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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流磁場を発生する磁場発生部と、
　該磁場発生部から発生された磁場を検出する多軸の磁気センサを有する磁場検出部と、
　該磁場検出部の各軸の出力信号に基づいて、前記各軸における前記複数の周波数成分中
の位相と振幅を算出するフーリエ変換部と、
　該フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相
関係から前記各軸の振幅について符号を算出し、該符号と前記振幅から前記交流磁場の向
きと大きさを表す磁場ベクトルを算出する磁場ベクトル算出部と
　を備えたことを特徴とする空間情報検出システム。
【請求項２】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出部と、
　該姿勢検出部の出力信号と前記磁場ベクトル算出部の出力信号とから、前記磁場検出部
の姿勢情報と位置情報を算出する位置・姿勢算出部と
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の空間情報検出システム。
【請求項３】
　前記磁場検出部が、前記交流磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し
、
　前記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え
、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
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　前記磁場ベクトル算出部が、前記交流磁場に基づく磁場ベクトルに加え、前記直流成分
の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、
　前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力信号と、前記直流磁場ベクトルか
ら前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場発生部からの交流磁場に
基づく磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項２に記載の空間情報検出システム。
【請求項４】
　前記直流磁場は、地磁気であることを特徴とする請求項３に記載の空間情報検出システ
ム。
【請求項５】
　前記磁場発生部が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁
場の向きまたは大きさが異なる交流の不均一磁場を少なくとも１つ発生させることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれかに記載の空間情報検出システム。
【請求項６】
　前記不均一磁場が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の勾配磁場で
あることを特徴とする請求項５に記載の空間情報検出システム。
【請求項７】
　前記磁場発生部が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場と
、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまたは大き
さが異なる交流の不均一磁場とを発生させ、
　前記磁場検出部が、前記均一磁場と、前記不均一磁場とを検出し、
　前記磁場ベクトル算出部が、前記フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸
の前記複数の周波数成分の位相関係から、前記均一磁場および前記不均一磁場に対する前
記各軸の振幅について符号を算出するとともに、前記各軸の振幅と前記符号から前記均一
磁場及び不均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトル及び不均一磁場ベクトルを算
出し、
　前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルから前記磁場検出部の姿
勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場
ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する位置・姿勢算出部を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の空間情報検出システム。
【請求項８】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出部を備え、
　前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力と、前記磁場ベクトル算出部から
出力される前記均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報
と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出
部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項７に記載の空間情報検出システム。
【請求項９】
　前記磁場検出部が、前記均一磁場と前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の
磁気センサを有し、
　前記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え
、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
　前記磁場ベクトル算出部が、前記均一磁場ベクトル及び前記不均一磁場ベクトルに加え
、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し
、
　前記位置・姿勢算出部が、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクト
ルと、前記直流磁場ベクトルとから、前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と
、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部
の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項７に記載の空間情報検出システム。
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【請求項１０】
　前記直流磁場は、地磁気であることを特徴とする請求項９に記載の空間情報検出システ
ム。
【請求項１１】
　前記不均一磁場は、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の勾配磁場で
あることを特徴とする請求項７乃至１０のいずれかに記載の空間情報検出システム。
【請求項１２】
　前記磁場発生部は、前記均一磁場と、前記不均一磁場とを重ね合わせて発生させるコイ
ルを有することを特徴とする請求項７乃至１１のいずれかに記載の空間情報検出システム
。
【請求項１３】
　前記複数の周波数成分の整数比が、偶数対奇数であることを特徴とする請求項１乃至１
２のいずれかに記載の空間情報検出システム。
【請求項１４】
　前記整数比が、２対１であることを特徴とする請求項１３に記載の空間情報検出システ
ム。
【請求項１５】
　多軸の磁気センサを有する磁場検出部を用いて、異なる複数の周波数成分の位相関係が
既知である交流磁場を検出する磁場検出ステップと、
　該磁場検出ステップからの各軸の出力信号に基づいて、前記各軸における前記複数の周
波数成分中の位相と振幅を算出するフーリエ変換ステップと、
　該フーリエ変換ステップからの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分
の位相関係から前記各軸の振幅について符号を算出し、該符号と前記振幅から前記交流磁
場の向きと大きさを表す磁場ベクトルを算出する磁場ベクトル算出ステップと
　を有することを特徴とする空間情報検出方法。
【請求項１６】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出ステップと、
　前記姿勢検出ステップの出力信号と前記磁場ベクトル算出ステップの出力信号とから、
前記磁場検出部の姿勢情報と位置情報を算出する位置・姿勢算出ステップと
　を有することを特徴とする請求項１５に記載の空間情報検出方法。
【請求項１７】
　前記磁場検出ステップが、前記交流磁場に加え、直流磁場を検出し、
　前記フーリエ変換ステップは、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅
に加え、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
　前記磁場ベクトル算出ステップが、前記交流磁場に基づく磁場ベクトルに加え、前記直
流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、
　前記位置・姿勢算出ステップが、前記姿勢検出ステップからの出力信号と、前記直流磁
場ベクトルから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と前記交流磁場に基づく
磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項１６に記載の空間情報検出方法。
【請求項１８】
　前記磁場検出ステップが、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一
磁場と、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまた
は大きさが異なる交流の不均一磁場とを検出し、
　前記磁場ベクトル算出ステップが、前記フーリエ変換ステップからの出力信号に基づい
て、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相関係から、前記均一磁場に加え、前記不均一
磁場に対する前記各軸の振幅について符号を算出し、前記各軸の振幅と前記符号から前記
均一磁場及び不均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトル及び不均一磁場ベクトル
を算出し、
　前記磁場ベクトル算出ステップから出力される前記均一磁場ベクトルから前記磁場検出
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部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出ステップから出力される前
記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する位置・姿勢算出ステッ
プを有する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の空間情報検出方法。
【請求項１９】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出ステップを有し、
　前記位置・姿勢算出ステップが、前記姿勢検出ステップからの出力と、前記磁場ベクト
ル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し
、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出ステップから出力される前記不均一磁場ベクトル
とから前記磁場検出部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の空間情報検出方法。
【請求項２０】
　前記磁場検出ステップが、前記均一磁場及び前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出し
、
　前記フーリエ変換ステップは、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅
に加え、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
　前記磁場ベクトル算出ステップが、前記均一磁場ベクトル及び前記不均一磁場ベクトル
に加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを
算出し、
　前記位置・姿勢算出ステップが、前記磁場ベクトル算出ステップから出力される前記均
一磁場ベクトルと、前記直流磁場ベクトルとから、前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、
該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから前
記磁場検出部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の空間情報検出方法。
【請求項２１】
　異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流磁場を発生する磁場発生部から発
生された磁場を検出する多軸の磁気センサを有する磁場検出部と、
　該磁場検出部の各軸の出力信号に基づいて、前記各軸における前記複数の周波数成分中
の位相と振幅を算出するフーリエ変換部と、
　該フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相
関係から前記各軸の振幅について符号を算出し、前記符号と前記振幅から前記交流磁場の
向きと大きさを表す磁場ベクトルを算出する磁場ベクトル算出部と
　を備えたことを特徴とする空間情報検出装置。
【請求項２２】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出部と、
　前記姿勢検出部の出力信号と前記磁場ベクトル算出部の出力信号とから、前記磁場検出
部の姿勢情報と位置情報を算出する位置・姿勢算出部と
　を備えたことを特徴とする請求項２１に記載の空間情報検出装置。
【請求項２３】
　前記磁場検出部が、前記交流磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し
、
　前記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え
、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
　前記磁場ベクトル算出部が、前記交流磁場に基づく磁場ベクトルに加え、前記直流成分
の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、
　前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力信号と、前記直流磁場ベクトルと
から前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と前記交流磁場に基づく磁場ベクト
ルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項２２に記載の空間情報検出装置。
【請求項２４】
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　前記磁場検出部が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場と
、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまたは大き
さが異なる交流の不均一磁場とを発生させる磁場発生部から発生された磁場を検出し、
　前記磁場ベクトル算出部が、前記フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸
の前記複数の周波数成分の位相関係から、前記均一磁場に加え、前記不均一磁場に対する
前記各軸の振幅について符号を算出するとともに、前記各軸の振幅と前記符号から前記均
一磁場及び不均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトル及び不均一磁場ベクトルを
算出し、
　前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルから前記磁場検出部の姿
勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場
ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する位置・姿勢算出部を備える
　ことを特徴とする請求項２１に記載の空間情報検出装置。
【請求項２５】
　前記磁場検出部の姿勢を検出する姿勢検出部を備え、
　前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力と、前記磁場ベクトル算出部から
出力される前記均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報
と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出
部の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項２４に記載の空間情報検出装置。
【請求項２６】
　前記磁場検出部が、前記均一磁場と前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の
磁気センサを有し、
　前記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え
、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、
　前記磁場ベクトル算出部が、前記均一磁場ベクトル及び前記不均一磁場ベクトルに加え
、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し
、
　前記位置・姿勢算出部が、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクト
ルと、前記直流磁場ベクトルとから、前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と
、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部
の位置情報を算出する
　ことを特徴とする請求項２４に記載の空間情報検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空間情報検出システム及びその検出方法並びに空間情報検出装置に関し、よ
り詳細には、交流磁場を利用して連続的に測定ができ、また、周波数の設定の自由度が大
きく、さらに、構成が簡単な空間情報検出システム及びその検出方法並びに空間情報検出
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報端末の位置や姿勢を検出する空間情報検出システムのニーズが高まってきて
いる。例えば、モーションキャプチャにおけるヘッドマウントディスプレイのような可動
体の向きを検出するための空間情報検出システムや、医療機器の分野において、挿入型の
内視鏡やカプセル内視鏡のように目視できない場所にある情報端末の方向を計測する空間
情報検出システムなどが挙げられる。
【０００３】
　これら情報端末の位置や姿勢を検出する空間情報検出方法として、交流磁場を利用する
方法がある。そのとき、交流磁場の発生する向きと測定に利用される磁気センサの向きが
問題となる。例えば、磁気センサに磁場が入射してくると出力信号が増大する方向（以下
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、磁気センサの正方向という）が、交流磁場の正方向と同方向である場合に測定する交流
信号と、磁気センサの正方向が交流磁場の正方向と反対の向きである場合に測定する交流
信号は、見かけ上は区別ができない。
【０００４】
　図３１Ａ及び図３１Ｂは、磁気センサの正方向が正弦波状の交流磁場の入射方向に対し
て同方向の場合（図３１Ａ）と反対方向の場合（図３１Ｂ）に測定された出力信号の様子
を示す図である。図３１Ａ及び図３１Ｂ共に、出力信号は正弦波となり、半波長分ずれた
状態であるだけで、信号を適当な瞬間から連続的に取得している場合には交流磁場がどち
らの方向から入射してきたか区別できない。従って、信号強度（振幅）だけを検出しても
磁気センサの向きを判断し、振幅について正負の符号を持たせることはできない（符号と
は、図３１Ａのように磁気センサの正方向が交流磁場の入射方向と同じであれば正の符号
（＋）、図３１Ｂのように磁気センサの正方向が交流磁場の入射方向と反対であれば負の
符号（－）と定義する）。すなわち、振幅の符号を手がかりに、磁気センサの向きを判断
できない。
【０００５】
　このような問題を解決するため、例えば、特許文献１では、発生コイルから正弦波Ａと
正弦波Ｂを重ね合わせた磁場を発生させ、受信コイルで磁場を計測し、正弦波Ａと正弦波
Ｂを周波数帯域ごとに分離し、それぞれの信号を同期して比較することで発生コイルが磁
場を出力した方向と受信コイルの向きとを判断していた。
【０００６】
　また、カプセル内視鏡の開発では、例えば、非特許文献１のように、発生コイルでの交
流磁場の発生に同期させて、受信コイルで磁場を検出し、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；高速フーリエ変換）演算を施すことによって各周波数の信号
強度（振幅）を検出し、また、信号検出時からＦＦＴ演算を施すまでのデータから位相を
算出し、同じ時間を基準とすると磁気センサの向きと磁場の向きが同方向と反対方向の場
合で位相がπずれていることから、検出した交流磁場の振幅の符号を決定していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平号公報
【特許文献２】特開平号公報
【特許文献３】特開２００６－２１４９７９号公報
【特許文献４】特開２００４－１８４３４１号公報
【特許文献５】特開平１１－７３６００号公報
【特許文献６】特開２００３－６５７９１号公報
【特許文献７】特開平８－２７８１３７号公報
【特許文献８】ＷＯ２００４／００３４７６
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】生体医工学　４１－４，２３９／２４９（２００３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された方法では、正弦波Ａが正出力を行って
いる場合に同期して間欠的に正弦波Ｂを重ね合わせるという複雑な構成が必要である。ま
た、受信コイルごとにそれぞれの周波数を分離するための帯域の決まったフィルタが必要
であり、さらに正弦波Ａと正弦波Ｂに利用する周波数が１０倍以上異なっている必要もあ
り、周波数の設定の自由度が低いという問題があった。また、システム構成として、発生
コイルが動く構成となっており、磁場を発生させるための電源を情報端末へ搭載せねばな
らず、最近の情報端末に必須な小型化と省電力を図りにくいという問題があった。
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【００１０】
　また、上述した非特許文献１に記載された方法では、同じ時間からの位相を検出するた
めに、交流磁場の発生と同期して信号を測定しなければならず、そのためのトリガ（同期
信号）を必要とし、連続的な測定を行うことが難しいという問題があった。
【００１１】
　その他、交流信号を利用した空間情報検出装置については、例えば、特許文献２のよう
な音波の方向や、特許文献３のような一定間隔に置かれたコイルからの交流磁場を受けて
車両の幅方向の位置を検出するような技術も見受けられる。この特許文献２では、別の位
置にある２つの素子が受信した波形の位相差から方向を検出し、特許文献３は別の位置に
ある２つの素子が受信した波形の振幅から幅方向の位置を検出するものであるが、どちら
も検出方向の範囲が限られており、最近の情報端末の要求する３６０度の方向を検出する
のには適していなかった。
【００１２】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、交流磁
場を利用して連続的に測定ができ、また、周波数の設定の自由度が大きく、さらに、構成
が簡単な空間情報検出システム及びその検出方法並びに空間情報検出装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、このような目的を達成するためになされたもので、本発明の請求項１に記載
の空間情報検出システムは、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流磁場を
発生する磁場発生部と、該磁場発生部から発生された磁場を検出する多軸の磁気センサを
有する磁場検出部と、該磁場検出部の各軸の出力信号に基づいて、前記各軸における前記
複数の周波数成分中の位相と振幅を算出するフーリエ変換部と、該フーリエ変換部からの
出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相関係から前記各軸の振幅に
ついて符号を算出し、該符号と前記振幅から前記交流磁場の向きと大きさを表す磁場ベク
トルを算出する磁場ベクトル算出部とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記磁場検出部の姿
勢を検出する姿勢検出部と、該姿勢検出部の出力信号と前記磁場ベクトル算出部の出力信
号とから、前記磁場検出部の姿勢情報と位置情報を算出する位置・姿勢算出部とを備えた
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記磁場検出部が、
前記交流磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し、前記フーリエ変換部
は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え、前記各軸における直
流成分の振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出部が、前記交流磁場に基づく磁場ベクトル
に加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを
算出し、前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力信号と、前記直流磁場ベク
トルから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場発生部からの交流
磁場に基づく磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする
。
【００１６】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明において、前記直流磁場は、地
磁気であることを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明において、前
記磁場発生部が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の
向きまたは大きさが異なる交流の不均一磁場を少なくとも１つ発生させることを特徴とす
る。
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【００１８】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、前記不均一磁場が、
異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の勾配磁場であることを特徴とする
。
【００１９】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記磁場発生部が、
異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場と、異なる複数の周波数
成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまたは大きさが異なる交流の不均
一磁場とを発生させ、前記磁場検出部が、前記均一磁場と、前記不均一磁場とを検出し、
前記磁場ベクトル算出部が、前記フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸の
前記複数の周波数成分の位相関係から、前記均一磁場および前記不均一磁場に対する前記
各軸の振幅について符号を算出するとともに、前記各軸の振幅と前記符号から前記均一磁
場及び不均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトル及び不均一磁場ベクトルを算出
し、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルから前記磁場検出部の
姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁
場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出する位置・姿勢算出部を有することを
特徴とする。
【００２０】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の発明において、前記磁場検出部の姿
勢を検出する姿勢検出部を備え、前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力と
、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の
姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁
場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項７に記載の発明において、前記磁場検出部が、
前記均一磁場と前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し、前
記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え、前
記各軸における直流成分の振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出部が、前記均一磁場ベク
トル及び前記不均一磁場ベクトルに加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと
大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、前記位置・姿勢算出部が、前記磁場ベクトル算
出部から出力される前記均一磁場ベクトルと、前記直流磁場ベクトルとから、前記磁場検
出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不
均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の発明において、前記直流磁場は、
地磁気であることを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項７乃至１０のいずれかに記載の発明において
、前記不均一磁場は、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の勾配磁場で
あることを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項７乃至１１のいずれかに記載の発明において
、前記磁場発生部は、前記均一磁場と、前記不均一磁場とを重ね合わせて発生させるコイ
ルを有することを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項１乃至１２のいずれかに記載の発明において
、前記複数の周波数成分の整数比が、偶数対奇数であることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の発明において、前記整数比が、
２対１であることを特徴とする。
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【００２７】
　また、本発明の請求項１５に記載の空間情報検出方法は、多軸の磁気センサを有する磁
場検出部を用いて、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流磁場を検出する
磁場検出ステップと、該磁場検出ステップからの各軸の出力信号に基づいて、前記各軸に
おける前記複数の周波数成分中の位相と振幅を算出するフーリエ変換ステップと、該フー
リエ変換ステップからの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相関
係から前記各軸の振幅について符号を算出し、該符号と前記振幅から前記交流磁場の向き
と大きさを表す磁場ベクトルを算出する磁場ベクトル算出ステップとを有することを特徴
とする。
【００２８】
　また、請求項１６に記載の発明は、請求項１５に記載の発明において、前記磁場検出部
の姿勢を検出する姿勢検出ステップと、前記姿勢検出ステップの出力信号と前記磁場ベク
トル算出ステップの出力信号とから、前記磁場検出部の姿勢情報と位置情報を算出する位
置・姿勢算出ステップとを有することを特徴とする。
【００２９】
　また、請求項１７に記載の発明は、請求項１６に記載の発明において、前記磁場検出ス
テップが、前記交流磁場に加え、直流磁場を検出し、前記フーリエ変換ステップは、前記
各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え、前記各軸における直流成分の
振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出ステップが、前記交流磁場に基づく磁場ベクトルに
加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算
出し、前記位置・姿勢算出ステップが、前記姿勢検出ステップからの出力信号と、前記直
流磁場ベクトルから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と前記交流磁場に基
づく磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【００３０】
　また、請求項１８に記載の発明は、請求項１５に記載の発明において、前記磁場検出ス
テップが、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場と、異なる複
数の周波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまたは大きさが異なる
交流の不均一磁場とを検出し、前記磁場ベクトル算出ステップが、前記フーリエ変換ステ
ップからの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相関係から、前記
均一磁場に加え、前記不均一磁場に対する前記各軸の振幅について符号を算出し、前記各
軸の振幅と前記符号から前記均一磁場及び不均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベク
トル及び不均一磁場ベクトルを算出し、前記磁場ベクトル算出ステップから出力される前
記均一磁場ベクトルから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベ
クトル算出ステップから出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置
情報を算出する位置・姿勢算出ステップを有することを特徴とする。
【００３１】
　また、請求項１９に記載の発明は、請求項１８に記載の発明において、前記磁場検出部
の姿勢を検出する姿勢検出ステップを有し、前記位置・姿勢算出ステップが、前記姿勢検
出ステップからの出力と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトル
とから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出ステッ
プから出力される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出するこ
とを特徴とする。
【００３２】
　また、請求項２０に記載の発明は、請求項１８に記載の発明において、前記磁場検出ス
テップが、前記均一磁場及び前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出し、前記フーリエ変
換ステップは、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え、前記各軸
における直流成分の振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出ステップが、前記均一磁場ベク
トル及び前記不均一磁場ベクトルに加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと
大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、前記位置・姿勢算出ステップが、前記磁場ベク
トル算出ステップから出力される前記均一磁場ベクトルと、前記直流磁場ベクトルとから
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、前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力
される前記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴と
する。
【００３３】
　また、本発明の請求項２１に記載の空間情報検出装置は、異なる複数の周波数成分の位
相関係が既知である交流磁場を発生する磁場発生部から発生された磁場を検出する多軸の
磁気センサを有する磁場検出部と、該磁場検出部の各軸の出力信号に基づいて、前記各軸
における前記複数の周波数成分中の位相と振幅を算出するフーリエ変換部と、該フーリエ
変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成分の位相関係から前記
各軸の振幅について符号を算出し、前記符号と前記振幅から前記交流磁場の向きと大きさ
を表す磁場ベクトルを算出する磁場ベクトル算出部とを備えたことを特徴とする。
【００３４】
　また、請求項２２に記載の発明は、請求項２１に記載の発明において、前記磁場検出部
の姿勢を検出する姿勢検出部と、前記姿勢検出部の出力信号と前記磁場ベクトル算出部の
出力信号とから、前記磁場検出部の姿勢情報と位置情報を算出する位置・姿勢算出部とを
備えたことを特徴とする。
【００３５】
　また、請求項２３に記載の発明は、請求項２２に記載の発明において、前記磁場検出部
が、前記交流磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し、前記フーリエ変
換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え、前記各軸におけ
る直流成分の振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出部が、前記交流磁場に基づく磁場ベク
トルに加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向きと大きさを表す直流磁場ベクト
ルを算出し、前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出力信号と、前記直流磁場
ベクトルとから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と前記交流磁場に基づく
磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【００３６】
　また、請求項２４に記載の発明は、請求項２１に記載の発明において、前記磁場検出部
が、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場と、異なる複数の周
波数成分の位相関係が既知であり、位置によって磁場の向きまたは大きさが異なる交流の
不均一磁場とを発生させる磁場発生部から発生された磁場を検出し、前記磁場ベクトル算
出部が、前記フーリエ変換部からの出力信号に基づいて、前記各軸の前記複数の周波数成
分の位相関係から、前記均一磁場に加え、前記不均一磁場に対する前記各軸の振幅につい
て符号を算出するとともに、前記各軸の振幅と前記符号から前記均一磁場及び不均一磁場
の向きと大きさを表す均一磁場ベクトル及び不均一磁場ベクトルを算出し、前記磁場ベク
トル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルから前記磁場検出部の姿勢情報を算出し
、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均一磁場ベクトルとから
前記磁場検出部の位置情報を算出する位置・姿勢算出部を備えることを特徴とする。
【００３７】
　また、請求項２５に記載の発明は、請求項２４に記載の発明において、前記磁場検出部
の姿勢を検出する姿勢検出部を備え、前記位置・姿勢算出部が、前記姿勢検出部からの出
力と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルとから前記磁場検出
部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前記不均
一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【００３８】
　また、請求項２６に記載の発明は、請求項２４に記載の発明において、前記磁場検出部
が、前記均一磁場と前記不均一磁場に加え、直流磁場を検出する多軸の磁気センサを有し
、前記フーリエ変換部は、前記各軸における前記複数の周波数成分中の位相と振幅に加え
、前記各軸における直流成分の振幅を算出し、前記磁場ベクトル算出部が、前記均一磁場
ベクトル及び前記不均一磁場ベクトルに加え、前記直流成分の振幅から前記直流磁場の向
きと大きさを表す直流磁場ベクトルを算出し、前記位置・姿勢算出部が、前記磁場ベクト
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ル算出部から出力される前記均一磁場ベクトルと、前記直流磁場ベクトルとから、前記磁
場検出部の姿勢情報を算出し、該姿勢情報と、前記磁場ベクトル算出部から出力される前
記不均一磁場ベクトルとから前記磁場検出部の位置情報を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である磁場を発生する磁場
発生部と、この磁場発生部から発生された磁場を検出する多軸の磁気センサを有する磁場
検出部と、この磁場検出部の各軸の出力信号に基づいて、各軸における複数の周波数成分
中の位相と振幅を算出するフーリエ変換部と、このフーリエ変換部からの出力信号に基づ
いて、各軸の複数の周波数成分の位相関係から前記各軸の振幅について符号を算出し、こ
の符号と振幅から磁場の向きと大きさを表す磁場のベクトルを算出する磁場ベクトル算出
部とを備えたので、交流磁場を利用して連続的に測定ができ、また、周波数の設定の自由
度が大きく、さらに、構成が簡単な空間情報検出システムを提供することができる。また
、同様に、その空間情報検出方法及び空間情報検出装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の空間情報検出システムの実施形態１を示す全体構成図である。
【図２Ａ】本発明の空間情報検出システムにおける情報端末と磁場発生部のコイル座標系
を示す図で、情報端末の座標系を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の空間情報検出システムにおける情報端末と磁場発生部のコイル座標系
を示す図で、磁場発生部のコイルの座標系を示す図である。
【図３】本発明の空間情報検出システムにおける情報端末の方向と座標系との関係を示す
図である。
【図４】本発明の空間情報検出システムにおける実施形態１の空間情報検出装置の具体的
な構成ブロック図である。
【図５】磁気センサの向きと発生している交流磁場の向きの関係と、第１の周波数成分と
第２の周波数成分の位相関係を示す図である。
【図６】磁気センサの向きと発生している交流磁場の向きの関係と、第１の周波数成分と
第２の周波数成分の位相関係を示す他の図である。
【図７Ａ】本発明の空間情報検出システムの実施形態１の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図７Ｂ】本発明の空間情報検出システムの実施形態１の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図８】１Ｈｚと２Ｈｚのサイン波磁場を重ね合わせた磁場を、方位角センサを磁場と水
平に３０度ごと回転して測定したと仮定したシミュレーションの結果を示す図である。
【図９Ａ】本発明の空間情報検出システムの実施形態２の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図９Ｂ】本発明の空間情報検出システムの実施形態２の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図１０】３Ｈｚと８Ｈｚの正弦波磁場を重ね合わせた磁場を、方位角センサを磁場と水
平に３０度ごと回転して測定したと仮定したシミュレーションの結果を示す図である。
【図１１】本発明の空間情報検出システムにおける実施形態３の空間情報検出装置の具体
的な構成ブロック図である。
【図１２Ａ】本発明の空間情報検出システムの実施形態３の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。
【図１２Ｂ】本発明の空間情報検出システムの実施形態３の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。
【図１３】本発明の空間情報検出システムの実施形態４を示す全体構成図である。
【図１４】情報端末の座標系についての説明図である。
【図１５】本発明の空間情報検出システムにおける実施形態４の空間情報検出装置の具体
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的な構成ブロック図である。
【図１６】位置検出用磁場Ｂｐがなす磁場の向きに関して模式的に示す図である。
【図１７】位置検出磁場発生コイルからの位置検出用磁場ＢｐをＺｇ軸上方から見た様子
を示す図である。
【図１８】本発明の空間情報検出システムの実施形態４の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図１９】本発明の空間情報検出システムの実施形態５を示す全体構成図である。
【図２０】本発明の空間情報検出システムの実施形態６を示す全体構成図である。
【図２１Ａ】勾配磁場発生機構についての説明図である。
【図２１Ｂ】勾配磁場発生機構についての説明図である。
【図２２】本発明の空間情報検出システムの実施形態６の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図２３】本発明の空間情報検出システムの実施形態７を示す全体構成図である。
【図２４】本発明の空間情報検出システムの実施形態７の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図２５】本発明の空間情報検出システムの実施形態８を示す全体構成図である。
【図２６】本発明の空間情報検出システムにおける実施形態８の空間情報検出装置の具体
的な構成ブロック図である。
【図２７】本発明の空間情報検出システムの実施形態８の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図２８】本発明の空間情報検出システムの実施形態９の動作を説明するためのフローチ
ャートを示す図である。
【図２９】本発明の空間情報検出システムの実施形態１０を示す全体構成図である。
【図３０】本発明の空間情報検出システムの実施形態１０の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。
【図３１Ａ】磁気センサの正方向が正弦波状の交流磁場の入射方向に対して同方向の場合
に測定された出力信号の様子を示す図である。
【図３１Ｂ】磁気センサの正方向が正弦波状の交流磁場の入射方向に対して反対方向の場
合に測定された出力信号の様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。　
　本発明において、空間情報とは姿勢、または位置の情報のことを意味している。姿勢と
は、自由度の残った一部の姿勢であることもあるし、自由度の残っていない任意姿勢のこ
ともある。
【００４２】
　まず、一部の姿勢である方向の検出について以下に説明する。　
　この方向の検出については、発生磁場の周波数比１：２で３軸磁気センサを使用する場
合（実施形態１）、発生磁場の周波数比Ｍ：Ｎで３軸磁気センサを使用する場合（実施形
態２）、発生磁場の周波数比Ｍ：Ｎで２軸磁気センサを使用する場合（実施形態３）があ
る。これらの各実施形態について以下に説明する。実施形態１から３では、発生磁場は１
つのコイルから発生する磁場として説明する。1つのコイルから発生する磁場はコイルの
中心軸に対称に広がってゆくが、実施形態１から３では、1つの方向へ発生している磁場
としてみなせる範囲で情報端末の方向を検出する方法を説明する。つまり、磁場の向きと
大きさが一定とみなせる均一磁場として扱える領域、あるいはコイルの中心軸上、あるい
は固定した位置に、情報端末があるとした状態での実施形態となっている。
【００４３】
[実施形態１]
＜発生磁場の周波数比１：２で３軸磁気センサを使用する場合＞
　図１は、本発明の空間情報検出システムにおける実施形態１を示す全体構成図で、図中
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符号１は磁場発生部、１ａは電源、１ｂはコイル、２は情報端末、２０は磁場検出部、２
１は磁気センサ、３は演算部を示している。この実施形態１は、周波数比１：２で１つの
磁場発生部を備え、磁場検出部２０は、３軸の磁気センサ２１を備えたものである。
【００４４】
　本発明の空間情報検出システムは、磁場発生部１と、磁場検出部２０と、フーリエ変換
部（後述する図４の符号３２）と、磁場ベクトル算出部（後述する図４の符号３３）と、
方向算出部（後述する図４の符号３４）を有する演算部３とから構成されている。磁場検
出部２０は、方向を検出したい情報端末２に取り付けられているものである。
【００４５】
　なお、情報端末２とは、利用者が何らかの情報を得ることのできる部分や部位を意味し
、携帯電話，ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ；パーソナ
ルデジタルアシスタント），カプセル内視鏡，内視鏡，ゲーム機など多様なものを意味し
ている。また、演算部３は、例えば、携帯電話，ＰＤＡ，ゲーム機向け，あるいはカプセ
ル内視鏡，内視鏡向けの計測器またはＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ；パー
ソナルコンピューター）内のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ；
中央演算処理装置）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ；デジ
タルシグナルプロセッサ），マイクロコンピューターなどに、メモリやハードディスクの
ような記憶装置や、外部との通信機能などを利用して構成する。
【００４６】
　本発明の空間情報検出システムを構成する磁場発生部１は、異なる複数の周波数成分の
位相関係が既知である交流磁場を発生するものである。図１に示すように、電源１ａとコ
イル１ｂとからなり、電源１ａは、周波数が異なる２つの交流電流（又は電圧）を重ね合
わせて発生させることができ、その第１と第２の周波数の角周波数は、それぞれω、２ω
である（最小の整数比として周波数比が１：２である）。そして、コイル１ｂに電源１ａ
からの発生電流を印加することで磁場を発生することができる。発生した交流磁場の位相
は、第１の周波数成分、第２の周波数成分ともに時間ｔ＝０において－π／２であるとす
る。すなわち、第１の周波数成分の磁場の位相Θ、第２の周波数成分の磁場の位相をΦと
すると、
　　Θ＝ωｔ－π／２　・・・・（１）
　　Φ＝２ωｔ－π／２　・・・（２）
　と表すことができるとする。
【００４７】
　磁場検出部２０は、図４にその具体的な構成が示されているが、磁場発生部１から発生
された磁場を検出する３軸の磁気センサ２１（図４のＸ軸磁気センサ２１ａ，Ｙ軸磁気セ
ンサ２１ｂ，Ｚ軸磁気センサ２１ｃ）を搭載した方位角センサ２０ａを含んでおり、この
方位角センサ２０ａは、互いに直交した面を向いた３軸の磁気センサ２１ａ，２１ｂ，２
１ｃが搭載されている。この磁気センサは、例えば、ホール素子，ＭＲ素子，ＧＭＲ素子
，ＭＩ素子などの半導体型の磁気センサである。
【００４８】
　演算部３は、図４にその具体的な構成が示されているが、フーリエ変換部３２と、磁場
ベクトル算出部３３と、方向算出部３４とを含んでおり、用途に応じ情報端末２に搭載さ
れていてもされていなくてもよい。なお、図１においては情報端末２と演算部３の間に信
号線が描かれているが、無線であってもよい。
【００４９】
　フーリエ変換部３２は、図４に基づいて後述するが、磁場検出部２０の各軸の出力信号
に基づいて、各軸における複数の周波数成分中の位相と振幅を算出するものである。磁場
ベクトル算出部３３は、図４に基づいて後述するが、フーリエ変換部３２からの出力信号
に基づいて、各軸の複数の周波数成分の位相関係から各軸の振幅について符号を算出する
とともに、各軸の符号と、複数の周波数成分の少なくともいずれか一つの周波数成分にお
ける振幅から磁場の向きと大きさを表す磁場ベクトルを算出するものである。方向算出部
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３４は、磁場ベクトル算出部３３からの出力に基づいて情報端末２の向いている方向を算
出するものである。
【００５０】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の空間情報検出システムにおける情報端末と磁場発生部の
コイルの座標系を示す図で、図２Ａは情報端末の座標系を、図２Ｂは磁場発生部のコイル
の座標系を各々示す図である。
【００５１】
　図２Ａに示すように、情報端末２の長手方向をｘ軸、短手方向をｙ軸とし、ｘ軸とｙ軸
に垂直なｚ軸で、右手系の座標系ｘｙｚ座標系（端末座標系）を定義する。また、情報端
末２の方位角センサ２０ａが有する互いに直交な３軸の磁気センサ２１ａ，２１ｂ，２１
ｃの方向は、ｘｙｚ座標系を構成する各軸の方向と一致しているものとする。すなわち、
ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸の磁気センサがあり、それぞれの出力の増大方向（正方向）がｘｙｚ座
標系の各軸の正方向の向きである。
【００５２】
　また、図２Ｂに示すように、コイル１ｂは、水平面に鉛直に設置されており、このコイ
ル１ｂから発生する正の磁場の方向と一致するＸｇ軸と、水平面（地平面）と鉛直な上方
へ向かうＺｇ軸と、水平面と平行な面をＸｇ軸と構成するＹｇ軸で、右手系の座標系Ｘｇ
ＹｇＺｇ座標系（絶対座標系）が構成されている。
【００５３】
　図３は、本発明の空間情報検出システムにおける情報端末の方向と座標系との関係を示
す図である。図３において、ある方向を向いた情報端末２のｘｙｚ座標系とＸｇＹｇＺｇ
座標系は原点以外一致していない。実施形態１の空間情報検出システムで検出する情報端
末２の空間情報である方向データΨは、情報端末２のｘ軸、ｙ軸をＸｇＹｇ面へ座標変換
した時のベクトルをそれぞれｘ’軸，ｙ’軸とすると、ｘ'軸と正の磁場の発生方向であ
るＸｇ軸とのなす角で表される。（はじめに、ｘ軸周りの回転を行い、ｙ軸をｙ’軸へ、
次にｙ’軸周りの回転を行い、ｘ軸をｘ’軸へ移す。）なお、この図３におけるような方
向データΨは方位角ともいう。なお、本発明の実施の形態１の空間情報検出システムで検
出する方向データΨは、用途によっては方位角に限らず、情報端末２が検出した磁場の向
きを表す磁場ベクトルとする場合もある。
【００５４】
　図４は、本発明の空間情報検出システムにおける実施形態１の空間情報検出装置の具体
的な構成ブロック図である。この空間情報検出装置は、磁場検出部２０と演算部３とから
構成され、この演算部３は、データ受信部３１とフーリエ変換部３２と磁場ベクトル算出
部３３と方向算出部３４を備えている。磁場検出部２０は、方位角センサ２０ａとデータ
送信部２６を備えている。
【００５５】
　この方位角センサ２０ａは、ｘ軸磁気センサ２１ａとｙ軸磁気センサ２１ｂとｚ軸磁気
センサ２１ｃとの３軸の磁気センサ２１と、この３軸の磁気センサ２１を選択して選択さ
れた軸の磁気センサからの出力信号を取得するマルチプレクサ部２２と、このマルチプレ
クサ部２２を介して磁気センサ２１を駆動する磁気センサ駆動部２３と、マルチプレクサ
部２２からの出力信号を増幅する信号増幅部２４と、この信号増幅部２４からの増幅信号
をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換部２５とから構成されている。データ送信部２６は、Ａ／Ｄ
変換部２５で変換された信号を演算部３に送信する。
【００５６】
　このような構成により、磁気センサ駆動部２３は、マルチプレクサ部２２を介して磁気
センサ２１を駆動する。マルチプレクサ部２２は、測定する軸の磁気センサを選択する。
選択された軸の磁気センサの信号は、信号増幅部２４において適切な大きさに増幅され、
Ａ／Ｄ変換部２５においてアナログ信号からデジタル信号へと変換される。このデジタル
信号への変換は、各軸の磁気センサからの信号に対して行う。デジタル化された信号は、
データ送信部２６から磁気データとして演算部３へと送信される。
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【００５７】
　演算部３は、上述したように、磁場検出部２０のデータ送信部２６からの磁気データを
受信するデータ受信部３１と、フーリエ変換部３２と、磁場ベクトル算出部３３と、方向
算出部３４とから構成されている。
【００５８】
　フーリエ変換部３２は、データ受信部３１からの出力信号から各軸における複数の周波
数成分中の位相と振幅を算出する。また、磁場ベクトル算出部３３は、フーリエ変換部３
２からの出力信号から各軸の複数の周波数成分の位相関係から各軸の振幅について符号を
算出し、符号と振幅から磁場の向きと大きさを表す磁場のベクトルを算出する。また、方
向算出部３４は、磁場ベクトル算出部３３からの出力信号から情報端末２の方向を算出す
る。
【００５９】
　このような構成により、データ受信部３１は、磁場検出部２０のデータ送信部２６から
送られてきた磁気データを受信してフーリエ変換部３２へ送る。このフーリエ変換部３２
は、所望量の３軸の磁気センサ２１からの磁気データを取得した後に、それらに対しＦＦ
Ｔ演算（高速フーリエ変換）を実行する。所望量として取得するデータ量は、例えば、重
ね合わせた交流磁場の波形の整数周期分のデータ量である。例えば、１Ｈｚと２Ｈｚの交
流磁場を重ねて発生し、方位角センサ２０ａにて１２８Ｈｚのサンプリングで磁気データ
を取得する場合、１Ｈｚと２Ｈｚの周期が整数倍になるデータ量は１２８個であり、これ
を取得するデータ量とする。ＦＦＴ演算の実行は、ｘ軸の所望量の磁気データ、ｙ軸の所
望量の磁気データ、ｚ軸の所望量の磁気データに対し、別々にＦＦＴ演算を行うか、いず
れかの２軸の所望量の磁気データを同時に複素ＦＦＴ演算してＦＦＴデータを得て、残り
の１軸の所望量の磁気データに対しては別にＦＦＴ演算を行う方法でも良い。そして、Ｆ
ＦＴ演算の実行により算出された各軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の各軸の振幅
と、第１と第２の周波数成分の位相を算出し、磁場ベクトル算出部３３へと送る。
【００６０】
　ここで、各軸のＦＦＴデータから、フーリエ変換部３２で算出された振幅をｘ軸，ｙ軸
，ｚ軸でそれぞれＡｘ，Ａｙ，Ａｚとし、算出された第１の周波数成分の位相の各軸成分
を同様にθｘ，θｙ，θｚ、第２の周波数成分の位相の各軸成分をφｘ，φｙ，φｚとし
て表す（０≦θｘ，θｙ，θｚ，φｘ，φｙ，φｚ＜２π）。
【００６１】
　これら算出された位相は、磁場ベクトル算出部３３へと送られ、測定した軸の磁気セン
サの正方向が磁場の正方向に対してどちらの方向を向いていたか、次の位相関係から求め
る振幅符号判定値を利用して振幅の符号を判定する。以下にｘ軸の成分に関して説明を行
う。
【００６２】
　振幅符号判定値ηｘを
　　ηｘ＝φｘ－２×θｘ　　　・・・（式３）
　と定義する。但し、０≦ηｘ＜２πである。
【００６３】
　磁気センサ２１の正方向と、発生磁場の正方向が一致している場合、算出される第１の
周波数成分と第２の周波数成分の位相をθｘ

＋，φｘ
＋とすると、

　　θｘ
＋＝ωｔ－π／２－２πｐｘ

＋　　　・・・（式４）
　　φｘ

＋＝２ωｔ－π／２－２πｑｘ
＋　　　・・・（式５）

　（但し、ｐｘ
＋、ｑｘ

＋は０≦θｘ
＋，φｘ

＋＜２πにするための整数）と測定される
。そして、そのときの振幅符号判定値ηｘ

＋は（式３）より、
　　ηｘ

＋＝π／２＋２π（２ｐｘ
＋－ｑｘ

＋）－２πνｘ
＋　　　・・・（式６）

　となり、一定値である（但し、νｘ
＋は０≦ηｘ

＋＜２πにするための整数）。一方、
磁気センサ２１の正方向と、発生磁場の正方向が反対の場合、算出される第１の周波数成
分と第２の周波数成分の位相をθｘ

－，φｘ
－とすると、
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　　θｘ
－＝ωｔ－π／２＋π－２πｐｘ

－　　　・・・（式７）
　　φｘ

－＝２ωｔ－π／２＋π－２πｑｘ
－　　　・・・（式８）

　と測定される（位相がπずれる。またｐｘ
－、ｑｘ

－は０≦θｘ
－，φｘ

－＜２πにす
るための整数）ので、この場合の振幅符号判定値ηｘ

－は（式３）から
　　ηｘ

－＝３π／２＋２π（２ｐｘ
－－ｑｘ

－）－２πνｘ
－　　　・・・（式９）

　となり（但し、νｘ
－は０≦ηｘ

－＜２πにするための整数）、これも一定値である。
【００６４】
　従って、（式３）から算出した振幅符号判定値ηｘが（式６）のηｘ

＋と（式９）のη

ｘ
－として、値が異なることから、発生磁場の方向と磁気センサ２１の向きの関係が、同

方向であるのか反対方向であるのかが判別できる。そして、振幅の符号を判定することが
可能である。
【００６５】
　例えば、ｘ軸の振幅の符号Ｓｉｇｎ（Ａｘ）（但し、Ｓｉｇｎ（ｋ）はｋの符号を表し
、－１または＋１となる）は、（式３）のηｘを用いて
　　Ｓｉｇｎ（Ａｘ）＝Ｓｉｇｎ（Ｓｉｎ（ηｘ））　　　・・・（式１０）
　と表現できる。
【００６６】
　図５及び図６は、磁気センサの向きと発生している交流磁場の向きの関係と、第１の周
波数成分と第２の周波数成分の位相関係を示す図である。最上段に正の磁場の方向と磁気
センサ２１の正方向の関係を、２段目に磁気センサ２１で測定される、交流磁場の変動を
周波数成分ごとにｔ＝０からｔ＝３π／ωまで図示し、３段目に２段目の交流磁場の第１
の周波数成分の位相θｘ、第２の周波数成分の位相φｘ、そして２θｘの時間変化をそれ
ぞれ実線、破線、一点鎖線でｔ＝０からｔ＝３π／ωまで図示し、最下段にηｘ（＝φｘ

－２θｘ）の時間変化をｔ＝０からｔ＝３π／ωまで図示している。
【００６７】
　図５は、磁場の正方向と磁気センサの正方向が同方向の場合、図６は、反対方向の場合
を示している。図５では、ηｘがπ／２で一定に（（式６）のηｘ

＋に対応）、図６では
ηｘが３π／２で一定（（式９）のηｘ

－に対応）になる。図では磁気センサ２１の感磁
面（磁場を検知する面）が磁場と垂直の場合で表しているが、垂直でない場合は測定され
る磁場の振幅が減少するだけで、感磁面が磁場と平行となって反対の方向側へ向くまで、
（式６）と（式９）のηｘ

＋，ηｘ
－は変化しない。従って、磁気センサ２１の出力の正

負が判別できる。そして、以上見てきたように、（式６）と（式９）のηｘ
＋，ηｘ

－は
時間に依存しない値をとり、振幅の符号決定には磁場と同期したデータからの位相算出を
必要としないので、測定するタイミングを自由に選ぶこともでき、また連続的な測定が可
能である。そして、上述した特許文献１のように、間欠的に信号を重ね合わせる構成を利
用しなくてよいという利点がある。
【００６８】
　ｘ軸と同様にしてｙ軸，ｚ軸の振幅符号判定値ηｙ，ηｚから、ｙ軸，ｚ軸の振幅の符
号を求め、次の符号付き振幅を算出する。ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸の符号付き振幅をＡｘ’，Ａ
ｙ’，Ａｚ’とすると、
　　Ａｘ’＝Ｓｉｇｎ（Ｓｉｎ（ηｘ））×Ａｘ　　・・・（式１１）
　　Ａｙ’＝Ｓｉｇｎ（Ｓｉｎ（ηｙ））×Ａｙ　　・・・（式１２）
　　Ａｚ’＝Ｓｉｇｎ（Ｓｉｎ（ηｚ））×Ａｚ　　・・・（式１３）
　を算出する。これによって、測定している交流磁場の第1の周波数成分の強度と向きを
表す磁場ベクトル（Ａｘ’，Ａｙ’，Ａｚ’） Ｔを得ることができた（ただし、ＸＴは
Ｘの転置を表し、このベクトルは縦ベクトルを表現している）。なお、この磁場ベクトル
は、必要に応じて規格化して用いてもよい。すなわち、Ａｘ’や磁場ベクトル（Ａｘ’，
Ａｙ’，Ａｚ’） Ｔの大きさを基準にした比で磁気ベクトルデータを表現し直しても良
い。そして、この得られた磁場ベクトルを方向算出部３４へと送る。
【００６９】
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　この方向算出部３４では、磁場ベクトルから姿勢情報である方向データΨを求め、出力
する。方向データΨを、図３のような方位角として算出する場合は、情報端末２の姿勢を
検知し、磁場ベクトルを情報端末２の姿勢に合わせて補正し、その水平成分から算出する
ことができる。例えば、特許文献４，５などに記されているような方法で方向データΨを
求めることができる。
【００７０】
　補正された磁場ベクトルの水平成分をＡｘ’’，Ａｙ’’とすると、方向データΨは
　　Ψ＝ｔａｎ－１（Ａｙ’’／Ａｘ’’）　　　・・・（式１４）
　で、３６０度の方向を求めることができる。
【００７１】
　もちろん、ｘｙ平面とＸｇＹｇ平面が同一平面上にある場合には、（式１１）、（式１
２）から直接
　　Ψ＝ｔａｎ－１（Ａｙ’／Ａｘ’）　　　・・・（式１５）
　で求めることができる。
【００７２】
　なお、方向データΨを方位角としてではなく単純に磁場の存在方向を表したい場合には
、磁場ベクトルをそのまま方向データΨとして利用する。
【００７３】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の空間情報検出システムの実施形態１の動作を説明するた
めのフローチャートを示す図である。まず、磁場発生部１により周波数比が１：２で異な
る２つの交流磁場を重ね合わせて発生させる（ステップＳ１）。次に、磁場発生部１によ
り発生した磁場を、磁場検出部２０の３軸の磁気センサ２１を有する方位角センサ２０ａ
で測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取得する（ステップＳ２）。次に、フ
ーリエ変換部３２は、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得したかどうか判断す
る（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得していれば次のステ
ップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得していなければステップ
Ｓ２へ戻る。
【００７４】
　次に、フーリエ変換部３２にて、取得された所望量のｘ軸の磁気データに対してＦＦＴ
演算を行う（ステップＳ４）。次に、同様にｙ軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行う
（ステップＳ５）。次に、同様にｚ軸の磁気データに対してでＦＦＴ演算を行う（ステッ
プＳ６）。
【００７５】
　次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｘを算出する（ステップＳ７
）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｙを算出する（ステ
ップＳ８）。次に、同様にｚ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｚを算出す
る（ステップＳ９）。
【００７６】
　次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分と第２の周波数成分の位相θｘ，φｘ

を算出する（ステップＳ１０）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分
と第２の周波数成分の位相θｙ，φｙを算出する（ステップＳ１１）。次に、同様にｚ軸
のＦＦＴデータから第１の周波数成分と第２の周波数成分の位相θｚ，φｚを算出する（
ステップＳ１２）。
【００７７】
　次に、磁場ベクトル算出部３３において、算出したθｘ，θｙ，θｚ，φｘ，φｙ，φ

ｚから（式３）に基づいて各軸の振幅符号判定値ηｘ，ηｙ，ηｚを算出し（ステップＳ
１３）、算出した振幅符号判定値ηｘ，ηｙ，ηｚから、各軸の振幅の符号を判定し、符
号付き振幅、すなわち、磁場ベクトルを算出する（ステップＳ１４）。この磁場ベクトル
から方向データΨを方向算出部３４で算出する（ステップＳ１５）。
【００７８】
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　なお、フーリエ変換部３２でＦＦＴ演算がなされた後であれば、その後のステップＳ１
３以前の演算順序は交換することは可能である。例えば、ステップＳ４の後に、ステップ
Ｓ７、ステップＳ１０という順のようにｘ軸の磁気データの演算を一度に行ってしまう順
序も考えられる。また、ステップＳ１３、ステップＳ１４の演算を各軸のデータごとに行
なってもよい。例えば、ｘ軸のηｘから符号を判定し、ｘ軸の振幅の符号を判定し、符号
付き振幅Ａｘ’を算出する。その後、ｙ軸，ｚ軸のηｙ，ηｚから順次同様の手順にてＡ

ｙ’，Ａｚ’を算出するのでもよい。
【００７９】
　また、以上の手順では、３軸の磁気データに対して個別に３回のＦＦＴ演算を行ったが
（ステップＳ４～ステップＳ６）、複素ＦＦＴ演算を用いて、３軸の磁気データのＦＦＴ
を、２回のＦＦＴ演算実行で済ますこともできる。例えば、ｘ軸とｙ軸の磁気データに対
して実数部にｘ軸の磁気データを、虚数部にｙ軸の磁気データを入れ、複素ＦＦＴ演算を
実行し、残りのｚ軸の磁気データに対しては虚数部をゼロ詰めした複素ＦＦＴ演算を行う
という方法もある。なお、これ以外のＦＦＴ演算アルゴリズムに対しても、３軸の磁気デ
ータのＦＦＴデータが得られれば、本発明の空間情報検出方法は有効であることは明らか
である。
【００８０】
　また、以上の手順では、振幅を算出する周波数成分を第１の周波数成分としたが、磁気
センサが測定した信号の強度として、第２の周波数成分の振幅も算出後のＦＦＴデータか
ら求めることもでき、第１の周波数成分の振幅と同じ符号を持つので、方向データ算出に
十分な強度が得られれば、第１の周波数成分の振幅ではなく、第２の周波数成分の振幅を
演算に利用してもよいのは明らかである。その場合、算出される磁場ベクトルは第２の周
波数成分を表したものとなる。
【００８１】
　また、以上では１つの周波数成分の交流磁場の波形を理想的な正弦波と仮定して説明し
たが、理想的な正弦波でない場合でも、取得したい周波数成分とそうでない周波数成分の
信号が分離できる場合には、その他の正弦波でない波形を利用した場合でも今回の発明に
含まれる。
【００８２】
　図８は、１Ｈｚと２Ｈｚの正弦波磁場を重ね合わせた磁場を、方位角センサを磁場と水
平に３０度ごと回転して測定したと仮定したシミュレーションの結果を示す図である。サ
ンプリング周波数は１００Ｈｚであり、ＦＦＴ演算時のデータ量は１００個とした。設定
方位角と、算出角度が一致している。
【００８３】
[実施形態２]
＜発生磁場の周波数比Ｍ：Ｎで３軸磁気センサを使用する場合＞
　本発明の実施形態２における空間情報検出システムの構成は、図１と同様であるが、図
１の磁場発生部１で発生させる交流磁場の、第１の周波数成分と第２の周波数成分の角周
波数が、互いの偶奇が異なる正の整数Ｍ、Ｎを用い、それぞれＭω、Ｎωである（最小の
整数比として周波数比がＭ：Ｎである）。なお、互いの偶奇が異なるとは、どちらかが偶
数であった場合に、もう一方は奇数であるということである。つまり、Ｍ：Ｎは偶数対奇
数、または奇数対偶数である。そして、コイル１ｂに電源１ａからの発生電流を印加する
ことで磁場を発生することができる。発生した交流磁場の位相は、第１の周波数成分、第
２の周波数成分ともに時間ｔ＝０においてそれぞれΩθ、Ωφである。すなわち、第１の
周波数成分の磁場の位相をΘ、第２の周波数成分の磁場の位相をΦとすると、
　　Θ＝Ｍωｔ＋Ωθ　　　・・・（式１６）
　　Φ＝Ｎωｔ＋Ωφ　　　・・・（式１７）
　と表すことができるとする。
【００８４】
　また、図２，図３，図４のコイルと情報端末の座標系を表す図及び情報端末の方向と座



(19) JP 4875110 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

標系との関係を示す図及び空間情報検出装置の構成ブロック図は、発明の実施形態１と同
様である。
【００８５】
　上述した（式１６）、（式１７）の形式で表される交流磁場が重なって発生し、発明の
実施形態１と同様に方位角センサ２０ａにて３軸の磁気データを測定し、フーリエ変換部
３２にて所望量の３軸の磁気センサ２１からの磁気データを取得後、それらに対しＦＦＴ
演算を実行する。
【００８６】
　ここで、発明の実施形態１と同様に、各軸のＦＦＴデータから、振幅をｘ軸，ｙ軸，ｚ
軸でそれぞれＡｘ，Ａｙ，Ａｚとし、第１の周波数成分の位相の各軸成分を同様にθｘ，
θｙ，θｚ、第２の周波数成分の位相の各軸成分をφｘ，φｙ，φｚとして表す（０≦θ

ｘ，θｙ，θｚ，φｘ，φｙ，φｚ＜２π）。
【００８７】
　磁場ベクトル算出部３３では、測定した軸の磁気センサの正方向が磁場の正方向に対し
てどちらの方向を向いていたか、位相関係から求める振幅符号判定値を利用して、振幅の
符号を判定する。以下にｘ軸の成分に関して説明を行う。振幅符号判定値ηｘを
　　ηｘ＝Ｍ×φｘ－Ｎ×θｘ　　　・・・（式１８）
　と定義する。但し、０≦ηｘ＜２πである。
【００８８】
　磁気センサの正方向と、発生磁場の正方向が一致している場合、算出される第１の周波
数成分と第２の周波数成分の位相をθｘ

＋，φｘ
＋とすると、

　　θｘ
＋＝Ｍωｔ＋Ωθ－２πｐｘ

＋　　　・・・（式１９）
　　φｘ

＋＝Ｎωｔ＋Ωφ－２πｑｘ
＋　　　・・・（式２０）

　（但し、ｐｘ
＋、ｑｘ

＋は０≦θｘ
＋，φｘ

＋＜２πにするための整数）と測定される
。そして、そのときの振幅符号判定値ηｘ

＋は（式１８）より、
　　ηｘ

＋＝（ＭΩφ－ＮΩθ）＋２π（Ｎｐｘ
＋－Ｍｑｘ

＋）－２πνｘ
＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２１）
　となる（但し、νｘ

＋は０≦ηｘ
＋＜２πにするための整数）。一方、磁気センサの正

方向と、発生磁場の正方向が反対の場合、算出される第１の周波数成分と第２の周波数成
分の位相をθｘ

－，φｘ
－とすると、

　　θｘ
－＝Ｍωｔ＋Ωθ＋π－２πｐｘ

－　　・・・（式２２）
　　φｘ

－＝Ｎωｔ＋Ωφ＋π－２πｑｘ
－　　・・・（式２３）

　と測定される（位相がπずれる。またｐｘ
－、ｑｘ

－は０≦θｘ
－，φｘ

－＜２πにす
るための整数）ので、この場合の振幅符号判定値ηｘ

－は（式１８）より、
　　ηｘ

－＝（ＭΩφ－ＮΩθ）＋π（Ｍ－Ｎ）＋２π（Ｎｐｘ
－－Ｍｑｘ

－）－２πν

ｘ
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２４）

　となる（但し、νｘ
－は０≦ηｘ

－＜２πにするための整数）。発明の実施の形態１と
同様に、発生磁場の方向と磁気センサの向きの関係が判別できるためには、（式２１）の
ηｘ

＋と（式２４）のηｘ
－が異なることであるので、

　　Ｍ－Ｎ≠２ｊ（但し、ｊは整数）　　　・・・（式２５）
　かつ、
　　Ｎｐｘ

＋－Ｍｑｘ
＋，Ｎｐｘ

－－Ｍｑｘ
－

　が常に整数であるようにＭ、Ｎを選ぶ必要がある。すなわち、ＭとＮは互いの偶奇の異
なる整数である。つまり、Ｍ－Ｎが偶数にならなければ（式２１）のηｘ

＋と（式２４）
のηｘ

－は区別が可能である。Ｍ、Ｎは一方が偶数で、もう一方が奇数であればよい。
【００８９】
　このようにして、（式１８）から算出した振幅符号判定値ηｘは、（式２１）のηｘ

＋

と（式２４）のηｘ
－として区別が可能であるので、発生磁場の方向と磁気センサの向き

の関係も区別できる。Ｓｉｇｎ（Ａｘ）は、（式２１）のηｘ
＋と（式２４）のηｘ

－に
よって、発生磁場の方向と磁気センサの向きの関係に応じて正負の符号が算出できるよう
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に、予め関数を設定しておけばよい。
【００９０】
　　ＭΩφ－ＮΩθ＝π／２　　　・・・（式２６）
　の場合には、
　　Ｓｉｇｎ（Ａｘ）＝Ｓｉｇｎ（Ｓｉｎ（ηｘ））　　　・・・（式２７）
　と表現できる。
【００９１】
　同様にしてｙ軸，ｚ軸の振幅符号判定値ηｙ，ηｚから、ｙ軸，ｚ軸の振幅の符号を求
め、次の符号付き振幅を求める。ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸の符号付き振幅をＡｘ’，Ａｙ’，Ａ
ｚ’とすると、
　　Ａｘ’＝Ｓｉｇｎ（Ａｘ）×Ａｘ　　　・・・（式２８）
　　Ａｙ’＝Ｓｉｇｎ（Ａｙ）×Ａｙ　　　・・・（式２９）
　　Ａｚ’＝Ｓｉｇｎ（Ａｚ）×Ａｚ　　　・・・（式３０）
　を算出する。
【００９２】
　以上のようにして、磁場ベクトルが得られたので、発明の実施の形態１と同様にこの得
られた磁場ベクトルを方向算出部３４へと送る（必要に応じて、磁場ベクトルを規格化し
たい場合は規格化する。）。この方向算出部３４では、発明の実施形態１と同様にして方
向データΨを算出する。
【００９３】
　以上のように、重ね合わせる交流磁場の周波数比を、発明の実施形態１の１：２からＭ
：Ｎへと拡張し、利用する周波数の選択の幅を広げることができた。発明の実施形態１の
１：２とは、一般的にはこの発明の実施形態２のＭ：Ｎに含まれているのはもちろんであ
る。さらに、磁場発生時に位相Ωθ，Ωφが決まっていれば、上記の方式で方向検出を行
うことが可能であるので、第１の周波数と第２の周波数の位相が必ずしも一致せず異なっ
ていてもよい。また、発明の実施形態１と同様に振幅の符号決定には磁場と同期したデー
タからの位相算出を必要としないので、測定するタイミングを自由に選ぶこともでき、ま
た連続的な測定が可能である。そして、上述した特許文献１のように間欠的に信号を重ね
合わせる複雑な構成を利用しなくてよい。
【００９４】
　図９Ａ及び図９Ｂは、本発明の空間情報検出システムの実施形態２の動作を説明するた
めのフローチャートを示す図である。まず、磁場発生部１で周波数比がＭ：Ｎで異なる２
つの交流磁場を重ね合わせて発生させる（ステップＳ１）。次に、磁場発生部１で発生し
た磁場を、３軸の磁気センサ２１を有する方位角センサ２０ａで測定し、デジタル信号で
ある各軸の磁気データを取得する（ステップＳ２）。次に、フーリエ変換部３２は、ＦＦ
Ｔ演算に必要な所望量の磁気データを取得したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦ
Ｔ演算に必要な所望量の磁気データを取得していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演
算に必要な所望量の磁気データを取得していなければステップＳ２へ戻る。
【００９５】
　次に、フーリエ変換部３２において、取得された所望量のｘ軸の磁気データに対してＦ
ＦＴ演算を行う（ステップＳ４）。次に、同様にｙ軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を
行う（ステップＳ５）。次に、同様にｚ軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行う（ステ
ップＳ６）。
【００９６】
　次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｘを算出する（ステップＳ７
）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｙを算出する（ステ
ップＳ８）。次に、同様にｚ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｚを算出す
る（ステップＳ９）。
【００９７】
　次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分と第２の周波数成分の位相θｘ，φｘ
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を算出する（ステップＳ１０）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分
と第２の周波数成分の位相θｙ，φｙを算出する（ステップＳ１１）。次に、同様にｚ軸
のＦＦＴデータから第１の周波数成分と第２の周波数成分の位相θｚ，φｚを算出する（
ステップＳ１２）。
【００９８】
　次に、磁場ベクトル算出部３３において、算出したθｘ，θｙ，θｚ，φｘ，φｙ，φ

ｚから（式１８）に基づいて各軸の振幅符号判定値ηｘ，ηｙ，ηｚを算出し（ステップ
Ｓ１３）。算出した振幅符号判定値ηｘ，ηｙ，ηｚから各軸の振幅の符号を判定し、符
号付き振幅、すなわち、磁場ベクトルを算出する（ステップＳ１４）。次に、磁気ベクト
ルデータから方向データΨを方向算出部３４で算出する（ステップＳ１５）。
【００９９】
　フーリエ変換部３２でＦＦＴ演算がなされた後であれば、その後のステップＳ１３以前
の演算順序は交換することは可能である。例えば、ステップＳ４の後に、ステップＳ７、
ステップＳ１０という順のようにｘ軸の磁気データの演算を一度に行ってしまう順序も考
えられる。また、ステップＳ１３、ステップＳ１４の演算を各軸のデータごとにおこなっ
てもよい。例えば、ｘ軸のηｘから符号を判定し、ｘ軸の振幅の符号を判定し、符号付き
振幅Ａｘ’を算出する。その後，ｙ軸，ｚ軸のηｙ，ηｚから順次同様の手順にてＡｙ’
，Ａｚ’を算出するのでもよい。
【０１００】
　また、以上の手順では、３軸の磁気データに対して個別に３回のＦＦＴ演算を行ったが
（ステップＳ４～ステップＳ６）、複素ＦＦＴ演算を用いて、３軸の磁気データのＦＦＴ
を、２回のＦＦＴ演算実行で済ますこともできる。例えば、ｘ軸とｙ軸の磁気データに対
して実数部にｘ軸の磁気データを、虚数部にｙ軸の磁気データを入れ、複素ＦＦＴ演算を
実行し、残りのｚ軸の磁気データに対しては虚数部をゼロ詰めした複素ＦＦＴ演算を行う
という方法もある。なお、これ以外のＦＦＴ演算アルゴリズムに対しても、３軸の磁気デ
ータのＦＦＴデータが得られれば、本発明の空間情報検出方法は有効であることは明らか
である。
【０１０１】
　また、以上の手順では、振幅を算出する周波数成分を第１の周波数成分としたが、実施
形態１と同様に、磁気センサが測定した信号の強度として、第２の周波数成分の振幅を利
用してもよいことは明らかである。
【０１０２】
　また、実施形態１と同様に１つの周波数成分の交流磁場の波形が理想的な正弦波でない
場合でも、取得したい周波数成分とそうでない周波数成分の信号が分離できる場合には、
その他の正弦波でない波形を利用した場合であっても今回の発明に含まれる。
【０１０３】
　図１０は、３Ｈｚと８Ｈｚの正弦波磁場を重ね合わせた磁場を、方位角センサを磁場と
水平に３０度ごと回転して測定したと仮定したシミュレーションの結果を示す図である。
サンプリング周波数は１００Ｈｚであり、ＦＦＴ演算時のデータ量は１００個とした。設
定方位角と算出角度が一致していることがわかる。
【０１０４】
[実施形態３]
＜発生磁場の周波数比Ｍ：Ｎで２軸磁気センサを使用する場合＞
　本発明の実施形態３は、周波数比Ｍ：Ｎで１つの磁場発生手段と２軸の磁気センサ２１
を有する場合を示している。情報端末２が水平面に固定されて使用される場合には、方位
角センサ２０ａは、ｘ軸とｙ軸の２軸の磁気センサ（２１ａ，２１ｂ）のみを有するもの
で、発明の実施形態１、もしくは発明の実施形態２と同様の手順で磁場の方向を検出する
ことができる。
【０１０５】
　図１１は、本発明の空間情報検出システムにおける実施形態３の空間情報検出装置の具
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体的な構成ブロック図で、２軸の磁気センサ２１を利用した場合の本発明に係る空間情報
検出装置の構成ブロック図である。図１１が、上述した実施形態１の図４と異なるのは、
磁気センサ２１の数であり、ｘ軸，ｙ軸のみの２軸となっている。その他の構成及び動作
は、図４と同様である。
【０１０６】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の空間情報検出システムの実施形態３の動作を説明す
るためのフローチャートを示す図で、磁気センサが２軸の場合の方向検出方法の手順を示
すフローチャートである。まず、磁場発生部１により周波数比がＭ：Ｎで異なる２つの交
流磁場を重ね合わせて発生させる（ステップＳ１）。次に、磁場発生部１で発生した磁場
を、２軸の磁気センサ２１を有する方位角センサ２０ａで測定し、デジタル信号である各
軸の磁気データを取得する（ステップＳ２）。次に、フーリエ変換部３２は、ＦＦＴ演算
に必要な所望量の磁気データを取得したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算
に必要な所望量の磁気データを取得していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必
要な所望量の磁気データを取得していなければステップＳ２へ戻る。
【０１０７】
　次に、フーリエ変換部３２において、取得された所望量のｘ軸の磁気データに対してＦ
ＦＴ演算を行う（ステップＳ４）。次に、同様にｙ軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を
行う（ステップＳ５）。次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅Ａｘを算
出する（ステップＳ６）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分の振幅
Ａｙを算出する（ステップＳ７）。
【０１０８】
　次に、ｘ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分と第２の周波数成分の位相θｘ，φｘ

を算出する（ステップＳ８）。次に、同様にｙ軸のＦＦＴデータから第１の周波数成分と
第２の周波数成分の位相θｙ，φｙを算出する（ステップＳ９）。
【０１０９】
　次に、磁場ベクトル算出部３３において、算出したθｘ，θｙ，φｘ，φｙから（式１
８）に基づいて各軸の振幅符号判定値ηｘ，ηｙを算出し（ステップＳ１０）、算出した
振幅符号判定値ηｘ，ηｙから、各軸の振幅の符号を判定し、符号付き振幅、すなわち、
磁気ベクトルデータを算出する（ステップＳ１１）。次に、磁場ベクトルから方向データ
Ψを方向算出部３４で算出する（ステップＳ１２）。
【０１１０】
　以上の手順によって、空間情報である方向データΨを算出することができた。続けて方
向データΨを算出するには、ステップ２へもどれば良い。
【０１１１】
　以上の実施形態１乃至３においては、磁場を発生するコイルを１つのコイルとして説明
したが、情報端末をはさむ形でヘルムホルツコイルを配置し、そのヘルムホルツコイルか
ら実施形態１乃至３で説明した磁場を発生させても良い。
【０１１２】
　なお、以上の実施形態と同様な交流磁場を発生するコイルを複数個利用し、同様な方法
を利用することで情報端末２の任意の姿勢検出が可能である。実施形態１乃至３において
は１つの交流磁場の発生方向を軸とした動きの自由度が残っているが、もう一つ別の交流
磁場を発生させることでその自由度を減らすことができ、任意の姿勢が規定できるように
なる。従って、実施形態にあるような方位角センサ２０ａによって、任意の姿勢検出が可
能である。このことは、以降の実施形態において説明する方法を利用する。
【０１１３】
　次に、均一磁場と不均一磁場を用いた位置と姿勢の検出について以下に説明する。　
　この均一磁場と不均一磁場を用いた位置と姿勢の検出については、別々のコイルでＺｇ
軸用磁場と位置検出用磁場を発生する場合（実施形態４）、１つのコイルでＺｇ軸用磁場
と位置検出用磁場を発生する場合（実施形態５）がある。以下、これらの実施形態につい
て以下に説明する。
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【０１１４】
[実施形態４]
＜別々のコイルでＺｇ軸用磁場と位置検出用磁場を発生する場合＞
　図１３は、本発明の空間情報検出システムの実施形態４を示す全体構成図である。この
空間情報検出システムは、磁場発生部として、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知
で、位置によって磁場の向きまたは大きさが異なっている交流の不均一磁場を発生する不
均一磁場発生部（位置検出磁場発生コイル１０３と位置検出磁場発生用電源１０６）と、
異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場を発生する２つの均一磁
場発生部（Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル１０１とＸｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０４及
びＺｇ軸ヘルムホルツコイル１０２とＺｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０５）と、この
不均一磁場発生部から発生された交流磁場と均一磁場発生部から発生された交流磁場を検
出する多軸の磁気センサを有する磁場検出部１１１と、この磁場検出部１１１の姿勢情報
を２つの均一磁場発生部から発生される交流の均一磁場に基づく磁場検出部１１１の出力
信号から算出し、その姿勢情報と、不均一磁場発生部により発生される交流の不均一磁場
に基づく磁場検出部１１１の出力信号とから磁場検出部１１１の位置情報を算出する演算
部１０８とを備えている。
【０１１５】
　つまり、空間情報検出システムは、Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル１０１とＺｇ軸ヘルムホ
ルツコイル１０２と位置検出磁場発生コイル１０３とＸｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１
０４とＺｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０５と位置検出磁場発生用電源１０６と磁場検
出部１１１を有する情報端末１０７と演算部１０８とデータ表示部１０９とから構成され
ている。情報端末１０７と演算部１０８とデータ表示部１０９とは、空間情報検出装置を
構成している。
【０１１６】
　右手系の座標系ＸｇＹｇＺｇ座標系（絶対座標系であり、Ｘｇ軸、Ｙｇ軸、Ｚｇ軸は、
それぞれ互いに直交している）が定義され、２つのコイル１組で構成される１対のヘルム
ホルツコイルであるＸｇ軸ヘルムホルツコイル１０１とＺｇ軸ヘルムホルツコイル１０２
は、それぞれのコイルの中心軸がＸｇ軸とＺｇ軸に沿って構成されている。
【０１１７】
　Ｙｇ軸は、Ｚｇ軸からＸｇ軸の方向へ右ネジを回してネジの進む方向にあるものとする
（図１３の紙面手前側から奥側へ向かうものとする）。Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル１０１
は、そのコイル間中心付近にＸｇ軸の向きに同一となる交流の均一磁場Ｂｘ（Ｘｇ軸方向
磁場）を発生できる。Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１０２も同様に、そのコイル間中心付近
にＺｇ軸の向きに同一となる交流の均一磁場Ｂｚ（Ｚｇ軸方向磁場）を発生できる。Ｘｇ
軸ヘルムホルツコイル１０１とＺｇ軸ヘルムホルツコイル１０２がともに均一磁場を発生
できる空間を均一空間と呼ぶ。図１３の点線内がその均一空間を表している。
【０１１８】
　そして、Ｚｇ軸に沿って中心軸をもつ位置検出磁場発生コイル１０３が１つ配置される
。この位置検出磁場発生コイル１０３からは、各ヘルムホルツコイルが形成する均一空間
内の任意の位置において、磁場の向きまたは大きさが異なる交流の不均一磁場Ｂｐ（位置
検出用磁場）を発生する。
【０１１９】
　Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０４と、Ｚｇ軸用ヘルムホルツコイル用電源１０５
と、位置検出磁場発生用電源１０６は、それぞれ上記の各コイル、Ｘｇ軸ヘルムホルツコ
イル１０１と、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１０２と、位置検出磁場発生コイル１０３に、
周波数が異なる２つの交流電流（又は電圧）を重ね合わせて供給する。
【０１２０】
　Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０４からの交流電流（又は電圧）は、第１と第２の
周波数の角周波数が、偶奇が異なる正の整数Ｍｘ、Ｎｘを用いて、それぞれＭｘωｘ、Ｎ

ｘωｘである（最小の整数比として周波数比がＭｘ：Ｎｘである）。例えばＭｘ＝１、Ｎ
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ｘ＝２としてよい。同様に、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源１０５からは、Ｍｚωｚ、
Ｎｚωｚの角周波数を、位置検出磁場発生用電源１０６からは、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの角
周波数を持つ交流電流（又は電圧）を発生させる。これらの各角周波数はそれぞれ互いに
異なるものであるとする。
【０１２１】
　そして、各コイルに各電源からの電流を供給することで磁場を発生でき、各コイルから
発生した磁場、Ｘｇ軸方向磁場Ｂｘ、Ｚｇ軸方向磁場Ｂｚ、位置検出用磁場Ｂｐは、それ
ぞれ、ＭｘωｘとＮｘωｘ、ＭｚωｚとＮｚωｚ、ＭｐωｐとＮｐωｐの組み合わせの角
周波数を有する。
【０１２２】
　そして、これらＢｘ、Ｂｚ、Ｂｐの各周波数成分の位相関係は、実施形態２と同様に表
すことができ、例えば、Ｂｘの第１と第２の周波数成分の位相Θｘ，Φｘは次のように表
されるものとする。　
　　Θx＝Ｍxωxｔ＋Ωθx　　・・・（式３１）
　　Φx＝Ｎxωxｔ＋Ωφx　　・・・（式３２）
（第１の周波数成分、第２の周波数成分ともに時間ｔ＝０においてそれぞれΩθx、Ωφx

であるとする）。Ｂｚ、Ｂｐについても同様な形式で表現できるものとする。
【０１２３】
　均一空間内には、情報端末１０７が配置されている。この情報端末１０７の内部には、
上述した各コイルから発生された磁場を検出する磁場検出部（方位角センサ１１１ａとデ
ータ送信部１１６；後述する図１５参照）１１１が搭載されており、この方位角センサ１
１１ａには、互いに直交した面を向いた３軸の磁気センサ１１０であるｘ軸磁気センサ１
１０ａとｙ軸磁気センサ１１０ｂとｚ軸磁気センサ１１０ｃが搭載されている。
【０１２４】
　この磁気センサ１１０ａ～１１０ｃは、例えば、ホール素子，ＭＲ素子，ＧＭＲ素子，
ＭＩ素子などの半導体型の磁気センサである。また、データ送信部１１６は、方位角セン
サ１１１ａ内の３軸の磁気センサ１１０が検出した磁場をデジタル信号へと変換した磁気
データを、情報端末１０７の外部の演算部１０８内のデータ受信部１１７へと送信するこ
とができる。なお、図１３では、情報端末１０７のデータ送信部１１６から磁気データを
無線で演算部１０８へと送信する様子が描かれている（鉤型の点線矢印が無線で送信され
る磁気データを表している）。
【０１２５】
　用途によっては、必ずしも無線である必要はなく、情報端末１０７と演算部１０８を有
線で接続し、データの送受信を行っても良い。また、演算部１０８も情報端末１０７の外
部に描かれているが、演算部１０８を情報端末１０７の内部に搭載して、演算部１０８の
データを情報端末１０７の外部のデータ表示部１０９とやり取りしても良い。この際、用
途に応じて無線でも有線でも構わない。
【０１２６】
　なお、情報端末１０７とは、実施の形態１に記載と同様に多様なものを意味している。
また、演算部１０８も、実施形態１と同様に多様なものを意味している。また、データ表
示部１０９は、演算部１０８からの出力信号を利用者へ表示する機能を有する部分で、例
えば、携帯電話，ＰＤＡ，ゲーム機，計測器，ＰＣ用のディスプレイなどを利用して構成
する。
【０１２７】
　図１４は、情報端末１０７の座標系についての説明図である。情報端末１０７の長手方
向をｘ軸、短手方向をｙ軸とし、ｘ軸とｙ軸に垂直なｚ軸で、右手系の座標系ｘｙｚ座標
系（端末座標系という）を定義する。また、情報端末１０７に搭載された方位角センサ１
１１ａが有する互いに直交な３軸の磁気センサ１１０の方向は、それぞれｘｙｚ座標系を
構成する各軸の方向と一致しているものとする。すなわち、ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸の磁気セン
サ（１１０ａ～１１０ｃ）がありそれぞれの出力の増大方向（正方向）がｘｙｚ座標系の
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各軸の正方向の向きである。
【０１２８】
　そして、演算部１０８では受信した磁気データから、絶対座標系に対する情報端末１０
７の位置と姿勢を表す位置情報と姿勢情報を算出してデータ表示部１０９へと送り、この
データ表示部１０９において情報端末１０７の位置と姿勢を知ることができる。
【０１２９】
　図１５は、本発明の空間情報検出システムにおける実施形態４の空間情報検出装置の具
体的な構成ブロック図である。この空間情報検出装置は、磁場検出部１１１と演算部１０
８とから構成され、この演算部１０８は、データ受信部１１７とフーリエ変換部１１８と
磁場ベクトル算出部１１９と位置・姿勢算出部１２０とを備えている。磁場検出部１１１
は、上述したように方位角センサ１１１ａとデータ送信部１１６から構成されている。
【０１３０】
　この方位角センサ１１１ａは、ｘ軸磁気センサ１１０ａとｙ軸磁気センサ１１０ｂとｚ
軸磁気センサ１１０ｃとの３軸の磁気センサ１１０と、この３軸の磁気センサ１１０を選
択して選択された軸の磁気センサからの出力信号を取得するマルチプレクサ部１１２と、
このマルチプレクサ部１１２を介して磁気センサ１１０を駆動する磁気センサ駆動部１１
３と、マルチプレクサ部１１２からの出力信号を増幅する信号増幅部１１４と、この信号
増幅部１１４からの増幅信号をＡ／Ｄ変換してデータ送信部１１６へ出力するＡ／Ｄ変換
部１１５とから構成されている。データ送信部１１６は、Ａ／Ｄ変換部１１５で変換され
た信号を演算部１０８に送信する。
【０１３１】
　このような構成により、磁気センサ駆動部１１３は、マルチプレクサ部１１２を介して
磁気センサ（１１０ａ～１１０ｃ）を駆動する。マルチプレクサ部１１２は、測定する軸
の磁気センサを選択する。選択された軸の磁気センサの信号は、信号増幅部１１４におい
て適切な大きさに増幅され、Ａ／Ｄ変換部１１５においてアナログ信号からデジタル信号
へと変換される。このデジタル信号への変換は、各軸の磁気センサ１１０からの信号に対
して行う。デジタル化された信号は、データ送信部１１６から磁気データとして演算部１
０８へと送信される。
【０１３２】
　演算部１０８は、上述したように、データ受信部１１７とフーリエ変換部１１８と磁場
ベクトル算出部１１９と位置・姿勢算出部１２０とから構成されている。
【０１３３】
　このような構成により、データ受信部１１７は、磁場検出部１１１のデータ送信部１１
６からの磁気データを受信し、フーリエ変換部１１８へと送る。このフーリエ変換部１１
８は、データ受信部１１７からの所望量（例えば、１２８Ｈｚのサンプリング周波数で測
定を行う場合、１Ｈｚの周波数分解能が必要であれば１２８個のデータ量となる）の３軸
の磁気センサ１１０からの磁気データを取得した後に、それらに対しＦＦＴ演算を実行す
る。そして、各軸のＦＦＴ演算結果から、各軸において、各コイルから発生する交流磁場
Ｂｘ、Ｂｚ、Ｂｐの各周波数成分中（それぞれ角周波数成分が、ＭｘωｘとＮｘωｘ、Ｍ

ｚωｚとＮｚωｚ、ＭｐωｐとＮｐωｐの複数の周波数成分中）の、信号強度（振幅）と
位相を算出し（ここで、各軸におけるＭｘωｘ、Ｍｚωｚ、Ｍｐωｐの周波数成分の振幅
を算出し、ＭｘωｘとＮｘωｘ、ＭｚωｚとＮｚωｚ、ＭｐωｐとＮｐωｐの周波数成分
の位相を算出したものとする）、磁場ベクトル算出部１１９へと送る。
【０１３４】
　磁場ベクトル算出部１１９は、フーリエ変換部１１８からの各軸における複数の周波数
成分中の振幅と位相から、発明の実施形態２に記載の方法によって、各磁場に対して、各
軸の複数の周波数成分の位相関係を利用し、各軸の振幅について符号を算出することで、
角周波数がＭｘωｘ、Ｍｚωｚ、Ｍｐωｐの周波数成分の磁場ベクトル、それぞれｍｘ、
ｍｚ、ｍｐを算出する。すなわち、発明の実施形態２に記載の方法によって、ｍｘはＭｘ

ωｘの周波数成分の振幅と、ＭｘωｘとＮｘωｘの周波数成分の位相関係から算出する。
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同様に、ｍｚはＭｚωｚの周波数成分の振幅と、ＭｚωｚとＮｚωｚの周波数成分の位相
関係から、ｍｐはＭｐωｐの周波数成分の振幅と、ＭｐωｐとＮｐωｐの周波数成分の位
相関係から算出する。これらは、Ｂｘ、Ｂｚ、Ｂｐの角周波数がＭｘωｘ、Ｍｚωｚ、Ｍ

ｐωｐの成分の磁場の向きと大きさを端末座標系でのベクトルとして表現したものとなっ
ている。すなわち、ｍｘ、ｍｚは均一磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトルであり
、姿勢検出用の磁場ベクトルとして、ｍｐは不均一磁場の向きと大きさを表す不均一磁場
ベクトルであり、位置検出用の磁場ベクトルとして利用される。
【０１３５】
　なお、磁場ベクトルは、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の磁気センサ１１０から検出する符号付き振
幅Ａｘ’，Ａｙ’，Ａｚ’から求めることができる。例えば、Ｘｇ軸方向磁場Ｂｘに対す
る符号付き振幅をＡ＿ｘ’（Ｍｘωｘ），Ａ＿ｙ’（Ｍｘωｘ），Ａ＿z’（Ｍｘωｘ）
とすると、磁場ベクトルｍｘは、
　ｍｘ＝（Ａ＿ｘ’（Ｍｘωｘ），Ａ＿ｙ’（Ｍｘωｘ），Ａ＿ｚ’（Ｍｘωｘ））Ｔ・
・・（式３３）
　となる（ただし、ＸＴはＸの転置を表し、このベクトルは縦ベクトルを表現している）
。同様に、ｍｚ、ｍｐを、各軸におけるＢｚ、Ｂｐのそれぞれの周波数成分中の振幅と位
相から算出することができる。
【０１３６】
　そして、位置・姿勢算出部１２０は、磁場ベクトル算出部１１９で算出された磁場ベク
トルｍｘ、ｍｚ、ｍｐから、情報端末１０７の姿勢情報と位置情報を算出し、データ表示
部１０９へと送る。
【０１３７】
　ここで、位置・姿勢算出部１２０が、情報端末１０７の姿勢情報と位置情報を算出する
手順の一例について説明する。
【０１３８】
　図１６は、位置検出用磁場Ｂｐがなす磁場の向きに関して模式的に示す図である。位置
検出磁場発生コイル１０３から発生する磁場の向きは、コイルの中心軸（Ｚｇ軸）で対称
に放射上に広がってゆく。この不均一磁場Ｂｐが位置によって向きまたは大きさが異なる
ため、このＢｐを計測することによって情報端末１０７の位置を決定できる。
【０１３９】
　例えば、図１７は、位置検出磁場発生コイル１０３からの位置検出用磁場ＢｐをＺｇ軸
上方から見た様子を示す図である。ＸｇＹｇ平面は、位置検出磁場発生コイル１０３の中
心を原点としてひろがっている。位置検出磁場発生コイル１０３の中心からＢｐが放射状
に広がるため、ＸｇＹｇ面に平行な面では等強度な位置は円周上にある。
【０１４０】
　図１７において、この等強度の円周上の異なる位置に、情報端末１０７がＸｇＹｇ平面
に平行に（端末座標系のｘ軸ｙ軸がＸｇＹｇ平面に平行）、かつ端末座標系のｘ軸が円の
接線に垂直な外側を向いている姿勢ａ、ｂ、ｃが描かれている。姿勢ａ、ｂ、ｃは、絶対
座標系のＸｇＹｇ座標に対して姿勢と位置が異なっているが、端末座標系で測定される磁
場ベクトルｍｐは同じである。したがって、いずれの姿勢ａ、ｂ、ｃであるか区別する姿
勢情報を求めることで、絶対座標系と端末座標系の関係がわかり、端末座標系の磁場ベク
トルｍpを絶対座標系で表すことができ、等強度円周上のどの位置のＢｐを測定したか判
断できるため、情報端末１０７が存在する位置を決定できる。例えば、情報端末１０７が
さらに静電容量型又はピエゾ抵抗型素子を利用した加速度センサを備え、磁場検出部１１
１から地磁気をさらに検出し、その地磁気と加速度を利用して予め情報端末１０７の姿勢
を検出すれば、上述のように不均一な磁場を利用して位置を決定することも可能である。
また、情報端末１０７が圧電素子を利用した振動ジャイロセンサと、加速度センサを備え
ており、情報端末１０７（磁場検出部１１１）の任意の姿勢を検出する機能を備え、姿勢
情報を算出し、その姿勢情報と、上述の不均一磁場を利用して位置を決定することも可能
である（これらは後述の実施形態８を参照）。
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【０１４１】
　そこでまず、情報端末１０７の姿勢情報を求める。　
　ここでは、均一な交流磁場を利用して姿勢情報を算出する方法について以下に説明する
。
【０１４２】
　磁場ベクトル算出部１１９で算出された端末座標系の均一磁場ベクトルｍｘ、ｍｚから
絶対座標系を表す正規直交基底ベクトルｅｘ、ｅｙ、ｅｚが次のように表現できる。　
　ｅｘ＝ｍｘ／｜ｍｘ｜　　　　　　・・・（式３４）
　ｅｙ＝ｍｚ×ｍｘ／｜ｍｚ×ｍｘ｜　・・・（式３５）
　ｅｚ＝ｍｚ／｜ｍｚ｜　　　　　　・・・（式３６）
　ここで、｜ｘ｜は、ｘの絶対値を表し、×はベクトル同士の外積演算を表す演算子であ
る。そして、Ｘ＝（ｅｘｅｙｅｚ）で３行３列行列を表現すると、任意の絶対座標系の任
意のベクトルｒｇは、次のような変換で端末座標系のベクトルｒとして表現されることに
なる。　
　Ｘｒｇ＝ｒ　　・・・（式３７）
　すなわち、端末座標系のベクトルｒから、
　ｒｇ＝Ｘ-1ｒ＝ＸＴｒ　　・・・（式３８）
　として、絶対座標系でのベクトルｒｇへと変換することができる。
【０１４３】
　ＸＴは、絶対座標系から見た端末座標系の正規直交基底より成る行列であり、情報端末
１０７の姿勢を表す姿勢情報にもなっている。例えば、情報端末１０７の長手方向（端末
座標系のｘ軸方向）はｒｘ＝（１，０，０）Ｔと表されるが、このベクトルをＸＴによっ
て絶対座標系で表したベクトルｒｘｇ＝（Ｒｘ，Ｒｙ，Ｒｚ）Ｔへと変換されるとすると
、このベクトルの各成分は、ＸＴの１列目の成分である。そして、この長手方向が、Ｘｇ
軸となす角Ψ、ＸｇＹｇ平面となす角αを以下の式で算出することができる。　
　　Ψ＝ｔａｎ-1（Ｒｙ／Ｒｘ）　　・・・（式３９）
　　α＝ｔａｎ-1（Ｒｚ／（Ｒｘ2＋Ｒｙ2）1/2）　　・・・（式４０）
　これらは、情報端末１０７の長手方向の姿勢を表している。同様に短手方向ｒｙ＝（０
，１，０）Ｔ及び端末座標系のｚ軸方向ｒｚ＝（０，０，１）Ｔを、それぞれＸＴの２列
目、ＸＴの３列目の成分を利用して姿勢を表現できる。これによって、情報端末１０７の
任意の姿勢を表す姿勢情報を求めることができた。なお、上述した方法に限らず、端末座
標系から絶対座標系への変換が行うために、姿勢情報としてオイラー角（ヨー角・ピッチ
角・ロール角など）などで姿勢を表現しても良い。
【０１４４】
　そして、端末座標系から絶対座標系への座標変換ができるようになったので、不均一磁
場ベクトルｍｐを絶対座標系へと変換したベクトルＪｐが求められる。　
　　Ｊｐ＝ＸＴｍｐ　　・・・（式４１）
　そして、位置検出磁場発生コイル１０３からの位置検出用磁場Ｂｐが絶対座標系のある
任意の座標点ｒｐ＝（Ｘ，Ｙ，Ｚ）でＢｐ＝（Ｂｐｘ，Ｂｐｙ，Ｂｐｚ）Ｔであったとす
ると、
　　Ｂｐ＝Ｊｐ　　・・・（式４２）
　より、位置情報としてｒｐを求めることができる。
【０１４５】
　例えば、本発明における位置検出磁場発生コイル１０３が作る磁場が、磁気双極子（そ
れをｍcoilと定義する）からの磁場としてビオ・サバールの法則から求めることができる
場合、ｒｐにおける位置検出用磁場Ｂｐは、位置検出磁場発生コイル１０３の絶対座標系
での位置がｒ0で表されるとすると、
　　Ｂｐ＝１／４π×（－ｍcoil／｜ｒｐ－ｒ0｜

3＋３（ｍcoil・（ｒｐ－ｒ0））（ｒ

ｐ－ｒ0）／｜ｒｐ－ｒ0｜
5）　　・・・（式４３）

　として一意に求めることができる。この式を（式４２）に当てはめることによって簡単
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に位置情報ｒｐを求めることができる。
【０１４６】
　もちろん、（式４３）のような代数式ではなく、有限要素法などのようなシミュレーシ
ョンによって位置検出磁場発生コイル１０３からの位置検出用磁場Ｂｐを算出する方法や
、予め計測した位置検出用磁場Ｂｐを記憶しておいて、測定値として求めたＪｐと（式４
２）でテーブル参照によって比較して位置情報ｒｐを求めても良い。
【０１４７】
　図１８は、本発明の空間情報検出システムの実施形態４の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。まず、各コイル１０１,１０２,１０３からＸｇ軸方向磁場Ｂｘ
、Ｚｇ軸方向磁場Ｂｚ、位置検出用磁場Ｂｐの各磁場を発生する（ステップＳ１）。次に
、各コイル１０１,１０２,１０３から発生中の磁場を、３軸の磁気センサ１１０を有する
方位角センサ１１１ａで測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取得する（ステ
ップＳ２）。
【０１４８】
　次に、フーリエ変換部１１８において、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いなければステップＳ２へ戻る。
【０１４９】
　次に、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、上述のように
各軸における複数の周波数成分中の振幅と位相を算出する。すなわち、各軸において、各
磁場の各周波数成分中の振幅と位相を算出する（ステップＳ４）。そして、磁場ベクトル
算出部１１９において、各軸における各磁場の周波数成分中の振幅と位相から、各磁場に
対して、各軸の複数の周波数成分の位相関係を利用し、各軸の振幅について符号を求め、
各磁場の向きと大きさを表す、位置姿勢検出に必要な磁場ベクトルｍｘ、ｍｚ、ｍｐを算
出する（ステップＳ５）。
【０１５０】
　そして、位置姿勢算出部１２０において、姿勢検出用の磁場ベクトルｍｘ、ｍｚから、
情報端末１０７の姿勢を表す姿勢情報を算出する（ステップＳ６）。そして、情報端末１
０７の姿勢情報から端末座標系から絶対座標系への座標変換ができるようになったので、
位置検出用の磁場ベクトルｍｐを絶対座標系へと変換したベクトルＪｐが求められ、（式
２０）により情報端末１０７の位置情報を算出する（ステップＳ７）。
【０１５１】
　以上のような手順によって、均一空間内において、交流の均一磁場Ｂｘ、Ｂｚから情報
端末１０７の姿勢情報を、そして、情報端末１０７の姿勢情報と交流の不均一磁場Ｂｐか
ら情報端末１０７の位置情報を求めることができた。すなわち、情報端末１０７の姿勢と
位置を検出できた。そして、続けて位置と姿勢の検出を行う場合には、ステップＳ２へと
戻ればよい。
【０１５２】
　本発明の空間情報検出システムの実施形態４の構成において、必ずしも位置検出磁場発
生コイル１０３の中心軸は、Ｚｇ軸と一致させなくてもよい。（式４２）のように位置検
出用磁場Ｂｐを測定して求めたＪｐと比較して位置情報を求めることができるならば、任
意の位置に配置可能である。
【０１５３】
　また、実施形態４の構成において、均一磁場発生部としてＸｇ軸ヘルムホルツコイル１
０１とＺｇ軸ヘルムホルツコイル１０２の２対のヘルムホルツコイルで構成したが、情報
端末１０７が加速度センサを備え、Ｚｇ軸方向に重力加速度を検出できる場合には、Ｘｇ
軸ヘルムホルツコイル１０１の１対だけを利用して、磁場ベクトルｍxと加速度センサで
検出する加速度ベクトルを利用して情報端末１０７の任意姿勢を検出でき、不均一な交流
磁場Ｂｐから情報端末１０７の位置情報を求めることもできる。このような構成も本発明
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に含まれる。
【０１５４】
[実施形態５]
＜１つのコイルでＺｇ軸用磁場と位置検出用磁場を発生する場合＞
　図１９は、本発明の空間情報検出システムの実施形態５を示す全体構成図である。発明
の実施形態４の図１３と異なる構成に関して説明を行う。図１９においては、発明の実施
形態４の位置検出磁場発生コイル１０３と位置検出磁場発生用電源１０６がなく、Ｚｇ軸
ヘルムホルツコイル用電源１０５の代わりに、電源１２５ａと電源１２５ｂからなるＺｇ
軸ヘルムホルツコイル用電源部１２５を備えている。また、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１
２２は、コイル１２２ａとコイル１２２ｂに区別され、それぞれ電源１２５ａと電源１２
５ｂに接続されている。この構成はコイル１２２ａから、Ｚｇ軸方向磁場Ｂｚだけでなく
、位置検出用磁場Ｂｐの成分を重ね合わせて発生させるように構成したものである。すな
わち、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から均一磁場と不均一磁場を重ね合わせて出力す
るように構成したものである。
【０１５５】
　電源１２５ａから角周波数がＭｚωｚ、Ｎｚωｚ及びＭｐωｐとＮｐωｐの交流電流を
コイル１２２ａに供給し、電源１２５ｂから角周波数がＭｚωｚ、Ｎｚωｚの交流電流を
コイル１２２ｂに供給する。
【０１５６】
　そして、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２のコイル１２２ａとコイル１２２ｂから角周
波数ＭｚωｚとＮｚωｚの異なる周波数の交流磁場が、さらにコイル１２２ａからは角周
波数がＭｐωｐとＮｐωｐである交流磁場が重なって発生する。このとき、電源１２５ａ
と電源１２５ｂによってコイル１２２ａとコイル１２２ｂから発生する角周波数Ｍｚωｚ

とＮｚωｚの交流磁場の成分は、大きさと位相が一致するように調整されているものとす
る。
【０１５７】
　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２を構成するコイル１２２ａとコイル１２２ｂから同時
に角周波数ＭｚωｚとＮｚωｚの成分の交流磁場を発生させることで、コイル間中心付近
に均一なＺｇ軸方向磁場Ｂｚを形成し、コイル１２２ａからの角周波数ＭｐωｐとＮｐω

ｐの成分は不均一な位置検出用磁場Ｂｐを形成することができる。
【０１５８】
　このとき、周波数の整数比Ｍｚ：Ｎｚ及びＭｐ：Ｎｐは、発明の実施形態４において説
明したように互いの偶奇が異なる整数比である。例えば、Ｍｚ：Ｎｚは１：２、Ｍｐ：Ｎ

ｐは、３：８などである。そのため、発明の実施の形態２の（式１８）乃至（式２４）の
演算をこれらの周波数成分に対して適用できる。
【０１５９】
　このような不均一磁場と均一磁場を重ね合わせて発生するコイルの構成にすることで、
位置検出磁場発生コイル１０３は不要となり、空間情報検出システムの構成がさらに簡略
化される。また、本発明の実施の形態において、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部１２
５として、電源１２５ａと電源１２５ｂと同等な出力が１台で可能な、２系統出力の交流
電源を利用しても良い。
【０１６０】
　この実施形態において、情報端末１０７の位置と姿勢の検出は、実施形態４と同様の手
順で行える。すなわち、空間情報検出方法及び空間情報検出装置は、実施形態４と同様で
ある。
【０１６１】
　実施形態において、均一な磁場とは、ある定義された空間内の任意の点で、実質的に磁
場の方向が一定でかつ大きさも一定であるとみなせる磁場である。また、実施形態におい
て、不均一な磁場とは、ある定義された空間内で位置により、実質的に磁場の向きまたは
大きさが異なっているとみなせる磁場である。
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【０１６２】
　以上、本発明によって、実施形態４乃至５において、均一な磁場を構成することで、簡
単な計算によって姿勢検出が行えるようになり、また、そのような均一な磁場で構成され
た均一空間内の任意の座標で、不均一な磁場を発生させることで、姿勢の検出に加えて位
置の検出が可能となり、しかも、簡単な計算で算出できる。
【０１６３】
　次に、不均一磁場として勾配磁場を用いた位置と姿勢の検出について以下に説明する。
　この勾配磁場を用いた位置と姿勢の検出については、均一磁場＋均一・勾配合成磁場で
位置と姿勢を検出する場合（実施形態６）、地磁気＋均一・勾配合成磁場で位置と姿勢を
検出する場合（実施形態７）、加速度センサ＋ジャイロセンサ＋勾配磁場で位置と姿勢を
検出する場合（実施形態８）、加速度センサ＋地磁気＋勾配磁場で位置と姿勢を検出する
場合（実施形態９）、均一・勾配合成磁場＋加速度センサを使用する場合（実施形態１０
）がある。実施形態８乃至１０において、本発明の空間情報システム並びに装置は、姿勢
検出部を新たに備えている。実施形態８においては、姿勢検出部が検出する姿勢は、任意
姿勢であり、姿勢検出部の出力信号だけから磁場検出部の姿勢すべてを表現できる。一方
、実施形態９及び１０においては、姿勢検出部が検出する姿勢は、座標系のいずれかの軸
について自由度の残った姿勢であり、姿勢検出部の出力信号からは一部の姿勢を表現でき
る。いずれの実施形態においても、最終的に検出する姿勢とは自由度を残さずに決定でき
る実施形態４から５で述べたような任意姿勢のことである。これらの実施形態について以
下に説明する。
【０１６４】
[実施形態６]
＜均一磁場＋均一・勾配合成磁場で位置と姿勢を検出する場合＞
　図２０は、本発明の空間情報検出システムの実施形態６を示す全体構成図である。以下
、実施形態５との相違点を中心に説明する。
【０１６５】
　実施形態６と実施の形態５では、位置検出用磁場Ｂｐが異なる。実施形態５では、異な
る複数の周波数成分の位相関係が既知で、位置によって磁場の向きまたは大きさが異なっ
ている交流の不均一磁場として、磁気双極子から発生する磁場を近似した１つのコイルか
ら発生する磁場を用いているのに対し、発明の実施形態６では、異なる複数の周波数成分
の位相関係が既知である各軸方向に線形な交流の勾配磁場を用いている。この線形な交流
勾配磁場は、コイル間中心付近にある均一空間内にＸｇＹｇＺｇ軸の各軸方向に線形な勾
配をもっている。また、本発明において、線形な勾配磁場とは、各軸方向に沿って強度が
線形に変化する磁場のことをいい、その変化割合のことを勾配という。
【０１６６】
　次に、勾配磁場の発生機構について、図２１Ａ及び図２１Ｂを用いて説明する。図２１
Ａでは、右手系のＸｇＹｇＺｇ座標系があり、原点は１対のヘルムホルツコイルのコイル
間中心に一致し、またＺｇ軸はヘルムホルツコイルの中心軸に一致している。
【０１６７】
　ヘルムホルツコイルの一方のコイル１２２ａへは電流Ｉａが、もう一方のコイル１２２
ｂへは電流Ｉｂが流れる。電流Ｉａがコイル１２２ａを流れる方向は、Ｚg軸を軸として
Ｚg軸の正方向を向いて時計回りに回転する方向となっている。一方、電流Ｉｂがコイル
１２２ｂを流れる方向は、Ｚg軸の正方向を向いて反時計回りに回転する方向へと流れて
いる。このとき、コイル１２２ａから発生した磁場(図中の原点付近の実線矢印)とコイル
１２２ｂから発生した磁場(図中の原点付近の点線矢印)により合成された磁場はＸｇ、Ｙ
ｇ軸成分は原点から離れる方向、Ｚｇ軸成分は原点に向かう方向を向いて、原点付近では
Ｘｇ、Ｙｇ、Ｚｇ軸の各軸の成分の強度が次のように各軸の方向に線形に変化する勾配磁
場Ｂｐ（Ｘｇ成分、Ｙｇ成分、Ｚｇ成分がそれぞれＢｐｘ，Ｂｐｙ，Ｂｐｚ）となる。
【０１６８】
　　Ｂｐ＝（Ｂｐｘ，Ｂｐｙ，Ｂｐｚ）Ｔ＝（ｋＸ，ｋＹ，－２ｋＺ）Ｔ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式４４）
　ここで、Ｘ，Ｙ，ＺはＸｇＹｇＺｇ座標系の座標を表している。また、ｋはコイルの形
状や電流によって決まる比例定数である。図２１Ｂは、ＢｐｘがＸｇ軸の座標に沿って磁
場の強度が線形に変化する様子を示している。Ｂｐｙ，Ｂｐｚについても同様に各軸の座
標に沿って磁場の強度が線形に変化することになる（但し、Ｂｐｚは傾きが負）。従って
、ある位置座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）での磁場の各軸の成分の強度が測定されれば、比例定数ｋ
によってその位置を決定できる。
【０１６９】
　各電流が交流電流の場合には、電流の流れる向きは各電流の位相を１８０度ずらすこと
によって互いに逆向きとして流すことができる。また発生する磁場は交流磁場のため、磁
場の各軸の成分の強度は当該周波数の振幅で表す。そして、その振幅が各軸方向に線形に
変化する。振幅の正負は、以下ではコイル１２２ａの交流電流の正出力時における磁場の
方向が座標軸の正方向に一致している場所では正、一致していない場所では負として考え
ることにする。
【０１７０】
　そして、交流電流Ｉａ、Ｉｂを異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流電
流として利用するとき、発生する磁場は異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である
交流の勾配磁場となる。なお、電流の流れる向きを互いに同じ方向にする(位相を一致さ
せる)と、原点付近に発生する磁場は均一な磁場となる。すなわち、よく知られたヘルム
ホルツコイルによって発生する均一な磁場である。なお、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２
２は、勾配磁場と、Ｚｇ軸方向磁場Ｂｚとを、重ね合わせて発生できるような構成となっ
ている。
【０１７１】
　また、発明の実施形態６では、Ｚｇ軸ヘルムホルツ用電源部１２５に、電流を制御する
ための電流制御部１２４が備わっている点で、発明の実施形態５と異なる。ここで、電流
制御部１２４は、主に、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２に供給する電流の発生周期や電
流量を制御するものである。具体的には、図２０に記載のＺｇ軸ヘルムホルツコイル１２
２の一方（コイル１２２ａ）に電流を供給する電源１２５ａと、他方（コイル１２２ｂ）
に電源を供給する電源１２５ｂのヘルムホルツコイルに供給する電流を、制御している。
他の構成および座標系は発明の実施形態５と同じである。
【０１７２】
　ここで、電源１２５ａは、Ｍｚωｚ、Ｎｚωｚ、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの角周波数（各角
周波数はそれぞれ互いに異なるものであるとし、周波数の整数比Ｍｚ：Ｎｚ及びＭｐ：Ｎ

ｐは、発明の実施形態４と同様にそれぞれ互いの偶奇が異なる整数比である）を持つ交流
電流（又は電圧）を発生させる。電源１２５ａに供給される電流Ｉａは次のように表され
る。
【０１７３】
　　Ｉａ＝Ｉｚ＊（ｓｉｎ（Ｍｚωｚｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｚωｚｔ））＋Ｉｐ＊（ｓｉｎ（
Ｍｐωｐｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｐωｐｔ））　・・・（式４５）
　ここで、Ｉｚ、Ｉｐは電流振幅を表している。
【０１７４】
　電源１２５ｂも同様にＭｚωｚ、Ｎｚωｚ、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの角周波数を持つ交流
電流を発生する。電源１２５ｂに供給される電流Ｉｂは次のように表される。
【０１７５】
　　Ｉｂ＝Ｉｚ＊（ｓｉｎ（Ｍｚωｚｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｚωｚｔ））－Ｉｐ＊（ｓｉｎ（
Ｍｐωｐｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｐωｐｔ））　・・・（式４６）
　ここで、ＩａとＩｂの電流において、Ｍｚωｚ、Ｎｚωｚの周波数成分は位相が一致し
ており、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの周波数成分は位相が１８０度ずれていることを表している
。
【０１７６】
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　電流制御部１２４は、この電流ＩａとＩｂの発生周期や電流振幅（電流量）を制御する
。そして、上記のように各コイルに各電源からの電流を供給することで、Ｚｇ軸ヘルムホ
ルツコイル１２２から交流の均一磁場であるＺｇ軸方向磁場Ｂｚ及び不均一磁場である交
流勾配磁場Ｂｐを発生できる。また、発明の実施形態４，５と同様な方法で、Ｘｇ軸ヘル
ムホルツコイル１０１から交流の均一磁場であるＸｇ軸方向磁場Ｂｘを発生することがで
きる。Ｂｘ、Ｂｚ、Ｂｐはそれぞれ、ＭｘωｘとＮｘωｘ、ＭｚωｚとＮｚωｚ、Ｍｐω

ｐとＮｐωｐの組み合わせの角周波数を有することになる。
【０１７７】
　そして、発明の実施形態４に記載の方法を用いて、各軸における、各コイルから発生す
る交流磁場Ｂｘ、Ｂｚ、Ｂｐの各周波数成分中の（それぞれ角周波数成分が、Ｍｘωｘと
Ｎｘωｘ、ＭｚωｚとＮｚωｚ、ＭｐωｐとＮｐωｐの複数の周波数成分中の）信号強度
（振幅）と位相から（実施形態４と同様にＭｘωｘ、Ｍｚωｚ、Ｍｐωｐの周波数成分の
振幅、ＭｘωｘとＮｘωｘ、ＭｚωｚとＮｚωｚ、ＭｐωｐとＮｐωｐの周波数成分の位
相から）、磁場ベクトルｍｘ、ｍｚ、ｍｐを算出することができる。ｍｘ、ｍｚは、均一
磁場の向きと大きさを表す均一磁場ベクトルであり、姿勢検出用である。ｍｐは位置検出
用の不均一磁場の向きと大きさを表す不均一磁場ベクトルであり、位置検出用である。実
施形態４と同様に、姿勢検出用の磁場ベクトルｍｘ、ｍｚから正規直交基底ベクトルｅｘ

、ｅｙ、ｅｚを求め、Ｘ＝（ｅｘｅｙｅｚ）で３行３列行列を表現すると、位置検出用の
磁場ベクトルｍｐを絶対座標系へと変換したベクトルＦｐを求めることができる。
【０１７８】
　　Ｆｐ＝ＸＴｍｐ　・・・（式４７）
　ここで、ＢｐのＭｐωｐの周波数成分が絶対座標系のある任意の座標点ｒｐ＝（Ｘ，Ｙ
，Ｚ）でＦｐ＝（Ｆｐｘ，Ｆｐｙ，Ｆｐｚ）Ｔとして情報端末１０７によって測定された
とすると、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から発生している勾配磁場Ｂｐの勾配は（式
４４）から比例定数をｋとして、Ｆｐとの関係が
　　Ｂｐ＝（ｋＸ，ｋＹ，－２ｋＺ）Ｔ＝Ｆｐ＝（Ｆｐｘ，Ｆｐｙ，Ｆｐｚ）Ｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式４８）
　となっているので、比例定数ｋを求めることで位置情報としてｒｐを求めることができ
る。
【０１７９】
　さらに実施形態における構成では、同じヘルムホルツコイルから均一磁場と勾配磁場を
発生しているので、ＩｚとＩｐの関係を調整することで、均一磁場の大きさを測定すると
勾配磁場の比例定数ｋを簡単に求めることができる。例えば、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル
１２２を半径Ｒの円形コイルとし、コイル１２２ａとコイル１２２ｂをＲの距離間隔で離
して構成し、Ｉｚ，Ｉｐによって発生するコイル１２２ａ及びコイル１２２ｂからの磁場
の絶対値は等しいものとするとき、ＢｚのＭｚωｚの周波数成分の絶対値｜ｍｚ｜から次
式を利用して勾配磁場の比例定数ｋを求めることができる。
【０１８０】
　　２ｋ＝６｜ｍｚ｜／（５Ｒ）　・・・（式４９）
　すなわち、交流の均一磁場の大きさ｜ｍｚ｜を測定すると、既知のＲから（式４９）に
よって勾配磁場の比例定数ｋを求めることができ、予め比例定数を測定しなくても良い。
均一空間内では｜ｍｚ｜は一定だから、均一空間内のどこを最初に測っても比例定数ｋを
直ちに求めて位置情報を求めることが可能となる。
【０１８１】
　図２２は、本発明の空間情報検出システムの実施形態６の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。まず、各コイルから異なる複数の周波数成分の位相関係が既知
である交流の均一磁場Ｘｇ軸方向磁場Ｂｘ、Ｚｇ軸方向磁場Ｂｚの２つと、異なる複数の
周波数成分の位相関係が既知である交流の勾配磁場Ｂｐの各磁場を重ね合わせて発生する
（ステップＳ１）。次に、各コイルから発生中の磁場を、３軸の磁気センサ１１０を有す
る方位角センサ１１１ａで測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取得する（ス
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テップＳ２）。
【０１８２】
　次に、フーリエ変換部１１８において、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いなければステップＳ２へ戻る。
【０１８３】
　次に、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、各軸における
各磁場の各周波数成分中の振幅と位相を算出する（ステップＳ４）。そして、磁場ベクト
ル算出部１１９において、各軸における各磁場の各周波数成分中の振幅と位相から、位置
姿勢検出に必要な、２つの均一磁場と、勾配磁場を示す磁場ベクトルｍｘ、ｍｚ、ｍｐを
算出する（ステップＳ５）。
【０１８４】
　そして、位置姿勢算出部１２０において、２つの均一磁場を示す磁場ベクトルｍｘ、ｍ

ｚから、情報端末１０７の姿勢を表す姿勢情報を算出する（ステップＳ６）。そして、情
報端末１０７の姿勢情報から端末座標系から絶対座標系への座標変換ができるようになっ
たので、勾配磁場を示す磁場ベクトルｍｐから絶対座標系へと変換したベクトルＦｐが求
められ、（式４８）により情報端末１０７の位置を表す位置情報を算出する（ステップＳ
７）。
【０１８５】
　以上のような手順によって、均一空間内において、交流の均一磁場Ｂｘ、Ｂｚから情報
端末の姿勢情報を、そして、情報端末の姿勢情報と交流の勾配磁場Ｂｐから情報端末の位
置情報を求めることができた。すなわち、情報端末の姿勢と位置を検出できた。そして、
続けて位置と姿勢の検出を行う場合には、ステップＳ２へと戻ればよい。
【０１８６】
［実施形態７］
＜地磁気＋均一・勾配合成磁場で位置と姿勢を検出する場合＞
　図２３は、本発明の空間情報検出システムの実施形態７を示す全体構成図である。発明
の実施形態６の図２０と異なる構成に関して説明を行う。図２３では図２０におけるＸｇ
軸ヘルムホルツコイルがなく、代わりにＸｇ軸方向に地磁気がＢｘとして存在している。
すなわち、１つの均一磁場発生部の代わりに地磁気を利用している。均一空間は地磁気Ｂ
ｘと異なる複数の周波数の位相関係が既知である交流の均一磁場Ｂｚがともに均一である
空間となっている。その他の構成は発明の実施形態６と同様である。
【０１８７】
　情報端末内の磁場検出部１１１は、地磁気ＢｘとＺｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から
の異なる複数の周波数の位相関係が既知である交流の均一磁場Ｂｚと交流の勾配磁場Ｂｐ
とを同時に測定する。そして、磁場検出部１１１のデータ送信部１１６から磁気データを
無線で演算部１０８へと送信し、この演算部１０８においてデータ受信部１１７がデータ
送信部１１６からの磁気データを受信し、フーリエ変換部１１８へと送る。
【０１８８】
　フーリエ変換部１１８では、発明の実施形態６と同様にＦＦＴ演算を実行し、各軸にお
ける複数の周波数成分中の振幅と位相を算出する。また、各軸の直流成分（０Ｈｚの周波
数成分）の振幅を算出する。磁場ベクトル算出部１１９では、実施形態６と同様に磁場ベ
クトルｍｚ及びｍｐを算出すると同時に、各軸の直流成分の振幅をベクトルｍｘとして算
出する。この直流成分ベクトルｍｘが地磁気Ｂｘを示す磁場ベクトルを含んでいる。例え
ば、磁気データが８ｂｉｔのコード（０～２５５）で表され、ｘ軸磁気センサ１１０ａが
Ｂｘと平行、Ｂｘの大きさが３０ＬＳＢ、０ｕＴの磁場が１２８ＬＳＢであったとすると
、ｍｘはｍｘ＝（１５８，１２８，１２８）Ｔとして求められる。従って、この場合地磁
気信号の中心となる０ｕＴを示すオフセット分１２８ＬＳＢを除去してやることで、地磁
気Ｂｘを示す直流磁場ベクトルとすることができる。したがって、オフセット分を除去し
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た地磁気Ｂｘを示す直流磁場ベクトルｍｘ’を算出する。なお、オフセット分を求める方
法は、地磁気による信号の描く円もしくは球面の中心を求める方法ならば何でもよいが、
例えば、情報端末１０７を水平方向に一周回転させ、得られた軌跡のＸ 座標およびＹ 座
標の最大値および最小値から求める方法や、出願人が特許文献６に提示しているように、
情報端末１０７を３次元方向に任意に動かした時の地磁気情報から統計的手法により球の
中心を求める方法などを利用して求めておく。以後、発明の実施形態６と同様な演算によ
って姿勢と位置を検出することができる。
【０１８９】
　地磁気Ｂｘを示す直流磁場ベクトルｍｘ’を、式（３４）と式（３５）のｍｘに置き換
えれば、地磁気Ｂｘと交流の均一磁場Ｂｚから情報端末１０７の姿勢情報を求めることが
できる。そして、発明の実施形態６と同様にｍｐから絶対座標系へと変換したベクトルＦ

ｐが求められ、（式４８）により情報端末１０７の位置情報を求めることができる。尚、
（式４９）により（式４８）の勾配磁場の比例定数ｋをｍｚの測定から求めることもでき
る。
【０１９０】
　図２４は、本発明の空間情報検出システムの実施形態７の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。まず、地磁気Ｂｘが存在する場所にて、Ｚｇ軸コイルから、異
なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場であるＺｇ軸方向磁場Ｂｚ
と、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の線形な勾配磁場Ｂｐの各磁場
を重ね合わせて発生する（ステップＳ１）。次に、発生中の磁場を、３軸の磁気センサ１
１０を有する方位角センサ１１１ａで測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取
得する（ステップＳ２）。
【０１９１】
　次に、フーリエ変換部１１８において、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いなければステップＳ２へ戻る。
【０１９２】
　次に、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、各軸における
各磁場の各周波数成分中の振幅と位相を算出する。すなわち、各軸における、Ｂｚ、Ｂｐ
の各周波数成分中の振幅と位相と、Ｂｘを表す直流成分（０Ｈｚ）の振幅を算出する。（
ステップＳ４）。そして、磁場ベクトル算出部１１９において、各軸における各磁場の各
周波数成分中の振幅と位相から、方位角センサ１１１ａが測定している各磁場の向きと大
きさを表す、位置姿勢検出に必要な地磁気Ｂｘと、均一磁場Ｂｚと勾配磁場Ｂｐを示す磁
場ベクトルｍｘ’、ｍｚ、ｍｐを算出する（ステップＳ５）。
【０１９３】
　そして、位置姿勢算出部１２０において、１つの均一磁場Ｂｚと地磁気を示す磁場ベク
トルｍｚ、ｍｘ’から、情報端末１０７の姿勢を表す姿勢情報を算出する（ステップＳ６
）。そして、情報端末１０７の姿勢情報から端末座標系から絶対座標系への座標変換がで
きるようになったので、勾配磁場Ｂｐを示す磁場ベクトルｍｐから絶対座標系へと変換し
たベクトルＦｐが求められ、（式４８）により情報端末１０７の位置情報を算出する（ス
テップＳ７）。
【０１９４】
　以上のような手順によって、均一空間内において、地磁気Ｂｘと交流の均一磁場Ｂｚか
ら情報端末の姿勢情報を、そして、情報端末の姿勢情報と交流勾配磁場Ｂｐから情報端末
の位置情報を求めることができた。すなわち、情報端末の姿勢と位置を検出できた。そし
て、続けて位置と姿勢の検出を行う場合には、ステップＳ２へと戻ればよい。
【０１９５】
　なお、実施形態７において、交流の均一磁場と勾配磁場を発生させるヘルムホルツコイ
ルをＺｇ軸に配置したが、Ｙｇ軸に配置した場合にも、（式３４）～（式３６）と（式４
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８）の演算式を座標系にあわせて適切に変換するだけで、同様な手順により情報端末の姿
勢と位置を検出することができる。
【０１９６】
［実施形態８］
＜加速度センサ＋ジャイロセンサ＋勾配磁場で位置と姿勢を検出する場合＞
　図２５は、本発明の空間情報検出システムの実施形態８を示す全体構成図である。発明
の実施形態７の図２３との相違点に関して説明を行う。この発明の実施形態では、情報端
末１０７は新たに姿勢検出部１４０を備えている。この姿勢検出部１４０は、例えば、圧
電素子を利用した振動ジャイロセンサと、静電容量型又はピエゾ抵抗型素子を利用した加
速度センサを利用して、情報端末１０７（磁場検出部１１１）の任意の姿勢を検出する機
能を備えている。この姿勢検出部１４０から、出力信号である姿勢データが演算部１０８
へ出力される。この演算部１０８へのデータ送信は、発明の実施形態７と同様に有線でも
無線でも良い。また、均一な磁場を利用しないので均一空間は表していない。
【０１９７】
　この空間情報検出システムは、磁場発生部として、異なる複数の周波数成分の位相関係
が既知である交流の線形な勾配磁場を発生する不均一磁場発生部（Ｚｇ軸ヘルムホルツコ
イル１２２とＺｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部１２５）と、この不均一磁場発生部から
発生された磁場を検出する多軸の磁気センサ１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃを有する磁場
検出部１１１と、この磁場検出部１１１の姿勢を検出する姿勢検出部１４０と、姿勢検出
部１４０からの出力信号と、磁場発生部により発生される交流の勾配磁場に基づく磁場検
出部１１１の出力信号とから磁場検出部１１１の姿勢情報と位置情報を算出する演算部１
０８とを備えている。
【０１９８】
　つまり、この空間情報検出システムは、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２とＺｇ軸ヘル
ムホルツコイル用電源部１２５と、磁場検出部１１１と姿勢検出部１４０を有する情報端
末１０７と、演算部１０８とデータ表示部１０９とから構成されている。情報端末１０７
と演算部１０８とデータ表示部１０９は、空間情報検出装置を構成している。
【０１９９】
　この位置検出システムにおいて、右手系の座標系ＸｇＹｇＺｇ座標系が、Ｚｇ軸ヘルム
ホルツコイル１２２の中心軸に沿ってＺｇ軸が配置され、Ｘｇ軸、Ｙｇ軸は互いに垂直、
かつＺｇ軸に垂直になるように配置されているものとする。
【０２００】
　図２６は、本発明の空間情報検出システムにおける実施形態８の空間情報検出装置の具
体的な構成ブロック図である。この空間情報検出装置は、磁場検出部１１１と姿勢検出部
１４０と演算部１０８とから構成され、この演算部１０８は、データ受信部１１７とフー
リエ変換部１１８と磁場ベクトル算出部１１９と位置・姿勢算出部１２０とを備えている
。磁場検出部１１１は、発明の実施形態６と同様に方位角センサ１１１ａとデータ送信部
１１６から構成されている。この演算部１０８では、姿勢検出部１４０からの出力信号で
ある姿勢データを磁気データと同様にデータ受信部１１７で受信し、姿勢データは位置・
姿勢算出部１２０へ送られ、磁気データは発明の実施形態６，７と同様に処理されるよう
、フーリエ変換部１１８へと送られる。
【０２０１】
　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部内の電源１２５ａは、発明の実施形態６，７とは異
なり、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの角周波数（各角周波数はそれぞれ互いに異なり、最小の整数
比の偶奇が異なっている）を持つ交流電流（又は電圧）を発生させる。このとき、供給さ
れる電流Ｉａ’は次のように表されるものとする。
【０２０２】
　　Ｉａ’＝Ｉｐ＊（ｓｉｎ（Ｍｐωｐｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｐωｐｔ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式５０）
　ここで、Ｉｐは電流振幅を表している。
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【０２０３】
　また、電源１２５ｂは、同様にＭｐωｐ、Ｎｐωｐの角周波数を持つ交流電流を発生す
るが、このとき供給される電流Ｉｂ’は次のように表されるものとする。
【０２０４】
　　Ｉｂ’＝－Ｉｐ＊（ｓｉｎ（Ｍｐωｐｔ）＋ｓｉｎ（Ｎｐωｐｔ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式５１）
　これらの交流電流により、Ｍｐωｐ、Ｎｐωｐの角周波数をもち、異なる複数の周波数
成分の位相関係が既知のである交流の線形な勾配磁場ＢｐをＺｇ軸ヘルムホルツコイル１
２２から発生する。
【０２０５】
　磁場検出部１１１の構成及び動作は発明の実施形態６，７と同様であるので説明を省略
する。
　演算部１０８において、データ受信部１１７は、磁場検出部１１１のデータ送信部１１
６からの磁気データと姿勢検出部１４０からの姿勢データを受信する。姿勢データは位置
・姿勢算出部１２０へ送られ、磁気データはフーリエ変換部１１８へと送る。このフーリ
エ変換部１１８は、データ受信部１１７からの所望量の３軸の磁気センサ１１０からの磁
気データを取得した後に、それらに対しＦＦＴ演算を実行し、各軸において、Ｚｇ軸ヘル
ムホルツコイル１２２から発生する交流勾配磁場Ｂｐの複数の周波数成分（角周波数成分
が、ＭｐωｐとＮｐωｐ）中の、信号強度（振幅）と位相を算出し、磁場ベクトル算出部
１１９へと送る。磁場ベクトル算出部１１９は、発明の実施形態６と同様の手順により、
角周波数がＭｐωｐの周波数成分の不均一磁場ベクトルｍｐを算出する。
【０２０６】
　そして、位置・姿勢算出部１２０は、姿勢検出部１４０からの姿勢データから、姿勢情
報を算出する。例えば、実施形態４のように絶対座標系から見た端末座標系の正規直交基
底より成る行列を算出し、それから、（式３９）～（式４０）やオイラー角などの所望の
形式で、姿勢情報を算出する。そして、姿勢情報から、端末座標系から絶対座標系への座
標変換ができるようになったので、不均一磁場ベクトルｍｐを端末座標系から絶対座標系
のベクトルＦｐへの変換し、（式４８）により、情報端末１０７の位置情報を算出し、デ
ータ表示部１０９へと送る。
【０２０７】
　図２７は、本発明の空間情報検出システムの実施形態８の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。まず、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から異なる複数の周波
数成分の位相関係が既知である交流の線形な勾配磁場Ｂｐを発生する（ステップＳ１）。
次に、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から発生中の磁場を、３軸の磁気センサ１１０を
有する方位角センサ１１１ａで測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取得する
（ステップＳ２）。
【０２０８】
　次に、フーリエ変換部１１８において、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
したかどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得
していれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いなければステップＳ２へ戻る。
【０２０９】
　次に、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、各軸における
交流勾配磁場Ｂｐの二つの周波数成分中の振幅と位相を算出する（ステップＳ４）。そし
て、磁場ベクトル算出部１１９において、各軸における交流勾配磁場Ｂｐの二つの周波数
成分中の振幅と位相から、方位角センサ１１１ａが測定している交流勾配磁場Ｂｐの向き
と大きさを表す、位置検出に必要な磁場ベクトルｍｐを算出する（ステップＳ５）。
【０２１０】
　そして、姿勢検出部１４０から、情報端末１０７の姿勢を表す姿勢データを取得し、位
置姿勢情報算出部１２０において、取得した姿勢データから所望の形式の情報端末１０７
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の姿勢情報を算出する（ステップＳ６）。そして、端末座標系から絶対座標系への座標変
換ができるようになったので、位置検出用の磁場ベクトルｍｐを絶対座標系へと変換した
ベクトルＦｐが求められ、（式４８）により情報端末１０７の位置情報を算出する（ステ
ップＳ７）。
【０２１１】
　以上のような手順によって、姿勢検出部１４０により情報端末１０７の姿勢データを取
得して所望の形式の姿勢情報を算出し、交流勾配磁場Ｂｐから情報端末１０７の位置情報
を求めることができた。すなわち、情報端末１０７の姿勢と位置を検出できた。
【０２１２】
［実施形態９］
＜加速度センサ＋地磁気＋勾配磁場で位置と姿勢を検出する場合＞
　発明の実施形態８において、姿勢検出部１４０として加速度センサを備え、発明の実施
形態７において説明した地磁気を磁場検出部１１１で同時に検出することで情報端末１０
７の姿勢情報を算出することも考えられる。
【０２１３】
　この実施形態９の空間情報検出システムの構成は、発明の実施形態８と同様であるが、
姿勢検出部１４０として加速度センサを利用する。また、地磁気ＢｘをＸｇ軸に、重力加
速度の反対方向にＺｇ軸をとる。
【０２１４】
　姿勢検出部１４０からの加速度データからは一部の姿勢が表現できるが、Ｚｇ軸を軸と
した動きの自由度が残っているので、実施形態８のように情報端末１０７の任意の姿勢す
べてを表現できない。そのため、さらに地磁気を利用して情報端末１０７の任意姿勢を検
出する。地磁気の検出から地磁気を示す直流磁場ベクトルの算出は実施形態７と同様であ
る。
【０２１５】
　図２８は、本発明の空間情報検出システムの実施形態９の動作を説明するためのフロー
チャートを示す図である。地磁気Ｂｘが存在している場所にて、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイ
ル１２２から異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の線形な勾配磁場Ｂｐ
を発生する（ステップＳ１）。次に、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル１２２から発生中の磁場
を、３軸の磁気センサ１１０を有する方位角センサ１１１ａで測定し、デジタル信号であ
る各軸の磁気データを取得する（ステップＳ２）。
【０２１６】
　次に、フーリエ変換部１１８にて、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得した
かどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得していな
ければステップＳ２へ戻る。
【０２１７】
　そして、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、各軸におけ
る各磁場の各周波数成分中の振幅と位相を算出する。すなわち、各軸におけるＢｐの二つ
の周波数成分中の振幅と位相と、Ｂｘを表す直流成分（０Ｈｚ）の振幅を算出する。（ス
テップＳ４）。そして、磁場ベクトル算出部１１９にて、各軸における各磁場の各周波数
成分中の振幅と位相から、方位角センサ１１１ａが測定している各磁場の向きと大きさを
表す、位置姿勢検出に必要な地磁気Ｂｘと勾配磁場Ｂｐを示す磁場ベクトルｍｘ’、ｍｐ

を算出する（ステップＳ５）。そして、位置姿勢算出部１２０において、姿勢検出部１４
０から検出した姿勢データである加速度データａと、地磁気を示す磁場ベクトルｍｘ’（
直流磁場ベクトル）とから新たに情報端末１０７の姿勢情報を算出する（ステップＳ６）
。このとき、加速度データａはＺｇ軸の方向を表す端末座標系から見たベクトルを示して
いるので（式３５）～（式３６）のｍｚに置き換えることで姿勢情報が算出できる。
【０２１８】
　そして、算出した情報端末１０７の姿勢情報から端末座標系から絶対座標系への座標変
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換ができるようになったので、勾配磁場を示す磁場ベクトルｍｐから絶対座標系へと変換
したベクトルＦｐが求められ、（式４８）により情報端末１０７の位置情報を算出する（
ステップＳ７）。
【０２１９】
　以上のような手順によって、地磁気Ｂｘと重力加速度による加速度データから情報端末
１０７の姿勢情報を、そして、情報端末１０７の姿勢情報と交流勾配磁場Ｂｐから情報端
末１０７の位置情報を求めることができる。すなわち、情報端末１０７の姿勢と位置を検
出できる。そして、続けて位置と姿勢の検出を行う場合には、ステップＳ２へと戻ればよ
い。
【０２２０】
［実施形態１０］
＜均一・勾配合成磁場＋加速度センサを使用する場合＞
　図２９は、本発明の空間情報検出システムの実施形態１０を示す全体構成図である。発
明の実施形態７の図２３と異なり、ヘルムホルツコイルがＺｇ軸ではなく、Ｘｇ軸ヘルム
ホルツコイル１０１として配置されている。また、Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部の
代わりに、同様の機能と構成を持つＸｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部１３５があり、Ｘ
ｇ軸ヘルムホルツコイル１０１は、コイル１０１ａとコイル１０１ｂとに分かれ、Ｘｇ軸
ヘルムホルツコイル用電源部１３５内の電源１３５ａと電源１３５ｂにそれぞれ接続され
ている。また、電源１３５ａと１３５ｂは電流制御部１３４に接続され、発生周期や電流
量を制御されている。電源１３５ａと電源１３５ｂから供給される交流電流Ｉａ及びＩｂ
は、（式４５）及び（式４６）の均一磁場Ｂｚを発生させる部分を均一磁場Ｂｘ用に置き
換え、勾配磁場の部分は実施の形態６又は７と同様である。そして、Ｘｇ軸ヘルムホルツ
コイル１０１から、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場Ｂｘ
と、交流の勾配磁場Ｂｐとを同時に発生する。均一空間は、均一磁場Ｂｘが発生している
空間である。
【０２２１】
　また、空間情報検出装置は、実施形態９と同様である。すなわち、図２６と構成が同じ
となっているので、説明を省略する。
【０２２２】
　この実施形態１０での情報端末１０７の位置と姿勢検出の手順は、実施の形態９におけ
る地磁気を、Ｘｇ軸ヘルムホルツコイルからの異なる複数の周波数成分の位相関係が既知
である交流の均一磁場Ｂｘに置き換え、勾配磁場Ｂｐの発生方向を変更したことに相当す
る。この場合も、姿勢検出部１４０からの加速度データからは、一部の姿勢が表現できる
。しかし、Ｚｇ軸を軸とした動きの自由度が残っているので、実施形態８のように情報端
末１０７の任意の姿勢すべてを表現できない。そのため、さらに均一磁場Ｂｘを利用して
情報端末１０７の任意姿勢を検出する。また、勾配磁場Ｂｐの発生方向を変更したので、
（式４４）を座標系にあわせて変換した
　　Ｂｐ＝（－２ｋＸ，ｋＹ，ｋＺ）Ｔ・・・（式５２）
　を利用して位置情報を算出する。
【０２２３】
　図３０は、本発明の実施形態１０の動作を説明するためのフローチャートを示す図であ
る。すなわち、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の均一磁場であるＸ
ｇ軸方向磁場Ｂｘと、異なる複数の周波数成分の位相関係が既知である交流の線形な勾配
磁場Ｂｐの各磁場を重ね合わせて発生する（ステップＳ１）。次に、Ｘｇ軸ヘルムホルツ
コイル１０１から発生中の磁場を、３軸の磁気センサ１１０を有する方位角センサ１１１
ａで測定し、デジタル信号である各軸の磁気データを取得する（ステップＳ２）。
【０２２４】
　次に、フーリエ変換部１１８にて、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得した
かどうか判断する（ステップＳ３）。ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得して
いれば次のステップＳ４へ進み、ＦＦＴ演算に必要な所望量の磁気データを取得していな
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ければステップＳ２へ戻る。
【０２２５】
　次に、取得された所望量の各軸の磁気データに対してＦＦＴ演算を行い、各軸における
各磁場の各周波数成分中の振幅と位相を算出する（ステップＳ４）。そして、磁場ベクト
ル算出部１１９にて、各軸における各磁場の各周波数成分中の振幅と位相から、方位角セ
ンサ１１１ａが測定している各磁場の向きと大きさを表す、位置姿勢検出に必要な均一磁
場Ｂｘと勾配磁場Ｂｐを示す磁場ベクトルｍｘ、ｍｐを算出する（ステップＳ５）。そし
て、位置姿勢算出部１２０にて、姿勢検出部１４０から検出した姿勢データである加速度
データａと、均一磁場を示す磁場ベクトルｍｘとから情報端末１０７の姿勢情報を算出す
る（ステップＳ６）。このとき、加速度データａはＺｇ軸の方向を表す端末座標系から見
たベクトルを示しているので（式３５）～（式３６）のｍｚに置き換えることで姿勢情報
が算出できる。
【０２２６】
　そして、情報端末１０７の姿勢情報から端末座標系から絶対座標系への座標変換ができ
るようになったので、測定された勾配磁場を示す磁場ベクトルｍｐから絶対座標系へと変
換したベクトルＦｐが求められ、（式４８）の演算式中の勾配磁場Ｂｐを（式５２）で表
して利用することにより情報端末１０７の位置情報を算出する（ステップＳ７）。
【０２２７】
　以上のような手順によって、交流の均一磁場Ｂｘと重力加速度による加速度データから
情報端末１０７の姿勢情報を、そして、情報端末１０７の姿勢情報と交流勾配磁場Ｂｐか
ら情報端末１０７の位置情報を求めることができる。すなわち、情報端末１０７の姿勢と
位置を検出できる。そして、続けて位置と姿勢の検出を行う場合には、ステップＳ２へと
戻ればよい。
【０２２８】
　以上のように、本発明によって、実施形態７乃至１０において、位相関係が既知である
異なる複数の周波数の交流の線形な勾配磁場を発生させることで、情報端末の姿勢情報か
ら簡単な構成と計算で情報端末の位置を算出できる。
【０２２９】
　なお、実施形態７乃至１０において、不均一磁場を線形な勾配磁場としたが、勾配磁場
の代わりに、実施形態４から５で示した不均一磁場を利用することも可能である。例えば
、実施形態７及び１０においては、不均一磁場発生部を実施形態５の不均一磁場発生部へ
と変更しても、同じ空間情報検出装置を利用して同様の手順で情報端末の位置姿勢検出を
行うことができる。また、実施形態８及び９においては、不均一磁場発生部を発明の実施
形態４の、１つのコイルから発生する磁場に置き換え、同じ空間情報検出装置を利用して
同様の手順で情報端末の位置姿勢検出を行うことができる。但し、これらの場合には、位
置情報を算出する（式４８）を（式４２）に変更し、適切な座標系にあわせて利用する。
【０２３０】
　また、実施形態７乃至１０において位置情報を算出する場合、必ずしも（式４８）のよ
うな代数式で算出するのではなく、予め検出する位置の磁場を測定しておき、使用の際に
参照する形で位置を決定する方式でも良い。また、（式４４）、（式５２）で表される磁
場の勾配も予め測定することで求めても良いし、シミュレーションによって求めても良い
。また、磁場の勾配は実施形態７乃至９において（式４４）、実施形態１０において（式
５２）によって示した形となっているが、これらの式以外で表される勾配磁場でも本発明
によって簡単に姿勢と位置の検出ができることは明らかである（例えば、（式４４）、（
式５２）中の定数ｋが各軸において異なっている場合などがある。）。（式４４）、（式
５２）のような式で表されない場合でも、上記のような代数式算出ではなく、予め測定す
ることで求めても良いし、シミュレーションによって求めても良い。
【０２３１】
　また、実施形態７及び９において地磁気を利用した例を示したが、地磁気をコイルから
発生する直流の磁場（静磁場）に置き換えることも可能である。例えば実施形態６におい
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て、Ｘｇ軸ヘルムホルツコイルから直流の均一磁場を発生させることで、実施形態７と同
様の手順によって情報端末の姿勢と位置を求めることができる。なお、実施形態７及び９
では、地磁気を利用することで磁場を発生するコイルを削減でき、システムの構成を簡単
にすることができる。また、実施形態１０において、交流の均一磁場Ｂｘの代わりに直流
の磁場を勾配磁場Ｂｐに重ね合わせることも可能であって、この場合にも実施形態９と同
様の手順で姿勢と位置を求めることができる。よって地磁気ではなく、直流の磁場を利用
する場合も本発明に含まれている。
【０２３２】
　また、以上すべての実施形態１乃至１０において説明したフーリエ変換部は、ＦＦＴで
はなくＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：離散フーリエ
変換）を利用してもよいことは明らかである。さらにまた、利用したい周波数のみ取り出
せるようにデジタルフィルタを構成し、ヒルベルト変換を行うことによって位相を算出す
るような、デジタル信号処理に通じた者なら容易に行えるような振幅と位相を算出する演
算処理と置き換えることも可能である。このような場合も本発明に含まれている。
【０２３３】
　以上のように、本発明によって様々な形態の空間情報検出が簡単な構成と簡単な計算で
可能となった。
【０２３４】
　本発明において、フーリエ変換部は、磁場検出部からの各軸の信号に基づいて、各軸に
おける複数の周波数成分中の位相と振幅を算出している。そして、直流成分の振幅も算出
している。以下、実施形態ごとに場合分けしてこの意味を説明する。
（１）実施形態１から実施形態３、実施形態８及び実施形態９
　実施形態１から実施形態３、実施形態８及び実施形態９においては、二つの周波数成分
が含まれている交流磁場を一つ利用する。フーリエ変換部は、各軸における複数の周波数
成分中の位相と振幅として、各軸において二つの周波数成分の位相と、少なくともいずれ
か一つの周波数成分の振幅を算出する。
（２）実施形態４から実施形態７、及び実施形態１０
　実施形態４から実施形態７、及び実施形態１０においては、二つの周波数成分が含まれ
ている交流磁場を複数利用する（均一、不均一、勾配などの複数種類の磁場を利用する）
。フーリエ変換部は、各軸における複数の周波数成分中の位相と振幅として、各軸におけ
る各磁場の有する二つの周波数成分の位相を算出し、二つの周波数成分のうち少なくとも
いずれか一つの周波数成分の振幅を算出する。
（３）実施形態７及び実施形態９
　直流磁場を利用する実施形態７及び実施形態９においては、フーリエ変換部は上記（１
）又は（２）の位相と振幅に加え、各軸における直流成分（０Ｈｚの周波数成分）の振幅
を算出している。
【０２３５】
　本発明では、検出したい磁場が特定の周波数であることがわかっているので、その他の
周波数の交流磁場やノイズ磁場がある磁場環境でも識別が可能である。さらに、発生させ
る磁場は、最小の整数で表される周波数比が偶数対奇数であって、位相が既知である周波
数成分を含むだけであり、測定した信号を周波数帯域毎に分離するフィルタを利用する必
要がないので、構成が容易で、また周波数選択の自由度が高い。また、システムを構成後
に自由に周波数を選択できる。
【０２３６】
　また、磁場検出部で測定軸ごとに周波数帯域を分離するフィルタが必要でないことは、
回路規模も小さく済み、小型かつ安価な磁気センサとして実現可能である。また、磁場の
発生と測定を同期して行わなくてよいので、参照信号が必要なく構成が容易で、一度磁場
を発生すれば、任意のタイミングでの測定と、連続的な測定が可能である。
【０２３７】
　また、異なる複数の周波数の位相関係が既知である交流の均一磁場を構成することで、
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簡単な計算によって任意の姿勢検出が行えるようになり、また、そのような均一な磁場で
構成された均一空間内の任意の座標で、不均一な磁場を発生させることで、姿勢の検出に
加えて位置の検出が可能となり、しかも簡単な計算で算出できることは今まで説明した実
施の形態で明らかである。また、いくつかの形態において説明したように、磁気センサの
みで情報端末の位置と姿勢を検出することもできる。
【０２３８】
　さらに、異なる複数の周波数の位相関係が既知である交流の均一磁場と不均一磁場は同
一のコイルから発生させることもでき、システムの構成を簡単にし、不均一磁場が勾配磁
場である場合には、均一磁場の強度を測定すると同時に勾配磁場の勾配を求めることがで
きる。すなわち、位置検出のための勾配磁場の勾配を予め測定しなくても良い。
【０２３９】
　また、フーリエ変換部によってフィルタを使わずとも直流成分と交流成分が同時に分離
できるので、地磁気のような直流成分も同時に検出して姿勢情報算出などに利用すること
もできる。　
　本発明は、以上の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の
設計変更があっても本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２４０】
　本発明は、空間情報検出システム及びその検出方法並びに空間情報検出装置に関するも
ので、交流磁場を利用して連続的に測定ができ、また、周波数の設定の自由度が大きく、
さらに、構成が簡単な空間情報検出システムを提供することができる。また、同様に、そ
の空間情報検出方法及び空間情報検出装置を提供することができる。
【符号の説明】
【０２４１】
１　磁場発生部
１ａ　電源
１ｂ　コイル
２　情報端末
３　演算部
２０　磁場検出部
２０ａ　方位角センサ
２１　磁気センサ
２１ａ　ｘ軸磁気センサ
２１ｂ　ｙ軸磁気センサ
２１ｃ　ｚ軸磁気センサ
２２　マルチプレクサ部
２３　磁気センサ駆動部
２４　信号増幅部
２５　Ａ／Ｄ変換部
２６　データ送信部
３１　データ受信部
３２　フーリエ変換部
３３　磁場ベクトル算出部
３４　方向算出部
１０１　Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル
１０２　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル
１０３　位置検出磁場発生コイル
１０４　Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル用電源
１０５　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源
１０６　位置検出磁場発生用電源
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１０７　情報端末
１０８　演算部
１０９　データ表示部
１１０　磁気センサ
１１０ａ　ｘ軸磁気センサ
１１０ｂ　ｙ軸磁気センサ
１１０ｃ　ｚ軸磁気センサ
１１１　磁場検出部
１１１ａ　方位角センサ
１１２　マルチプレクサ部
１１３　磁気センサ駆動部
１１４　信号増幅部
１１５　Ａ／Ｄ変換部
１１６　データ送信部
１１７　データ受信部
１１８　フーリエ変換部
１１９　磁場ベクトル算出部
１２０　位置・姿勢算出部
１２２（１２２ａ，１２２ｂ）　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル
１２４　電流制御部
１２５　Ｚｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部
１２５ａ，１２５ｂ　電源
１３４　電流制御部
１３５　Ｘｇ軸ヘルムホルツコイル用電源部
１３５ａ，１３５ｂ　電源
１４０　姿勢検出部
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