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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給電端子と、
　前記給電端子に接続されたループアンテナと、
　前記ループアンテナのループをバイパスするバイパス導電線とを備え、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太く、且つバイパス導
電線は、前記バイパス導電線によるインダクタのインダクタンス値が、前記給電端子に接
続されるＬＳＩチップのインターフェース部のキャパシタ値と共振する値となる前記ルー
プアンテナの中心から距離Ｓを有した位置に配置されることを特徴とするアンテナ。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性が最大となる幅で
あることを特徴とするアンテナ。
【請求項３】
　アンテナと、
　前記アンテナと並列接続されるＬＳＩチップとを供え、
　前記アンテナは、
　給電端子と、
　前記給電端子に接続されたループアンテナと、
　前記ループアンテナのループをバイパスするバイパス導電線とを備え、
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　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太く、且つバイパス電
電線バイパス導電線は、前記バイパス導電線によるインダクタのインダクタンス値が、前
記給電端子に接続されるＬＳＩチップのインターフェース部のキャパシタ値と共振する値
となる前記ループアンテナの中心から距離Ｓを有した位置に配置されることを特徴とする
ＲＦＩＤ用タグ。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性が最大となる幅で
あることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【請求項５】
　請求項３において、
　さらに、前記アンテナの少なくとも一面側に配置され、前記アンテナを保持する誘電体
板を有して構成されることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記誘電体板に、前記ループアンテナに対応する、少なくとも前記ＬＳＩチップを収納
可能な幅と深さを有する環状の堀溝を有していることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，アンテナ及びこれを搭載するタグに関し，特にＲＦＩＤリーダライタとの送
受信を行う非接触型タグ用に適したループアンテナで構成されるアンテナ及びこれを搭載
するＲＦＩＤ用タグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年，家畜動物等の生物を含む物品に物品情報を記憶したタグを付し，この情報を非接
触により読み取りデータの管理を行うシステムの導入が広まっている。
かかるシステムの一例として，ＲＦ（無線周波数）ＩＤシステムと呼ばれるシステムがあ
る。このシステムでは，ＵＨＦ帯（860～960ＭＨｚ）の無線信号を用いてリーダライタか
ら約１Ｗの信号を送信する。
【０００３】
　タグ側でその信号を基に起動のための電力を生成し，更に信号に含まれる指令情報に対
応してタグ側からリーダライタ側へ応答信号を送り返す。これにより，タグ内の情報をリ
ーダライタ側で読み取ることができる。
【０００４】
　物品に付されるタグは，アンテナとアンテナに接続される機能チップから構成される。
タグとリーダライタ間の通信距離は，タグに内蔵されたアンテナのゲイン，チップの動作
電圧や周囲環境に依存するが，およそ３ｍ前後である。
【０００５】
　ここで，タグに搭載されるＬＳＩチップ２０のインタフェース部は，アンテナとＬＳＩ
チップの整合を説明する図１に示したように，抵抗Ｒｃ（たとえば抵抗値＝1000Ω）とキ
ャパシタＣ（例えばキャパタンス値＝0.7ｐＦ）の並列接続で等価的に示すことができる
。一方，タグに搭載されるアンテナ（タグアンテナという）１は抵抗Ｒａ（例えば抵抗値
＝1000Ω）と，インダクタＬ（例えばインダクタンス値＝40ｎＨ）の並列接続で等価的に
示すことができる。
【０００６】
　両者を並列接続することにより，キャパシタンス値Ｃとインダクタンス値Ｌが共振し，
式（１）から分かるように，虚数成分がゼロとなり整合し，タグアンテナ１０での受信パ
ワーがＬＳＩチップ２０側へ十分に供給されることになる。
【０００７】
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　ｆ＝１／２π√ＬＣ　…（１）
　タグアンテナ１０は，通常，全長λ/２共振型ダイポールアンテナとする場合が最も基
本的であり，ＵＨＦ帯では，およそ１５０ｍｍ必要となる。しかしながら，例えばタグを
家畜の耳に貼り付け，管理する場合等を考慮すると，最大直径３５ｍｍ程度の大きさのタ
グとして形成することが要求される。
【０００８】
　しかし，そのような要求される大きさでλ/２共振型ダイポールアンテナを形成するこ
とはほぼ不可能である。
【０００９】
　そこで，図２のような，給電端子３に接続されるループアンテナ１で構成されるループ
アンテナを用いることが考えられる。ループアンテナは，例えば，非特許文献１に解説さ
れている特性を有するものである。すなわち，給電端子３に接続される円形ループ１に一
様で同相電流が流れる場合，ループの半径が大きくなるにつれて電力パターンのローブの
数が増すことが説明されている。
【非特許文献１】アンテナ工学ハンドブック，Ｐ２０－２２（平成１１年３月５日　オー
ム社発行）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ここで，上記の通り，ＲＦＩＤシステムに用いるタグにおいては，図１に示したように
，ＬＳＩチップ２０側のインタフェース部のキャパシタンス値Ｃとタグアンテナ１０のイ
ンダクタンス値Ｌが，使用する周波数で共振することが，チップ２０とタグアンテナ１０
間の整合に関して最も重要である。
【００１１】
　これに対し，タグアンテナ１０を図２に示すようなループアンテナ構造のみ構成する場
合は，図１に示したようなインダクタＬの部分を持たないため，ＬＳＩチップ２０のイン
タフェース部とは，良好な整合が行われずタグアンテナ１０からチップ２０側への十分な
電力供給がされなくなり，極端に通信距離が落ちるという不都合がある。
【００１２】
　また，取り扱いの便宜上，タグアンテナ１０を誘電体のケースに収め，ユニットとして
用いる場合等，ケースとして使用する誘電体の誘電率や厚さを十分考慮に入れたアンテナ
形状にしなければなければならない。
【００１３】
　したがって，本発明の目的は，限られた大きさでキャパシタンス成分を持つＲＦＩＤ用
ＬＳＩチップと共振するタグアンテナとこれを搭載するＲＦＩＤ用タグを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を達成する本発明に従うアンテナの第１の態様は、給電端子と、前記給電端子
に接続されたループアンテナと、前記ループアンテナのループをバイパスするバイパス導
電線とを備え、前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太く、且
つバイパス導電線は、前記バイパス導電線によるインダクタのインダクタンス値が、前記
給電端子に接続されるＬＳＩチップのインターフェース部のキャパシタ値と共振する値と
なる前記ループアンテナの中心から距離Ｓを有した位置に配置されることを特徴とする。
　上記課題を達成する本発明に従うアンテナの第２の態様は、第１の態様において、　前
記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性が最大となる幅である
ことを特徴とする。
【００１７】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第１の態様は、アンテナと、　前記
アンテナと並列接続されるＬＳＩチップとを供え、前記アンテナは、給電端子と、前記給
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電端子に接続されたループアンテナと、前記ループアンテナのループをバイパスするバイ
パス導電線とを備え、前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太
く、且つバイパス電電線バイパス導電線は、前記バイパス導電線によるインダクタのイン
ダクタンス値が、前記給電端子に接続されるＬＳＩチップのインターフェース部のキャパ
シタ値と共振する値となる前記ループアンテナの中心から距離Ｓを有した位置に配置され
ることを特徴とする。
【００１８】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第２の態様は，ＲＦＩＤ用タグの第
１の態様において，前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性
が最大となる幅であることを特徴とする。
【００２１】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第３の態様は、ＲＦＩＤ用タグの第
１の態様において、　さらに、前記アンテナの少なくとも一面側に配置され、前記アンテ
ナを保持する誘電体板を有して構成されることを特徴とする。
【００２２】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第４の態様は、ＲＦＩＤ用タグの第
３の態様において、前記誘電体板の中心に貫通穴が設けられていることを特徴とする。
【００２３】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第５の態様は、ＲＦＩＤ用タグの第
４の態様において、前記バイパス導電線は、前記貫通穴を避ける前記貫通穴の周辺に沿う
弧を有していることを特徴とする。
【００２４】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第６の態様は、ＲＦＩＤ用タグの第
３の態様において、前記誘電体板に、前記ループアンテナに対応する、少なくとも前記Ｌ
ＳＩチップを収納可能な幅と深さを有する環状の堀溝を有していることを特徴とする。
【００２５】
　上記課題を達成する本発明に従うＲＦＩＤ用タグの第７の態様は、ＲＦＩＤ用タグの第
３の態様において、前記アンテナは、シート上にＣｕ、Ａｇ、Ａｌのいずれかを主成分と
する導体で形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明により，直径３５ｍｍ程度の非常に限られた面積内に，キャパシタンス成分を持
つＲＦＩＤ用ＬＳＩチップと共振するタグアンテナ及び，これを搭載するタグを供給する
ことができる。
【００２７】
　また、タグアンテナの直径を３５ｍｍ程度から大きくし、例えば、５０ｍｍ程度にした
場合において、バイパス導電線の線幅をループアンテナの線幅より太くすることで、周方
向と直交する方向の指向性を弱め、周方向への指向性を強めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
  以下に本発明の実施の形態例を図面に従い説明する。なお，実施の形態例は，本発明の
理解のためのものであり，本発明の技術的範囲がこれに限定されるものではない。
［本発明の原理］
　ここで，実施例説明に先だって，図３により本発明に従うアンテナの構成原理を説明す
る。図３において，給電端子３に接続されるループアンテナ１を形成する。さらに整合用
インダクタＬとしてループアンテナ１の内部にバイパス導電線を形成する。さらに，図３
において，Ｓはバイパス導電線２が形成されるループアンテナ１の中心からの距離であり
，その距離Ｓの大きさに応じてバイパス導電線２によるインダクタンス値Ｌのパラメータ
（Ｓ）が変化する。
【００２９】
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　図４は，インダクタンス値Ｌとループアンテナ１の中心からバイパス導電線２までの距
離Ｓとの関係を示すグラフである。図４に示す数値は，電磁界シミュレータによって得ら
れた計算値であり，ループアンテナ１の中心からの距離Ｓに依存してインダクタンス値Ｌ
が変化することが理解できる。したがって，距離Ｓを適宜選択することによりＬＳＩチッ
プ２０のインタフェース部のキャパシタンス値Ｃと整合するタグアンテナ１０のインダク
タンス値Ｌを設定することが可能である。
【００３０】
　例えば，整合しようとするＬＳＩチップ２０のキャパシタＣのキャパシタンス値がＣ=0
.7pFの時，上記式（１）より，ｆ=９５０ＭＨz付近では，Ｌ=４０ｎＨで共振する。した
がって，図４より，Ｌ=４０ｎＨｚとなるのは，図３の例ではアンテナがそのまま空中に
置かれる場合，空気の誘電率εｒ(＝０)であり，特性曲線ＡにおいてＳ=4.2ｍｍとすれば
，タグアンテナ１０とＬＳＩチップ２０が整合することが読み取れる。
【００３１】
　なお，本発明者等は，多くの試作実験からタグアンテナ１０の大きさを最外直径３３ｍ
ｍ，導体材料としてＣｕを用い，その厚みを２０μｍ，線幅を２ｍｍとしたときのアンテ
ナの並列抵抗Ｒａの抵抗値が約1000Ωとなることを確認している。したがって，ＬＳＩチ
ップ２０の実部抵抗Ｒｃが例えば1000Ω～2000Ω程度になっても十分に整合することが可
能である。
【００３２】
　図３において，ループアンテナ１及びバイパス導電線２で構成されるアンテナ平面の上
下または片面に誘電体板を形成してタグアンテナ１０を保持することが可能である。その
際，誘電体板の誘電率，厚さに応じてパラメータ（Ｓ）を選択することが望ましい。
［第一の実施例］
　図５は，図３に示した本発明の原理に従う第一の実施例を示す図である。図５Ａは，平
面図であり，図５Ｂは，中央断面図である。
【００３３】
　ループアンテナ１及びバイパス導電線２で構成されるタグアンテナ１０のアンテナ平面
の上下に誘電体板４，５を配置し，タグアンテナ１０を挟んで，その形状を保持する構成
である。そのために，誘電体板４，５は，例えば樹脂接着剤等によりタグアンテナ１０を
挟んで固着される。
【００３４】
　この実施例は，図３の原理図に対応し，給電端子３に接続されるループアンテナ１の途
中からバイパス導電線２が接続され，インダクタンスＬ成分が形成される。
【００３５】
　寸法は，実施例として，ループアンテナ１の直径３３ｍｍ，導体材料としてＣｕを用い
，その厚みを２０μｍ，線幅を２ｍｍとした。誘電体板４，５の厚さはｔ＝１ｍｍとした
。
【００３６】
　誘電体板４，５をプラスチック，ゴム等の材料とすると誘電率は，およそεr=３～５の
値を取ることはよく知られている。したがって，電磁界シミュレータによってεr=３及び
，εr=５として特性を求めると，それぞれ図４における特性曲線Ｂ，Ｃに示すごとくであ
った。
【００３７】
　空気の誘電率εr=０の場合の特性曲線Ａにおけると同様に，インダンクタンス値Ｌは，
距離Ｓにより変わり，ループアンテナ１のループ中心Ｏからバイパス導電線２までの距離
をＳとする。上記の図４に示す電磁界シミュレータによって得られた計算値に基づき，図
５に示す構成において，誘電体板４，５を誘電率εr=３としたとき，特性曲線Ｂが対応し
，εr=５としたとき，特性曲線Ｃが対応する。したがって，Ｌ=４０ｎＨで共振するため
には，εr=３とする場合はＳ＝６ｍｍ，εr=５とする場合はＳ＝７．５ｍｍとすればよい
ことが判る。
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［第二の実施例］
　ここで，ＲＦＩＤ用タグを物品に取り付けるための構造を考慮することが必要である。
図６は，かかる必要性に対応する第二の実施例である。ＲＦＩＤ用タグの中央部に貫通穴
６が形成されている。この貫通穴６を利用して物品にタグを取り付けることが可能である
。
【００３８】
　しかし，中心に貫通穴７が形成されることにより貫通穴６がバイパス導電線２に重なる
ことになる。そこで，図６の実施例では，バイパス導電線２を貫通穴６を避けるべく，貫
通穴６の周辺に沿った弧２ａを有するように形成する。この弧２ａは固定しておき，バイ
パス導電線２における直線状の導電線部分までの距離Ｓをパラメータに取って電磁界シミ
ュレーションした結果，図４におけるεr=３, またはεr=５に示した特性曲線Ａ，Ｂに一
致した。
【００３９】
　図６において，貫通穴６の半径をｒ1=6.5ｍｍ, 導体幅は２ｍｍとし，距離Ｓを（貫通
穴６の半径＋導体幅）以上（すなわちＳ> 8.5ｍｍ）とした場合，実施例１と同様，例え
ば，チップのキャパシタンス値がＣ=0.7ｐＦの時，式１より，ｆ=950ＭＨｚ付近ではＬ=4
0ｎＨで共振する。
【００４０】
　図４より，Ｌ=40ｎＨとなるのは，εr=３の場合，Ｓ=6.1ｍｍ，εr=５の場合，Ｓ=7.5
ｍｍであるので，図６に示す構成のアンテナで比誘電率に応じて適切なＳを選んで形成す
ることにより，チップ２０とアンテナ１０を整合することができる。
［第三の実施例］
　図７は，さらに貫通穴６を設ける第三の実施例であり，図５に示した第一の実施例に対
し，貫通穴６の半径の大きさを，バイパス導電線２のループアンテナ１の中心からの距離
Ｓより小さくすることにより図６に示した弧２ａを設ける必要はなく構成できる。
［第四の実施例］
　ここで， ＬＳＩチップ２０は，タグアンテナ１０と一体に構成されることが望ましい
。図８は，かかる要求に対応する第四の実施例である。
【００４１】
　図８において，図６に対応するループアンテナ１とバイパス導電線２で構成されるタグ
アンテナ１０の給電端子にＬＳＩチップ２０を接続する。図８Ａは，誘電体板５に係る構
成のタグアンテナ１０とＬＳＩチップ２０を搭載した図である。
【００４２】
　一方，図８Ｂは，誘電体板４であり，特徴としてループアンテナ１に対応する環状の堀
溝３０を有している。堀溝３０は，少なくともチップの厚さ0.5ｍｍ程度を有するＬＳＩ 
チップ２０を収容できる幅と深さを有している。したがって，誘電体板５，ＬＳＩチップ
２０を接続したタグアンテナ１０及び誘電体板４の順に重ね合わせることにより図８Ｃに
示すごとく一体に形成できる。
【００４３】
　特徴として，重ねあわせの際に，ＬＳＩチップ２０がどの位置に来ても，誘電体板４に
堀溝３０によりＬＳＩチップ２０を受けることが可能のスペースが確保されるため，上下
の誘電体，５をぴたりと張り合わせることができる。このことにより，タグアンテナ１０
を上下誘電体４，５で挟み込む際の工数が削減され，安価なアンテナユニットの供給が可
能である。
［第五の実施例］
　図９は，第五の実施例である。上記各実施例において，ループアンテナ１及びバイパス
導電体２で構成されるタグアンテナ１０の作成方法として，紙やＰＥＴ（ポリエチレンシ
ート）等の非常に薄いシート４０（例えば0.1ｍｍ）上にＣｕ，Ａｇ，Ａｌ等（例えば厚
さ20μｍ）を材料とする薄い導電体で形成することができる。あるいは，薄い導電体の代
わりにワイヤ状の導線を用いても良い。
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［第六の実施例］
　また，上記実施例において，ループアンテナ１及びバイパス導電体２で構成されるタグ
アンテナ１０を誘電体４，５で挟む構成を示したが，タグアンテナ１０の保持という観点
から，図１０に示す第六の実施例のように，タグアンテナ１０の片側のみに誘電体４（５
）を形成するように構成することも可能である。
【００４４】
　図１１は，本発明に従うアンテナの電磁界シミュレーションで得られたアンテナ指向特
性を示す図である。三軸方向ｘ，ｙ，ｚを図１２に示すように定義し，更にｘ，ｙ平面に
おけるｘ軸からの角度をφ，ｚ軸からの角度をθとする。
【００４５】
　図１１Ａから，φ＝９０°即ち，ｙ軸方向においてｚ軸からの角度θが９０°及び－９
０°の時，最大の指向特性を持つことが示される。また，図１１Ｂから，φ＝０°即ち，
ｘ軸方向においてｚ軸からの角度θが９０°及び－９０°の時，最大の指向特性を持つこ
とが示される。概ね，図１１Ａ，図１１Ｂにおいて同じ指向特性を示しているが，θ＝０
（図１１Ｂ）よりもθ＝９０°（図１１Ａ）の方に指向性が向いており，ループアンテナ
特有の結果が得られている。
【００４６】
　したがって，これら指向特性から本発明に従うアンテナは，好ましい指向特性を有する
ことが理解できる。よって，本発明のアンテナを搭載するＲＦＩＤ用タグを物品に用いて
ＲＦＩＤタグとする場合，動物等の動く物品にも適用が可能であり，適用の範囲は広いも
のである。本発明により，直径３５ｍｍ程度の非常に限られた面積内に，キャパシタンス
成分を持つＲＦＩＤ用ＬＳＩチップと共振するタグアンテナ及び，これを搭載するＲＦＩ
Ｄ用タグを供給することができる。
【００４７】
　また，本発明は，予め計算しておいたＬＳＩチップのインタフェース部のキャパシタン
スＣと共振するインダクタンスＬを有するインダクタを構成するバイパス導電線の配置，
誘電体板の誘電率や厚みに応じた最適な寸法を容易に判断することができる。
【００４８】
　さらに，製造工程にいてＬＳＩチップがどの位置にあっても上下の誘電体を容易に重ね
合わせることができる。
［第七の実施例］
　上記各実施例では、タグアンテナ１０の寸法として、ループアンテナ１の直径３３ｍｍ
，厚みを２０μｍ，線幅を２ｍｍとした場合を例示した。直径３３ｍｍは、例えば、豚の
耳に取り付けるのに最適な寸法である。タグアンテナ１０の取り付け部分として、さらに
広い領域が確保できる場合は、ループアンテナ１の直径を大きくすることで、ゲインを大
きくすることができ、通信距離を長くすることができる。ここで、ループアンテナの直径
を大きくすると、次のような問題が生じる。
【００４９】
　すなわち、ループアンテナ１の直径を大きくすると、ループアンテナの曲率が小さくな
るので、ループアンテナ１の線路の直線への近似度が高くなり、バイパス導電線２との間
隔が狭いループアンテナ１の線路部分とバイパス導電線２とにより、ダイポールアンテナ
に近似する構成が形成されてしまう。これにより、ダイポールアンテナの指向性が強まり
、図１２のｘ方向即ち周方向の指向性が弱まり、周方向（ｘｙ平面方向）に直交するｚ方
向の指向性が強くなってしまう。すなわち、ループアンテナ全体のゲインは大きくなるが
、ループアンテナ本来の指向性である周方向への指向性が弱まるため、周方向への通信距
離が短くなるという問題が生じる。
【００５０】
　第七の実施例では、バイパス導電線２の線幅をループアンテナ１の線幅よりも太くする
ことで、上記問題を解決する。
【００５１】
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　図１３は、第七の実施例を示す図である。タグアンテナ１０の寸法は、一例として、ル
ープアンテナ１の直径５０ｍｍ、線幅５ｍｍ、厚み２０μｍであり、バイパス導電線２の
線幅２０ｍｍ、厚み２０μｍである。すなわち、第七の実施例では、バイパス導電線２の
線幅Ｗｂを、ループアンテナ１の線幅Ｗａより太くすることで、バイパス導電線２に流れ
る電流密度を小さくし、上記近似的なダイポールアンテナによる効果（指向性）を弱める
。これにより、ループアンテナ本来の周方向への指向性が強まり、ループアンテナ１の直
径を大きくした場合であっても、周方向への指向性を維持することができ、通信距離を長
くするこができる。
【００５２】
　例えば、タグアンテナを皿の裏面に取り付け、その皿を複数枚積み重ねたような場合、
タグアンテナ同士がｚ方向に近接して配置されることになる。このような状態において、
各タグアンテナの周方向と直交する方向（ｚ方向）への指向性が強いと、各タグアンテナ
のｚ方向への放射が干渉し合い、タグアンテナ全体のゲインが低下し、結果的に周方向へ
の通信距離も短くなってしまう。しかしながら、本発明のタグアンテナによれば、周方向
と直交する方向への指向性を十分小さくすることができるので、複数のタグアンテナが複
数重ねられて用いられる状態であっても、周方向への指向性を最大限確保することができ
る。
【００５３】
　図１４は、第七の実施例に従うアンテナの電磁界シミュレーションで得られたアンテナ
指向特性を示す図である。図１２と同様に、三軸方向ｘ，ｙ，ｚを図示のように定義し，
更にｘ，ｙ平面におけるｘ軸からの角度をφ，ｚ軸からの角度をθとする。
【００５４】
　図１４Ａにおけるφ＝０°の場合及び図１４Ｂにおけるφ＝９０°の場合ともに、ｚ軸
からの角度θが９０°及び－９０°の方向即ちｘ軸及びｙ軸方向を含む周方向への指向性
が最大となり、バイパス導電線２の線幅Ｗｂを太くするにつれて、周方向への指向性が強
まることが示される。ただし、バイパス導電線２の線幅２０ｍｍと３０ｍｍでは、指向性
はほぼ同一であり、線幅２０ｍｍで飽和状態に達していることがわかる。従って、このシ
ミュレーション結果から、ループアンテナ１の直径が５０ｍｍ、その線幅が５ｍｍの場合
、バイパス導電線２の線幅Ｗｂ２０ｍｍ程度が最適な値となる。
【００５５】
　ループアンテナ１の直径をさらに大きくする場合は、例えば、図１４に示すような電磁
界シミュレーションに基づいて、周方向の指向性が最大となるバイパス導電線２の最適な
線幅を求めればよい。また、本第七の実施例の構成は、上記第一乃至第六の実施例に適用
することも可能である。
【００５６】
　（付記１）
　給電端子と，
　前記給電端子に接続されたループアンテナと，
　前記ループアンテナのループをパイバスするパイバス導電線とを備え、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太いことを特徴とする
アンテナ。
【００５７】
　（付記２）
　付記１において、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性が最大となる幅で
あることを特徴とするアンテナ。
【００５８】
　（付記３）
　付記１において，
　前記パイバス導電線を前記ループアンテナの中心から距離Ｓを有して配置し，前記距離
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Ｓの大きさを前記パイバス導電線によるインダクタが，所定のインダクタンス値になるよ
うに設定されていることを特徴とするアンテナ。
【００５９】
　（付記４）
　付記３において，
　前記所定のインダクタンス値は，前記給電端子に接続されるＬＳＩチップのインタフェ
ース部のキャパシタンス値と共振する値であることを特徴とするアンテナ。
【００６０】
　（付記５）
　アンテナと
　前記アンテナと並列接続されるＬＳＩチップとを備え，
　前記アンテナは，
　前記ＬＳＩチップが接続された給電端子と，
　前記給電端子に接続されたループアンテナと，
　前記ループアンテナのループをパイバスするパイバス導電線とを有し、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの線幅よりも太いことを特徴とする
ＲＦＩＤ用タグ。
【００６１】
　（付記６）
　付記５において、
　前記バイパス導電線の線幅は、前記ループアンテナの周方向の指向性が最大となる幅で
あることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６２】
　（付記７）
　付記５において，
　前記パイバス導電線を前記ループアンテナの中心から距離Ｓを有して配置し，前記距離
Ｓの大きさを前記パイバス導電線によるインダクタが，所定のインダクタンス値になるよ
うに設定されていることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６３】
　（付記８）
　付記７において，
　前記所定のインダクタンス値は，前記給電端子に接続されるＬＳＩチップのインタフェ
ース部のキャパシタンス値と共振する値であることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６４】
　（付記９）
　付記５において，
　さらに，前記アンテナの少なくとも一面側に配置され，前記アンテナを保持する誘電体
板を有して構成されることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６５】
　（付記１０）
　付記７において，
　前記誘電体板の中心に貫通穴が設けられていることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６６】
　（付記１１）
　付記１０において，
　前記パイバス導電線は，前記貫通穴を避ける前記貫通穴の周辺に沿う弧を有しているこ
とを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６７】
　（付記１２）
　請求項９において，
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　前記誘電体板に，前記ループアンテナに対応する，少なくとも前記ＬＳＩチップを収容
可能な幅と深さを有する環状の堀溝を有していることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【００６８】
　（付記１３）
　付記９において，
　前記アンテナは，シート上にＣｕ, Ａｇ, Ａｌのいずれかを主成分とする導体で形成さ
れることを特徴とするＲＦＩＤ用タグ。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】アンテナとＬＳＩチップの整合を説明する図である。
【図２】従来のループアンテナを説明する図である。
【図３】本発明に従うアンテナの構成原理を説明する図である。
【図４】インダクタンス値Ｌとループアンテナ１の中心からバイパス導電線２までの距離
Ｓとの関係を示すグラフである。
【図５】図３に示した本発明の原理に従う実施例（第一の実施例）を示す図である。
【図６】ＲＦＩＤ用タグを物品に取り付けるための構造を考慮した実施例（第二の実施例
）を示す図である。
【図７】第一の実施例に対し，ＲＦＩＤ用タグを物品に取り付けるための構造を考慮した
実施例（第三の実施例）を示す図である。
【図８】ＬＳＩチップをタグアンテナとの一体構成とする実施例（第四の実施例）を示す
図である。
【図９】さらに他の実施例（第五の実施例）を示す図である。
【図１０】タグアンテナの片側のみに誘電体を形成した実施例（第六の実施例）を示す図
である。
【図１１】本発明に従うアンテナの電磁界シミュレーションで得られたアンテナ指向特性
を示す図である。
【図１２】図１１における三軸方向ｘ，ｙ，ｚの定義を示す図である。
【図１３】バイパス導電線の線幅をループアンテナの線幅より太くした実施例（第七の実
施例）を示す図である。
【図１４】バイパス導電線の線幅を異ならせた場合の電磁界シミュレーションで得られた
アンテナ指向特性を示す図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　ループアンテナ
　２　バイパス導電線
　３　給電端子
１０　タグアンテナ
２０　ＬＳＩチップ
４，５誘電体板
　６　貫通穴
３０　堀溝



(11) JP 4286813 B2 2009.7.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 4286813 B2 2009.7.1

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(13) JP 4286813 B2 2009.7.1

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(14) JP 4286813 B2 2009.7.1

10

20

30

フロントページの続き

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００４／０２２７６８１（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００３－２８３３６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４９８７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４９８２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３５８４９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３５３７３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２００３３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１９５６１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３２１７１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－００４４０７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５５－１５０５０７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              欧州特許出願公開第００９０１１８２（ＥＰ，Ａ２）　　
              欧州特許出願公開第００８７７４３９（ＥＰ，Ａ２）　　
              特開平０５－０６３４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第００８０６８０８（ＥＰ，Ａ２）　　
              国際公開第０１／０８４６６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００６／０７７６４５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００７－０１９９０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４７７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４７７９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０４８２３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１７４３１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              アンテナ工学ハンドブック，日本，電子情報通信学会，１９９９年　３月　５日，第１版第１０
              刷，第６１－６４頁、特に、第２・７図（ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｑ　　　１／３８　　　　
              Ｇ０６Ｋ　　１９／０７　　　　
              Ｇ０６Ｋ　　１９／０７７　　　
              Ｈ０１Ｑ　　　７／００　　　　
              Ｈ０１Ｑ　　２３／００　　　　
              ＷＰＩ
              　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

