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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電源と、該電源に接続された送信コイルと、受信コイルとを備えるセンシングシステム
であって、
前記送信コイルと前記受信コイルとの間の距離の変化にともなって変動するパラメータ
を検出する検出回路と、
前記送信コイルに接続されたスイッチ付整合回路と、前記受信コイルに接続されたスイ
ッチ付整合回路とを備え、
前記送信コイルに接続されたスイッチ付整合回路と、前記受信コイルに接続されたスイ
ッチ付整合回路は、前記送信コイルと受信コイルとの距離L、送信コイルと受信コイルの
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内径ｄの比（L/d)に基づいて整合条件が異なる複数の値を設定した複数のスイッチ付整合
回路からなり、
前記検出回路により前記送信コイルと受信コイルとの間の距離を特定する際に、前記ス
イッチ付整合回路を使用する状態と、使用しない状態とに切り替えて使用するとともに、
前記スイッチ付整合回路を使用する際に、前記異なる整合条件を備えるスイッチ付整合回
路から測定レンジに合わせてスイッチ付整合回路を選択して使用することを特徴とするセ
ンシングシステム。
【請求項２】
前記検出回路として出力電圧測定回路を使用し、該出力電圧測定回路の出力電圧を検出
して、前記送信コイルと受信コイルとの間の距離を特定することを特徴とする請求項１記
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載のセンシングシステム。
【請求項３】
前記出力電圧測定回路を双方向結合器とし、反射係数をパラメータとして、前記送信コ
イルと受信コイルとの間の距離を特定することを特徴とする請求項２記載のセンシングシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電磁界を利用して送信コイルと受信コイルの相互の位置関係を検知するセン
シングシステムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
電磁界を用いた距離センサは、構成が簡単で安価であることや、測定物に対する周辺物
体による遮蔽といった環境変化に強いことから、研究・開発が盛んに行われている。
電磁界を用いた距離センサには、電磁波を用いる方式や電磁的な結合を用いる方式があ
る。電磁的な結合を用いる距離センサは、距離に対する電磁エネルギーの減衰が激しいた
めに長距離化が困難である。そのために、電磁的な結合と共振現象の同時発生を利用する
距離センサが検討されている（非特許文献１、２）。
【０００３】
磁界共振結合を用いてセンシング対象の位置や姿勢を特定するセンシング技術としては
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、複数の送信アンテナを備え、電源から送信アンテナに出力される電力に対する受信アン
テナに伝達されずに電源に還る電力の反射係数に基づいて、受信アンテナの位置や姿勢を
特定する方法が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２−９３１６０号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】G.Pirkl,K.Stockinger,and P.Lukowicz:

Adapting Magnetic Resonant
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Coupling Based Relative Positioning Technology for Wearable ActivityRecognition
,Proc. IEEE Symposium on Wearable Computers,pp.47‑54(2008)
【非特許文献２】中村壮亮、胡間遼、久保田孝、橋本秀紀：「磁界共振結合を用いた距離
センサの提案とその誤差評価」,電気学会論文誌D,Vol.132,No.3 pp.437‑444(2011)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
磁界共振結合を利用した距離センサには、受信機側で発生する誘起電圧を測定して距離
を算出する方法と、送信機側の入力インピーダンスや反射係数から距離を算出する方法が
ある。後者は、受信機側に測定機器や通信機器を接続する必要がないため、受信機側の小
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型化と長期間の運用におけるメンテナンスフリーの観点から有用である。
しかしながら、送信機側で入力インピーダンスや反射係数の変動を検知して距離を検知
する方法では、長距離での距離の検出ができないという問題があった。
【０００７】
本発明は、送信コイルと受信コイルを利用して距離をセンシングする方法に関するもの
であり、より長距離でのセンシングを可能にするセンシングシステム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】
【０００８】
本発明に係るセンシングシステムは、電源と、該電源に接続さ

電源と、該電源に接続
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された送信コイルと、受信コイルとを備えるセンシングシステムであって、前記送信コイ
ルと前記受信コイルとの間の距離の変化にともなって変動するパラメータを検出する検出
回路と、前記送信コイルに接続されたスイッチ付整合回路と、前記受信コイルに接続され
たスイッチ付整合回路とを備え、前記送信コイルに接続されたスイッチ付整合回路と、前
記受信コイルに接続されたスイッチ付整合回路は、前記送信コイルと受信コイルとの距離
L、送信コイルと受信コイルの内径ｄの比（L/d)に基づいて整合条件が異なる複数の値を
設定した複数のスイッチ付整合回路からなり、前記検出回路により前記送信コイルと受信
コイルとの間の距離を特定する際に、前記スイッチ付整合回路を使用する状態と、使用し
ない状態とに切り替えて使用するとともに、前記スイッチ付整合回路を使用する際に、前
記異なる整合条件を備えるスイッチ付整合回路から測定レンジに合わせてスイッチ付整合
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回路を選択して使用することを特徴とする。
【０００９】
スイッチ付整合回路を上記のように切り替えながら組み合わせて使用することにより、
単に整合回路を備えるセンシングシステムと比較して、より広範囲（長距離）での測定が
可能になる。
【００１０】
また、前記検出回路として出力電圧測定回路を使用し、該出力電圧測定回路の出力電圧
を検出して、前記送信コイルと受信コイルとの間の距離を特定する構成とすることも可能
であり、前記出力電圧測定回路を双方向結合器とし、反射係数をパラメータとして、前記
送信コイルと受信コイルとの間の距離を特定することも可能である。反射係数をパラメー
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タとして距離を特定する方法の場合は、送信コイルから受信コイルに電力を供給しながら
送信コイルと受信コイルとの位置関係を検知することができるという利点がある。
なお、検出回路により検出するパラメータ（測定値）としては、前記出力電圧に限らず
、入力インピーダンス、抵抗、インダクタンス、位相差等の適宜物理量を対象とすること
ができる。
【００１１】
また、前記送信コイルと受信コイルは、それぞれ単一のコイルとして、相互間の距離を
検知するように設定することもできるし、送信コイルを、所定間隔をあけて複数個配置す
る設定とすることにより、送信コイルと受信コイルとの離間間隔（距離）に加えて、受信
コイルの向き（姿勢）を検知することができる。
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【発明の効果】
【００１２】
本発明に係るセンシングシステムによれば、送信コイルおよび受信コイルにそれぞれス
イッチ付整合回路を設け、スイッチ付整合回路を選択使用することにより、単に電磁界共
振結合させる条件による測定方法と比較して、より広い範囲にわたって送信コイルと受信
コイルとの位置関係を特定することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】センシングシステムの構成例を示すブロック図である。
【図２】センシングシステムの等価回路の例を示す図である。

40

【図３】送受信コイル間の距離とコイルの内径との比（L/d)と、出力電圧との関係を示す
グラフである。
【図４】反射係数により距離を特定する際に用いる回路例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
図１は、本発明に係るセンシングシステムの一実施形態の構成を示す。本実施形態のセ
ンシングシステム１は、磁界共振結合を利用して、送信コイルと受信コイルとの間の距離
を検出するものであり、送信コイル３を備える送信器と、受信コイル４を備える受信器と
から構成される。なお、送信コイル３と受信コイル４は同軸上に配置される必要はなく、
コイル面が互いに平行である必要もない。
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送信器は、送信コイル３と受信コイル４との離間距離（相互の位置関係）を検出する検
出装置２を備え、検出装置２は、電源５、検出回路６、スイッチ付送信側整合回路８を備
える。受信器は、スイッチ付受信側整合回路９を備える。
【００１５】
検出装置２の電源５、検出装置６、スイッチ付送信側整合回路８は、コネクタ１０を備
える筐体中に収納され、スイッチ付送信側整合回路８とコネクタ１０とが電気的に接続さ
れ、コネクタ１０と送信コイル３とが電気的に接続されている。
また、受信器の受信コイル４は、スイッチ付受信側整合回路９と電気的に接続されてい
る。
【００１６】
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検出装置２が備える検出回路６は、送信コイル３と受信コイル４との相互の位置関係を
検出するための回路であり、測定対象とするパラメータによって種々の回路構成とするこ
とが可能である。本実施形態においては、検出回路６を、ブリッジ回路や発振回路を含む
出力電圧測定回路として構成し、ブリッジ回路の出力電圧を測定して送信コイル３と受信
コイル４の位置関係を検出している。
スイッチ付送信側整合回路８及びスイッチ付受信側整合回路９は、電源５の内部インピ
ーダンスＺoや、負荷インピーダンスＺＬと整合をとるために設けた整合回路であり、本
発明は、整合回路を選択して切り替えるスイッチを備えることが特徴的である。スイッチ
の切り替え機能は、送信コイル３と受信コイル４との間の距離の測定におけるセンシング
レンジを変更する作用を有する。
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【００１７】
図２はセンシングシステム１の等価回路の例を示す。
送信側回路１２は、電源５と、ブリッジ回路１１と、スイッチ付送信側整合回路８と、
送信側共振用コンデンサＣｒ１（キャパシタンスの値は、Ｃｒ１）と、送信コイル３を備
える。
受信側回路１３は、受信コイル４と、受信側共振用コンデンサＣｒ２（キャパシタンス
の値は、Ｃｒ２）と、スイッチ付受信側整合回路９と、負荷インピーダンスＺＬ（インピ
ーダンスの値はＺＬ）とを備える。
【００１８】
なお、電源Ｅ（電圧の値は、Ｅ、周波数の値はｆ）、内部インピーダンスＺo（内部イ
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ンピーダンスの値はＺｏ）、ブリッジ回路１１のパラメータＺ１（インピーダンスはＺ１
）、Ｚ３（インピーダンスはＺ３）、Ｚ４（インピーダンスはＺ４）、スイッチ付送信側
整合回路８のインダクタＬｍ１（インダクタンスはＬｍ１）、キャパシタＣｍ１（キャパ
シタンスはＣｍ１）、送信コイル３の抵抗Ｒ１（抵抗の値は、Ｒ１）、インダクタＬ１（
インダクタンスはＬ１）、キャパシタＣ１（キャパシタンスはＣ１）である。
また、受信コイル４の抵抗Ｒ２（抵抗の値は、Ｒ２）、インダクタＬ２（インダクタン
スはＬ２）、キャパシタＣ２（キャパシタンスはＣ２）、スイッチ付受信側整合回路９の
インダクタＬｍ２（インダクタンスはＬｍ２）、キャパシタＣｍ２（キャパシタンスはＣ
ｍ２）、である。
【００１９】
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また、スイッチSW1とSW4は、整合を行わない際にスイッチをONとする。また、スイッチ
SW2とSW3は、送信側整合を行う際に同時にスイッチをONとする。さらに、スイッチSW5とS
W6は、受信側整合を行う際に同時にスイッチをONとする。本実施形態では、整合回路をス
イッチにより切り替えることにより、センシングレンジの変更を行っている。また、イン
ダクタＬ１とＬ２との間の相互インダクタンスの値はＭであることとする。
本実施形態では、送信コイル３と受信コイル４とは磁界共振結合されている。また、本
実施形態では、送信側回路１２と受信側回路１３とは、共振周波数が同じになるように設
計されている。
【００２０】
図３は、出力電圧測定回路の出力電圧に基づいて距離を特定する際の、送信コイル３と
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受信コイル４との間の距離Lと、コイルの内径ｄとの比（Ｌ/d）と、出力電圧との関係を
示す。検出できる送受信コイル間の距離Ｌは、コイルの内径ｄに依存するために、グラフ
の横軸を送受信コイル間の距離Ｌとコイルの内径との比（Ｌ/d）としている。
なお、図３は、送信コイル３と受信コイル４とが同軸上に配置され、相互にコイル面が
平行であると仮定して求めたものである。
【００２１】
図３では、周波数の値を１３．５６ＭＨｚ、電圧Ｅの値を1 Ｖ、送信コイル３および受
信コイル４に用いた導線の導体径を４５０μｍ、内径d = ３６ｍｍ、巻数を８とし、スイ
ッチ付送信側整合回路８とスイッチ付受信側整合回路９とをあらかじめ整合させる位置を
、Ｌ/d = １、２と設定した場合と、整合させない条件とした場合を示す。

10

スイッチ付送信側整合回路８とスイッチ付受信側整合回路９とを整合させる位置（条件
）は、Ｌ/d = １、２とする場合に限られるものではなく、Ｌ/d = ３、４のように２以上
の値に設定したり、Ｌ/d =1.5、1.8、2.5等の整数値以外の値に設定したりすることもで
きる。あらかじめ設定するＬ/d の値は、距離等の測定の感度や測定レンジによって選択
すればよい。
【００２２】
本実施形態の送信側回路１２と受信側回路１３について、スイッチ付送信側整合回路８
とスイッチ付受信側整合回路９の整合を行わない設定としては、送信側の共振用コンデン
サＣｒ１= 31 pF、受信側の共振用コンデンサＣｒ２= 31 pF、ブリッジ回路１１のパラメ
ータＺ１=47Ω、Ｚ３=680Ω、Ｚ４=4.7Ω、負荷ＺＬ=50Ωとした。図３における整合なし
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のグラフは、この設定の場合における、Ｌ/dに対する出力電圧を示す。
【００２３】
Ｌ/d = １とする設定としては、スイッチ付送信側整合回路８のインダクタンスを312 n
H、キャパシタンスを396 pF、スイッチ付受信側整合回路９のインダクタンスを318 nH、
キャパシタンスを439 pFとした。図３では、両側整合時（Ｖ０

,Ｌ/d

= 1）のグラフと

して示す。
Ｌ/d = ２とする設定としては、スイッチ付送信側整合回路８のインダクタンスを210 n
H、キャパシタンスを908 pF、スイッチ付受信側整合回路９のインダクタンスを170 nH、
キャパシタンスを901 pFとした。図３では、両側整合時（Ｖ０

,Ｌ/d

= 2）のグラフと

して示す。
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【００２４】
図３において、整合なしとしたのは、図２に示したSW1とSW4をＯＮ、SW2とSW3及びSW5
とSW6をＯＦＦとした場合である。このときは、図３に示すように、横軸がＬ/d = 0から1
の範囲については出力電圧が顕著に変化する一方、Ｌ/d = 1を超えると出力電圧はほとん
ど変化しなくなる。このことから、整合なしとした条件下においては、Ｌ/d = 0から1の
範囲について、出力電圧測定回路の出力電圧を検知することにより効果的に距離センシン
グが可能であるということができる。
【００２５】
また、送信側と受信側の双方を整合させる両側整合時（整合条件：Ｌ/d = １）におい
ては、図２に示したSW1とSW4をＯＦＦとし、SW2とSW3及びSW5とSW6をＯＮとすることによ
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り、図３に示すように、横軸がＬ/d=１から１．５までの範囲において、出力電圧が顕著
に変動することから、このＬ/d=１から１．５の範囲において効果的に距離センシングが
可能であることがわかる。
さらに、両側整合時（整合条件：Ｌ/d = ２）においては、図２に示したSW1とSW4をＯ
ＦＦとし、SW2とSW3及びSW5とSW6をＯＮとすることにより、横軸がＬ/d = 1.５から２の
範囲において、出力電圧の変動幅が大きくなり、このＬ/d = 1.５から２の範囲において
効果的に距離センシングが可能であることがわかる。
【００２６】
上述したように、本実施形態のセンシングシステムによれば、送信側と受信側の整合回
路をスイッチにより切り替えて、整合条件を選択するだけで、Ｌ/d = ０から２の測定範
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囲といったように、より広い範囲にわたっての距離センシングが可能になる。すなわち、
磁界共振結合させる条件に従って距離をセンシングする場合に、単に整合条件を設定する
のみでは距離センシングできる範囲が限定されるのに対し、上述したように整合条件を組
み合わせて整合条件を切り替えるようにすれば、より広い範囲での測定が可能になる。ま
た、整合しない条件についても選択できるようにすれば、磁界共振結合させる条件の場合
にはセンシング感度が低いＬ/d = ０から１の測定範囲についても高感度で測定できると
いう利点がある。これらの切り替え操作が、単なるスイッチング操作によってできる点も
有効である。
【００２７】
なお、上記実施形態のように、整合なし、整合条件Ｌ/d =１、整合条件Ｌ/d = ２の条

10

件に切り替えて使用する場合は、整合条件Ｌ/d =１と整合条件Ｌ/d = ２とする検出回路
を個別に設けておき、スイッチ操作によって、整合なし、整合条件Ｌ/d =１、整合条件Ｌ
/d = ２を選択して切り替えればよい。整合なしと整合条件Ｌ/d =１、２との切り替えは
単なるスイッチング回路で済ますことができる。スイッチ付整合回路と称しているのはこ
の意味である。
【００２８】
前述したように、スイッチ付送信側整合回路８とスイッチ付受信側回路９の整合条件は
、Ｌ/d =１、２の設定に限定されるものではない。したがって、Ｌ/d =１、２以外の整合
条件としたスイッチ付整合回路をさらに別に用意して、３個以上のスイッチ付整合回路間
で切り替えて測定することも可能である。これらの設定は、測定内容、用途等に応じて適
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宜選択することが可能である。
【００２９】
なお、上記実施形態においては、送信側と受信側の双方にそれぞれ、スイッチ付送信側
整合回路８とスイッチ付受信側整合回路９を設ける構成としたが、送信コイル３と受信コ
イル４のいずれか一方のみに整合回路を設ける構成とすることも可能である。
また、送信側の整合回路と、受信側の整合回路の整合条件を同一の条件に設定しなけれ
ばならないという訳ではない。例えば、スイッチ付送信側整合回路８の整合条件をＬ/d =
１とし、スイッチ付受信側整合回路９の整合条件をＬ/d =２と設定するといった設定も可
能である。また、送信側については、整合条件が異なる複数の整合回路を設けて整合条件
を選択可能とする一方、受信側については、整合条件を固定して整合なしと整合ありの二
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条件のみを切り替え可能にするといった設定も可能である。
【００３０】
図４は、反射係数により距離を推定する際に用いる検出回路６の回路構成の一例を示す
。図４に示すように、双方向性結合器１４によって反射係数を測定する。ＦＷＤとＧＮＤ
１は図２における電源５に接続されており、電力が供給される。電源５から供給された電
力の一部は、負荷１５に接続された端子a1から取り出される。また、ＴＲとＧＮＤ２は送
信コイル３に接続されており、反射された電力の一部は、負荷１６に接続された端子b1か
ら取り出される。
この反射係数を利用して距離を推定する方法によれば、a1とb1から取り出された電力の
比によって距離を特定することができる。反射係数を利用する方法は、送信コイル３から
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受信コイル４へ効率的に電力を供給しながら、受信コイル４の位置情報を得ることができ
るという利点がある。この方法は、受信コイル４へ電力を供給しながら位置測定するとい
った用途にとくに有効に利用することができる。
【００３１】
また、上述した実施形態は検出回路６として出力電圧測定回路を構成し、入力インピー
ダンスを出力電圧に変換して距離をセンシングした。送信コイル３と受信コイル４との距
離が変動することによって検知できるパラメータは、入力インピーダンスの変化に伴う出
力電圧に限るものではない。送信コイル３と受信コイル４との位置関係の変化に起因する
パラメータであれば、抵抗、インダクタンス、位相差等の適宜物理量を測定対象として観
測することにより、送信コイル３と受信コイル４との間の距離をセンシングすることがで

50

(7)

JP 6095201 B2 2017.3.15

きる。
また、例えば、検出回路６において、反射係数の代わりに、進行波の電力と反射波の電
力とに関わるパラメータ（具体的には、例えば、定在波比やＳ１１パラメータ）を出力電
圧として送信コイル３と受信コイル４との距離等の位置関係を検出することもできる。
【００３２】
なお、送信コイル３と受信コイル４のコイルの形状、大きさ、パターンはとくに限定さ
れるものではなく、ヘリカルコイルやワンターンコイルを利用することができる。また、
送信コイル３と受信コイル４とは磁界結合によって結合される場合に限らず、電界結合に
よって結合されている場合もまったく同様に適用される。この電界結合による場合も、図
２に示した図と同様の等価回路が適用できる。

10

【００３３】
上記実施形態のセンシング装置は、単一の送信コイル３と単一の受信コイル４を備えた
ものである。単一の送信コイルと受信コイルを用いる場合は、相互間の距離を検知するこ
とができるが、送信コイルと受信コイルとの位置関係をさらに詳細に検知するには、複数
個の送信コイルを所定間隔をおいて配置し、それぞれの送信コイルと受信コイルとの位置
関係をセンシングすればよい。図１では、検出装置２に一つの送信コイル３を接続したが
、送信コイルを複数個配置する場合は、それぞれの送信コイル３と検出装置２とを個別に
接続し、それぞれの送信コイル３と受信コイル４との位置関係を検出すればよい。この方
法によれば、受信コイル４の向き（姿勢）を含めた距離情報を得ることができる。
20

【符号の説明】
【００３４】
１

センシングシステム

２

検出装置

３

送信コイル

４

受信コイル

５

電源

６

検出回路

８

スイッチ付送信側整合回路

９

スイッチ付受信側整合回路

１０

コネクタ

１１

ブリッジ回路

１２

送信側回路

１３

受信側回路

１４

双方向性結合器

１５、１６

負荷
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【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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