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(57)【要約】
【課題】電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応
する電磁界ベクトルが３次元的に把握されることを実現
する。
【解決手段】電磁界ベクトル表示装置１０００は、電磁
界センサ１０により取得された電磁界情報を用いて電磁
界の強度を算出し、算出された該電磁界の強度を用いて
電磁界ベクトルを算出する電磁界ベクトル算出部２２０
と、電磁界センサ１０と一体化された表示装置１１０と
を備える。表示装置１１０は、算出された電磁界ベクト
ルを３次元的に示す画像を表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電磁界の強度を算出するための電磁界情報を取得するための電磁界センサと、
前記電磁界センサにより取得された前記電磁界情報を用いて電磁界の強度を算出し、算
出された該電磁界の強度を用いて電磁界ベクトルを算出する電磁界ベクトル算出部と、
前記電磁界センサと一体化された表示装置とを備え、
前記表示装置は、算出された前記電磁界ベクトルを３次元的に示す画像を表示する
電磁界ベクトル表示装置。
【請求項２】
算出された前記電磁界の強度は、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸の各々が互いに直交する３次元
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座標系のｘ軸方向の電磁界の強度と、前記３次元座標系のｙ軸方向の電磁界の強度と、前
記３次元座標系のｚ軸方向の電磁界の強度とを含む
請求項１に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【請求項３】
前記電磁界ベクトル算出部は、前記ｘ軸方向の電磁界の強度と、前記ｙ軸方向の電磁界
の強度と、前記ｚ軸方向の電磁界の強度とを用いて、前記３次元座標系における前記電磁
界ベクトルを算出する
請求項２に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【請求項４】
前記表示装置は、画像を表示する表示面を有するｎ（２以上の整数）個の表示部を有し
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、
前記ｎ個の表示部にそれぞれ対応するｎ個の前記表示面は、それぞれ、ｎ個の仮想平面
に対応し、
前記ｎ個の仮想平面の各々は、前記３次元座標系において仮想的に存在する平面であり
、
前記電磁界ベクトル算出部は、さらに、算出された前記電磁界ベクトルである算出電磁
界ベクトルを、前記ｎ個の仮想平面の各々に投影させることにより、該ｎ個の仮想平面に
それぞれ投影されたｎ個の前記算出電磁界ベクトルの各々を投影電磁界ベクトルとして算
出し、
前記ｎ個の表示部は、それぞれ、ｎ個のベクトル画像を、対応する表示面に表示し、
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前記ｎ個のベクトル画像は、それぞれ、ｎ個の前記投影電磁界ベクトルを示す
請求項３に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【請求項５】
前記表示面の形状は、平面状である
請求項４に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【請求項６】
前記電磁界ベクトル表示装置は、さらに、ｎ個の平面を有する多面体を備え、
前記ｎ（２以上の整数）個の表示部は、それぞれ、前記ｎ個の平面に設けられる
請求項４または５に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【請求項７】
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前記電磁界センサは、前記電磁界情報を随時取得し、
前記電磁界ベクトル算出部は、所定時間経過毎に、前記電磁界センサにより取得された
最新の前記電磁界情報を用いて電磁界の強度を算出し、算出された最新の該電磁界の強度
を用いて電磁界ベクトルを算出し、
前記表示装置は、前記所定時間経過毎に、算出された最新の前記電磁界ベクトルを３次
元的に示す画像を表示する
請求項１に記載の電磁界ベクトル表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、電磁界ベクトルを表示する電磁界ベクトル表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
電子機器等から漏洩する電磁界ノイズに効果的に対処するためには、当該電磁界ノイズ
の発生源（以下、ノイズ発生源ともいう）を特定することが重要である。電磁界ノイズは
、ノイズ発生源からの距離および方位に応じて、電磁界ノイズの強度（大きさ）及び向き
（ベクトル）が変化する。そのため、機器周辺で電磁界ノイズベクトル（電磁界ベクトル
）を計測すれば、ノイズ発生源を探る上できわめて有用な情報が得られる。
【０００３】
特許文献１では、電磁界センサを用いて得られた電磁界ベクトルを、矢印で表示する技
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術（以下、従来技術Ａという）が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０９／０２８１８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、従来技術Ａでは、電磁界センサと、電磁界ベクトルに対応する矢印を表
示する装置とは、物理的に離れている。そのため、電磁界センサを持つ測定者は、電磁界
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が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルを３次元的に把握することは
できない。
【０００６】
本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、電磁界
が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルが３次元的に把握されること
を実現する電磁界ベクトル表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上述の課題を解決するために、本発明の一態様に係る電磁界ベクトル表示装置は、電磁
界の強度を算出するための電磁界情報を取得するための電磁界センサと、前記電磁界セン
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サにより取得された前記電磁界情報を用いて電磁界の強度を算出し、算出された該電磁界
の強度を用いて電磁界ベクトルを算出する電磁界ベクトル算出部と、前記電磁界センサと
一体化された表示装置とを備え、前記表示装置は、算出された前記電磁界ベクトルを３次
元的に示す画像を表示する。
【０００８】
すなわち、電磁界ベクトル表示装置は、前記電磁界センサにより取得された前記電磁界
情報を用いて電磁界の強度を算出し、算出された該電磁界の強度を用いて電磁界ベクトル
を算出する電磁界ベクトル算出部と、前記電磁界センサと一体化された表示装置とを備え
る。前記表示装置は、算出された前記電磁界ベクトルを３次元的に示す画像を表示する。
【０００９】
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これにより、測定者が、表示装置が表示する電磁界ベクトルを３次元的に示す画像を見
ることにより、電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルを３次
元的に把握することができる。すなわち、電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応
する電磁界ベクトルが３次元的に把握されることを実現することができる。
【００１０】
また、好ましくは、算出された前記電磁界の強度は、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸の各々が互
いに直交する３次元座標系のｘ軸方向の電磁界の強度と、前記３次元座標系のｙ軸方向の
電磁界の強度と、前記３次元座標系のｚ軸方向の電磁界の強度とを含む。
【００１１】
また、好ましくは、前記電磁界ベクトル算出部は、前記ｘ軸方向の電磁界の強度と、前
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記ｙ軸方向の電磁界の強度と、前記ｚ軸方向の電磁界の強度とを用いて、前記３次元座標
系における前記電磁界ベクトルを算出する。
【００１２】
また、好ましくは、前記表示装置は、画像を表示する表示面を有するｎ（２以上の整数
）個の表示部を有し、前記ｎ個の表示部にそれぞれ対応するｎ個の前記表示面は、それぞ
れ、ｎ個の仮想平面に対応し、前記ｎ個の仮想平面の各々は、前記３次元座標系において
仮想的に存在する平面であり、前記電磁界ベクトル算出部は、さらに、算出された前記電
磁界ベクトルである算出電磁界ベクトルを、前記ｎ個の仮想平面の各々に投影させること
により、該ｎ個の仮想平面にそれぞれ投影されたｎ個の前記算出電磁界ベクトルの各々を
投影電磁界ベクトルとして算出し、前記ｎ個の表示部は、それぞれ、ｎ個のベクトル画像
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を、対応する表示面に表示し、前記ｎ個のベクトル画像は、それぞれ、ｎ個の前記投影電
磁界ベクトルを示す。
【００１３】
また、好ましくは、前記表示面の形状は、平面状である。
また、好ましくは、前記電磁界ベクトル表示装置は、さらに、ｎ個の平面を有する多面
体を備え、前記ｎ（２以上の整数）個の表示部は、それぞれ、前記ｎ個の平面に設けられ
る。
【００１４】
また、好ましくは、前記電磁界センサは、前記電磁界情報を随時取得し、前記電磁界ベ
クトル算出部は、所定時間経過毎に、前記電磁界センサにより取得された最新の前記電磁
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界情報を用いて電磁界の強度を算出し、算出された最新の該電磁界の強度を用いて電磁界
ベクトルを算出し、前記表示装置は、前記所定時間経過毎に、算出された最新の前記電磁
界ベクトルを３次元的に示す画像を表示する。
【００１５】
これにより、測定者は、表示装置が表示する画像をみることにより、電磁界が測定され
た場所において、リアルタイムに変化する電磁界ベクトルを３次元的に把握することがで
きる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明により、電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルが３
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次元的に把握されることを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施の形態に係る電磁界ベクトル表示装置の外観図である。
【図２】電磁界ベクトル表示装置の構成を示すブロック図である。
【図３】３次元座標系を示す図である。
【図４】センサ付表示装置の概観を示す斜視図である。
【図５】電磁界センサの概観を示す斜視図である。
【図６】表示装置と電磁界センサとが一体化されたセンサ付表示装置の構成の一例を示す
図である。
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【図７】一例としての電磁界ベクトルを示す図である。
【図８】各表示部の表示面に表示された、一例としてのベクトル画像を示す図である。
【図９】各表示部の表示面に表示された、一例としてのベクトル画像を示す図である。
【図１０】センサ付表示装置の他の構成例を示す図である。
【図１１】３軸ループアンテナが設けられたセンサ付表示装置を示す図である。
【図１２】センサ付表示装置に棒が設けられた図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。した
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がって、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。
【００１９】
＜第１の実施の形態＞
図１は、第１の実施の形態に係る電磁界ベクトル表示装置１０００の外観図である。以
下、本明細書において、電磁界とは、電界および磁界の一方と、電界および磁界の両方と
を示す。
【００２０】
図１を参照して、電磁界ベクトル表示装置１０００は、センサ付表示装置１００と、演
算処理装置２００とを含む。センサ付表示装置１００と、演算処理装置２００とは、後述
する複数の銅線およびデータ線により接続される。
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【００２１】
図２は、電磁界ベクトル表示装置１０００の構成を示すブロック図である。
図２を参照して、センサ付表示装置１００は、表示装置１１０と、電磁界センサ１０と
を含む。すなわち、表示装置１１０は、電磁界センサ１０と一体化される。
【００２２】
表示装置１１０は、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．
Ｚ１，３０．Ｚ２を含む。以下においては、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１
，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２の各々を、単に、表示部３０とも表記する。
【００２３】
各表示部３０は、視野角の広い有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイである
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。なお、表示部３０は、有機ＥＬディスプレイに限定されることなく、他の方式のディス
プレイ（例えば、液晶ディスプレイ）であってもよい。なお、表示部３０は、視野角の広
いディスプレイであることが望ましい。
【００２４】
なお、表示部３０は、当該表示部３０が発生する電磁界ノイズの少ない表示装置、例え
ば、電子ペーパーであってもよい。
【００２５】
ここで、本明細書における３次元座標系について説明する。
図３は、３次元座標系を示す図である。
【００２６】
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図３に示されるように、３次元座標系では、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸の各々が互いに直交
する。以下においては、ｘ軸に沿った２つの方向の一方を＋ｘ方向とし、ｘ軸に沿った２
つの方向の他方を−ｘ方向とする。また、以下においては、ｘ軸に沿った２つの方向を、
総括的に、ｘ軸方向ともいう。
【００２７】
また、以下においては、ｙ軸に沿った２つの方向の一方を＋ｙ方向とし、ｙ軸に沿った
２つの方向の他方を−ｙ方向とする。また、以下においては、ｙ軸に沿った２つの方向を
、総括的に、ｙ軸方向ともいう。
【００２８】
また、以下においては、ｚ軸に沿った２つの方向の一方を＋ｚ方向とし、ｚ軸に沿った
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２つの方向の他方を−ｚ方向とする。また、以下においては、ｚ軸に沿った２つの方向を
、総括的に、ｚ軸方向ともいう。
【００２９】
以下においては、ｘ軸とｙ軸とを含む平面を、ｘｙ平面という。また、以下においては
、ｚ軸とｘ軸とを含む平面を、ｚｘ平面という。また、以下においては、ｙ軸とｚ軸とを
含む平面を、ｙｚ平面という。また、以下においては、３次元座標系のｘ軸、ｙ軸および
ｚ軸を、それぞれ、単に、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸ともいう。
【００３０】
また、以下においては、ｘｙ平面の表面および裏面を、それぞれ、第１ｘｙ平面および
第２ｘｙ平面ともいう。また、以下においては、ｚｘ平面の表面および裏面を、それぞれ
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、第１ｚｘ平面および第２ｚｘ平面ともいう。また、以下においては、ｙｚ平面の表面お
よび裏面を、それぞれ、第１ｙｚ平面および第２ｙｚ平面ともいう。
【００３１】
第１ｘｙ平面、第２ｘｙ平面、第１ｚｘ平面、第２ｚｘ平面、第１ｙｚ平面および第２
ｙｚ平面の各々は、３次元座標系において仮想的に存在する仮想平面である。
【００３２】
図４は、センサ付表示装置１００の概観を示す斜視図である。
図４を参照して、センサ付表示装置１００は、さらに、筺体１０１を含む。筺体１０１
は、６個の平面を有する６面体（多面体）である。筺体１０１の６個の平面には、それぞ
れ、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２

10

が設けられる。
【００３３】
表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２の
各々は、画像を表示する表示面を有する。当該表示面の形状は、平面状である。なお、表
示面の形状は、平面状に限定されず、例えば、球面状であってもよい。
【００３４】
ここで、仮に、表示部３０．Ｘ１の表示面が、ｙｚ平面と平行であるとする。この場合
、表示部３０．Ｘ２の表示面は、ｙｚ平面と平行である。すなわち、この場合、表示部３
０．Ｘ１の表示面および表示部３０．Ｘ２の表示面は、それぞれ、第１ｙｚ平面および第
２ｙｚ平面に対応する。
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【００３５】
また、この場合、表示部３０．Ｙ１の表示面および表示部３０．Ｙ２の表示面は、ｚｘ
平面と平行である。すなわち、この場合、表示部３０．Ｙ１の表示面および表示部３０．
Ｙ２の表示面は、それぞれ、第１ｚｘ平面および第２ｚｘ平面に対応する。
【００３６】
また、この場合、表示部３０．Ｚ１の表示面および表示部３０．Ｚ２の表示面は、ｘｙ
平面と平行である。すなわち、この場合、表示部３０．Ｚ１の表示面および表示部３０．
Ｚ２の表示面は、それぞれ、第１ｘｙ平面および第２ｘｙ平面に対応する。
【００３７】
すなわち、６個の表示部３０にそれぞれ対応する６個の表示面は、それぞれ、６個の仮
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想平面に対応する。
【００３８】
次に、電磁界センサ１０について説明する。ここで、電磁界センサ１０は、一例として
、磁界（電磁界）を測定可能な磁界センサであるとする。
【００３９】
図５は、電磁界センサ１０の概観を示す斜視図である。図５に示される電磁界センサ１
０は、磁界（電磁界）を測定可能な磁界センサである。
【００４０】
なお、電磁界センサ１０は、電界を測定可能な構成を有するセンサであってもよい。ま
た、電磁界センサ１０は、電界および磁界を測定可能な構成を有するセンサであってもよ
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い。
【００４１】
図５を参照して、電磁界センサ１０は、サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚからなる
。サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚの各々は、互いに直交するように設けられる。
【００４２】
ここで、サーチコイル１１Ｘが、仮に、ｘ軸に平行であるとする。この場合、サーチコ
イル１１Ｙはｙ軸に平行であり、サーチコイル１１Ｚはｚ軸に平行である。
【００４３】
以下においては、サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚの各々を、単に、サーチコイル
１１ともいう。
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【００４４】
サーチコイル１１の形状は、四角柱である。なお、サーチコイル１１の形状は、四角柱
に限定されず、例えば、円柱であってもよい。サーチコイル１１の短手方向の長さＬ１は
、例えば、約１．５ｃｍであり、サーチコイル１１の長手方向の長さＬ２は、例えば、約
１０ｃｍである。
【００４５】
サーチコイル１１の内部には、当該サーチコイル１１の長手方向に延在する図示しない
コア（磁性体）が設けられる。コアは、角柱状の芯である。例えば、サーチコイル１１Ｙ
に含まれるコアは、ｙ軸方向に延在する。
【００４６】
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各サーチコイル１１に含まれるコアには、銅線が１万〜２万回ほど巻かれている。また
、各サーチコイル１１のコアに巻かれている銅線における一端部分の線および他端部分の
線は、図５のように、サーチコイル１１の外部へ引き出される。
【００４７】
以下においては、コアに巻かれている銅線における一端部分の線および他端部分の線を
、それぞれ、第１銅線および第２銅線ともいう。
【００４８】
各サーチコイル１１の第１銅線および第２銅線は、図２に示されるように、演算処理装
置２００に接続される。各サーチコイル１１における第１銅線と第２銅線との電位差とし
ての電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚは、電磁界の強度を算出するための電磁界情報として、各サー
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チコイル１１により取得される。
【００４９】
すなわち、サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚの各々は、電磁界情報を随時取得する
ためのコイルである。つまり、サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚからなる電磁界セン
サ１０は、電磁界情報を随時取得するためのセンサである。電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚは、そ
れぞれ、ｘ軸方向、ｙ軸方向およびｚ軸方向の電磁界の強度に対応する。
【００５０】
例えば、サーチコイル１１Ｙの第１銅線と第２銅線との電位差は電圧Ｖｙである。電圧
Ｖｙの値が負の値である場合、当該電圧Ｖｙに対応する電磁界ベクトルは、−ｙ方向に向
かうベクトルである。例えば、電圧Ｖｙの値が正の値である場合、当該電圧Ｖｙに対応す
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る電磁界ベクトルは、＋ｙ方向に向かうベクトルである。
【００５１】
なお、電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚの値が小さすぎて測定できない場合は、例えば、図示しな
い増幅器を利用して電圧を増幅させてもよい。
【００５２】
なお、電磁界センサ１０の構成は単なる一例である。例えば、サーチコイル１１のサイ
ズは、上記サイズに限定されない。また、コアの形状は角柱状に限定されず、他の形状で
あってもよい。また、銅線の巻き数は１万〜２万回に限定されず、感度により変えてもよ
い。
【００５３】
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前述したように、表示装置１１０は、電磁界センサ１０と一体化される。
図６は、表示装置１１０と電磁界センサ１０とが一体化されたセンサ付表示装置１００
の構成の一例を示す図である。図６では、図を簡略化するために、各表示部３０は示して
いない。
【００５４】
図６に示されるように、電磁界センサ１０は、筺体１０１の内部に配置される。筺体１
０１の各平面には、表示装置１１０に含まれる各表示部３０（図示せず）が設けられる。
すなわち、表示装置１１０は、電磁界センサ１０と一体化される。これにより、センサ付
表示装置１００を利用して、電磁界ノイズを測定することができる。
【００５５】
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電磁界センサ１０は、サーチコイル１１Ｘが表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２と直交する
ように、筺体１０１の内部に配置される。すなわち、この場合、サーチコイル１１Ｙは表
示部３０．Ｙ１，３０．Ｙ２と直交し、サーチコイル１１Ｚは表示部３０．Ｚ１，３０．
Ｚ２と直交する。
【００５６】
なお、電磁界センサ１０の配置は、上記の配置に限定されない。例えば、電磁界センサ
１０は、サーチコイル１１Ｚがｚ軸に対して斜めになるように、筺体１０１の内部に配置
されてもよい。
【００５７】
センサ付表示装置１００のサイズは、電磁界ノイズの測定者（人間）が、手により容易
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に持てるサイズである。センサ付表示装置１００の縦および横の長さは、一例として、約
１０ｃｍである。
【００５８】
以下においては、電磁界ノイズを発生する、測定対象の電子機器を、測定対象機器とも
いう。
【００５９】
測定者がセンサ付表示装置１００を持って、当該センサ付表示装置１００を測定対象機
器に近づけることにより、電磁界ベクトル表示装置１０００は、測定対象機器が発生する
電磁界ノイズの強度、電磁界ノイズのベクトル方向等を測定可能である。
【００６０】
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本実施の形態では、一例として、電磁界ノイズの中でも特に低周波の電磁界ノイズ（以
下、低周波電磁界ノイズという）を測定対象とする。低周波電磁界ノイズの周波数は、１
００ｋＨｚ以下（例えば、５０Ｈｚ〜数十ｋＨｚ）である。すなわち、測定対象機器は、
低周波電磁界ノイズを発生する機器である。
【００６１】
測定対象機器は、例えば、ＩＨヒータ、インバータ電源、ブラウン管テレビ、電気スト
ーブ等である。ＩＨヒータ、インバータ電源、ブラウン管テレビは、数十ｋＨｚの電磁界
ノイズを発生する。電気ストーブは、５０／６０Ｈｚの電磁界ノイズを発生する。
【００６２】
以下においては、測定対象機器が発生する電磁界ノイズの電磁界ベクトルを、測定対象
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電磁界ベクトルともいう。また、以下においては、測定対象機器が発生する電磁界ノイズ
を、測定対象電磁界ノイズともいう。
【００６３】
なお、本実施の形態に係る電磁界ベクトル表示装置１０００は、電磁界センサ１０の代
わりに高周波電磁界用アンテナを備えてもよい。この場合、電磁界ベクトル表示装置１０
００は、高周波の電磁界ノイズ（以下、高周波電磁界ノイズという）を測定可能である。
高周波電磁界ノイズの周波数は、例えば、８００ＭＨｚ〜２．４ＧＨｚである。すなわち
、この場合、測定対象機器は、携帯電話、無線ＬＡＮ（Local Area Network）装置等であ
る。
【００６４】
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次に、演算処理装置２００の構成および動作について説明する。
再び、図２を参照して、演算処理装置２００は、Ａ／Ｄ変換部２１０と、電磁界ベクト
ル算出部２２０と、表示制御部２３０とを含む。
【００６５】
Ａ／Ｄ変換部２１０は、Ａ／Ｄ変換（Analog to Digital conversion）を行う機能を有
する。
【００６６】
Ａ／Ｄ変換部２１０には、サーチコイル１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚの各々の第１銅線およ
び第２銅線が接続される。以下においては、電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚをそれぞれ示す３つの
信号を、信号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓｚともいう。
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【００６７】
Ａ／Ｄ変換部２１０には、電磁界情報としての電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚをそれぞれ示す信
号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓｚが電磁界センサ１０から随時入力される。信号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓｚの各
々は、複数種類の周波数成分を含む波形を示す。電磁界情報は、電磁界の強度を得るため
の情報である。
【００６８】
Ａ／Ｄ変換部２１０は、所定時間（例えば、１／２秒）経過毎に、信号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓ
ｚをＡ／Ｄ変換することにより、デジタルデータとしての電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚを
得る。電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚは、それぞれ、信号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓｚに対応する。電
圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚは、複数種類の周波数成分を含む波形データを示す。電圧デー
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タＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚは、電磁界の強度を算出するための電磁界情報である。
【００６９】
そして、Ａ／Ｄ変換部２１０は、電磁界情報としての電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚを得
る毎に、当該電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚを、電磁界ベクトル算出部２２０へ送信する。
【００７０】
電磁界ベクトル算出部２２０は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）である。なお、電
磁界ベクトル算出部２２０は、ＭＰＵに限定されることなく、他の演算回路であってもよ
い。
【００７１】
電磁界ベクトル算出部２２０は、電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚを受信する毎に、後述の
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電磁界強度算出処理と、電磁界ベクトルを算出するための電磁界ベクトル算出処理と、後
述のベクトル画像生成処理とを行う。すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は、所定時
間経過毎に、電磁界強度算出処理、電磁界ベクトル算出処理および後述のベクトル画像生
成処理を行う。
【００７２】
電磁界強度算出処理では、電磁界ベクトル算出部２２０は、受信した、電磁界情報とし
ての電圧データＤｘ，Ｄｙ，Ｄｚ（波形データ）を用いて、周波数解析処理を行うことに
より、電磁界の強度を算出する。周波数解析処理は、周知な処理であるので詳細な説明は
行わない。簡単に説明すると、周波数解析処理は、波形データ（電圧データＤｘ，Ｄｙ，
Ｄｚ）をスペクトルデータに変換し、各周波数に対応するスペクトルデータが示すスペク
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トルの強度を、電磁界の強度として算出する処理である。
【００７３】
すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は、所定時間経過毎に、電磁界センサ１０によ
り取得された最新の電磁界情報を用いて電磁界の強度を算出する。
【００７４】
以下においては、周波数解析処理により算出された電磁界の強度を、算出電磁界強度と
もいう。算出電磁界強度は、複数種類の周波数の電磁界強度を含む。
【００７５】
以下においては、ｘ軸方向の算出電磁界強度を、電磁界強度ｘともいう。また、以下に
おいては、ｙ軸方向の算出電磁界強度を、電磁界強度ｙともいう。また、以下においては
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、ｚ軸方向の算出電磁界強度を、電磁界強度ｚともいう。
【００７６】
すなわち、電磁界強度算出処理により算出された電磁界の強度は、３次元座標系のｘ軸
方向の電磁界の強度と、３次元座標系のｙ軸方向の電磁界の強度と、３次元座標系のｚ軸
方向の電磁界の強度とを含む。
【００７７】
電磁界ベクトル算出処理では、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界強度を用い
て、電磁界ベクトルを算出する。
【００７８】
すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出された電磁界の強度を用いて電磁界ベ
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クトルを算出する。つまり、電磁界ベクトル算出部２２０は、所定時間経過毎に、算出さ
れた最新の電磁界の強度を用いて電磁界ベクトルを算出する。
【００７９】
具体的には、電磁界ベクトル算出処理では、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁
界強度に含まれる複数種類の周波数の電磁界強度のうち、処理対象周波数に対応する電磁
界強度を選択する。ここで、処理対象周波数とは、例えば、演算処理装置２００に設けら
れた図示しない指示部から電磁界ベクトル算出部２２０に対し指示される周波数である。
当該指示部は、例えば、測定者が操作可能なボタン、ダイヤル等である。
【００８０】
なお、処理対象周波数は、指示された周波数に限定されず、電磁界の強度が最大となる
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ような周波数であってもよい。
【００８１】
本実施の形態において、処理対象周波数は、前述した低周波電磁界ノイズの周波数であ
るとする。なお、高周波電磁界ノイズを測定する場合、処理対象周波数は、例えば、８０
０ＭＨｚ〜２．４ＧＨｚである。
【００８２】
そして、電磁界ベクトル算出部２２０は、選択した処理対象周波数に対応する電磁界強
度ｘ，ｙ，ｚを、それぞれ、電磁界ベクトルのｘ軸方向の大きさ、ｙ軸方向の大きさおよ
びｚ軸方向の大きさとすることにより、３次元座標系における電磁界ベクトルを算出する
20

。
【００８３】
すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は、ｘ軸方向の電磁界の強度と、ｙ軸方向の電
磁界の強度と、ｚ軸方向の電磁界の強度とを用いて、３次元座標系における電磁界ベクト
ルを算出する。
【００８４】
以下においては、電磁界ベクトル算出部２２０により算出された電磁界ベクトルを、算
出電磁界ベクトルともいう。
【００８５】
そして、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第１ｙｚ平面に投影さ
せた当該算出電磁界ベクトルを、第１ｙｚ投影電磁界ベクトルとして算出する。また、電
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磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第２ｙｚ平面に投影させた当該算出
電磁界ベクトルを、第２ｙｚ投影電磁界ベクトルとして算出する。第２ｙｚ投影電磁界ベ
クトルは、第１ｙｚ投影電磁界ベクトルをｙ軸方向に反転させたベクトルである。
【００８６】
また、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第１ｚｘ平面に投影させ
た当該算出電磁界ベクトルを、第１ｚｘ投影電磁界ベクトルとして算出する。また、電磁
界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第２ｚｘ平面に投影させた当該算出電
磁界ベクトルを、第２ｚｘ投影電磁界ベクトルとして算出する。第２ｚｘ投影電磁界ベク
トルは、第１ｚｘ投影電磁界ベクトルを、ｘ軸方向に反転させたベクトルである。
【００８７】
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また、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第１ｘｙ平面に投影させ
た当該算出電磁界ベクトルを、第１ｘｙ投影電磁界ベクトルとして算出する。また、電磁
界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを第２ｘｙ平面に投影させた当該算出電
磁界ベクトルを、第２ｘｙ投影電磁界ベクトルとして算出する。第２ｘｙ投影電磁界ベク
トルは、第１ｘｙ投影電磁界ベクトルを、ｙ軸方向またはｘ軸方向に反転させたベクトル
である。
【００８８】
すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は、算出電磁界ベクトルを、複数の仮想平面の
各々に投影させることにより、該複数の仮想平面にそれぞれ投影された複数の算出電磁界
ベクトルの各々を投影電磁界ベクトルとして算出する。
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【００８９】
これにより、電磁界ベクトル算出処理は終了する。その後、電磁界ベクトル算出部２２
０は、後述のベクトル画像生成処理を行う。
【００９０】
ここで、一例として、仮に、Ａ／Ｄ変換部２１０に入力された信号Ｓｘ，Ｓｙ，Ｓｚが
それぞれ示す電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚの各々の値の絶対値は、同じ値であるとする。また、
電圧Ｖｘは負の値であり、電圧Ｖｙ，Ｖｚの各々は、正の値であるとする。
【００９１】
この場合、前述のＡ／Ｄ変換の処理および電磁界強度算出処理が行われた後、電磁界ベ
クトル算出処理において、電磁界ベクトル算出部２２０が選択する、処理対象周波数に対
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応する電磁界強度ｘ，ｙ，ｚの絶対値は、同じ値となる。すなわち、電磁界強度ｘ，ｙ，
ｚの各々の大きさは等しい。また、この場合、電磁界強度ｘは、負の値であり、電磁界強
度ｙ，ｚの各々は、正の値である。
【００９２】
この場合、電磁界ベクトル算出処理により、以下の電磁界ベクトルＶ１０が算出される
。
【００９３】
図７は、一例としての電磁界ベクトルＶ１０を示す図である。
図７（ａ）は、３次元座標系における電磁界ベクトルＶ１０を示す図である。
【００９４】
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図７（ｂ）は、ｙｚ平面（第１ｙｚ平面）に投影された電磁界ベクトルＶ１０を示す図
である。図７（ｂ）の電磁界ベクトルＶ１０は、第１ｙｚ投影電磁界ベクトルである。図
７（ｂ）により、電磁界強度ｙ，ｚの各々は、正の値であることが示される。
【００９５】
図７（ｃ）は、ｚｘ平面（第１ｚｘ平面）に投影された電磁界ベクトルＶ１０を示す図
である。図７（ｃ）の電磁界ベクトルＶ１０は、第１ｚｘ投影電磁界ベクトルである。図
７（ｃ）により、電磁界強度ｘの値は負の値であり、電磁界強度ｚの値は正の値であるこ
とが示される。
【００９６】
図７（ｄ）は、ｘｙ平面（第１ｘｙ平面）に投影された電磁界ベクトルＶ１０を示す図
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である。図７（ｄ）の電磁界ベクトルＶ１０は、第１ｘｙ投影電磁界ベクトルである。図
７（ｄ）により、電磁界強度ｘの値は負の値であり、電磁界強度ｙの値は正の値であるこ
とが示される。
【００９７】
再び、図２を参照して、前述の電磁界ベクトル算出処理の後、ベクトル画像生成処理が
行われる。
【００９８】
ベクトル画像生成処理では、電磁界ベクトル算出部２２０が、ベクトル画像のデータ（
以下、ベクトルデータともいう）を生成する。具体的には、電磁界ベクトル算出部２２０
は、第１ｙｚおよび第２ｙｚ投影電磁界ベクトルと、第１ｚｘおよび第２ｚｘ投影電磁界
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ベクトルと、第１ｘｙおよび第２ｘｙ投影電磁界ベクトルとを用いて、ベクトルデータＶ
Ｘ１，ＶＸ２，ＶＹ１，ＶＹ２，ＶＺ１，ＶＺ２を生成する。
【００９９】
以下においては、第１ｙｚ投影電磁界ベクトル、第２ｙｚ投影電磁界ベクトル、第１ｚ
ｘ投影電磁界ベクトル、第２ｚｘ投影電磁界ベクトル、第１ｘｙ投影電磁界ベクトルおよ
び第２ｘｙ投影電磁界ベクトルをそれぞれ示す６個のベクトル画像を、ベクトル画像ＧＸ
１，ＧＸ２，ＧＹ１，ＧＹ２，ＧＺ１，ＧＺ２という。
【０１００】
ベクトル画像は、一例として、矢印を示す画像である。ベクトル画像は、対応する電磁
界ベクトルの大きさ（電磁界強度）が大きい程、矢印の長さが長くなるように生成される
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画像である。なお、ベクトル画像は、矢印に限定されず、他の図形（例えば、三角形）を
表示する画像であってもよい。
【０１０１】
ベクトルデータＶＸ１は、第１ｙｚ投影電磁界ベクトルを示すベクトル画像ＧＸ１を示
すデータである。ベクトルデータＶＸ２は、第２ｙｚ投影電磁界ベクトルを示すベクトル
画像ＧＸ２を示すデータである。
【０１０２】
ベクトルデータＶＹ１は、第１ｚｘ投影電磁界ベクトルを示すベクトル画像ＧＹ１を示
すデータである。ベクトルデータＶＹ２は、第２ｚｘ投影電磁界ベクトルを示すベクトル
画像ＧＹ２を示すデータである。

10

【０１０３】
ベクトルデータＶＺ１は、第１ｘｙ投影電磁界ベクトルを示すベクトル画像ＧＺ１を示
すデータである。ベクトルデータＶＺ２は、第２ｘｙ投影電磁界ベクトルを示すベクトル
画像ＧＺ２を示すデータである。
【０１０４】
ベクトルデータＶＸ１，ＶＸ２，ＶＹ１，ＶＹ２，ＶＺ１，ＶＺ２は、それぞれ、表示
部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２に対応す
る。各表示部３０は、対応するベクトルデータが示すベクトル画像を、対応する表示面に
表示する。例えば、表示部３０．Ｘ１は、ベクトルデータＶＸ１が示すベクトル画像ＧＸ
１を、当該表示部３０．Ｘ１の表示面に表示する。
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【０１０５】
すなわち、６個の表示部３０は、それぞれ、６個のベクトル画像を、対応する表示面に
表示する。
【０１０６】
図８は、各表示部３０の表示面に表示された、一例としてのベクトル画像を示す図であ
る。図８に示されるベクトル画像ＧＸ１，ＧＹ１，ＧＺ１の各々は、一例として、図７（
ａ）〜（ｄ）に示される電磁界ベクトルＶ１０を示すベクトル画像である。
【０１０７】
図８を参照して、ベクトル画像ＧＸ１，ＧＹ１，ＧＺ１は、それぞれ、表示部３０．Ｘ
１，３０．Ｙ１，３０．Ｚ１の表示面に表示される。
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【０１０８】
ベクトル画像ＧＸ１は、第１ｙｚ投影電磁界ベクトル（例えば、図７（ｂ）の電磁界ベ
クトルＶ１０）を示す画像である。ベクトル画像ＧＹ１は、第１ｚｘ投影電磁界ベクトル
（例えば、図７（ｃ）の電磁界ベクトルＶ１０）を示す画像である。ベクトル画像ＧＺ１
は、第１ｘｙ投影電磁界ベクトル（例えば、図７（ｄ）の電磁界ベクトルＶ１０）を示す
画像である。
【０１０９】
図９は、各表示部３０の表示面に表示された、一例としてのベクトル画像を示す図であ
る。図９に示されるベクトル画像ＧＸ１，ＧＸ２，ＧＹ１，ＧＹ２，ＧＺ１，ＧＺ２の各
々は、一例として、図７（ａ）〜（ｄ）に示される電磁界ベクトルＶ１０を示すベクトル
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画像である。ベクトル画像ＧＸ１，ＧＹ１，ＧＺ１は、図８で説明したベクトル画像であ
るので説明は行わない。
【０１１０】
図９を参照して、ベクトル画像ＧＸ２，ＧＹ２，ＧＺ２は、それぞれ、表示部３０．Ｘ
２，３０．Ｙ２，３０．Ｚ２の表示面に表示される。
【０１１１】
ベクトル画像ＧＸ２は、第２ｙｚ投影電磁界ベクトルを示す画像である。すなわち、ベ
クトル画像ＧＸ２は、ベクトル画像ＧＸ１をｙ軸方向に反転させた画像である。
【０１１２】
ベクトル画像ＧＹ２は、第２ｚｘ投影電磁界ベクトルを示す画像である。すなわち、ベ
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クトル画像ＧＹ２は、ベクトル画像ＧＹ１をｘ軸方向に反転させた画像である。
【０１１３】
ベクトル画像ＧＺ２は、第２ｘｙ投影電磁界ベクトルを示す画像である。すなわち、ベ
クトル画像ＧＺ２は、ベクトル画像ＧＺ１をｙ軸方向またはｘ軸方向に反転させた画像で
ある。
【０１１４】
再び、図２を参照して、ベクトル画像生成処理では、電磁界ベクトル算出部２２０が、
生成したベクトルデータＶＸ１，ＶＸ２，ＶＹ１，ＶＹ２，ＶＺ１，ＶＺ２を、表示制御
部２３０へ送信する。そして、ベクトル画像生成処理は終了する。
【０１１５】
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表示制御部２３０は、データ線により、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，
３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２の各々と接続される。
【０１１６】
表示制御部２３０は、ベクトルデータを受信する毎に、ベクトル表示処理を行う。すな
わち、表示制御部２３０は、所定時間経過毎に、ベクトル表示処理を行う。
【０１１７】
ベクトル表示処理では、表示制御部２３０は、ベクトルデータＶＸ１，ＶＸ２，ＶＹ１
，ＶＹ２，ＶＺ１，ＶＺ２を、それぞれ、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，
３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２へ送信する。
【０１１８】
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表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２の
各々は、受信したベクトルデータが示すベクトル画像を、対応する表示面に表示する。こ
れにより、例えば、図９に示すように、表示部３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３
０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２の各々の表示面において、ベクトル画像が表示される
。
【０１１９】
すなわち、表示装置１１０（センサ付表示装置１００）は、６個の表示部３０を利用し
て、算出電磁界ベクトルを、３次元座標系（３次元空間）における６個の仮想平面に投影
することにより得られる６個のベクトル画像を表示する。すなわち、表示装置１１０は、
６個の表示部３０を利用して、電磁界ベクトル算出部２２０により算出された電磁界ベク
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トルを３次元的に示す画像を表示する。
【０１２０】
なお、ベクトル表示処理は、所定時間経過毎に行われる。したがって、表示装置１１０
は、所定時間経過毎に、算出された最新の前記電磁界ベクトルを３次元的に示す画像を表
示する。
【０１２１】
以上説明したように、本実施の形態に係る電磁界ベクトル表示装置１０００は、センサ
付表示装置１００により電磁界が測定されたその場所で、電磁界ベクトルを目に見えるよ
うに３次元的に可視化する。
【０１２２】
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これにより、センサ付表示装置１００を持つ測定者は、３次元空間における、当該測定
対象電磁界ベクトルの向きおよび大きさを、測定者が立っているその場所で、３次元的に
把握することができる。すなわち、測定者は、測定対象電磁界ノイズが測定された場所で
、当該場所における該測定対象電磁界ベクトルの向きおよび大きさを、方位磁石のように
即座に把握することができ、かつ、３次元的に把握することができる。
【０１２３】
したがって、電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルが３次
元的に把握されることを実現することができる。その結果、電磁界ノイズの発生源を迅速
に特定することができ、当該電磁界ノイズの対策を迅速に行うことができる。そのため、
ＥＭＣ（電磁環境）計測分野に極めて大きなインパクトを与えることができる。
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【０１２４】
すなわち、センサ付表示装置１００は、電磁界ベクトルが測定された場所で、当該電磁
界ベクトルを可視化することが可能な電磁界ベクトルその場可視化センサ（電磁界コンパ
ス）である。
【０１２５】
また、前述のベクトル表示処理は、所定時間経過毎に行われるため、電磁界が測定され
た場所において、リアルタイムに変化する電磁界ベクトルを３次元的に把握することがで
きる。
【０１２６】
本実施の形態に係る電磁界ベクトル表示装置１０００を用いれば、例えば、電子機器、
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通信機器、自動車メーカ等の開発設計現場において電磁界ノイズを手軽に計測することが
できる。これにより、開発設計段階の機器において、電磁界ノイズの発生源を迅速に特定
することができ、当該電磁界ノイズの対策を迅速に行うことができる。
【０１２７】
また、電磁界ベクトル表示装置１０００を用いれば、オフィス、工場、車内等に設置さ
れ実際に稼動している機器の電磁界ノイズを容易に測定することができる。
【０１２８】
また、電磁界ベクトル表示装置１０００により、電磁界を測定した場所で、当該電磁界
に対応する電磁界ベクトルを可視化することにより、電磁気学や電波工学の教育及び啓蒙
におおいに役立つことができる。
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【０１２９】
（変形例）
本実施の形態では、センサ付表示装置１００と演算処理装置２００とは、複数の銅線お
よびデータ線により接続されるとしたが、これに限定されない。例えば、センサ付表示装
置１００および演算処理装置２００の各々が無線通信装置を備え、センサ付表示装置１０
０と演算処理装置２００とは、複数の銅線およびデータ線により接続されていなくてもよ
い。
【０１３０】
この場合、センサ付表示装置１００は、電磁界センサ１０が取得した電磁界の強度の情
報（電圧）を、無線通信により、演算処理装置２００へ送信する。また、演算処理装置２
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００は、無線通信により、ベクトルデータを、センサ付表示装置１００へ送信する。
【０１３１】
また、図１０に示されるように、電磁界ベクトル表示装置１０００は、センサ付表示装
置１００（筺体１０１）の内部に、演算処理装置２００が設けられる構成としてもよい。
【０１３２】
これにより、測定者は、銅線等により行動範囲が制限されることなく、電磁界ベクトル
を測定する際の利便性が向上する。この場合、電磁界ベクトル表示装置１０００は、電磁
界ベクトルが測定された場所で、当該電磁界ベクトルを可視化することが可能な電磁界ベ
クトルその場可視化センサ（電磁界コンパス）である。
【０１３３】
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また、演算処理装置２００は、図２に示す構成に限定されない。例えば、演算処理装置
２００は、Ａ／Ｄ変換部２１０を含まない構成であってもよい。この場合、電磁界ベクト
ル算出部２２０には、磁界情報としての電圧Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚをそれぞれ示す信号Ｓｘ，
Ｓｙ，Ｓｚが随時入力される構成としてもよい。この場合、電磁界ベクトル算出部２２０
は、所定時間経過毎に、前述のＡ／Ｄ変換の処理、電磁界強度算出処理、電磁界ベクトル
算出処理およびベクトル画像生成処理を行う。すなわち、電磁界ベクトル算出部２２０は
、所定時間経過毎に、電磁界センサ１０により取得された最新の電磁界情報を用いて電磁
界の強度を算出する。
【０１３４】
また、センサ付表示装置１００は、図６に示すような構成に限定されない。例えば、図
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１１に示すように、センサ付表示装置１００の外部に、３軸ループアンテナを設ける構成
としてもよい。この場合、センサ付表示装置１００の内部に電磁界センサ１０を設ける必
要はない。
【０１３５】
センサ付表示装置１００（筺体１０１）の形状は、６面体としたが、これに限定されな
い。センサ付表示装置１００（筺体１０１）の形状は、例えば、８面体であってもよい。
この場合、８面体における８つの平面の各々に、表示部３０を設ける構成としてもよい。
【０１３６】
また、センサ付表示装置１００（筺体１０１）の形状は、球状であってもよい。この場
合、球の表面全てを複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）により覆うようにしてもよい
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。そして、当該複数のＬＥＤにより、電磁界ベクトルを表示する構成としてもよい。
【０１３７】
また、表示部３０は、３Ｄディスプレイであってもよい。これにより、左右方向に対し
ては、電磁界ベクトルを立体表示することができる。
【０１３８】
また、本実施の形態のセンサ付表示装置１００に対し、人の視点、センサの傾き等によ
って、画像の見える角度を変える技術を適用してもよい。これにより、臨場感のある電磁
界ベクトル表示を実現できる。
【０１３９】
また、図１２のように、センサ付表示装置１００に対し棒５０を設けてもよい。これに
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より、測定者は、手の届かない場所等の電磁界ベクトルを容易に測定できる。
【０１４０】
また、電磁界センサ１０の代わりに、高周波（数ＧＨｚ）の電波を測定可能な構成を有
する電磁界センサを用いてもよい。これにより、電波を測定した場所で、当該電波の向き
を可視化することが可能である。
【０１４１】
また、図２の演算処理装置２００の内部に、外部のＰＣ（Personal computer）等と通
信するための通信インタフェースを設けるようにしてもよい。この場合、電磁界ベクトル
算出部２２０が算出したベクトルデータを、通信インタフェースを介して、ＰＣへ送信す
る構成とする。
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【０１４２】
これにより、ＰＣにおいて、電磁界ベクトルを３次元的に表示することができる。また
、さらに、ＰＣにおいて電磁界ベクトルの空間分布を記録することも容易となる。
【０１４３】
また、ベクトル画像に対し、電磁界の強度の大きさに応じた色をつけるようにしてもよ
い。これにより、ベクトル画像に対応する電磁界の強度を容易に把握することができる。
【０１４４】
また、ベクトル画像に対し、処理対象周波数に応じた色をつけるようにしてもよい。こ
れにより、ベクトル画像に対応する電磁界の周波数を容易に把握することができる。
【０１４５】
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また、ベクトル画像は、例えば、図８のベクトル画像ＧＸ１のように、矢印を示す画像
に限定されない。当該ベクトル画像は、例えば、矢印を立体的に示す画像であってもよい
。
【０１４６】
また、前述した説明では、電磁界ノイズを可視化する場合を例示して説明したが、本発
明が可視化する対象はノイズに限定されるものではない。すなわち、本発明は、携帯電話
や無線ＬＡＮから発生する電磁波など、ノイズとはいえない通信目的の電磁波を可視化す
ることも可能である。
【０１４７】
以上、本発明における電磁界ベクトル表示装置について、実施の形態に基づいて説明し
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たが、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱し
ない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したもの、あるいは異なる実施
の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【０１４８】
また、上記の演算処理装置２００を構成する複数の構成要素の全てまたは一部は、１個
のシステムＬＳＩ（Large Scale Integration：大規模集積回路）から構成されてもよい
。システムＬＳＩは、複数の構成要素を１個のチップ上に集積して製造された超多機能Ｌ
ＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ
（Random Access Memory）などを含んで構成されるコンピュータシステムである。
10

【０１４９】
例えば、図２の演算処理装置２００は、１個のシステムＬＳＩから構成されてもよい。
【０１５０】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
本発明は、電磁界が測定された場所で、当該電磁界に対応する電磁界ベクトルが３次元
的に把握されることを実現する電磁界ベクトル表示装置として、利用することができる。

20

【符号の説明】
【０１５２】
１０

電磁界センサ

１１Ｘ，１１Ｙ，１１Ｚ

サーチコイル

３０．Ｘ１，３０．Ｘ２，３０．Ｙ１，３０．Ｙ２，３０．Ｚ１，３０．Ｚ２
１００

センサ付表示装置

１０１

筺体

１１０

表示装置

２００

演算処理装置

２１０

Ａ／Ｄ変換部

２２０

電磁界ベクトル算出部

２３０

表示制御部

１０００

電磁界ベクトル表示装置

表示部
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