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(57)【要約】
【課題】磁気外乱物の存在に対して簡易に補償する。
【解決手段】この磁場測定値補償方法は、磁気外乱物の
反対側に配置される磁場発生源の像の位置および磁気モ
ーメントを、前記磁場発生源に対する位置および方向が
既知である少なくとも１つの磁気センサにより測定され
る発生された磁場の１つ以上の測定値を用いて決定する
ステップ（６４）と、前記測定値を補償するため、前記
磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気センサにより測
定される磁場の測定値から前記像により発生される磁場
を差し引くステップと（７４）を備えている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁場の測定値を補償する方法において、
－磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置され、磁気モーメントが
既知である単軸磁場発生源により磁場を発生するステップ（６２）と、
－前記磁気外乱物の他方側に配置される前記単軸磁場発生源の像の位置および磁気モーメ
ントを、前記単軸磁場発生源に対する位置および方向が既知である少なくとも１つの磁気
センサにより測定される発生された磁場の１つ以上の測定値を用いて、前記各磁気センサ
に対する以下の関係式を最小にする前記像の位置および磁気モーメントとして決定するス
テップ（６４）と、
【数１】

　　・ベクトルＢmeは、前記磁気外乱物が存在する場合において、前記磁気センサにより
測定される磁場、
　　・ベクトルＢSは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される磁場、
　　・ベクトルＢIは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される前記像から発生される仮想磁場、
　前記測定値を補償するため、前記磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気センサにより
測定される磁場の測定値から、前記像の位置および磁気モーメントで構成され、前記像に
より発生される磁場を差し引くステップ（７４）
とを備えることを特徴とする磁場測定値補償方法。
【請求項２】
　前記像の位置および磁気モーメントを決定するステップでは、電磁気学の像理論から導
かれる以下の組から選択される少なくとも１つのまたは複数の補助関係式が用いられ、

【数２】

　　・ＭiおよびＭSは、前記像および前記単軸磁場発生源の磁気モーメント、
　　・σおよびμrは、前記磁気外乱物の導電率および比透磁率、
－前記単軸磁場発生源と前記磁気外乱物の間の最短距離が、前記単軸磁場発生源の前記像
と前記磁気外乱物の間の最短距離に等しく、
－前記磁気外乱物の一方の面に交差する磁場の垂直成分が、前記面の両側で保持されてい
ることを特徴とする請求項１記載の磁場測定値補償方法。
【請求項３】
　前記単軸磁場発生源に対する位置および方向が既知である１つまたは複数の前記磁気セ
ンサにより測定され、前記単軸磁場発生源により発生される磁場に対する直交位相の磁場
の測定値のみから、前記単軸磁場発生源の位置および磁気モーメントを決定するステップ
（６４）と、
　前記単軸磁場発生源に対する位置および方向が既知である１つまたは複数の前記磁気セ
ンサにより測定され、前記単軸磁場発生源により発生される磁場における同相の磁場の測
定値のみから、前記単軸磁場発生源の位置および磁気モーメントを決定するステップ（６
４）とを備えることを特徴とする請求項１または２に記載の磁場測定値補償方法。
【請求項４】
　前記単軸磁場発生源に対する位置および方向が既知である１つまたは複数の前記磁気セ
ンサにより測定され、前記単軸磁場発生源により発生される磁場に対する同相および直交
位相の磁場の測定値から磁場の有効係数を計算するステップと、
　磁場の前記有効係数から前記単軸磁場発生源の少なくとも１つの像の位置および磁気モ
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ーメントを決定するステップとを備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載の磁場測定値補償方法。
【請求項５】
　位置および方向が、前記単軸磁場発生源に対して既知である複数の前記磁気センサによ
り測定される磁場の同じ測定値から、同じ前記単軸磁場発生源の複数の像の位置および磁
気モーメントを決定するステップ（６４）と、
　前記測定値を補償するため、前記磁気外乱物が存在する場合において、１つの前記セン
サにより測定される磁場の測定値から、複数の前記像より発生される磁場を差し引くステ
ップ（７４）とを備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の磁場測定
値補償方法。
【請求項６】
　前記単軸磁場発生源の各像は、磁気双極子としてモデル化されることを特徴とする請求
項１～５のいずれか１項に記載の磁場測定値補償方法。
【請求項７】
　物体の位置を特定する方法において、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置される磁気モーメントが
既知である単軸磁場発生源により磁場を発生するステップ（６２）と、
　前記物体に固定される自由度のない磁気センサにより、発生される磁場を測定するステ
ップ（７２）と、
　前記磁気センサの測定値により、前記単軸磁場発生源に対する前記物体の位置を特定す
るステップ（７４）とを備え、前記位置の特定で、前記磁気センサの測定値を、請求項1
～６のいずれか1項に記載の方法により補償することを特徴とする物体の位置特定方法。
【請求項８】
　前記位置を特定するステップ（７４）は、前記単軸磁場発生源およびその１つまたは複
数の像が配置される前記磁気センサからの距離を決定するステップを備えることを特徴と
する請求項７記載の物体位置特定方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか1項に記載の方法を実行するための命令を備え、これらの命令
は、電子コンピュータにより実行されることを特徴とする情報記録媒体（５０）。
【請求項１０】
　磁場の測定値を補償する装置において、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置され、磁気モーメントが
既知である磁場を発生可能な単軸磁場発生源を備え、
　前記装置は、
　前記単軸磁場発生源に対する位置および磁気モーメントが既知である少なくとも１つの
磁気センサ（１０；２０、９４）と、
　前記磁気外乱物の他方側に配置される前記単軸磁場発生源の像の位置および磁気モーメ
ントを、１つまたは複数の磁気センサにより測定される前記単軸磁場発生源から発生され
た磁場の１つ以上の測定値を用いて、前記各磁気センサに対する以下の関係式を最小にす
る前記像の位置および磁気モーメントとして決定し、
【数３】

　　・ベクトルＢmeは、前記磁気外乱物が存在する場合において、前記磁気センサにより
測定される磁場、
　　・ベクトルＢSは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される磁場、
　　・ベクトルＢIは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される前記像から発生される仮想磁場、
－前記測定値を補償するため、前記磁気センサにより測定される磁場の測定値から、前記
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像の位置および磁気モーメントからなり、前記像により発生される磁場を差し引くことの
可能な補償器とを備えることを特徴とする磁場測定値補償装置。
【請求項１１】
　物体の位置を特定するシステムにおいて、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置され、磁気モーメントが
既知である磁場を発生可能な少なくとも１つの単軸磁場発生源と、
　配置される前記物体に自由度のない状態で固定され、前記単軸磁場発生源により発生さ
れる磁場を検出する少なくとも１つの磁気センサ（４０）と、
　前記磁気センサによる測定から、前記単軸磁場発生源に対する前記磁気センサの位置を
特定するためのモジュールとを備え、前記システムは、請求項１０に係る位置を特定する
前記モジュールで用いられる測定値を補償する装置を有することを特徴とする物体位置特
定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁場測定値補償方法および装置に関する。また、本発明は、物体位置特定方
法およびシステム、ならびに、これらの方法を実行する情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、磁気外乱物が存在する場合において、磁気外乱物の片側に配置され、磁気
モーメントが既知である単軸磁場発生源による磁場の発生を含む磁場測定値補償方法につ
いて精通している。
【０００３】
　磁気外乱物とは、近接して発生する磁場の磁力線を弱めるか、または、変形させる任意
の物体のことである。磁気外乱物は、例えば、導電体である。この場合、磁力線の低減は
、導電体におけるうず電流の発生によって生じる。導電体は、例えば、金属体である。ま
た、磁気外乱物は、常磁性体または強磁性体のような磁性体であることがである。磁気外
乱物は、比透磁率が１でない場合、磁性体と見なされる。
【０００４】
　磁場の測定値の補償は、磁気外乱物が存在しない場合に得られる測定値に近づけるよう
に、この測定値を補正することにより行われる。
【０００５】
　単軸磁場発生源は、１つの軸に沿ってのみ磁場を発生する磁場発生源であることが望ま
しい。例えば、同一の軸の回りに巻線が巻かれたコイルは、単軸磁場発生源であり、磁場
発生軸は、巻線の巻回軸と一致していることが望ましい。
【０００６】
　３軸磁場発生源は、互いに一直線上にない３つの磁場発生軸に沿って磁場を発生する。
例えば、このような磁場発生源または磁場放射源は、各磁場発生軸にそれぞれが整列され
た、複数の単軸磁場発生源から構成されている。
【０００７】
　同様に、少なくとも１つの３軸磁場発生源は、一直線上にない３つ以上の軸に沿って磁
場を発生する磁場発生源である。
【０００８】
　また、３軸磁場センサは、磁場の方向を測定可能なセンサである。一般的には、これら
のセンサは、測定値の３つの互いに一直線上にない軸における磁場の射影振幅を測定する
。このように、これらのセンサは、磁場の方向を測定し、また、通常は、この磁場の振幅
をも測定するために用いることができる。
【０００９】
　磁場の測定値の補償方法は、特に、磁気システムによる物体の位置を特定するための方
法に対して用いられる。実際、物体の位置を特定するために用いられる測定磁場が乱され
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ると、物体の位置の特定を誤ってしまう。このことは、特に、人体内にプローブまたはカ
テーテルを設置する医学に利用した場合、有害な結果をもたらす。このような応用のため
には、プローブの位置の特定について、信頼できることが非常に重要である。今日、医学
において、位置の特定の誤りを逃れることのできない多数の磁気外乱物がある。例えば、
磁気外乱物は、手術台、患者の近くに配置された他の器具の金属フレーム等である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　磁場の乱された測定値を補償する複数の方法が、既に提案されている。これらの方法は
、複雑な計算または環境の較正を用いている。
【００１１】
　本発明は、磁気外乱物の存在に対して簡易に補償することにより、この問題を克服しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従って、本発明の目的は、磁場の測定値を補償する方法において、
　磁気外乱物の反対側に配置される磁場発生源の像の位置および磁気モーメントを、前記
磁場発生源に対する位置、および方向が既知である少なくとも１つの磁気センサにより測
定される発生された磁場の１つ以上の測定値を用いて、前記各磁気センサに対する以下の
関係式を最小にする前記像の位置および磁気モーメントとして決定するステップと、
【数１】

　　・ベクトルＢmeは、前記磁気外乱物が存在する場合において、前記磁気センサにより
測定される磁場、
　　・ベクトルＢSは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される磁場、
　　・ベクトルＢIは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される前記像から発生される仮想磁場、
　前記測定値を補償するため、前記磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気センサにより
測定される磁場の測定値から、前記像により発生される磁場を差し引くステップ
とを備えることを特徴としている。
【００１３】
　上記の方法は、前記磁気外乱物に対する前記磁場発生源の像により発生される磁場とし
ての前記磁気外乱物による磁場の外乱をモデル化する。測定された磁場から、前記磁場発
生源の像より発生される磁場を差し引くだけで十分であるため、前記磁場発生源により発
生される磁場のいずれの測定値の補償も、非常に簡単である。さらに、離れた場所では、
前記磁場発生源の像は、磁場の方程式が公知であり、数学的に複雑ではない磁気双極子と
見なされる。従って、この方法は、特に簡単に実行および利用することができる。
【００１４】
　さらに、この方法は、前記磁気外乱物により乱されるいかなる数の測定軸にも対応して
いる。従って、他の方法とは異なり、少なくとも１つの測定軸に沿う少なくとも１つの乱
されない測定値が存在することを必要としない。
【００１５】
　結局、この方法は、前記磁気外乱物のいかなる特性にも対応する。すなわち、前記磁気
外乱物は、導電体、磁性体またはその両方とすることができる。
【００１６】
　この補償方法の実施形態は、次の特徴の１つ以上を備えている。
　前記像の位置、および磁気モーメントを決定するステップでは、電磁気学の像理論から
導かれる以下の組から選択される少なくとも１つの補助関係式が用いられる。
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【数２】

　　・ＭiおよびＭSは、前記像および前記磁場発生源の磁気モーメント、
　　・σおよびμrは、前記磁気外乱物の導電率および比透磁率、
・前記磁場発生源と前記磁気外乱物の間の最短距離が、前記磁場発生源の前記像と前記磁
気外乱物の間の最短距離に等しく、
・前記磁気外乱物の一方の面に交差する磁場の垂直成分が、前記面の両側で保持される。
－前記方法は、
・前記磁場発生源に対する位置および方向が既知である１つまたは複数の前記磁気センサ
により測定され、前記磁場発生源により発生される磁場に対する直交位相の磁場の測定値
のみから、前記磁場発生源の位置および磁気モーメントを決定するステップと、
・前記磁場発生源に対する位置および方向が既知である１つまたは複数の前記磁気センサ
により測定され、前記磁場発生源により発生される磁場における同相の磁場の測定値のみ
から、前記磁場発生源の位置および磁気モーメントを決定するステップ
とを備える。
　本発明の方法は、前記磁場発生源に対する位置、および方向が既知である１つまたは複
数の前記磁気センサにより測定され、前記磁場発生源により発生される磁場に対する同相
および直交位相の磁場の測定値から、磁場の有効係数を計算するステップと、磁場の前記
有効係数から、前記磁場発生源の少なくとも１つの像の位置、および磁気モーメントを決
定するステップとを備えている。
　この方法は、
・位置および方向が前記磁場発生源に対して既知である複数の前記磁気センサにより測定
される磁場の同じ測定値から、同じ前記磁場発生源の複数の像の位置、および磁気モーメ
ントを決定するステップと、
・前記測定値を補償するため、前記磁気外乱物が存在する場合において、１つの前記セン
サにより測定される磁場の測定値から、複数の前記像より発生される磁場を差し引くステ
ップとを備えている。
　前記磁場発生源の各像は、磁気双極子としてモデル化される。
【００１７】
　さらに、補償方法の実施形態は、次の利点を有する。
　電磁気学の像理論から導かれる補助関係式を用いることにより、前記磁場発生源の前記
像の位置、および磁気モーメントを決定するのに必要とされる前記磁気センサの数を制限
するか、または、磁気センサを簡単にする。
　同相および直交位相の測定値からなる２つの前記像を用いることにより、これらの測定
値が、導電性および透過性を有する前記磁気外乱物による乱される場合に、磁場の測定値
の補償を改善する。
　また、磁場の有効係数を用いることにより、これらの測定値が、導電性および透過性を
有する前記磁気外乱物により乱される場合に、磁場の測定値の補償を改善する。
　前記磁場発生源の複数の前記像を用いることにより、前記磁気外乱物が、電磁気学の像
理論を利用可能な理論的条件からずれている場合に、磁場の測定値の補償を改善する。
　前記磁場発生源の前記像を磁気双極子としてモデル化することにより、計算が簡単にな
る。
【００１８】
　また、本発明による物体の位置を特定する方法は、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置される磁気モーメントが
既知である単軸磁場発生源により、磁場を発生させるステップと、
　前記物体に固定される自由度のない磁気センサにより、発生される磁場を測定するステ
ップと、
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　前記磁気センサの測定値により、前記単軸磁場発生源に対する前記物体の位置を特定す
るステップと、
　前記位置の特定により、上記の補償方法により前記磁気センサの測定値を補償するステ
ップとを備えている。
【００１９】
　この位置の特定方法の実施形態では、前記磁場発生源、およびその１つまたは複数の像
が配置されている前記磁気センサからの距離を決定するステップを備えている。
【００２０】
　また、本発明は、上記の方法の１つを実行するための命令を有し、これらの命令が、電
子コンピュータにより実行される情報記録媒体にも関する。
【００２１】
　また、本発明による磁場の測定値を補償する装置は、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置され、磁気モーメントが
既知である磁場を発生可能な単軸磁場発生源と、
　前記単軸磁場発生源に対する位置および磁気モーメントが既知である少なくとも１つの
磁気センサと、
　前記磁気外乱物の他方側に配置される前記単軸磁場発生源の像の位置および磁気モーメ
ントを、１つまたは複数の磁気センサにより測定される前記単軸磁場発生源から発生され
た磁場の１つ以上の測定値を用いて、前記各磁気センサに対する以下の関係式を最小にす
る前記像の位置および磁気モーメントとして決定し、
【数３】

　　・ベクトルＢmeは、前記磁気外乱物が存在する場合において、前記磁気センサにより
測定される磁場、
　　・ベクトルＢSは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される磁場、
　　・ベクトルＢIは、前記磁気外乱物が存在しない場合において、前記磁気センサによ
り測定される前記像から発生される仮想磁場、
前記測定値を補償するため、前記磁気センサにより測定される磁場の測定値から、前記像
により発生される磁場を差し引くことの可能な補償器とを備えている。
【００２２】
　また、本発明の最後の目的は、物体の位置を特定するシステムにおいて、
　磁気外乱物が存在する場合に、前記磁気外乱物の一方側に配置され、磁気モーメントが
既知である磁場を発生可能な少なくとも１つの単軸磁場発生源と、
　配置されている物体に自由度のない状態で固定され、前記単軸磁場発生源により発生さ
れる磁場を検出する少なくとも１つの磁気センサと、
　前記磁気センサによる測定値から、前記単軸磁場発生源に対する前記磁気センサの位置
を特定するためのモジュールと、
　位置特定するための前記モジュールで用いられる測定値を補償する上記装置とを備えて
いる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　図面を参照して以下に示す限定されない実施形態から、本発明をより明瞭に理解しうる
と思う。
【図１】物体の位置を特定するための第１実施形態のシステムの概略図である。
【図２】図１のシステムで用いられる単軸磁場発生源の概略図である。
【図３】図１のシステムで用いられる３軸磁場発生源の概略図である。
【図４】物体の位置を特定し、乱された測定値を補償するためのフローチャートである。
【図５】物体の位置を特定するための第２実施形態のシステムの概略図である。



(8) JP 2011-227074 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

【図６】物体の位置を特定するための第３実施形態のシステムの概略図である。
【図７】物体の位置を特定するための第４実施形態のシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　これらの図面において、同一の要素には、同一の符号を付してある。
【００２５】
　以下の説明において、当業者に周知の特徴および機能については、詳細に説明しない。
【００２６】
　図１は、基準座標系６における物体４の位置を特定するためのシステム２を示す。物体
４は、例えば、人体８内に導入されるプローブまたはカテーテルである。物体４は、基準
座標系６における移動体である。
【００２７】
　基準座標系６は、３つの直交軸Ｘ、Ｙ、Ｚを有する固定基準座標系である。
【００２８】
　基準座標系６における物体４の位置を特定することは、そのｘ、ｙ、ｚの位置と、θx

、θy、θzの方向とを見つけることである。角度θx、θy、θzは、軸Ｘ、Ｙ、Ｚのそれ
ぞれに対する物体４の方向を示す。
【００２９】
　システム２は、磁場発生源１０を備えている。基準座標系６における磁場発生源１０の
位置は既知である。例えば、磁場発生源１０は、この基準座標系６に固定される。この場
合、磁場発生源１０は、Ｚ軸に平行な軸１２（図２）に沿って磁場を発生させる単軸磁場
発生源である。例えば、磁場発生源１０は、軸１２の回りに巻回された単コイル１４（図
２）からなっている。この単コイル１４は、巻回軸上の点ＯSの両側に対称に分離される
２つの同一の巻線グループに分割されている。各巻線グループは、巻回軸に沿って同一の
向きに巻かれている。従って、この磁場発生源１０の最大寸法Ｌは、単コイル１４の長さ
と等しい。例えば、寸法Ｌは、１５ｍｍである。
【００３０】
　磁場発生源１０から、長さ２Ｌよりも遠く、好ましくは長さ３Ｌまたは４Ｌよりも遠く
離れた地点において、磁場発生源１０により生成される磁場は、点ＯSと一致する磁場点
源により発生されたものと見なすことができる。点ＯSは、磁場発生源１０の中心である
。
【００３１】
　また、システム２は、磁場発生源１０に対する位置が既知であるセンサ２０を備えてい
る。例えば、センサ２０の位置は、固定されている。一般的には、この目的のため、磁場
発生源１０およびセンサ２０は、同一の剛体の基板に固定されて連結されている。
【００３２】
　磁場発生源１０とセンサ２０との距離は、センサ２０の地点において、磁場発生源１０
により発生される磁場が、双極子磁場発生源によって発生されるものと見なすことができ
るように、距離２Ｌよりも遠く、好ましくは距離３Ｌまたは４Ｌよりも遠い。
【００３３】
　センサ２０は、例えば、図３においてより詳細に示す３軸センサである。このセンサ２
０は、３つの同一線上にない測定軸２４～２６に沿って受ける磁場を測定する。この場合
、これらの測定軸２４～２６は、互いに直交している。この目的を達成するため、センサ
２０には、例えば、３つの単軸変換器２８～３０が組み込まれている。これらの各変換器
２８～３０は、磁場に対する感度が最大となる測定方向を有する。この場合、変換器２８
～３０の測定方向は、測定軸２４～２６とそれぞれ一致している。
【００３４】
　例えば、変換器２８～３０は、測定軸２４～２６の回りにそれぞれ巻回されたコイルで
ある。
【００３５】
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　図示するように、図２を参照した説明と同様にして、各変換器２８～３０は、測定軸２
４～２６の交点に対応する点ＯC1の両側に対称に分離される２つの同一の巻線グループに
分割されている。従って、センサ２０によって測定される磁場は、点ＯC1に存在する磁場
である。点ＯC1は、センサ２０の中心である。
【００３６】
　また、システム２は、物体４に固定される自由度のない他の磁場センサ４０を備えてい
る。このセンサ４０は、例えば、測定軸が物体４に連結される３軸センサである。このセ
ンサ４０は、センサ２０と同一である。
【００３７】
　センサ２０、４０および磁場発生源１０は、処理ユニット４２に接続されている。この
処理ユニット４２は、センサ２０および４０により測定された測定値を取得し、また、磁
場を発生させるために磁場発生源１０に電力を供給する。一般的には、処理ユニット４２
は、磁場を発生させるための交流電流を磁場発生源１０に供給する。
【００３８】
　より詳細には、各センサ２０、４０の測定軸上において、処理ユニット４２は、発生さ
れる磁場が有する直交位相および同相の磁場の成分の振幅を測定する。この目的を達成す
るために、処理ユニット４２は、同期式検出器としてある。このような同期式検出器の一
例は、米国特許第６５２８９８９号明細書の図１６に示されている。従って、ここでは、
処理ユニット４２についての詳細な説明は行わない。
【００３９】
　処理ユニット４２は、基準座標系６における物体４の位置を特定するためのモジュール
４４に接続されている。一般的には、このモジュール４４は、連立方程式を解くことによ
り、物体４の位置および方向を決定する。この連立方程式は、磁気外乱物の存在を考慮し
ないで、単軸磁場発生源と、センサを構成する異なる複数の単軸変換器との間の磁気相互
作用をモデル化することにより得られる。この連立方程式において、物体４の位置ｘ、ｙ
、ｚおよび方向θx、θy、θzは、未知であり、一方、他のパラメータの値は、センサ４
０による測定値から得られる。連立方程式に関するさらなる情報は、例えば、ヨーロッパ
特許公開第１５０２５４４号明細書から得ることができる。
【００４０】
　この連立方程式は、カルマンフィルタの形式で示されていることが好ましい。
【００４１】
　この実施形態において、モジュール４４は、磁場の測定値のための補償器４６を備えて
いる。この補償器４６は、磁気外乱物によって生じるこれらの測定値の外乱の結果を小さ
くするために、磁場の測定値を補正する。次いで、このようにして補償された測定値は、
物体４の位置を特定するために用いられる。
【００４２】
　例えば、処理ユニット４２は、電子基板の構成をとり、一方、モジュール４４は、ソフ
トウエアモジュールの構成をとっている。従って、システム２は、処理ユニット４２が組
み込まれ、情報記録媒体に記録される命令を実行可能なプログラム可能な電子コンピュー
タ４８を備えている。コンピュータ４８には、コンピュータ４８により実行されるときに
、図４の方法を実行するための命令を保持するメモリ５０が接続されている。また、コン
ピュータ４８には、マンマシンインタフェース５２が接続されている。例えば、マンマシ
ンインタフェース５２は、基準座標系６における物体４の位置を示すモニタを備えている
。
【００４３】
　磁場発生源１０、センサ２０および補償器４６は、測定を行うセンサ４０のための補償
装置を構成している。
【００４４】
　最後に、図１には、外乱物５４が示されている。この外乱物５４は、磁場発生源１０に
対して固定されている。この実施形態では、外乱物５４は、水平面、すなわち、基準座標
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系６のＸ軸およびＹ軸によって定義される平面と平行な面を有する。より詳細には、ここ
での外乱物５４は、長さＬxおよび幅ｌyを有する長方形の構成をとっている。これらの寸
法Ｌxおよびｌyは、磁場発生源１０とセンサ４０との距離ｒS2が、寸法Ｌxまたはｌyの最
小値の１／４よりも小さくなるように、十分に大きい。このように、外乱物５４は、セン
サ４０および２０により測定される測定値に対して、無限平面と見なされる。
【００４５】
　さらに、この第１実施形態において、外乱物５４は、非常に高い導電性、すなわち、１
０Ｓ／ｍよりも大きい導電率、好ましくは、４０～５０Ｓ／ｍよりも大きい導電率を有す
ると仮定される。例えば、外乱物５４は、アルミニウム板である。この場合、この外乱物
５４は、手術台である。
【００４６】
　次に、図４の方法を参照して、システム２の動作を説明する。
【００４７】
　この方法は、較正段階６０から開始される。この較正段階６０において、より具体的に
は、ステップ６２において、磁場発生源１０は、磁場を発生させ、センサ２０は、この磁
場を測定する。
【００４８】
　次いで、これらの測定値は、処理ユニット４２により取得され、補償器４６に送信され
る。次に、補償器４６は、外乱物５４に対する磁場発生源１０の像６６の位置および磁気
モーメントを決定するため、ステップ６４に進む。
【００４９】
　単軸の磁場発生源１０の像６６は、磁気外乱物５４の反対側に配置される仮想磁場の理
論的な磁場発生源である。外乱物５４の面に垂直な仮想磁場の成分は、この面を通過して
保持される。「保持」の用語は、垂直成分が交差する面の両側で同一であるという意味で
ある。さらに、像６６の位置および磁気モーメントの強度は、以下の関係式を最小にする
。
　　　Ｂme－（ＢS＋ＢI）
式中、
　Ｂmeは、外乱物５４が存在する場合において、センサ２０により測定される磁場、
　ＢSは、外乱物５４が存在しない場合において、センサ２０により測定可能な磁場発生
源１０から発生される磁場、
　ＢIは、外乱物５４が存在しない場合において、センサ２０により測定される像６６か
ら発生される仮想磁場である。
【００５０】
　このステップ６４では、電磁気学の方程式を用いて、像６６の位置および磁気モーメン
トＭIが決定される。ここでまた、計算を簡単にするため、本発明では、双極子近似を用
いる。このように、外乱物５４が存在しない場合において、磁場発生源１０および像６６
により発生され、センサ２０により測定される磁場は、以下の関係式から得られる。
【数４】

式中、
　ベクトルＢ_mo1は、外乱物５４が存在しない場合において、センサ２０により測定され
る磁場発生源１０およびその像６６から発生される磁場、
　μ0は、真空透磁率、
　ベクトルＭSは、磁場発生源１０の磁気モーメント、
　ベクトルｒS1は、磁場発生源１０の中心ＯSとセンサ２０の中心ＯC1との距離、
　ベクトルＭIは、像６６の磁気モーメント、
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　ベクトルｒI1は、像６６の中心とセンサ２０の中心との距離である。
【００５１】
　距離ベクトルｒI1は、基準座標系６における像６６の座標ｘI、ｙI、ｚIの関数である
。磁気モーメントベクトルＭSは、外乱物５４の本質的に広がる平面と直交している。こ
の特別な場合、電磁気学の像理論によれば、磁気モーメントベクトルＭIは、必然的に磁
気モーメントベクトルＭSに平行である。また、このような仮定は、磁気モーメントベク
トルＭSが、外乱物５４の本質的に広がる平面と平行であるときにも真である。この像理
論におけるさらなる情報は、以下の論文から得ることができる。
－「ソマーフィールド半空間問題のための精密像理論、第１部：垂直磁気双極子」、アイ
．リンデル、アンテナおよび伝播におけるＩＥＥＥ会報、Ｖｏｌ．ＡＰ－３２、No.２、
１９８４年２月（"Exact Image Theory for the Sommerfield Half-Space Problem, part
 I: Vertical Magnetic Dipole", I. Lindell, IEEE Transactions on Antennas and Pro
pagation, Vol. AP-32, NO.2, February 1984）
－「ソマーフィールド半空間問題のための精密像理論、第１１１部：一般式」、アイ．リ
ンデル、アンテナおよび伝播におけるＩＥＥＥ会報、Ｖｏｌ．ＡＰ－３２、No.１０、１
９８４年１０月（"Exact Image Theory for the Sommerfield Half-Space Problem, part
 111: General Formulation能och, I. Lindell, IEEE Transactions on Antennas and Pr
opagation, Vol. AP-32, NO.10, October 1984）
【００５２】
　従って、関係式（１）は、４つの未知数、すなわち、磁気モーメントＭIの振幅に加え
て、ｘI、ｙI、ｚIを有する。さらに、ベクトル形式で表現される関係式は、３つの方程
式に対応している。このように、像６６の磁気モーメントＭIおよび位置を決定できるた
めには、さらなる制約条件を規定しなければならない。図１に示す特別な場合、外乱物５
４の寸法が、磁場発生源１０とセンサ２０との距離ｒS1、および、磁場発生源１０とセン
サ４０との距離ｒS2よりも十分に大きければ、外乱物５４は、無限大の大きさの導電性平
面と仮定される。このように、電磁気学の像理論によれば、像６６とこの無限大の大きさ
の平面との距離は、磁場発生源１０とこの同一の平面との距離と等しい。従って、我々は
、３つの方程式と３つの未知数からなる連立方程式が得られる。この連立方程式は、以下
の判定基準を最小にする像６６の位置および磁気モーメントを決定することにより解くこ
とができる。
【数５】

式中、
　ベクトルＢ_me1は、センサ２０により測定された磁場、
　ベクトルＢ_mo1は、関係式（１）で定義されるように、磁場発生源１０およびその像６
６により発生される磁場である。
【００５３】
　判定基準（２）を最小にする最適解の探索は、例えば、ソフトウエアアプリケーション
であるマトラボ（Ｍａｔｌａｂ（ＲＭ））のような公知の最適化ルーチンにより行われる
。
【００５４】
　像６６の位置および磁気モーメントが決定されると、本発明では、基準座標系６におけ
る物体４の位置を特定するための段階７０に進む。
【００５５】
　この段階７０は、磁場発生源１０が磁場を発生させ、センサ４０がこの発生された磁場
を測定するステップ７２において開始される。センサ４０の測定値は、処理ユニット４２
により取得され、モジュール４４および補償器４６に送信される。
【００５６】
　次いで、ステップ７４において、補償器４６により補償された測定値から、物体４の位
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置が決定される。この場合、補償された測定値は、センサ４０により測定された磁場から
、像６６により発生された磁場を差し引いた値に対応する。
【００５７】
　この実施形態において、基準座標系６における物体４の位置が未知であるため、物体４
の位置の特定、およびセンサ４０の測定値の補償が同時に行われる。
【００５８】
　この目的を達成するため、ステップ７４では、以下の判定基準を最小にするセンサ４０
の位置が決定される。
【数６】

式中、
　ベクトルＢ_me2は、センサ４０により測定される磁場、
　ベクトルＢ_mo2は、外乱物５４が存在しない場合において、センサ４０および像６６に
より発生される磁場である。
【００５９】
　電磁気学の方程式によれば、双極子近似を用いて、磁場ベクトルＢ_mo2は、以下の関係
式から与えられる。
【数７】

式中、
　ｒS2は、磁場発生源１０の中心とセンサ４０の中心との距離、
　ｒI2は、像６６の中心とセンサ４０との距離である。
【００６０】
　これらの異なる距離は、図１に示してある。
【００６１】
　関係式（４）の第２項は、像６６により発生され、センサ４０により測定可能な磁場に
対応する。この第２項は、物体４の位置を特定するために用いられる磁場の厳密に補償さ
れた測定値とするため、判定基準（３）における磁場ベクトルＢ_me2の測定値から差し引
かれる。
【００６２】
　ステップ７４において、連立方程式の未知数は、距離ｒS2およびｒI2である。この連立
方程式が解かれると、物体４の位置が求められる。
【００６３】
　必要に応じて、段階７０の後、ステップ７８において、センサ４０により測定された磁
場の補償された測定値は、像６６により同時に発生された磁場の値である磁場ベクトルＢ
_me2から差し引いて表すことができる。
【００６４】
　図５は、物体４の位置を特定するためのシステム９０を示し、このシステム９０は、磁
場外乱物を無限大の導電平面と見なせない場合に用いることができる。例えば、この第２
実施形態では、外乱物５４は、高い導電性を有しておらず、または、上部平面の寸法が無
限大の導電平面と見なすには十分に大きくない外乱物９２に置き換えられる。例えば、図
５に示されている外乱物９２は、無限平面と見なすには小さすぎる。結局、この場合には
、連立方程式の未知数の数は、方程式の数よりも多い。従って、ステップ６４において、
センサ２０の測定値だけでは、磁場発生源１０の像６６の位置を精密に測定することはで
きない。この問題を解決するために、システム９０は、磁場発生源１０に対する位置が既
知であるセンサ９４を追加する。これ以外は、システム２と同一である。例えば、このセ
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ンサ９４は、磁場発生源１０に対して固定される。
【００６５】
　このシステム９０の動作は、ステップ６４において、像６６の位置および磁気モーメン
トを、センサ２０および９４の測定値から決定すること以外は、システム２の動作と同一
である。この目的を達成するため、例えば、外乱物９２が存在しない場合において、磁場
発生源１０およびその像６６により発生される磁場は、以下の方程式によりモデル化され
る。
【数８】

【数９】

式中、
　ベクトルＢ_mo11は、外乱物９２が存在しない場合において、センサ２０により測定さ
れる磁場発生源１０および像６６から発生される磁場、
　ベクトルＢ_mo12は、外乱物９２が存在しない場合において、センサ９４により測定さ
れる磁場発生源１０および像６６から発生される磁場、
　ベクトルｒS11およびｒS12は、磁場発生源１０とセンサ２０の距離、および、磁場発生
源１０とセンサ９４の距離、
　ベクトルｒI11およびｒI12は、像６６とセンサ２０の距離、および、像６６とセンサ９
４の距離である。
【００６６】
　次いで、像６６の位置および磁気モーメントベクトルＭIは、以下の判定基準を最小に
するように決定される。

【数１０】

【数１１】

式中、
　ベクトルＢ_me11およびベクトルＢ_me12は、センサ２０および９４によりそれぞれ測定
される磁場の測定値である。
【００６７】
　解かれる連立方程式は、６つの方程式と６つの未知数とを有する。従って、上記の判定
基準（７）および（８）を最小にする像６６の位置を正確に決定することが可能である。
【００６８】
　このステップが終了すると、図４を参照して正確に説明するように、基準座標系６にお
ける物体４の位置を特定するための段階となる。
【００６９】
　図６は、物体４の位置を特定するためのシステム１００を示し、このシステム１００は
、特に、高い導電性および透過性を同時に有する磁気外乱物１０２により測定値が乱され
る場合に適用される。例えば、この場合、外乱物１０２は、磁気ステンレス鋼の板である
。この板の寸法は、例えば、図１を参照して説明した外乱物５４と同一である。
【００７０】
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　この場合における測定値の補償を改善するため、磁場発生源１０の２つの像が設定され
る。先ず第１に、以下に「導電像」と言う像１０４は、外乱物１０２を、同一寸法で正確
に同一の導電率を有する材料からなるが、非透過性である外乱物に置き換える場合に対応
する。「非透過性」の用語は、比透磁率が１であることを意味している。
【００７１】
　また、以下に「磁気像」と言う磁場発生源１０の他の像１０６が設定される。この像１
０６は、外乱物１０２を、正確に同一寸法で同一の透過率を有する材料からなるが、非導
電性である外乱物に置き換える場合に対応している。
【００７２】
　図６を単純化するため、像１０４および１０６は、一方を他方の上に表す。
【００７３】
　システム１００は、像１０４および１０６の位置および磁気モーメントを計算するため
に必要とされる命令を除き、システム９０と同一である。この目的を達成するため、シス
テム１００は、高い導電性および非透過性を有する外乱物１０２が、本質的には、磁場の
直交位相の測定値を乱すという事実を利用する。反対に、透過性および非導電性を有する
外乱物は、本質的には、磁場の同相の測定値を乱す。
【００７４】
　従って、システム１００の動作は、ステップ６４において、像１０４および１０６の位
置および磁気モーメントが、以下の関係式により決定されることを除き、図４を参照して
説明したものと同一である。
【数１２】

【数１３】

【数１４】

【数１５】

式中、
　ベクトルＢ_mo11_Ｑは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ２０により測
定される磁場発生源１０および像１０４から発生される磁場の直交位相磁場、
　ベクトルＢ_mo11_Ｉは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ２０により測
定される磁場発生源１０および像１０６から発生される磁場の同相磁場、
　ベクトルＢ_mo12_Ｑは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ９４により測
定される磁場発生源１０および像１０４から発生される磁場の直交位相磁場、
　ベクトルＢ_mo12_Ｉは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ９４により測
定される磁場発生源１０および像１０６から発生される磁場の同相磁場、
　ベクトルｒS11、ベクトルｒI111およびベクトルｒI112は、センサ２０と磁場発生源１
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０の距離、センサ２０と像１０４の距離、および、センサ２０と像１０６の距離、
　ベクトルＭI1およびベクトルＭI2は、像１０４および１０６の磁気モーメント、
　ベクトルｒS12、ベクトルｒI121およびベクトルｒI122は、センサ９４と磁場発生源１
０の距離、センサ９４と像１０４の距離、および、センサ９４と像１０６の距離である。
【００７５】
　ステップ６４において、像１０４および１０６の位置および磁気モーメントは、以下の
判定基準を最小にする探索により決定される。
【数１６】

【数１７】

【数１８】

【数１９】

式中、
　ベクトルＢ_me11_QおよびベクトルＢ_me11_Ｉは、外乱物１０２が存在する場合におい
て、磁場発生源１０により発生される磁場の直交位相および同相のセンサ２０により測定
される測定値、
　ベクトルＢ_me12_QおよびベクトルＢ_me12_Ｉは、外乱物１０２が存在する場合におい
て、磁場発生源１０により発生される磁場の直交位相および同相のセンサ９４により測定
される測定値である。
【００７６】
　従って、上記の方程式は、像１０４および１０６の位置および磁気モーメントを正確に
決定しうる１２の方程式、および８つの未知数を有する連立方程式に対応している。
【００７７】
　次いで、位置を特定する段階、より詳細には、ステップ７４において、物体４の位置は
、関係式（１７）により決定される。

【数２０】

式中、
　ベクトルＢ_mo2は、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ４０により測定さ
れる磁場発生源１０および像１０４、１０６から発生される磁場、
　ベクトルｒS2、ベクトルｒI21およびベクトルｒI22は、センサ４０と磁場発生源１０の
距離、センサ４０と像１０４の距離、および、センサ４０と像１０６の距離である。
【００７８】
　次いで、センサ４０の位置は、ステップ７４において、以下の判定基準の最小値を見い
だすことにより測定される。
【数２１】

ここで、ベクトルＢ_me2は、外乱物１０２が存在する場合において、センサ４０により測
定される磁場である。
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【００７９】
　この判定基準（１８）は、３つの方程式、および３つの未知数、すなわち、距離ｒS2、
ｒI21およびｒI22を有する連立方程式に対応している。この関係式の最小値は、基準座標
系６におけるセンサ４０の位置を与える。
【００８０】
　図７は、物体４の位置を特定するための他のシステム１１０を示す。このシステム１１
０は、本質的には、像理論において用いられる形状から、より隔たった形状を有する磁気
特性の磁気外乱物１１２により、磁場の測定値が乱される場合に適用される。この場合、
システム１１０は、外乱物１１２に対する磁場発生源１０の複数の像が設定される命令を
有する。例えば、ここでは、磁場発生源１０の２つの像１１４および１１６が用いられる
。この目的を達成するため、システム１１０は、像１１４および１１６の位置、および磁
気モーメントを決定する命令を有することを除き、システム９０と同一である。
【００８１】
　より詳細には、システム１１０の動作は、ステップ６４および７４が、第１に、像１１
４および１１６の位置および磁気モーメントを決定するのに適合し、第２に、センサ４０
の測定値を補償するため、これらの像１１４および１１６により発生される磁場を用いる
のに適合されることを除き、システム９０の動作と同一である。
【００８２】
　例えば、ステップ６４では、以下の関係式が用いられる。
【数２２】

【数２３】

式中、
　ベクトルＢ_mo11は、磁場発生源１０および像１１４により発生され、センサ２０によ
り測定可能な磁場、
　ベクトルＢ_mo12は、外乱物１１２が存在しない場合において、磁場発生源１０および
像１１６により発生され、センサ２０により測定可能な磁場、
　ベクトルｒS11およびベクトルｒI111は、センサ２０と磁場発生源１０の距離、および
、センサ２０と像１１４の距離、
　ベクトルｒS12およびベクトルｒI122は、センサ９４と磁場発生源１０の距離、および
、センサ９４と像１１６の距離、
　ベクトルＭI1およびベクトルＭI2は、像１１４および１１６の磁気モーメントである。
【００８３】
　次いで、像１１４および１１６の位置および磁気モーメントは、以下の判定基準の最適
値を見つけることで決定される。
【数２４】

【数２５】

式中、
　ベクトルＢ_me11およびベクトルＢ_me12は、センサ２０および９４によって測定される
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磁場発生源１０から発生される磁場の測定値である。
【００８４】
　これらの判定基準（２１）および（２２）は、６つの方程式および８つの未知数を有す
る連立方程式に対応している。このように、最小値を見いだすため、像１１４および１１
６の位置または磁気モーメントに２つの付加的制約条件が導入される。これらの付加的制
約条件は、電磁気学の像理論から導き出される。例えば、この場合、外乱物１１２の導電
率σおよび透過率μrが既知であると仮定する。このように、磁気モーメントベクトルＭI

1およびＭI2は、以下の関係式から計算することができる。
【数２６】

ここで、Ｍiは、像１１４または１１６の磁気モーメントである。
【００８５】
　次いで、ステップ７４において、次の方程式（２３）により、センサ４０の位置が決定
される。

【数２７】

式中、
　ｒS2、ｒI21およびｒI22は、センサ４０と磁場発生源１０の距離、センサ４０と像１１
４の距離、および、センサ４０と像１１６の距離、
　Ｂ_mo2は、磁気外乱物１１２が存在していない場合において、磁場発生源１０および像
１１４により発生され、センサ４０により測定可能な磁場である。
【００８６】
　次いで、センサ４０の位置は、次の判定基準の最小値を見いだすことにより決定される
。
【数２８】

ここで、ベクトルＢ_me2は、外乱物１１２が存在する場合において、センサ４０により測
定される磁場である。
【００８７】
　上記の判定基準は、基準座標系６におけるセンサ４０の位置を得ることのできる３つの
方程式と３つの未知数を有する連立方程式に対応している。
【００８８】
　多数の他の実施形態が可能である。例えば、磁場発生源１０は、基準座標系６に固定さ
れている必要はない。変形例として、磁場発生源１０は、基準座標系６に対し、公知の方
法で移動させることができる。
【００８９】
　センサ２０および４０に対しても、２つの別個のものであれば、同様にして固定されて
いる必要はない。例えば、変形例として、センサ２０は、較正段階において、既知の所定
位置に配置され、次いで、物体４の位置を特定する段階において、物体４に固定される。
【００９０】
　センサの数、および／またはこれらのセンサの測定軸の数は、変更することができる。
全ての場合において、この数は、磁場発生源１０の少なくとも１つの像の位置および磁気
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モーメントを正確に決定し、物体４の位置を特定することが可能な十分な数でなければな
らない。
【００９１】
　磁場発生源１０の像の位置を決定するため、電磁気学の像理論から導かれる他の制約条
件が、用いられるセンサの数、またはセンサの軸の数を制限するために用いることができ
る。例えば、外乱物の導電率σおよび透過率μrが既知の場合、以下の関係式を用いるこ
とができる。
【数２９】

ここで、Ｍiは、像の磁気モーメントである。
【００９２】
　外乱物が一意的に透過性または導電性であれば、外乱物の平面に交差する磁場の垂直成
分の保存則は、像の磁場発生源のモーメントの方向を決定することができる。
【００９３】
　磁場発生源１０またはセンサの軸の数は、変更することができる。しかしながら、この
軸の数は、物体４の位置を特定する場合と同様に、像の位置および磁気モーメントを決定
できるために十分な数がなければならない。
【００９４】
　ここで、特に、測定値を補償して位置を特定するシステムは、磁気外乱物が存在しない
場合において測定される磁場が、電磁気学の方程式によって計算される場合として説明さ
れている。しかしながら、他の変形例では、この磁場を測定することができる。この目的
を達成するため、磁場発生源１０の磁場は、磁気外乱物が存在しない場合において、セン
サ２０および／または９４によって測定される。次いで、この磁気外乱物に対する磁場発
生源１０の像の位置および磁気モーメントが、この像により生成される磁場が以下の関係
式を最小にするように計算される。
【数３０】

式中、
　ベクトルＢmeおよびベクトルＢSは、磁気外乱物が存在する場合および存在しない場合
において測定される磁場、
　ベクトルＢiは、位置および磁気モーメントが決定されていなければならない磁場発生
源１０の像により発生される磁場である。
【００９５】
　システム１００は、
－高い導電性および非透過性の外乱物は、本質的に磁場の直交位相における測定値を乱し
、
－透過性および非導電性の外乱物は、本質的に磁場の同相における測定値を乱す、
という理論を利用する。
【００９６】
　現実的には、この理論は完全ではないことがわかる。この場合、補償を改善するため、
磁場の有効係数に焦点を合わせることができる。磁場の有効係数Ａは、以下の関係式によ
り定義される。
【数３１】

式中、
　Ａは、測定される磁場の有効係数、
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　Ｉは、磁場発生源１０により発生される磁場を同相で測定した磁場の振幅、
　Ｑは、磁場発生源１０により発生される磁場を直交位相で測定した磁場の振幅である。
【００９７】
　この場合、システム１００の動作は、ステップ６４において、例えば、以下の関係式に
より有効係数Ａ_mo11およびＡ_mo12が計算されることを除き、図６を参照して説明したも
のと同一である。
【数３２】

【数３３】

式中、
　Ａ_mo11およびＡ_mo12は、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ２０および
９４により測定される磁場発生源１０および像１０４、１０６から発生される磁場の有効
係数、
　Ｂ_mo11_ＱおよびＢ_mo12_Ｑは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ２０
により測定される磁場発生源１０および像１０４、１０６から発生される直交位相の磁場
の振幅、
　Ｂ_mo11_Ｉおよびは、外乱物１０２が存在しない場合において、センサ９４により測定
される磁場発生源１０および像１０４、１０６から発生される同相の磁場の振幅である。
【００９８】
　例えば、振幅Ｂ_mo11_Ｑ、Ｂ_mo11_Ｉ、Ｂ_mo12_ＱおよびＢ_mo12_Ｉは、上述した関係
式（９）～（１２）から決定される。
【００９９】
　次いで、像１０４および１０６の位置は、以下の判定基準を最小にすることで決定され
る。
【数３４】

【数３５】

式中、Ａ_me11およびＡ_me12は、センサ２０および９４により測定される磁場の有効係数
である。
【０１００】
　方程式の数を増やし、像１０４および１０６の位置および磁気モーメントをより正確に
決定することを可能とするため、以下の２つの関係式を用いることができる。

【数３６】

【数３７】

【０１０１】
　外乱物１０２の導電率σおよび透過率μrは、既知であってもよく、未知であってもよ
い。未知である場合、それらは決定される。
【０１０２】
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　また、有効係数は、磁場発生源１０の単一の像の位置および磁気モーメントを決定する
ために用いられる。この場合、上記の関係式は、単純化される。
【０１０３】
　１つ以上の像の位置を決定する磁場の有効係数を用いる必要がなく、磁気外乱物が導電
性で非透過性である場合には、この磁場の有効振幅の代わりに、磁場の直交位相の測定値
だけを用いることができる。反対に、磁気外乱物が単に透過性であり非導電性である場合
には、この磁場の有効振幅の代わりに、磁場の同相の測定値だけを用いることができる。
【０１０４】
　ここでは、補償された測定値が物体の位置を正確に特定するために用いられる特定の場
合における測定値の補償について説明した。しかしながら、変形例として、この補償方法
を、他の応用に用いることができる。例えば、上記補正方法は、位置が既知であるセンサ
の測定値を補償するために用いることができる。この場合、ステップ７４において、磁気
モーメントＭSおよびＭiが未知の量であり、プローブとセンサの前記プローブの像との間
の異なる距離が既知である。
【符号の説明】
【０１０５】
２、９０、１００、１１０　システム
４　物体
６　基準座標系
８　人体
１０　磁場発生源
１２、２４～２６　軸（測定軸）
１４　単コイル
２０、４０、９４　センサ
２８～３０　変換器
５４、９２、１０２、１１２　磁気外乱物
６６、１０４、１０６　像
４２　処理ユニット
４４　モジュール
４６　補償器
４８　コンピュータ
５０　メモリ
５２　マンマシンインタフェース
６０　較正段階
６２、６４、７２、７４、７８　ステップ
７０　段階
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