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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データが格納されたＩＣチップ部と該ＩＣチップ部と接続されて外部と交信するループ
コイルアンテナとが配設された基板を有するＲＦＩＤタグにおいて、
　第１のＩＣチップ部と該第１のＩＣチップ部と接続された第１のループコイルアンテナ
とからなる第１の組み合わせと、第２のＩＣチップ部と該第２のＩＣチップ部と接続され
た第２のループコイルアンテナとからなる第２の組み合わせと、が前記基板上に配設され
、
　前記基板は、前記第１のループコイルアンテナと前記第２のループコイルアンテナとが
平行な状態で重なるように重ね合わせ可能であるとともに、前記第１のループコイルアン
テナと前記第２のループコイルアンテナとが重ならないように展開可能であることを特徴
とするＲＦＩＤタグ。
【請求項２】
　前記第１の組み合わせと前記第２の組み合わせとが線対称に配設され、前記基板は、前
記第１の組み合わせと前記第２の組み合わせとがほぼ平行で面対称な状態で重なるように
重ね合わせ可能である、請求項１に記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項３】
　前記基板は１枚の曲げ伸ばし可能な材料から構成されており、該基板は両側がほぼ平行
な状態で重なるように折り重ね可能である、請求項１又は請求項２に記載のＲＦＩＤタグ
。



(2) JP 4088797 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記基板は第１の基板と第２の基板との２枚に分割され、前記第１の基板に前記第１の
組み合わせが配設され、前記第２の基板に前記第２の組み合わせが配設されている、請求
項１又は請求項２に記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項５】
　会員証として必要なデータが前記ＩＣチップ部に記憶されている請求項１乃至請求項４
のいずれか１項に記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項６】
　スタンプカードとして必要なデータが前記ＩＣチップ部に記憶されている請求項１乃至
請求項４のいずれか１項に記載のＲＦＩＤタグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータキャリアであるＲＦＩＤタグに関し、特に無線通信を使用して個体識別
やデータの送受信を行なうＲＦＩＤタグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信を用いた自動認識技術として、データキャリアシステムの一種であるＲ
ＦＩＤ(Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)システムが急
速に普及しつつある。一般的に、ＲＦＩＤシステムは、データの記憶領域を持ち物品など
に取り付けられるＲＦＩＤタグ（ＩＣタグとも呼ばれる）、およびこのＲＦＩＤタグ内に
格納されているデータを読み出したり、あるいはタグ内の記憶領域に対してデータを書き
込んだりするためのＲＦＩＤタグリーダライタにより構成される。
【０００３】
　ＲＦＩＤシステムの特徴の１つとして、無線を用いることにより、ＲＦＩＤタグリーダ
ライタとＲＦＩＤタグの間に物理的な接続がない非接触状態でのデータアクセスが可能で
あるということが挙げられる。従って、ＲＦＩＤタグリーダライタとＲＦＩＤタグとの間
に物理的な遮蔽物がある場合でも、無線の電磁波が届く限りにおいて通信が可能であるな
どの利点があり、流通業界をはじめとするさまざまな領域への応用が期待されている。
【０００４】
　一般に使用されているＲＦＩＤタグは、ラベル型、コイン型、およびバンド型など、外
形的にはさまざまな形態に加工されているが、その基本となるＩＣチップ部とループコイ
ルアンテナを基板上で組み合わせた構成はＲＦＩＤタグインレイと呼ばれている。ＲＦＩ
ＤタグおよびＲＦＩＤタグインレイの構成を図６、図７に示す。図６は、従来例のＲＦＩ
ＤタグおよびＲＦＩＤタグインレイの構造と構成を示す模式図であり、（ａ）は構造を示
す模式的上面図であり、（ｂ）は構成を示す模式的ブロック図である。図７はＲＦＩＤタ
グの動作原理を説明するための模式的斜視図である。
【０００５】
　ＲＦＩＤタグインレイ６０は、一般に、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅ
ｐｈｔｈａｌａｔｅ、ポリエチレンテレフタレート）フィルムなどの薄い基板６３上にル
ープコイルアンテナ６２とＩＣチップ部６１が実装され、ループコイルアンテナ６２とＩ
Ｃチップ部６１とは配線によって物理的・電気的に接続されている。ループコイルアンテ
ナ６２は、ＲＦＩＤタグリーダライタ６４との間での電磁波送受信を行なうために用いら
れるとともに、ＲＦＩＤタグ６が動作するための起電力を発生する役割を有する。ＩＣチ
ップ部６１は、データ受信部６１１、データ送信部６１２、制御部６１３、メモリ部６１
４を有し、メモリ部６１４はＲＦＩＤタグ６を一意に識別するために用いられる識別子(
ＩＤ)やその他のデータを記憶し、制御部６１３はＲＦＩＤタグリーダライタ６４との間
の通信プロトコル制御を行なう機能を有する。
【０００６】
　図７に示されるように、電池を内蔵しないパッシブ型のＲＦＩＤタグ６では、ＲＦＩＤ
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タグリーダライタ６４により発生した電磁波９２が、ＲＦＩＤタグ６のループコイルアン
テナ６２内を通過することによって、電磁誘導によりループコイルアンテナ６２にタグ動
作に必要な起電力が発生する。この誘導起電力によって、ＲＦＩＤタグ６はＲＦＩＤタグ
リーダライタ６４との間で取り決められた所定の通信プロトコルに従って、ＩＤの読み書
き、データの読み書きといった所望の動作を行なうことができる。
【０００７】
　上述のように、ＲＦＩＤタグ６はＲＦＩＤタグリーダライタ６４のアンテナ６４１から
の電磁波９２をループコイルアンテナ６２で受けることにより起電力が発生し、動作する
ものであるため、動作に十分な電磁波の供給がある限りにおいて、ＲＦＩＤタグ６は動作
可能である。電磁波９２は視覚的に確認することができず、また、遮蔽物があっても、そ
の材質によっては遮蔽物を通過するという特徴がある。
【０００８】
　しかしながら、電磁波９２による通信を行なうことについては、上述のような電磁波９
２の持つ特徴によって利点と同時に欠点も存在している。つまり、ＲＦＩＤタグリーダラ
イタ６４とＲＦＩＤタグ６の間に遮蔽物があっても、電磁波が届けば読み取りが可能であ
るということは、特に、人間がＲＦＩＤタグ６を所持している場合に、ＲＦＩＤタグ６の
所持者にとって意図しない読み取り、例えば、所持者が気付かないうちに、所持している
ＲＦＩＤタグの記憶しているデータを他人に読み取られるなどといったことが発生する可
能性があり、プライバシー保護の観点から見ると深刻な問題につながる恐れがある。
【０００９】
　意図しない読み取りに起因するプライバシー侵害としては、ＲＦＩＤタグ６が記憶する
固有の識別子(ＩＤ)が読み出され、これを追跡されることによるものと、ＲＦＩＤタグ内
６に記憶保持されている例えば個人情報などのさまざまなデータが読み出されることによ
るものとが考えられる。
【００１０】
　前者の問題に対する解決策としては、例えば、タグにロジックや記憶領域を追加し、リ
ーダからの読み出し要求に対してタグが毎回異なるＩＤを送信するようにさせることによ
り、ＩＤ読み出しを行なう側がＩＤの同定を行なうことを困難にする方法が提案されてい
る（特許文献１参照）。また、後者の問題に対する解決策としては、タグ内に書き込むデ
ータをあらかじめ暗号化し、暗号化されたデータを書き込むことにより、データの保護を
行なう方法が提案されている。
【特許文献１】特開２００４-１９２６４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に開示された方法では、タグにロジックや記憶領域を追加す
る必要が生じたり、データを暗号化する方法では、暗号化されたデータを復元するための
、例えば公開鍵インフラストラクチャ(Ｐｕｂｒｉｃ　Ｋｅｙ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ)のような仕組みをシステムとして用意したりする必要があるなど、タグの単価増
大、リーダおよびシステム全体のコスト増大の要因となる恐れがある。
【００１２】
　このような意図しない読み取りを少ないコストで防止するためには、ＲＦＩＤタグが内
部に記憶するＩＤやデータを、ＲＦＩＤリーダライタを用いて読み取ることが可能である
状態と不可能である状態とを、ＲＦＩＤタグの所持者もしくは適切な権限を持つ者が任意
に制御することを可能とするＲＦＩＤタグが提供されることが望ましい。
【００１３】
　本発明の目的は、ＲＦＩＤタグ、ＲＦＩＤタグリーダ、およびＲＦＩＤシステムに対し
て付加的なコストを必要とせず、データの読み出しが可能な状態と不可能な状態との切り
替えを任意に制御可能なＲＦＩＤタグを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明のＲＦＩＤタグは、
　データが格納されたＩＣチップ部とそのＩＣチップ部と接続して外部と交信するループ
コイルアンテナとが配設された基板を有するＲＦＩＤタグにおいて、ループコイルアンテ
ナが畳み込まれてそれぞれがほぼ平行な状態で重なるように、基板が重ね合わせ可能であ
ることを特徴とする。
【００１５】
　ループコイルアンテナの中心線近傍を折り畳み位置としてそのループコイルアンテナの
両側がほぼ平行な状態で重なるように、基板が重ね合わせ可能であってもよく、基板は１
枚の曲げ伸ばし可能な材料から構成されており、その基板は両側がほぼ平行な状態で重な
るように折り重ね可能であってもよく、基板は第１の基板と第２の基板との２枚に分割さ
れ、ループコイルアンテナも第１の部分ループコイルアンテナと第２の部分ループコイル
アンテナとにほぼ対称に分割され、第１の基板には第１の部分ループコイルアンテナが配
設され、第２の基板にはＩＣチップ部と第２の部分ループコイルアンテナが配設され、第
１の部分ループコイルアンテナの両端部と第２の部分ループコイルアンテナの両端部とは
、それぞれ導電性を有する曲げ伸ばし可能な接続部材で接続されていてもよい。
【００１６】
　また、他の態様では、データが格納されたＩＣチップ部とそのＩＣチップ部と接続して
外部と交信するループコイルアンテナとが配設された基板を有するＲＦＩＤタグにおいて
、ＩＣチップ部とそのＩＣチップ部と接続するループコイルアンテナの複数の組み合わせ
が、複数のループコイルアンテナが平行な状態で重なるように、基板が重ね合わせ可能で
あることを特徴とする。
【００１７】
　ＩＣチップ部とそのＩＣチップ部と接続するループコイルアンテナの第１の組み合わせ
と、ＩＣチップ部とそのＩＣチップ部と接続するループコイルアンテナの第１の組み合わ
せと線対称な第２の組み合わせが、ほぼ平行で面対称な状態で重なるように、基板が重ね
合わせ可能であってもよく、基板は１枚の曲げ伸ばし可能な材料から構成されており、そ
の基板は両側がほぼ平行な状態で重なるように折り重ね可能であってもよく、基板は第１
の基板と第２の基板との２枚に分割され、第１の基板にはＩＣチップ部とそのＩＣチップ
部と接続するループコイルアンテナの第１の組み合わせが配設され、第２の基板にはＩＣ
チップ部とそのＩＣチップ部と接続するループコイルアンテナの第２の組み合わせが配設
されていてもよい。
【００１８】
　さらに、会員証として必要なデータがＩＣチップ部に記憶されていてもよく、スタンプ
カードとして必要なデータがＩＣチップ部に記憶されていてもよい。
【００１９】
　ＲＦＩＤタグを折り曲げた状態として、内部のループコイルアンテナの折り曲げ角度を
０度に近くすることによってループの有効面積が最小となり、電磁波の受信能力が最小と
なる。また、複数のループアンテナを重ね合わせることによって、返信する電磁波同士が
干渉し、ＲＦＩＤタグリーダライタ側で正しいデータを受け取ることが困難となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のＲＦＩＤタグでは、外部からの読み取りを行なわせたくない場合などの非使用
時には、ＲＦＩＤタグを折り曲げた状態として、内部のループコイルアンテナの折り曲げ
角度を０度に近くすることによってループの有効面積を最小として電磁波の受信能力を最
小としたり、また、複数のループアンテナを重ね合わせることによって返信する電磁波同
士を干渉させ、ＲＦＩＤタグリーダライタ側で正しいデータを受け取ることを困難にした
りすることができるので、ＲＦＩＤタグの所持者もしくは適切な権限を持つ者が、ＲＦＩ
Ｄタグを折り曲げる、伸ばす、あるいは重ねる、離すという物理的な操作を行なうことに
より、ＲＦＩＤリーダライタがそのＲＦＩＤタグのデータにアクセスが可能もしくは不可
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能である状態を任意に制御することが可能となる。それによって、ＲＦＩＤタグからの意
図しない読み取りを防止することができるので、プライバシーを保護しつつ、利用者の意
図に基づいてタグデータの利用を可能にすることができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明のＲＦＩＤタグでは、折り曲げ可能な柔軟性のある基板上にループコイルアンテ
ナおよびＩＣチップ部を実装、もしくは複数の基板上にループコイルアンテナおよびＩＣ
チップ部を実装し、ＲＦＩＤタグを使用する者が、物理的操作を通じて、その基板を折り
曲げた状態および伸ばした状態にする、またはその基板同士が重ね合わさった状態および
離れた状態にすることを可能にすることによって、利用者がその意図に基づき、ＲＦＩＤ
タグリーダライタからのそのＲＦＩＤタグへのアクセス可否を制御することを可能にする
。
【００２２】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の実
施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（ａ）はＲＦＩＤタグのＲＦ
ＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレイを開
いた状態である。図１に示すように、本発明の第１の実施の形態では、ループコイルアン
テナ１２およびＩＣチップ部１１をそれぞれ１つの基板１３上に実装してＲＦＩＤタグイ
ンレイ１０を構成し、ループコイルアンテナ１２とＩＣチップ部１１との間は配線によっ
て物理的・電気的に接続されている。この状態のＲＦＩＤタグインレイ１０はそのままで
もＲＦＩＤタグ１として使用可能であるが、さらに、ＲＦＩＤタグインレイ１０を２つに
折り曲げ可能となるように外装してＲＦＩＤタグ１としてもよい。ここでは説明を容易に
するためにＲＦＩＤタグインレイ１０をＲＦＩＤタグ１として説明する。基板１３は、曲
げ伸ばしが可能なようにＰＥＴフィルム、紙、薄いゴムなどの柔軟な材料で作られている
。
【００２３】
　次に第１の実施の形態のＲＦＩＤタグ１の動作について説明する。本発明の第１の実施
の形態のＲＦＩＤタグ１の所持者は、通常時には折り曲げられた状態でＲＦＩＤタグ１を
所持する。図２はＲＦＩＤタグ１を折り曲げた場合と開いた場合の電磁波とアンテナの関
係を説明するための模式的斜視図であり、（ａ）は折り曲げた状態、（ｂ）は開いた状態
である。
【００２４】
　上述のように、ＲＦＩＤタグ１は、ループコイルアンテナ１２を通過する電磁波９２に
よって起電力を得て動作するものであるが、図２（ａ）に示すように、本発明の第１の実
施の形態によるＲＦＩＤタグ１では、通常時はループコイルアンテナ１２が２つに折り曲
げられた状態となっており、ループコイルアンテナ１２のループとしての開口面積が非常
に小さくなっている。従って、ループコイルアンテナ１２を通過するＲＦＩＤタグリーダ
ライタからの電磁波９２が非常に少なく、ＲＦＩＤタグ１の動作に必要な電磁波を得るこ
とが非常に困難となっている。
【００２５】
　一方、ＲＦＩＤタグ１の所持者が、ＲＦＩＤタグリーダライタにＲＦＩＤタグ１のデー
タへのアクセスを行なわせたい場合には、このような折り曲げられた状態から、ＲＦＩＤ
タグ１を図２（ｂ）に示すように平面状に伸ばせばよい。これにより、ループコイルアン
テナ１２の開口部分を通過する電磁波が十分に得られることとなり、所望のアクセスを行
なわせることが可能となる。従って、本発明の第１の実施の形態のＲＦＩＤタグでは上述
のような効果が得られる。ここでは、基板１３を２つ折りとして説明しているが構造的に
可能であれば３つ以上に折り畳んでも同様の機能が得られる。
【００２６】
　ループコイルアンテナ１２を構成する材料としては、現在主にアルミニウムや銅などの
良導体金属を用いることが一般的であるが、金属を用いた場合、ＲＦＩＤタグ１の曲げ伸
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ばしを繰り返すことにより、金属部分が疲労しタグの劣化を早める恐れがあるので、例え
ばループコイルアンテナ１２を構成する材料として導電性のプラスチックを用いることが
望ましい。さらに将来的に導電性のインキや導電性の塗料がループコイルアンテナ１２と
して使用可能になった場合には、これらの材料を用いてループコイルアンテナ１２を構成
することにより、アンテナの耐久性を改善することが可能であると考えられる。
【００２７】
　次に、本発明の第２の実施の形態のＲＦＩＤタグについて説明する。図３は本発明の第
２の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（ａ）はＲＦＩＤタグ
のＲＦＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレ
イを開いた状態である。図３に示すように、本発明の第２の実施の形態では、基板は第１
の基板２３ａと第２の基板２３ｂとに分かれており、ループコイルアンテナも第１の部分
ループコイルアンテナ２２ａと第２の部分ループコイルアンテナ２２ｂとに分かれている
。第１の基板２３ａ上には第１の部分ループコイルアンテナ２２ａが実装され、第２の基
板２３ｂ上に第２の部分ループコイルアンテナ２２ｂおよびＩＣチップ部２１が実装され
ており、さらに第１の部分ループコイルアンテナ２２ａと第２の部分ループコイルアンテ
ナ２２ｂとが物理的接続部２７で電気的にも接続されてＲＦＩＤタグインレイ２０を構成
している。この状態のＲＦＩＤタグインレイ２０はそのままでもＲＦＩＤタグ２として使
用可能であるが、さらに、ＲＦＩＤタグインレイ２０を２つに折り曲げ可能となるように
外装してＲＦＩＤタグ２としてもよい。ここでは説明を容易にするためにＲＦＩＤタグイ
ンレイ２０をＲＦＩＤタグ２として説明する。また、ここでは基板およびループコイルア
ンテナを２つに分割しているが構造的に可能であれば３つ以上に分割しても同様の機能が
得られる。部分ループコイルアンテナ２２ａ、２２ｂ同士を接続する物理的接続部２７は
、曲げ伸ばしが可能なように、アルミ線、銅線などの柔軟な材料で構成する。
【００２８】
　次に第２の実施の形態のＲＦＩＤタグ２の動作について説明する。本発明の第２の実施
の形態によるＲＦＩＤタグにおいては、２つの基板が重ね合わさった状態では、ＲＦＩＤ
タグ２の物理的接続部２７で接続された部分ループコイルアンテナ２２ａ、２２ｂで形成
されるループコイルアンテナの開口面積が非常に小さくなっており、ループコイルアンテ
ナ２２ａ、２２ｂを通過する電磁波が非常に少なく、ＲＦＩＤタグ２の動作に必要な電磁
波を得ることが非常に困難である。重ね合わさった状態から伸ばされた状態にすると、部
分ループコイルアンテナ２２ａ、２２ｂで形成されるループコイルアンテナの開口面積が
大きくなり、ＲＦＩＤタグ２の動作が可能となる。
【００２９】
　以上に述べたように、第２の実施の形態によるＲＦＩＤタグ２でも、第１の実施の形態
によるＲＦＩＤタグ１と同様にＲＦＩＤタグ２の所持者もしくは適切な権限を持つ者が、
重ね合わせ状態、伸ばされた状態という物理的な操作を行なうことにより、ＲＦＩＤタグ
リーダライタがその第２の実施の形態によるＲＦＩＤタグ２にアクセス可能な状態と不可
能状態とに任意に制御することができるので、プライバシーを保護しつつ、利用者の意図
に基づいたタグデータ利用が可能である。
【００３０】
　次に、本発明の第３の実施の形態のＲＦＩＤタグについて説明する。図４は本発明の第
３の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（ａ）はＲＦＩＤタグ
のＲＦＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレ
イを開いた状態である。図４に示すように、本発明の第３の実施の形態では、第１のルー
プコイルアンテナ３２ａと第１のＩＣチップ部３１ａとの組み合わせ、および第２のルー
プコイルアンテナ３２ｂと第２のＩＣチップ部３１ｂとの組み合わせを１つの基板３３上
に実装し、第１のループコイルアンテナ３２ａと第１のＩＣチップ部３１ａとの間を物理
的・電気的に接続するとともに、第２のループコイルアンテナ３２ｂと第２のＩＣチップ
部３１ｂとの間を物理的・電気的に接続する。この状態のＲＦＩＤタグインレイ３０はそ
のままでもＲＦＩＤタグ３として使用可能であるが、さらに、ＲＦＩＤタグインレイ３０
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を２つに折り曲げ可能となるように外装してＲＦＩＤタグ３としてもよい。ここでは説明
を容易にするためにＲＦＩＤタグインレイ３０をＲＦＩＤタグ３として説明する。基板３
３は、曲げ伸ばしが可能なように、柔軟な材料(ＰＥＴフィルム、紙、薄いゴムなど)で作
られている。
【００３１】
　次に第３の実施の形態のＲＦＩＤタグ３の動作について説明する。本発明の第３の実施
の形態によるＲＦＩＤタグ３の所持者は、通常時には折り曲げられた状態でＲＦＩＤタグ
３を所持する。本構成の場合、本発明の第１の実施の形態の構成とは異なり、折り曲げら
れた状態でもループコイルアンテナ３２ａ、３２ｂの開口部分の面積は十分に確保されて
いるため、第１のＩＣチップ部３１ａおよび第２のＩＣチップ部３２ｂの動作に必要な起
電力は確保されている。しかしながら、ＲＦＩＤタグ３の特徴として、複数のループコイ
ルアンテナ、即ちループコイルアンテナ３２ａ、３２ｂが極端に近接している場合には、
ＲＦＩＤタグ３がＲＦＩＤタグリーダライタのアクセス要求に応じて返信する電磁波同士
が干渉し、ＲＦＩＤタグリーダライタにおける正しいデータの受信が不可能、もしくは読
み取りの性能が著しく劣化するという特徴があるため、ＲＦＩＤタグリーダライタ側で正
しいデータを受け取ることが非常に困難となる。
【００３２】
　一方、そのＲＦＩＤタグ３の所持者が、ＲＦＩＤタグリーダライタにタグのデータへの
アクセスを行なわせたい場合には、上述のような折り曲げられた状態から、これを平面状
に伸ばせばよい。これにより、ＲＦＩＤリーダライタのアクセス要求に対するタグの返信
波同士の干渉が起こらないようになり、ＲＦＩＤリーダライタ側からは２つのＲＦＩＤタ
グがリーダライタの読み取り可能領域内に存在するものとして認識され、所望のＩＤもし
くはデータを読み取ることが可能である。読み取りに必要なデータは第１のＩＣチップ部
３１ａあるいは第２のＩＣチップ部３１ｂに書き込んでおけばよい。
【００３３】
　本実施の形態では、ＩＣチップ部３１とループコイルアンテナ３２がそれぞれ２個の場
合について説明したが、３個以上の場合についてもループコイルアンテナ３２同士が重ね
合わさった状態と互いに離れた状態になるようＲＦＩＤタグ３のＲＦＩＤタグインレイ３
０を構成することにより同様の効果を得ることができる。
【００３４】
　以上に述べたように、第３の実施の形態によるＲＦＩＤタグ３では、外部からの読み取
りを行なわせたくない場合などの非使用時には、第１および第２の実施の形態によるＲＦ
ＩＤタグ１、２と同様に、ＲＦＩＤタグを折り曲げた状態として、内部の２個のループコ
イルアンテナが重なった状態にすることによってＲＦＩＤタグリーダライタにおける正し
いデータの受信が不可能、もしくは読み取りの性能が著しく劣化した状態となり、読み取
りを行なわせる必要のある使用時には、ＲＦＩＤタグを折り曲げた状態から伸ばした状態
にすることによって内部の２個のループコイルアンテナが有効となりＲＦＩＤタグリーダ
ライタにおける受信能力を回復させることができる。
【００３５】
　ＲＦＩＤタグ３の所持者もしくは適切な権限を持つ者が、重ね合わせ状態、伸ばされた
状態という物理的な操作を行なうことにより、ＲＦＩＤタグリーダライタがその第３の実
施の形態によるＲＦＩＤタグ３にアクセス可能な状態と不可能状態とに任意に制御するこ
とができるので、ＲＦＩＤタグからの意図しない読み取りを防止することができる。従っ
て、第１および第２の実施の形態と同様に、プライバシーを保護しつつ、利用者の意図に
基づいてタグデータの利用を可能にすることができるという効果がある。
【００３６】
　次に、本発明の第４の実施の形態のＲＦＩＤタグについて説明する。図５は本発明の第
４の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（ａ）はＲＦＩＤタグ
の２個のＲＦＩＤタグインレイを重ねた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグの２個のＲＦＩＤタ
グインレイを離した状態である。図５に示すように、本発明の第４の実施の形態では、第
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１の基板４３ａ上に第１のループコイルアンテナ４２ａと第１のＩＣチップ部４１ａとが
実装され、両者が物理的・電気的に接続されて第１のＲＦＩＤタグインレイ４０ａが形成
され、第２の基板４３ｂ上に第２のループコイルアンテナ４２ｂと第２のＩＣチップ部４
１ｂとが実装され、両者が物理的・電気的に接続されて第２のＲＦＩＤタグインレイ４０
ｂが形成されている。ここで第１の基板４３ａと第２の基板４３ｂとは何らかの物理的接
続手段をもって接続されていても構わないし、接続されていなくても構わない。この状態
のＲＦＩＤタグインレイ４０ａ、４０ｂはそのままでもＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂとして使
用可能であるが、さらに、ＲＦＩＤタグインレイ４０ａ、ＲＦＩＤタグインレイ４０ｂを
外装してそれぞれをＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂとしてもよい。ここでは説明を容易にするた
めにＲＦＩＤタグインレイ４０ａ、４０ｂをＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂとして説明する。
【００３７】
　本発明の第４の実施の形態による２つのＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂが重ね合わさった状態
では、ループコイルアンテナ４２ａ、４２ｂ同士が密着した状態となっており、ＲＦＩＤ
タグリーダライタのアクセス要求に応じて返信する電磁波同士が干渉するため、ＲＦＩＤ
タグリーダライタ側で正しいデータを受け取ることが非常に困難となっている。重ね合わ
さった状態から、２つのＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂ同士の距離を離すことによって、ループ
コイルアンテナ４２ａ、４２ｂが離れて電磁波同士の干渉が小さくなり、ＲＦＩＤタグリ
ーダライタが、リーダライタの読み取り可能領域内に２つのＲＦＩＤタグが存在するもの
として認識される。
【００３８】
　以上に述べたように、第４の実施の形態によるＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂでも、タグの所
持者もしくは適切な権限を持つ者が、２つのＲＦＩＤタグ４ａ、４ｂ同士、即ちループコ
イルアンテナ４２ａ、４２ｂ同士が重ね合わせられた状態、あるいは２つのＲＦＩＤタグ
４ａ、４ｂ同士、即ちループコイルアンテナ４２ａ、４２ｂ同士の間に距離がある状態に
なるように物理的な操作を行なうことにより、ＲＦＩＤタグリーダライタが２つのＲＦＩ
Ｄタグにアクセス不可能な状態と可能な状態とに任意に制御することができる。従って、
第１から第３の実施の形態と同様に、プライバシーを保護しつつ、利用者の意図に基づい
てタグデータの利用を可能にすることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（
ａ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグの
ＲＦＩＤタグインレイを開いた状態である。
【図２】ＲＦＩＤタグ１を折り曲げた場合と開いた場合の電磁波とアンテナの関係を説明
するための模式的斜視図であり、（ａ）は折り曲げた状態、（ｂ）は開いた状態である。
【図３】本発明の第２の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（
ａ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグの
ＲＦＩＤタグインレイを開いた状態である。
【図４】本発明の第３の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（
ａ）はＲＦＩＤタグのＲＦＩＤタグインレイを折り曲げた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグの
ＲＦＩＤタグインレイを開いた状態である。
【図５】本発明の第４の実施の形態のＲＦＩＤタグの構成を示す模式的斜視図であり、（
ａ）はＲＦＩＤタグの２個のＲＦＩＤタグインレイを重ねた状態、（ｂ）はＲＦＩＤタグ
の２個のＲＦＩＤタグインレイを離した状態である。
【図６】従来例のＲＦＩＤタグおよびＲＦＩＤタグインレイの構造と構成を示す模式図で
あり、（ａ）は構造を示す模式的上面図であり、（ｂ）は構成を示す模式的ブロック図で
ある。
【図７】ＲＦＩＤタグの動作原理を説明するための模式的斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】



(9) JP 4088797 B2 2008.5.21

10

20

　１、２、３、４、６　　ＲＦＩＤタグ
　１０、２０、３０　　ＲＦＩＤタグインレイ
　１１、２１、６１　　ＩＣチップ部
　１２、６２　　ループコイルアンテナ
　１３、３３、６３　　基板
　２２ａ、３２ａ、４２ａ　　第１のループコイルアンテナ
　２２ｂ、３２ｂ、４２ｂ　　第２のループコイルアンテナ
　２３ａ、４３ａ　　第１の基板
　２３ｂ、４３ｂ　　第１の基板
　２７　　物理的接続部
　３１ａ、４１ａ　　第１のＩＣチップ部
　３１ｂ、４１ｂ　　第２のＩＣチップ部
　４０ａ　　第１のＲＦＩＤタグインレイ
　４０ｂ　　第２のＲＦＩＤタグインレイ
　６４　　ＲＦＩＤタグリーダライタ
　９１　　電流
　９２　　電磁波
　６１１　　データ受信部
　６１２　　データ送信部
　６１３　　制御部
　６１４　　メモリ部

【図１】 【図２】
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