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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体基板の両端部に形成された一対の主アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子
間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に接続された整合部と
を備えており、
　前記一対の主アンテナ素子、前記補助アンテナ素子及び前記整合部は、前記誘電体基板
の片面に形成されており、
　前記補助アンテナ素子は、両端部が前記一対の主アンテナ素子の前記整合部が接続され
ている側の近傍に設けられており、
　前記補助アンテナ素子の両端部の形状が、前記一対の主アンテナ素子の前記整合部が接
続されている側の形状に沿った形状とされていることを特徴とする小型アンテナ。
【請求項２】
　前記一対の主アンテナ素子の前記整合部が接続されている側には、それぞれ、Ｌ字状形
状に形成されたＬ字状形状部分が対向して設けられており、
　前記補助アンテナ素子の両端部の形状が、前記一対の主アンテナ素子の前記Ｌ字状形状
部分に沿った形状とされていることを特徴とする請求項１に記載の小型アンテナ。
【請求項３】
　前記一対の主アンテナ素子及び前記整合部は、いずれもメアンダライン形状に形成され
ており、
　前記主アンテナ素子は、前記メアンダライン形状全体としてのパターン幅が前記補助ア
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ンテナ素子の幅より太い幅とされていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の小型アンテナ。
【請求項４】
　前記補助アンテナ素子は、前記主アンテナ素子の方向にスライド可能であることを特徴
とする請求項１から請求項３までのいずれか一つに記載の小型アンテナ。
【請求項５】
　前記補助アンテナ素子は、導体線の線幅もしくは長さが可変であることを特徴とする請
求項１から請求項３までのいずれか一つに記載の小型アンテナ。
【請求項６】
　誘電体基板の両端部に形成された一対の主アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子
間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に接続された整合部と
を備えており、
　前記補助アンテナ素子の両端部がそれぞれ前記一対の主アンテナ素子に近接しており、
　前記補助アンテナ素子は、前記主アンテナ素子の方向にスライド可能であることを特徴
とする小型アンテナ。
【請求項７】
　誘電体基板の両端部に形成された一対の主アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子
間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に接続された整合部と
を備えており、
　前記補助アンテナ素子の両端部がそれぞれ前記一対の主アンテナ素子に近接しており、
　前記補助アンテナ素子は、導体線の線幅もしくは長さが可変であることを特徴とする小
型アンテナ。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一つに記載の小型アンテナとＩＣチップとを備え
、前記小型アンテナの前記整合部に前記ＩＣチップが接続されていることを特徴とする無
線タグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ）システムなどに用いられる小型アンテナ及び無線タグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＲＦＩＤシステムは、例えば図１２に示すように、リーダＲＷ、アンテナＡ、無線タグ
Ｔとから構成されており、リーダＲＷは電波信号を送出し、このリーダＲＷからの送出電
波信号を無線タグＴが受け、タグ内のメモリに蓄積された情報で、入力信号に反射変調を
与えてリーダＲＷに返送する。そして、無線タグＴから返送された信号をリーダＲＷにて
復調してタグ情報を取り出すようになっている。
【０００３】
　無線タグとしては、マイクロ波（２．４ＧＨｚ帯）の周波数帯を使用したマイクロ波タ
グがＦＡ分野等で利用されている。マイクロ波タグにおいては、リーダからの送信電波を
検波し、それを駆動電力としてタグ動作を行わせるバッテリレスタグが、多くの分野で様
々な活用が検討されており、ＦＡのほか、物流・流通関連などの分野で大きな活用展開が
予定されている。
【０００４】
　また、最近では、マイクロ波よりも伝播距離が長いＵＨＦ周波数帯（９００ＭＨｚ帯）
を用いたＲＦＩＤシステムの規格化・法制化が進めらており、これに対応したＵＨＦ用タ
グの開発も進められてきている。
【０００５】
　ＵＨＦ用のタグとしては、例えば、図１３に示すように、誘電体基板２０３上に、信号
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を電波として送受信する直線状の主アンテナ素子２０１，２０１と補助アンテナ素子２０
２を形成するとともに、タグ処理機能をもつタグＩＣ２０４を組み込んで一体化したＵＨ
Ｆダイポール型タグがある。
【０００６】
　しかしながら、ＵＨＦダイポール型タグでは、前記したようにマイクロ波タグに比べて
伝播距離は長くなるものの、タグのサイズが大きくなるという問題がある。例えば、マイ
クロ波ダイポール型タグは６～８ｃｍ程度であるのに対し、ＵＨＦダイポール型タグでは
１６～２１ｃｍであり、マイクロ波ダイポール型タグの約３倍の大きさになってしまう。
【０００７】
　このような問題を解消する方法として、ダイポールアンテナをメアンダライン形状（曲
折形状）にすることで、アンテナの小型化をはかる方法が提案されている（例えば、特許
文献１参照。）。
【０００８】
　また、メアンダアンテナを有する無線タグとして、図１４に示すように、誘電体基板３
０３上にメアンダ形状の主アンテナ素子３０１、３０１と直線状の補助アンテナ素子３０
２を形成するとともに、タグＩＣ３０４を組み込んで一体化したものが知られている。こ
の図１４の構造では、主アンテナ素子３０１と補助アンテナ素子３０２との近接によって
利得を高めている。
【特許文献１】特開２００２－１４１７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、図１４に示した構造では、メアンダ形状の主アンテナ素子と同様に補助アン
テナ素子がタグの両端（誘電体基板の両端）にまで延びており、アンテナ特性において最
も重要なタグの両端エリアに補助アンテナが存在しているため、その両端エリアにおける
主アンテナ素子の占有面積がどうしても小さくなり、利得が低下するという問題がある。
【００１０】
　また、主アンテナ素子と補助アンテナ素子との近接箇所が、補助アンテナ素子のほぼ全
長にわたって数多く存在し（図１５参照）、アンテナ素子部と整合部とが明確に分かれて
いないため、利得と整合とがトレードオフの関係になる。このため、タグＩＣとの整合と
利得の双方を考慮して、主アンテナ素子及び補助アンテナ素子の双方のサイズや形状を工
夫する必要があって、主アンテナ素子及び補助アンテナ素子の設計（アンテナインピーダ
ンスの設計）の自由度が小さくなり、整合損失が大きくなるという問題がある。
【００１１】
　本発明はそのような実情に鑑みてなされたもので、利得を維持しつつ、インピーダンス
整合を容易に行うことが可能な小型アンテナを提供すること、及び、そのような小型アン
テナを備えた無線タグ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】
【００１２】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナは、誘電体基板の両端部に形成された一対の主ア
ンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対
の主アンテナ素子間に接続された整合部とを備えており、前記一対の主アンテナ素子、前
記補助アンテナ素子及び前記整合部は、前記誘電体基板の片面に形成されており、前記補
助アンテナ素子は、両端部が前記一対の主アンテナ素子の前記整合部が接続されている側
の近傍に設けられており、前記補助アンテナ素子の両端部の形状が、前記一対の主アンテ
ナ素子の前記整合部が接続されている側の形状に沿った形状とされていることによって特
徴づけられる。
【００１３】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナによれば、前記補助アンテナ素子の両端部が前記
一対の主アンテナ素子に近接する部分のみが、前記主アンテナ素子と前記補助アンテナ素
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子との局所的な近接部となり、その近接箇所がほぼ明確に分かれているので、アンテナイ
ンピーダンスの調整（前記主アンテナ素子と前記補助アンテナ素子との近接部に形成され
るコンデンサの容量調整及び前記整合部の調整）を、前記主アンテナ素子のサイズ・形状
に関係なく独立して行うことができる。従って、前記主アンテナ素子を利得優先で自由に
設計することが可能になる。
　さらに、前記一対の主アンテナ素子、前記補助アンテナ素子及び前記整合部が前記誘電
体基板の片面に形成されているので、前記主アンテナ素子、前記補助アンテナ素子及び前
記整合部を同一平面上に形成することができ、これにより、製作が容易になり生産コスト
の低減化を達成できる。また、シート状の物体などに前記主アンテナ素子、前記補助アン
テナ素子及び前記整合部の各導体線パターンを印刷により形成することも可能になる。
【００１４】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナにおいて、前記一対の主アンテナ素子の前記整合
部が接続されている側には、それぞれ、Ｌ字状形状に形成されたＬ字状形状部分が対向し
て設けられており、前記補助アンテナ素子の両端部の形状が、前記一対の主アンテナ素子
の前記Ｌ字状形状部分に沿った形状とされていることが好ましい。
【００１６】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナにおいて、前記一対の主アンテナ素子及び前記整
合部は、いずれもメアンダライン形状に形成されており、前記主アンテナ素子は、前記メ
アンダライン形状全体としてのパターン幅が前記補助アンテナ素子の幅より太い幅とされ
ていることが好ましい。
【００１７】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナにおいて、前記補助アンテナ素子を前記主アンテ
ナ素子の方向にスライド可能な構造としておけば、前記補助アンテナ素子の両端部が各主
アンテナ電極に近接する近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調整す
ることができる。このような調整はタグ製作後に行うことが可能であり、例えば無線タグ
を装着する物体の材質によってタグインピーダンスが変化する場合の微調整に有効な手段
となる。
【００１８】
　また、前記補助アンテナ素子の前記主アンテナ素子の方向へのスライド移動により、前
記補助アンテナ素子の両端部もしくは一端部を前記主アンテナ素子に接触させ、アンテナ
特性を劣化させて無線タグの動作を停止させることにより、例えば、セキュリティを確保
することができる。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動作をＯＦＦ
にし、未だ購入されていない書籍は無線タグの動作がＯＮである、というような使用者の
意図により無線タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすることができる。
【００１９】
　本発明に係る第１態様の小型アンテナにおいて、前記補助アンテナ素子の線幅もしくは
長さを可変としておくと、前記補助アンテナ素子の両端部が各主アンテナ電極に近接する
近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調整することができる。また、
前記補助アンテナ素子の線幅または長さを変更して、前記補助アンテナ素子を前記主アン
テナ素子に接触させることで、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動作を停止させるこ
とができる。このように無線タグの動作を停止させることにより、例えば、セキュリティ
を確保することができる。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動作を
ＯＦＦにし、未だ購入されていない書籍は無線タグの動作がＯＮである、というような使
用者の意図により無線タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすることができる。
【００２０】
　本発明に係る第２態様の小型アンテナは、誘電体基板の両端部に形成された一対の主ア
ンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対
の主アンテナ素子間に接続された整合部とを備えており、前記補助アンテナ素子の両端部
がそれぞれ前記一対の主アンテナ素子に近接しており、前記補助アンテナ素子は、前記主
アンテナ素子の方向にスライド可能であることによって特徴づけられる。
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　本発明に係る第３態様の小型アンテナは、誘電体基板の両端部に形成された一対の主ア
ンテナ素子と、前記一対の主アンテナ素子間に形成された補助アンテナ素子と、前記一対
の主アンテナ素子間に接続された整合部とを備えており、前記補助アンテナ素子の両端部
がそれぞれ前記一対の主アンテナ素子に近接しており、前記補助アンテナ素子は、導体線
の線幅もしくは長さが可変であることによって特徴づけられる。
　本発明に係る無線タグは、前記した本発明に係る第１態様から第３態様までのいずれか
一つの小型アンテナとＩＣチップとを備え、前記小型アンテナの前記整合部に前記ＩＣチ
ップが接続されていることよって特徴づけられる。
【００２１】
　本発明に係る第２態様及び第３態様の小型アンテナによれば、前記補助アンテナ素子の
両端部が前記一対の主アンテナ素子に近接する部分のみが、前記主アンテナ素子と前記補
助アンテナ素子との局所的な近接部となり、その近接箇所がほぼ明確に分かれているので
、アンテナインピーダンスの調整（前記主アンテナ素子と前記補助アンテナ素子との近接
部に形成されるコンデンサの容量調整及び前記整合部の調整）を、前記主アンテナ素子の
サイズ・形状に関係なく独立して行うことができる。従って、前記主アンテナ素子を利得
優先で自由に設計することが可能になる。
【００２２】
　さらに、本発明に係る第２態様の小型アンテナでは、前記補助アンテナ素子を前記主ア
ンテナ素子の方向にスライド可能な構造としておけば、前記補助アンテナ素子の両端部が
各主アンテナ電極に近接する近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調
整することができる。このような調整はタグ製作後に行うことが可能であり、例えば無線
タグを装着する物体の材質によってタグインピーダンスが変化する場合の微調整に有効な
手段となる。また、前記補助アンテナ素子の前記主アンテナ素子の方向へのスライド移動
により、前記補助アンテナ素子の両端部もしくは一端部を前記主アンテナ素子に接触させ
、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動作を停止させることにより、例えば、セキュリ
ティを確保することができる。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動
作をＯＦＦにし、未だ購入されていない書籍は無線タグの動作がＯＮである、というよう
な使用者の意図により無線タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすることができる。
　さらに、本発明に係る第３態様の小型アンテナでは、前記補助アンテナ素子の線幅もし
くは長さを可変としておくと、前記補助アンテナ素子の両端部が各主アンテナ電極に近接
する近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調整することができる。ま
た、前記補助アンテナ素子の線幅または長さを変更して、前記補助アンテナ素子を前記主
アンテナ素子に接触させることで、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動作を停止させ
ることができる。このように無線タグの動作を停止させることにより、例えば、セキュリ
ティを確保することができる。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動
作をＯＦＦにし、未だ購入されていない書籍は無線タグの動作がＯＮである、というよう
な使用者の意図により無線タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすることができる。
【００２３】
　本発明に係る無線タグは、前記した本発明に係る第１態様から第３態様までのいずれか
一つの小型アンテナとＩＣチップ（タグＩＣ）とを備え、前記小型アンテナの前記整合部
に前記ＩＣチップが接続されているので、利得を維持しながらタグの小型化をはかること
ができるとともに、インピーダンスの整合を容易に行うことができる。
【００２４】
　ここで、前記した特許文献１（特開２００２－１４１７３２号公報）に記載のアンテナ
では、不平衡方式（ＧＮＤを基準として１本の信号線にＧＮＤからの電位差を与える伝送
方式）でアンテナに給電を行う構造であり、給電を行うグランド板はアンテナとしては動
作しない。また、不平衡方式で給電が行なわれるため、マイクロストリップ等の平衡／不
平衡の変換部が必要であり、その平衡／不平衡の変換部において電波が損失するという欠
点がある。
【００２５】
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　これに対し、本発明に係る無線タグ（本発明に係る第１態様から第３態様までのいずれ
か一つの小型アンテナと前記ＩＣチップ（タグＩＣ）とを備えた無線タグ）は、前記ＩＣ
タグの端子からアンテナ素子までを、完全に平衡伝送（２本の信号線を使ってそれぞれの
線に電位差を与える伝送方法）とすること可能であり、前記補助アンテナ素子は給電され
ない構造とすることができる。従って、前記補助アンテナ素子の中央部がアンテナとして
動作して、僅かではあるものの、利得が向上するという利点がある。また、平衡伝送が可
能な構造であることから、平衡／不平衡の変換部を設ける必要がない。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る第１態様、第２態様及び第３態様の小型アンテナによれば、前記主アンテ
ナ素子が前記誘電体基板の両端部（タグの両端部）に形成され、その主アンテナ素子間に
前記補助アンテナ素子が形成されているとともに、前記補助アンテナ素子の両端部がそれ
ぞれ前記一対の主アンテナ素子に近接する構造としているので、アンテナインピーダンス
の調整（タグＩＣ等との整合調整）を、前記主アンテナ素子のサイズ・形状に関係なく独
立して行うことができる。これにより、前記主アンテナ素子を利得優先で自由に設計する
ことが可能となり、利得を向上させることができる。しかも、利得を維持しながらアンテ
ナインピーダンスの調整を最適条件に設定することが可能となり、整合損失を少なくする
ことができる。
　さらに、本発明に係る第２態様の小型アンテナでは、前記補助アンテナ素子を前記主ア
ンテナ素子の方向にスライド可能な構造としておけば、前記補助アンテナ素子の両端部が
各主アンテナ電極に近接する近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調
整することができる。このような調整はタグ製作後に行うことが可能であり、例えば無線
タグを装着する物体の材質によってタグインピーダンスが変化する場合の微調整に有効な
手段となる。
　さらに、本発明に係る第３態様の小型アンテナでは、前記補助アンテナ素子の線幅もし
くは長さを可変としておくと、前記補助アンテナ素子の両端部が各主アンテナ電極に近接
する近接部のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調整することができる。
　さらに、本発明に係る第２態様の小型アンテナでは、前記補助アンテナ素子の両端部も
しくは一端部を前記主アンテナ素子に接触させ、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動
作を停止させることができ、本発明に係る第３態様の小型アンテナでは、前記補助アンテ
ナ素子の線幅または長さを変更して、前記補助アンテナ素子を前記主アンテナ素子に接触
させることで、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動作を停止させることができる。
　本発明に係る第２態様及び第３態様の小型アンテナでは、このように無線タグの動作を
停止させることにより、例えば、セキュリティを確保することができる。また、書籍購入
済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動作をＯＦＦにし、未だ購入されていない書籍は
無線タグの動作がＯＮである、というような使用者の意図により無線タグの動作のＯＮ／
ＯＦＦを自在にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施形態に係る小型アンテナにおいて、主アンテナ素子、補助アンテナ素子及
び整合部が誘電体基板の片面に形成されていることが好ましい。このように主アンテナ素
子、補助アンテナ素子及び整合部を同一平面上に形成することにより、製作が容易になり
生産コストの低減化を達成できる。また、シート状の物体などに主アンテナ素子、補助ア
ンテナ素子及び整合部の各導体線パターンを印刷により形成することも可能になる。
　本発明の実施形態に係る小型アンテナにおいて、小型化をはかるために、主アンテナ素
子の導体線をメアンダライン状に形成することが好ましい。なお、主アンテナ素子は、折
れ曲りパターンの導体線であってもよいし、略三角形状またはコイル状の導体線であって
もよい。また、整合部についても、メアンダライン状に形成された導体線またはコイル状
の導体線とすることが好ましい。
　本発明の実施形態に係る小型アンテナによれば、主アンテナ素子を利得優先で自由に設
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計することが可能であるので、主アンテナ素子を、利得を高めることが可能な線幅の太い
導体線（太い線幅のメアンダパターン）とすることが可能となる。
　本発明の実施形態に係る小型アンテナにおいて、補助アンテナ素子にスロットを形成し
ておき、そのスロットに別のタグＩＣを実装するか、スロットに主アンテナ素子とは別の
給電を行うようにすれば、スロットアンテナを形成することが可能となり、１つの小型ア
ンテナで、例えばＵＨＦ（９００ＭＨｚ帯）とマイクロ波（２．４ＧＨｚ帯）の２つの周
波数に対応することが可能なデュアルアンテナを構成することが可能になる。
　本発明の実施形態に係る小型アンテナにおいて、補助アンテナ素子の内側に別の電子部
品を実装しておいてもよい。また、補助アンテナ素子にスロットを形成して、そのスロッ
トに別の電子部品を実装しておいてもよい。スロットに実装する電子部品としては、例え
ば、ＰＩＮダイオード等の半導体スイッチ、あるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の他の通信デ
バイスなどを挙げることができる。
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
＜実施形態１＞
　図１は本発明の小型アンテナの一例を示す平面図である。図２はそれぞれ図１のＺａ－
Ｚａ線端面図（ａ）、Ｚｂ－Ｚｂ線端面図（ｂ）及びＺｃ－Ｚｃ線端面図（ｃ）を併記し
て示す図である。
【００２８】
　この例の小型アンテナＡＮは、誘電体基板（例えばガラスエポキシ基板）４の片面に、
左右一対の主アンテナ素子１，１と、補助アンテナ素子２と、左右一対の整合部３，３と
が形成されてなる平面構造のアンテナである。
【００２９】
　主アンテナ素子１，１は、導体線がメアンダライン状に形成されたメアンダ型アンテナ
であって、誘電体基板４に左右対称に配置されている。主アンテナ素子１，１は誘電体基
板４の両端エリアを占有しており、これら左右一対の主アンテナ素子１，１間に補助アン
テナ素子２が配置されている。
【００３０】
　補助アンテナ素子２の両端部はそれぞれ各主アンテナ素子１，１の内側端面１１，１２
に近接した状態で配置されており、この近接部分が主アンテナ素子１，１と補助アンテナ
素子２との近接部７，８となっている。
【００３１】
　各整合部３，３はメアンダライン状に形成された導体線（インダクタ）である。整合部
３，３の各一端部はそれぞれ主アンテナ素子１，１の内側端部に接続されており、この整
合部３，３の各他端部がタグＩＣ等のＩＣチップを搭載するＩＣ搭載部５となっている。
【００３２】
　そして、このような小型アンテナＡＮの整合部３，３の他端部のＩＣ搭載部５に、図３
に示すようにタグＩＣ６を実装することにより、小型の無線タグＴ０を実現することがで
きる。
【００３３】
　この例の小型アンテナＡＮ及び無線タグＴ０によれば、主アンテナ素子１，１の導体線
の線幅が太くて、誘電体基板４の両端エリアを主アンテナ素子１，１が完全に占有してい
るので、図１４に示した従来の構造と比べて利得を高めることができる。
【００３４】
　また、各主アンテナ素子１，１と補助アンテナ素子２との近接箇所が、その補助アンテ
ナ素子２の両端部の近接部７，８のみであり、図４の等価回路に示すように、主アンテナ
素子１，１との補助アンテナ素子２との近接箇所がほぼ明確に分かれており、しかも、補
助アンテナ素子２が各主アンテナ素子１，１に近接する近接部７，８に形成されるコンデ
ンサＣ及び整合部３によるインダクタＬの双方が可変であるので、それらコンデンサＣ及
びインダクタＬの調整つまりアンテナインピーダンスの調整（タグＩＣ等との整合調整）
を主アンテナ素子１，１のサイズ・形状に関係なく独立して行うことができる。
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【００３５】
　従って、主アンテナ素子１，１を利得優先で自由に設計することが可能になる。しかも
高い利得を維持しつつ、アンテナインピーダンスの調整を最適条件に設定することが可能
となり、整合損失を少なくすることができる。
【００３７】
　＜実施形態２＞
　以上の例では、補助アンテナ素子２を誘電体基板４に固定配置としているが、図５に示
すように、補助アンテナ素子２をＹ方向にスライド可能な構造としておけば、補助アンテ
ナ素子２の両端部が主アンテナ電極１，１に近接する近接部８のギャップつまり整合調整
用のコンデンサの容量を調整することができる。このような調整は、製作後に行うことが
可能であり、例えば、無線タグを装着する物体の材質によって、タグインピーダンスが変
化する場合の微調整に有効な手段となる。
【００３８】
　また、補助アンテナ素子２のＹ方向へのスライド移動により、補助アンテナ素子２の両
端部を一対の主アンテナ素子１，１に接触させ、アンテナ特性を劣化させて無線タグＴ１
の動作を停止することにより、セキュリティを確保するというような使用方法も可能にな
る。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付した無線タグの動作をＯＦＦにし、未だ購入
されていない書籍は無線タグの動作がＯＮである、というような使用者の意図により無線
タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすることができる。
【００３９】
　なお、補助アンテナ素子２をＸ方向にスライド可能な構造としてもよく、この場合も、
補助アンテナ素子２の一端部を主アンテナ素子１に接触させることで、アンテナ特性を劣
化させて無線タグの動作を停止させることができる。
【００４０】
　補助アンテナ素子２のスライド構造の具体的な例としては、例えば、補助アンテナ素子
２を個別の金属プレートで構成するとともに、誘電体基板４またはタグケース（図示せず
）にスライド案内用のガイド溝を設け、そのガイド溝に沿って補助アンテナ素子２をスラ
イドさせるという構造を挙げることができる。
【００４１】
　また、補助アンテナ素子２に関しては、その導体線の線幅または長さを変更することが
可能な構造としておいてもよい。補助アンテナ素子２の線幅を可変としておくと、上記し
たスライド構造と同様に、補助アンテナ素子２の両端部が主アンテナ電極１，１に近接す
る近接部８のギャップつまり整合調整用のコンデンサの容量を調整することができる。さ
らに、補助アンテナ素子２の線幅または長さを変更して、補助アンテナ素子２を主アンテ
ナ素子１に接触させることで、アンテナ特性を劣化させて無線タグの動作を停止させるこ
とができる。
【００４２】
　補助アンテナ素子２の線幅または長さを可変とする構造の具体的な例としては、例えば
、補助アンテナ素子２を、誘電体基板上に形成した固定導体線パターンと、この固定導体
線パターンに重ね合わせた可動金属プレートによって構成し、その可動金属プレートを固
体導体線パターンに対してスライドさせることにより、線幅または長さを変えるという構
造を挙げることができる。
【００４３】
　＜実施形態３＞
　図６及び図７はそれぞれ本発明の無線タグ（小型アンテナ）の他の例を示す平面図であ
る。
【００４４】
　図６に示すように、補助アンテナ素子２にスロット２１を形成し、このスロット２１に
スイッチ（例えばＰＩＮダイオード等の半導体スイッチ）２２を実装しておき、そのスイ
ッチ２２をタグＩＣ６の両端間に接続しておいてもよい。このような構成を採用すれば、
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スイッチ２２がＯＦＦの状態では無線タグＴ２が通常の状態で動作し、スイッチ２２をＯ
Ｎにすることにより、タグＩＣ６の両端をショートさせて無線タグＴ２の動作を止めるこ
とができる。このようにスイッチ２２を設けて無線タグＴ２の動作を止めることにより、
例えば、セキュリティを確保することができる。また、書籍購入済みの場合、書籍に貼付
した無線タグの動作をＯＦＦにし、未だ購入されていない書籍は無線タグの動作がＯＮで
ある、というような使用者の意図により無線タグの動作のＯＮ／ＯＦＦを自在にすること
ができる。
【００４５】
　また、図７に示すように、補助アンテナ素子２にスロット２１を形成し、そのスロット
２１に別のタグＩＣ２３を実装すれば、１つの製品に２つの無線タグを構成することが可
能となり、１つの無線タグＴ３を、例えばＵＨＦ（９００ＭＨｚ帯）とマイクロ波（２．
４ＧＨｚ帯）の２つの周波数に対応することが可能なタグとして使用することができる。
【００４６】
　なお、補助アンテナに形成したスロットに給電を行うようにすれば、スロットアンテナ
を形成することが可能となり、１つの小型アンテナで、例えば、ＵＨＦ（９００ＭＨｚ帯
）とマイクロ波（２．４ＧＨｚ帯）の２つの周波数に対応することが可能なデュアルアン
テナを構成することが可能になる。
【００４７】
　また、補助アンテナ素子の内側に別の電子部品を実装しておいてもよい。さらに、補助
アンテナ素子にスロットアンテナを形成して、そのスロットアンテナにＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ等の他の通信デバイスなど実装しておいてもよい。
【００４８】
　＜実施形態４＞
　図１及び図３の例では、主アンテナ素子１をメアンダライン形状のパターンとしている
が、これに限られることなく、例えば、図８に示すような折り曲げパターンの主アンテナ
素子１０１としてもよい。また、図９に示すように、主アンテナ素子１１１を、誘電体基
板４の端部に向かうに従って線幅が漸次大きくなるような略三角形状のパターンとしても
よい。さらに、主アンテナ素子は、誘電体基板４にスルーホールを形成し、そのスルーホ
ールを利用してコイル状に巻回した形状のヘリカルアンテナであってもよい。
【００４９】
　＜実施形態５＞
　本発明において整合部の電気長を後調整する場合の例を図１０及び図１１に示す。
【００５０】
　図１０の例は、整合部３１を「ロの字」が連続するパターンとし（図１０（ａ））、そ
の「ロ路の字」の一辺もしくは複数の辺をレーザ光の照射等により切断することにより（
図１０（ｂ））、整合部３１の電気長を調整する方法である。
【００５１】
　図１１の例は、整合部３２を、矩形部３３を有するパターンとし（図１１（ａ））、そ
の矩形部３３の一部分をレーザ光の照射等により除去することにより（図１１（ａ））、
整合部３２の電気長を調整する方法である。なお、図１１の例では、矩形部３３の除去部
の切り込み深さを適宜設定することにより、整合部３２の電気長を無段階で調整すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、ＦＡ・物流・流通などの各種分野においてＲＦＩＤシステムを構築する際に
有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の小型アンテナの一例を示す平面図である。
【図２】図１のＺａ－Ｚａ線端面図（ａ）、Ｚｂ－Ｚｂ線端面図（ｂ）、及び、Ｚｃ－Ｚ
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【図３】図１の小型アンテナを使用した無線タグの一例を示す図である。
【図４】図３の無線タグの等価回路図である。
【図５】本発明の無線タグの他の例を示す平面図である。
【図６】本発明の無線タグの別の例を示す平面図である。
【図７】本発明の無線タグの別の例を示す平面図である。
【図８】本発明の無線タグの別の例を示す平面図である。
【図９】本発明の無線タグの別の例を示す平面図である。
【図１０】整合部の長さを調整する方法の一例の説明図である。
【図１１】整合部の長さを調整する方法の他の例の説明図である。
【図１２】ＲＦＩＤシステムの基本構成を示す図である。
【図１３】従来の無線タグの一例を示す平面図である。
【図１４】従来の無線タグの他の例を示す平面図である。
【図１５】図１４の無線タグの等価回路図である。
【符号の説明】
【００５４】
　ＡＮ　小型アンテナ
　Ｔ０　無線タグ
　１　主アンテナ素子
　２　補助アンテナ素子
　３　整合部
　４　誘電体基板
　５　ＩＣ搭載部
　６　タグＩＣ
　７，８　近接部
　２１　スロット
　２２　スイッチ
　２３　タグＩＣ
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