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(57)【要約】
　【課題】本発明は、ＩＣタグ、ＩＣラベル等のＲＦＩ
Ｄの通信検査を行うＲＦＩＤ検査システムに関し、検査
対象のＲＦＩＤに対して隣接したＲＦＩＤの影響による
誤読や搬送時の接触による搬送障害を回避することを目
的とする。
　【解決手段】ＲＦＩＤ２２が連設された連続シート２
１の搬送経路中のリーダライタアンテナ部１５による検
査を行う位置に配置され、少なくとも検査対象のＲＦＩ
Ｄ２２Ａ及びこれに隣接するＲＦＩＤ２２が設けられた
連続シート２１の裏面を円弧状に巻き付ける金属等のシ
ールド材で形成されると共に、当該リーダライタアンテ
ナ部１５に対応する部分に開口部２０が形成されて検査
対象となるＲＦＩＤ２２Ａのみを位置させる検査用治具
１５を設け、検査用治具１５に連続シート２１の裏面を
密着させるための所定数の保持ローラ１８，１９を設け
る構成とする。
　【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣモジュール、アンテナを備えるＲＦＩＤが連続シートの表面上に連設されて供給部
より巻取部まで搬送されるもので、検査対象となるＲＦＩＤに対してリーダライタがアン
テナ部を介して通信を行い、良否を検査するＲＦＩＤの検査システムであって、
　前記搬送経路中の前記リーダライタのアンテナ部に対応した位置に配置され、少なくと
も検査対象のＲＦＩＤ及びこれに隣接するＲＦＩＤが設けられた前記連続シートの裏面を
円弧状に巻き付けるシールド材で形成されると共に、当該リーダライタのアンテナ部に対
応する部分に開口部が形成されて当該検査対象となるＲＦＩＤのみを位置させる検査用治
具と、
　前記検査用治具に前記連続シートの裏面を密着させるための所定数の保持ローラと、
　を有することを特徴とするＲＦＩＤ検査システム。
【請求項２】
　請求項１記載のＲＦＩＤの検査システムであって、前記検査用治具の幅方向の一端若し
くは両端に、前記連続シートを幅方向にガイドするガイド部を備えることを特徴するＲＦ
ＩＤの検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣタグ、ＩＣラベル等のＲＦＩＤの通信検査を行うＲＦＩＤ検査システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
と称される非接触型のＩＣタグ、ＩＣラベル等が急速に普及し、その使用も多岐にわたっ
ている。このようなＲＦＩＤは、製造上の効率性から連続シート上に形成されて個々に通
信検査を行うことから、検査対象のＲＦＩＤに対して隣接したＲＦＩＤの影響による誤読
や搬送時の接触による搬送障害を回避する必要がある。
【０００３】
　従来、連続シート上に形成されたＲＦＩＤの通信検査に際して、検査対象のＲＦＩＤに
おける隣接したＲＦＩＤの影響を回避する手法として、シールド部材を設けることが知ら
れている。
【０００４】
　ここで、図５に、従来のＲＦＩＤ検査システムの構成説明図を示す。図５において、Ｒ
ＦＩＤ検査システム１０１は、シート１０２上に形成されたＲＦＩＤ１０３と通信を行う
ためのリーダライタアンテナ部１０４との間にシールド部材１０５を介在させ、当該シー
ルド部材１０５に形成された開口部から当該リーダライタアンテナ部１０４を検査対象の
ＲＦＩＤ１０３Ａに対向させて通信により良否を判定するというものである（特許文献１
参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－０７６９４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来のＲＦＩＤ検査システムは、シールド部材１０５によって隣接
するＲＦＩＤ１０３との通信が回避されるものの、シート１０２上に形成されたＲＦＩＤ
１０３は、その供給部から検査位置を経て巻取部まで水平搬送されるのが一般的であるこ
とから、図５（Ｂ）に示すように、搬送時にシート１０２にバタツキが生じて検査対象の
ＲＦＩＤ１０３Ａに隣接するＲＦＩＤ１０３に対しても通信が行われて誤読する場合や、
搬送時の接触による搬送障害を生じる場合がある。誤読に関しては通信周波数がＨＦ帯、
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ＵＨＦ帯で生じやすい。
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、検査対象のＲＦＩＤに対して隣接し
たＲＦＩＤの影響による誤読や搬送時の接触による搬送障害を回避するＲＦＩＤ検査シス
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】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明では、ＩＣモジュール、アンテナを備える
ＲＦＩＤが連続シートの表面上に連設されて供給部より巻取部まで搬送されるもので、検
査対象となるＲＦＩＤに対してリーダライタがアンテナ部を介して通信を行い、良否を検
査するＲＦＩＤの検査システムであって、前記搬送経路中の前記リーダライタのアンテナ
部に対応した位置に配置され、少なくとも検査対象のＲＦＩＤ及びこれに隣接するＲＦＩ
Ｄが設けられた前記連続シートの裏面を円弧状に巻き付けるシールド材で形成されると共
に、当該リーダライタのアンテナ部に対応する部分に開口部が形成されて当該検査対象と
なるＲＦＩＤのみを位置させる検査用治具と、前記検査用治具に前記連続シートの裏面を
密着させるための所定数の保持ローラと、を有する構成とする。
【０００９】
　請求項２の発明では、前記検査用治具の幅方向の一端若しくは両端に、前記連続シート
を幅方向にガイドするガイド部を備える構成である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ＲＦＩＤが連設された連続シートの搬送経路中のリーダライタによる
検査を行う位置に配置され、少なくとも検査対象のＲＦＩＤ及びこれに隣接するＲＦＩＤ
が設けられた連続シートの裏面を円弧状に巻き付けるシールド材で形成されると共に、当
該リーダライタのアンテナ部に対応する部分に開口部が形成されて検査対象となるＲＦＩ
Ｄのみを位置させる検査用治具を設け、検査用治具に連続シートの裏面を密着させるため
の所定数の保持ローラを設ける構成とすることにより、少なくとも検査用治具上では連続
シートの搬送時のバタツキを回避させて当該検査用治具の開口部上に位置させた検査対象
のＲＦＩＤのアンテナをリーダライタのアンテナ部に正対させて隣接されるＲＦＩＤのア
ンテナを正対させないようにすることができると共に、隣接されるＲＦＩＤの裏面がシー
ルド材に密着されていることからリーダライタのアンテナ部との通信障害を生じさせるこ
とができることから、検査対象のＲＦＩＤに対して隣接したＲＦＩＤの影響による誤読を
回避させることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の最良の実施形態を図により説明する。
　図１に、本発明におけるＲＦＩＤ検査システムの構成図を示す。図１（Ａ）はＲＦＩＤ
検査システムの構成図、図１（Ｂ）、（Ｃ）は検査用治具の構成図である。図１（Ａ）に
おいて、ＲＦＩＤ検査システム１１は、表面上にＩＣモジュール、アンテナを備えるＲＦ
ＩＤが連設された連続シート（２１、図２で説明する）を連続シート供給部１２より連続
シート巻取部１３まで、例えば連続シート巻取部１３の回転駆動（連続シート供給部１２
を補助的に回転駆動してもよい）により搬送するもので、搬送経路中にＲＦＩＤ検出部１
４、リーダライタアンテナ部１５、スタンパ１６が配置される。
【００１２】
　リーダライタアンテナ部１５の配置位置が搬送経路中の検査位置となり、当該検査位置
に検査用治具１７が配置され、当該検査用治具１７の両側に保持ローラ１８，１９が配置
される。すなわち、連続シート供給部１２より供給される連続シートは、ＲＦＩＤ検出部
１４の近傍を通って、保持ローラ１８から検査用治具１７に巻き付けられて保持ローラ１
９で向きを変え、スタンパ１６を介して連続シート巻取部１３で巻き取られる搬送経路と
なる。
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【００１３】
　上記ＲＦＩＤ検出部１４は、搬送されるＲＦＩＤの検査対象のＲＦＩＤを検出するセン
サである。上記リーダライタアンテナ部１５は、例えば図示しない検査判別手段における
ＲＦＩＤと通信を行うためのもので、従前のものが使用可能であることから詳細な説明は
省略する。上記スタンパ１６は、通信検査を行った結果として不良品と判別されたＲＦＩ
Ｄに対してＮＧ（例えば「×」）マークをスタンプする。
【００１４】
　上記検査用治具１７は、図１（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、複数のＲＦＩＤが連設され
た部分の連続シートの裏面を円弧状に巻き付けるシールド材で形成された中空円筒状のも
ので、リーダライタアンテナ部１５に対応する部分に開口部２０が形成されて検査対象と
なるＲＦＩＤのみを位置させる。そのシールド材としては、１３．５６ＭＨｚ帯等の電磁
波による電磁誘導方式の場合には、金属粒子を樹脂に含有させた電磁波シールド等は電磁
波の誘引がある可能性があるために金属等が好適に用いられる。ＵＨＦ帯等のマイクロ波
方式の電波方式の場合には、金属板または金属粒子を樹脂に含有させた電磁波シールド等
の双方を使用することができるものである。
【００１５】
　なお、本実施形態では、検査用治具１７を円筒状とした場合を示したが、少なくとも検
査対象のＲＦＩＤ２２Ａ及びこれに隣接するＲＦＩＤ２２が形成された連続シート２１の
裏面を巻き付ける部分が円弧状であって、当該部分が金属等のシールド材で形成されてい
れば足りるものである。
【００１６】
　上記保持ローラ１８．１９は、上記検査用治具１７の両側に配置されて、当該検査用治
具１７に連続シートの裏面を密着させるためのものである。換言すれば、例えば連続シー
ト巻取部１３の巻取駆動による搬送力で当該保持ローラ１８，１９によって連続シートの
裏面が検査用治具１７に密着状態とされるものである。
【００１７】
　ここで、図２に、図１のＲＦＩＤ検査システムで検査される対象の一例の説明図を示す
。図２（Ａ）は連続シートの説明図、図２（Ｂ）は連続シートが検査用治具に巻き付けら
れた状態を示した説明図である。図２（Ａ）において、例えばポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）の連続シート２１上にＲＦＩＤ２２が一列に連続して所定間隔で剥離自在に
取着されたものである。
【００１８】
　当該ＲＦＩＤ２２は、例えばＰＥＴ上に銅箔をエポキシ系接着剤で接着し、エッチング
により平面状とした各アンテナを形成し、当該各アンテナ間にＩＣモジュール（ＩＣチッ
プ若しくはＩＣチップに所定の回路を形成したもの）をリフローはんだ付け若しくは導電
性接着剤により実装させたもので、当該アンテナとリーダライタアンテナ部１５との間で
所定周波数（ＲＦＩＤのアンテナの形状等で定まるもので、ここではＵＨＦ帯としている
）による通信が行われるものである。
【００１９】
　ところで、ＲＦＩＤ２２は、アンテナ部の形状、長さ等により所定の共振周波数を有し
ており、リーダライタアンテナ部１５からの対応周波数の電波に反応して共振することに
より受信を行う。したがって、当該ＲＦＩＤ２２のアンテナとリーダライタアンテナ部１
５とが正対しない場合には通信機能が劣化し、また、連続シートの当該ＲＦＩＤに対応す
る裏面にシールド材が存在すると当該シールド材が金属反射板としての機能を果たして通
信機能を極端に劣化させるものである。
【００２０】
　上記ＲＦＩＤ２２が連設された連続シート２１は、図２（Ｂ）に示すように、保持ロー
ラ１８を介して検査用治具１７に巻き付けられ、保持ローラ１９で水平搬送経路に方向転
換される。そして、検査用治具１７に形成された開口部２０にＲＦＩＤ２２のみが位置さ
れたときに通信検査が行われるものである。
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【００２１】
　そこで、図３に、図１における検査用治具による通信検査の説明図を示す。図３におい
て、検査用治具１７に巻き付けられた連続シート２１は、開口部２０で位置されたＲＦＩ
Ｄ２２Ａが検査対象となる。通信検査に際しては、検査対象のＲＦＩＤ２２Ａが、リーダ
ライタアンテナ部１５からの対応周波数（ＵＨＦ帯）の電波に反応して共振することによ
り受信が行われ、リーダライタからの電波に含まれるコマンドに応じて当該ＲＦＩＤ２２
Ａよりデータが送信されて良否が判別される。
【００２２】
　このとき、検査対象のＲＦＩＤ２２Ａに隣接するＲＦＩＤ２２においてもリーダライタ
アンテナ部１５から対応周波数（ＵＨＦ帯）の電波が発信されることとなるが、当該ＲＦ
ＩＤ２２のアンテナとリーダライタアンテナ部１５とが正対しないことから通信機能が劣
化され、また、連続シート２１の当該ＲＦＩＤ２２に対応する裏面に検査用治具１７のシ
ールド材が存在することから金属反射板としての機能を果たして通信機能を極端に劣化さ
れることによって、当該隣接したＲＦＩＤ２２から応答がなく、リーダライタアンテナ部
１５では受信されないこととなるものである。
【００２３】
　このように、少なくとも検査用治具１７上では連続シート２１の裏面が密着されること
から搬送時のバタツキが回避されて当該検査用治具１７の開口部２０上に位置させた検査
対象のＲＦＩＤ２２Ａのアンテナをリーダライタアンテナ部１５に正対させて隣接される
ＲＦＩＤ２２を正対させないようにすることができるものである。また、隣接されるＲＦ
ＩＤ２２の裏面が検査用治具１７のシールド材部分に密着されていることからリーダライ
タアンテナ部１５との通信状態を極端に劣化させて通信障害を生じさせることができる。
これによって、検査対象のＲＦＩＤ２２Ａに対して隣接したＲＦＩＤ２２の影響による誤
読を回避させることができるものである。
【００２４】
　次に、図４に、図１における検査用治具の他の構成図を示す。図４において、検査用治
具１７Ａを、幅方向の両端（一方端でもよい）にガイド部３１Ａ，３１Ｂを備える構成と
したものであり、当該ガイド部３１Ａ，３１Ｂにより搬送される連続シート２１を幅方向
でガイドさせるものである。
【００２５】
　これによって、連続シート２１が検査用治具１７Ａに巻き付けられて搬送される際に、
ガイド部３１Ａ，３１Ｂが当該連続シート２１をガイドすることにより当該検査用治具１
７Ａ上でブレを生じることなく搬送させることができ、ひいては検査対象のＲＦＩＤ２２
Ａを確実に開口部２０の範囲内に位置させることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明のＲＦＩＤ検査システムは、ＲＦＩＤの製造工程上若しくは出荷後のユーザ受入
段階で行われる通信検査に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明におけるＲＦＩＤ検査システムの構成図である。
【図２】図１のＲＦＩＤ検査システムで検査される対象の一例の説明図である。
【図３】図１における検査用治具による通信検査の説明図である。
【図４】図１における検査用治具の他の構成図である。
【図５】従来のＲＦＩＤ検査システムの構成説明図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１１　　　　　　ＲＦＩＤ検査システム
　１２　　　　　　連続シート供給部
　１３　　　　　　連続シート巻取部
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　１４　　　　　　ＲＦＩＤ検出部
　１５　　　　　　リーダライタ
　１６　　　　　　スタンパ
　１７　　　　　　検査用治具
　１８，１９　　　保持ローラ
　２０　　　　　　開口部
　２１　　　　　　連続シート
　２２　　　　　　ＲＦＩＤ
　３１　　　　　　ガイド部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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