に実行させるマッピングプログラムを具備している
コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提案する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体によれば、前記振幅確率分布の情報と前
記強度の情報が入力されたコンピュータ装置に対して、前記振幅確率分布が所定の確率と
なる強度の値を用いて任意の測定位置における前記強度の値の分布をマッピングする機能
を実行させることができる。このように、前記振幅確率分布の情報と前記強度の情報が得
られれば、コンピュータ装置によって所定の確率における強度の値の分布をマッピングし
、強度の値が熱雑音より高い部分の区分けをすることにより、熱雑音ではない機器が発す
る本来測定すべき雑音を明確にマッピングすることが可能になる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明は上記の目的を達成するために、被測定物の近傍空間における複数の測定
位置で検出された任意の周波数帯域における電界と磁界のうち少なくとも一方の強度の所
定の測定時間内における振幅確率分布の情報と前記強度の情報が入力されたコンピュータ
装置に前記被測定物の任意の周波数帯域における電界と磁界のうちの少なくとも一方の強
度を用いて電磁界分布をマッピングする機能を実現させるためのプログラムを記録したコ
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ンピュータ読み取り可能な記録媒体において、前記プログラムは、前記振幅確率分布が所
定強度なる確率の値を用いて任意の測定位置における前記確率の分布をマッピングする機
能を前記コンピュータ装置に実行させるマッピングプログラムを具備しているコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体を提案する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体によれば、前記振幅確率分布の情報と前
記強度の情報が入力されたコンピュータ装置に対して、前記振幅確率分布が所定強度なる
確率の値を用いて任意の測定位置における前記確率の分布をマッピングする機能を実行さ
せることができる。このように、前記振幅確率分布の情報と前記強度の情報が得られれば
、コンピュータ装置によって所定の強度における確率の分布をマッピングし、確率が熱雑
音より高い部分の区分けをすることにより、熱雑音ではない機器が発する本来測定すべき
雑音を明確にマッピングすることが可能になる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明の電磁界分布測定装置によれば、時間統計量である振幅確率分布の値を用いるこ
とで、時間変動を持つ電磁界であってもノイズフロア（測定機の熱雑音）の影響を低減し
た電磁界分布が測定可能となる。さらに、ディジタル通信機の受信感度に及ぼす影響を測
定する場合においても、測定信号の大きさの因子だけではなく時間変動も考慮して電磁界
分布を測定しているので、電磁界分布のマッピングと受信感度との関係を明確にすること
ができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体によれば、汎用のコンピュータ装
置を用いて上記のマッピングを実施する装置を容易に実現することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　信号時間波形演算部１２及び電磁界情報記憶部１３は、走査装置制御部１４の制御信号
に基づき動作し、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる
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各測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定の周波数チャネルにおける電界の強度及び磁界
の強度を算出して、その算出結果をそれぞれの測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定時
間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化を含めて電界の強度及び磁界の強度の測
定結果が、測定したそれぞれの測定座標とプローブ回転角度θ毎に電磁界情報記憶部１３
に記憶される。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　電磁界分布情報算出部１５は、電磁界情報記憶部１３に記憶されている測定結果に基づ
いて、それぞれの測定座標とプローブ回転角度θ毎に電界強度と磁界強度のそれぞれにつ
いて、閾値と確率の関係である統計量の振幅確率分布を算出し、全ての測定座標とプロー
ブ回転角度θにわたる振幅確率分布を電磁界分布として記憶する。尚、ここで算出される
電磁界分布は、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に横軸を強度（出力）とし縦軸を確率
の値としたデータで表されている。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電磁界センサ３の走査を行い、電磁界センサ３の位置する座標情報とプロー
ブ回転角度θを取得して電磁界情報記憶部１３に記憶する（ＳＡ１）と共に、信号時間波
形演算部１２によって被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象と
なる各測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定の周波数チャネルにおける電界の強度及び
磁界の強度を算出して、その算出結果を各測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定時間Ｔ
0ずつ電磁界情報記憶部１３に記憶する（ＳＡ２）。これにより、時間的な変化を含めて
電界の強度及び磁界の強度の測定結果が、測定した各測定座標とプローブ回転角度θ毎に
電磁界情報記憶部１３に記憶される。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　次に、電磁界分布情報算出部１５が、電磁界情報記憶部１３に記憶されている測定結果
に基づいて、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に電界強度と磁界強度のそれぞれについ
て、所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた振幅確率分布を算出し、全ての測定座
標とプローブ回転角度θにわたる振幅確率分布を電磁界分布として記憶する（ＳＡ３）。
尚、本実施形態では、電磁界分布として電界強度と磁界強度のそれぞれに関する振幅確率
分布を記憶しており、測定結果を表示する際には何れかを選択して表示可能としている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
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　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＡ４）、終了していないときは
前記ＳＡ１の処理に移行し、終了したときは電磁界分布情報算出部１５に記憶されている
電磁界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＡ５）。この後、電磁界分布表示
部１６が、このファイルを読み出して（ＳＡ６）、電磁界分布表示部１６により測定結果
の電磁界分布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の電磁界
分布データを情報記録媒体に記録する（ＳＡ７）。尚、測定結果の電磁界分布を表示する
際には、上記振幅確率分布が任意の確率となる強度を用いて表示することが可能である。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　本実施形態について図４及び図５を参照して説明する。図４は本発明の測定原理を説明
する図、図５は振幅確率分布の算出方法を説明する図である。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
【数１】

　ここで、Ｄ(Ｅk)は確率、Ｔ0は、図５に示すように、測定対象座標における測定時間で
あり、Ｔi（i＝1～n、ｎは自然数）は測定した強度が所定の閾値Ｅkを連続して越えてい
た時間である。従って、式(5)により測定時間Ｔ0内において測定した強度が閾値Ｅkを越
えていた総時間（Ｔ1＋…＋Ｔn）の割合が閾値Ｅkのときの確率Ｄ(Ｅk)として算出される
。この閾値と確率Ｄの関係が、統計量である振幅確率分布である。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　上記のように算出した確率Ｄ(Ｅk)により、例えば、図６に示すように電界或いは磁界
の測定強度が所定の閾値（例えば-50dBm）となる確率Ｄ(Ｅk)の値の分布を電磁界分布と
してマッピング表示したり、または、図７に示すように、測定した確率Ｄ(Ｅk)が所定の
値（例えば１０-4）となる電界或いは磁界の測定強度の値の分布を電磁界分布としてマッ
ピング表示することができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
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　図６は、測定面内において、電界或いは磁界の測定強度が-50dBmとなる確率Ｄ(Ｅk)の
値が１０-4～１０-3となる領域と、１０-3～１０-2となる領域、１０-2～１０-1となる領
域、１０-1～１となる領域を表している。また、図７は、測定面内において、確率Ｄ(Ｅk
)が１０-4となる出力レベルの値が、-55dBm～-50dBmとなる領域と、-50dBm～-45dBmとな
る領域、-45dBm～-40dBmとなる領域、-40dBm～-35dBmとなる領域、-35dBm～-30dBmとなる
領域、-30dBm～-25dBmとなる領域、-25dBm～-20dBmとなる領域、-20dBm～-15dBmとなる領
域を表している。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　これにより、電界或いは磁界の測定強度が変動する近傍電磁界の測定の場合、被測定物
１の近傍空間における所定の測定面内の複数の測定座標とプローブ回転角度θのそれぞれ
において所定時間Ｔ0の信号を検出し、各測定座標とプローブ回転角度θにおける電界又
は磁界の強度を所定時間Ｔ0にわたって算出し、算出した強度に基づき各測定座標とプロ
ーブ回転角度θにおける所定時間Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の電磁界分布を算出
するので、時間変動を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布が
測定可能となる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　例えば、機種の異なる２種類の携帯電話のスペクトラムを測定すると図８及び図９のよ
うな測定結果が得られた。図８は第１携帯電話のスペクトラム特性であり、図９は第２携
帯電話のスペクトラム特性であり、それぞれ横軸が周波数を表し、縦軸が出力を表す。こ
れらのスペクトラム特性を比較しても双方の違いを明確に得ることはできない。しかし、
これら２つの携帯電話から出力される電磁界強度の振幅確率分布を求めると、図１０に示
すようにその違いを明確に把握することができる。図１０において、Ａ１は第１携帯電話
の振幅確率分布（ＡＰＤ：Amplitude Probability Distribution）であり、Ａ２は第２携
帯電話の振幅確率分布であり、横軸が出力を表し、縦軸が確率を表す。図１０において、
「1E+00」とは確率が1/1E+00、つまり１と言う意味である。また、「1E-07」とは確率が1
/1E+07、つまり０．００００００１という意味である。また、図１０は、所定の一定時間
内の上記周波数帯域内で、閾値となる所定の強度における確率Ｄの分布を表している。例
えば、第２携帯電話で-60dBmの出力値となる確率は1/1E-05（０．００００１）というこ
とになる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
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　電界情報記憶部103は、走査装置制御部１４の制御信号に基づき動作し、被測定物１の
近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標毎に所定の周波数チ
ャネルにおける電界の強度を入力して、その入力結果をそれぞれの測定座標毎に所定時間
Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化を含めて電界の強度の測定結果が、測定し
たそれぞれの測定座標毎に電界情報記憶部103に記憶される。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　電界分布情報算出部105は、電界情報記憶部103に記憶されている測定結果に基づいて、
それぞれの測定座標毎に電界強度について、閾値と確率Ｄ(Ｅk)の関係である統計量の振
幅確率分布を算出し、全ての測定座標にわたる振幅確率分布を電界分布として記憶する。
尚、振幅確率分布の算出方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出さ
れる電界分布は、各測定座標毎に横軸を強度（出力）とし縦軸を確率の値としたデータで
表されている。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電界センサ101の走査を行い、電界センサ101の位置する座標情報を取得して
電界情報記憶部103に記憶する（ＳＢ１）と共に、被測定物１の近傍に設定された所定の
測定面内における測定対象となる各測定座標毎に所定の周波数チャネルにおける電界の強
度を入力して、その入力結果を各測定座標毎に所定時間Ｔ0ずつ電界情報記憶部103に記憶
する（ＳＢ２）。これにより、時間的な変化を含めて電界強度の測定結果が、測定した各
測定座標毎に電界情報記憶部103に記憶される。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　次に、電界分布情報算出部105が、電界情報記憶部103に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に電界強度について、所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた
振幅確率分布を算出し、全ての測定座標にわたる振幅確率分布を電磁界分布として記憶す
る（ＳＢ３）。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＢ４）、終了していないときは
前記ＳＢ１の処理に移行し、終了したときは電界分布情報算出部105に記憶されている電
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＢ５）。この後、電界分布表示部106
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が、このファイルを読み出して（ＳＢ６）、電界分布表示部106により測定結果の電界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の電界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＢ７）。尚、測定結果の電界分布を表示する際には、上記振
幅確率分布の強度を指定してその強度となる確率の分布として表示することが可能である
。また、振幅確率分布の確率を指定して、指定した確率となる強度の分布を電界強度の分
布として表示させることも可能である。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　磁界情報記憶部203は、走査装置制御部１４の制御信号に基づき動作し、被測定物１の
近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標とプローブ回転角度
θ毎に所定の周波数チャネルにおける磁界の強度を入力して、その入力結果をそれぞれの
測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変
化を含めて磁界の強度の測定結果が、測定したそれぞれの測定座標とプローブ回転角度θ
毎に磁界情報記憶部203に記憶される。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　磁界分布情報算出部205は、磁界情報記憶部203に記憶されている測定結果に基づいて、
それぞれの測定座標とプローブ回転角度θ毎に磁界強度について、閾値と確率の関係であ
る統計量の振幅確率分布を算出し、全ての測定座標とプローブ回転角度θにわたる振幅確
率分布を磁界分布として記憶する。尚、振幅確率分布の算出方法は前述した第１実施形態
と同様である。また、ここで算出される磁界分布は、各測定座標とプローブ回転角度θ毎
に横軸を強度（出力）とし縦軸を確率の値としたデータで表されている。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　測定が開始されると、走査装置制御部１４は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において磁界センサ201の走査を行い、磁界センサ201の位置する座標情報とプローブ
回転角度θを取得して磁界情報記憶部203に記憶する（ＳＣ１）と共に、被測定物１の近
傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標とプローブ回転角度θ
毎に所定の周波数チャネルにおける磁界の強度を入力して、その入力結果を各測定座標と
プローブ回転角度θ毎に所定時間Ｔ0ずつ磁界情報記憶部203に記憶する（ＳＣ２）。これ
により、時間的な変化を含めて磁界強度の測定結果が、測定した各測定座標とプローブ回
転角度θ毎に磁界情報記憶部203に記憶される。
【手続補正３７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　次に、磁界分布情報算出部205が、磁界情報記憶部203に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に磁界強度について、所定の測定対象となる１
つ以上の閾値を用いた確率を算出し、閾値毎に全ての測定座標とプローブ回転角度θにわ
たる振幅確率分布を電磁界分布として記憶する（ＳＣ３）。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＣ４）、終了していないときは
前記ＳＣ１の処理に移行し、終了したときは磁界分布情報算出部205に記憶されている磁
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＣ５）。この後、磁界分布表示部206
が、このファイルを読み出して（ＳＣ６）、磁界分布表示部206により測定結果の磁界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部１７によって測定結果の磁界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＣ７）。尚、測定結果の磁界分布を表示する際には、上記振
幅確率分布の強度を指定して、その強度となる確率の値の分布を用いて表示することが可
能である。また、確率を指定して、指定した確率となる強度の値の分布を用いて表示させ
ることも可能である。
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　これにより、磁界強度が変動する近傍磁界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標とプローブ回転角度θのそれぞれにおいて所定時間Ｔ

0の信号を検出し、各測定座標とプローブ回転角度θにおける磁界強度を所定時間Ｔ0にわ
たって算出し、算出した強度に基づき各測定座標とプローブ回転角度θにおける所定時間
Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の磁界分布を算出するので、時間変動を考慮し且つノ
イズフロア（熱雑音）の影響を低減した磁界分布が測定可能となる。
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　図２０は第４実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１実施形態と
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第４実施形態との相違点は、第４実施形態では、被測定物１から放射される電磁界の分布
を被測定物１の近傍の複数の測定座標とプローブ回転角度θで測定する際に、各測定座標
とプローブ回転角度θにおいて複数の周波数チャネルを走査して各周波数チャネルにおけ
る電磁界強度の変化を測定し、周波数の変化に対応した電磁界強度の変化を測定する電磁
界分布測定装置300を構成したことである。
【手続補正４２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　各ミキサ５，６には分波器１０を介して発振器309で生成された周波数変換用の基準信
号が入力され、ミキサ５，６の出力端子はＡ／Ｄコンバータ７，８に接続されている。こ
れにより、Ａ／Ｄコンバータ７，８の入力信号がダウンコンバートされると共に、入力信
号はディジタルデータに変換され、Ａ／Ｄコンバータ７，８によって変換されたデータは
コンピュータ装置１１の信号時間波形演算部312に入力される。ここで、発振器309の発振
周波数は走査装置制御部314によって制御され、これにより各測定座標とプローブ回転角
度θ毎に複数の周波数チャネルにおける電磁界分布の測定を行えるようになっている。
【手続補正４３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　信号時間波形演算部312及び電磁界情報記憶部313は、走査装置制御部314の制御信号に
基づき動作し、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各
測定座標とプローブ回転角度θ毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界の強度
及び磁界の強度を算出して、その算出結果を各測定座標とプローブ回転角度θに対応させ
て各周波数チャネル毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する。これにより、時間的な変化を含めて
電界の強度及び磁界の強度の測定結果が、測定した各測定座標とプローブ回転角度θにお
ける各周波数チャネル毎に電磁界情報記憶部313に記憶される。
【手続補正４４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　走査装置制御部314は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面をループアンテナ
３１が走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御すると共に、各測定座標とプローブ
回転角度θにおいて所定時間Ｔ0毎に発振器309の発振周波数を変化させ、前述した複数の
周波数チャネルのそれぞれにおける測定を行えるようにする。
【手続補正４５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　電磁界分布情報算出部315は、電磁界情報記憶部313に記憶されている測定結果に基づい
て、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界
強度と磁界強度のそれぞれについて、閾値と確率の関係である統計量である振幅確率分布
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を算出し、全ての測定座標とプローブ回転角度θにおいて全ての周波数チャネルにわたる
振幅確率分布を電磁界分布として記憶する。尚、ここで算出される電磁界分布は、各測定
座標とプローブ回転角度θの各周波数チャネル毎に横軸を強度（出力）とし縦軸を確率の
値としたデータで表されていると共に、これに加えて、各測定座標とプローブ回転角度θ
毎に、図２１及び図２２に示すように横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸を強度或
いは確率の値としたデータで表されている。図２１は所定測定座標とプローブ回転角度θ
における電磁界を、横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸を振幅確率分布が任意の確
率となる強度の値としたグラフで表したものであり、図２２は所定測定座標とプローブ回
転角度θにおける電磁界を、横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸を振幅確率分布が
任意の強度となる確率の値としたグラフで表したものである。
【手続補正４６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　測定が開始されると、走査装置制御部314は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において電磁界センサ３の走査を行い、電磁界センサ３の位置する座標情報とプロー
ブ回転角度θを取得して電磁界情報記憶部313に記憶する（ＳＤ１）と共に、信号時間波
形演算部312によって被測定物１の近傍に設定された所定の測定面内における測定対象と
なる各測定座標とプローブ回転角度θ毎に各周波数チャネル毎における電界の強度及び磁
界の強度を算出して、その算出結果をそれぞれの測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定
時間Ｔ0ずつ電磁界情報記憶部313に記憶する（ＳＤ２）。これにより、時間的な変化を含
めて電界の強度及び磁界の強度の測定結果が、測定した各測定座標とプローブ回転角度θ
毎及び各周波数チャネル毎に電磁界情報記憶部313に記憶される。
【手続補正４７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
　次に、電磁界分布情報算出部315が、電磁界情報記憶部313に記憶されている測定結果に
基づいて、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に各周波数チャネルの電界強度と磁界強度
のそれぞれについて、所定の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた振幅確率分布を算出
し、全ての測定座標とプローブ回転角度θでの複数の周波数チャネル（複数の周波数）に
わたる振幅確率分布を電磁界分布として記憶する（ＳＤ３）。尚、本実施形態では、電磁
界分布として電界強度と磁界強度のそれぞれに関する振幅確率分布を記憶しており、測定
結果を表示する際には何れかを選択して表示可能としている。
【手続補正４８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標及び全ての測定対象となる周波数チャネルにおける測定が終了したか否かを
判定し（ＳＤ４）、終了していないときは前記ＳＤ１の処理に移行し、終了したときは電
磁界分布情報算出部315に記憶されている電磁界分布の測定結果の情報をファイルに書き
出す（ＳＤ５）。この後、電磁界分布表示部316が、このファイルを読み出して（ＳＤ６
）、電磁界分布表示部316により測定結果の電磁界分布を表示すると共に、電磁界分布デ



(44) JP 2011-17718 A 2011.1.27

ータ記録部317によって測定結果の電磁界分布データを情報記録媒体に記録する（ＳＤ７
）。尚、測定結果の電磁界分布を表示する際には、周波数チャネル及び振幅確率分布が指
定された強度となる確率の値を用いて表示することが可能である。また、指定された確率
となる強度の値を用いて表示させることも可能である。
【手続補正４９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　これにより、電磁界強度が変動する近傍電界の測定の場合、被測定物１の近傍空間にお
ける所定の測定面内の複数の測定座標とプローブ回転角度θのそれぞれにおいて各周波数
チャネル毎に所定時間Ｔ0の信号を検出し、各測定座標とプローブ回転角度θでの各周波
数チャネルにおける電界強度を所定時間Ｔ0にわたって算出し、算出した強度に基づき各
測定座標とプローブ回転角度θの各周波数チャネルにおける所定時間Ｔ0内の時間的変化
を含む測定面内の電界分布を算出するので、時間変動及び周波数変動を考慮し且つノイズ
フロア（熱雑音）の影響を低減した電磁界分布が測定可能となる。
【手続補正５０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３４】
　この電磁界分布測定装置400は、被測定物１の近傍電界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る各周波数チャネルの電磁波が形成する電界の強度分布を電磁界分布測定装置400によっ
て測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として所定
の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【手続補正５２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　電界分布情報算出部415は、電界情報記憶部413に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標毎に複数の周波数チャネルのそれぞれにおける電界強度について、閾値と確率
Ｄ(Ｅk)の関係である統計量に振幅確率分布を算出し、全ての測定座標において全ての周
波数チャネルにわたる振幅確率分布を電界分布として記憶する。尚、振幅確率分布の算出
方法は前述した第１実施形態と同様である。また、ここで算出される電界分布は、各測定
座標の各周波数チャネル毎に横軸を強度とし縦軸を確率の値としたデータで表されている
と共に、これに加えて、各測定座標毎に、図２１及び図２２に示したように横軸を周波数
チャネル（周波数）とし縦軸を振幅確率が任意の確率となる強度の値或いは任意の強度と
なる確率の値としたデータで表されている。
【手続補正５３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　次に、電界分布情報算出部415が、電界情報記憶部413に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標毎に各周波数チャネルの電界強度について、所定の測定対象となる１つ
以上の閾値を用いた振幅確率分布を算出し、全ての測定座標での複数の周波数チャネル（
複数の周波数）にわたる振幅確率分布を電磁界分布として記憶する（ＳＥ３）。
【手続補正５４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４４】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＥ４）、終了していないときは
前記ＳＥ１の処理に移行し、終了したときは電界分布情報算出部105に記憶されている電
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＥ５）。この後、電界分布表示部416
が、このファイルを読み出して（ＳＥ６）、電界分布表示部416により測定結果の電界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部417によって測定結果の電界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＥ７）。尚、測定結果の電界分布を表示する際には、周波数
チャネル及び振幅確率が任意の強度となる確率の値を用いて表示することが可能である。
また、任意の確率となる電界強度の値の分布を表示させることも可能である。
【手続補正５５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５３】
　図２６は第６実施形態における電磁界分布測定装置を示す構成図である。図において、
前述した第１及び第３実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表す。前述した第１及
び第３実施形態と第６実施形態との相違点は、第６実施形態では、被測定物１から放射さ
れる磁界の分布を被測定物１の近傍の複数の測定座標とプローブ回転角度θで測定する際
に、各測定座標とプローブ回転角度θにおいて複数の周波数チャネルを走査して各周波数
チャネルにおける磁界強度の変化を測定し、周波数の変化に対応した磁界強度の変化を測
定する電磁界分布測定装置500を構成したことである。
【手続補正５７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５６】
　この電磁界分布測定装置500は、被測定物１の近傍磁界の強度分布を測定するものであ
り、強度分布の測定中は、被測定物１は動作状態にさせ、被測定物１の動作中に放射され
る各周波数チャネルの電磁波が形成する磁界の強度分布を電磁界分布測定装置200によっ
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て測定する。尚、本実施形態では、上記周波数チャネルとは所定周波数を中心として所定
の周波数帯域幅（例えば、上下０．１ＭＨｚの帯域幅）を有する周波数帯をいう。
【手続補正５８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　磁界情報記憶部513は、走査装置制御部514の制御信号に基づき動作し、被測定物１の近
傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標とプローブ回転角度θ
毎に各周波数チャネルのそれぞれにおける磁界の強度を入力して、その入力結果を各測定
座標とプローブ回転角度θに対応させて各周波数チャネル毎に所定時間Ｔ0ずつ記憶する
。これにより、時間的な変化及び周波数の変化を含めて磁界の強度の測定結果が、測定し
た各測定座標とプローブ回転角度θにおける各周波数チャネル毎に磁界情報記憶部513に
記憶される。
【手続補正５９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５９】
　走査装置制御部514は、被測定物１の近傍に設定された所定の測定面を磁界センサ201が
走査するようにセンサ走査装置４の駆動を制御すると共に、各測定座標とプローブ回転角
度θにおいて所定時間Ｔ0毎に発振器509の発振周波数を変化させ、前述した複数の周波数
チャネルのそれぞれにおける測定を行えるようにする。
【手続補正６０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６０】
　磁界分布情報算出部515は、磁界情報記憶部513に記憶されている測定結果に基づいて、
各測定座標とプローブ回転角度θ毎に磁界強度について、閾値と確率Ｄ(Ｅk)の関係であ
る統計量の振幅確率を算出し、全ての測定座標とプローブ回転角度θにわたる振幅確率分
布を磁界分布として記憶する。尚、振幅確率分布の算出方法は前述した第１実施形態と同
様である。また、ここで算出される磁界分布は、各測定座標の各周波数チャネルとプロー
ブ回転角度θ毎に横軸を強度（出力）とし縦軸を確率の値としたデータで表されていると
共に、これに加えて、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に、図２１及び図２２に示した
ように横軸を周波数チャネル（周波数）とし縦軸を振幅確率分布が任意の強度となる確率
の値或いは任意の確率となる強度の値としたデータで表されている。
【手続補正６１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
　測定が開始されると、走査装置制御部514は被測定物１の近傍に設定された所定の測定
面内において磁界センサ201の走査を行い、磁界センサ201の位置する座標情報とプローブ
回転角度θを取得して磁界情報記憶部513に記憶する（ＳＦ１）と共に、被測定物１の近
傍に設定された所定の測定面内における測定対象となる各測定座標とプローブ回転角度θ
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毎に磁界の強度を入力して、その入力結果を各測定座標とプローブ回転角度θ毎に所定時
間Ｔ0ずつ磁界情報記憶部513に記憶する（ＳＦ２）。これにより、時間的な変化を含めて
磁界強度の測定結果が、測定した各測定座標とプローブ回転角度θ毎及び各周波数チャネ
ル毎に磁界情報記憶部513に記憶される。
【手続補正６２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６５】
　次に、磁界分布情報算出部515が、磁界情報記憶部513に記憶されている測定結果に基づ
いて、各測定座標とプローブ回転角度θ毎に各周波数チャネルの磁界強度について、所定
の測定対象となる１つ以上の閾値を用いた振幅確率分布を算出し、全ての測定座標とプロ
ーブ回転角度θでの複数の周波数チャネル（複数の周波数）にわたる振幅確率分布を電磁
界分布として記憶する（ＳＦ３）。
【手続補正６３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６６】
　次いで、コンピュータ装置１１は、走査範囲が終了したか否か、すなわち全ての測定対
象となる座標における測定が終了したか否かを判定し（ＳＦ４）、終了していないときは
前記ＳＦ１の処理に移行し、終了したときは磁界分布情報算出部205に記憶されている磁
界分布の測定結果の情報をファイルに書き出す（ＳＦ５）。この後、磁界分布表示部516
が、このファイルを読み出して（ＳＦ６）、磁界分布表示部516により測定結果の磁界分
布を表示すると共に、電磁界分布データ記録部517によって測定結果の磁界分布データを
情報記録媒体に記録する（ＳＦ７）。尚、測定結果の磁界分布を表示する際には、周波数
チャネル及び任意の確率を指定して振幅確率分布がこの確率となる強度の値を用いて表示
することが可能である。また、強度を指定して、指定した強度となる確率の値の分布を表
示させることも可能である。
【手続補正６４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６７】
　これにより、磁界強度が変動する近傍磁界の測定の場合、被測定物１の近傍空間におけ
る所定の測定面内の複数の測定座標とプローブ回転角度θのそれぞれにおいて各周波数チ
ャネルとプローブ回転角度θ毎に所定時間Ｔ0の信号を検出し、各測定座標とプローブ回
転角度θでの各周波数チャネルにおける磁界強度を所定時間Ｔ0にわたって算出し、算出
した強度に基づき各測定座標とプローブ回転角度θの各周波数チャネルにおける所定時間
Ｔ0内の時間的変化を含む測定面内の磁界分布を算出するので、時間変動及び周波数変動
を考慮し且つノイズフロア（熱雑音）の影響を低減した磁界分布が測定可能となる。
【手続補正６５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６６】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定物の任意の周波数帯域における電界と磁界のうち少なくとも一方の強度を検出し
て電磁界分布を測定する電磁界分布測定装置において、
　前記被測定物の近傍空間における複数の測定位置で、前記強度を所定の測定時間にわた
って検出する検出手段と、
　前記検出手段した強度の前記測定時間における振幅確率分布を算出する算出手段と、
　前記複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確率分布が所定の確率となる強
度の値を用いて任意の測定範囲における前記強度の値の分布をマッピングするマッピング
手段とを具備している
　ことを特徴とする電磁界分布測定装置。
【請求項２】
　前記マッピング手段は、電磁界分布を示すものとなるように、マッピングのときに前記
強度の値の領域毎に区分する手段を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電磁界分布測定装置。
【請求項３】
　被測定物の任意の周波数帯域における電界と磁界のうちの少なくとも一方の強度を検出
して電磁界分布を測定する電磁界分布測定装置において、
　前記被測定物の近傍空間における複数の測定位置で、前記強度を所定の測定時間にわた
って検出する検出手段と、
　前記検出した強度の前記測定時間内における振幅確率分布を算出する算出手段と、
　前記複数の測定位置のそれぞれにおいて算出された振幅確率分布が所定の強度となる確
率の値を用いて任意の測定位置における前記確率の値の分布をマッピングするマッピング
手段とを具備している
　ことを特徴とする電磁界分布測定装置。
【請求項４】
　前記マッピング手段は、前記電磁界分布を示すものとなるように、マッピングのときに
前記確率の領域毎に区分する手段を有する
　ことを特徴とする請求項３に記載の電磁界分布測定装置。
【請求項５】
　前記検出手段は複数の周波数帯域のそれぞれにおいて前記強度を検出し、
　前記マッピング手段は前記周波数帯域毎に前記マッピングを行う
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の電磁界分布測定装置。
【請求項６】
　前記検出手段は、前期比測定物の近傍空間において電界と磁界のうちの少なくとも一方
の強度を検出するためのプローブを走査して前記強度を検出する手段を有する
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の電磁界分布測定装置。
【請求項７】
　被測定物の近傍空間における複数の測定位置で検出された任意の周波数帯域における電
界と磁界のうちの少なくとも一方の強度の所定の測定時間内における振幅確率分布の情報
と前記強度の情報が入力されたコンピュータ装置に前記被測定物の任意の周波数帯域にお
ける電界と磁界のうちの少なくとも一方の強度を用いて電磁界分布をマッピングする機能
を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において
、
　前記プログラムは、
　前記振幅確率分布が所定の確率となる強度の値を用いて任意の測定位置における前記強
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度の値の分布をマッピングする機能を前記コンピュータ装置に実行させるマッピングプロ
グラムを具備している
　ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　前記プログラムは、
　電磁界分布を示すものとなるように、マッピングのときに前記強度の値の領域毎に区分
する機能を前記コンピュータ装置に実行させる検出プログラムを具備している
　ことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項９】
　被測定物の近傍空間における複数の測定位置で検出された任意の周波数帯域における電
界と磁界のうち少なくとも一方の強度の所定の測定時間内における振幅確率分布の情報と
前記強度の情報が入力されたコンピュータ装置に前記被測定物の任意の周波数帯域におけ
る電界と磁界のうちの少なくとも一方の強度を用いて電磁界分布をマッピングする機能を
実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　前記プログラムは、
　前記振幅確率分布が所定強度なる確率の値を用いて任意の測定位置における前記確率の
分布をマッピングする機能を前記コンピュータ装置に実行させるマッピングプログラムを
具備している
　ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
　電磁界分布を示すものとなるように、マッピングのときに前記確率の領域毎に区分する
機能を前記コンピュータ装置に実行させる検出プログラムを具備している
　ことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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