
JP 4974171 B2 2012.7.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を受けて該外部機器との間で信号の送受
信を行う非接触無線通信装置であって、
　非接触無線通信アンテナと、
　上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接触無線通信アンテナで所
定の共振周波数を得るための共振コンデンサと、
　上記共振コンデンサの共振容量を変化させて上記共振周波数を調整する共振周波数調整
手段と、
　上記共振周波数調整手段における、上記共振コンデンサの共振容量の変化量を制御する
容量変化量制御手段と、
　上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波数シフト手段と、
　上記容量変化量制御手段による上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じて、上記
共振周波数シフト手段をオンオフ制御するオンオフ制御手段と
　を有することを特徴とする非接触無線通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の非接触無線通信装置であって、
　上記共振周波数シフト手段は、上記非接触無線通信アンテナの共振周波数を、所定周波
数分、低い周波数にシフトすること
　を特徴とする非接触無線通信装置。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の非接触無線通信装置であって、
　上記共振周波数調整手段は、上記共振コンデンサに対して直列に接続された容量調整用
コンデンサと、
　上記共振コンデンサに対する上記容量調整用コンデンサの接続及び非接続を制御する接
続制御スイッチ手段と
　を有することを特徴とする非接触無線通信装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の非接触無線通信装置であって、
　上記共振周波数調整手段は、上記容量調整用コンデンサ及び上記接続制御スイッチ手段
を、それぞれ複数有し、各接続制御スイッチ手段をオン／オフ制御することで、上記共振
コンデンサに対する上記各容量調整用コンデンサの接続及び非接続を制御して、該共振コ
ンデンサの共振容量を変化させること
　を特徴とする非接触無線通信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の非接触無線通信装置であって、
　上記共振周波数調整手段の各容量調整用コンデンサの容量は、上記各接続制御スイッチ
手段で該各容量調整用コンデンサの接続及び非接続を制御することで、上記共振コンデン
サの共振容量を略リニアに変化させる容量にそれぞれ設定されていること
　を特徴とする非接触無線通信装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のうち、いずれか一項に記載の非接触無線通信装置であって、
　上記共振周波数調整手段は、上記共振コンデンサの陽極側及び陰極側にそれぞれ設けら
れていること
　を特徴とする非接触無線通信装置。
【請求項７】
　電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を受けて該外部機器との間で信号の送受
信を行う非接触無線通信装置における、非接触無線通信アンテナの共振周波数の調整方法
であって、
　共振周波数調整手段が、上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接
触無線通信アンテナで所定の共振周波数を得るための共振コンデンサの共振容量を変化さ
せて上記共振周波数を調整するステップと、
　オンオフ制御手段が、上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波
数シフト手段を、上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じてオンオフ制御するステ
ップと
　を有することを特徴とする非接触無線通信アンテナの共振周波数の調整方法。
【請求項８】
　電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を受けて該外部機器との間で信号の送受
信を行う非接触無線通信手段を備えた携帯端末装置であって、
　上記非接触無線通信手段は、
　非接触無線通信アンテナと、
　上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接触無線通信アンテナで所
定の共振周波数を得るための共振コンデンサと、
　上記共振コンデンサの共振容量を変化させて上記共振周波数を調整する共振周波数調整
手段と、
　上記共振周波数調整手段における、上記共振コンデンサの共振容量の変化量を制御する
容量変化量制御手段と、
　上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波数シフト手段と、
　上記容量変化量制御手段による上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じて、上記
共振周波数シフト手段をオンオフ制御するオンオフ制御手段と



(3) JP 4974171 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話機、ＰＨＳ電話機（Personal Handyphone System）、ＰＤＡ
装置（Personal Digital Assistant）、携帯ゲーム機、ノート型のパーソナルコンピュー
タ装置等の携帯機器に適用して好適な非接触無線通信装置、非接触無線通信アンテナの共
振周波数の調整方法及び携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－２３７７８２号の公開特許公報（特許文献１）に、少ない占有体積で設
けることが可能であり、また、機器の表側に設けた場合及び機器の裏側に設けた場合で、
それぞれ同等の通信距離を得ることを可能とした非接触通信部を備えた携帯情報端末が開
示されている。
【０００３】
　この携帯情報端末の場合、電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を受けて該外
部機器と信号を授受する非接触通信部のアンテナを、板状もしくは棒状の芯材に線材を巻
回して構成し、このアンテナ部を携帯情報端末の端面近傍に厚さ方向に配置している。こ
れにより、少ない占有体積で携帯情報端末の裏表で同等の通信距離を得ることが可能とな
っている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３７７８２号公報（第４頁：図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この特許文献１に開示されている携帯情報端末は元より、携帯機器は、生産時
における各機器に対する部品組み込み精度のばらつきや、非接触通信部のアンテナを構成
する各電気・電子部品の特性のばらつき等によって、該アンテナの共振周波数にばらつき
が発生する問題がある。そして、この共振周波数にばらつきが生ずると、図１４に示すよ
うに規格で定められた通信可能距離内であるにもかかわらず、非接触無線通信が不可とな
る通信不可領域が発生することもあり、好ましいことではない。
【０００６】
　図１４に示すように共振周波数を狭い範囲で設定（管理）することで、上記通信不可領
域の発生を防止することも理論上可能であるが、実際には、上記部品組み込み精度のばら
つきや各電気・電子部品の特性のばらつき等により、このような狭い範囲で共振周波数を
管理して携帯機器を製造することは困難である。
【０００７】
　本発明は上述の課題に鑑みてなされたものであり、非接触通信部のアンテナの共振周波
数を、部品組み込み精度のばらつきや各電気・電子部品の特性のばらつきを吸収して簡単
に所定の共振周波数に調整可能とすることで、通信不可領域の発生を防止することができ
、また、機器の製造を容易化することができるような非接触無線通信装置、非接触無線通
信アンテナの共振周波数の調整方法及び携帯端末装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る非接触無線通信装置は、電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を
受けて該外部機器との間で信号の送受信を行う非接触無線通信装置であって、上述の課題
を解決するための手段として、
　非接触無線通信アンテナと、
　上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接触無線通信アンテナで所
定の共振周波数を得るための共振コンデンサと、
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　上記共振コンデンサの共振容量を変化させて上記共振周波数を調整する共振周波数調整
手段と、
　上記共振周波数調整手段における、上記共振コンデンサの共振容量の変化量を制御する
容量変化量制御手段と、
　上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波数シフト手段と、
　上記容量変化量制御手段による上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じて、上記
共振周波数シフト手段をオンオフ制御するオンオフ制御手段と
　を有する。
【０００９】
　また、本発明に係る非接触無線通信アンテナの共振周波数の調整方法は、電磁結合によ
り非接触で外部機器から電力供給を受けて該外部機器との間で信号の送受信を行う非接触
無線通信装置における、非接触無線通信アンテナの共振周波数の調整方法であって、上述
の課題を解決するための手段として、
　共振周波数調整手段が、上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接
触無線通信アンテナで所定の共振周波数を得るための共振コンデンサの共振容量を変化さ
せて上記共振周波数を調整するステップと、
　オンオフ制御手段が、上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波
数シフト手段を、上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じてオンオフ制御するステ
ップと
　を有する。
【００１０】
　また、本発明に係る携帯端末装置は、電磁結合により非接触で外部機器から電力供給を
受けて該外部機器との間で信号の送受信を行う非接触無線通信手段を備えた携帯端末装置
であって、上述の課題を解決するための手段として、
　上記非接触無線通信手段が、
　非接触無線通信アンテナと、
　上記非接触無線通信アンテナに対して並列に接続され、該非接触無線通信アンテナで所
定の共振周波数を得るための共振コンデンサと、
　上記共振コンデンサの共振容量を変化させて上記共振周波数を調整する共振周波数調整
手段と、
　上記共振周波数調整手段における、上記共振コンデンサの共振容量の変化量を制御する
容量変化量制御手段と、
　上記非接触無線通信アンテナの共振周波数をシフトする共振周波数シフト手段と、
　上記容量変化量制御手段による上記共振コンデンサの共振容量の変化量に応じて、上記
共振周波数シフト手段をオンオフ制御するオンオフ制御手段と
　を有する。
【００１１】
　このような本発明は、共振周波数調整手段が、非接触無線通信アンテナに接続された共
振コンデンサの共振容量を変化させて、該非接触無線通信アンテナの共振周波数を所望の
共振周波数に調整すると共に、オンオフ制御手段が、上記非接触無線通信アンテナの共振
周波数をシフトする共振周波数シフト手段を、上記共振コンデンサの共振容量の変化量に
応じてオンオフ制御する。これにより、共振周波数の管理幅を広げ、共振周波数の調整を
容易化したうえで、良好な通信特性を得ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、部品組み込み精度のばらつきや各電気・電子部品の特性のばらつき等が発生
している場合でも、これらのばらつきを吸収して非接触無線通信アンテナの共振周波数を
所定の共振周波数に簡単に調整することができる。このため、共振周波数のばらつきを防
止することができ、通信不可領域の発生を防止することができる。また、共振周波数を簡
単に調整することができることから、機器の製造を容易化することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、非接触無線通信部を備えた携帯電話機に適用することができる。
【００１４】
［第１の実施の形態］
〔携帯電話機の構成〕
　この本発明の第１の実施の形態となる携帯電話機は、図１に示すように基地局との間で
無線通信を行うアンテナ１及び通信回路２と、着信音や受話音声等の音響出力を得るため
のスピーカ部３と、送話音声を集音するマイクロホン部４と、画像（動画像、静止画像等
）や文字等を表示するための表示部５と、文字等の入力操作や所望のメニューの選択操作
等を行うための操作部６と、発着信等を光で知らせるための発光部７（LED：Light Emitt
ing Diode）と、所望の被写体の静止画像或いは動画像を撮像するためのカメラ部８と、
当該携帯電話機の筐体を振動させて発着信等をユーザに知らせるためのバイブレーション
ユニット９と、現在時刻をカウントするタイマ１０とを有している。
【００１５】
　また、この携帯電話機は、リーダライタ等の外部機器との間で、電磁結合により非接触
的に信号の送受信を行う非接触通信アンテナ１１及び非接触無線通信部１２と、基地局を
介した無線通信処理を行うための通信処理プログラム（コミュニケーションプログラム）
や非接触無線通信部１２における非接触無線通信制御を行うための非接触無線通信プログ
ラムの他、各種アプリケーションプログラムや、これら各アプリケーションプログラムで
取り扱われる各種データ（コンテンツ）等が記憶されたメモリ１３と、当該携帯電話機全
体を制御する制御部１４とを有している。
【００１６】
　上記非接触通信アンテナ１１としては、送受信兼用の一つ、若しくは周波数調整用の副
同調アンテナを兼ね備えた２アンテナ構造でもよい。また、例えばループ型、２アンテナ
ループ型、フェライト型等のアンテナを用いることができる。
【００１７】
　メモリ１３には、カメラ部８の撮像制御や、カメラ部８で撮像され、或いはネットワー
クや入力端子を介して取り込まれた動画像、静止画像のビューワ機能を有するカメラ制御
プログラムと、電子メールの作成や送受信を制御するための電子メール管理プログラムと
、ユーザのスケジュールが登録されたスケジュール帳の管理を行うためのスケジュール帳
管理プログラムと、インターネット等の所定のネットワーク上のＷｅｂサイトの閲覧等を
行うためのＷｅｂブラウジングプログラムと、電話帳の管理を行うための電話帳管理プロ
グラムと、音楽コンテンツの再生を行うための音楽プレーヤプログラムとが記憶されてい
る。
【００１８】
　また、メモリ１１には、ユーザの所望のスケジュールが登録されるスケジュール帳と、
ユーザの知人や友人等の静止画像、電話番号、電子メールアドレス、誕生年月日等が登録
された電話帳と、音楽プレーヤプログラムに基づいて再生される音楽コンテンツと、カメ
ラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて再生される静止画像コンテンツ及び動画像コ
ンテンツと、送受信された電子メールコンテンツと、電話及び電子メールの発着信履歴等
が記憶されている。
【００１９】
〔非接触無線通信部の構成〕
　図２に、非接触無線通信部１２のブロック図を示す。非接触無線通信部１２は、非接触
無線通信に対応するリーダライタ及びＲＦＩＤカード（RFID：Radio Frequency Identifi
cation）として機能するようになっている。具体的には、リーダライタの送信ブロックと
して機能する場合、非接触無線通信部１２は、非接触無線通信アンテナ１１、同調部４１
、フィルタ４２、ＲＦＩＤ ＬＳＩ４３で構成される。そして、この場合、ＲＦＩＤ ＬＳ
Ｉ４３は、ドライブ回路４４及び変調回路４５の他、無線通信プロトコルの上位レイヤを
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実現するＭＰＵシステム、不揮発メモリ等で構成される。なお、各回路はＬＳＩ化するこ
となく、ディスクリート回路で構成してもよい。
【００２０】
　また、非接触無線通信部１２は、リーダライタ及びＲＦＩＤカードの受信ブロックとし
て機能する場合、非接触無線通信アンテナ１１、同調部４１、フィルタ４６及びＲＦＩＤ
 ＬＳＩ４３で構成される。この場合、ＲＦＩＤ ＬＳＩ４３は、ＡＳＫ変調（ASK：Ampli
tude Shift Keying）された応答データを増幅するためのアンプ、波形整形用のフィルタ
と、データを取り出すための復調部４７、及びリーダライタから受けた搬送波のクロック
を抽出する回路等で構成される。
【００２１】
　また、非接触無線通信部１２は、ＲＦＩＤカードとして機能した際に、リーダライタ側
に応答を返すときは、負荷ＳＷ部４８で負荷のオン／オフを繰り返すことで変調をかける
。これにより、上記変調波形がリーダライタ側のアンテナでインピーダンス変化として見
え、電圧の振幅差として伝達されるようになっている。
【００２２】
　同調部４１は、非接触無線通信アンテナ１１のインダクタンス成分と合わせて、非接触
無線通信用の例えば１３．５６ＭＨｚの共振周波数を得るための所定容量のコンデンサと
なっている。この同調部４１には、上記コンデンサの容量を変化させることで共振周波数
を調整する調整用回路５０が設けられている。
【００２３】
（同調部及び調整回路の構成）
　図３に、同調部４１及び調整用回路５０の回路図を示す。この図３からわかるように、
同調部４１は、非接触無線通信アンテナ１１に対して並列に接続されたコンデンサとなっ
ている。また、調整用回路５０は、第１及び第２のコンデンサ５１、５２と、第１及び第
２のＦＥＴ５３、５４（Field Effect Transistor：電界効果トランジスタ）とで構成さ
れている。
【００２４】
　具体的には、非接触無線通信アンテナ１１の陽極側は、ＲＦＩＤ ＬＳＩ４３の陽極側
の受信端子４３ａに接続されると共に、直流成分除去用のコンデンサであるフィルタ４６
を介してＲＦＩＤ ＬＳＩ４３の陽極側の送信端子４３ｂに接続されている。また、非接
触無線通信アンテナ１１の陰極側は、ＲＦＩＤ ＬＳＩ４３の陰極側の受信端子４３ｃに
接続されると共に、直流成分除去用のコンデンサであるフィルタ４２を介してＲＦＩＤ 
ＬＳＩ４３の陰極側の送信端子４３ｄに接続されている。
【００２５】
　同調部４１であるコンデンサ（以下、共振コンデンサ４１という。）は、非接触無線通
信アンテナ１１に対して並列に接続されており、このコンデンサに対して、調整用回路５
０の第１及び第２のコンデンサ５１、５２の一端がそれぞれ直列に接続されている。第１
のコンデンサ５１の他端は、第１のＦＥＴ５３のソースに接続されており、この第１のＦ
ＥＴ５３のドレインは接地されている。また、第２のコンデンサ５２の他端は、第２のＦ
ＥＴ５４のソースに接続されており、この第２のＦＥＴ５４のドレインは接地されている
。
【００２６】
　第１及び第２のＦＥＴ５３、５４のゲートには、当該携帯電話機の出荷時（製造時或い
は修理時でもよい。）に、図１に示す制御部１４から端子５５、５６を介して制御信号が
供給されるようになっており、この制御信号により、該各ＦＥＴ５３、５４をオン／オフ
制御することで、共振コンデンサ４１の共振容量を変化させて非接触無線通信アンテナ１
１の共振周波数を調整するようになっている。
【００２７】
　なお、一例ではあるが、この共振周波数の調整時に、共振コンデンサ４１の共振容量を
リニアに変化させることが可能となるように、第１及び第２のコンデンサ５１、５２の容
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量比は「１：２」の容量比となっている。
【００２８】
［共振周波数の調整動作］
　次に、非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数の調整動作を説明する。この共振周波
数の調整は、当該実施の形態の携帯電話機の出荷時、製造時、修理時等の、当該携帯電話
機が組み上がった状態で行われる。当該調整を行う技術者は、図１に示す制御部１４から
「００」、「１０」、「０１」、「１１」の制御信号（＝「０」～「３」の４パターンの
制御信号）を、図３に示す端子５５、５６を介して各ＦＥＴ５３、５４に順次供給する。
これにより、各ＦＥＴ５３、５４が、上記制御信号に応じてオン／オフ制御され、非接触
無線通信アンテナ１１の共振周波数が変化する。
【００２９】
　すなわち、「００」の制御信号を各ＦＥＴ５３、５４のゲートに供給することで、該各
ＦＥＴ５３、５４を共にオフ制御すると、各コンデンサ５１、５２が、各ＦＥＴ５３、５
４の寄生容量を介してグランドに接続されることになる。この場合、容量が比較的小さい
寄生容量分が非接触無線通信アンテナ１１のインダクタンス（Ｌ）に対して並列に入った
ように見える。
【００３０】
　これに対して、「１１」の制御信号を各ＦＥＴ５３、５４にゲートに供給することで、
該各ＦＥＴ５３、５４を共にオン制御すると、各コンデンサ５１、５２は、各ＦＥＴ５３
、５４を介してグランドに接続される。この場合、各コンデンサ５１、５２の容量の和が
そのまま非接触無線通信アンテナ１１のインダクタンス（Ｌ）に対して並列に入るため、
上述の各ＦＥＴ５３、５４を共にオフ制御したときに対して、非接触無線通信アンテナ１
１の共振周波数が低い方に大きくシフトする。
【００３１】
　また、「１０」の制御信号を各ＦＥＴ５３、５４にゲートに供給することで、第１のＦ
ＥＴ５３をオン制御し、第２のＦＥＴ５４をオフ制御すると、第２のコンデンサ５２の容
量が非接触無線通信アンテナ１１のインダクタンス（Ｌ）に対して並列に入り、「０１」
の制御信号を各ＦＥＴ５３、５４にゲートに供給することで、第１のＦＥＴ５３をオフ制
御し、第２のＦＥＴ５４をオン制御すると、第１のコンデンサ５２の容量が非接触無線通
信アンテナ１１のインダクタンス（Ｌ）に対して並列に入ることとなる。そして、上述の
ように第１のコンデンサ５１及び第２のコンデンサ５２の容量比は「１：２」に設定され
ているため、各ＦＥＴ５３、５４のゲートに供給する制御信号を「００」～「１１」の間
で変化させることで、非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数が、図４に示すようにリ
ニアに変化することとなる。
【００３２】
　技術者は、所望の共振周波数が得られた際に供給した上記「００」、「０１」、「１０
」、「１１」のいずれかの制御信号を、図１に示すメモリ１３にＦＥＴオン／オフ制御デ
ータとして記憶させる。以後、制御部１４は、このＦＥＴオン／オフ制御データに基づい
て、固定的に各ＦＥＴ５３、５４をオン／オフ制御する。これにより、非接触無線通信ア
ンテナ１１の共振周波数が、上述の調整された共振周波数に常に制御されることとなる。
【００３３】
［第１の実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この第１の実施の形態の携帯電話機は、非接触無線通
信アンテナ１１に対して並列に接続された共振コンデンサ４１の共振容量を、調整用回路
５０で変化させることで、非接触無線通信アンテナ１１の容量を電気的に調整する。
【００３４】
　具体的には、調整用回路５０は、共振コンデンサ４１と接地との間に直列に接続された
第１のコンデンサ５１及び第１のＦＥＴ５３と、同様に共振コンデンサ４１と接地との間
に直列に接続された第２のコンデンサ５２及び第２のＦＥＴ５４を有している。そして、
各ＦＥＴ５３、５４のゲートに供給する制御信号を「００」～「１１」の間で変化させる
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ことで各ＦＥＴ５３、５４をオン／オフ制御し、共振コンデンサ４１の容量に対して第１
のコンデンサ５１の容量及び（又は）第２のコンデンサ５２の容量を付加して、該共振コ
ンデンサ４１の共振容量を変化させる。そして、この共振容量の変化に基づいて、非接触
無線通信アンテナ１１の共振周波数を変化させて、該非接触無線通信アンテナ１１の共振
周波数を所望の共振周波数に調整する。
【００３５】
　これにより、部品組み込み精度のばらつきや各電気・電子部品の特性のばらつき等が発
生している場合でも、これらのばらつきを吸収して非接触無線通信アンテナの共振周波数
を所定の共振周波数範囲内に簡単に調整することができる。このため、各携帯電話機毎の
共振周波数を一律に調整して、該各携帯電話機毎の共振周波数のばらつきを防止すること
ができるため、図５に示すように通信不可領域の発生を防止することができる。
【００３６】
　また、部品組み込み精度のばらつきや各電気・電子部品の特性のばらつき等が発生して
いる場合でも、これらのばらつきを吸収して非接触無線通信アンテナの共振周波数を所定
の共振周波数に簡単に調整することができることから、部品組み込み精度のばらつきや各
電気・電子部品の特性のばらつき等も黙認することができ、図５に示すように部品組み込
み精度のばらつきや各電気・電子部品の特性のばらつき等の管理幅を広げることができ、
また、各携帯電話機の製造の容易化を図ることができる。
【００３７】
　また、第１のコンデンサ５１及び第２のコンデンサ５２の容量比を「１：２」に設定す
ることで、各ＦＥＴ５３、５４に対して「００」～「１１」の制御信号を供給した際に、
非接触無線通信アンテナ１１の容量をリニアに変化させることができる。これにより、制
御信号により調整する非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数もリニアに変化させるこ
とができ、当該非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数の調整を、より分かり易く簡単
なものとすることができる（図４参照）。
【００３８】
　なお、上述の実施の形態の説明では、２つのコンデンサ５１，５２及び２つのＦＥＴ５
３、５４で共振コンデンサ４１の共振容量を４段階に変化させて非接触無線通信アンテナ
１１の共振周波数を調整することとしたが、これは、一つのコンデンサ及び一つのＦＥＴ
で共振コンデンサ４１の共振容量を２段階に変化させて非接触無線通信アンテナ１１の共
振周波数を調整するようにしてもよい。また、３つのコンデンサ及び３つのＦＥＴで共振
コンデンサ４１の共振容量を８段階に変化させて非接触無線通信アンテナ１１の共振周波
数を調整するようにしてもよい。すなわち、共振コンデンサ４１の共振容量を変化させる
ためのコンデンサ及びＦＥＴは、設計に応じた数に変更可能である。コンデンサ及びＦＥ
Ｔの数を増やすほど、共振周波数の細かな調整が可能となる。
【００３９】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態となる携帯電話機の説明をする。ＲＦＩＤ ＬＳＩ４
３として平衡型受信方式のＲＦＩＤ ＬＳＩを用いた場合、非接触無線通信データを差動
で受信することとなるため、非接触無線通信特性（Ｓ／Ｎ）を向上させるためには、なる
べく非接触無線通信アンテナ１１の両端に励起される電圧を同レベルにすることが好まし
い。
【００４０】
　このため、図６に示すように共振コンデンサ４１の陰極側及び陽極側の両方に調整用回
路５０を接続する。これにより、非接触無線通信アンテナ１１の励起電圧のバランスをと
ることができ、非接触無線通信特性の向上を図ることができる他、上述の第１の実施の形
態の携帯電話機と同じ効果を得ることができる。
【００４１】
［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機の説明をする。上述の第１及び第２



(9) JP 4974171 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

の実施の形態の携帯電話機においては、共振コンデンサ４１の容量値を調整用回路５０で
変化させて共振周波数を調整するものであったが、これらの場合、調整用回路５０の設定
状態（ステート）によって特性が変化するおそれがある。例えば、上述の調整用回路５０
を３つ設け、この３つの調整用回路５０を「０００」～「１１１」の３ビットの制御信号
により、計８つのステートに制御する場合において、各ステートにおける共振周波数を全
て同じとなるように調整したとする。この場合、同一周波数であっても、各ステート毎に
非接触無線通信アンテナ１１に接続される上記共振コンデンサ４１の容量値が異なるため
、回路インピーダンスに差分が発生し、この結果、通信特性が変化し、使用可能な周波数
帯域も各ステート毎に変化する。すなわち、共振周波数を管理するには良いのであるが、
通信特性も同時に変化させてしまう問題がある。
【００４２】
　このため、当該携帯電話機の設計者は、全てのステートにおける周波数特性を把握して
おき、各ステート毎に通信特性を確保する周波数帯域を見つける作業を行うことが必要と
なり、評価工数が多くなる問題を生ずる。また、図７に示すように、計８つの全てのステ
ートで使える周波数帯域が重なった部分となる周波数帯域幅が、その携帯電話機において
最終的に使用可能な周波数帯域幅（＝図７に示す管理幅）となる。従って、上記８ステー
トを全て周波数帯域幅の調整に使う設計思想であれば、そのステートの中で一番狭い周波
数許容範囲をスペックとして規定して、当該携帯電話機の量産を行う必要がある。
【００４３】
　しかし、携帯電話機等の移動機は、各機器毎の（＝各セット毎の）初期バラツキ幅が大
きく、かつ、性能を確保可能な周波数帯域幅が極端に狭いものもあり、上述の調整用回路
５０で調整困難なセットも出てくる可能性がある。このため、共振周波数幅を非常に狭い
範囲で管理するのは、設計、製造の観点から容易ではない。
【００４４】
〔第３の実施の形態の構成〕
　当該第３の実施の形態の携帯電話機は、図８に示すように上述の調整用回路５０と共に
、非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数を低い方へシフトする共振周波数シフト回路
６０を設け、この共振周波数シフト回路６０を、調整用回路５０のステートに応じてオン
オフ制御することで、非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数を所望の共振周波数に調
整すると共に、通信特性の向上を図るようにしたものである。なお、この第３の実施の形
態の説明においては、上述の第１及び第２の実施の形態の携帯電話機と同じ動作を示す箇
所には同じ符号を用い、その詳細な説明を省略する。
【００４５】
　図９に、この第３の実施の形態の携帯電話機の要部のブロック図を示す。この図９から
わかるように、当該第３の実施の形態の携帯電話機の要部は、非接触無線通信アンテナ１
１の励起電圧のバランスをとるべく、共振コンデンサ４１の陰極側及び陽極側の両方に設
けられた各調整用回路５０と、非接触無線通信アンテナ１１とグランドとの間に設けられ
たコンデンサ６１及びＦＥＴ６２を有する共振周波数シフト回路６０と、この共振周波数
シフト回路６０を、各調整用回路５０のステートに応じてオンオフ制御する選択回路６３
とを有している。
【００４６】
　各調整用回路５０は、共振コンデンサ４１の一端とグランドとの間、或いは共振コンデ
ンサ４１の他端とグランドとの間に対してそれぞれ直列に接続された３つのコンデンサ及
びＦＥＴを有している。なお、一例ではあるが、共振周波数の調整時に、共振コンデンサ
４１の共振容量をリニアに変化させることが可能となるように、各調整回路５０の３つの
コンテンツの容量比は「１：２：３」の容量比に設定されている。
【００４７】
　各調整用回路５０の各ＦＥＴのゲートは、制御部１４からの３ビットの制御信号が供給
されるポートコントローラ６４の第１のポート端子６４ａ～６４ｂのいずれかに接続され
ている。すなわち、ポートコントローラ６４には、制御部１４からの「０００」～「１１
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１」の３ビットの制御信号が供給されるようになっており、第１のポート端子６４ａは、
上記３ビットの制御信号のうち、最下位ビット（LSB：Least Significant Bit）の制御信
号を出力するポート、第２のポート端子６４ｂは、上記３ビットの制御信号のうち、第２
ビットの制御信号を出力するポート、第３のポート端子６４ｃは、上記３ビットの制御信
号のうち、最上位ビット（MSB：Most Significant Bit）の制御信号を出力するポートと
なっている。各ポート端子６４ａ～６４ｃは、それぞれ各調整用回路５０の各ＦＥＴのゲ
ートに接続されている。このため、各調整用回路５０は、この３ビットの制御信号により
、計８つのステートに制御されるようになっている。従って、この第３の実施の形態の携
帯電話機の場合、この調整用回路５０により、上述の第１の実施の形態及び第２の実施の
形態の携帯電話機よりも、非接触無線通信アンテナ１１の共振周波数の、より細かな調整
が可能となっている。
【００４８】
　選択回路６３は、図１０に示すようにＡＮＤゲート７０で構成されている。このＡＮＤ
ゲート７０の一方の入力端子は、ＲＦＩＤ ＬＳＩ４３に接続されており、常にハイレベ
ルの信号が供給されるようになっている。また、ＡＮＤゲート７０の他方の入力端子は、
ポートコントローラ６４の、上記最上位ビットの制御信号が出力される第３のポート端子
６４ｃに接続されている。また、このＡＮＤゲート７０の出力端子は、共振周波数シフト
回路６０のＦＥＴ６２のゲートに接続されている。従って、共振周波数シフト回路６０の
ＦＥＴ６２は、上記制御信号の最上位ビットがハイレベルである場合にオン制御されるよ
うになっている。
【００４９】
〔第３の実施の形態の動作〕
　図７に、共振周波数シフト回路６０及び選択回路６３を設けることなく、上記３ビット
の制御信号で図９に示した各調整用回路５０を制御することで得られる、各ステート毎の
共振周波数の管理幅を示す。この図７から、各調整用回路５０の設定値（「０００」～「
１１１」の制御信号の値）が高くなるに連れ、共振周波数の上限値が低くなり、また、各
調整用回路５０の設定値が低くなるに連れ、共振周波数の下限値が高くなることがわかる
。共振周波数の上限値を決定するのは、通信距離ではなく、近傍で発生する通信不可周波
数である。また、下限値を決定するのは、通信距離である。このため、各調整用回路５０
のみで共振周波数を調整すると、該共振周波数の管理幅が狭くなり、調整も困難となるこ
とが予想される。仮に、この例の管理幅をＡＭＨｚ～ＢのＭＨｚの間とする。
【００５０】
　次に、共振周波数の上限値を広げるために、各調整用回路５０と共に上記共振周波数シ
フト回路６０のみを設ける。この場合、共振周波数シフト回路６０のＦＥＴ６２を、所定
のトリガ信号に連動させてオン制御し、アンテナインピーダンスを変化させることで、各
調整用回路５０の各ステート毎の共振周波数上限値及び下限値をｘｋＨｚ高い方にシフト
する。これにより、図１１に示すように各調整用回路５０の設定値が高い場合に低くなる
共振周波数の上限値をＢＭＨｚ＋ｘｋＨｚまでシフトさせることができるのであるが、こ
れと共に、各調整用回路５０の設定値が低い場合に高くなる共振周波数の下限値までＡＭ
Ｈｚ＋ｘｋＨｚまでシフトさせてしまう。このため、共振周波数の管理幅としては、共振
周波数シフト回路６０を設けた場合と設けない場合とで変わらないこととなる。
【００５１】
　このため、共振周波数シフト回路６０及び選択回路６３が共に設けられている当該第３
の実施の形態の携帯電話機においては、図１０に示す選択回路６３が、図１２に示すよう
に各調整用回路５０の３ビットの設定値のうち、最上位ビットがハイレベル（「１」）と
なっている間のみ、共振周波数シフト回路６０のＦＥＴ６２をオン動作させる。これによ
り、各調整用回路５０の設定値が「０００」～「０１１」の間は、共振周波数シフト回路
６０がオフ動作し、各調整用回路５０の設定値が「１００」～「１１１」の間は、共振周
波数シフト回路６０がオン動作することとなる。
【００５２】
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　これにより、図１３に示すように各調整用回路５０の設定値が低い場合における共振周
波数の下限値をＡＭＨｚとしたままの状態で、各調整用回路５０の設定値が高い場合に低
くなる共振周波数の上限値をＢＭＨｚ＋ｘｋＨｚまで引き上げることができる。従って、
共振周波数の管理幅をＡＭＨｚ～ＢＭＨｚ＋ｘｋＨｚまで広げることができる。
【００５３】
〔第３の実施の形態の効果〕
　以上の説明から明らかなように、この第３の実施の形態の携帯電話機は、非接触無線通
信アンテナ１１に接続された共振コンデンサ４１の共振容量を変化させて、該非接触無線
通信アンテナ１１の共振周波数を所望の共振周波数に調整する調整用回路５０と共に、こ
の共振周波数を高い方にシフトさせる共振周波数シフト回路６０、及び調整用回路５０の
ステートに応じて共振周波数シフト回路６０をオンオフ制御する選択回路６３を設ける。
選択回路６３は、調整用回路５０の設定値が低い場合（「０００」～「０１１」）には共
振周波数シフト回路６０をオフ制御し、調整用回路５０の設定値が高い場合（「１００」
～「１１１」）には共振周波数シフト回路６０をオン制御する。これにより、各調整用回
路５０の設定値が低い場合における共振周波数の下限値をそのままの周波数とした状態で
、各調整用回路５０の設定値が高い場合に低くなる共振周波数の上限値を引き上げること
ができ、共振周波数の管理幅を広げることができる。
【００５４】
　このため、共振周波数の調整を容易化したうえで、良好な通信特性を得ることができる
。従って、共振周波数の管理幅を広げることができるため、当該携帯電話機の設計、製造
を容易化することができるうえ、広い周波数許容範囲をスペックとして、当該携帯電話機
の量産を行うことを可能とすることができる。そして、この他、上述の各実施の形態と同
じ効果を得ることができる。
【００５５】
［変形例］
　上述の実施の形態の説明では、本発明を非接触無線通信機能を備えた携帯電話機に適用
することとしたが、本発明は、この他、非接触無線通信機能を備えたＰＨＳ電話機（Pers
onal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（Personal Digital Assistant）、携帯ゲーム機
、ノート型のパーソナルコンピュータ装置等の携帯機器に適用してもよい。いずれの場合
も、上述と同じ効果を得ることができる。
【００５６】
　最後に、本発明は、一例として開示した上述の実施の形態に限定されることはなく、上
述の実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設
計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを付け加えておく。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明を適用した第１の実施の形態となる携帯電話機のブロック図である。
【図２】第１の実施の形態の携帯電話機に設けられている非接触無線通信部のブロック図
である。
【図３】第１の実施の形態の携帯電話機の非接触無線通信部に設けられている同調部及び
調整用回路の回路図である。
【図４】第１の実施の形態の携帯電話機の非接触無線通信部に設けられている調整用回路
により、非接触無線通信アンテナの共振周波数がリニアに変化する様子を示す図である。
【図５】第１の実施の形態の携帯電話機の非接触無線通信部に設けられている調整用回路
による調整により、非接触無線通信アンテナの共振周波数の管理幅が広がり、また、通信
不可領域が無くなったことを示す、該非接触無線通信アンテナの共振周波数と通信距離と
の関係を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信部
の回路図である。
【図７】非接触無線通信部に設けられている調整用回路のみで共振周波数の調整を行った
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【図８】本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信部
のブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信部
の要部の回路図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信
部の共振周波数シフト回路及び選択回路の回路図である。
【図１１】非接触無線通信部に設けられている共振周波数シフト回路により、共振周波数
がシフトされた場合における、該共振周波数の管理幅を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信
部の共振周波数シフト回路のオンオフ制御を説明するための図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態となる携帯電話機に設けられている非接触無線通信
部の共振周波数シフト回路をオンオフ制御することで得られた共振周波数の管理幅を示す
図である。
【図１４】非接触無線通信アンテナの共振周波数がばらつくことで発生する通信不可領域
等を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　アンテナ、２　通信回路、３　スピーカ部、４　マイクロホン部、５　表示部、６
　操作部、７　発光部（ＬＥＤ）、８　カメラ部、９　バイブレーションユニット、１０
　タイマ、１１　非接触無線通信アンテナ、１２　非接触無線通信部、１３　メモリ、１
４　制御部、２１　平板状の第１のフェライトコア、２２　平板状の第２のフェライトコ
ア、２３　コイル、３１　Ｌ字状の第１のフェライトコア、３２　Ｌ字状の第１のフェラ
イトコア、４１　同調部（共振コンデンサ）、４２　直流成分カット用のフィルタ、４３
　ＲＦＩＤ ＬＳＩ、４３ａ　ＲＦＩＤ ＬＳＩの陽極側の受信端子、４３ｂ　ＲＦＩＤ 
ＬＳＩの陽極側の送信端子、４３ｃ　ＲＦＩＤ ＬＳＩの陰極側の受信端子、４３ｄ　Ｒ
ＦＩＤ ＬＳＩの陰極側の送信端子、４４　ドライブ回路、４５　変調回路、４６　直流
成分カット用のフィルタ、４７　復調部、４８　負荷スイッチ、５０　調整用回路、５１
　調整用回路の第１のコンデンサ、５２　調整用回路の第２のコンデンサ、５３　調整用
回路の第１のＦＥＴ、５４　調整用回路の第２のＦＥＴ、５５　ＦＥＴをオン／オフ制御
する制御信号を供給する端子、５６　ＦＥＴをオン／オフ制御する制御信号を供給する端
子、６０　共振周波数シフト回路、６１　共振周波数シフト回路のコンデンサ、６２　共
振周波数シフト回路のＦＥＴ、６３　共振周波数シフト回路のオンオフ制御を行う選択回
路、６４　ポートコントローラ、６４ａ　ポートコントローラの第１のポート、６４ｂ　
ポートコントローラの第２のポート、６４ｃ　ポートコントローラの第３のポート、７０
　選択回路のＡＮＤゲート
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