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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信装置のスロットに挿入可能な非接触通信用の脱着可能なカードであって、
　電気的非導電性材で作製された薄型の外部本体（１）と、
　外部本体（１）の内側に内装される通信に用いるチップと、
　外部本体（１）の非導電性の表面上に導電性パス（５）の少なくとも１つのスレッド（
１０）で作製されるアンテナ（４）と、
　アンテナ（４）を外側から少なくとも部分的に被覆する強磁性材層（７）と、
　移動体通信装置の回路に接続するカード接点（６）と
　を備えたことを特徴とする非接触通信用の脱着可能なカード。 
【請求項２】
　接点（６）側の反対側の前記強磁性材層（７）が前記カードの本体（１）領域（２）の
周縁部まで達し、好ましくは前記カードの本体（１）の縁部（３）に達することを特徴と
する、請求項１に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項３】
　カードの外部本体（１）の領域（２）の上部の前記導電性パス（５）の片勾配と前記強
磁性材層（７）の厚さとの和が最大０．１５ｍｍ、好ましくは最大１００μｍであること
を特徴とする、請求項１または請求項２に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項４】
　前記強磁性材の真空に対する相対透磁率が３０～１８０、好ましくは５０～１５０であ
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ることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカ
ード。
【請求項５】
　前記アンテナ（４）は、導電性パス（５）の６～１０本、好ましくは８本のスレッド（
１０）を備えたカードの一領域（２）からなり、カードの両領域（２）は前記強磁性材層
（７）で被覆され、アンテナ（４）が前記強磁性材層（７）間に取り付けられることを特
徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項６】
　前記導電性パス（５）の前記スレッド（１０）の幅が７５～１２５μｍ、好ましくは１
００μｍであり、前記スレッド（１０）間隔が７５～１２５ｍμ、好ましくは１００μｍ
であることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能
なカード。
【請求項７】
　前記強磁性材層（７）は、厚さが７５～１２５μｍ、好ましくは１００μｍの箔の形状
であり、有利には鉄箔で作製されることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記
載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項８】
　前記スレッド（１０）は、四角形の領域に螺旋状に取り付けられ、好ましくは隅部が曲
線であり、前記四角形の一辺が接点（６）側とは反対側の辺の前記カードの本体（１）領
域（２）の周縁部、好ましくは前記カードの本体（１）の縁部（３）に達し、前記四角形
の反対側が前記カードの本体（１）領域（２）の２／３、好ましくは高さの１／２を超え
ず、前記四角形の側辺がいずれも前記カードの本体（１）領域（２）の周縁部、好ましく
は前記カードの本体（１）の縁部（３）に達していることを特徴とする請求項５～７のい
ずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項９】
　前記四角形は、パラメータが３．５～６．５ｍｍ×６～１０ｍｍ、好ましくは５ｍｍ×
８．５ｍｍの直角形であることを特徴とする請求項８に記載の非接触通信用の脱着可能な
カード。
【請求項１０】
　前記アンテナ（４）は、容量素子（１２）と直列接続され、このような共振回路が前記
カードの本体（１）を適切なスロットに挿入後に測定した最終周波数１３．０～１５．０
ＭＨｚ、好ましくは１４ＭＨｚに同調されることを特徴とする、請求項１～９のいずれか
１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１１】
　前記アンテナ（４）は、前記容量素子（１２）が配置される側の反対側にある抵抗（１
１）に直列接続されることを特徴とする、請求項１０に記載の非接触通信用の脱着可能な
カード。
【請求項１２】
　前記抵抗（１１）値が１０～１８Ω、好ましくは１４Ωであることを特徴とする、請求
項１１に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１３】
　前記アンテナ（４）の信号は、前記容量素子（１２）側から１番目と２番目のスレッド
（１２）の間で読み取られることを特徴とする、請求項１０～１２のいずれか１項に記載
の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１４】
　受信回路の複素入力インピーダンスが周波数１４ＭＨｚでＸｆ＝１４ＭＨｚ＝４０００
Ω－ｊ２２００Ωであることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の非接触
通信用の脱着可能なカード。
【請求項１５】
　前記カード、好ましくはｍｉｃｒｏＳＤまたはＳＤ（商標）またはｍｉｎｉＳＤ（商標
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）の前記カードの外部本体（１）は、熱可塑性補助材、好ましくはＰＡ６／６Ｔおよび／
またはＬＣＰおよび／またはＰＢＴおよび／またはＰＥＴのポリマー型であることを特徴
とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１６】
　前記外部本体（１）は、少なくとも導電性パス（５）が延びる場所が、熱可塑性補助材
、好ましくはＰＡ６／６Ｔおよび／またはＬＣＰおよび／またはＰＢＴおよび／またはＰ
ＥＴのポリマー型の層によって被覆されることを特徴とする、請求項１～１５のいずれか
１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１７】
　前記カードは接点（６）外側のカードの本体（１）の領域（２）の反対側に位置する螺
旋誘導コイルの形状の２つのアンテナ（４）を備え、前記コイルは前記カードの本体（１
）の間隙（８）を通じて結合されることを特徴とする、請求項１～１６のいずれか１項に
記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項１８】
　前記アンテナ（４）の前記導電性パス（５）は、周囲に沿って前記カードの本体（１）
に巻かれ、導電性パス（５）のスレッド（１０）は、カードの本体（１）の一領域（２）
を斜めに横切り、および／または、カードの本体の反対側領域までカードの本体（１）の
縁部（３）に沿って曲がって延び、カードの本体（１）の反対側の領域（２）を横切り、
前記スレッド（１０）の量に従って前記カードの本体（１０）に繰り返し巻かれることを
特徴とする、請求項１～４または６、７、８、１０～１６のいずれか１項に記載の非接触
通信用の脱着可能なカード。
【請求項１９】
　前記導電性パス（５）が互いに平行であることを特徴とする、請求項１８に記載の非接
触通信用の脱着可能なカード。
【請求項２０】
　前記カードは、２つのアンテナ（４）を備え、第１アンテナ（４）の第１接点がチップ
に接続され、前記第１アンテナ（４）の第２接点が接地および第２アンテナ（４）の第１
接点に接続され、前記第２アンテナ（４）の第２接点がチップに接続されることを特徴と
する、請求項１～１９のいずれか１項に記載の非接触通信用の脱着可能なカード。
【請求項２１】
　前記２つのアンテナ（４）は１３．４～１３．７ＭＨｚ、好ましくは１３．５～１３．
６ＭＨｚで別々に同調されることを特徴とする、請求項２０に記載の非接触通信用の脱着
可能なカード。
【請求項２２】
　移動体通信装置、好ましくは携帯電話での請求項１～２１のいずれか１項に記載の脱着
可能なカードの使用であって、移動体通信装置と決済アプリケーション用の読取装置との
間に非接触通信接続を確立し、前記非接触通信接続はカードの本体（１）の表面または内
部に取り付けるアンテナ（４）によって実現され、前記アンテナは強磁性材層（７）で遮
蔽され、前記層（７）は前記カードの本体（１）の一表面または両表面（２）にあり、カ
ードが接点（６）を介して移動体通信装置に接続されることを特徴とする、使用。
【請求項２３】
　脱着可能なメモリカードの薄型の外部本体（１）の非導電性の表面上に導電性パス（５
）の少なくとも１つのスレッド（１０）でアンテナ（４）を作製し、電気非導電性物質で
作製されたカードの表面に移動体通信装置の回路に接続する接点（６）を備え、前記非導
電性物質に導電性パス（５）およびスレッド（１０）の形状の溝を好ましくはレーザー光
によって彫り、前記溝を導電材、好ましくは金合金で満たすアンテナ（４）の作製方法で
あって、アンテナ（４）の接点が外部本体（１）の内側に内装される通信に用いるチップ
に接続され、アンテナ（４）を外側から少なくとも部分的に被覆する強磁性材層（７）が
一表面または両表面（２）に塗布されることを特徴とする、方法。
【請求項２４】
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　請求項２３に記載の脱着可能なカードの本体領域にアンテナを作製する方法であって、
前記溝の深さは最大０．０５ｍｍであり、前記溝は好ましくは前記カードの周囲表面の高
さまで導電材で満たされることを特徴とする、方法。
【請求項２５】
　前記溝を深くする前に前記カードの本体（１）表面に熱可塑性補助材、好ましくはＰＡ
６／６Ｔおよび／またはＬＣＰおよび／またはＰＢＴおよび／またはＰＥＴ型の層（９）
を塗布することを特徴とする、請求項２３または請求項２４に記載の脱着可能なカードの
本体領域にアンテナを作製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信装置が実行する認証処理に必要とされる、非接触無線通信、主に
ＮＦＣ通信に適合させた脱着可能なカード、基本的には薄型カード、特にメモリカードに
関する。本発明は、このほかにも該カードの使用、および、所望の素子を備えたカードに
、脱着可能なカード、主にメモリカードの共通構成を適合させたり、補完したりすること
による作製方法を記載する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ、携帯電話、コンピューターなど広範囲の技術手段にさまざまなメモリ
カード形式が広く用いられている。装置のコネクタ、スロットの適切なスライドが既定の
標準メモリカード形式に対応している。工業生産により脱着可能なメモリカードは広く普
及しており、通信装置、携帯電話は、メモリカードを挿入する適切なスロットを備えてい
ることが多い。
【０００３】
　現在、主にカードに共通するメモリ機能のほかには、非接触伝送路によって支援装置の
機能を高めることができるカードは知られていない。このような伝送路を追加することは
、認証操作、主に直接決済を実施するために必要とされ、望まれている。市場に広く普及
して使用され、すでに存在している移動体通信装置に、たとえばＮＦＣチップ形式の導電
性パスを追加実装すれば、移動体通信装置によって実行される直接決済の頻度が大幅に増
大する。
【０００４】
　既存のハードウェア空間に非接触通信素子用に空間を設ける取り組みによって問題に対
処し、アンテナの位置に関して、アンテナの位置が外部設計に影響を与えることも他の素
子に衝突することもなく、それでも尚、電磁場を送受信する十分な条件を備えるようにし
ている。
【０００５】
　特開２００７－１６６３７９号公報による発明は、携帯電話の外部表面に直接取り付け
られたアンテナを用いている。既存の携帯電話に関しては、このような解決法は不便であ
り、ほとんど用いることができない。中国公開特許第１８７００１２（Ａ）号明細書によ
る解決法では、メモリカード内にアンテナを備えている。しかし、このアンテナは携帯電
話のスロットのスライドに取り付けられているため、このような変更は送信特性が不十分
であるという特徴がある。
【０００６】
　仏国特許第０６１１１９０号明細書および仏国特許第０６１１１８９号明細書は、メモ
リカードとアンテナとの間の接続に関して記載している。しかし、具体的なアンテナの変
更点および配置に関して解決法が示されておらず、アンテナはカード自体の部品ではない
。中国公開特許第１０１０１３９０３（Ａ）号、米国特許出願公開第２００７／０１５８
４３８（Ａ１）号、韓国公開特許第２００４００８９８００（Ａ）号、韓国公開特許第２
００３０００５０８８（Ａ）号および特開２００４－３４８２３５号など多くの発明が、
たとえばＮＦＣ通信、ＲＦＩＤ通信によって追加したアンテナと短距離通信することがで
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きる携帯電話の接続および利点に関して記載している。しかし、このような解決法には、
既存の移動体通信装置のさらなる、及びユーザーが満足する機能性を増大できる技術的な
改良例が記載されていない。
【０００７】
　独国特許出願公開第１０２００７０１９２７２（Ａ１）号明細書による発明は、追加し
たアンテナとＳＩＭカードとの間のフレキシブルアンテナホルダーによる接続を記載して
おり、アンテナが携帯電話の遮蔽空間の外側にあることから、空間的な問題を解決するべ
きものである。しかし、この解決法は、全目的における使用には適しておらず、ＳＩＭカ
ードおよび電池の取り扱いを複雑にする。
【０００８】
　特開２００７－０６００７６号公報による実施例に関する他の解決法では、アンテナの
システムキャリアに電池本体を使用しており、携帯電話の他の機能性を増大させる目的で
はほとんど使用することができない。このほか、ＮＦＣ通信用のアンテナを電話機の当初
のハードウェアに直接作製する解決法が知られている。韓国公開特許第２００４００１２
４０１（Ａ）号明細書、韓国公開特許第２００５０００８６２２（Ａ）号明細書などに示
すこのような技術的解決法では、既存の電話に他の通信素子を搭載することができない。
【０００９】
　独国特許出願公開第１０２００５０２６４３５（Ｂ３）号明細書および米国特許出願第
２００６／０２５５１６０（Ａ１）号明細書による発明には、チップのほか、さらにアン
テナを含むメモリカードが示されている。この発明は、アンテナが遮蔽されておらず、メ
モリカードを支持装置のスロットに挿入後に電磁場を十分に送受信することができるよう
なアンテナの具体的な位置を挙げていない。このような変更では、基本的にカードの領域
全体にわたるアンテナ素子の位置を利用しており、実は伝送特性を悪化させている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　チップと、電気非導電性物質で作製されたカードの基本的に薄型の外部本体と、カード
接点とからなる非接触通信用の脱着可能なカードによって、上に記載する不利な点が大幅
に取り除かれており、本発明によると、その理由はアンテナがカードの本体の外部非導電
性表面に導電性パスの少なくとも１つのスレッドを備え、強磁性材層によって少なくとも
部分的に被覆されるという事実にある。
【００１１】
　カードの本体の外部表面にアンテナを配置し、導電性スレッドを作製することによって
、アンテナ特性が改善される。強磁性体材層によってアンテナが被覆されると、カードの
遮蔽が原因となる問題が解決されるとともに、アンテナの同調が安定化する。
【００１２】
　特定の装置のスロットに挿入すると、カードの大部分がスロットの金属片によって電磁
遮蔽される。主として、メモリカードの薄さに関連して面積が極めて小さくなっているス
ロット挿入間隙の断面に、遮蔽されていない部分が残る。カードに強磁性材を塗布すると
信号伝送に関して適切な物理特性を備えた重要な素子となり、塗布領域が面的に広がるこ
とによって、電磁場を制御し、周囲からカードの表面のアンテナに電磁場を移す条件が生
み出される。所望の送受信特性を得るには、好適には、接点側とは反対側にある強磁性材
層がカードの本体領域の周縁部、好ましくはカードの縁部まで達している。技術的な観点
からは、強磁性材が接点以外のカードの領域全体を被覆するのが容易かつ好適である。
【００１３】
　脱着可能なカードの標準寸法比率を既定の許容値以内に維持するには、カードの外部本
体の領域表面上部のアンテナ導電性パスの片勾配と強磁性材層の厚さの和が０．１５ｍｍ
以下、好ましくは最大１００μｍとなる必要がある。そうすれば、特定の寸法比率のカー
ドの外部本体を開発したり、作製したりする必要性がなく、共通脱着可能なメモリカード
のスロットに本発明による脱着可能なカードを用いることが可能である。真空に対する強



(6) JP 5582654 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

磁性材の相対透磁率は３０～１８０、好ましくは５０～１５０である。
【００１４】
　有利な改良例では、アンテナは、カードの一表面（上部または下部）に導電性パスの６
～１０本、好ましくは８本のスレッドを取り付けることによって作製され、カードの両表
面は強磁性材層で被覆される。アンテナは実際には２つの強磁性材層間に取り付けられる
。
【００１５】
　良好な伝送特性の観点からは、好適には、導電性パスのスレッド幅が７５～１２５μｍ
、好ましくは１００μｍである。可能な一改良例では、強磁性材層は、幅が７５～１２５
μｍ、好ましくは１００μｍの金属箔の形態である。強磁性材層は有利には、たとえば酸
化鉄Ｆｅ２Ｏ３またはＦｅ３Ｏ４と二価金属との化合物を含む鉄金属箔からなる。
【００１６】
　１つのアンテナによる解決法に関しては、好適には、スレッドが四角形の領域に螺旋状
に取り付けられる。技術的な観点からは、このような構造の隅部は曲線である。四角形の
一辺が接点側とは反対側の辺のカードの本体領域の周縁部、好ましくはカードの縁部まで
達している。これは、アンテナの縁部がカードの本体の縁部、言わば適切なスロットに挿
入後、基本的にスロットの外側、実際にはできるかぎりスロットの外縁部に近接し、換言
すれば実質的にはカードが取り出される縁部に取り付けられることを意味している。四角
形の反対側の辺は、カードの本体領域の高さの２／３、好ましくは１／２を超えず、四角
形の側辺はカードの本体領域の周縁部、好ましくはカードの縁部まで達している。この改
良例ではカードの領域のこのような一部を良好に使用でき、これにより安定した電磁波の
送信が可能となる。アンテナ領域を保持するためにカードのさらに深い部分を使用しても
効果はなく、総合伝送特性が劣化することさえある。
【００１７】
　広く普及しているｍｉｃｒｏＳＤ（商標）形式のカードを使用する観点から、改良例で
は、有利には、アンテナの記載した領域が直角形、好ましくは３．５ｍｍ～６．５ｍｍ×
６ｍｍ～１０ｍｍ、好ましくは５ｍｍ×８．５ｍｍの長方形である。
【００１８】
　同調の観点から、アンテナは有利には、容量素子、たとえばキャパシタに直列接続され
る。この直列共振回路は、カードの本体を適切なスロットに挿入後に１３．０～１５．０
ＭＨｚの周波数、好ましくは１４ＭＨｚの周波数に同調させる。アンテナが容量素子の位
置とは反対側に取り付けられた抵抗と直列接続される。抵抗は１０～１８Ω、好ましくは
１４Ωである。今まで使用されてきたアンテナ信号を処理する方法とは異なり、本発明に
よる解決法においては、好適には、信号が容量素子の接続される側から１番目と２番目の
スレッドの間で読み取られる。受信回路の複素入力インピーダンスは、１４ＭＨｚの周波
数でＸｆ＝１４ＭＨｚ＝４０００Ω－ｊ２２００Ωである。
【００１９】
　カードの外部本体は、熱可塑性補助材、好ましくはＰＡ６／６Ｔおよび／またはＬＣＰ
および／またはＰＢＴおよび／またはＰＥＴのポリマー型で作製されており、溝を彫って
導電性パスを溝表面に十分付着させる良好な条件を生み出す。同じ効果を得るために、少
なくともカードの本体の導電性パスが延びる場所を、上記の材料の層で被覆することがで
きる。使用される層は、少なくとも導電性パスの高さに達する必要がある。
【００２０】
　この脱着可能なカードには、接点部分の外側にあるカードの本体領域とは反対側に位置
する螺旋誘導コイルのような形状の２つのアンテナを備えた改良例があり、コイルはカー
ドの本体の金属間隙を介して接続される。カードでは、この接続が当初から実装されてい
る内部素子の妨げとならない位置で実施される。カードの両領域は強磁性材で被覆され、
被覆範囲はカードの縁部、言わば接点部分の反対側の領域の端部まで達する。スロット挿
入間隙の縁部には強磁性金属箔があり、スロットケースの金属部部分によって電磁遮蔽さ
れていない。この改良例では、電磁場流のファンネル効果が得られる。
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【００２１】
　アンテナ素子の他の改良例には、アンテナの導電性パスがカードの本体の周囲にわたっ
て巻かれる場合の解決法がある。導電性パスのスレッドは、カードの本体の一領域を斜め
に横切り、および／または、カードの本体の反対側領域までカードの本体の縁部に沿って
曲がって延び、カードの本体の反対側の領域を横切る。スレッドの量に応じて、スレッド
がこのようにカードの本体に繰り返し巻かれる。カードの本体表面の導電性パスの方向は
カードの本体の縁部に対して垂直であり、導電性パスの斜めまたは湾曲する部分において
、隣接するスレッドとの間に必要とされる位置ずれがカードの本体の縁部に生じる。この
改良例では、カードの領域に対して垂直方向かつ平行方向にスレッドを備える誘導コイル
を作製する。このような構造のために、上に記載の両方向に電磁界を送受信することが可
能となる。本願明細書に記載の脱着可能なカードによる信号の非接触送信に関して問題が
発生した場合、移動体通信装置を、脱着可能なカードの位置で適切な通信構成要素、たと
えばＰＯＳ端末に接近させ、アンテナが送信機の近傍で直接放射される電磁場を処理でき
るようにすると、改善可能である。スレッドの効率を高めるには、周囲に巻かれた導電性
パス全体が互いに平行であることが好適である。
【００２２】
　２つのアンテナを用いる場合、第１アンテナの第１接点はチップに接続され、第１アン
テナの第２接点は接地および第２アンテナの第１接点に接続され、第２アンテナの第２接
点はチップに接続される。全システムは２つの近接した共振周波数を備えており、このた
め、広範囲で同調される。この範囲は、カードを装置のスロットに挿入した後の、同調さ
れていないシステムを考慮すると必要である。要求される最終周波数は１３．５６ＭＨｚ
である。この周波数は、周囲からの外的影響がなければ、１３．４～１３．７ＭＨｚ、好
ましくは１３．５～１３．６ＭＨｚの異なる周波数に同調したアンテナによって受信する
ことができる。
【００２３】
　機能特性を高めるには、脱着可能なカードは有利にはメモリカード、好ましくはｍｉｃ
ｒｏＳＤ（商標）形式またはＳＤ（商標）形式もしくはｍｉｎｉＳＤ（商標）形式である
。
【００２４】
　本発明によって保護する主題は、携帯電話を使用して決済アプリケーション用の非接触
回線を確立するために、携帯電話に上に記載の脱着可能なカードを利用することそのもの
である。
【００２５】
　このほか、本発明による、脱着可能なカードの本体に非導電性物質でアンテナを作製す
る方法によって、現状の不利な点がかなり取り除かれており、これについて重要なのは、
最初に、好ましくはレーザー光によって、導電性パスの形状の溝がカードの本体表面に彫
られることである。溝の深さはカードの本体の完全性を損なうものではなく、通常０．０
０５～０．０５ｍｍを超えない。アンテナ接点がチップに接続され、表面または両領域の
表面にアンテナを少なくとも部分的に被覆する強磁性金属箔が塗布されるため、溝は導電
材、好ましくは金含有合金で満たされる。好適には、溝が導電材でカードの周囲表面の高
さまで満たされる。
【００２６】
　導電性パスをカードの本体に良好に付着させ、容易に溝を彫るには、有利には、好まし
くはＰＡ６／６Ｔおよび／またはＬＣＰおよび／またはＰＢＴおよび／またはＰＥＴの熱
可塑性補助材層まで溝を彫る。これは、溝を彫る前に、カードの本体の基材を選択するか
、カードの本体の表面に所望の材料の層を塗布することによって実現できる。
【００２７】
　本発明は、図１～７によりさらに詳細に説明される。導電性パスをさらに明確に示すた
めに、図３～５には尺度を示さず、関連実施例に記載の実際の巻き数は記載していない。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】カード両面の領域に２つのアンテナを備えた脱着可能なカードの投影図である。
【図２】層および導電性パスを示す脱着可能なカードの断面図である。
【図３】導電性パスの巻線を周囲に巻いた状態の、脱着可能なカードの立体図である。
【図４】導電性パスの巻線を周囲に巻いた状態のカードの立面図および断面図であり、立
面図は、反対側領域の平行な導電性パスに対する一領域の導電性パスの典型的な位置ずれ
を示す図である。
【図５】強磁性材層および導電性パスの長手方向の断面図である。
【図６】８つのスレッドからなる螺旋状の誘導素子の接続の配置を示し、さらにアンテナ
と受信回路との間の接続点を示す図である。
【図７】カードの一領域に８つのスレッドアンテナを備えたｍｉｃｒｏＳＤ（商標）メモ
リカードの図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２９】
　本実施例は、２本のアンテナ４を備えた、パラメータが１５×１１×０．７ｍｍの脱着
可能なｍｉｃｒｏＳＤ（商標）カードについて説明する。カードの本体１の領域２には１
３．５ＭＨｚの周波数に同調させた第１のアンテナと１３．５６ＭＨｚの周波数に同調さ
せた第２のアンテナがある。アンテナ素子は、カードの領域２の両面に取り付けられた螺
旋状誘導コイルで作製されている。コイルはカードの本体１のカードの金属間隙８を介し
て接合されており、接合部を有する間隙８はカードの内部素子の妨げにならない。アンテ
ナ４の全体のインピーダンス特性は、携帯電話のスロットに挿入後に共振周波数１３．５
６ＭＨｚに設定されている。アンテナ４を作製することによって、調整可能なパラメータ
は導電性パス５の厚さ、導電性パス５の間隙の大きさおよびコイルのスレッド数１０とな
る。第１アンテナ４の第１接点はチップの出口接点に接続され、第１アンテナ４の第２接
点は接地および第２アンテナ４の第１接点に接続される。第２アンテナ４の第２接点は、
チップの他方の出口接点に接続される。
【００３０】
　初めに、ＰＢＴポリマー型の層９がカードの両領域に塗布される。このため、レーザー
によって導電性パス５の形状の溝がカードの領域２の層に焼き付けられる。導電性パス５
は、溝形を金合金で満たすことによって作製される。さらに、カードの両領域２に厚さ０
．０５ｍｍの層７が設けられる。強磁性箔の真空中の相対透磁率は５０である。
【実施例２】
【００３１】
　尺度を示していない概略図３～５によれば、アンテナ４は周囲の巻線によってカードの
本体１に巻かれている。カードの本体１はＬＣＰポリマー型からなる。導電性パス５はカ
ードの本体１の領域２を横切り、実際にはカードの縁部３に直交する。さらに、導電性パ
スはカードの本体１の縁部３に沿って４５度の角度で斜めにカードの本体１の反対側領域
２まで続き、カードの本体１の他方の縁部３を横切り、これを繰り返してカードの本体１
に巻かれる。導電性パスは互いに平行であり、本実施例では幅が０．１５ｍｍである。上
部領域２の導電性パス５の巻線と下部領域２の連続巻線との間には、０．７ｍｍの位置ず
れがある。カードの本体１の縁部３の導電性パス５の傾きによって、カードの反対側領域
２の導電性パス５の位置を連続してずらすことができる。カードの領域２の隣接導電性パ
ス間の間隙は、本実施例では０．１～０．１５ｍｍである。導電性パス５の高さは０．０
３ｍｍである。本実施例では、アンテナ４は３５回巻かれた導電性パス５の巻線からなり
、接点６側の反対側の縁部３から巻き始め、カードの反対端から約５ｍｍの地点で巻き終
わる。強磁性材層９の厚さは０．０４ｍｍである。
【実施例３】
【００３２】
　本実施例の脱着可能なカードは、パラメータが約１５ｍｍ×１１ｍｍのｍｉｃｒｏＳＤ
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たアンテナ４を含む。アンテナ４は８つのスレッド１０からなり、カードの両領域２は厚
さ１００μｍの鉄箔で被覆されており、アンテナ４はその箔の下に設けられる。鉄箔の相
対透磁率は５０～１５０である。接点６以外のカードのほぼ全領域２が被覆される。
【００３３】
　スレッド１０の幅は１００μｍ、スレッド１０間の間隙は１００μｍである。アンテナ
４のスレッド１０は、パラメータが５ｍｍ×８．５ｍｍ、隅部が曲線の長方形の枠線とな
るように成形されている。アンテナ４は３辺がカードの本体１の領域２の周縁部に近接し
ている。アンテナ４の外枠線をなす長方形の１辺は、接点６側とは反対側にあるカードの
本体１領域２の周縁部まで達し、基本的にカードの本体１の縁部３に達している。アンテ
ナ４の外枠線をなす長方形の２つの側辺はカードの本体１の領域２の側面周縁部に達して
いる。アンテナ４の規定のパラメータが５ｍｍの場合、アンテナ４はカードの本体１の領
域２の高さの１／２までは干渉せず、アンテナ４の上縁部は接点６が取り付けられている
ｍｉｃｒｏＳＤ（商標）カードの縁部から約９ｍｍの位置にある。
【００３４】
　アンテナ４は本願明細書ではキャパシタとして機能する容量素子１２と直列接続される
。この直列共振回路は、カードの本体１を携帯電話の適切なスロットに装入した後に、１
４ＭＨｚの周波数に同調される。アンテナ４は抵抗１１と直列接続されるが、この抵抗１
１は容量素子１２の位置とは反対側で接続される。抵抗値は１４Ωである。受信回路１３
は、容量素子１２が接続される側から１番目と２番目のスレッド１０の間でアンテナ４に
接続される。上に示す側の１番目と２番目のスレッド１０との間で、アンテナ４からの信
号が読み取られる。受信回路１３の複素入力インピーダンスは、周波数１４ＭＨｚでＸｆ

＝１４ＭＨｚ＝４０００Ω－ｊ２２００Ωである。
【００３５】
　本実施例による脱着可能なメモリカードは、携帯電話で使用するために提供される。本
来はメモリ拡張に用意された適切なスロットにカードを挿入するほか、カードおよび携帯
電話に実装される、特定のソフトウェアで動作する装置によって、携帯電話と携帯電話を
用いる決済アプリケーション用の外部決済構成要素との間に非接触回線が確立される。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　産業上の利用可能性は明らかである。本発明によると、メモリカードを挿入するスロッ
トを備えた移動体通信装置内のＮＦＣチップの規格を主に使用する、非接触通信用の繰り
返し脱着可能なカードを、産業的に作製することが可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　カードの本体
　２　カードの領域
　３　カードの縁部
　４　アンテナ
　５　導電性パス
　６　接点
　７　強磁性材層
　８　間隙
　９　熱可塑性補助材層
　１０　スレッド
　１１　抵抗
　１２　容量素子
　１３　受信回路
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