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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基づき検知信号を取得する検知信号
取得部と、
　磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得部で取得される検知信号に対して外
乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品とする複数の外乱源を前記交番磁界
内に存在させて前記検知信号取得部で取得した複数の外乱源検知信号を予め記憶する外乱
源検知信号記憶部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも大きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振
幅を補正する振幅補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の位相
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の位
相を補正する位相補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号と、前
記振幅補正部で振幅が補正された補正済み外乱源検知信号及び前記位相補正部で位相が補
正された補正済み外乱源検知信号のいずれかとに基づいて、前記検知信号取得部で取得し
た前記検知信号に含まれた前記外乱源検知信号の成分を抑制することで判定用信号を生成
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する外乱成分抑制処理部と、
　前記外乱成分抑制処理部で生成された前記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前
記被検知物体が存在するか否かを判定する被検知物体判定処理部と、
　を備えた物体検知装置。
【請求項２】
　交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基づき検知信号を取得する検知信号
取得部と、
　磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得部で取得される検知信号に対して外
乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品とする複数の外乱源を予め定めた基
準の配置態様で前記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で取得した複数の外乱源
検知信号を予め記憶する外乱源検知信号記憶部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも大きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振
幅を補正する振幅補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の位相
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の位
相を補正する位相補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号と、前
記振幅補正部で振幅が補正された補正済み外乱源検知信号及び前記位相補正部で位相が補
正された補正済み外乱源検知信号のいずれかとに基づいて、前記検知信号取得部で取得し
た前記物体の前記検知信号に含まれた前記外乱源検知信号の成分を抑制することで判定用
信号を生成する外乱成分抑制処理部と、
　前記外乱成分抑制処理部で生成された前記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前
記被検知物体が存在するか否かを判定する被検知物体判定処理部と、
　を備えた物体検知装置。
【請求項３】
　交番磁界を発生させる交番磁界発生部と、
　前記交番磁界発生部から発生した交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基
づき検知信号を取得する検知信号取得部と、
　磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得部で取得される検知信号に対して外
乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品とする複数の外乱源を予め定めた基
準の配置態様で前記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で取得した複数の外乱源
検知信号を予め記憶する外乱源検知信号記憶部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも大きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振
幅を補正する振幅補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の位相
に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のう
ち前記交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の位
相を補正する位相補正部と、
　前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号と、前
記振幅補正部で振幅が補正された補正済み外乱源検知信号及び前記位相補正部で位相が補
正された補正済み外乱源検知信号のいずれかとに基づいて、前記検知信号取得部で取得し
た前記検知信号に含まれた前記外乱源検知信号の成分を抑制することで判定用信号を生成
する外乱成分抑制処理部と、
　前記外乱成分抑制処理部で生成された前記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前
記被検知物体が存在するか否かを判定する被検知物体判定処理部と、
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　を備えた物体検知装置。
【請求項４】
　前記振幅補正部は、前記被検知物体と当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前記
交番磁界内に存在するときに前記検知信号取得部で取得した前記検知信号における前記他
の物体の成分の振幅に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した前記外乱源
検知信号の振幅を補正する
　請求項１～３の内の何れか一項に記載の物体検知装置。
【請求項５】
　前記被検知物体と当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前記交番磁界内に存在す
るときに前記検知信号取得部で取得した前記検知信号における前記被検知物体の成分を抑
制する被検知物体成分抑制処理部を備え、
　前記振幅補正部は、前記被検知物体成分抑制処理部により前記被検知物体の成分が抑制
された検知信号の振幅に合うように、前記外乱源検知信号の振幅を補正する
　請求項４に記載の物体検知装置。
【請求項６】
　前記位相補正部は、前記被検知物体と当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前記
交番磁界内に存在するときに前記検知信号取得部で取得した前記検知信号における前記他
の物体の成分の位相に合うように、前記外乱源検知信号の位相を補正する
　請求項１～３の内の何れか一項に記載の物体検知装置。
【請求項７】
　前記位相補正部は、前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量で遷移させて複数の
補正済み外乱源検知信号を生成し、
　前記外乱成分抑制処理部は、当該複数の補正済み外乱源検知信号に基づいて処理を行な
う
　請求項１～３，６の内の何れか一項に記載の物体検知装置。
【請求項８】
　前記位相補正部は、前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量ずつ遷移させて位相
が異なる複数の補正済み外乱源検知信号を生成して前記外乱成分抑制処理部に渡し、
　前記外乱成分抑制処理部は、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得
部で取得した検知信号と前記複数の補正済み外乱源検知信号のそれぞれとに基づいて、複
数の前記判定用信号を生成して前記被検知物体判定処理部に渡し、
　前記被検知物体判定処理部は、前記複数の判定用信号のそれぞれに基づいて、前記交番
磁界内に存在する前記物体が前記被検知物体であるか否かを判定し、何れかの判定用信号
により前記被検知物体であると判定できるときには、前記交番磁界内に存在する前記物体
が前記被検知物体であると決定する
　請求項７に記載の物体検知装置。
【請求項９】
　前記位相補正部は、
　前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量ずつ遷移させて位相が異なる複数の補正
済み外乱源検知信号を生成し、
　前記複数の補正済み外乱源検知信号のそれぞれと前記交番磁界内に物体が存在するとき
に前記検知信号取得部で取得した検知信号との差分処理をし、
　前記複数の補正済み外乱源検知信号の内で前記差分処理の結果が予め定められている閾
値より小さいものを選択して前記外乱成分抑制処理部に渡す
　請求項７に記載の物体検知装置。
【請求項１０】
　前記外乱源検知信号記憶部は、前記被検知物体の前記検知信号に対して外乱成分を発生
させる磁性体を構成部品とする予め定めた基準の外乱源を予め定めた基準の配置態様で前
記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で取得した１つの前記外乱源検知信号を記
憶する
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　請求項１～９の内の何れか一項に記載の物体検知装置。
【請求項１１】
　前記検知信号取得部で取得した前記外乱源検知信号から前記交番磁界の成分を抑制する
交番磁界成分抑制処理部を備え、
　前記外乱源検知信号記憶部は、前記交番磁界成分抑制処理部により前記交番磁界の成分
が抑制された前記外乱源検知信号を記憶する
　請求項１～１０の内の何れか一項に記載の物体検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機密情報や個人情報などの漏洩防止、有価証券などの偽造防止、商品などの盗難防止な
ど、セキュリティ強化を目的とする仕組みが提案されている（特許文献１，２を参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１８２８４７号公報
【特許文献２】特開２００８－０２０３４６号公報
【０００４】
　たとえば、記録紙などの検知の対象となる物体（被検知物体と称する）に磁性ワイヤを
付与しておく。物体の通過を管理するためのゲート（門）には励磁コイルと検知コイルを
設けておく。被検知物体がゲートに進入すると、ゲートに設けられている励磁コイルによ
って発生される交番磁界が被検知物体に付与された磁性ワイヤに磁化反転を生じさせる。
この磁化反転に伴う急峻な磁気パルスをゲートの検知コイルによって検知して、ゲートに
侵入した物体を検知する。
【０００５】
　特許文献１に記載の仕組みでは、被検知物体に付与する磁気マーカに、交番磁界が印加
されたときに急峻な磁化反転を生じる磁性ワイヤと磁化反転を阻止できるバイアス磁界を
発生するオンオフ制御素子とを備える。店舗に被検知物体を入荷する際に磁気マーカをオ
ン状態にし、支払済みの被検知物体に対しては磁気マーカをオフ状態にする。被検知物体
が出口ゲートを通る際に磁気マーカの磁化反転が検出されるとその被検知物体を未精算の
被検知物体であると判断する。
【０００６】
　特許文献２に記載の仕組みでは、金属物などを構成部品とするノート型のパーソナルコ
ンピュータ（ノートパソコンと称する）やスチール缶などの想定される外乱源（ノイズ源
、雑音源）の波形（外乱波形と称する）を予め記憶しておく。そして、検知した信号波形
と記憶した各外乱波形とを演算することで、ゲートの通過者が磁性ワイヤが付与された被
検知物体と外乱源を一緒に所持してゲート内に進入する場合においても、特許文献１の仕
組みよりも高い精度で磁性ワイヤからの信号を検知するようにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、想定される外乱源のそれぞれや各配置態様での検知波形のそれぞれを記憶し
なくても、請求項１に記載の発明によれば、交番磁界内で磁気飽和しない外乱源について
は、想定される複数の外乱源のそれぞれの検知信号の波形を記憶しなくても、外乱源の交
番磁界内での配置態様を問わず被検知物体からの信号を検知できる仕組みを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基づき検
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知信号を取得する検知信号取得部と、磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得
部で取得される検知信号に対して外乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品
とする複数の外乱源を前記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で取得した複数の
外乱源検知信号を予め記憶する外乱源検知信号記憶部と、前記交番磁界内に物体が存在す
るときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅に合うように、前記外乱源検知信
号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のうち前記交番磁界の最大値よりも大
きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振幅を補正する振幅補正部と、前記
交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の位相に合う
ように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のうち前記
交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の位相を補
正する位相補正部と、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得
した検知信号と、前記振幅補正部で振幅が補正された補正済み外乱源検知信号及び前記位
相補正部で位相が補正された補正済み外乱源検知信号のいずれかとに基づいて、前記検知
信号取得部で取得した前記検知信号に含まれた前記外乱源検知信号の成分を抑制すること
で判定用信号を生成する外乱成分抑制処理部と、前記外乱成分抑制処理部で生成された前
記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前記被検知物体が存在するか否かを判定する
被検知物体判定処理部と、を備えた物体検知装置である。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基づき検
知信号を取得する検知信号取得部と、磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得
部で取得される検知信号に対して外乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品
とする複数の外乱源を予め定めた基準の配置態様で前記交番磁界内に存在させて前記検知
信号取得部で取得した複数の外乱源検知信号を予め記憶する外乱源検知信号記憶部と、前
記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅に合
うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のうち前
記交番磁界の最大値よりも大きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振幅を
補正する振幅補正部と、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取
得した検知信号の位相に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前
記外乱源検知信号のうち前記交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前
記外乱源検知信号の位相を補正する位相補正部と、前記交番磁界内に物体が存在するとき
に前記検知信号取得部で取得した検知信号と、前記振幅補正部で振幅が補正された補正済
み外乱源検知信号及び前記位相補正部で位相が補正された補正済み外乱源検知信号のいず
れかとに基づいて、前記検知信号取得部で取得した前記物体の前記検知信号に含まれた前
記外乱源検知信号の成分を抑制することで判定用信号を生成する外乱成分抑制処理部と、
前記外乱成分抑制処理部で生成された前記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前記
被検知物体が存在するか否かを判定する被検知物体判定処理部と、を備えた物体検知装置
である。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、交番磁界を発生させる交番磁界発生部と、前記交番磁界発生
部から発生した交番磁界内に存在する磁性体に発生する磁気信号に基づき検知信号を取得
する検知信号取得部と、磁性体が付与された被検知物体の前記検知信号取得部で取得され
る検知信号に対して外乱成分を発生させ、保磁力が異なる磁性体を構成部品とする複数の
外乱源を予め定めた基準の配置態様で前記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で
取得した複数の外乱源検知信号を予め記憶する外乱源検知信号記憶部と、前記交番磁界内
に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号の振幅に合うように、前
記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知信号のうち前記交番磁界の
最大値よりも大きい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知信号の振幅を補正する振幅
補正部と、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信
号の位相に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した複数の前記外乱源検知
信号のうち前記交番磁界の最大値よりも小さい保磁力の磁性体に対応する前記外乱源検知



(6) JP 5423023 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

信号の位相を補正する位相補正部と、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信
号取得部で取得した検知信号と、前記振幅補正部で振幅が補正された補正済み外乱源検知
信号及び前記位相補正部で位相が補正された補正済み外乱源検知信号のいずれかとに基づ
いて、前記検知信号取得部で取得した前記検知信号に含まれた前記外乱源検知信号の成分
を抑制することで判定用信号を生成する外乱成分抑制処理部と、前記外乱成分抑制処理部
で生成された前記判定用信号に基づいて、前記交番磁界内に前記被検知物体が存在するか
否かを判定する被検知物体判定処理部と、を備えた物体検知装置である。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の内の何れか一項に記載の物体検知装置におい
て、前記振幅補正部は、前記被検知物体と当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前
記交番磁界内に存在するときに前記検知信号取得部で取得した前記検知信号における前記
他の物体の成分の振幅に合うように、前記外乱源検知信号記憶部から読み出した前記外乱
源検知信号の振幅を補正する。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の物体検知装置において、前記被検知物体と
当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前記交番磁界内に存在するときに前記検知信
号取得部で取得した前記検知信号における前記被検知物体の成分を抑制する被検知物体成
分抑制処理部を備え、前記振幅補正部は、前記被検知物体成分抑制処理部により前記被検
知物体の成分が抑制された検知信号の振幅に合うように、前記外乱源検知信号の振幅を補
正する。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～３の内の何れか一項に記載の物体検知装置におい
て、前記位相補正部は、前記被検知物体と当該被検知物体とは異なる他の物体が一緒に前
記交番磁界内に存在するときに前記検知信号取得部で取得した前記検知信号における前記
他の物体の成分の位相に合うように、前記外乱源検知信号の位相を補正する。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～３，６の内の何れか一項に記載の物体検知装置に
おいて、前記位相補正部は、前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量で遷移させて
複数の補正済み外乱源検知信号を生成し、前記外乱成分抑制処理部は、当該複数の補正済
み外乱源検知信号に基づいて処理を行なう。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の物体検知装置において、前記位相補正部は
、前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量ずつ遷移させて位相が異なる複数の補正
済み外乱源検知信号を生成して前記外乱成分抑制処理部に渡し、前記外乱成分抑制処理部
は、前記交番磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号と前
記複数の補正済み外乱源検知信号のそれぞれとに基づいて、複数の前記判定用信号を生成
して前記被検知物体判定処理部に渡し、前記被検知物体判定処理部は、前記複数の判定用
信号のそれぞれに基づいて、前記交番磁界内に存在する前記物体が前記被検知物体である
か否かを判定し、何れかの判定用信号により前記被検知物体であると判定できるときには
、前記交番磁界内に存在する前記物体が前記被検知物体であると決定する。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、請求項７に記載の物体検知装置において、前記位相補正部は
、前記外乱源検知信号の位相を予め定められた量ずつ遷移させて位相が異なる複数の補正
済み外乱源検知信号を生成し、前記複数の補正済み外乱源検知信号のそれぞれと前記交番
磁界内に物体が存在するときに前記検知信号取得部で取得した検知信号との差分処理をし
、前記複数の補正済み外乱源検知信号の内で前記差分処理の結果が予め定められている閾
値より小さいものを選択して前記外乱成分抑制処理部に渡す。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９の内の何れか一項に記載の物体検知装置にお
いて、前記外乱源検知信号記憶部は、前記被検知物体の前記検知信号に対して外乱成分を
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発生させる磁性体を構成部品とする予め定めた基準の外乱源を予め定めた基準の配置態様
で前記交番磁界内に存在させて前記検知信号取得部で取得した１つの前記外乱源検知信号
を記憶する。
【００２０】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１～１０の内の何れか一項に記載の物体検知装置に
おいて、前記検知信号取得部で取得した前記外乱源検知信号から前記交番磁界の成分を抑
制する交番磁界成分抑制処理部を備え、前記外乱源検知信号記憶部は、前記交番磁界成分
抑制処理部により前記交番磁界の成分が抑制された前記外乱源検知信号を記憶する。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１に記載の発明によれば、交番磁界内で磁気飽和しない外乱源については、想定
される複数の外乱源のそれぞれの検知信号の波形を記憶しなくても、外乱源の交番磁界内
での配置態様を問わず被検知物体からの信号を検知できる。
【００２２】
　請求項２に記載の発明によれば、交番磁界内で磁気飽和しない外乱源については、想定
される外乱源の各配置態様でのそれぞれの検知信号の波形を記憶しなくても、外乱源の交
番磁界内での配置態様を問わず被検知物体からの信号を検知できる。
【００２３】
　請求項３に記載の発明によれば、想定される複数の外乱源のそれぞれの検知信号の波形
を記憶しなくても、外乱源の保磁力および交番磁界内での配置態様を問わず、被検知物体
からの信号を検知できる。
【００２４】
　請求項４に記載の発明によれば、想定される外乱源の各配置態様でのそれぞれの検知信
号の波形を記憶しなくても、外乱源の保磁力および交番磁界内での配置態様を問わず、被
検知物体からの信号を検知できる。
【００２５】
　請求項５に記載の発明によれば、想定される外乱源の各配置態様でのそれぞれの検知信
号の波形を記憶しなくても、外乱源の保磁力および交番磁界内での配置態様を問わず、被
検知物体からの信号を検知できる。
【００２６】
　請求項６に記載の発明によれば、本請求項６に係る発明を採用しない場合と比較して、
検知信号の振幅差の影響をより確実に抑制できる。
【００２７】
　請求項７に記載の発明によれば、本請求項７に係る発明を採用しない場合と比較して、
被検知物体の影響を受けずに、検知信号の振幅差の影響をより確実に抑制できる。
【００２８】
　請求項８に記載の発明によれば、本請求項８に係る発明を採用しない場合と比較して、
検知信号の位相差の影響をより確実に抑制できる。
【００２９】
　請求項９に記載の発明によれば、補正済み外乱源検知信号を一つ生成する場合に比較し
て、外乱成分抑制処理の精度が向上する。
【００３０】
　請求項１０に記載の発明によれば、位相遷移量の異なる複数の判定用信号を使って、被
検知物体の有無を判定できる。
【００３１】
　請求項１１に記載の発明によれば、複数の補正済み外乱源検知信号のから任意の補正済
み外乱源検知信号を選択して外乱成分抑制処理部に渡す場合に比較して、外乱成分抑制処
理の精度が向上する。
【００３２】
　請求項１２に記載の発明によれば、想定される複数の外乱源のそれぞれや各配置態様で
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のそれぞれの検知波形を記憶しなくても、本請求項１３に係る発明を採用しない場合と比
較して、高い精度で被検知物体からの信号を検知できる。
【００３３】
　請求項１３に記載の発明によれば、交番磁界成分の影響を受けずに、本請求項１４に係
る発明を採用しない場合と比較して、高い精度で被検知物体からの信号を検知できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。各機能要素について
実施形態別に区別する際には、Ａ，Ｂ，…などのように大文字の英語の参照子を付して記
載し、特に区別しないで説明する際にはこの参照子を割愛して記載する。図面においても
同様である。
【００３５】
　＜全体概要＞
　［装置構成］
　図１は、物体検知装置の全体概要を示す図である。物体検知装置１は、磁性体を付加し
た被検知物体の一例である記録紙１０（印刷用紙）の不正な持出しを抑止する機能の実現
を図るものである。具体的には、物体検知装置１は、電磁界生成検知部の一例である電磁
界装置１０１（アンテナ装置）の対で構成された電磁界門１００（ゲート）と、電磁界門
１００の電磁界装置１０１が対向する検知領域に電磁界（交番磁界）を発生させる励磁部
２００（交番磁界発生部）と、電磁界装置１０１で検知された検知信号に基づいて信号処
理を行なう信号処理部３００を備える。励磁部２００と信号処理部３００は、一方の電磁
界装置１０１に併設されている制御装置３内に収容されている。
【００３６】
　一対の電磁界装置１０１が対向して配置されることで、電磁界装置１０１の間を検知領
域とするゲートを構成している。なお、図中において、電磁界装置１０１が対向する方向
の軸をＸ軸、記録紙１０の通過方向をＹ軸、電磁界装置１０１の高さ方向をＺ軸とする。
【００３７】
　たとえば、人が記録紙１０や外乱源２０を持って電磁界門１００のゲート（一対の電磁
界装置１０１の間）を通過する。記録紙１０には、磁性体の一例であるワイヤ状の磁性配
線１２（磁性ファイバ）が付加されている。磁性配線１２が付加された記録紙１０を、以
下では、「記録紙１０（磁性配線１２あり）」と記すこともある。
【００３８】
　電磁界装置１０１は、記録紙１０（磁性配線１２あり）が電磁界門１００を通過すると
きに、磁性配線１２からの信号を検知し、検知信号を信号処理部３００に渡す。信号処理
部３００は、検知信号を処理し、記録紙１０（磁性配線１２あり）のゲート通過の有無を
判定する。つまり、物体検知装置１は、一対の電磁界装置１０１間にある記録紙１０（磁
性配線１２あり）を検知することで記録紙１０（磁性配線１２あり）の不正な持ち出しを
禁止する。
【００３９】
　磁性配線１２は、たとえば、Ｆｅ－Ｃｏ系アモルファス材、鉄系、Ｆｅ－Ｃｏ－Ｎｉ系
、Ｆｅ－Ｓｉ－Ａｌ合金、センダスト、ニッケル－鉄系（Ｎｉ－Ｆｅ）、パーマロイＮｉ
－Ｍｏ－Ｃｕ－Ｆｅなどの軟磁性材料で形成され、保磁力は１Ｏｅより小さく、大バルク
ハウゼン効果を有するものである。磁性配線１２を記録紙１０に付加する手法は、たとえ
ば記録紙１０に漉き込む形で付与してもよいし、接着剤で貼り付けてもよい。
【００４０】
　外乱源２０は、電磁界装置１０１の検出出力を変化させ、特に被検知物体である記録紙
１０に付加された磁性配線１２による検出出力の外乱成分（外乱成分）を発生させるもの
であり、たとえば、磁性配線１２よりも保磁力の大きな半硬磁性材料の磁性体を有するも
のが考えられる。半硬磁性材料としては、たとえば、鉄系、ニッケル－鉄系、Ｆｅ－Ｃｕ
系、Ｆｅ－Ｍｎ系、Ｆｅ－Ｍｎ系、Ｆｅ－Ｃｒ－Ｃｏ系（みがき帯鋼）などがあり、保磁
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力は１０～５００Ｏｅ程度である。
【００４１】
　これらは、圧延、焼き鈍し方、合金材料の構成比、などによって、保磁力が物質本来の
値よりも増大するようにされたものである。つまり、「誘導磁気異方性」や「逆磁歪効果
」による特性で物質本来の性質ではない。「誘導磁気異方性」は、熱処理などによって生
じる原子配列の異方性に起因する磁気異方性であり、「逆磁歪効果」は、磁性体に歪みを
与えることで磁性体の磁場に対する応答が変化する事象である。
【００４２】
　半硬磁性材料の磁性体を構成部品とする外乱源２０とは、全体が半硬磁性材料で形成さ
れているものでもよいし、一部に半硬磁性材料の磁性体を有するものでもよい。たとえば
、汎用品に多用され、職場（オフィス）内に多数存在し、具体的には、飲料用のスチール
缶、時計、カバン（鉄製金具つき）、ミルク缶、ノートパソコンやこれに使用されるバッ
テリ（Ｆｅ，Ｎｉ，Ｃｏ）、ステンレス製傘の骨（Ｆｅ，Ｃ，Ｓｉ，Ｔｂ，Ｍｎ，Ｃｒ）
、釘（半硬質）などが該当する。他の外乱源２０としては、保磁力が５Ｏｅ程度のクロメ
ルアルメルがあり、熱電対などの物品に用いられる。
【００４３】
　外乱源２０のゲート内（つまり電磁界門１００の検知領域）での検知波形の挙動として
は、外乱源２０の保磁力が最大励磁磁界（アンテナ直近）よりも大きい場合、電磁界装置
１０１の直近（発生磁界が強い）であるのか電磁界門１００の中央部（発生磁界が弱い）
であるのかを問わず全ての位置で外乱源２０が磁気飽和しないことと、発生磁界強度の変
化に伴い（つまり通過位置に応じて）、励磁界強度に対応してマイナーループによる磁気
出力の変化（つまり波形振幅の変化）は生じるが位相は変化しない点に特徴がある。一方
、外乱源２０の保磁力が最大励磁磁界よりも小さい場合は、外乱源２０の保磁力よりも発
生磁界が大きい位置では外乱源２０が磁気的に飽和することと、磁気的に飽和した場合、
通過位置により、波形の位相が変化する点に特徴がある。これらの点についての詳細は後
述する。
【００４４】
　各電磁界装置１０１は、記録紙１０に付加された磁性配線１２を磁化するための磁界を
発生させる励磁巻線１０２（励磁コイル）と、励磁巻線１０２により磁化反転した磁性配
線１２からの磁化反転パルスを検知する検知巻線１０４（検知コイル）が組み込まれてい
る。
【００４５】
　各電磁界装置１０１はそれぞれ、励磁巻線１０２と検知巻線１０４が対向して配置され
ている。励磁巻線１０２は、励磁部２００と接続されている。励磁部２００は、励磁巻線
１０２に、数１００～数ＫＨｚ（たとえば３００～３ｋＨｚ）の交流電流を導通させるこ
とで、励磁巻線１０２より交番磁界を発生させる。電磁界門１００の最大励磁磁界（＝最
大磁界強度：電磁界装置１０１の直近での値）はたとえば１０～２０Ｏｅ程度で、検知領
域の各位置の磁界強度は磁性配線１２の保磁力よりも大きく、１～２０Ｏｅ程度となるよ
うにゲート間隔（対の電磁界装置１０１の間隔）を決める。
【００４６】
　検知巻線１０４は、信号処理部３００と接続され、一対の電磁界装置１０１間に発生す
る磁界の変化による誘導電流を検知して、その検知信号を信号処理部３００に通知する。
信号処理部３００は、ゲート間の磁界の変化によって検知巻線１０４に流れる誘導電流に
基づき、電磁界装置１０１間にある磁性配線１２の存在を検知する。磁性配線１２のゲー
ト内（つまり電磁界門１００の検知領域）での検知波形の挙動としては、全ての位置で磁
気飽和することと、位置に応じて位相が変化する点に特徴がある。
【００４７】
　検知巻線１０４は、一対の電磁界装置１０１の間を、記録紙１０（磁性配線１２あり）
のみを持って通過しようとするとき、または、記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源
２０の両方を一緒に持って通過しようとするときに、磁界が変化することにより発生する
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誘導電流を検知して信号処理部３００に通知する。
【００４８】
　信号処理部３００は、検知電流をアナログ信号処理により電圧信号に変換し増幅する。
この増幅後の信号をアナログ終端出力信号と称する。信号処理部３００は、アナログ終端
出力信号に基づいて磁性配線１２に対応するパルス信号の有無を判定する。
【００４９】
　信号処理部３００は、磁性配線１２に対応するパルス信号が存在しなければ、信号処理
部３００は、アナログ終端出力信号には外乱源からの信号が重畳されていると判断し、予
め記憶しておいた外乱源２０の信号（外乱信号）をアナログ終端出力信号から抑制する処
理を行なうことで判定用信号を生成する。つまり信号処理部３００は、記録紙１０（磁性
配線１２あり）および外乱源２０の検出出力から、外乱源２０の検出出力を除くことで、
記録紙１０（磁性配線１２あり）による検出出力を引き出す。この後、信号処理部３００
は、判定用信号と予め記憶しておいた用紙の検出波形と比較し、波形形状が類似していれ
ば（相関があると判定できれば）、記録紙１０（磁性配線１２あり）があると判定し、ラ
ンプやブザーなどの警報装置を作動させる。
【００５０】
　外乱源２０の信号の抑制処理は、アナログ終端出力信号に含まれる外乱源２０の成分が
より少なくなるようにする処理を意味し、外乱源２０の成分が完全に除去されるものでな
くてもよい。
【００５１】
　たとえば、ゲートを構成する左右の電磁界装置１０１に設けられた励磁巻線１０２によ
ってゲート間（電磁界門１００）に交番磁界を発生させる。磁性配線１２は、比較的小さ
い交番磁界でパルス信号（磁気パルスと称する）を発生する性質を有している。この磁気
パルスは磁性配線１２の持つ大バルクハウゼン効果に伴う磁気パルスである。すなわち、
磁性配線１２は、その形状および結晶構造による磁気的な効果によって、軸線方向に強い
磁気異方性を有する。
【００５２】
　そして、磁性配線１２の保磁力よりも大きな振幅の交番磁界が印加されたときに、その
磁界が保磁力を越えた瞬間に大バルクハウゼン効果によって、きわめて急峻な磁化反転を
生じる。この磁化反転をたとえばソレノイドコイルで形成された検知巻線１０４によって
検出すると、パルス状の出力（磁気パルス）が得られる。
【００５３】
　たとえば、ゲート間に記録紙１０（磁性配線１２あり）が通過すると、ゲート間に発生
している交番磁界が印加された磁性配線１２に磁化反転が生じ急峻な磁気パルスが発生す
る。この磁気パルスに基づく誘導電流を検知巻線１０４で検知することで、信号処理部３
００は、ゲートを通過しようとする記録紙１０（磁性配線１２あり）の有無を判定する。
【００５４】
　＜信号処理：第１実施形態＞
　［回路構成］
　図２は、第１実施形態の信号処理部３００Ａを説明する図である。第１実施形態の信号
処理部３００Ａは、図２（１）に示すように、アナログ信号処理部３０２と、ＡＤ変換部
３０４と、デジタル信号処理部３０６を有する。アナログ信号処理部３０２は、交番磁界
内に存在する磁性体に発生する信号を検知することで検知信号を取得する検知信号取得部
の一例であり、電流電圧変換機能と電圧増幅機能を持つ前段増幅器３１２と、帯域阻止濾
波回路３１４と、電圧増幅機能を持つ後段増幅器３１６を有する。
【００５５】
　前段増幅器３１２は、検知巻線１０４からの誘導電流信号Ｓ１を電圧信号に変換すると
ともに信号振幅が一定の大きさになるように増幅して検知電圧信号Ｓ２を生成し、この検
知電圧信号Ｓ２を帯域阻止濾波回路３１４に渡す。
【００５６】
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　帯域阻止濾波回路３１４は、検知電圧信号Ｓ２から交番磁界の成分を抑制する交番磁界
成分抑制処理部の一例であり、励磁周波数成分を減衰させるバンドエリミネーションフィ
ルタ（Band Elimination Filter ，ノッチフィルタ）処理により検知電圧信号Ｓ２から交
番磁界成分を減衰して検知電圧信号Ｓ３を生成し、この検知電圧信号Ｓ３を後段増幅器３
１６に渡す。なお、交番磁界成分（交番磁界の励磁周波数成分）を減衰させる抑制処理は
、アナログ終端出力信号に含まれる交番磁界成分がより少なくなるようにする処理を意味
し、交番磁界成分が完全に除去されるものでなくてもよい。
【００５７】
　後段増幅器３１６は、ＡＤ変換部３０４の変換レンジに適合するような振幅およびＤＣ
レベルに変換して検知電圧信号Ｓ４を生成し、その検知電圧信号Ｓ４をＡＤ変換部３０４
に渡す。
【００５８】
　ＡＤ変換部３０４は、アナログの検知電圧信号Ｓ４をデジタル信号に変換することでア
ナログ終端出力信号Ｄ１を生成し、このアナログ終端出力信号Ｄ１をデジタル信号処理部
３０６に渡す。
【００５９】
　デジタル信号処理部３０６は、波形記憶処理部３３０と、判定用信号生成部３４０と、
被検知物体判定処理部３５０を有する。
【００６０】
　図２（２）に示すように、波形記憶処理部３３０は、被検知物体検知信号記憶部３３４
と、外乱源検知信号記憶部３３２を有する。外乱源検知信号記憶部３３２は、基準の外乱
源２０だけが基準位置に基準の向きで配置された状態での電磁界装置１０１からの検出出
力波形を対向する電磁界装置１０１間における基準位置に基準の向きで配置された状態で
のアナログ終端出力信号Ｄ１_20 （交番磁界成分が除去されたもの）を記憶する。被検知
物体検知信号記憶部３３４は、記録紙１０（磁性配線１２あり）だけが対向する電磁界装
置１０１間における基準位置に基準の向きで配置された状態でのアナログ終端出力信号Ｄ
１_10 （交番磁界成分が除去されたもの）を記憶する。
【００６１】
　基準の外乱源２０としては、記録紙１０（磁性配線１２あり）と一緒に電磁界門１００
間を通過することが想定されるものの内で典型的なもの（１つ）とすればよい。たとえば
、典型的な大きさ・形状の飲料用のスチール缶であるとする。
【００６２】
　記録紙１０（磁性配線１２あり）および外乱源２０の何れについても、基準位置は、た
とえば対向する電磁界装置１０１の中央部とする。記録紙１０（磁性配線１２あり）につ
いての基準の向きは、たとえば、記録紙１０（磁性配線１２あり）の平面に対する垂線（
図１（２）中の矢印１０Ｘ）の向きがＸ軸方向に向いた状態とする。外乱源２０について
の基準の向きは、たとえば、外乱源２０の幅、長さ、高さに着目し、幅をＸ軸方向、長さ
をＹ軸方向、高さをＺ軸方向とした状態とする。
【００６３】
　判定用信号生成部３４０は、外乱成分判断部３４３と振幅補正部３４４と外乱成分抑制
処理部３４８を有する。外乱成分判断部３４３は、検知信号取得部の一例であるアナログ
信号処理部３０２で取得した検知信号（アナログ終端出力信号Ｄ１_0）に外乱成分が含ま
れているか否かを判断する。振幅補正部３４４は、外乱成分判断部３４３によってアナロ
グ終端出力信号Ｄ１_0に外乱成分が含まれていると判断された場合に、検知信号であるア
ナログ終端出力信号Ｄ１_0の振幅に合うように、外乱源検知信号記憶部３３２から読み出
した基準の外乱源の検知信号（アナログ終端出力信号Ｄ１_20 ）の振幅を補正する。
【００６４】
　具体的には、振幅補正部３４４は、記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０が一
緒に対向する電磁界装置１０１間（ゲート間）を通過するときのアナログ終端出力信号Ｄ
１_0（「記録紙１０（磁性配線１２あり）＋外乱源２０」の波形情報）における外乱源２
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０の成分の振幅に合うように、外乱源検知信号記憶部３３２に記憶しておいたアナログ終
端出力信号Ｄ１_20 の振幅を補正して振幅補正済み外乱源検知信号Ｄ２を生成する。振幅
を補正する処理としては、たとえば、アナログ終端出力信号Ｄ１_0の振幅と振幅補正済み
外乱源検知信号Ｄ２の振幅が合うように、外乱源２０のアナログ終端出力信号Ｄ１_20 に
係数を掛ける処理を行なうものであればよい。
【００６５】
　「振幅が合うように」とは、アナログ終端出力信号Ｄ１_0と振幅補正済み外乱源検知信
号Ｄ２の振幅が完全に一致するようにすることに限らず、両波形の振幅に多少の差異があ
ってもよい。ただし、差異があると、判定用信号DET には外乱源２０の成分が残留するこ
とになるので、両振幅を完全に一致させるのが最適と考えられる。
【００６６】
　なお、振幅補正部３４４の前段に、アナログ終端出力信号Ｄ１_0における記録紙１０（
磁性配線１２あり）の成分を抑制する被検知物体成分抑制処理部の一例として、低域通過
濾波回路３４２（ローパスフィルタ）を設けてもよい。単純に振幅補正済み外乱源検知信
号Ｄ２の振幅がアナログ終端出力信号Ｄ１_0の振幅に一致するようにアナログ終端出力信
号Ｄ１_20 に振幅補正を加えると、アナログ終端出力信号Ｄ１_0の波高値（ピークレベル
やボトムレベル）の近傍に磁性配線１２による磁気パルス成分が重畳しているときには、
磁気パルス成分の影響により適正な振幅補正ができない。
【００６７】
　この問題を避けるには、磁性配線１２による磁気パルス成分の影響を抑制・排除するよ
うに低域通過濾波回路３４２でローパルフィルタ処理を行なって、アナログ終端出力信号
Ｄ１_0における外乱源２０の成分の振幅を適正に取得するようにするとよい。そして、こ
のローパルフィルタ処理済みのアナログ終端出力信号Ｄ１_1の振幅に合うように、振幅補
正部３４４でアナログ終端出力信号Ｄ１_20 の振幅を補正して振幅補正済み外乱源検知信
号Ｄ２を生成する。
【００６８】
　外乱成分抑制処理部３４８は、振幅補正済み外乱源検知信号Ｄ２とアナログ終端出力信
号Ｄ１_0を演算処理して、外乱源２０による影響を抑制した信号波形を算出して判定用信
号DET を生成し、被検知物体判定処理部３５０に渡す。外乱源２０による影響を抑制する
処理としては、たとえば、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の振幅補正済み外
乱源検知信号Ｄ２を減算する処理であればよい。
【００６９】
　被検知物体判定処理部３５０は、相関処理部３５２と判定部３５４を有する。相関処理
部３５２は、被検知物体検知信号記憶部３３４に記憶しておいたアナログ終端出力信号Ｄ
１_10 と外乱成分抑制処理部３４８で生成された判定用信号DET の特徴を比較して両者の
相関を示す類似度RES を求める。判定部３５４は、相関処理部３５２で求められた類似度
RES が予め定めた閾値以上のときには、つまり、判定用信号DET とアナログ終端出力信号
Ｄ１_10 に一定値以上の波形類似性があれば、記録紙１０（磁性配線１２あり）が存在す
る（通過する）と判断する。
【００７０】
　［検知処理：基本］
　図３は、物体検知処理の基本を説明する図である。ここでは、記録紙１０記録紙１０（
磁性配線１２あり）と外乱源２０が同一人に持参されて電磁界門１００を通過する場合を
示している。なお、記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０の通過する位置は、ア
ナログ終端出力信号Ｄ１_20 の採取位置と同じような位置であるとする。
【００７１】
　図３（１）は、アナログ終端出力信号Ｄ１_0で規定される「記録紙１０（磁性配線１２
あり）＋外乱源２０」の検出波形例を示す。図３（２）は、アナログ終端出力信号Ｄ１_2
0 で規定される予め採取した外乱源２０の検出波形例を示す。図３（３）は、「記録紙１
０（磁性配線１２あり）＋外乱源２０」の検出波形（図３（１））から外乱源２０の検出
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波形（図３（２））を引いた波形例であり、振幅補正部３４４を機能させない状態での判
定用信号DET で規定される波形例に相当する。図３（４）は、アナログ終端出力信号Ｄ１
_10 で規定される予め採取した記録紙１０（詳しくは磁性配線１２）の検出波形例を示す
。図３（５）は、図３（３）に示す判定用信号DET で規定される波形と図３（４）に示す
記録紙１０（磁性配線１２あり）の検出波形を比較した図である。
【００７２】
　図１に示すように、ゲートの通過者が記録紙１０（磁性配線１２あり）以外に金属物な
どの磁性体を構成部品とする外乱源２０を一緒に所持してゲート内に進入することがある
。この場合、本来検知しようとする記録紙１０に付与された磁性配線１２からの信号を精
度よく検知できないという問題が発生する。これは、電磁界装置１０１からの検出出力を
乱す物体（ノートパソコンやスチール缶）が外乱源２０となって、これらに具備されてい
る磁性体からの信号も検知されることで磁性ファイバ１０２が発する急峻な磁気パルスと
混在して検知信号が乱されてしまうことで、その後の判定が困難となることによる。
【００７３】
　そこで、本実施形態では、外乱源２０の外乱波形を予め記憶し、検知した信号波形と記
憶した外乱波形とを演算することで、本実施形態を適用しない場合よりも高精度で磁性配
線１２からの信号を検知する仕組みを採る。
【００７４】
　先ず、予め、記録紙１０（磁性配線１２あり）だけの電磁界装置１０１からの検出出力
波形をメモリなどに記憶しておく。それに加えて、本実施形態では、基準となる外乱源２
０だけの電磁界装置１０１からの検出出力波形をメモリなどに記憶しておく。
【００７５】
　たとえば、図３（２）に示すように、電磁界門１００の検知領域に外乱源２０だけが存
在する場合には、外乱源２０による外乱波形がアナログ信号処理部３０２により得られ、
この外乱波形がＡＤ変換部３０４によりデジタル化されて外乱波形を示すアナログ終端出
力信号Ｄ１_20 として外乱源検知信号記憶部３３２に記憶される。
【００７６】
　図３（４）に示すように、電磁界門１００の検知領域に記録紙１０（磁性配線１２あり
）だけが存在する場合には、記録紙１０に付加された磁性配線１２による磁気パルスに対
応するパルス波形がアナログ信号処理部３０２により得られ、このパルス波形がＡＤ変換
部３０４によりデジタル化されて記録紙１０（磁性配線１２あり）を示すアナログ終端出
力信号Ｄ１_10 として被検知物体検知信号記憶部３３４に記憶される。
【００７７】
　通過監視時に、記録紙１０（磁性配線１２あり）と不特定の外乱源２０が一緒に電磁界
門１００の検知領域に持ち込まれると、アナログ信号処理部３０２より得られる信号波形
は、図３（１）に示すように、磁性配線１２に対応するパルス波形と外乱源２０の外乱波
形とが重なったような信号波形が得られる。記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２
０の通過する位置は、アナログ終端出力信号Ｄ１_20 の採取位置と同じような位置である
ので、基準の２０と不特定の外乱源２０が同一種類のものであるか否かを問わず、両波形
の振幅や形状はほぼ同じである。
【００７８】
　判定用信号生成部３４０は、通常の記録紙１０（磁性配線１２あり）の検知を目的とし
た使用状況において、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の波形信号を抑制する
処理を行なう。
【００７９】
　判定用信号生成部３４０で外乱抑制処理が行なわれた信号波形からは、図３（３）に示
すように、磁性配線１２に対応するパルス信号が検知され、記録紙１０（磁性配線１２あ
り）と外乱源２０が電磁界門１００の検知領域に一緒に持ち込まれても、記録紙１０（磁
性配線１２あり）が検知される。
【００８０】
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　つまり、外乱源２０の検出波形との演算（たとえば差分をとる）による外乱抑制処理を
することで、図３（５）に示すように、予め採取した用紙波形（図３（４）に示す磁性配
線１２の検知波形）と、形状が類似（相関がある）した波形になっていることが分かる。
【００８１】
　［検知処理：第１実施形態］
　図４は、第１実施形態の物体検知処理を説明する図である。ここでは、図３と同様に、
記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０が同一人に持参されて電磁界門１００を通
過する場合を示している。
【００８２】
　図４（１）は、アナログ終端出力信号Ｄ１_20 で規定される予め採取した外乱源２０の
検出波形例を示す。図４（２）は、予め採取した外乱源２０の検出波形を「記録紙１０（
磁性配線１２あり）＋外乱源２０」の検出波形の振幅に合わせた外乱源２０の検出波形例
であり、本実施形態の特徴的な機能部である振幅補正部３４４から出力される振幅補正済
み外乱源検知信号Ｄ２で規定される波形例に相当する。
【００８３】
　図４（３）は、アナログ終端出力信号Ｄ１_0で規定される「記録紙１０（磁性配線１２
あり）＋外乱源２０」の検出波形例を示す。図３（４）は、「記録紙１０（磁性配線１２
あり）＋外乱源２０」の検出波形（図４（３））から振幅補正済み外乱源検知信号Ｄ２で
規定される波形（図４（２））を引いた波形例であり、振幅補正部３４４を機能させた状
態での判定用信号DET で規定される波形例に相当する。図４（５）はアナログ終端出力信
号Ｄ１_10 で規定される予め採取した記録紙１０（磁性配線１２あり）の検出波形例を示
す。図４（６）は、図４（４）に示す判定用信号DET で規定される波形と図４（５）に示
す記録紙１０（磁性配線１２あり）の検出波形を比較した図である。
【００８４】
　なお、外乱源２０の保磁力（Ｈｃ）は、最大励磁磁界（アンテナ直近）よりも大きいも
のとする。この場合、外乱源２０のゲート内での検知波形の挙動としては、ゲート通過位
置を問わず磁気飽和しないので通過位置に応じて振幅は変化するが位相は変化しない（詳
細は後述する第２実施形態を参照）。
【００８５】
　前述の検知処理の基本と第１実施形態との相違点は、記録紙１０（磁性配線１２あり）
と外乱源２０の通過する位置が、アナログ終端出力信号Ｄ１_20 の採取位置と異なる位置
である点である。つまり、第１実施形態の物体検知装置１は、予め検出波形を採取した外
乱源２０の位置と、「記録紙１０（磁性配線１２あり）＋外乱源２０」の位置が異なる場
合にも対処する点に特徴がある。
【００８６】
　その対処のため、予め採取した外乱源２０の検出波形の振幅を、「記録紙１０（磁性配
線１２あり）＋外乱源２０」の検出波形の振幅に合わせ込む手法を採る。その後、基本処
理と同様に、振幅補正済み外乱源検知信号Ｄ２とアナログ終端出力信号Ｄ１_0で演算を行
ない判定用信号DET を生成し、予め採取した記録紙１０（磁性配線１２ありの検出波形と
の類似性に基づき記録紙１０（磁性配線１２あり）の有無を判定する。以下、具体的に説
明する。
【００８７】
　引用文献２に記載の仕組みは、「想定される外乱源の信号波形を予め記憶しておき」で
あり、想定される外乱源の波形が複数種類あれば、その複数種類の各信号波形を予め記憶
しておくことが基本となっている。このため、記憶情報が多くなる難点がある。記憶する
波形情報を低減するため、最大値、最小値、平均値を記憶する手法も提案されているが、
３次元状の向きを考慮しているので、やはり記憶情報が多くなる難点は残る。加えて、各
位置関係において信号波形を取得する処理や、その後に、最大値や最小値を特定する処理
や平均値を算出する処理が必要であり、波形記憶処理が煩雑になる難点もある。
【００８８】
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　たとえば、既知の物体が複数種類あれば、複数の既知の物体に発生する複数の信号をそ
れぞれ予め取得して記憶する。また、同一物体であっても、その外乱源と各電磁界装置１
０１間における位置関係により信号波形は異なるものとなることに基づき、既知の物体の
通過向きや通過位置に対応して検知される複数の信号波形を各外乱源に対応して複数記憶
しておく。
【００８９】
　このとき、各位置関係における信号波形を取得した後に、たとえば、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸
のそれぞれについて、各軸方向に向けられた最大信号波形および最小信号波形を特定し、
また各軸方向に向いたときの平均信号波形を算出する。さらに方向に依存しない最大信号
波形および最小信号波形を特定し、また方向に依存しない平均信号波形を算出し、それら
を記憶しておく。
【００９０】
　一方、本実施形態は、外乱源２０の種類や外乱源２０と各電磁界装置１０１間における
配置態様（位置関係）を問わず、基準の外乱源２０を基準の配置態様で電磁界門１００の
間に置いたときや通過させたときに発生する信号波形（基本的には１つだけでよい）を記
憶しておく点に特徴がある。物体の通過向きや通過位置により、検知される信号波形は異
なるものとなるが、交番磁界成分を除去した後の信号波形においては、交番磁界強度と保
磁力の関係にもよるが、振幅特性や位相特性が異なるだけで、全体としての形状は概ね相
似形で相関があるということを見出したことに基づく。
【００９１】
　つまり、本実施形態では、アナログ終端出力信号Ｄ１から判定用信号DET を生成する前
に、記録紙１０（磁性配線１２あり）だけが基準位置に基準の向きで配置された状態での
電磁界装置１０１からの検出出力波形と、基準の外乱源２０だけが基準位置に基準の向き
で配置された状態での電磁界装置１０１からの検出出力波形をそれぞれメモリなどに記憶
しておく。
【００９２】
　たとえば、図４（１）に示すように、電磁界門１００の検知領域に外乱源２０だけが存
在する場合には、外乱源２０による外乱波形がアナログ信号処理部３０２により得られ、
この外乱波形がＡＤ変換部３０４によりデジタル化されて外乱波形を示すアナログ終端出
力信号Ｄ１_20 として外乱源検知信号記憶部３３２に記憶される。この記憶処理は、特許
文献２とは異なり、外乱源の種類や外乱源と各電磁界装置１０１間における位置関係を問
わず、基準の外乱源２０が基準位置に基準の向きで配置された状態での測定結果（基本的
には１つの検知波形）でよい。
【００９３】
　図４（５）に示すように、電磁界門１００の検知領域に記録紙１０（磁性配線１２あり
）だけが存在する場合には、記録紙１０に付加された磁性配線１２による磁気パルスに対
応するパルス波形がアナログ信号処理部３０２により得られ、このパルス波形がＡＤ変換
部３０４によりデジタル化されて記録紙１０（磁性配線１２あり）を示すアナログ終端出
力信号Ｄ１_10 として被検知物体検知信号記憶部３３４に記憶される。
【００９４】
　記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０が一緒に電磁界門１００の検知領域に持
ち込まれると、アナログ信号処理部３０２より得られる信号波形は、図４（３）に示すよ
うに、磁性配線１２に対応するパルス波形と外乱源２０の外乱波形とが重なったような信
号波形が得られる。記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０の通過する位置は、ア
ナログ終端出力信号Ｄ１_20 の採取位置と異なる位置であるので、両波形は形状がほぼ同
じであるが振幅は異なる。
【００９５】
　そこで、第１実施形態では、外乱源検知信号記憶部３３２に蓄えた外乱源２０の基準位
置に基準の向きで配置された状態での検出出力波形の振幅を実際のアナログ終端出力信号
Ｄ１_20 の振幅に合わせる。その後、これらの波形との演算（差分を算出）を行なうこと
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で、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の信号波形を除去して判定用信号DET を
生成する。
【００９６】
　たとえば、振幅補正部３４４は、「記録紙１０（磁性配線１２あり）＋外乱源２０」の
アナログ終端出力信号Ｄ１_0における外乱源２０の成分の振幅に合うように、予め基準位
置に基準の向きで配置された状態で採取したアナログ終端出力信号Ｄ１_20 の振幅を補正
する。これにより、図４（２）に示すような、振幅補正済み外乱源検知信号Ｄ２で規定さ
れる振幅補正済みの外乱源２０の検出波形を生成する。
【００９７】
　そして、判定用信号生成部３４０は、通常の記録紙１０（磁性配線１２あり）の検知を
目的とした使用状況において、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から通過が想定される外乱源
２０の振幅補正済みの外乱源２０の検出波形を減算する外乱抑制処理を行なう。これによ
り、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の信号波形を除去して判定用信号DET を
生成する。
【００９８】
　この場合でも、引用文献２の仕組みと同様に、「記録紙１０（磁性配線１２あり）＋外
乱源２０」のアナログ終端出力信号Ｄ１_0から、外乱源２０の成分が精度良く除かれ、記
録紙１０（磁性配線１２あり）によるアナログ終端出力信号Ｄ１_10 と類似した検出出力
が引き出される。その後の、記録紙１０（磁性配線１２あり）のアナログ終端出力信号Ｄ
１_10 との類似度判定処理は前述の通りである。
【００９９】
　たとえば、判定用信号生成部３４０で外乱抑制処理が行なわれた信号波形からは、図４
（４）に示すように、磁性配線１２に対応するパルス信号が検知される。この外乱抑制処
理後の出力を判定用信号DET とし、予め記憶しておいた記録紙１０（磁性配線１２あり）
によるアナログ終端出力信号Ｄ１_10 と比較し、波形形状が類似（相関がある）していれ
ば、記録紙１０（磁性配線１２あり）が有ると判定し、ランプ、ブザーなどの警報装置を
作動させる。記録紙１０（磁性配線１２あり）と外乱源２０が電磁界門１００の検知領域
の、アナログ終端出力信号Ｄ１_20 の採取位置と異なる位置に一緒に持ち込まれても、不
都合なく記録紙１０（磁性配線１２あり）が検知される。
【０１００】
　＜信号処理：第２実施形態＞
　［回路構成］
　図５は、第２実施形態の信号処理部３００Ｂを説明する図である。第２実施形態は、外
乱源２０の保磁力が、最大励磁磁界よりも小さい場合に対処する点に特徴がある。その対
処のため、第２実施形態の信号処理部３００Ｂは、第１実施形態の信号処理部３００Ａと
の相違点として、位相補正部３４６を備える。
【０１０１】
　外乱源２０の保磁力が、最大励磁磁界よりも大きい場合にも対処するように、つまり、
外乱源２０の保磁力の大きさに拘わらず記録紙１０（磁性配線１２あり）の有無を判定す
るように、図示のように、振幅補正部３４４を設けておくのがよい。図では振幅補正部３
４４の後段に位相補正部３４６を配置しているが、逆に、振幅補正部３４４の前段に位相
補正部３４６を配置してもよい。低域通過濾波回路３４２を設ける場合は低域通過濾波回
路３４２と振幅補正部３４４の間に位相補正部３４６を配置するとよい。
【０１０２】
　位相を補正する処理としては、たとえば、アナログ終端出力信号Ｄ１_0の位相と位相補
正済み外乱源検知信号Ｄ３の位相が合うように、外乱源２０のアナログ終端出力信号Ｄ１
_20 の位相を遷移させる処理を行なうものであればよい。
【０１０３】
　「位相が合うように」とは、アナログ終端出力信号Ｄ１_0と位相補正済み外乱源検知信
号Ｄ３の位相が完全に一致するようにすることに限らず、両波形の位相に多少の差異があ
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ってもよい。ただし、差異があると、判定用信号DET には外乱源２０の成分が残留するこ
とになるので、両位相を完全に一致させるのが最適と考えられる。
【０１０４】
　たとえば、位相補正部３４６は、予め基準位置に基準の向きで配置された状態で採取し
た外乱源２０の検出波形の位相を遷移（シフト）させて、位相補正済み外乱源検知信号Ｄ
３を生成する。たとえば、位相補正部３４６は、予め採取した外乱源２０の検出波形を示
すアナログ終端出力信号Ｄ１_20 の位相を０度から９０度の範囲でずらした１つ以上の位
相補正済み外乱源検知信号Ｄ３_*（* は位相シフト量を示す）を生成して外乱成分抑制処
理部３４８に渡す。
【０１０５】
　外乱成分抑制処理部３４８は、各位相補正済み外乱源検知信号Ｄ３_*と、アナログ終端
出力信号Ｄ１_0を演算処理して、外乱源２０による影響を抑制した信号波形を算出して判
定用信号DET を生成し、被検知物体判定処理部３５０に渡す。外乱源２０による影響を抑
制する処理としては、たとえば、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の位相補正
済み外乱源検知信号Ｄ３_*を減算する処理であればよい。
【０１０６】
　被検知物体判定処理部３５０に渡される判定用信号DET は、単純に考えれば、各位相補
正済み外乱源検知信号Ｄ３_*に対応したものがそれぞれ生成されることになる。この場合
、被検知物体判定処理部３５０は、各位相補正済み外乱源検知信号Ｄ３_*に対応した位相
シフト量の異なる複数の判定用信号DET_* のそれぞれと、予め採取し被検知物体検知信号
記憶部３３４に記憶しておいた記録紙１０（磁性配線１２あり）の検出波形と比較する。
そして、位相シフト量の異なる複数の判定用信号DET_* の内で、１つでも波形形状が類似
と判定できたときには、記録紙１０（磁性配線１２あり）があると判定する。この手法を
第１の位相補正処理機能と称する。
【０１０７】
　また、変形例としては、位相補正部３４６が予め位相が一致する（またはほぼ等しい）
１つの位相補正済み外乱源検知信号Ｄ３を外乱成分抑制処理部３４８に供給することで、
外乱成分抑制処理部３４８にて位相差のより少ない判定用信号DET を生成して、被検知物
体判定処理部３５０での記録紙１０（磁性配線１２あり）のパルス信号との類似度判定処
理に供することも考えられる。この手法を第２の位相補正処理機能と称する。
【０１０８】
　たとえば、位相補正部３４６は、先ず、位相が少しずつ異なる複数の位相補正済み外乱
源検知信号Ｄ３_*を生成する。この後、サンプリング点ごとに、予め採取し外乱源検知信
号記憶部３３２に記憶しておいた外乱源２０の検出波形との差分処理をし、各サンプリン
グ点の差分結果を合成する。アナログ終端出力信号Ｄ１_20 と位相補正済み外乱源検知信
号Ｄ３_*の振幅が同じで波形形状が同じであれば、位相が完全に一致しているときに差分
結果の合成値はゼロとなる。
【０１０９】
　したがって、位相が少しずつ異なる複数の位相補正済み外乱源検知信号Ｄ３_*の内、ア
ナログ終端出力信号Ｄ１_20 との差分結果の合成値が予め定められた閾値より少ない（小
さい）もの（複数でもよい）、好ましくは最も小さい１つを、位相差が少ないものと判定
して、それらのみを位相補正済み外乱源検知信号Ｄ３として外乱成分抑制処理部３４８に
渡す。被検知物体判定処理部３５０での類似度判定を複数の判定用信号DET_* のそれぞれ
について行なうよりも、位相差がより少なく、位相が一致または類似する位相補正済み外
乱源検知信号Ｄ３を生成する処理の方が、全体の処理は簡易になると考えられる。
【０１１０】
　また、他の変形例として、たとえばゲート内磁界強度が１～２０Ｏｅで、外乱源の保磁
力が１９Ｏｅの場合、ゲート直近の数センチの領域では磁気飽和する（＝位相がずれる）
が他の領域では磁気飽和しない（＝位相がずれない）、という場合が生じる。このような
保磁力の外乱源に対しては、数度の位相シフト量の判定用信号１つで対応してもよい。
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【０１１１】
　［検知処理：第２実施形態］
　図６および図７は、第２実施形態の物体検知処理を説明する図である。予め検出波形を
採取した外乱源２０の保磁力の違いによる波形の励磁磁界周期に対する位相ずれの様子と
その対処手法を説明するものである。ここでも、図３および図４と同様に、記録紙１０（
磁性配線１２あり）と外乱源２０が同一人に持参されて電磁界門１００を通過する場合を
示している。
【０１１２】
　図６は、外乱源２０の保磁力が最大励磁磁界（アンテナ直近）よりも大きい場合を示し
た図である。図６（１）は、電磁界門１００の検知領域における電磁界装置１０１に直近
の発生磁界が最強の位置に外乱源２０を配置したときの検知波形の様子を示す。図６（２
）は、電磁界門１００の検知領域におけるアンテナ中央部で発生磁界が弱い位置に外乱源
２０を配置したときの検知波形の様子を示す。
【０１１３】
　外乱源２０の保磁力は、最大励磁磁界（アンテナ直近）よりも大きいので、外乱源２０
のゲート内での検知波形の挙動としては、ゲート通過位置を問わず磁気飽和しないので、
通過位置に応じて検知波形は振幅が変化するが位相は変化しない（位置により励磁コイル
電流との位相がずれない）。
【０１１４】
　この場合、第１実施形態で説明したように、振幅補正部３４４による振幅補正機能を働
かせて、アナログ終端出力信号Ｄ１_20 の振幅をアナログ終端出力信号Ｄ１_0の振幅に合
うように補正するとよい。その後に、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から外乱源２０の信号
波形を除去することで、記録紙１０（磁性配線１２あり）によるアナログ終端出力信号Ｄ
１_10 と類似した判定用信号DET が引き出される。その後の、記録紙１０（磁性配線１２
あり）のアナログ終端出力信号Ｄ１_10 との類似度判定処理は前述の通りである。
【０１１５】
　一方、図７は、外乱源２０の保磁力が最大励磁磁界（アンテナ直近）よりも小さい場合
を示した図である。図７（１）は、電磁界門１００の検知領域における電磁界装置１０１
に直近の発生磁界が最強の位置に外乱源２０を配置したときの検知波形の様子を示す。図
７（２）は、電磁界門１００の検知領域において、アンテナ直近よりは磁界強度は小さい
が、発生磁界が外乱源２０の保磁力を上回る位置に外乱源２０を配置したときの検知波形
の様子を示す。
【０１１６】
　外乱源２０の図７（１）から（２）の位置における検知波形の挙動としては、アンテナ
発生磁界により外乱源２０は磁気的飽和をしており、磁界強度の変化により検知波形の位
相が変化する（位置により励磁コイル電流との位相がずれる）。
【０１１７】
　この場合、位相補正部３４６による位相補正機能を働かせて、アナログ終端出力信号Ｄ
１_20 の位相をアナログ終端出力信号Ｄ１_0の位相に合うように補正するとよい。電磁界
門１００の電磁界装置１０１が発生する磁界強度よりも保磁力が小さい外乱源２０のとき
は、採取した波形の位相をずらして演算するようにすると言うことである。
【０１１８】
　たとえば、外乱源２０の検知波形を示す外乱源検知信号記憶部３３２の記憶しておいた
アナログ終端出力信号Ｄ１_20 の位相を０度から９０度の間でずらした１つ以上の波形と
、アナログ終端出力信号Ｄ１_0の演算を行なう。励磁部２００による励磁周波数を１ｋＨ
ｚ、ＡＤ変換部３０４でのサンプリングを１１２ｋ／ｓとしたとき、励磁１周期（１ｋＨ
ｚ）の間に１１２ポイントサンプリングがなされる。位相補正機能では、１ポイント（約
３度）ずつずらした波形との演算を行なう。なお、位相補正機能の具体的な処理としては
、前述のように第１・第２の位相補正処理機能の何れも手法でもよい。
【０１１９】
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　このようにすることで、第１・第２の位相補正処理機能の何れも、位相ずれによる波形
変化は排除され、アナログ終端出力信号Ｄ１_0から、確実に出力波形に影響を与える外乱
源２０の波形成分の影響が排除され、記録紙１０（磁性配線１２あり）の有無が判定され
る。
【０１２０】
　以上、本発明について実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は前記実施形
態に記載の範囲には限定されない。発明の要旨を逸脱しない範囲で前記実施形態に多様な
変更または改良を加えることができ、そのような変更または改良を加えた形態も本発明の
技術的範囲に含まれる。
【０１２１】
　また、前記の実施形態は、クレーム（請求項）にかかる発明を限定するものではなく、
また実施形態の中で説明されている特徴の組合せの全てが発明の解決手段に必須であると
は限らない。前述した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の
構成要件における適宜の組合せにより種々の発明を抽出できる。実施形態に示される全構
成要件から幾つかの構成要件が削除されても、効果が得られる限りにおいて、この幾つか
の構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０１２２】
　たとえば、前記実施形態では、記録紙１０（磁性配線１２あり）を検知する例で説明し
たが、電磁界門１００のゲート間に進入したことを検知する被検知物体は磁性配線１２が
付与されていれば特に記録紙１０と言う媒体に限定されない。また、被検知物体に付与さ
れるワイヤ状の磁性配線１２は大バルクハウゼン効果を有する磁性体であればよく、ワイ
ヤ状には限定されないし磁性ファイバという媒体には限定されない。
【０１２３】
　前記実施形態では、外乱源２０の種類や電磁界門１００内での配置態様に拘わらず、基
準となる１つの外乱源２０が基準となる１つの配置態様で電磁界門１００の検知領域に置
かれた状態で取得した１つのアナログ終端出力信号Ｄ１_20 を外乱源検知信号記憶部３３
２に記憶することで、検知波形の記憶情報量を最小量とする例で説明したが、このことは
必須ではない。
【０１２４】
　たとえば、基準となる１つの外乱源２０について、複数の基準の配置態様で電磁界門１
００の検知領域に置かれた状態で取得した配置態様ごとのアナログ終端出力信号Ｄ１_20 
を記憶してもよい。複数の基準の配置態様としては、たとえば、配置位置（通過位置）に
関しては、電磁界装置１０１の直近の位置と中央部の２箇所とすることや、通過の向きに
関しては、記録紙１０（磁性配線１２あり）の平面に対する垂線の向きがＸ軸方向、Ｙ軸
方向、Ｚ軸方向のそれぞれに向いた状態とすることが考えられる。
【０１２５】
　本願発明者の解析によれば、配置態様により検知信号（アナログ終端出力信号Ｄ１）に
は振幅差や位相差が発生し得るが、アナログ終端出力信号Ｄ１の波形形状は概ね相似形で
あることが分かっている。しかしながら、完全に相似であると言うことではない。そのた
め、複数の配置態様でのアナログ終端出力信号Ｄ１_20 を記憶して、それぞれとの間で前
記実施形態の処理を実施することで、その影響を少なくする。
【０１２６】
　また、基準となる複数の外乱源２０について、１つの基準の配置態様で電磁界門１００
の検知領域に置かれた状態で取得した外乱源２０ごとのアナログ終端出力信号Ｄ１_20 を
記憶してもよい。複数の外乱源２０としては、たとえば、形状・大きさを問わず、種類別
にすることが考えられる。
【０１２７】
　本願発明者の解析によれば、外乱源２０の種類（詳しくは保磁力の違い）により検知信
号（アナログ終端出力信号Ｄ１）には位相差が発生し得るが、アナログ終端出力信号Ｄ１
の波形形状は概ね相似形であることが分かっている。しかしながら、完全に相似であると
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言うことではない。そのため、保磁力が異なる複数種類の外乱源２０でのアナログ終端出
力信号Ｄ１_20 を記憶して、それぞれとの間で前記実施形態の処理を実施することで、そ
の影響を少なくする。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】物体検知装置の全体概要を示す図である。
【図２】第１実施形態の信号処理部を説明する図である。
【図３】物体検知処理の基本を説明する図である。
【図４】第１実施形態の物体検知処理を説明する図である。
【図５】第２実施形態の信号処理部を説明する図である。
【図６】第２実施形態の物体検知処理を説明する図（外乱源の保磁力が最大励磁磁界より
も大きい場合）である。
【図７】第２実施形態の物体検知処理を説明する図（外乱源の保磁力が最大励磁磁界より
も小さい場合）である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１…物体検知装置、１０…記録紙（被検知物体）、１２…磁性配線、２０…外乱源、３
…制御装置、１００…電磁界門、１０１…電磁界装置、１０２…励磁巻線、１０４…検知
巻線、２００…励磁部、３００…信号処理部、３０２…アナログ信号処理部（検知信号取
得部）、３０４…ＡＤ変換部、３０６…デジタル信号処理部、３１２…前段増幅器、３１
４…帯域阻止濾波回路、３１６…後段増幅器、３３０…波形記憶処理部、３３２…外乱源
検知信号記憶部、３３４…被検知物体検知信号記憶部、３４０…判定用信号生成部、３４
２…低域通過濾波回路、３４３…外乱成分判断部、３４４…振幅補正部、３４６…位相補
正部、３４８…外乱成分抑制処理部、３５０…被検知物体判定処理部、３５２…相関処理
部、３５４…判定部
【図１】 【図２】
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