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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の壁と、前記第１の壁の反対側に位置された第２の壁と、を有する非導電性の筐体
と、
　前記筐体の内側に配置されたＲＦＩＤアンテナモジュールと、
　前記筐体の内側に配置された電子部品と、を備えた電子機器であって、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、
　　　立体形状に屈曲されて前記筐体の前記第１の壁および前記第２の壁に面した複数の
基板部を有するとともに、前記基板部の間に隙間が形成された絶縁基板と、
　　　前記絶縁基板の前記基板部に設けられ、電磁誘導により通信を行うループコイル状
のアンテナと、
　　　前記絶縁基板の前記基板部に設けられ、前記隙間に臨むように前記アンテナの裏側
に位置された磁性部品と、を含み、
　　　前記電子部品の少なくとも一部が前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記隙間に配
置された電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、前記電子部品が前記ＲＦＩＤアンテナモジュール
の前記磁性部品で全体的に囲まれた電子機器。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電子機器において、前記電子部品がＩＣチップである電
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子機器。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載の電子機器において、前記電子部品は、前記筐体の外の情
報を取り込むカメラであり、前記カメラは、撮像範囲を定めるレンズを有するとともに、
前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記絶縁基板および前記磁性部品に前記レンズと向か
い合う通孔が設けられた電子機器。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の電子機器において、前記隙間が前記筐
体内に開口された電子機器。
【請求項６】
　第１の壁と、前記第１の壁の反対側に位置された第２の壁と、を有する非導電性の筐体
と、
　前記筐体の内側に配置されたＲＦＩＤアンテナモジュールと、
　前記筐体の内側に配置された電子部品と、を備えた電子機器であって、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、
　　　立体形状に折り曲げられて前記筐体の前記第１の壁に面した第１の基板部と、前記
第２の壁に面した第２の基板部と、前記第１の基板部と前記第２の基板部との間に跨る第
３の基板部と、を有するとともに、前記第１の基板部と前記第２の基板部との間に前記筐
体内に開口された隙間が形成された絶縁基板と、
　　　前記絶縁基板の前記第１の基板部ないし前記第３の基板部に設けられ、電磁誘導に
より通信を行うループコイル状のアンテナと、
　　　前記絶縁基板の前記第１の基板部ないし前記第３の基板部に設けられ、前記隙間に
臨むように前記アンテナの裏側に位置された磁性部品と、を含み、
　　　前記電子部品の少なくとも一部が前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記隙間に配
置された電子機器。
【請求項７】
　実装スペースを有する非導電性の筐体と、
　前記実装スペースに配置されたＲＦＩＤアンテナモジュールと、
　前記実装スペースに配置された部品と、を備えた電子機器であって、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、
　　　立体形状に折り曲げられ、複数の基板部の間に隙間が形成された絶縁基板と、
　　　前記絶縁基板の前記基板部に設けられ、電磁誘導により通信を行うループコイル状
のアンテナと、
　　　前記アンテナの裏側に位置するように前記絶縁基板の前記基板部に設けられ、前記
隙間に臨む磁性部品と、を含み、
　　　前記部品の少なくとも一部が前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記隙間に配置さ
れた電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ＲＦＩＤアンテナモジュールを搭載した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近距離の無線通信により情報をやりとりするＲＦＩＤシステムは、例えばセキュリティ
ロックなどの認証用としてポータブルコンピュータのような電子機器に導入されている。
【０００３】
　従来のＲＦＩＤ機能を有する電子機器では、筐体の内部にＲＦＩＤアンテナモジュール
が配置されている。アンテナモジュールは、ループコイルアンテナが実装されたフラット
な絶縁基板を有している。絶縁基板は、例えば筐体の内面に沿うような姿勢で筐体の内部
に収容されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－９１７４４号公報
【特許文献２】特開２００６－１４８４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＲＦＩＤアンテナモジュールによると、電磁波による通信性能を高めるためには、アン
テナ自体の面積を大きくすることが必要である。
【０００６】
　しかしながら、アンテナ自体の面積を大きくするということは、フラットな絶縁基板の
大型化に繋がり、ＲＦＩＤアンテナモジュールをコンパクト化する上での妨げとなる。さ
らに、筐体の内部にＲＦＩＤアンテナモジュールを収める広いスペースを確保しなくては
ならず、ＲＦＩＤアンテナモジュールを設置する場所に制約が生じるのを否めない。
【０００８】
　本発明の目的は、ＲＦＩＤアンテナモジュールを収めるスペースを拡張することなく、
通信性能が良好なＲＦＩＤアンテナモジュールの実装を可能とした電子機器を得ることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態によれば、電子機器は、第１の壁と、前記第１の壁の反対側に位置された第２
の壁と、を有する非導電性の筐体と、前記筐体の内側に配置されたＲＦＩＤアンテナモジ
ュールと、前記筐体の内側に配置された電子部品と、を備えている。
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、絶縁基板、アンテナおよび磁性部品を含んでいる
。前記絶縁基板は、立体形状に屈曲されて前記筐体の前記第１の壁および前記第２の壁に
面した複数の基板部を有するとともに、前記基板部の間に隙間が形成されている。前記ア
ンテナは、前記絶縁基板の前記基板部にループコイル状に設けられ、電磁誘導により通信
を行う。前記磁性部品は、前記絶縁基板の前記基板部に設けられ、前記隙間に臨むように
前記アンテナの裏側に位置されている。前記電子部品の少なくとも一部は、前記ＲＦＩＤ
アンテナモジュールの前記隙間に配置されている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係るポータブルコンピュータの斜視図。
【図２】絶縁基板をフラットな形状に展開した状態を示すＲＦＩＤアンテナモジュールの
平面図。
【図３】図２のＦ３－Ｆ３線に沿う断面図。
【図４】絶縁基板を折り曲げた状態を示すＲＦＩＤアンテナモジュールの正面図。
【図５】絶縁基板を折り曲げた状態を示すＲＦＩＤアンテナモジュールの斜視図。
【図６】第１の実施形態において、ポータブルコンピュータに内蔵されたＲＦＩＤアンテ
ナモジュールとＲＦＩＤカードとの間で電磁波を用いた無線通信により情報がやりとりさ
れている状態を示す断面図。
【図７】第２の実施形態において、ポータブルコンピュータに内蔵されたＲＦＩＤアンテ
ナモジュールとＲＦＩＤカードとの間で電磁波を用いた無線通信により情報がやりとりさ
れている状態を示す断面図。
【図８】ＲＦＩＤアンテナモジュールで囲まれた領域にカメラモジュールを配置した第３
の実施形態に係るポータブルコンピュータの断面図。
【図９】第３の実施形態において、ＲＦＩＤアンテナモジュールとカメラモジュールのカ
メラとの位置関係を示す正面図。
【図１０】第４の実施形態において、ＲＦＩＤアンテナモジュールとカメラモジュールの
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カメラとの位置関係を示す正面図。
【図１１】第５の実施形態に係るスレート型ポータブルコンピュータの斜視図。
【図１２】第５の実施形態において、ポータブルコンピュータに内蔵されたＲＦＩＤアン
テナモジュールとＲＦＩＤカードとの間で電磁波を用いた無線通信により情報がやりとり
されている状態を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［第１の実施形態］
　以下、第１の実施形態について、図１ないし図７を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、電子機器の一例であるノート型のポータブルコンピュータ１を開示している。
ポータブルコンピュータ１は、機器本体２と、機器本体２に支持された表示部３とで構成
されている。
【００１３】
　機器本体２は、第１の筐体４を備えている。第１の筐体４は、四角い箱形であり、例え
ばＣＰＵが実装されたマザーボードおよびハードディスク駆動装置のような主要な構成要
素を収容している。
【００１４】
　第１の筐体４は、上面４ａを有している。上面４ａは、フラットなパームレスト５とキ
ーボード取り付け部６とを備えている。パームレスト５は、上面４ａの前半部において第
１の筐体４の幅方向に延びている。キーボード取り付け部６は、パームレスト５よりも凹
んだ四角い窪みであり、パームレスト５の背後に位置されている。キーボード７がキーボ
ード取り付け部６に設置されている。キーボード７は、パームレスト５に連続するように
第１の筐体４の上面４ａに露出されている。
【００１５】
　表示部３は、第２の筐体１０と表示モジュール１１とを備えている。第２の筐体１０は
、例えば合成樹脂材料のような非導電体で構成されている。第２の筐体１０は、第１の筐
体４と略同じ大きさの四角い箱形であり、前壁１２、後壁１３および周壁１４を有してい
る。前壁１２は、第１の壁の一例であって、四角い開口部１８が設けられている。後壁１
３は、第２の壁の一例であって、前壁１２に対し第２の筐体１０の厚み方向に沿う反対側
に位置されている。
【００１６】
　第１の実施形態によると、第２の筐体１０は、ディスプレイマスク１６およびディスプ
レイカバー１７を備えている。ディスプレイマスク１６は、前壁１２を含むとともに、開
口部１８を取り囲む額縁２０を構成している。ディスプレイカバー１７は、ディスプレイ
マスク１６と組み合わされて、第２の筐体１０の外郭を構成している。このため、ディス
プレイカバー１７の後壁１３は、ディスプレイマスク１６の前壁１２および開口部１８と
向かい合っている。
【００１７】
　表示モジュール１１は、第２の筐体１０に収容されている。表示モジュール１１は、フ
ラットな板状であり、画像や映像を表示する画面２１を有している。画面２１は、ディス
プレイマスク１６の開口部１８から表示部３の外に露出されている。
【００１８】
　図１に示すように、一対のヒンジ部２２ａ，２２ｂが第２の筐体１０の一端に形成され
ている。ヒンジ部２２ａ，２２ｂは、第１の筐体４の後端部に図示しないヒンジを介して
連結されている。
【００１９】
　表示部３は、ヒンジ部２２ａ，２２ｂを支点として第１の回動位置と第２の回動位置と
の間で回動可能である。第１の回動位置では、表示部３は、画面２１がパームレスト５お
よびキーボード７と向かい合うように機器本体２の上に横たわる。第２の回動位置では、
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表示部３は、パームレスト５、キーボード７および画面２１を露出させるように機器本体
２の後端部から起立する。
【００２０】
　図１に示すように、ディスプレイマスク１６の額縁２０は、第１ないし第４の縁部２０
ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄを有している。第１の縁部２０ａは、表示部３が第２の回動
位置に回動された時に、画面２１の上側で画面２１の幅方向に延びている。第２の縁部２
０ｂは、表示部３が第２の回動位置に回動された時に、画面２１の右側で画面２１の高さ
方向に延びている。第３の縁部２０ｃは、表示部３が第２の回動位置に回動された時に、
画面２１の左側で画面２１の高さ方向に延びている。第４の縁部２０ｄは、表示部３が第
２の回動位置に回動された時に、画面２１の下側で画面２１の幅方向に延びている。
【００２１】
　図６に最もよく示されるように、実装スペース２４が第２の筐体１０の内部に設けられ
ている。実装スペース２４は、額縁２０の第１の縁部２０ａとディスプレイカバー１７の
後壁１３との間で表示モジュール１１の幅方向に延びている。実装スペース２４は、第２
の筐体１０の内部で表示モジュール１１の周囲に位置されて、表示モジュール１１から外
れている。
【００２２】
　図１に示すように、一対の無線ＬＡＮ用のアンテナ３０ａ，３０ｂおよび個人認証用の
ＲＦＩＤアンテナモジュール３１が第２の筐体１０の実装スペース２４に配置されている
。アンテナ３０ａ，３０ｂは、表示部３が第２の位置に回動された時に、表示部３の上端
部に位置されるとともに、表示部３の幅方向に互いに離れている。
【００２３】
　ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、ユーザが保持するＲＦＩＤカード３２との間で電
磁波を用いた近距離の無線通信によって情報をやりとりする要素であって、アンテナ３０
ａ，３０ｂの間に介在されている。
【００２４】
　図２ないし図５に示すように、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、絶縁基板３４、ア
ンテナ３５および磁性部品３６を備えている。絶縁基板３４は、例えばポリイミドフィル
ムあるいはポリエステルフィルムのようなフレキシブルな絶縁フィルムで構成されている
。絶縁基板３４は、長辺および短辺を備えた矩形状であるとともに、表面３４ａおよび裏
面３４ｂを有している。
【００２５】
　アンテナ３５は、絶縁基板３４の表面３４ａに積層されている。アンテナ３５は、例え
ば銅箔のような金属箔あるいは導電性ペーストで構成されたアンテナパターン３７を有し
ている。アンテナパターン３７は、絶縁基板３４の長辺および短辺に沿うように絶縁基板
３４の表面３４ａの外周部にループコイル状に形成されている。すなわち、図２に示すよ
うに、アンテナパターン３７は、複数の四角いループ部３８を有している。ループ部３８
は、絶縁基板３４の中央部を取り囲むように互いに間隔を存して配線されている。隣り合
うループ部３８の間隔は、略一定である。
【００２６】
　磁性部品３６は、例えばゴムバインダーに透磁率が大きい磁性粉末を含有させたシート
状の複合素材で構成されている。磁性部品３６は、絶縁基板３４に対応した大きさを有す
る矩形状であり、絶縁基板３４の裏面３４ｂに貼り合わされている。このため、磁性部品
３６は、アンテナ３５の裏側に位置されて、アンテナ３５から発せられた電磁波３９を絶
縁基板３４の裏面３４ｂに沿うようにバイパスさせる機能を有している。
【００２７】
　図５および図６に示すように、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、絶縁基板３４の上
に定められた二つの直線Ｌ１，Ｌ２を折り目として屈曲されている。直線Ｌ１，Ｌ２は、
絶縁基板３４の長辺の方向に沿うとともに、絶縁基板３４の短辺の方向に互いに間隔を存
して平行に延びている。
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【００２８】
　絶縁基板３４は、直線Ｌ１，Ｌ２を境として第１ないし第３の基板部４０ａ，４０ｂ，
４０ｃに区分けされている。第１の基板部４０ａは、絶縁基板３４を直線Ｌ１に沿って略
直角に折り曲げることで構成されている。同様に、第２の基板部４０ｂは、絶縁基板３４
を直線Ｌ２に沿って略直角に折り曲げることで構成されている。
【００２９】
　この折り曲げにより、磁性部品３６が絶縁基板３４の曲げ方向に沿う内側に位置されて
いる。それとともに、絶縁基板３４のうち直線Ｌ１，Ｌ２の間に位置された部分が第３の
基板部４０ｃを構成している。第３の基板部４０ｃは、第１の基板部４０ａの一側縁と第
２の基板部４０ｂの一側縁との間に跨る略フラットな形状を有している。
【００３０】
　第１の基板部４０ａおよび第２の基板部４０ｂは、第３の基板部４０ｃに対し同じ方向
に折り曲げられている。したがって、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、絶縁基板３４
の第１の基板部４０ａおよび第２の基板部４０ｂが磁性部品３６を間に挟んで向かいよう
に屈曲されている。
【００３１】
　この屈曲により、第１の基板部４０ａと第２の基板部４０ｂとの間に隙間４１が形成さ
れている。隙間４１は、第３の基板部４０ｃに対応した幅寸法Ｗを有するとともに、表示
モジュール１１の外周部の端面１１ａに向けて開口されている。さらに、絶縁基板３４を
屈曲させたことで、磁性部品３６が隙間４１に面している。
【００３２】
　図２および図４に示すように、第１の基板部４０ａおよび第２の基板部４０ｂは、夫々
長辺および短辺を有する矩形状であり、本実施形態では、互いにぴったりと重なり合うよ
うな面積を有している。さらに、アンテナパターン３７のループ部３８は、第１の基板部
４０ａの長辺および短辺、第２の基板部４０ｂの長辺および短辺に沿うように配線されて
いる。
【００３３】
　図６に示すように、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１の第１の基板部４０ａは、第２の
筐体１０内の実装スペース２４で前壁１２の内面に面している。同様に、第２の基板部４
０ｂは、第２の筐体１０内の実装スペース２４で後壁１３の内面に面している。
【００３４】
　このため、第１の基板部４０ａの長辺および短辺に沿うように配線されたアンテナパタ
ーン３７は、実装スペース２４から前壁１２に向かう第１の方向を指向している。同様に
、第２の基板部４０ｂの長辺および短辺に沿うように配線されたアンテナパターン３７は
、実装スペース２４から後壁１３に向かう第２の方向を指向している。第２の方向は、第
１の方向に対する向きが第２の筐体１０の厚み方向に沿って逆となっている。
【００３５】
　この結果、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１を屈曲させたことにより、アンテナ３５が
第２の筐体１０の内側で第２の筐体１０の厚み方向に沿う複数の方向を指向している。
【００３６】
　さらに、第１の実施形態では、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、例えば接着等の手
段により前壁１２の内面又は後壁１３の内面に固定されている。
【００３７】
　図６は、ユーザがポータブルコンピュータ１に内蔵されたＲＦＩＤアンテナモジュール
３１とＲＦＩＤカード３２との間で無線通信により情報をやりとりしている状態を示して
いる。
【００３８】
　ＲＦＩＤアンテナモジュール３１に対応した位置でＲＦＩＤカード３２を第２の筐体１
０の前壁１２又は後壁１３に近づけると、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１とＲＦＩＤカ
ード３２とが電磁誘導により結合されて、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１とＲＦＩＤカ
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ード３２との間に交信用の電磁波３９が形成される。
【００３９】
　具体的には、ＲＦＩＤカード３２を第２の筐体１０の前壁１２に近付けた場合、第１の
基板部４０ａの上のアンテナ３５とＲＦＩＤカード３２との間に電磁波３９が形成される
。第１の基板部４０ａは、アンテナ３５の裏側に位置するように積層された磁性部品３６
を有するので、第１の基板部４０ａを通過した電磁波３９が磁性部品３６により遮られる
。これにより、電磁波３９が第１の基板部４０ａの面方向に沿うようにバイパスされ、第
２の筐体１０の実装スペース２４を第２の筐体１０の後壁１３に向けて通過し難くなる。
【００４０】
　一方、ＲＦＩＤカード３２を第２の筐体１０の後壁１３に近付けた場合、第２の基板部
４０ｂの上のアンテナ３５とＲＦＩＤカード３２との間に電磁波３９が形成される。第２
の基板部４０ｂは、アンテナ３５の裏側に位置するように積層された磁性部品３６を有す
るので、第２の基板部４０ｂを通過した電磁波３９が磁性部品３６により遮られる。した
がって、電磁波３９は、第２の基板部４０ｂの面方向に沿うようにバイパスされ、第２の
筐体１０の実装スペース２４を第２の筐体１０の前壁１２に向けて通過し難くなる。
【００４１】
　しかも、第１の実施形態では、第１の基板部４０ａと第２の基板部４０ｂとの間に第３
の基板部４０ｃに対応した隙間４１が確保されている。これにより、第１の基板部４０ａ
の上のアンテナ３５と第２の基板部４０ｂの上のアンテナ３５とが互いに遠ざかり、第１
の基板部４０ａのアンテナ３５と第２の基板部４０ｂのアンテナ３５との間での交信磁界
の干渉を回避することができる。
【００４２】
　よって、交信磁界が打ち消されないようにして、第２の筐体１０の前壁１２の側および
後壁１３の側の双方で無線通信を行えるとともに、良好な通信性能を得ることができる。
【００４３】
　さらに、第１の実施形態によると、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、二つの直線Ｌ
１，Ｌ２を折り目として三次元的な立体形状に屈曲されている。このため、例えば通信に
寄与する第１の基板部４０ａおよび第２の基板部４０ｂの個々の面積が従来のフラットな
ＲＦＩＤアンテナモジュールの面積と同じであると仮定すれば、ＲＦＩＤアンテナモジュ
ール３１の絶縁基板３４を平面的に展開した時の絶縁基板３４の面積を従来よりも拡張す
ることができる。
【００４４】
　したがって、アンテナ３５を構成するループ部３８の間隔を広げることができる。それ
とともに、第１および第２の基板部４０ａ，４０ｂの長辺、短辺に沿うアンテナパターン
３７の全長を長くして、アンテナパターン３７で規定されるアンテナ３５の開口面積を広
げることができる。
【００４５】
　この結果、電磁誘導によりアンテナ３５に発生する電磁力が強くなって、アンテナ３５
の利得を高めることができるとともに、交信距離を確保する上においても有利な構成とな
る。
【００４６】
　加えて、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１を立体的に折り曲げたことで、第１ないし第
３の基板部４０ａ，４０ｂ，４０ｃの専有面積を少なく抑えて、ＲＦＩＤアンテナモジュ
ール３１をコンパクト化することができる。よって、第２の筐体１０の内部の実装スペー
ス２４を拡張することなく、通信性能が良好なＲＦＩＤアンテナモジュール３１を実装ス
ペース２４に配置することができる。
【００４７】
　ＲＦＩＤアンテナモジュールの形状は第１の実施形態に限定されるものではない。例え
ば、第３の基板部を滑らかな円弧を描くように湾曲させてもよい。
【００４９】
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［第２の実施形態］
　図７は、第２の実施形態を開示している。
【００５０】
　第２の実施形態は、電磁波をバイパスさせる磁性部品に関する事項が第１の実施形態と
相違している。それ以外のＲＦＩＤアンテナモジュールおよびポータブルコンピュータの
構成は、第１の実施形態と同様である。このため、第２の実施形態において、第１の実施
形態と同一の構成部分には同一の参照符号を付して、その説明を省略する。
【００５１】
　図７に示すように、絶縁基板３４の裏面３４ｂに積層された磁性部品５０は、第１のシ
ート部５１と第２のシート部５２とに分割されている。第１のシート部５１は、第１の基
板部４０ａに対応した大きさを有する矩形状である。第１のシート部５１は、第１の基板
部４０ａに貼り付けられて、第１の基板部４０ａの上のアンテナ３５の裏側に位置されて
いる。
【００５２】
　第２のシート部５２は、第２の基板部４０ｂに対応した大きさを有する矩形状である。
第２のシート部５２は、第２の基板部４０ｂに貼り付けられて、第２の基板部４０ｂの上
のアンテナ３５の裏側に位置されている。
【００５３】
　この結果、第１のシート部５１および第２のシート部５２は、隙間４１に面した状態で
互いに間隔を存して向かい合っている。
【００５４】
　第２の実施形態によると、電磁波３９をバイパスさせる磁性部品５０が、第１の基板部
４０ａに対応した第１のシート部５１と、第２の基板部４０ｂに対応した第２のシート部
５２とに分割されている。言い換えると、第１のシート部５１と第２のシート部５２との
間に絶縁基板３４の第３の基板部４０ｃが介在され、第３の基板部４０ｃにより第１のシ
ート部５１が第２のシート部５２から切り離されている。
【００５５】
　したがって、磁性部品５０に柔軟性は要求されず、例えば磁性部品５０として磁性粉末
を焼き固めたセラミック系材料を用いることができる。よって、磁性部品５０の材質を選
定する上での自由度が増大する利点がある。
【００５６】
［第３の実施形態］
　図８および図９は、第３の実施形態を開示している。
【００５７】
　第３の実施形態は、第２の筐体１０の内部の実装スペース２４に、ＲＦＩＤアンテナモ
ジュール３１と一緒にカメラモジュール６０を配置した点が第１の実施形態と相違してい
る。カメラモジュール６０を除くＲＦＩＤアンテナモジュール３１およびポータブルコン
ピュータ１の構成は、基本的に第１の実施形態と同様である。このため、第３の実施形態
において、第１の実施形態と同一の構成部分には同一の参照符号を付して、その説明を省
略する。
【００５８】
　カメラモジュール６０は、電子部品の一例であって、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１
の第１の基板部４０ａと第２の基板部４０ｂとの間の隙間４１に収容されている。図８お
よび図９に示すように、カメラモジュール６０は、モジュール基板６１、Ｗｅｂカメラ６
２および複数のＩＣチップ６３を備えている。
【００５９】
　モジュール基板６１は、表示モジュール１１の幅方向に延びる細長いプリント配線板で
構成され、図示しないホルダーを介して隙間４１に保持されている。モジュール基板６１
は、第１の面６１ａおよび第２の面６１ｂを有している。第１の面６１ａは、ＲＦＩＤア
ンテナモジュール３１の第１の基板部４０ａと向かい合っている。第２の面６１ｂは、第
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１の面６１ａの裏側に位置されて、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１の第２の基板部４０
ｂと向かい合っている。このため、モジュール基板６１は、絶縁基板３４の第１ないし第
３の基板部４０ａ，４０ｂ，４０ｃによって取り囲まれている。
【００６０】
　Ｗｅｂカメラ６２は、モジュール基板６１の第１の面６１ａに半田付け等の手段により
実装されて、モジュール基板６１の長手方向に沿う一端部６１ｃに位置されている。Ｗｅ
ｂカメラ６２は、撮像範囲を定める前面レンズ６４と、前面レンズ６４を透過した光を受
ける撮像素子６５とを有している。前面レンズ６４は、第１の基板部４０ａを指向してい
る。
【００６１】
　ＩＣチップ６３は、Ｗｅｂカメラ６２の動作を制御するための要素であり、モジュール
基板６１の第１の面６１ａおよび第２の面６１ｂに実装されている。
【００６２】
　図８に示すように、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１は、Ｗｅｂカメラ６２の前面レン
ズ６４に対応した位置に通孔６６を有している。通孔６６は、第１の基板部４０ａおよび
第１の基板部４０ａに積層された磁性部品３６を貫通する孔であり、前面レンズ６４と向
かい合っている。
【００６３】
　さらに、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１に開口された通孔６６は、第２の筐体１０の
前壁１２に開けたカメラ窓６７と向かい合っている。カメラ窓６７は、光透過性を有する
レンズカバー６８で塞がれている。
【００６４】
　第３の実施形態によると、三次元的な立体形状に折り曲げられたＲＦＩＤアンテナモジ
ュール３１で囲まれた領域にカメラモジュール６０を配置できる。そのため、第２の筐体
１０の内部の実装スペース２４にカメラモジュール６０を配置する専用の領域を確保する
必要はない。よって、ＬＡＮ用のアンテナ３０ａ，３０ｂを収めるスペースを減らすこと
なく、第２の筐体１０にカメラモジュール６０を搭載することが可能となる。
【００６５】
　さらに、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１の磁性部品３６でカメラモジュール６０を取
り囲むことができる。これにより、磁性部品３６が有する磁気特性を利用してカメラモジ
ュール６０のノイズ対策および静電気対策を実行することができる。
【００６６】
　加えて、例えばＩＣチップ６３をモジュール基板６１に接合する半田のような金属部分
がモジュール基板６１の上に露出していても、カメラモジュール６０とアンテナ３５との
間に介在された磁性部品３６がアンテナ３５に生じた電磁波３９をシールドする。よって
、電磁波３９が金属部分を貫通するのを回避でき、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１の通
信性能を良好に維持することができる。
【００６７】
［第４の実施形態］
　図１０は、第４の実施形態を開示している。
【００６８】
　第４の実施形態は、カメラモジュール６０とＲＦＩＤアンテナモジュール３１との位置
関係が第３の実施形態と相違している。
【００６９】
　具体的には、モジュール基板６１の一端部６１ｃが第１の基板部４０ａと第２の基板部
４０ｂとの間の隙間４１から第２の筐体１０の内部の実装スペース２４に突出されている
。これにより、Ｗｅｂカメラ６２は、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１で囲まれることな
く実装スペース２４に露出されている。Ｗｅｂカメラ６２の前面レンズ６４は、実装スペ
ース２４で第２の筐体１０のレンズカバーと向かい合っている。
【００７０】
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　第４の実施形態によれば、ＲＦＩＤアンテナモジュール３１の絶縁基板３４に前面レン
ズ６４と向かい合う孔を開ける必要はない。このため、絶縁基板３４に孔を開ける格別な
作業を省略できるとともに、絶縁基板３４の強度を確保する上でも好都合となる。
【００７１】
［第５の実施形態］
　図１１および図１２は、第５の実施形態を開示している。
【００７２】
　第５の実施形態では、タブレット型のポータブルコンピュータ７０を電子機器の一例と
している。ポータブルコンピュータ７０は、筐体７１および表示モジュール７２を主要な
構成要素として備えている。
【００７３】
　筐体７１は、フラットな四角い箱形であり、ベース７３と保護パネル７４とを備えてい
る。ベース７３は、例えば合成樹脂材料のような非導電体で構成されている。ベース７３
は、周壁７５および底壁７６を有している。周壁７５は、第１の壁の一例であって、第１
ないし第４の辺部７５ａ，７５ｂ，７５ｃ，７５ｄを有する四角い枠形である。周壁７５
は、第１ないし第４の辺部７５ａ，７５ｂ，７５ｃ，７５ｄで囲まれた第１の開口部７８
および第２の開口部７９を有している。底壁７６は、周壁７５の第１の開口部７８を覆っ
ている。
【００７４】
　保護パネル７４は、ガラスあるいは合成樹脂材料のような非導電体で構成されている。
保護パネル７４は、第２の壁の一例であって、四角い透明な表示領域８０と、不透明なマ
スク部８１とを有している。マスク部８１は、表示領域８０を取り囲んだ第１ないし第４
の縁部８１ａ，８１ｂ，８１ｃ，８１ｄを有している。保護パネル７４は、周壁７５の第
２の開口部７９を覆っている。保護パネル７４のマスク部８１は、周壁７５の第１ないし
第４の辺部７５ａ，７５ｂ，７５ｃ，７５ｄに対し直交するような姿勢で周壁７５と隣り
合っている。
【００７５】
　したがって、保護パネル７４は、ベース７３と協働して筐体７１の外郭を構成している
。
【００７６】
　図１２に示すように、表示モジュール７２は、筐体７１に収容されている。表示モジュ
ール７２は、画像や映像を表示する画面８２を有している。画面８２は、保護パネル７４
の下方に位置されている。
【００７７】
　さらに、手書き入力機能を有するタッチパネル８３が保護パネル７４と表示モジュール
７２の画面８２との間に介在されている。タッチパネル８３は、保護パネル７４の裏面に
接着されている。
【００７８】
　図１２に示すように、実装スペース８５が筐体７１の内部に設けられている。第５の実
施形態によると、実装スペース８５は、周壁７５の第１の辺部７５ａ、底壁７６および保
護パネル７４の第１の縁部８１ａとで囲まれた領域である。実装スペース８５は、表示モ
ジュール７２の周囲に位置されて、表示モジュール７２から外れている。
【００７９】
　個人認証用のＲＦＩＤアンテナモジュール９０が筐体７１の実装スペース８５に配置さ
れている。ＲＦＩＤアンテナモジュール９０は、ユーザが保持するＲＦＩＤカード９１と
の間で電磁波を用いた近距離の無線通信によって情報をやりとりする要素である。
【００８０】
　ＲＦＩＤアンテナモジュール９０は、絶縁基板９２、アンテナ９３および磁性部品９４
を備えている。絶縁基板９２は、フレキシブルな絶縁フィルムで構成されているとともに
、長辺および短辺を備えた矩形状である。
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【００８１】
　アンテナ９３は、絶縁基板９２の表面に積層されている。アンテナ９３は、アンテナパ
ターン９５を有している。アンテナパターン９５は、絶縁基板９２の長辺および短辺に沿
うように絶縁基板９２の表面の外周部にループコイル状に形成されている。
【００８２】
　磁性部品９４は、第１の実施形態と同様のシート状の複合素材で構成されている。磁性
部品９４は、絶縁基板９２に対応した大きさを有する矩形状であり、絶縁基板９２の裏面
に貼り合わされている。このため、磁性部品９４は、アンテナ９３の裏側に位置されて、
アンテナ９３から発せられた電磁波９６を絶縁基板９２の裏面に沿うようにバイパスさせ
る機能を有している。
【００８３】
　ＲＦＩＤアンテナモジュール９０は、絶縁基板９２の上に定められた一つの直線Ｌ３を
折り目として屈曲されている。直線Ｌ３は、絶縁基板９２の中央を通って絶縁基板９２の
長辺の方向に延びている。
【００８４】
　絶縁基板９２は、直線Ｌ３を境として第１の基板部９７ａおよび第２の基板部９７ｂに
区分けされている。第１および第２の基板部９７ａ，９７ｂは、絶縁基板９２を直線Ｌ３
に沿って略直角に折り曲げることで構成されている。この折り曲げにより、磁性部品９４
が絶縁基板９２の曲げ方向に沿う内側に位置されている。
【００８５】
　ＲＦＩＤアンテナモジュール９０の第１の基板部９７ａは、筐体７１内の実装スペース
８５で周壁７５の第１の辺部７５ａの内面に面している。第２の基板部９７ｂは、筐体７
１内の実装スペース８５で保護パネル７４の第１の縁部８１ａの内面に面している。
【００８６】
　このため、第１の基板部９７ａの上に位置されたアンテナパターン９５は、実装スペー
ス８５から周壁７５の第１の辺部７５ａに向かう第１の方向を指向している。第２の基板
部９７ｂの上に位置されたアンテナパターン９５は、実装スペース８５から保護パネル７
４の第１の縁部８１ａに向かう第２の方向を指向している。第２の方向は、第１の方向に
対し略直した向きとなっている。
【００８７】
　したがって、ＲＦＩＤアンテナモジュール９０を屈曲させたことで、アンテナ９３は筐
体７１の実装スペース８５で互いに異なる複数の方向を指向している。
【００８８】
　図１２に示すように、ＲＦＩＤカード９１を周壁７５の第１の辺部７５ａに近付けた場
合、第１の基板部９７ａの上のアンテナ９３とＲＦＩＤカード９１との間に電磁波９６が
形成される。第１の基板部９７ａは、アンテナ９３の裏側に位置するように積層された磁
性部品９４を有するので、第１の基板部９７ａを通過した電磁波９６は、磁性部品９４に
より第１の基板部９７ａの面方向に沿うようにバイパスされる。
【００８９】
　ＲＦＩＤカード９１を保護パネル７４の第１の縁部８１ａに近付けた場合、第２の基板
部９７ｂの上のアンテナ９３とＲＦＩＤカード９１との間に電磁波９６が形成される。第
２の基板部９７ｂは、アンテナ９３の裏側に位置するように積層された磁性部品９４を有
するので、第２の基板部９７ｂを通過した電磁波３９は、磁性部品９４により第２の基板
部９７ｂの面方向に沿うようにバイパスされる。
【００９０】
　この結果、第１の基板部９７ａの上のアンテナ９３と第２の基板部９７ｂの上のアンテ
ナ９３との間での交信磁界の干渉を回避することができる。よって、交信磁界が打ち消さ
れないようにして、筐体７１の周壁７５の側および保護パネル７４の側の双方で無線通信
を行えるとともに、良好な通信性能を得ることができる。
【００９１】
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　さらに、ＲＦＩＤアンテナモジュール９０は、直線Ｌ３を折り目として三次元的な立体
形状に屈曲されている。このため、前記第１の実施形態と同様に、第１および第２の基板
部９７ａ，９７ｂｃの専有面積を少なく抑えて、ＲＦＩＤアンテナモジュール９０をコン
パクト化することができる。したがって、筐体７１の内部の実装スペース８５を拡張する
ことなく、通信性能が良好なＲＦＩＤアンテナモジュール９０を実装スペース８５に配置
できる。
【００９２】
　第１のないし第５の実施形態では、ポータブルコンピュータを電子機器の一例として説
明したが、電子機器はポータブルコンピュータに限らず、例えば液晶テレビでも同様に実
施可能である。
【００９３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］フレキシブルな絶縁基板と、
　前記絶縁基板に設けられ、電磁誘導により通信を行うループコイル状のアンテナと、
　前記絶縁基板に設けられ、前記アンテナの裏側に位置された磁性部品と、を含み、
　前記絶縁基板が屈曲されて、前記アンテナが複数の方向を指向するように構成されたＲ
ＦＩＤアンテナモジュール。
［２］［１］の記載において、前記絶縁基板は、第１の方向を指向する第１の基板部と、
前記第１の方向と異なる第２の方向を指向する第２の基板部と、を備え、前記第１の基板
部および前記第２の基板部に前記アンテナが形成されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［３］［２］の記載において、前記第１の基板部および前記第２の基板部は、夫々長辺お
よび短辺を有する矩形状であり、前記アンテナが前記長辺および前記短辺に沿うように配
線されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［４］［３］の記載において、前記絶縁基板は、前記第１の基板部および前記第２の基板
部が前記磁性部品を間に挟んで向かい合うように屈曲されたＲＦＩＤアンテナモジュール
。
［５］［４］の記載において、前記第１の基板部と前記第２の基板部との間に前記磁性部
品が臨む隙間が形成されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［６］［４］又は［５］の記載において、前記アンテナは、コイル状に巻回された複数の
アンテナパターンを有し、前記アンテナパターンが前記第１の基板部および前記第２の基
板部に互いに間隔を存して配線されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［７］［１］の記載において、前記絶縁基板は、第１の方向を指向する第１の基板部と、
前記第１の方向と異なる第２の方向を指向する第２の基板部と、前記第１の基板部と前記
第２の基板部との間に跨る第３の基板部と、を備え、前記第１の基板部ないし前記第３の
基板部に前記アンテナが形成されているとともに、前記第１の基板部と前記第２の基板部
との間に前記磁性部品が面する隙間が形成されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［８］［７］の記載において、前記絶縁基板は、前記第１の基板部および前記第２の基板
部が前記隙間を介して互いに向かい合うように屈曲されたＲＦＩＤアンテナモジュール。
［９］［７］又は［８］の記載において、前記磁性部品は、前記第１の基板部に積層され
た第１のシート部と、前記第２の基板部に積層された第２のシート部と、に分割されたＲ
ＦＩＤアンテナモジュール。
［１０］非導電性を有する筐体と、
　前記筐体の内側に配置されたＲＦＩＤアンテナモジュールと、を備えた電子機器であっ
て、
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　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、
　　　フレキシブルな絶縁基板と、
　　　前記絶縁基板に設けられ、電磁誘導により通信を行うループコイル状のアンテナと
、
　　　前記絶縁基板に設けられ、前記アンテナの裏側に位置された磁性部品と、を含み、
　　　前記絶縁基板が屈曲されて、前記アンテナが前記筐体内で複数の方向を指向するよ
うに構成された具備した電子機器。
［１１］［１０］の記載において、前記筐体は、第１の壁と、前記第１の壁と隣り合う第
２の壁と、を有し、前記第１の壁および前記第２の壁は、互いに協働して前記筐体の外郭
を構成するとともに、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記絶縁基板は、前記第１の壁に面した第１の基板
部と、前記第２の壁に面した第２の基板部と、を含み、前記第１の基板部および前記第２
の基板部に前記アンテナが形成された電子機器。
［１２］［１０］の記載において、前記筐体は、第１の壁と、前記第１の壁の反対側に位
置された第２の壁と、を有し、前記第１の壁および前記第２の壁は、互いに協働して前記
筐体の外郭を構成するとともに、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記絶縁基板は、前記第１の壁に面した第１の基板
部と、前記第２の壁に面した第２の基板部と、を含み、前記第１の基板部および前記第２
の基板部に前記アンテナが形成された電子機器。
［１３］［１２］の記載において、前記第１の基板部と前記第２の基板部との間に前記磁
性部品が臨む隙間が形成された電子機器。
［１４］［１３］の記載において、前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記隙間に配置さ
れた電子部品をさらに備えた電子機器。
［１５］［１４］の記載において、前記電子部品が前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの前
記磁性部品で囲まれた電子機器。
［１６］［１４］又は［１５］の記載において、前記電子部品は、前記筐体の外の情報を
取り込むカメラであり、前記カメラは、撮像範囲を定めるレンズを有するとともに、前記
ＲＦＩＤアンテナモジュールの前記絶縁基板および前記磁性部品に前記レンズと向かい合
う通孔が設けられた電子機器。
［１７］非導電性を有する筐体と、
　前記筐体に収容された表示モジュールと、
　前記表示モジュールの周囲に位置するように前記筐体内に配置されたＲＦＩＤアンテナ
モジュールと、を備えた電子機器であって、
　前記ＲＦＩＤアンテナモジュールは、
　　　フレキシブルな絶縁基板と、
　　　前記絶縁基板に設けられ、電磁誘導により通信を行うループコイル状のアンテナと
、
　　　前記絶縁基板に設けられ、前記アンテナの裏側に位置された磁性部品と、を含み、
　　　前記絶縁基板が屈曲されて、前記アンテナが前記表示モジュールの周囲で複数の方
向を指向するように構成された電子機器。
［１８］［１７］の記載において、前記表示モジュールの外周部と前記筐体との間に前記
表示モジュールから外れた実装スペースが形成され、前記ＲＦＩＤアンテナモジュールの
前記絶縁基板が前記実装スペースに収容された電子機器。
【符号の説明】
【００９４】
　１０…筐体（第２の筐体）、１２…第１の壁（前壁）、１３…第２の壁（後壁）、２４
…実装スペース、３１…ＲＦＩＤアンテナモジュール、３４…絶縁基板、３５…アンテナ
、３６…磁性部品、４０ａ…第１の基板部、４０ｂ…第２の基板部、４０ｃ…第３の基板
部、４１…隙間、６０…電子部品（カメラモジュール）。
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