
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平面状に巻回された空芯コイルと、前記空芯コイルの平面とほぼ平行となるように前記空
芯コイルに挿入された単一の板状の磁芯とを具備することを特徴とするデータキャリア用
アンテナ。
【請求項２】
平面状に巻回された空芯コイルと、それぞれの軸が互いに所定の角度となるように前記空
芯コイルに前記空芯コイルの平面とほぼ平行となるよう挿入された複数の板状の磁芯とを
具備することを特徴とするデータキャリア用アンテナ。
【請求項３】
第一の基板に形成された第一の導線パターンと、
第二の基板に形成された第二の導線パターンと、
前記第一及び第二の基板の前記導線パターンが形成された面とは反対の面に接するように
して両基板の間に挟まれた板状の磁芯と、
前記第一及び第二の基板に設けられたスルーホールを介して、前記第一及び第二の導線パ
ターンの対応する電極同士を電気的に接続することによって前記磁芯を内部に含むコイル
を形成する接続部と、
を有することを特徴とするデータキャリア用アンテナ。
【請求項４】
第一の基板に形成された第一の導線パターンと、
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第二の基板に形成された第二の導線パターンと、
前記第一及び第二の基板の前記導線パターンが形成された面に接するようにして両基板の
間に挟まれた板状の磁芯と、
前記第一及び第二の導線パターンの対応する電極同士を電気的に接続することによって前
記磁芯を内部に含むコイルを形成する接続部と、
を有することを特徴とするデータキャリア用アンテナ。
【請求項５】
前記磁芯はアモルファス金属製であることを特徴とする請求項１，２，３又は４記載のデ
ータキャリア用アンテナ。
【請求項６】
前記磁芯は一方向性珪素鋼製であり、前記磁芯のゴス方位が前記空芯コイルの軸芯方向を
向くように配置されていることを特徴とする請求項１，２，３又は４記載のデータキャリ
ア用アンテナ。
【請求項７】
請求項１，２，３，４，５又は６記載のデータキャリア用アンテナを内部に含むことを特
徴とするデータキャリア。
【請求項８】
平面状に巻回された空芯コイルに板状磁芯を挿入し、前記空芯コイルおよび前記板状磁芯
を板状保持部材で挟持することを特徴とするデータキャリア用アンテナの製造方法。
【請求項９】
前記板状保持部材は、ラミネート用プラスチックフィルムからなることを特徴とする請求
項８記載のデータキャリア用アンテナの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、親機との間で無線で信号の授受を行うデータキャリア及びこのデータキャリア
に用いられるデータキャリア用アンテナに関連する。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＣチップをクレジットカード大のプラスチック製カードに埋め込んだデータキャリア（
子機）と、このデータキャリアに無線でアクセスしてデータのやり取りをする親機からな
るデータキャリアシステムが普及しつつある。このようなシステムは、非接触型ＩＤカー
ドとして鉄道の定期券などでの利用が意図されているほか、物流分野において輸送すべき
個々の貨物を的確に識別したり、また、各種メーカーが製品在庫を管理する場合などにも
利用される。
【０００３】
たとえば、製品の在庫管理に利用する場合であれば、識別したい個々の製品に、その製品
に関する情報を書き込んだデータキャリアを貼り付けて倉庫の所定の棚などに格納する。
各棚には親機が設置されており、製品が格納されると、親機は製品に貼り付けられたデー
タキャリアにアクセスしてその情報を読み取り、その情報をネットワークを介して中央の
コンピュータなどに送る。中央のコンピュータにはデータベースが構築され、そこで一括
して各製品の在庫管理が行われる。このようなシステムが導入されると、必要な製品の有
無、格納場所、製造年月日を直ちに知ることができる、希望する製品を直ちに入手できる
、不要な在庫を抑えることができる、製品の紛失が有効に防止できる、在庫管理に要する
人員を削減できるなど、種々の利点が得られる。
【０００４】
データキャリアと親機との間では信号の授受を無線で行うので、データキャリアには、電
磁波の送信及び受信を行うためのアンテナが必要となる。このようなデータキャリア用の
アンテナの一例が、特開平１０－７５１１３号公報（発明の名称「トランスポンダ用アン
テナ及びトランスポンダ」）において開示されている。
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【０００５】
前記公開公報において開示されているデータキャリア用のアンテナは、金属薄板を積層し
た磁芯に導線を巻いた板状アンテナコイル二つと、渦巻き状に導線を巻いた空芯アンテナ
コイル一つの合計三つのアンテナコイルから構成されている。二つの板状アンテナコイル
は、たとえば各アンテナコイルの軸方向がそれぞれｘ軸方向、ｙ軸方向となるよう相互に
直交して配置され、空芯アンテナコイルは、そのコイルの軸方向がｚ軸方向となるように
配置されている。このような配置で各アンテナコイルが設けられていると、空芯コイルは
データキャリアの面と垂直な方向の磁界によってデータの送受信を行い、二つの板状アン
テナコイルはデータキャリアの面と平行な方向の磁界によってデータの送受信を行う。こ
のように、二つの板状アンテナコイルを設けることによって、例えば定期券などとして利
用されているデータキャリアの板面に硬貨やアルミ箔などが平行に重なったとしても、デ
ータの送受信への影響は生じにくくなる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記公開公報において開示されているデータキャリア用のアンテナは、ｘ軸、
ｙ軸、ｚ軸の三軸いずれの磁界によってもデータの送受信ができるように、三つのアンテ
ナコイルを設ける必要がある。しかしながら、製造工程を少なく抑え、量産効果によって
個々のデータキャリアの価格を引き下げてデータキャリアシステムの幅広い普及を図ろう
としている現状では、アンテナコイルを三つ必要とすることは、コスト的に不利となる。
【０００７】
また、上記公開公報において開示されている二つの板状アンテナコイルは、積層されてい
るとはいえ非常に薄い金属薄板に導線を巻くことが必要となるため、製造作業が困難とな
る。
本発明は、上記事情に基づいてなされたものであり、実用上必要とされる最低限の性能を
維持しながらアンテナコイル数をより少なくすることができ、しかもそのアンテナコイル
を容易に製造できるデータキャリア用アンテナ及びこれを用いたデータキャリアを提供す
ることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するための請求項１記載の発明に係るデータキャリア用アンテナは、平
面状に巻回された空芯コイルと、前記空芯コイルの平面とほぼ平行となるように前記空芯
コイルに挿入された単一の板状の磁芯とを具備することを特徴とする。
【０００９】
請求項２記載の発明に係るデータキャリア用アンテナは、平面状に巻回された空芯コイル
と、それぞれの軸が互いに所定の角度となるように前記空芯コイルに前記空芯コイルの平
面とほぼ平行となるよう挿入された複数の板状の磁芯とを具備することを特徴とする。
請求項３記載の発明に係るデータキャリア用アンテナは、第一の基板に形成された第一の
導線パターンと、第二の基板に形成された第二の導線パターンと、前記第一及び第二の基
板の前記導線パターンが形成された面とは反対の面に接するようにして両基板の間に挟ま
れた板状の磁芯と、前記第一及び第二の基板に設けられたスルーホールを介して、前記第
一及び第二の導線パターンの対応する電極同士を電気的に接続することによって前記磁芯
を内部に含むコイルを形成する接続部と、を有することを特徴とする。
【００１０】
請求項４記載の発明に係るデータキャリア用アンテナは、第一の基板に形成された第一の
導線パターンと、第二の基板に形成された第二の導線パターンと、前記第一及び第二の基
板の前記導線パターンが形成された面に接するようにして両基板の間に挟まれた板状の磁
芯と、前記第一及び第二の導線パターンの対応する電極同士を電気的に接続することによ
って前記磁芯を内部に含むコイルを形成する接続部と、を有することを特徴とする。
【００１１】
請求項５記載の発明に、請求項１，２，３又は４記載の発明において、前記磁芯はアモル
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ファス金属製であることを特徴とする。
請求項６記載の発明は、請求項１，２，３又は４記載の発明において、前記磁芯は一方向
性珪素鋼製であり、前記磁芯のゴス方位が前記空芯コイルの軸芯方向を向くように配置さ
れていることを特徴とする。
【００１２】
請求項７記載の発明に係るデータキャリアは、請求項１，２，３，４，５又は６記載のデ
ータキャリア用アンテナを内部に含むことを特徴とする。
請求項８記載の発明に係るデータキャリア用アンテナの製造方法は、平面状に巻回された
空芯コイルに板状磁芯を挿入し、前記空芯コイルおよび前記板状磁芯を板状保持部材で挟
持することを特徴とする。
【００１３】
請求項９記載の発明は、請求項８記載の発明において、前記板状保持部材は、ラミネート
用プラスチックフィルムからなることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下に図面を参照して発明の実施の形態について説明する。
まず、本発明の第一実施形態について説明する。図１は、第一実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図、図２は、図１に示したデータキャリア用アンテナを長手方向に切っ
た断面図である。
【００１５】
図１において、コイル１０は、電気抵抗の小さい銅などからなる導線を所定回数巻いて得
られる空芯コイルである。このようなコイルは数多く市販されており、設計上の要求に応
じて適当なものを選択することができる。磁芯１１は、アモルファスシート１１ａを所定
の寸法に裁断し、その回りに絶縁シート１１ｂを巻回して得られる。ＲＦＩＤモジュール
１２は、メモリ、送受信回路、その他の必要な電気回路がＩＣ上に集積された１チップモ
ジュールであり、電極１２ａ，１２ｂにおいてコイル１０の両端と接続されている。なお
、絶縁シート１１ｂは本発明に必須のものではないが、これをアモルファスシート１１ａ
の周囲に巻いておけば、アモルファスシートの端部の鋭いエッジによってコイル１１の導
線の絶縁被覆が剥がされるのを防ぐことができ、導線同士の短絡、あるいは導線とアモル
ファスシートとの短絡を確実に防止できる。アモルファスシート１１ａとしては、例えば
、前記公開公報に記載されているＣｏ－Ｆｅ－Ｎｉ－Ｂ－Ｓｉ系アモルファス磁性材料な
どを用いることができる。
【００１６】
コイル１０は、図１に示すように、その内径が磁芯１１の幅よりも大きいものを選ぶこと
により、磁芯１１のコイル１０への挿入が容易になる。したがって、簡単にデータキャリ
ア用アンテナを製造することができる。前記公開公報に開示されているデータキャリア用
のアンテナは、金属薄板を積層した磁芯に導線を巻いたものであるが、金属の薄い板に導
線を巻回する作業は熟練を要し、また時間もかかり、このことがデータキャリアのコスト
を押し上げる。これに対し、本実施形態の場合、かかる作業が不要なため、作業性が向上
し、コストも低く抑えることができる。
【００１７】
磁芯１１をコイル１０に挿入すると、コイル１０と磁芯１１の厚みにより、図２に示すよ
うにコイル面と磁芯の面とは平行にならない。この状態で、ＲＦＩＤモジュール１２をも
含めて、全体を保護用プラスチックフィルムでラミネート加工する。こうしてデータキャ
リアが形成される。このラミネート加工の際、主としてコイル１０と磁芯１１が接する部
分に加圧しながら加熱し、磁芯１１を撓ませ、最終的にこの形状を固定させる。その結果
、図３に示すように部分的に多少の凹凸があるものの、全体としては平面的な形状に整え
られ、これによりアンテナを内部に備えたカード状のデータキャリア１３が得られる。な
お、図３では、保護用プラスチックフィルムを省略してある。
【００１８】
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コイル１０と磁芯１１が、図３に示すように配置されていると、アモルファスシート１１
ａの長手方向が同図のｘ軸と一致するので、ｘ軸方向の磁界はアモルファスシート１１ａ
に導かれ、コイル１０を貫く。また、アモルファスシート１１ａは、ｚ軸方向（図３の紙
面に垂直な方向）においてある程度の厚みを有するため、コイル１０の内側だけを考える
と、磁界を導く磁芯が存在すると考えられる。したがって、コイル１０の内側の磁芯部分
においては、ｚ軸方向の磁界もコイル１０を貫いている。また、図１に示すように、コイ
ル１０は環状であるため、コイル１０の内側の部分と磁芯１１との間にはある程度の隙間
があり、この部分においてもｚ軸方向の磁界がコイル１０を貫く。以上より、ｘ軸方向の
磁界とｚ軸方向の磁界がコイル１０を貫くことになり、これらの方向の成分を有する磁界
によって、親機との間で信号の授受を行うことが可能となる。データキャリアは親機に対
して様々な方向を向いている可能性があるが、このように、一つのコイルからなるデータ
キャリア用アンテナで、複数の方向の磁界に対応できるので、データキャリアからみると
、親機と通信できる角度範囲が広がる。
【００１９】
また、本実施形態のデータキャリア用アンテナは、磁芯の軸方向がデータキャリアの面と
平行であるため、次のような利点がある。従来から最も一般的に用いられているアンテナ
が空芯コイルだけからなるデータキャリアの場合、図４に示すように、データキャリアを
貼り付ける被検査物１４が金属ケース１５で覆われている場合や、少なくともデータキャ
リアを貼り付ける面が金属で覆われているような場合は、親機のアンテナコイル１６から
出る磁束がこの金属ケース１５に捕捉されてデータキャリア内のコイルに十分に届かず、
親機とデータキャリアとの間で通信できなくなる場合があった。これに対し本実施形態の
データキャリア１３の場合は、図４に示すように、磁芯１１が、貼り付け面と平行な面（
データキャリアの面）内において一つの方向に強い磁気特性を持つため、親機のアンテナ
コイル１６から出る磁束が金属ケース１５に平行に磁芯１１に入射し、データキャリア１
３のコイル１０に十分な交番磁界を発生させることができる。したがって、金属製の電柱
、マンホールの蓋、金属ケース、金属製のドア等の金属で覆われた部分に貼り付けても十
分な情報伝達距離を持ったデータキャリアを提供することができる。
【００２０】
次に、本発明の第二実施形態について説明する。図５は、第二実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図である。同図において、図１に示したものと同一の部分については同
一符号を付してある。本実施形態のデータキャリア用アンテナは、コイル２０を正方形も
しくは長方形にした点が、第一実施形態と異なる。本実施形態の場合も、ｘ軸方向及びこ
れと垂直なｚ軸方向（図５の紙面に垂直な方向）の成分を有する磁界によって親機との間
で信号の授受を行うことが可能である点は、第一実施形態と同様である。
【００２１】
更に、本実施形態では、コイル２０の形状を四角形としたことによって、次のような効果
が得られる。第一実施形態では、コイルは環状であり、これに長方形の磁芯１１を挿入し
たとき、ラミネート加工を行う前の段階ではコイルの内径と磁芯１１はいくつかの「点」
で接する。これに対し、本実施形態では、コイル２０に長方形の磁芯１１を挿入した後ラ
ミネート加工を行う前の段階で、コイル２０は、その内径を構成する二つの辺がその「直
線」で磁芯１１と接する。このため、第一実施形態の場合に比べ、アモルファスシート１
１ａの端部のエッジによってコイル２０の導線の絶縁被覆が剥がれる危険性はより低くな
る。
【００２２】
次に、本発明の第三実施形態について説明する。図６は、第三実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図である。同図において、図１に示したものと同一の部分については同
一符号を付してある。本実施形態では、一つのコイル１０に二つの磁芯３０，３１を直交
するように挿入する。各磁芯そのものもは、第一実施形態及び第二実施形態で用いた磁芯
１１と同じである。
【００２３】
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図６に示すように、二つの磁芯３０，３１を挿入すると、ｘ軸方向の磁界、ｙ軸方向の磁
界、ｚ軸方向（図６の紙面に垂直な方向）の磁界がコイル１０を貫くことになるので、こ
れらの方向の成分を有する磁界によって、親機との間で信号の授受を行うことが可能とな
る。第一実施形態（図１乃至図３）及び第二実施形態（図５）では、データキャリア面内
の磁界については、ｘ軸方向の成分を有する磁界のみがコイルを貫くことができたが、本
実施形態では、ｘ軸方向の磁界だけでなくｙ軸方向の成分を有する磁界もコイル１０を貫
くことができる。
【００２４】
更に、本実施形態の場合、図６に矢印ｊで示した方向、すなわち図６の左右方向に生じる
磁界についても、その多くがコイル１０を貫くことができる。例えば、磁界が左から右に
向かう磁界を考えると、その磁界のｘ軸方向の成分は磁芯３０に沿って左上から右下に導
かれ、また、その磁界のｙ軸方向の成分は磁芯３１に沿って左下から右上に導かれる。こ
れらの磁界はいずれも、コイル１０を裏側から表側に向かって貫き、両者の成分は重ね合
わされて強め合う。また、磁界が右から左に向かっているときは、同様に両者ともコイル
１０を表側から裏側に向かって貫くので、両成分の磁界は重ね合わされる。したがって、
ｊ方向の磁界によっても、高い強度で親機との間で信号の授受を行うことが可能となる。
【００２５】
このように、多くの方向の磁界に基づいて親機と通信できると、例えば物流分野などで所
定の容器に貼り付けておく場合などに、データキャリアが本来の正しい向きからある程度
傾いて貼り付けられているような場合でも、支障なくとデータの授受を行うことが可能と
なる。
なお、図６に矢印ｉで示した方向、すなわち図６の上下方向に生じる磁界については、磁
芯３０に沿って導かれる磁界と磁芯３１に沿って導かれる磁界が、ちょうどコイル１０を
貫くときに反対向きとなるので、相互に打ち消し合い、このため、ｉ方向の磁界によって
は信号の授受はできない。この場合には、データキャリアの外形を向きが分かり易くなる
ような長方形にしたり、あるいは貼り付け方向のマークを印刷するなどして、被認識物に
貼り付ける場合の誤差をある程度の範囲内に抑え込むことができるので、実用上問題はな
い。
【００２６】
次に、本発明の第四実施形態について説明する。図７は、第四実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図である。同図において、前記各実施形態と同一の部分については同一
符号を付してある。本実施形態では、図７に示すように、コイル２０に二つの磁芯３０，
３１を互いに直交するように挿入する。各磁芯そのものもは、第一乃至第三実施形態で用
いた磁芯１１と同じである。
【００２７】
本実施形態のデータキャリア用アンテナも、第三実施形態のデータキャリア用アンテナと
同様に、ｘ軸方向の磁界、ｙ軸方向の磁界、ｚ軸方向（図７の紙面に垂直な方向）の磁界
、ｊ方向の磁界がコイル２０を貫くことになるので、これらの方向の成分を有する磁界に
基づいて親機との間で信号の授受が可能となる。また、第二実施形態と同様にコイル２０
の形状を四角形としたことによって、第三実施形態の場合に比べ、磁芯３０，３１に含ま
れるアモルファスシート端部のエッジによってコイル２０の導線の絶縁被覆が剥がれる可
能性はより低く抑えられる。
【００２８】
次に、本発明の第五実施形態について説明する。図８は、第五実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図である。同図において、前記各実施形態と同一の部分については同一
符号を付してある。本実施形態では、図８に示すように、コイル１０に三つの磁芯４０，
４１，４２が挿入されている。各磁芯そのものは、第一乃至第四実施形態で用いた磁芯と
同じである。
【００２９】
本実施形態のように、コイル１０に三つの磁芯４０，４１，４１を挿入すると、図８に示
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したｋ方向の磁界、ｌ方向の磁界、ｍ方向の磁界、およびｚ軸方向（図８の紙面に垂直な
方向）の磁界はコイル１０を貫くことになる。したがって、これらの方向の成分を有する
磁界によって、親機との間で信号の授受を行うことが可能となる。このように三つの磁芯
を設けると、一つ又は二つの磁芯を挿入しただけの場合に比べて、更に親機との間で信号
の授受を行うことができる磁界の方向の範囲が広くなる。
【００３０】
なお、更に多数の磁芯を挿入することも可能であるが、同様の趣旨であるので、説明を省
略する。
次に、本発明の第六実施形態について説明する。図９は、第六実施形態のデータキャリア
用アンテナの平面図、図１０は、図９に示したデータキャリア用アンテナを長手方向に切
った断面図である。前述の各実施形態では、コイルとして空芯コイルを用意し、これにア
モルファスシートを絶縁シートを巻いた磁芯を挿入することによってデータキャリア用ア
ンテナが得られた。これに対して本実施形態のデータキャリア用アンテナでは、コイル５
０の導線が基板上に配線パターンとして形成されている。
【００３１】
本実施形態のデータキャリア用アンテナは、以下のようして作成される。まず、二つの基
板５１，５２上に、コイルの左右半分ずつの導線パターン５０ａ，５０ｂをそれぞれ形成
する。各基板には、導線パターンの端部にスルーホール５４ａ，５４ｂが設けられている
。次に、これらの基板を、間にアモルファスシート５３を挟んで、基板の裏側同士が向か
い合うように、かつ、両基板の対応するスルーホール同士が重なるよう位置合わせをして
貼り合わせる。最後に、各スルーホール５４ａ，５４ｂを通して両基板に形成された対応
する導線パターン同士を半田等で接続する。これによって、二つの基板５１，５２上に形
成された各導線パターン５０ａ，５０ｂは単一のコイル５０を形成し、同時にこのコイル
５０とその内側に挿入されているアモルファスシート５３とによって、データキャリア用
アンテナが形成される。最後に、ＲＦＩＤモジュール１２をも含めて、この全体を保護用
プラスチックフィルムでラミネート加工することによって、カード状のデータキャリアが
得られる。このような方法を用いると、データキャリアの厚さを０．５ｍｍ程度の薄さに
抑えることができ、実用上非常に有益である。
【００３２】
本実施形態のデータキャリア用アンテナは、そのアンテナとしての構成は、第二実施形態
（図５）のデータキャリア用アンテナとほぼ同じである。すなわち、コイル５０と磁芯と
なるアモルファスシート３１を図９に示すように配置すると、アモルファスシート５３の
長手方向が同図のｘ軸と一致するので、ｘ軸方向の磁界はアモルファスシート３１に導か
れ、コイル５０を貫く。また、アモルファスシート５３は、ｚ軸方向（図９の紙面方向）
においてある程度の厚みを有するため、コイル５０の内側だけを考えると、磁界を導く磁
芯が存在するとことになる。したがって、コイル５０の内側の磁芯部分においては、ｚ軸
方向の磁界もコイル５０を貫いている。以上より、ｘ軸方向の磁界とｚ軸方向の磁界がコ
イル５０を貫くことになり、これらの方向の成分を有する磁界によって、親機との間で信
号の授受を行うことが可能となる。
【００３３】
また、本実施形態では、二つの基板５１、５２に、コイルの導線パターン５０ａ，５０ｂ
を形成したが、これらの基板に、ＲＦＩＤモジュール１２を実装するようにすると、作業
性はより高まる。
次に、本発明の第七実施形態について説明する。図１１は、第七実施形態のデータキャリ
ア用アンテナを長手方向に切った断面図であり、第六実施形態の図１０に対応する。本実
施形態のデータキャリア用アンテナは、コイル６０の導線パターン６０ａ，６０ｂそれぞ
れが二つの基板６１，６２に配線パターンとして形成されている点は、第六実施形態（図
９、図１０）と同じであるが、導線パターンが形成されている側の面同士を向かい合わせ
て貼り合わせる点が、第六実施形態と異なる。
【００３４】

10

20

30

40

50

(7) JP 3956172 B2 2007.8.8



本実施形態のデータキャリア用アンテナは、以下のようにして作成される。まず、二つの
基板６１，６２に、コイルの左右半分ずつの導線パターン６０ａ，６０ｂをそれぞれ形成
する。次に、これらの基板を、間にアモルファスシート６３を挟んで、基板の表側（導線
パターンが形成された側）同士が向かい合うように、かつ、両基板に形成された導線パタ
ーン６０ａ，６０ｂの対応する端部同士が重なるよう位置合わせをして貼り合わせる。
【００３５】
このとき、接合部６４における導線パターン６０ａ，６０ｂの対応する端部同士の電気的
接続には、例えば液晶表示板のＩＴＯ電極などの接続に広く利用されている異方性導電膜
（ＡＣＦ：Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ＣｏｎｄｕｃｔｉｖｅＦｉｌｍ）を用いる。異方性
導電膜は、二つの電極でこれを挟み、両側から圧力を加えて加熱すると、両電極を接着す
る際に、二つの電極を結ぶ方向（膜に垂直な方向）では導通するが、横方向については絶
縁性を維持するという性質を持っている。このため、異方性導電膜を用いれば、簡単に対
応する端部同士の電気的な接続を行うことができる。
【００３６】
このようにして導線パターン６０ａ，６０ｂの対応する端部同士を電気的に接続すると、
二つの基板６１，６２上に形成された各導線パターン６０ａ，６０ｂは一つのコイル６０
となり、同時にこのコイル６０とその内側に挿入されているアモルファスシート６３とに
よってデータキャリア用アンテナが形成される。最後に、ＲＦＩＤモジュールをも含めて
、この全体を保護用プラスチックフィルムでラミネート加工することによって、カード状
のデータキャリアが得られる。
【００３７】
本実施形態のデータキャリア用アンテナは、そのアンテナとしての構成は、第六実施形態
（図９、図１０）のデータキャリア用アンテナとほぼ同じであり、ｘ軸方向の磁界とｚ軸
方向の磁界がコイル６０を貫くことになり、これらの方向の成分を有する磁界によって、
親機との間で信号の授受を行うことが可能となる。以上の各実施形態では、磁芯１１の材
料としてアモルファス金属を例に説明した。しかしこれ以外にも、例えばトランスの鉄心
として用いられている電磁鋼板（珪素鋼板）を用いることもできる。この場合、好ましく
は、高周波トランス等に一般的に用いられている一方向性珪素鋼帯を用い、その磁束の通
りやすい方向が前記空芯コイルの軸芯方向（図１乃至図９で示す場合には磁芯板の長手方
向）を向くようにする。一方向性珪素鋼帯の磁束の通りやすい方向は、一般的に結晶粒の
成長方向であるゴス方位で決定される。したがって、磁芯１１のゴス方位が空芯コイル１
０の軸芯方向を向くように（ゴス方位が磁芯板の長手方向を向くように）配置すれば良い
。
【００３８】
一方向性珪素鋼帯としては、日金電磁工業株式会社から、ＧＴ０５０、ＧＴ１００、ＧＴ
１５０等の名称で販売されている鋼帯を用いることができる。このＧＴシリーズの電気・
磁気特性を図１２に示す。また、一方向性珪素鋼帯の製造方法には各種の方法があるが、
例として、特開平６－２０４２号公報や特開平６－２４８６４号公報に記載の製造方法が
ある。
【００３９】
本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々の変更が
可能である。
【００４０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係るデータキャリア用アンテナは、平面状に巻回された空
芯コイルに、この空芯コイルのコイル面とほぼ平行となるように板状の磁芯を一つあるい
は軸が所定角度となるように複数挿入するという簡単な構造でありながら、広い角度範囲
の磁界に基づいて親機との通信が可能となり、このため例えば物流分野などにおいて必要
とされるデータキャリア用アンテナとして十分な性能を付与することができる。
【００４１】
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また、本発明に係るデータキャリア用アンテナは、導線パターンが形成された二つの基板
で板状の磁芯を挟み、二つの基板に形成された導線パターンの対応する電極同士を接続す
ることによって磁芯を内部に含むコイルを形成するという簡単な構造で製造が容易であり
ながら、広い角度範囲の磁界に基づいて親機との通信が可能となり、このため例えば物流
分野などにおいて必要とされるデータキャリア用アンテナとして十分な性能を付与するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図２】図１に示したデータキャリア用アンテナの断面図である。
【図３】第一実施形態のデータキャリア用アンテナの最終的な形状を示した断面図である
。
【図４】金属で覆われた被検査物の表面に貼り付けられたデータキャリアのアンテナコイ
ルと、親機側のアンテナコイルとの間に間に生じる磁束の様子を模式的に示した図である
。
【図５】本発明の第二実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図６】本発明の第三実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図７】本発明の第四実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図８】本発明の第五実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図９】本発明の第六実施形態のデータキャリア用アンテナの平面図である。
【図１０】図９に示したデータキャリア用アンテナの断面図である。
【図１１】本発明の第七実施形態のデータキャリア用アンテナの断面図である。
【図１２】ある一方向性珪素鋼帯の電気・磁気特性を表として示した図である。
【符号の説明】
１０，２０，５０　　コイル
１１，３０，３１，４０，４１，４２　　磁芯
１２　　ＲＦＩＤモジュール
１１ａ，５３，６３　　アモルファスシート
５０ａ，５０ｂ，６０ａ，６０ｂ　　導線パターン
５１，５２，６１，６２　　基板
５４ａ，５４ｂ　　スルーホール
６４　　接合部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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