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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナ形成対象部材に形成されているアンテナパターンを有するリーダ用アンテナに
おいて、
　導電性で多孔性のシート状部材が、平面的に見て上記アンテナパターンの外周囲にほぼ
沿ってループ形状に延在するように、上記アンテナ形成対象部材に設けられ、
　上記多孔性シート状部材が、導電性線条体をメッシュ状に編組したメッシュ構造のもの
であり、
　中央開口が、上記多孔性シート状部材に設けられ、
　上記中央開口を含む上記多孔性シート状部材の大きさに対する上記中央開口の大きさの
比が２０～８０％の範囲であり、
　上記多孔性シート状部材の外周囲が、平面的に見て、上記リーダ用アンテナの上記アン
テナパターンの外周囲またはその外側に沿って延在し、
　上記多孔性シート状部材の内周囲が、平面的に見て、
（ａ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の第１の
方向における第１の側の内周囲が、上記第１の方向とは直交する第２の方向にほぼ沿って
延在しているパターン部分のうちの上記第１の方向における上記第１の側の最外周を延在
しているパターン部分の内側端またはその内側にほぼ沿って延在していること、
（ｂ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
１の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側の内周囲が、上記第２の方向にほぼ
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沿って延在している上記パターン部分のうちの上記第１の方向における上記第２の側の最
外周を延在しているパターン部分の内側端またはその内側にほぼ沿って延在していること
、
（ｃ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
２の方向における第１の側の内周囲が、上記第１の方向にほぼ沿って延在しているパター
ン部分のうちの上記第２の方向における上記第１の側の最外周を延在しているパターン部
分の外側端またはその外側にほぼ沿って延在していること、
（ｄ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
２の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側の内周囲が、上記第１の方向にほぼ
沿って延在しているパターン部分のうちの上記第２の方向における上記第２の側の最外周
を延在しているパターン部分の外側端またはその外側にほぼ沿って延在していること、
の条件を満足し、
　上記多孔性シート状部材が、平面的に見て、上記アンテナ形成対象部材の上記第２の方
向にほぼ沿って延在しているパターン部分のうちの上記第１の方向における上記第１の側
の端部付近および上記第２の側の端部付近をそれぞれ延在しているパターン部分とほぼ重
複していることを特徴とするリーダ用アンテナ。
【請求項２】
　上記多孔性シート状部材が、平面的に見て、上記第２の方向にほぼ沿って延在している
すべてのパターン部分とほぼ重複していることを特徴とする請求項１に記載のリーダ用ア
ンテナ。
【請求項３】
　上記多孔性シート状部材が、平面的に見て、上記第１の方向にほぼ沿って延在している
いずれのパターン部分とも実質的に重複していないことを特徴とする請求項１または２に
記載のリーダ用アンテナ。
【請求項４】
　上記多孔性シート状部材の小開孔のピッチが５０～２，０００μｍの範囲であることを
特徴とする請求項１、２または３に記載のリーダ用アンテナ。
【請求項５】
　上記多孔性シート状部材の多数個の小開孔の１個当りの面積が４，０００～１，８００
，０００μｍ２の範囲であることを特徴とする請求項１～４のうちのいずれか１つに記載
のリーダ用アンテナ。
【請求項６】
　上記多孔性シート状部材の、そこに形成されている多数個の小開孔についての開口率が
７０～９５％の範囲であることを特徴とする請求項１～５のうちのいずれか１つに記載の
リーダ用アンテナ。
【請求項７】
　上記アンテナパターンの端部のうちのいずれか１つの端部付近と重複している導電性で
多孔性の第２のシート状部材が、上記アンテナ形成対象部材のうちの少なくとも上記いず
れか１つの端部付近に対応する箇所に設けられていることを特徴とする請求項１～６のう
ちのいずれか１つに記載のリーダ用アンテナ。
【請求項８】
　上記リーダ用アンテナが、互いに絶縁されかつ互いに重ね合わせられた状態で上記アン
テナ形成対象部材にそれぞれ設けられている第１および第２のループアンテナを備えてい
ることを特徴とする請求項１～７のうちのいずれか１つに記載のリーダ用アンテナ。
【請求項９】
　上記第１および第２のループアンテナのそれぞれは、ほぼループ形状のアンテナパター
ンを備え、
　上記第１のループアンテナの上記ほぼループ形状のアンテナパターンと、上記第２のル
ープアンテナの上記ほぼループ形状のアンテナパターンとのそれぞれは、上記アンテナ形
成対象部材の第１の方向における第１の側に設けられた第１のパターン部分と、上記アン



(3) JP 4688167 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

テナ形成対象部材の上記第１の方向とは直交する第２の方向における第１の側に設けられ
た第２のパターン部分と、上記アンテナ形成対象部材の上記第１の方向における上記第１
の側とは反対側の第２の側に設けられた第３のパターン部分と、上記アンテナ形成対象部
材の上記第２の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側に設けられた第４のパタ
ーン部分とを備え、
　上記第１のループアンテナの上記第３のパターン部分と、上記第２のループアンテナの
上記第１のパターン部分とのそれぞれは、互いに間欠的に配置されている複数本のベース
ライン部と、これら複数本のベースライン部の間に設けられている少なくとも１個の屈曲
部とをそれぞれ備え、
　上記屈曲部のそれぞれは、第１の立上り部および第２の立上り部をそれぞれ備えるほぼ
凸形状に構成され、
　上記第１のループアンテナの上記第１の立上り部または上記第２の立上り部が上記第２
のループアンテナのこれと対応する第１の立上り部とこれと対応する第２の立上り部との
間に配置されるように、上記第１のループアンテナが上記第２のループアンテナに対して
上記第２の方向にずれていることを特徴とする請求項８に記載のリーダ用アンテナ。
【請求項１０】
　上記リーダ用アンテナがリーダライタ用アンテナとして構成されていることを特徴とす
る請求項１～９のうちのいずれか１つに記載のリーダ用アンテナ。
【請求項１１】
　上記アンテナ形成対象部材が、物品載置棚の棚板または物品載置台の台板であり、
　上記棚板または上記台板の主要構成要素が、透明な非導電体であり、
　上記第１および第２のアンテナの少なくともアンテナパターンのそれぞれが、断面径０
．５ｍｍ以下のワイヤ導線から構成されていることを特徴とする請求項１～１０のうちの
いずれか１つに記載のリーダ用アンテナ。
【請求項１２】
　上記第１および第２のアンテナが、これらの間に絶縁層を介在させて、互いに積層され
た一対のガラス板の間に設けられていることを特徴とする請求項１～１１のうちのいずれ
か１つに記載のリーダ用アンテナ。
【請求項１３】
　請求項１～１２のうちのいずれか１つに記載のリーダ用アンテナが形成されている棚板
を上記アンテナ形成対象部材として備えていることを特徴とするアンテナ付き物品載置棚
。
【請求項１４】
　上記アンテナ付き物品載置棚がアンテナ付き書架であることを特徴とする請求項１３に
記載のアンテナ付き物品載置棚。
【請求項１５】
　請求項１～１２のうちのいずれか１つに記載のリーダ用アンテナが形成されている台板
を上記アンテナ形成対象部材として備えていることを特徴とするアンテナ付き物品載置台
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、書架、その他の物品載置棚の棚板、物品載置台の台板などのアンテナ形成対
象部材に設けられているアンテナパターンを有するリーダ用アンテナに関するものである
。また、本発明は、このようなリーダ用アンテナが設けられる棚板および台板をそれぞれ
備えているアンテナ付き物品載置棚およびアンテナ付き物品載置台にも関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、書類、ＣＤ、ＤＶＤなどの光ディスク類、その他の光記録媒体、ビデオテー
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プ、オーディオテープなどの磁気テープ類、その他の磁気記録媒体などのほぼ直方体形状
の物品、瓶などのほぼ円筒形状の容器類、不定形状の衣料などの各種の商品または各種の
所蔵品のような各種の物品が、陳列棚、商品棚、書架、書類管理棚などの物品載置棚や、
図書館の受付カウンタ台などのカウンタ台、テーブル、机などの物品載置台に、陳列、収
納、管理などのために載置される。そして、上述のような各種の物品に電子タグを取り付
けるとともに、このような電子タグと交信するリーダライタ用アンテナを備えるＲＦＩＤ
（Radio Frequency Identification）システムを用いて、上述のような各種の物品を管理
することが期待されている。このような電子タグは、無線タグまたはＩＣタグとも呼ばれ
ていて、情報が記録されるメモリが組み込まれているＩＣチップと、小型アンテナとをそ
れぞれ含む通信回路から成っている。上述のように電子タグと交信するリーダライタ用ア
ンテナは、物品を載置する棚板面に沿って配設される場合や、物品の脱落を防止すること
を主目的として物品載置棚の背面側に配される背板面に沿って配設される場合が多く、通
常はループアンテナとして構成される。
【０００３】
　上述のようなリーダライタ用アンテナおよび電子タグを備えているアンテナシステムを
利用した書架検索システムが、従来から知られている。このような書棚検索システムは、
書籍類の情報が記録されかつ書籍類の表表紙面または裏表紙面に貼付された電子タグと、
書籍類が載置される棚板にこの棚板の長さ方向に沿って延在するように配設された少なく
とも１個のリーダライタ用アンテナとを備えている。そして、このようなアンテナ付き棚
板は、一般的には、上下複数段などの複数個が１個の書架にそれぞれ設けられている。な
お、本文において、「書籍類」とは、書籍のみならず、新聞、雑誌、資料、書類、その他
の紙製媒体や、このような紙製媒体をバインダなどにより綴じ込むことによって作成され
た書類綴じ込みファイルや、ＣＤ、ＤＶＤなどの光記録媒体や、ビデオテープ、オーディ
オテープなどの磁気記録媒体も、含んでいる。
【０００４】
　このような書架検索システムとして、従来、つぎのようなものが具体的には案出されて
いる。例えば、特許文献１には、複数個の単純ループアンテナをリーダライタ用アンテナ
として書架の背板面または棚板面にその長さ方向に沿って設け、この際、これら複数個の
ループアンテナを共通の背板面または共通の棚板面の長さ方向に半ピッチずつずらして配
置するとともに、これら複数個のループアンテナを順次切り換えて動作させるようにした
書架検索システムが開示されている。この場合、電子タグは、棚板上に載置される書籍類
の表表紙面または裏表紙面に貼付されている。また、特許文献２には、それらの一部に鋸
歯形状の屈曲部を設けた複数個のループアンテナをリーダライタ用アンテナとして書架の
共通の棚板面に互いに完全に重ならないようにずらして配置するとともに、これら複数個
のループアンテナに対して時間的に重複しないように給電する給電制御手段を備えた書架
検索システムが開示されている。この場合も、電子タグは、棚板上に載置される書籍類の
表表紙面または裏表紙面に貼付されている。さらに、特許文献３には、渦巻き状に複数回
巻回させた複数回巻きの１個の単純ループアンテナをリーダライタ用アンテナとして書架
の背板面にその長さ方向に沿って設けた書架検索システムが開示されている。この場合も
、電子タグは、棚板上に載置される書籍類の表表紙面または裏表紙面に貼付されている。
【特許文献１】特開２００３－７２９１９号公報
【特許文献２】特開２００３－１６８９１４号公報
【特許文献３】特開２００３－２５２４０９号公報
【０００５】
　一方、書架における上下の棚板間での干渉を防止するようにした書架検索システムとし
て、従来、つぎのようなものが案出されている。例えば、特許文献４には、リーダライタ
用アンテナが付設されている棚板にその長さ方向に沿って延在する複数個または１個の長
手状補強部材を設けることによって、棚板の強度を補強するとともに、上下複数段の棚板
の上下複数個のリーダライタ用アンテナ間で無線信号の干渉が生じるのを防止するように
した書架検索システムが開示されている。この場合、上記干渉防止用長手状補強部材は、
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複数個のときには細幅に構成されるとともに１個のときには広幅に構成されている。また
、電子タグは、棚板上に載置される書籍類の背表紙に貼付されている。さらに、特許文献
５には、リーダライタ用アンテナが付設されている棚板にその長さ方向に沿って延在する
複数個の長手状補強部材を設けることによって、棚板の強度を補強するとともに、上下複
数段の棚板の上下複数個のリーダライタ用アンテナでそれぞれ発生される磁界（磁束）間
で互いに相殺されるのを防止するようにした書架検索システムが開示されている。また、
特許文献５には、書架の側板に鉄板を貼り付けることによって、左右の棚板の左右のリー
ダライタ用アンテナでそれぞれ発生される磁界間で互いに相殺されるのを防止するように
した書架検索システムも開示されている。これらいずれの場合にも、電子タグは、棚板上
に載置される書籍類の背表紙に貼付されている。
【特許文献４】特開２００１－２２５９２１号公報
【特許文献５】特開２００１－２７０６０８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、上記特許文献１～５にそれぞれ開示されているような従来の書架検索システ
ムには、つぎの（Ａ）項～（Ｆ）項に記載のような問題点があった。これらの問題点が生
じる理由は、これらの（Ａ）項～（Ｆ）項のそれぞれの記載のつぎに順次記載する（ａ）
項～（ｆ）項に記載のとおりである。
（Ａ）特許文献４および５に記載の書架検索システムにおいて各棚板ごとに設けられてる
リーダライタ用アンテナは、単純な長方形状の１個のループアンテナまたは「８」の字形
状（具体的には、間口側の斜め上方から見て横倒しの「８」の字形状）の１個のループア
ンテナで形成されている。したがって、上下の棚板間での干渉を防止するために棚板に干
渉防止用長手状補強部材を設けたときには、このような補強部材を設けていないときに較
べて、リーダライタ用アンテナの電子タグとの良好な交信状態が得られない。
（ａ）上記特許文献４および５に記載のリーダライタ用アンテナは、奥行き方向にそれぞ
れ延在しかつ互いに隣り合う一対のパターン部分間の長さ方向（すなわち、間口方向）に
おける中央部分付近においては、書籍類の表表紙面または裏表紙面に貼付した電子タグと
は良好に交信することができない。そして、棚板に干渉防止用長手状補助部材を設けたと
きには、リーダライタ用アンテナの電子タグとの上述の場合の交信状態がさらに悪化する
。
（Ｂ）特許文献１～３に記載の書架検索システムにおいて特許文献４の図２、図４および
図５に示す干渉防止用長手状補強部材を設けても、互いに隣接する棚板間での相互の干渉
を良好に防止することができなかったり、リーダライタ用アンテナの電子タグとの良好な
交信状態が得られなかったりする。
（ｂ）特許文献１～３に記載のリーダライタ用アンテナが形成されている棚板に特許文献
４の図２および図４に示す干渉防止用長手状補強部材を設けたときには、上記棚板の左側
および右側にそれぞれ隣接する左側の棚板と右側の棚板との相互の干渉を防止することは
できない。また、特許文献１～３に記載のリーダライタ用アンテナが形成されている棚板
に特許文献４の図５に示す干渉防止用長手状補強部材を設けたときには、リーダライタ用
アンテナの電子タグとの通信性能が著しく低下する。
（Ｃ）特許文献１～３に記載の書架検索システムにおいて特許文献５の図６に示す干渉防
止用板状部材を設けても、リーダライタ用アンテナの電子タグとの良好な交信状態が得ら
れない。
（ｃ）特許文献１～３に記載の書架検索システムにおいて、特許文献５の図６に示すよう
に、書架の側板に鉄板を貼り付けたときには、上記側板の近くにおいて棚板上に載置され
る書籍類の電子タグが上記棚板に設けられているリーダライタ用アンテナと良好に交信す
ることはできない。
（Ｄ）特許文献１および２に記載の書架検索システムにおいては、電子タグは書籍類の表
表紙面または裏表紙面に貼付されることができる。しかし、特許文献１および２には、互
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いに隣接する棚板間での相互の干渉を防止する技術に関しては記載されていない。そして
、この書架検索システムにおいては、上下方向、左右方向、前後方向などで互いに隣接す
る棚板間で相互の干渉を起こす可能性が高いので、互いに隣接する棚板の間隔を大きくす
る必要があることなどにより、また、スペースファクタが悪い。さらに、特許文献３に記
載の書架検索システムにおいては、電子タグの構造が複雑であるから、安価であるべき電
子タグが高価である。
（ｄ）例えば、特許文献１の段落［００６５］に記載されているように、或る棚板に設け
られているリーダライタ用アンテナが、この棚板上の書籍類の電子タグとこの棚板の下方
の書籍類の電子タグとの両方と交信してしまう可能性がある。また、特許文献１の段落［
００６６］に記載されているように、余分な機能を含むアンテナ切替部および余分な各種
の線をそれぞれ収納する直方体形状の大き目の収納ボックスが必要であるから、余分なス
ペースが必要であって、スペースファクタが悪い。また、特許文献１および２に記載の書
架検索システムにおいては、リーダライタ用アンテナは複数個のループアンテナを組み合
わせたものである。そして、これら複数個のループアンテナを棚板に上下に互いに重ねて
配置すると、これら複数個のループアンテナの相互の結合によって、リーダライタ用アン
テナが単一のループアンテナから構成されている場合に較べて、リーダライタ用アンテナ
の電子タグとの最大通信可能距離が低下する。しかし、棚板の左側および右側の端部付近
には、他のアンテナパターン部分から位置的にほぼ孤立している半ループ形状のアンテナ
パターン部分（具体的には、ほぼコ字状の突出部分）がそれぞれ存在している。したがっ
て、或る棚板に付設されているリーダライタ用アンテナは、特にこの棚板の左側および右
側の端部付近においては、上下および左右に隣接する別の棚板の同様の半ループ形状のア
ンテナパターン部分との干渉を起こし易い。このために、書籍類が小さくても、上下に互
いに隣接する棚板の間隔を十分にとる必要があり、また、左右に互いに隣接する棚板の間
隔も、できるだけとる必要があるから、この点においてもスペースファクタが悪い。さら
に、特許文献３に記載の書架検索システムにおいては、書籍類に貼付される電子タグとし
て、空芯コイルと磁芯とを組み合わせた特殊な構造のものを用いる必要があるから、電子
タグが高価である。
（Ｅ）特許文献１および３に記載の書架検索システムにおけるように、棚板の背板面にリ
ーダライタ用アンテナを設けた場合には、リーダライタ用アンテの電子タグとの交信性能
を良好にするためには、書籍類の表表紙または裏表紙のうちの前小口に近い部分に電子タ
グを貼付する必要がある。
（ｅ）書籍類のサイズは様々であるから、多数冊の書籍類を棚板上の背板側で揃えようと
すると、書籍類の背表紙に記載されているタイトル部分が多数冊の書籍類で互いに不揃い
になり、このために、書架の利用者にとって多数冊の書籍類を閲覧しにくい。
（Ｆ）店舗などで用いられるガラス製の陳列棚、商品棚などのようなガラス棚の場合には
、特許文献５の図６に示すように側板に鉄板を貼り付けることによって、左右に互いに隣
接する一対の棚間の干渉を防止することができないから、スペースファクタが悪い。
（ｆ）上述のようなガラス棚の場合には、左右に互いに隣接する一対の棚板間には側板自
体が存在しないために、特許文献５の図６に示す場合のように鉄板などの遮蔽材を側板に
設けることができない。このために、互いに隣接する一対の棚板にそれぞれ形成されてい
る互いに隣接する一対のリーダライタ用アンテナ間に一定の離間距離をとる必要があるか
ら、互いに隣接する一対の棚板間にも一定の離間距離をとる必要があって、スペースファ
クタが悪い。
【特許文献１】特開２００３－７２９１９号公報
【特許文献２】特開２００３－１６８９１４号公報
【特許文献３】特開２００３－２５２４０９号公報
【特許文献４】特開２００１－２２５９２１号公報
【特許文献５】特開２００１－２７０６０８号公報
【０００７】
　本発明は、上述のような問題点に着目してこのような問題点を解決するために発明され



(7) JP 4688167 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

たものであって、書籍類の表表紙面または裏表紙面などに取付けられる電子タグと交信す
るためにアンテナ形成対象部材に設けられるリーダライタ用アンテナが、書籍類などの物
品を収納する物品収納空間などについて無駄なスペースを生じることなく、上記電子タグ
と良好に交信し得るようにすることを主目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、その第１の観点によれば、アンテナ形成対象部材に形成されているアンテナ
パターンを有するリーダライタ用アンテナにおいて、導電性で多孔性のシート状部材が、
平面的に見て上記アンテナパターンの外周囲にほぼ沿ってループ形状に延在するように、
上記アンテナ形成対象部材に設けられていることを特徴とするリーダ用アンテナに係るも
のである。この場合、上記多孔性シート状部材が、導電性の線条体をメッシュ状に編組し
たメッシュ構造のものであることができる。また、その中央開口を含む上記多孔性シート
状部材の大きさに対する上記中央開口の大きさの比は、好ましくは、２０～８０％（さら
に好ましくは、３０～７０％）の範囲である。また、上記多孔性シート状部材の小開孔の
ピッチは、好ましくは、５０～２，０００μｍ（さらに好ましくは、１００～１，２００
μｍ）の範囲である。また、上記多孔性シート状部材の多数個の小開孔の１個当りの面積
は、好ましくは、４，０００～１，８００，０００μｍ２（さらに好ましくは、８，００
０～８００，０００μｍ２）の範囲である。また、上記多孔性シート状部材の、そこに形
成されている多数個の小開孔についての開口率は、好ましくは、７０～９５％（さらに好
ましくは、８０～９２％）の範囲である。さらに、上記アンテナパターンの端部のうちの
いずれか１つの端部付近と重複（例えば、このいずれか１つの端部付近のほぼコ字状に突
出している突出部分と少なくとも重複）している導電性で多孔性の第２のシート状部材が
、上記アンテナ形成対象部材のうちの上記いずれか１つの端部付近に対応する箇所に少な
くとも設けられているのが好ましい。
【０００９】
　また、本発明の上記第１の観点においては、上記多孔性シート状部材の外周囲は、平面
的に見て、上記リーダライタ用アンテナの上記アンテナパターンの外周囲またはその外側
に沿って延在し、上記多孔性シート状部材の内周囲は、平面的に見て、つぎの（ａ）項～
（ｄ）項に記載の条件を満足しているのが好ましい。
（ａ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の第１の
方向（例えば、奥行き方向）における第１の側の内周囲が、上記第１の方向とは直交する
第２の方向（例えば、間口方向）にほぼ沿って延在しているパターン部分のうちの上記第
１の方向における上記第１の側の最外周を延在しているパターン部分の内側端またはその
内側にほぼ沿って延在していること、
（ｂ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
１の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側の内周囲が、上記第２の方向にほぼ
沿って延在している上記パターン部分のうちの上記第１の方向における上記第２の側の最
外周を延在しているパターン部分の内側端またはその内側にほぼ沿って延在していること
、
（ｃ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
２の方向における第１の側の内周囲が、上記第１の方向にほぼ沿って延在しているパター
ン部分のうちの上記第２の方向における上記第１の側の最外周を延在しているパターン部
分の外側端またはその外側にほぼ沿って延在していること、および
（ｄ）上記多孔性シート状部材の上記内周囲のうちの上記アンテナ形成対象部材の上記第
２の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側の内周囲が、上記第１の方向にほぼ
沿って延在しているパターン部分のうちの上記第２の方向における上記第２の側の最外周
を延在しているパターン部分の外側端またはその外側にほぼ沿って延在していること。
【００１０】
　この場合、上記多孔性シート状部材は、平面的に見て、上記アンテナ形成対象部材の第
２の方向にほぼ延在しているパターン部分のうちの上記第１の方向における上記第１の側
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の端部付近および上記第２の側の端部付近をそれぞれ延在しているパターン部分とほぼ重
複していてよい。また、上記多孔性シート状部材は、平面的に見て、上記第２の方向にほ
ぼ沿って延在しているすべてのパターン部分とほぼ重複していてよい。さらに、上記多孔
性シート状部材は、平面的に見て、上記第１の方向にほぼ沿って延在しているいずれのパ
ターン部分とも実質的に重複していなくてよい。
【００１１】
　また、本発明の上記第１の観点においては、上記リーダ用アンテナが、互いに絶縁され
かつ互いに重ね合わせられた状態で上記アンテナ形成対象部材にそれぞれ設けられている
第１および第２のループアンテナを備えているのが好ましい。また、上記第１および第２
のループアンテナのそれぞれは、ほぼループ形状のアンテナパターンを備え、上記第１の
ループアンテナの上記ほぼループ形状のアンテナパターンと、上記第２のループアンテナ
の上記ほぼループ形状のアンテナパターンとのそれぞれは、上記アンテナ形成対象部材の
第１の方向（例えば、奥行き方向）における第１の側に設けられた第１のパターン部分と
、上記アンテナ形成対象部材の上記第１の方向とは直交する第２の方向（例えば、間口方
向）における第１の側に設けられた第２のパターン部分と、上記アンテナ形成対象部材の
上記第１の方向における上記第１の側とは反対側の第２の側に設けられた第３のパターン
部分と、上記アンテナ形成対象部材の上記第２の方向における上記第１の側とは反対側の
第２の側に設けられた第４のパターン部分とを備え、上記第１のループアンテナの上記第
３のパターン部分と、上記第２のループアンテナの上記第１のパターン部分とのそれぞれ
は、互いに間欠的に配置されている複数本のベースライン部と、これら複数本のベースラ
イン部の間に設けられている少なくとも１個の屈曲部とをそれぞれ備え、上記屈曲部のそ
れぞれは、第１の立上り部および第２の立上り部をそれぞれ備えるほぼ凸形状に構成され
、上記第１のループアンテナの上記第１の立上り部または上記第２の立上り部が上記第２
のループアンテナのこれと対応する第１の立上り部とこれと対応する第２の立上り部との
間に配置されるように、上記第１のループアンテナが上記第２のループアンテナに対して
上記第２の方向にずれているのが好ましい。この場合、上記第１のループアンテナは、好
ましくは、上記複数本のベースライン部の１本当りの平均的な長さの０．２５～０．７５
（さらに好ましくは、０．３～０．６）の範囲だけ上記第２のループアンテナに対して上
記第２の方向にずれている。また、上記第１のループアンテナは、好ましくは、上記第１
のループアンテナの上記第１および第２の立上り部および上記第２のループアンテナの上
記第１および第２の立上り部の１本当りの平均的な長さの０．０５～０．５（さらに好ま
しくは、０．１～０．４）の範囲だけ、上記第２のループアンテナに対して上記第１の方
向にずれている。さらに、上記リーダ用アンテナがリーダライタ用アンテナとして構成さ
れているのが好ましい。
【００１２】
　また、本発明は、上記第１の観点においては、上記アンテナ形成対象部材が、物品載置
棚の棚板または物品載置台の台板であり、上記棚板または上記台板の主要構成要素が、透
明な非導電体であり、上記第１および第２のアンテナの少なくともアンテナパターンのそ
れぞれが、断面径０．５ｍｍ以下のワイヤ導線から構成されることができる。また、上記
第１および第２のループアンテナが、これらの間に絶縁層を介在させて、互いに積層され
た一対のガラス板の間に設けられることができる。
【００１３】
　さらに、本発明は、その第２の観点によれば、上記第１の観点によるリーダ用アンテナ
が形成されている棚板を上記アンテナ形成対象部材として備えていることを特徴とするア
ンテナ付き物品載置棚に係るものである。この場合、上記アンテナ付き物品載置棚がアン
テナ付き書架であるのが好ましい。また、本発明は、その第３の観点によれば、上記第１
の観点によるリーダ用アンテナが形成されている台板を上記アンテナ形成対象部材として
備えていることを特徴とするアンテナ付き物品載置台に係るものである。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明によれば、リーダ用アンテナのアンテナパターンのうちの所定のアンテナ成分で
発生される磁界（磁束）を、ループ形状に構成された導電性で多孔性のシート状部材によ
って、棚板などのアンテナ形成対象部材の外部（具体的には、アンテナ形成対象部材の一
定の距離以上の上方部分やアンテナ形成対象部材の上方以外の部分）に限ってかなりの程
度で弱めるようにすることが可能であるから、上記リーダ用アンテナとこれと隣接する別
のリーダ用アンテナとの間で干渉を生じる可能性がほとんどなくて、物品収納空間などに
無駄なスペースを生じることがない。それでいて、ループ形状に構成された導電性のシー
ト状部材が多孔性であるから、リーダ用アンテナのアンテナパターンでそれぞれ発生され
る磁界（磁束）が、電子タグとの相互の交信に有効に機能する。したがって、比較的簡単
な構成であるにもかかわらず、しかも、電子タグを特に複雑な構造にすることなく、リー
ダ用アンテナを電子タグと良好に交信させることができる。
【００１５】
　また、請求項１１に係る発明によれば、リーダ用アンテナのアンテナパターンのうちの
特に所定のアンテナ成分で発生される磁界（磁束）を、第２の多孔性シート状部材によっ
ても、棚板などのアンテナ形成対象部材の外部に限ってさらに弱めるようにすることが可
能であるから、上記リーダ用アンテナと、これと隣接する別のリーダ用アンテナとの間で
干渉を生じる可能性がさらに少なくなる。
【００１６】
　また、請求項１３に係る発明によれば、第１および第２のアンテナのそれぞれのほぼ上
記第１の方向に沿って延在する通信不能領域を、比較的少ないアンテナ数でかつ比較的簡
単なアンテナパターン形状でもって、互いに補うことができる。このために、種々の向き
の電子タグとの良好な交信が可能であるリーダ用アンテナを提供することができる。
【００１７】
　また、請求項１４に係る発明によれば、共通のアンテナでもって電子タグへの書込みと
電子タグからの読み出しとの両方を行うことができるから、リーダライタ全体の構成を簡
単にすることができる。
【００１８】
　また、請求項１６に係る発明によれば、耐候性および耐薬品性がそれぞれ優れた一対の
ガラス板の間に第１および第２のループアンテナが設けられているから、リーダ用アンテ
ナを種々の環境で使用しても効果的に保護することができる。このために、リーダ用アン
テナの耐候性および耐薬品性が改善されるから、リーダ用アンテナを薬品棚などに設けて
も損傷する恐れがない。
【００１９】
　さらに、請求項１７および１９に係る発明によれば、リーダ用アンテナと、これと隣接
する別のリーダ用アンテナとの間で干渉を生じる可能性がほとんどなくて、無駄なスペー
スを生じることがなく、また、リーダ用アンテナを比較的簡単な構成にすることができる
にもかかわらず、しかも、電子タグを特に複雑な構造にすることなく、電子タグと良好に
交信することが可能であるリーダ用アンテナを備えた書架などの物品載置棚および物品載
置台を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　つぎに、本発明を書架検索システムにそれぞれ適用した第１～第３の実施例を、「１、
第１の実施例」、「２、第２の実施例」、「３、第３の実施例」および「４、リーダライ
タ用アンテナの動作実験」にそれぞれ項分けして、図面を参照しつつ説明する。
【００２１】
１、第１の実施例
　まず、本発明の第１の実施例を、「（１）書架全体の概略的構成」、「（２）リーダラ
イタ用アンテナ付き棚板」、「（３）干渉防止用部材」、「（４）リーダライタ用アンテ
ナのパターン形状」および「（５）リーダライタ用アンテナへの給電方法」に項分けして
、図１～図９を参照しつつ説明する。
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【００２２】
（１）書架全体の概略的構成
　本発明の第１の実施例における書架１は、図１に示すように、向って左側の書架部分（
すなわち、第１の書架部分）２と向って右側の書架部分（すなわち、第２の書架部分）３
とが共通の側板４を共有するように互いに隣接することによって、構成されている。これ
ら第１および第２の書架部分２、３のそれぞれは、向って左側の側板４または４ａ、向っ
て右側の側板４ａまたは４、背板５、天板６および底板７から構成されたほぼ箱蓋形状（
換言すれば、ほぼ直方体形状）を有している。これら左右一対の側板４、４ａ、背板５、
天板６および底板７は、ガラス、合成樹脂、木などの適当な非金属材料からそれぞれ構成
されることができ、底板７は、最下段の棚板を兼用している。第１および第２の書架部分
２、３のそれぞれは、ガラス、合成樹脂などのほぼ透明な材料から構成されているのが好
ましい前面板（図示せず）をさらに備えていてもよく、このような前面板は、例えば、左
右一対の引き戸構造であってよい。また、図示の実施例においては、左右一対の側板４、
４ａは底板７から下方に多少突出するように構成され、これら左右一対の突出部によって
、第１および第２の書架部分２、３のそれぞれに左右一対の支持脚８、８ａがそれぞれ形
成されている。この場合、第１および第２の書架部分２、３は共通の支持脚８ａを有して
いる。
【００２３】
　図１に示す書架１の第１および第２の書架部分２、３のそれぞれは、図示の実施例にお
いては、ガラス、合成樹脂、木などの適当な非金属材料（換言すれば、透明または不透明
の非導電体）を主要構成要素としてそれぞれ構成されている最上段の棚板１１、２段目の
棚板１２および最下段の上記棚板７をそれぞれ備えている３段構成のものである。これら
の棚板７、１１、１２は、左右一対の側縁部および／または背板側の側縁部を適当な支持
手段（図示せず）によって、左右一対の側板４、４ａ、背板５などに支持されることがで
きる。
【００２４】
　図１に示す書架１の各棚板７、１１、１２のそれぞれには、棚板面に対してほぼ平行に
なるように、図２および図３に示すリーダライタ用アンテナ１５が敷設されている。そし
て、これらのリーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂは、
マッチング調整器（図示せず）を経由してから同軸ケーブル（図示せず）によってアンテ
ナ切替器（図示せず）に接続されている。そして、このアンテナ切替器は、同軸ケーブル
１７によってリーダライタ本体１６および制御用コンピュータ（図示せず）に順次接続さ
れている。このリーダライタ本体１６は、リーダライタ用アンテナ１５と電気信号などの
情報をやり取りするためのものでる。上記リーダライタ本体１６は、書架１に配置するこ
とができ、図示の実施例においては、第２の書架部分３の天板６上に配置されている。上
記アンテナ切替器も、必要に応じて、書架１に同様に配置されることができる。
【００２５】
　図１に示す書架１の各棚板７、１１、１２上には、種々のサイズの書籍類２１が混載さ
れている。なお、これらの書籍類２１には、図４に示すように、シート形状であってよい
電子タグ２２がそれぞれ設けられている。そして、この電子タグ２２は、書籍類２１の表
表紙２３、裏表紙２４または背表紙２５に貼り付けられていてよい。これらいずれの場合
でも、電子タグ２２は、各棚板７、１１、１２の面に対して特定の位置や特定の向きであ
る必要は特にない。このような電子タグ２２は、図５に示すように、この電子タグ２２の
中心とその中心がほぼ一致している１回巻きまたは複数回巻きのほぼループ形状の小型ア
ンテナ２６と、情報が記録されるメモリ（図示せず）が組み込まれかつほぼループ形状の
小型アンテナ２６の中央開口に配されたＩＣチップ２７とを含む通信回路を備えていてよ
い。
【００２６】
（２）リーダライタ用アンテナ付き棚板
　図１および図２に示す書架１の各棚板７、１１、１２は、例えば、間口方向ｘの長さＬ
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１（図２参照）が約８４０ｍｍで奥行き方向ｙの長さＬ２（図２参照）が約１７０ｍｍの
横長のほぼ長方形状であってよい。各棚板７、１１、１２には、図２および図３に示すよ
うに、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂから成るリーダライタ用アンテナ１５が設
けられている。図２は、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂの両方を投影して示す、
例えば最上段の棚板１１の平面図である。棚板１１以外の各棚板７、１２にも、図２およ
び図３に示す棚板１１と実質的に同一形状のリーダライタ用アンテナ１５が設けられてい
てもよいし、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのうちのいずれか一方または両方の
形状が棚板１１の場合とは異なっているリーダライタ用アンテナ１５が設けられていても
よい。なお、図２およびこれに類似する総ての図面（後述の第２および第３の実施例の場
合を含む。）において、図示の都合上、第１のループアンテナＡを実線で示し、第２のル
ープアンテナＢを破線で示している。また、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのア
ンテナパターン３１の各パターン部分の幅も、図示の都合上、実際よりは太く示している
。さらに、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのアンテナパターン３１の各パターン
部分の実際の幅は、実質的に互いに同一であってよい。
【００２７】
　リーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂ（具体的には、
図２、図６、図８および図９に示すほぼループ形状のアンテナパターン３１と一対の端子
部３２ａ、３２ｂとの両方）は、図３および図７に示すように、ガラス、合成樹脂、木な
どの適当な非金属材料からそれぞれ成る上下２枚の板３３、３４に導電性塗料（例えば、
銀ペースト）を例えば約５ｍｍの幅でそれぞれ印刷および焼成したものであってよい。ま
た、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂは、断面形状がほぼ円形で断面径が０．１ｍ
ｍの銅線から構成されたものであってもよい。この場合、上記銅線は、所定のパターン形
状に屈曲成形されてから板３３、３４に適当な接着剤により部分的または全体的に接着さ
れることにより取付け配置されればよい。さらに、第１および第２のループアンテナＡ、
Ｂのうちの一対の端子部３２ａ、３２ｂは、上述のように、導電性塗料を印刷および焼成
することによって構成した導電性パターンから構成されるとともに、ほぼループ形状のア
ンテナパターン３１は、上述のように、銅線から構成されていてもよい。この場合、アン
テナパターン３１の両端部は、適当な導電性接着剤による接着、半田付けなどにより一対
の端子部３２ａ、３２ｂに電気的に接続されればよい。ついで、これらの板３３、３４が
ＰＶＢ樹脂などの非導電性フィルムから成る中間膜３５を用いて貼り合せられることによ
って、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂは上下２枚の板３３、３４の間に挟み込ま
れる。これらの板３３、３４のそれぞれは、例えば、厚さ約２．３ｍｍのガラス板（具体
的には、フロート法によって製造されたガラス板）であってよく、中間膜３５の厚みＬ３

（図３および図７参照）は、例えば約３００μｍであってよい。第１および第２のループ
アンテナＡ、Ｂを構成する材料も、必ずしも導電性塗料である必要はなく、導電性フィル
ム、導電性金属箔、上述のような銅線などの金属線、その他のワイヤ導線などであっても
よい。
【００２８】
　このように構成されたリーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナ
Ａ、Ｂは、図３および図７に示すように、互いに電気的に絶縁されかつ棚板７、１１、１
２の表面に対してそれぞれほぼ平行な状態（換言すれば、ループアンテナＡ、Ｂ同士が互
いにほぼ平行な状態）でもって２枚のガラス板３３、３４の間に挟み込まれている。した
がって、これら第１および第２のループアンテナＡ、Ｂが棚板７、１１、１２上に載置さ
れる書籍類２１との接触によって擦傷するのが防止される。また、棚板７、１１、１２の
上下面を構成しているガラス板は耐水性、耐候性、耐薬品性などに優れているから、図１
に示す書架１は種々の用途に用いられることができる。そして、棚板７、１１、１２の主
要構成要素が透明なガラス材料である場合には、リーダライタ用アンテナ１５も、交差部
や重複部が絶縁された上述のような細いワイヤ導線によって構成することができる。
【００２９】
　本発明においては、互いにほぼ平行である２個のループアンテナＡ、Ｂの厚さ方向にお
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ける相互の間隔Ｌ３（図３および図７参照）は、実用性の観点から見て一般的に、０．１
～３５ｍｍの範囲であるのが好ましく、０．２～３０ｍｍの範囲であるのがさらに好まし
い。ただし、この間隔Ｌ３が０．１ｍｍよりも小さくても、２個のループアンテナＡ、Ｂ
の間の電気的絶縁が可能であればよい。また、この間隔Ｌ３が３５ｍｍよりも大きければ
、２個のループアンテナＡ、Ｂのうちの少なくとも一方のループアンテナが、棚板７、１
１、１２上に載置した書籍類２１に設けた電子タグ２２と良好に交信しにくくなる恐れが
生じる。
【００３０】
　リーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂは、図示の実施
例においては、図３および図７に示すように、各棚板７、１１、１２の内部に埋設されて
いる。しかし、これら第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのうちの少なくとも一方の
ループアンテナが各棚板７、１１、１２の上側の板３３の上面に同様にして形成されてい
てもよい。また、このような各棚板７、１１、１２をその上下をひっくり返してからその
後の製造工程において図６および図７に示す遮蔽材なしの棚板の場合と同様に用いること
などによって、上記少なくとも一方のループアンテナを各棚板７、１１、１２の下側の板
３４の下面に形成することもできる。さらに、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂの
うちの一方を各棚板７、１１、１２の上側の板３３の上面に形成するとともに、他方を各
棚板７、１１、１２の下側の板３４の下面に形成することもできる。これらいずれの場合
においても、各棚板７、１１、１２の主要構成要素である板３３、３４が第１および第２
のループアンテナＡ、Ｂの間に介在するときには、中間膜３５を省略することができる。
また、場合によっては、上側の板３３と下側の板３４とを一体のものにすることができる
。さらに、これら第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのうちの上記少なくとも一方の
ループアンテナが各棚板７、１１、１２の上側の板３３の上面に形成されるときには、各
棚板７、１１、１２上に配置される書籍類２１に接触する機会を減らすために、上記少な
くとも一方のループアンテナを含む各棚板７、１１、１２の上面を適当な絶縁材料から成
る被覆膜でもって被覆することができる。
【００３１】
　リーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの端
末（すなわち、一対の端子部３２ａ、３２ｂ）は、例えば図８および図９に示すように処
理されることができる。すなわち、図８および図９に示す態様においては、上下一対の板
３３、３４のうちの、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの一対の端子部
３２ａ、３２ｂに対応する箇所を予め欠如させておくことによって、これらの箇所に欠如
部３６、３７をそれぞれ形成しておく。ついで、上側の板３３の下面および下側の板３４
の上面に一対の引出し電極３８ａ、３８ｂを、適当な接着剤によりそれぞれ接着すること
などによって、それぞれ取付け配置する。この場合、第１および第２のループアンテナＡ
、Ｂのそれぞれの一対の引出し電極３８ａ、３８ｂとして、それらの全面が半田メッキな
どにより半田塗布されている銅板を用いることができる。また、このような銅板３８ａ、
３８ｂのそれぞれは、例えば、長さ２５ｍｍ、幅１０ｍｍ、厚さ０．１ｍｍのほぼ長方形
状のものであってよい。ついで、上述のようにして、第１および第２のループアンテナＡ
、Ｂのほぼループ形状のアンテナパターン３１と一対の端子部３２ａ、３２ｂとを、上側
の板３３の下面および下側の板３４の上面にそれぞれ形成する。この場合、図８に示すよ
うに、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂの一対の端子部３２ａ、３２ｂの少なくと
も一部分が、上側の板３３の一対の引出し電極３８ａ、３８ｂの下面および下側の板３４
の一対の引出し電極３８ａ、３８ｂの上面にそれぞれ形成されるようにする。ついで、上
側の板３３、中間膜３５および下側の板３４を順次積層することによって、図６および図
７に示す遮蔽材なしの棚板１１を構成することができる。
【００３２】
（３）干渉防止用部材
　図６および図７に示す遮蔽材なしの棚板１１の下面に遮蔽材（換言すれば、干渉防止用
部材）としての導電性で多孔性のシート状部材４１を取付けることによって、図２および
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図３に示す遮蔽材付きの棚板１１を製造することができる。このような取付けは、遮蔽材
なしの棚板１１の下側の板３４の下面に導電性で多孔性のシート状部材４１を適当な接着
剤により部分的または全体的に接着することなどによって、達成することができる。この
場合、棚板１１の下側の板３４の下面にリーダライタ用アンテナ１５が形成されていれば
、図３および図７に示す中間膜３５と同様の中間膜などを下側の板３４と多孔性シート状
部材４１との間に介在させればよい。このような中間膜３５は、ＰＥＴ（ポリテレフタル
酸エチレン）などの適当な非導電性材料から成るフィルムであってよく、多孔性シート状
部材４１の一方または両方の面に予め接合されていてよい。なお、図２およびこれに類似
する総ての図面（後述の第２および第３の実施例の場合を含む。）において、図示の都合
上、多孔性シート状部材４１を一点鎖線で示している。そして、この多孔性シート状部材
４１の間口方向ｘにおける長さは、例えば、棚板１１の間口方向ｘにおける長さＬ１（換
言すれば、８４０ｍｍ）と実質的に同一であってよい。また、多孔性シート状部材４１の
奥行き方向ｙの長さは、例えば、棚板１１の奥行き方向ｙにおける長さＬ２（換言すれば
、１７０ｍｍ）と実質的に同一であってよい。
【００３３】
多孔性シート状部材４１は、図２に示すように、中央部分がほぼ長方形状に欠如すること
によって形成された中央開口（すなわち、貫通開口）４２を有する閉ループ形状に構成さ
れている。そして、多孔性シート状部材４１の外周形状は、ほぼ長方形状であって、リー
ダライタ用アンテナ１５の外周囲を一回り大きくしたものであってよい。また、多孔性シ
ート状部材４１の内周形状（換言すれば、中央開口４２の形状）も、ほぼ長方形状であっ
て、リーダライタ用アンテナ１５の外周囲を少なくとも奥行き方向ｙにおいて一回り小さ
くしたものであってよい。なお、多孔性シート状部材４１の大きさ（すなわち、中央開口
４２を含む大きさ）に対する中央開口４２の大きさの比（換言すれば、多孔性シート状部
材４１の、中央開口４２についての開口率）は、図示の実施例においては、約５０％であ
る。また、多孔性シート状部材４１の各辺の幅（換言すれば、シート状部材４１の外周囲
の四辺のうちの各辺から中央開口４２までの最短距離）は、約３５ｍｍ（後縁部５２側の
辺）、約１０ｍｍ（向って左側の縁部５４側の辺）、約３５ｍｍ（前縁部５６側の辺）お
よび約２５ｍｍ（向って右側の縁部５８側の辺）である。
【００３４】
　したがって、多孔性シート状部材４１は、リーダライタ用のアンテナ１５の外周囲部分
と重複する重複部位を有している。本文において、上記「重複」とは、電気的には接続重
複していないが、棚板１１などのアンテナ形成対象部材を上面からみた投影図において（
換言すれば、平面的に見て）重複していることを意味している。なお、多孔性シート状部
材４１のリーダライタ用アンテナ１５との重複状態については、つぎの「（４）リーダラ
イタ用アンテナのパターン形状」の項において詳述する。さらに、図示の実施例において
は、多孔性シート状部材４１と第２のループアンテナＢ（特に、そのアンテナパターン３
１）との相互の間隔は、図３に示すように、下側の板３４の厚みとほぼ等しくて、約２．
３ｍｍである。また、多孔性シート状部材４１と第１のループアンテナＡ（特に、そのア
ンテナパターン３１）との相互の間隔は、図３に示すように、下側の板３４の厚み（約２
．３ｍｍ）、第２のアンテナパターンＢの厚み、中間膜３５の厚み（約３００μｍ）など
の和とほぼ等しくて、約３ｍｍである。
【００３５】
　導電性で多孔性のシート状部材４１は、その第１の態様においては、金属線などの導電
性線条体をメッシュ状に編組したメッシュ構造のものであってよい。図示の実施例におい
ては、多孔性シート状部材４１は、銅線、鉄線などの金属線からそれぞれ成る多数本の縦
線と多数本の横線とを碁盤の目状に組編した金属メッシュから構成されている。上記金属
線の線径は、例えば約２０μｍであってよく、上記金属メッシュのメッシュピッチは、例
えば約３００μｍであってよい。したがって、１個の碁盤の目に相当する小開孔（すなわ
ち、貫通孔）の縦および横のそれぞれの長さは、例えば約２８０μｍであってよく、この
ために、この多孔性シート状部材４１の小開孔の最大長は、例えば約３９６μｍであって
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よく、上記小開孔の１個当りの面積は、例えば約７８，４００μｍ２であってよく、多孔
性シート状部材４１（ただし、中央開口４２を除く部分）の開口率は、例えば約８７％で
あってよい。また、導電性で多孔性のシート状部材４１は、その第２の態様においては、
ステンレス、その他の金属製の薄板などの導電性の薄板に上記メッシュ構造の場合と同様
に多数個の小開孔（すなわち、貫通孔）が形成されているマイクロメッシュメタルなどの
マイクロメッシュ構造の薄板であってよい。そして、上記第１および第２の態様のいずれ
においても、導電性で多孔性のシート状部材４１は、磁性材料から成っていてもよいし、
非磁性材料から成っていてもよい。さらに、上記第１および第２の態様のいずれにおいて
も、多孔性シート部材４１に形成される小開孔は、ほぼ正方形状、ほぼ長方形状、ほぼ菱
形状、ほぼ台形状、ほぼ六角形状、ほぼ円形状、ほぼ楕円形状、ほぼ長円形状、これらの
形状の任意の数の組み合せから成る形状、その他の任意の形状であってよい。なお、銅線
から構成された上記金属メッシュ４１のシート抵抗は、例えば約０．１８Ω／□であって
よいが、本発明においては、実用性の観点から言って一般的に、上記金属メッシュのシー
ト抵抗は、０．５Ω／□以下であるのが好ましく、０．３Ω／□以下であるのがさらに好
ましい。また、これらの好ましい数値範囲およびさらに好ましい数値範囲は、上記マイク
ロメッシュ構造の多孔性シート状部材４１についても当てはまる。
【００３６】
　上記第１および第２の態様のいずれにおいても（換言すれば、本発明においては）、多
孔性シート状部材４１は、実用性の観点から言って一般的に、つぎの（ア）項～（ク）項
に記載する１個または複数個もしくは全部の数値範囲を満足しているのが好ましい。なお
、つぎの（ア）項～（ク）項に記載するカッコ内の数値範囲は、本発明において満足して
いるのがさらに好ましい数値範囲である。
（ア）多孔性シート状部材４１の大きさ（すなわち、中央開口４２を含む大きさ）に対す
る中央開口４２の大きさの比：２０～８０％（３０～７０％）の範囲、
（イ）多孔性シート状部材４１の１個の辺の幅：２～８０ｍｍ（４～６０ｍｍ）の範囲、
（ウ）多孔性シート状部材４１と第１のループアンテナＡ（特に、そのアンテナパターン
３１）との相互の間隔および多孔性シート状部材４１と第２のループアンテナＢ（特に、
そのアンテナパターン３１）との相互の間隔（換言すれば、多孔性シート状部材４１とリ
ーダライタ用アンテナ１５（特に、そのアンテナパターン３１）との相互の間隔）のそれ
ぞれ：０．５～３０ｍｍ（１～１５ｍｍ）の範囲、
（エ）多孔性シート状部材４１が導電性線条体をメッシュ状に編組したものであるときの
多孔性シート状部材４１の導電性線条体の最大線幅（断面がほぼ円形であれば、線径）：
４～２００μｍ（８～１００μｍ）の範囲、
（オ）多孔性シート状部材４１の小開孔のピッチ（シート状部材４１が導電性条体をメッ
シュ状に編組したものであるときには、具体的には、メッシュピッチ）：５０～２，００
０μｍ（１００～１，２００μｍ）の範囲、
（カ）多孔性シート状部材４１の各小開孔の最大長：６０～３，０００μｍ（１２０～１
，６００μｍ）の範囲、
（キ）多孔性シート状部材４１の多数個の小開孔の１個当りの面積：４，０００～１，８
００，０００μｍ２（８，０００～８００，０００μｍ２）の範囲、および
（ク）多孔性シート状部材４１の、中央開口４２を除く部分の開口率（換言すれば、多数
個の小開孔についての開口率）：７０～９５％（８０～９２％）の範囲。
【００３７】
（４）リーダライタ用アンテナのパターン形状
　書籍類２１に設けられている電子タグ２２と無線通信により交信するためのリーダライ
タ用アンテナ１５は、図２、図３、図６および図７に示すように、第１のループアンテナ
Ａと第２のループアンテナＢとから成っている。これら第１および第２のループアンテナ
Ａ、Ｂのそれぞれは、ほぼループ形状のアンテナパターン３１と、このほぼループ形状の
アンテナパターン３１の両端部にそれぞれ連設されて互いに近接している一対の端子部３
２ａ、３２ｂとから成っている。これら一対の端子部３２ａ、３２ｂの間には、隙間５１
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が設けられているので、ほぼループ形状のアンテナパターン３１の両端部の間にも、同様
に隙間５１が存在している。これら一対の端子部３２ａ、３２ｂは、ツイストケーブル（
図示せず）によって前記マッチング調整器（図示せず）に接続されていてよい。
【００３８】
　図２、図３、図６および図７に示すリーダライタ用アンテナ１５を構成している第１お
よび第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれのほぼループ形状のアンテナパターン３１は
、図２および図６に示すように、前後対称的であることを除いて互いに実質的にほぼ同一
の形状または互いに実質的に類似した形状であってよい。第１および第２のループアンテ
ナＡ、Ｂのそれぞれのほぼループ形状のアンテナパターン３１は、給電用などの端子部３
２ａが必要に応じて連設されかつ棚板１１の後縁部５２の側に位置する第１のパターン部
分５３と、棚板１１に向って左側の縁部５４の側に位置する第２のパターン部分５５と、
棚板１１の前縁部（換言すれば、書籍類２１の取出し側の縁部）５６の側に位置する第３
のパターン部分５７と、給電用などの端子部３２ａおよび／または３２ｂが必要に応じて
連設されかつ棚板１１の向って右側の縁部５８の側に位置する第４のパターン部分５９と
が、順次連設されたものであってよく、全体として、一対の端子部３２ａ、３２ｂの間に
対応する隙間５１を除いてループ形状に構成されていてよい。これらの第１および第２の
ループアンテナＡ、Ｂのそれぞれは、その一部分と別の部分とが交差する交差部位を有し
ていないワンループのものであるのが好ましい。本文において、上記「交差」とは、電気
的には接続交差していないが、棚板１１などのアンテナ形成対象部材を上面からみた投影
図において（換言すれば、平面的に見て）交差していることを意味している。
【００３９】
　第１のループアンテナＡの第１のパターン部分５３は、図２および図６に示すように、
棚板１１の後縁部５２から多少離れかつこの後縁部５２にほぼ平行な状態（換言すれば、
棚板１１の開口方向ｘにほぼ平行な状態であって、図示の実施例においては、ほぼ直線的
－以下、同じ）でもって棚板１１の間口方向ｘのほぼ全長にわたって延在している。第１
および第２のループアンテナＡおよびＢのそれぞれの第２のパターン部分５５は、棚板１
１の向って左側の縁部５４に近接または或る程度離れかつこの左側縁部５４にほぼ平行な
状態（換言すれば、棚板１１の奥行き方向ｙにほぼ平行な状態であって、図示の実施例に
おいては、ほぼ直線的－以下、同じ）でもってそれぞれ延在している。第２のループアン
テナＢの第３のパターン部分５７は、棚板１１の前縁部５６に近接しかつこの前縁部５６
にほぼ平行な状態（換言すれば、棚板１１の間口方向ｘにほぼ平行な状態）でもって棚板
１１の間口方向ｘのほぼ全長にわたって延在している。第１および第２のループアンテナ
ＡおよびＢのそれぞれの第４のパターン部分５９は、その前後方向における後端部５２側
の部分または中間部分が端子部３２ａおよび／または３２ｂの接続のために隙間５１によ
って途切れていることを除いて、棚板１１の向って右側の縁部５８から或る程度または多
少離れかつこの右側縁部５８にほぼ平行な状態（換言すれば、棚板１１の奥行き方向ｙに
ほぼ平行な状態）でもってそれぞれ延在している。
【００４０】
　第１のループアンテナＡの第３のパターン部分５７は、棚板１１の前縁部５６から多少
離れかつこの前縁部５６にほぼ平行な状態（換言すれば、棚板１１の間口方向ｘのほぼ平
行な状態）でもって相互の間に間欠部分６１が生じるように間欠的に延在している複数本
（図示の実施例においては５本）のベースライン部６２と、これら間欠的に延在している
複数本のベースライン部６２の間（換言すれば、間欠部分６１）にそれぞれ延在している
１個または複数個（好ましくは複数個であって、図示の実施例においては４個）の屈曲部
６３とから成っている。各ベースライン部６２は、リーダライタ用アンテナ１５の奥行き
方向ｙにおける中心に沿って棚板１１の間口方向ｘに延在するリーダライタ用アンテナ１
５の仮想の中心線（以下、「アンテナ中心線」という。）６４よりも前縁部５６側で第２
のループアンテナＢの第３のパターン部分５７の後縁部５２側を延在している。第２のル
ープアンテナＢの第１のパターン部分５３は、棚板１１の後縁部５２から或る程度離れか
つこの後縁部５２にほぼ平行な状態（換言すれば、棚板１１の間口方向ｘにほぼ平行な状
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態）でもって相互の間に間欠部分６１が生じるように間欠的に延在している複数本（図示
の実施例においては５本）のベースライン部６２と、これら間欠的に延在している複数本
のベースライン部６２の間（換言すれば、間欠部分６１）にそれぞれ存在している１個ま
たは複数個（好ましくは複数個であって、図示の実施例においては４個）の屈曲部６３と
から成っている。各ベースライン部６２は、アンテナ中心線６４よりも後縁部５２側で第
１のループアンテナＡの第１のパターン部分５３の前縁部５６側を延在している。なお、
図示の実施例においては、棚板１１の奥行き方向ｙにおける中心線に沿って棚板１１の間
口方向に延在する棚板１１の仮想の中心線（すなわち、棚板中心線）は、アンテナ中心線
６４とほぼ一致している。
【００４１】
　第１のループアンテナＡの各屈曲部６３は、図２および図６に示すように、向って左側
のベースライン部６２の向って右側の端部にその基端部を連設されかつ棚板１１のほぼ後
縁部５２に向って立上っている第１の立上り部６５と、向って右側のベースライン部６２
の向って左側の端部にその基端部を連設されかつ棚板１１のほぼ後縁部５２に向って立上
がっている第２の立上がり部６６と、これら第１および第２の立上り部６５、６６の先端
部をそれぞれ連結するように間口方向ｘにほぼ平行に延在している連結部６７とから成り
、全体として、ほぼ長方形状の凸形状部分であるのが好ましい。この場合、連結部６７は
、アンテナ中心線６４よりも棚板１１の後縁部５２の側で第１のループアンテナＡの第１
のパターン部分５３の前縁部５６側を間口方向ｘにほぼ平行に延在しているのが好ましい
。したがって、第１および第２の立上り部６５、６６は、アンテナ中心線６４によって二
分される棚板１１の一方の側（具体的には、棚板１１の前縁部５６側の部分）から他方の
側（具体的には、棚板１１の後縁部５２側の部分）までアンテナ中心線６４にほぼ直交す
るように交差して延在しているのが好ましい。
【００４２】
　第２のループアンテナＢの各屈曲部６３は、図２および図６に示すように、向って左側
のベースライン部６２の向って右側の端部にその基端部を連設されかつ棚板１１のほぼ前
縁部５６に向って立上がっている第１の立上がり部６５と、向って右側のベースライン部
６２の向って左側の端部にその基端部を連設されかつ棚板１１のほぼ前縁部５６に向って
立上がっている第２の立上り部６６と、これら第１および第２の立上り部６５、６６の先
端部をそれぞれ連結するように間口方向ｘにほぼ平行に延在している連結部６７とから成
り、全体として、ほぼ長方形状の凸形部分であるのが好ましい。この場合、連結部６７は
、アンテナ中心線６４よりも棚板１１の前縁部５６の側で第２のループアンテナＢの第３
のパターン部分５７の後縁部５２側を間口方向ｘにほぼ平行に延在しているのが好ましい
。したがって、第１および第２の立上り部６５、６６は、アンテナ中心線６４によって二
分される棚板１１の一方の側（具体的には、棚板１１の後縁部５２側の部分）から他方の
側（具体的には、棚板１１の前縁部５６側の部分）までアンテナ中心線６４にほぼ直交す
るように交差して延在しているのが好ましい。
【００４３】
　リーダライタ用アンテナ１５は、図２および図６に示すように、第１のループアンテナ
Ａと第２のループアンテナＢとを組み合わせて配置したものである。第２のループアンテ
ナＢは、アンテナ中心線６４を対称軸として前後対称的であることを除いて、第１のルー
プアンテナＡのほぼループ形状のアンテナパターン３１と実質的にほぼ同一であるほぼル
ープ形状のアンテナパターン３１を有していて、一対の端子部３２ａ、３２ｂの位置だけ
が第１のループアンテナＡとは異なっている。したがって、第１のループアンテナＡと第
２のループアンテナＢとは、全体として、実質的に互いにほぼ同一または実質的に互いに
類似したアンテナパターン形状を有している。
【００４４】
　第１および第２のループアンテナＡ、Ｂを図２および図６に示すように互いに組み合わ
せて配置することによって、リーダライタ用アンテナ１５が構成されている。この組み合
せに当たっては、第２のループアンテナＢは、第１のループアンテナＡに対して間口方向
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ｘには連結部６７の長さに相当する間隔Ｌ４（図６参照）のほぼ１／２（すなわち、ほぼ
０．５Ｌ４であって、図示の実施例においては約４５ｍｍ）だけ右側にずれた状態で配置
されるとともに奥行き方向ｙには第１または第２の立上り部６５、６６の長さに相当する
間隔Ｌ５（図６参照）のほぼ１／８（すなわち、ほぼ０．１２５Ｌ５であって、図示の実
施例においては約１５ｍｍ）だけ手前にずらして配置されている。
【００４５】
　導電性で多孔性のシート状部材４１がリーダライタ用アンテナ１５を棚板１１の下面側
から被覆している被覆部位（換言すれば、両者の重複部位）は、図２に示す図示の実施例
においては、つぎの（ア）項～（キ）項に記載するとおりである。
（ア）第１のループアンテナＡの第１のパターン部分５３および第２のループアンテナＢ
の第３のパターン部分５７、
（イ）第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれのベースライン部６２、
（ウ）第１のおよび第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの連結部６７、
（エ）第１のおよび第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの第２のパターン部分５５の
前後両端部、
（オ）第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの第４のパターン部分５９の前
後両端部、
（カ）第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの第１および第２の立上り部６
５、６６のそれぞれの前後両端部、ならびに
（キ）第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれの一対の端子部３２ａ、３２ｂ
。
【００４６】
　本発明においては、実用性の観点から言って一般的に、上記（ア）項～（キ）項に記載
するアンテナ部分のうちの１個または複数個もしくは全部のアンテナ部分が多孔性シート
状部材４１によって被覆されているのが好ましい。また、本発明においては、実用性の観
点から言って一般的に、つぎの（ク）項～（サ）項に記載するアンテナ部分のうちの１個
または複数個もしくは全部のアンテナ部分が多孔性シート状部材４１によって被覆される
ことができる。
（ク）第１のループアンテナＡの第２のパターン部分５５、
（ケ）第２のループアンテナＢの第４のパターン部分５９、
（コ）第２のループアンテナＢの第２のパターン部分５５、および
（サ）第１のループアンテナＡの第４のパターン部分５９。
【００４７】
　上述のとおりであるから、リーダライタ用アンテナ１５においては、第１および第２の
ループアンテナＡ、Ｂのそれぞれのアンテナパターン３１のうちのほぼ間口方向ｘに沿っ
て延在するアンテナ成分（すなわち、上記（ア）項～（ウ）項に記載のアンテナ成分）で
それぞれ発生される磁界（磁束）は、多孔性シート状部材４１によってかなりの程度で弱
められる。特に、前記１（３）項に記載したように、多孔性シート状部材４１の後縁部５
２側の辺は、比較的広幅（すなわち、約３５ｍｍ）になっている。したがって、図１に示
す書架１と同様の第２の書架が図１に示す書架１の後ろ側に背中合わせで配置されている
場合でも、図１に示す書架１のリーダライタ用アンテナ１５が上記第２の書架の同様のリ
ーダライタ用アンテナとの間で干渉を生じる可能性は、少ない。そして、第１および第２
のループアンテナＡ、Ｂのそれぞれのアンテナパターン３１のうちのほぼ奥行き方向yに
沿って延在するアンテナ成分（すなわち、上記（エ）項～（カ）項に記載のアンテナ成分
５５、５９、６５、６６）でそれぞれ発生される磁界（磁束）が、書籍類２１に貼付され
た電子タグ２２とリーダライタ用アンテナ１５との相互の交信に有効に機能する。したが
って、図示の実施例においては、電子タグ２２がリーダライタ用アンテナ１５と良好に交
信し得るようにするために、電子タグ２２が書籍類２１の表表紙２３または裏表紙２４（
特に、その下端寄り）に設けられているのが好ましい。
【００４８】
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　なお、図２および図３に示すリーダライタ用アンテナ１５が敷設されている棚板７、１
１、１２が用いられている書架部分２、３（ひいては、書架１）によれば、以下において
詳述するように、それぞれの書架部分２、３に多数個の棚板を設けることができるので、
書架部分２、３の物品収納空間を有効に利用することができる。
【００４９】
　すなわち、前記（Ｄ）項に記載したように、特許文献１～３に記載の書架検索システム
によれば、上下方向で互いに隣接する棚板間で相互の干渉を起こす可能性が高いので、互
いに隣接する棚板の間隔を大きくする必要があり、このために、スペースファクタが悪い
。換言すれば、１つの棚板における給電中のリーダライタ用アンテナから放出される磁界
を受けることによって、別の棚板上に載置されている書籍類に貼付されている電子タグが
反応することがある。この結果、上記別の棚板上に載置されている書籍類が上記１つの棚
板上に載置されているかのように誤って認識されることがある。したがって、リーダライ
タ用アンテナの磁界放出方向（すなわち、リーダライタ用アンテナの敷設面または棚板面
に対する垂直方向）における上下のリーダライタ用アンテナ間の距離（換言すれば、上段
の棚板に敷設されているリーダライタ用アンテナと、１つ下の段の棚板に敷設されている
別のリーダライタ用アンテナとの間の距離）を、磁界の相互の影響を受けないように、一
定以上の距離にする必要がある。よって、特許文献１に開示されている書架検索システム
を適用した従来の書架の場合には、書籍類２１のうちのＡ４サイズ（高さ２９．７ｍｍ）
の週刊誌の場合であっても、Ａ６サイズ（高さ１４．８ｍｍ）の文庫本の場合であっても
、書架部分２の上下の棚板７、１１、１２の間隔をほぼ同じだけ空ける必要がある。この
ために、文庫本の場合には、週刊誌の場合に較べて、余分な空間が２倍程度必要であるか
ら、書架部分２、３（ひいては、書架１）における書籍類２１の収納能力に大きな問題を
生じる。
【００５０】
　これに対し、図２および図３に示すリーダライタ用アンテナ１５が敷設されている棚板
７、１１、１２が用いられている書架部分２、３においては、第１および第２のループア
ンテナＡ、Ｂのそれぞれのアンテナパターン２３でそれぞれ発生される部分的に強い磁界
（磁束）は、多孔性シート状部材５１によってかなりの程度で弱められる。このために、
図１に示す書架部分３の例えば棚板１２のリーダライタ用アンテナ１５が、その上下の棚
板１１、７のリーダライタ用アンテナ１５との間で干渉を生じる可能性は、少ない。した
がって、特許文献１の書架の場合のように、棚板の相互の間隔を比較的大きくする必要は
、特にない。そして、書籍類２１のサイズに特に関係なく、書籍類２１の天２８（図４参
照）とそのすぐ上の棚板との相互の間隔をほぼ一定にすることが可能である。よって、Ａ
６サイズの文庫本のみを載置する棚板７、１１、１２の場合には、その上段の棚板との間
隔を、Ａ４サイズの週刊誌のみを載置する棚板の場合に較べて、常にほぼ一定の間隔（例
えば、１０ｍｍまたはそれ以上）に設定することができて、十分に小さくすることができ
る。この結果、Ａ６サイズの文庫本のみを載置する棚板上に余分な空間を必要としないか
ら、３段の棚板７、１１、１２を有する特許文献１の書架と同じサイズであっても、図２
および図３に示すリーダライタ用アンテナ１５が敷設されている棚板７、１１、１２が用
いられている書架部分２、３の場合には、書架部分２、３の棚板７、１１、１２の個数を
４段以上に増やすことができる。このために、図２および図３に示すリーダライタ用アン
テナ１５が敷設されている棚板７、１１、１２が用いられている書架部分２、３の場合に
は、特許文献１の書架部分２、３に較べて、多くの書籍類２１を収納することが可能であ
る。
【００５１】
　上述のとおりであるから、図１に示す棚板７、１１、１２（必要に応じて、底板兼用の
棚板７を除く。）は、適当な棚板支持具（図示せず）によって、左右一対の側縁部および
／または背板５側の側縁部を左右一対の側板４、４ａおよび／または背板５に支持されて
いるのが好ましい。そして、上記棚板支持具は、左右一対の側板４、４ａおよび／または
背板５とは別体に構成されるとともに、これら左右一対の側板４、４ａおよび／または背
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板５に着脱自在にかつ上下方向における取付け位置を連続的または段階的に変更し得るよ
うにそれぞれ取付けられているのが好ましい。また、上記棚板支持具は、棚板７、１１、
１２と一体に構成されていてもよいし、これらの棚板７、１１、１２を支持し得るように
別体に構成されていてもよい。このために、棚板７、１１は、天板６と底板７との間で上
下方向における取付け位置を連続的または段階的に変更することができる。したがって、
各棚板７、１１、１２同士の間隔および天板６と最上段の棚板１１との間隔は、連続的ま
たは段階的に変更されることができる。
【００５２】
（５）リーダライタ用アンテナの給電方法
　第１および第２のループアンテナＡ、Ｂのうちの一方のループアンテナに給電すること
によって、他方のループアンテナに発生する誘導電流が一方向（換言すれば、共通の電流
方向）に流れるので、一方のループアンテナのみに給電するだけでリーダライタ用アンテ
ナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂの両方を電子タグ１９と交信させること
ができる。しかし、第１および第２のループアンテナＡ、Ｂに交互に給電することによっ
て、リーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のループアンテナＡ、Ｂの両方をさら
に安定した状態で電子タグ１９と良好に通信させることができる。
【００５３】
　２、第２の実施例
　図１０および図１１に示す第２の実施例における書架１においては、棚板７、１１、１
２に設けられる干渉防止用部材（換言すれば、遮蔽材）として、図２および図３に示す第
１の実施例の場合のようにループ形状に構成された導電性で多孔性の第１のシート状部材
４１に加えて、非ループ形状に構成された導電性で多孔性の第２のシート状部材７１が設
けられている。なお、図１０および図１１に示す第２の実施例における書架１は、以下に
おいて記載する点を除いて、上述の第１の実施例における書架１と実質的に同一の構成で
あっよい。また、この第２の実施例における書籍類２１は、上述の第１の実施例における
書籍類２１と実質的に同一の構成であってよい。したがって、図１０および図１１におい
て、図１～図９と共通の部分には、同一の符号を付してその説明を必要に応じて省略する
。また、以下においては、最上段の棚板１１についてのみ説明するが、残りの棚板７、１
２も、必要に応じて、棚板１１と実質的に同一の構成であってよいし、異なる構成であっ
てもよい。
【００５４】
　図１０および図１１に示す棚板１１においては、干渉防止用部材（換言すれば、遮蔽材
）として、ループ形状に構成された第１の多孔性シート部材４１とは別に、中央開口４２
および切り込みをいずれも有さない第２の多孔性シート状部材７１が設けられている。こ
のような第２の多孔性シート状部材７１は、図１１に示すように、第１の多孔性シート状
部材４１の下面（換言すれば、外側面）に、前記１（２）項において記述した中間膜３５
と同様のものであってよい第２の中間膜７２を用いて貼り合せられることなどによって、
取り付けられることができる。なお、図１０およびこれに類似する図面（換言すれば、後
述の第３の実施例についての図１２）において、図示の都合上、第２の多孔性シート状部
材７１を二点鎖線で示している。
【００５５】
　第２の多孔性シート状部材７１は、ほぼ長方形状、ほぼ正方形状、ほぼ菱形状、ほぼ台
形状などのほぼ四角形状、ほぼ長円形状、ほぼ楕円形状、ほぼ円形状のような、短冊形状
、色紙形状、その他の任意の形状であってよい。そして、第２の多孔性シート状部材７１
は、図示の実施例においては、図１０に示すようにほぼ長方形状に形成されている。なお
、第２の多孔性シート状部材７１の奥行き方向における長さは、例えば、第１の多孔性シ
ート状部材４１の奥行き方向ｙにおける長さ（換言すれば、棚板１１の奥行き方向ｙにお
ける長さ―すなわち、約１７０ｍｍ）と実質的に同一であってよい。また、第２の多孔性
シート状部材７１の間口方向ｘの長さ（換言すれば、幅）は、例えば、約５５ｍｍであっ
てよい。



(20) JP 4688167 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

【００５６】
　第２の多孔性シート状部材７１は、その左側の端部が第１の多孔性シート状部材４１の
向って左側の端部にほぼ一致するとともに、その前端部および後端部が第１の多孔性シー
ト状部材４１の前端部および後端部にそれぞれほぼ一致するように、第２の中間膜７２を
介して第１の多孔性シート状部材４１に重ね合せられている。このような第２の中間膜７
２は、ＰＥＴなどの適当な非導電性材料から成るフィルムであってよく、第２の多孔性シ
ート状部材７１の一方または両方の面に予め接合されていてよい。換言すれば、第２の多
孔性シート状部材７１は、その向って左側の端部が第１の多孔性シート状部材４１とほぼ
重複している。したがって、第２の多孔性シート状部材７１は、図１０に示すように、第
２のループアンテナＢの第２のパターン部分５５とは重複していないが、第１のループア
ンテナＡの第２のパターン部分５５と、第１のループアンテナＡの第１のパターン部分５
３のうちの左端付近のパターン部分と、第１のループアンテナＡの最も左側のベースライ
ン部６２のうちの左端付近のパターン部分とから成りかつ向って左側の縁部５４の近傍に
おいてほぼコ字状に突出している向って左側の突出部分と重複している。換言すれば、第
２の多孔性シート状部材７１は、第１の多孔性シート状部材４１の向って左側の端部付近
と少なくとも部分的に重複している。さらに、第２の多孔性シート状部材７１は、前記１
（３）項において記述した第１の多孔性シート状部材４１と同様の材質および組成のもの
であってよい。そして、第２の多孔性シート状部材７１は、実用性の観点から言って一般
的に、前記１（３）項において第１の多孔性シート状部材４１について記述した前記（ウ
）項～（ク）項に記載した数値範囲（さらに好ましい数値範囲を含む。）と同一の１個ま
たは複数個もしくは全部の数値範囲を満足しているのが好ましい。
【００５７】
　上述のとおりであるから、図１０および図１１に示す第２の実施例におけるリーダライ
タ用アンテナ１５においては、図１～図９に示す第１の実施例における場合よりも、第１
のループアンテナＡのうちの上記ほぼコ字状の左側突出部分５５、５３、６２でそれぞれ
発生される磁界（磁束）は、第１の多孔性シート状部材４１によってだけではなく、第２
の多孔性シート部材７１によってもさらに弱められる。それでいて、棚板１１上に載置さ
れている書籍類２１に対しては、棚板１１全体にわたって、書籍類２１に貼付された電子
タグ２２とリーダライタ用アンテナ１５との相互の交信をやはり有効に行うことができる
。
【００５８】
　３、第３の実施例
　第２の干渉防止用部材（換言すれば、遮蔽材）としての第２の多孔性シート状部材７１
の取付け位置は、図１０および図１１に示す第２の実施例のものに限定されるものではな
く、図１２および図１３に示す第３の実施例によって例示するように各種の変更および修
正が可能である。なお、図１２および図１３に示す第３の実施例における書架１は、以下
において記載する点を除いて、上述の第２の実施例における書架１と実質的に同一の構成
であってよい。また、この第３の実施例における書籍類２１は、上述の第１の実施例にお
ける書籍類２１と実質的に同一の構成であってよい。したがって、図１２および図１３に
おいて、図１～図１１と共通の部分には、同一の符号を付してその説明を必要に応じて省
略する。また、以下においては、最上段の棚板１１についてのみ説明するが、残りの棚板
７、１２も、必要に応じて、棚板１１と実質的に同一の構成であってよいし、異なる構成
であってもよい。
【００５９】
　図１２および図１３に示す第３の実施例における棚板１１においては、第２の多孔性シ
ート状部材７１が、図１０および図１１に示す第２の実施例における棚板１１の場合に較
べて、間口方向ｘにほぼ沿って向って左側から向って右側に例えば約１０ｍｍずれている
。したがって、第２の多孔性シート状部材７１は、前記２項において記述したほぼコ字状
の左側突出部分５５、５３、６２と重複しているだけでなく、第２のループアンテナＢの
第２のパターン部分５５とも重複している。
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【００６０】
　上述のとおりであるから、図１２および図１３に示す第３の実施例におけるリーダライ
タ用アンテナ１５においては、図１０および図１１に示す第２の実施例における場合より
も、第１のループアンテナＡのうちの上記ほぼコ字状の左側突出部分５５、５３、６２で
それぞれ発生される磁界（磁束）だけでなく、第２のループアンテナＢの第２のパターン
部分５５で発生される磁界（磁束）も、第１の多孔性シート部材４１によってだけではな
く、第２の多孔性シート部材７１によっても弱められる。それでいて、棚板１１上に載置
されている書籍類２１に対しては、棚板１１全体にわたって、書籍類２１に貼付された電
子タグ２２とリーダライタ用アンテナ１５との相互の交信をやはり有効に行うことができ
る。
【００６１】
４、リーダライタ用アンテナの動作実験
　図１４は、第１～第３の実施例のリーダライタ用アンテナ１５の電子タグ２２との間口
方向ｘの位置（横軸）に応じたアンテナ中心線６４から上方に向う方向（換言すれば、間
口方向ｘと奥行き方向ｙとの両方にそれぞれ直交する方向）における最大通信可能距離（
縦軸）を示している。この場合、最大通信可能距離とは、棚板１１の上面から上記上方に
向う方向に沿って上方に向う電子タグ２２の下辺部までの距離を示している。具体的には
、この最大通信可能距離とは、棚板１１の間口方向をｘ方向、奥行き方向をｙ方向、上下
方向をｚ方向としたときに、ｙｚ平面（換言すれば、書籍類２１の表表紙２３面または裏
表紙２４面）に平行な電子タグ２２のｚ方向における最大通信可能距離（棚板１１から電
子タグ２２の下辺部までの高さ）を測定したものである。そして、図１４における高さ方
向（縦軸）は、間口方向ｘの位置に応じた棚板１１の上下方向における最大通信可能距離
を示している。また、間口方向ｘの位置（横軸）におけるマイナスの領域は、棚板１１の
向かって左側の外部での読み取り範囲を示している。
【００６２】
　図１４において、参考例１の折線グラフは、前記１項において記述した第１の実施例に
おける図６および図７に示す遮蔽材なしの棚板１１のリーダライタ用アンテナ１５につい
てのものである。そして、実施例１の折線グラフは、前記１項において記述した第１の実
施例における図２および図３に示す遮蔽材付きの棚板１１のリーダライタ用アンテナ１５
についてのものである。また、実施例２の折線グラフは、前記２項において記述した第２
の実施例における図１０および図１１に示す遮蔽材付きの棚板１１のリーダライタ用アン
テナ１５についてのものである。さらに、実施例３の折線グラフは、前記３項において記
述した第３の実施例における図１２および図１３に示す遮蔽材付きの棚板１１のリーダラ
イタ用アンテナ１５についてのものである。
【００６３】
　図１４は、図１に示す書架１に対応するように記載されている。そして、この図１４に
おいて、符号４ａは、図１に示す共通の側板４ａを示している。また、図１４において、
この共通の側板４ａの左側における２個の符号５９は、図１に示す第１の書架部分２の棚
板１１に設けられている第１のループアンテナＡの第４のパターン部分５９の幅方向にお
ける中心線（実線）および第２のループアンテナＢの第４のパターン部分５９の幅方向に
おける中心線（破線）をそれぞれ示している。また、図１４において、共通の側板４ａの
右側における向って左側から向って右側にかけての２個の符号５５、２個の符号６５、２
個の符号６６、１個の符号６５は、図１に示す第２の書架部分３の棚板１１に設けられて
いるつぎの（ａ）項～（ｄ）項に記載のものの幅方向における中心線をそれぞれ示してい
る。
（ａ）第１のループアンテナＡの第２のパターン部分５５（実線）および第２のループア
ンテナＢの第２のパターン部分５５（破線）、
（ｂ）第１のループアンテナＡの向って一番左側の屈曲部６３の第１の立上り部６５（実
線）および第２のループアンテナＢの向って一番左側の屈曲部６３の第１の立上り部６５
（破線）、
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（ｃ）第１のループアンテナＡの向って一番左側の屈曲部６３の第２の立上り部６６（実
線）および第２のループアンテナＢの向って一番左側の屈曲部６３の第２の立上り部６６
（破線）、および
（ｄ）第１のループアンテナＡの向って左側から２番目の屈曲部６３の第１の立上り部６
５（実線）。
【００６４】
　図１４は、第２の書架部分３のみのリーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のア
ンテナＡ、Ｂに交互に給電したときの最大通信可能距離（上述のように上方に向う方向に
おける最大通信可能距離）を示している。そして、この図１４に示す最大通信可能距離の
グラフから、つぎの（ア）項～（オ）項に記載する事項が判る。
（ア）図６および図７に示す参考例１としての棚板１１の場合には、第２の書架部分３の
リーダライタ用アンテナ１５に給電したときに、この第２の書架部分３のリーダライタ用
アンテナ１５で発生される磁界（磁束）が、これの左側に隣接する第１の書架部分２のリ
ーダライタ用アンテナ１５や１つ上の段の棚板のリーダライタ用アンテナ１５で発生され
る磁界（磁束）にかなりの程度で干渉すること、
（イ）図２および図３に示す第１の実施例における棚板１１の場合には、上記（ア）項に
記載した干渉がかなりの程度で生じなくなること、
（ウ）図１０および図１１に示す第２の実施例における棚板１１の場合には、上記（ア）
項に記載した干渉が、図２および図３に示す第１の実施例の場合よりも一層生じなくなる
こと、
（エ）図１２および図１３に示す第３の実施例における棚板１１の場合には、上記（ア）
項に記載した干渉が、図１０および図１１に示す第２の実施例の場合よりもさらに生じな
くなって、実質的に消滅すること、および
（オ）図２および図３に示す第１の実施例、図１０および図１１に示す第２の実施例なら
びに図１２および図１３に示す第３の実施例のいずれにおける棚板１１の場合でも、棚板
１１上に載置されている書籍類２１に対しては、棚板１１全体にわたって、書籍類２１に
貼付された電子タグ２２とリーダライタ用アンテナ１５との相互の交信をやはり有効に行
うことができること。
【００６５】
　図１５は、第１および第３の実施例のリーダライタ用アンテナ１５の電子タグ２２（具
体的には、電子タグ２２の下辺部）との間口方向ｘの位置に応じた奥行き方向ｙにおける
最大通信可能距離（縦軸）を示している。この場合、最大通信可能距離とは、棚板１１の
後縁部５２（換言すれば、第１および第２の多孔性シート状部材４１、７１の後縁部）か
ら奥行き方向ｙに沿って後方に向う距離を示している。また、この図１５において、参考
例１および実施例１～３のそれぞれは、図１４の場合と同一のものを意味している。また
、図１５において、符号５９、４ａ、５５、６５および６６のそれぞれは、図１４の場合
と同一のものを意味している。
【００６６】
　図１５は、第２の書架部分３のリーダライタ用アンテナ１５の第１および第２のアンテ
ナＡ、Ｂに交互に給電したときの最大通信可能距離（上述のように奥行き方向ｙにおける
最大通信可能距離）を示している。そして、この図１５に示す最大通信可能距離のグラフ
から、つぎの（カ）項および（キ）項に記載する事項が判る。
（カ）図６および図７に示す参考例１としての棚板１１の場合には、第２の書架部分３の
リーダライタ用アンテナ１５に給電したときに、この第２の書架部分３のリーダライタ用
アンテナ１５で発生される磁界（磁束）が、これの背面側に隣接する別の書架の書架部分
の棚板上のリーダライタ用アンテナ１５（特に、間口方向ｘにおける端部）で発生される
磁界（磁束）にかなりの程度で干渉すること、および
（キ）図２および図３に示す第１の実施例における棚板１１、図１０および図１１に示す
第２の実施例における棚板１１ならびに図１２および図１３に示す第３の実施例における
棚板１１のそれぞれの場合には、上記（カ）項に記載した干渉がかなりの程度で生じなく



(23) JP 4688167 B2 2011.5.25

10

20

30

40

なること。
【００６７】
　図１６は、参考例２について、図１４の場合と同様のグラフを示している。この参考例
２は、図２および図３に示す第１の実施例において、多孔性シート状部材４１の中央開口
４２を省略したものを干渉防止用部材として用いている。したがって、この参考例２の多
孔性シート状部材４１の場合には、上記中央開口４２に相当する部分も、メッシュ構造に
構成されている。そして、この図１６から、つぎの（ク）項および（ケ）項に記載する事
項が判る。
（ク）この参考例２として示す棚板１１の場合には、第２の書架部分３のリーダライタ用
アンテナ１５に給電したときに、この第２の書架部分３のリーダライタ用アンテナ１５で
発生される磁界（磁束）が、これの左側に隣接する第１の書架部分２のリーダライタ用ア
ンテナ１５で発生される磁界（磁束）にほとんど干渉しないこと、および
（ケ）上記参考例２として示す棚板１１の場合には、書籍類２１に貼付された電子タグ２
２とリーダライタ用アンテナ１５との相互の交信を良好に行わせるための何らかの工夫が
必要であること。
【００６８】
　図１７は、参考例３について、図１４の場合と同様のグラフを示している。この参考例
３は、図１２および図１３に示す第３の実施例において、第１の多孔性シート状部材４１
を省略して、干渉防止用部材として第２の多孔性シート状部材７１のみを用いている。そ
して、この図１７から、つぎの（コ）項に記載する事項が判る。
（コ）この参考例３としての示す棚板１１の場合には、第２の書架部分３のリーダライタ
用アンテナ１５に給電したときに、この第２の書架部分３のリーダライタ用アンテナ１５
で発生される磁界（磁束）が、これの左側に隣接する第１の書架部分２のリーダライタ用
アンテナ１５で発生される磁界（磁束）に多少は干渉しなくなるが、基本的には、図６お
よび図７に示す参考例１の場合（図１４に図示）とほぼ同一のグラフが得られること。
【００６９】
　図１８は、参考例４について、図１４の場合と同様のグラフを示している。この参考例
４は、図２および図３に示す第１の実施例において、多孔性シート状部材４１に欠如部を
設けることによって、この多孔性シート状部材４１を閉ループ状ではなくて開ループ状に
構成したものである。具体的には、上記欠如部は、多孔性シート状部材４１の向って右側
の縁部５８側の辺に約７．５ｍｍの幅のスリットとして形成されている。そして、この図
１８から、つぎの（サ）項に記載する事項が判る。
（サ）この参考例４として示す棚板１１の場合には、図６および図７に示す参考例１の場
合（図１４に図示）について上記（ア）項に記載したのとほぼ同様の干渉が生じること。
【００７０】
　つぎの表１は、図１４～図１８にそれぞれ示されている最大通信可能距離を、棚板１１
上（間口方向ｘの位置におけるプラスの領域）の最大通信可能距離の平均値などを加えて
、表として示したものである。この表１において、上下方向の場合には、図１４、図１６
～図１８における最大通信可能距離（縦軸）の最大値、平均値および最小値がそれぞれ示
されている。また、左右方向（すなわち、間口方向）ｘの場合には、図１４、図１６～図
１８における間口方向の位置（横軸）における０ｍｍから－１００ｍｍに向う方向の最大
通信可能距離が示されている。また、前後方向（すなわち、奥行き方向）ｙの場合には、
図１５における最大通信可能距離が示されている。
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【表１】

【００７１】
　また、つぎの表２は、棚板７、１１、１２にそれぞれ敷設されるリーダライタ用アンテ
ナ１５を上下、左右および前後の各方向に隣接して配置した場合において、棚板間でリー
ダライタ用アンテナ１５による相互の干渉が生じないようにするのに必要な棚板間の必要
最低離間距離を示している。すなわち、互いに隣接する上下、左右および前後の棚板間で
相互の干渉を起こさないようにするのに必要になる各方向における距離（具体的には、上
下方向においては、天板６および棚板７、１１、１２の相互の間隔、左右方向においては
、側板４ａの厚み、前後方向においては、背板５の厚み）を示している。
【表２】

【００７２】
　上記表１および表２から、つぎの（シ）項および（ス）項に記載する事項が判る。
（シ）表２に示す必要最低離間距離が表１に示す最大通信可能距離とほぼ対応した関係に
なっていること、および
（ス）実施例１～３の場合には、参考例１の場合に較べて、上下、左右および前後の各方
向における必要最低離間距離を小さくし得ること（特に、上下方向については、参考例１
では、文庫本２１（高さ１４８ｍｍ）を或る棚板上に多数冊並べた場合、この文庫本２１
と１つ上の段の棚板との間に文庫本の高さの倍以上の余分な空間を設ける必要があるが、
実施例１～３では、上記上下方向における余分な空間をほとんど設ける必要がなくて上下
方向において隙間があまり生じないように文庫本を棚板上に多数冊並べることが可能であ
ること）。
【００７３】
　以上において、本発明の第１～第３の実施例について詳細に説明したが、本発明は、こ
れらの実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に基づ
いて、各種の変更および修正が可能である。
【００７４】
　例えば、既述の第１～第３の実施例においては、上下３段の棚板７、１１、１２を書架
１に設けたが、棚板は必ずしも上下に３段設けられる必要はなく、２段または４段以上の
別の複数段を上下に設けてもよく、場合によっては、１段だけでもよい。
【００７５】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、左右方向に互いに隣接している第１およ
び第２の書架部分２、３から書架１を構成した。しかし、書架１は、左右方向に順次隣接
している３個以上の書架部分から構成されていてもよく、さらに、前後方向に背中合せで
互いに隣接する２個以上の書架部分から構成されていてもよい。また、互いに隣接する複
数個の書架部分は、左右方向および／または前後方向に互いに隣接している必要は必ずし
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もなく、斜め方向に互いに隣接していてもよい。
【００７６】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、第１および第２の書架部分２、３の互い
に対応する棚板７、１１、１２のそれぞれの高さを互いにほぼ同一にした。しかし、第１
および第２の書架部分２、３の互いに対応する棚板７、１１、１２のうちの少なくとも１
個の棚板の高さは、互いに異なっていてもよい。
【００７７】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、本発明を書架１に適用した。しかし、本
発明は、陳列棚、商品棚、書類管理棚などの他の物品載置棚や、図書館の受付カウンタ台
などのカウンタ台、テーブル、机などのような、各種の物品が載置される台に適用するこ
とができ、また、製造ラインにおける物流用読み取りアンテナとしても、使用することが
できる。したがって、本発明によるリーダ用アンテナは、書架１の棚板７、１１、１２の
ようなほぼ長方形状の基板に限らず、ほぼ正方形状、ほぼ平行四辺形状、ほぼ台形状、ほ
ぼ長円形状、その他の各種の形状を有する基板などに組み込まれることができる。
【００７８】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、リーダライタ用アンテナ１５の第１およ
び第２のアンテナＡ、Ｂのほぼループ形状のアンテナパターン３１は、一回巻きのものと
したが、渦巻き状などに複数回巻回させた複数回巻きのものであってもよい。
【００７９】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、リーダライタ用アンテナ１５の第１およ
び第２のアンテナＡ、Ｂの各アンテナパターン要素５３、５５、５７、５９、６２、６５
～６７などの相互の間のつながり部位の大部分をあまり丸みのないほぼ尖った形状に構成
した。しかし、これらのつながり部位の一箇所または複数箇所もしくは全部の箇所が、さ
らに丸みを帯びた形状に構成されていてもよい。
【００８０】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、リーダライタ用アンテナ１５の第１およ
び第２のアンテナＡ、Ｂのそれぞれの屈曲部６３の個数をそれぞれ４個にした。しかし、
上記屈曲部６３の個数は、４個である必要は必ずしもなくて、それよりも多いかあるいは
少ないかの任意の個数であってよく、場合によっては、１個であってもよい。
【００８１】
また、既述の第１～第３の実施例においては、第１の多孔性シート状部材４１に単一の中
央開口４２を設けた。しかし、第１の多孔性シート状部材４１に設けられる中央開口４２
は、１個である必要は必ずしもなく、２個以上であってもよい。例えば、図２に示す中央
開口４２においてほぼ奥行き方向ｙに沿って延在する１本または複数本の帯状部や、上記
中央開口４２においてほぼ間口方向ｘに沿って延在する１本または複数本の帯状部を、第
１の多孔性シート状部材４１に設けることなどによって、第１の多孔性シート状部材４１
に２個以上の中央開口４２を設けることができる。
【００８２】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、第１のループアンテナＡの一対の端子部
３２ａ、３２ｂおよび第２のループアンテナＢの一対の端子部３２ａ、３２ｂのそれぞれ
を、棚板１１の向って右側の縁部５８付近に設けた。しかし、これら第１および第２のル
ープアンテナＡ、Ｂの一対の端子部３２ａ、３２ｂのそれぞれは、棚板１１の後縁部５２
、向って左側の縁部５４、前縁部５６および向って右側の縁部５８のうちの任意の縁部付
近に設けられることができる。例えば、図２に示す棚板１１において、第２のループアン
テナＢの一対の端子部３２ａ、３２ｂが第１のループアンテナＡの一対の端子部３２ａ、
３２ｂとほぼ左右対称的になるように、第２のループアンテナＢの一対の端子部３２ａ、
３２ｂを向って左側の縁部５４付近に設けてもよい。
【００８３】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、第１の多孔性シート状部材４１の開口率
（すなわち、前記１（３）項における前記（キ）項に記載の開口率）を全体的に一様なも
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のにした。しかし、第１の多孔性シート状部材４１の開口率は、全体的に一様である必要
は必ずしもなく、部分的に異なっていてもよい。例えば、既述の第１の実施例において、
第１の多孔性シート状部材４１の一部分（具体的には、既述の第２または第３の実施例に
おいて、第２の多孔性シート状部材７１と重複する部位）の開口率を小さくすることによ
って、第１の多孔性シート状部材４１を干渉防止用部材として用いるだけでもって、既述
の第２または第３の実施例の場合と類似した効果を奏することもできる。
【００８４】
　また、既述の第２および第３の実施例においては、第２の多孔性シート状部材７１の開
口率を第１の多孔性シート状部材４１の開口率とほぼ同一にするとともに全体的に一様な
ものにした。しかし、第２の多孔性シート状部材７１の開口率は、第１の多孔性シート状
部材４１の開口率とほぼ同一である必要は必ずしもなく、また、全体的に一様である必要
も必ずしもない。
【００８５】
　また、既述の第１～第３の実施例においては、第１の多孔性シート状部材４１を棚板１
１などのアンテナ形成対象部材の下面に配設した。しかし、第１の多孔性シート状部材４
１は、用途などに応じて、アンテナ形成対象部材の上面に配設することもでき、さらに、
アンテナ形成対象部材の上面と下面とに上下一対配設することもできる。
【００８６】
　また、既述の第２および第３の実施例においては、第２の多孔性シート状部材７１を棚
板１１などのアンテナ形成対象部材の下面に配設した。しかし、第２の多孔性シート状部
材７１は、用途などに応じて、アンテナ形成対象部材の上面に配設することができ、さら
に、アンテナ形成対象部材の上面と下面とに上下一対配設することもできる。
【００８７】
　また、既述の第２および第３の実施例においては、第２の多孔性シート状部材７１を第
２の中間膜７２を介して第１の多孔性シート状部材４１に貼り合わせるようにした。しか
し、第２の多孔性シート状部材７１を適当な接着剤によって第１の多孔性シート状部材４
１に直接に接着することもできる。
【００８８】
　また、既述の第２および第３の実施例においては、第２の多孔性シート状部材７１を第
１の多孔性シート状部材４１の外側面に配設した。しかし、第２の多孔性シート状部材７
１は、必要に応じて、第１の多孔性シート状部材４１の内側面（具体的には、下側の板３
４と第１の多孔性シート状部材４１との間）に配設することもでき、また、第１の多孔性
シート状部材４１とは反対側の面（具体的には、上側の板３３の外側面）に配設すること
もできる。
【００８９】
　さらに、既述の第２および第３の実施例においては、第２の多孔性シート状部材７１を
リーダライタ用アンテナ１５のアンテナパターン３１の長さ方向ｘにおける一方の端部付
近（具体的には、向って左側の端部付近）のみに配設した。しかし、第２の多孔性シート
状部材７１は、リーダライタ用アンテナ１５のアンテナパターン３１の長さ方向ｘにおけ
る他方の端部付近のみに配設することもでき、さらには、両方の端部付近（具体的には、
向って左側および向って右側の左右両方の端部付近）のそれぞれに一対配設することもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明を書架検索システムに適用した第１の実施例における書架の部分的に欠截
した斜視図である。（実施例１）
【図２】図１の最上段の棚板の平面図である。（実施例１）
【図３】図２の棚板の一部分の拡大縦断図である。（実施例１）
【図４】図１の書籍類の拡大斜視図である。（実施例１）
【図５】図４の電子タグの拡大平面図である。（実施例１）
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【図６】導電性で多孔性のシート状部材が取付けられていない遮蔽材なしの状態での、図
２の棚板の平面図である。（実施例１）
【図７】図６の遮蔽材なしの棚板の一部分の拡大縦断面図である。（実施例１）
【図８】図６の遮蔽材なしの棚板の端子部付近の拡大斜視図である。（実施例１）
【図９】図８の遮蔽材なしの棚板の端子部付近の分解斜視図である。（実施例１）
【図１０】本発明を書架検索システムに適用した第２の実施例における最上段の棚板の平
面図である。（実施例２）
【図１１】図１０の棚板の一部分の拡大縦断面図である。（実施例２）
【図１２】本発明を書架検索システムに適用した第３の実施例における最上段の棚板の平
面図である。（実施例３）
【図１３】図１２の棚板の一部分の拡大縦断面図である。（実施例３）
【図１４】第１～第３の実施例のリーダライタ用アンテナの電子タグとの間口方向の位置
に応じた上下方向における最大通信可能距離を示すグラフである。（実施例１～３および
参考例１）
【図１５】第１～第３の実施例のリーダライタ用アンテナの電子タグとの間口方向の位置
に応じた奥行き方向における最大通信可能距離を示すグラフである。（実施例１～３およ
び参考例１）
【図１６】参考例２のリーダライタ用アンテナについての図１４と同様のグラフである。
（参考例２）
【図１７】参考例３のリーダライタ用アンテナについての図１４と同様のグラフである。
（参考例３）
【図１８】参考例４のリーダライタ用アンテナについての図１４と同様のグラフである。
（参考例４）
【符号の説明】
【００９１】
Ａ　　　　第１のループアンテナ
Ｂ　　　　第２のループアンテナ
ｘ　　　　間口方向（第２の方向）
ｙ　　　　奥行き方向（第１の方向）
１　　　　書架（物品載置棚）
７　　　　最下段の棚板（アンテナ形成対象部材）
１１　　　最上段の棚板（アンテナ形成対象部材）
１２　　　２段目の棚板（アンテナ形成対象部材）
１５　　　リーダライタ用アンテナ
３１　　　ほぼループ形状のアンテナパターン
３３　　　上側の板（ガラス板）
３４　　　下側の板（ガラス板）
３５　　　中間膜（絶縁層）
４１　　　導電性で多孔性のシート状部材
４２　　　中央開口
５３　　　第１のパターン部分
５５　　　第２のパターン部分
５７　　　第３のパターン部分
５９　　　第４のパターン部分
６２　　　ベースライン部
６３　　　屈曲部
６５　　　第１の立上り部
６６　　　第２の立上り部
７１　　　導電性で多孔性の第２のシート状部材
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