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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行うことが可能な情報処理端
末であって：
　内部電源と；
　前記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，前記内部電源電圧の値に応じ
た内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部と；
　受信時には，前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送
信時には，前記読み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と；
　前記誘起電圧に基づくデータ信号を処理し，処理結果に応じた応答信号を生成する信号
処理部と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて負荷の値を変化させ，前記応答信号
に基づいて前記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部と；
　を備え，
　前記負荷変調部は，
　抵抗値を変化させることが可能な，前記負荷としての抵抗値可変回路と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて，前記抵抗値可変回路の抵抗値を変
化させる負荷変動レベル制御回路と；
　前記応答信号に基づいて，前記負荷変調を可能とする接続回路と；
　を備える，情報処理端末。
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【請求項２】
　磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行うことが可能なＩＣカード
であって：
　内部電源と；
　前記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，前記内部電源電圧の値に応じ
た内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部と；
　受信時には，前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送
信時には，前記読み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と；
　前記誘起電圧に基づくデータ信号を処理し，処理結果に応じた応答信号を生成する信号
処理部と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて負荷の値を変化させ，前記応答信号
に基づいて前記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部と；
　を備え，
　前記負荷変調部は，
　抵抗値を変化させることが可能な，前記負荷としての抵抗値可変回路と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて，前記抵抗値可変回路の抵抗値を変
化させる負荷変動レベル制御回路と；
　前記応答信号に基づいて，前記負荷変調を可能とする接続回路と；
　を備える，ＩＣカード。
【請求項３】
　磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行うことが可能な携帯型通信
装置であって：
　内部電源と；
　前記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，前記内部電源電圧の値に応じ
た内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部と；
　受信時には，前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送
信時には，前記読み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と；
　前記誘起電圧に基づくデータ信号を処理し，処理結果に応じた応答信号を生成する信号
処理部と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて負荷の値を変化させ，前記応答信号
に基づいて前記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部と；
　を備え，
　前記負荷変調部は，
　抵抗値を変化させることが可能な，前記負荷としての抵抗値可変回路と；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて，前記抵抗値可変回路の抵抗値を変
化させる負荷変動レベル制御回路と；
　前記応答信号に基づいて，前記負荷変調を可能とする接続回路と；
　を備える，携帯型通信装置。
【請求項４】
　磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行う無線通信方法であって：
　内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，前記内部電源電圧の値に応じた内
部電源電圧信号を出力するステップと；
　前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させるステップと；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて負荷の値を変化させることにより前
記負荷で消費される消費電力を調整するステップと；
　前記誘起電圧に基づくデータ信号を処理し，処理結果に応じた応答信号に基づいて前記
負荷を用いた負荷変調を行うことにより，前記読み書き装置と通信するステップと；
　を有する，無線通信方法。
【請求項５】
　磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行う無線通信に関するプログ
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ラムであって：
　内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，前記内部電源電圧の値に応じた内
部電源電圧信号を出力する手段；
　読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させる手段；
　前記誘起電圧と前記内部電源電圧信号とに基づいて負荷の値を変化させることにより前
記負荷で消費される消費電力を調整する手段；
　前記誘起電圧に基づくデータ信号を処理し，処理結果に応じた応答信号に基づいて前記
負荷を用いた負荷変調を行うことにより，前記読み書き装置と通信する手段；
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，情報処理端末，ＩＣカード，携帯型通信装置，無線通信方法，およびプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年，非接触型ＩＣ（Integrated　Circuit）カードや，ＲＦＩＤ（Radio　Frequency
　Identification）タグなど，無線通信を利用して読み書き装置（以下，「リーダ／ライ
タ」という。）と通信可能な，非接触型の情報処理端末が普及している。
【０００３】
　非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグは，装置自体に電源を有しておらず，リーダ／ライ
タが備える送受信アンテナとしての送信コイルに電流を流すことにより発生される磁界が
，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグ電圧が備える送受信アンテナとしての受信コイルを
通過するときに，磁束に応じて発生される電圧（以下，「誘起電圧」という。）を電源と
して駆動する。すなわち，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグは，リーダ／ライタの送信
コイルから送られる磁界のエネルギーを受信コイルで受けて，駆動に必要な電力を得る。
【０００４】
　また，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグは，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグが備
える負荷を有効化／無効化することにより，リーダ／ライタに対するインピーダンスを変
動させる。ここで，上記のように負荷を有効化／無効化することにより，リーダ／ライタ
に対するインピーダンスを変動させることは，負荷変調と呼ばれる。
【０００５】
　リーダ／ライタでは，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグの負荷変調により，リーダ／
ライタの送信コイルに流れる電流が変動する。リーダ／ライタは，非接触型ＩＣカードや
ＲＦＩＤタグの負荷変調によって変動された，送信コイルに流れる電流の変化分を検知し
，その変化分を非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグからの応答としてとらえ，応答に応じ
た動作を行う。
【０００６】
　一般的に，リーダ／ライタと，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグとの距離が離れる程
，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグの受信コイルが，リーダ／ライタから受ける磁界の
強さは小さくなり，誘起電圧もまた小さくなる。
【０００７】
　また，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグと，リーダ／ライタとは，例えば１３．５６
ＭＨｚなど，特定の周波数の磁界（以下，「搬送波」という。）を通信に利用しており，
非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグは，特定の周波数で共振するように設定された共振回
路を備える。しかしながら，リーダ／ライタと，非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグとの
間に，他の非接触型ＩＣカードがある場合など，遮蔽物が存在する場合は，共振周波数が
変化し，誘起電圧は小さくなる。
【０００８】
　非接触型ＩＣカードやＲＦＩＤタグなどの情報処理端末とリーダ／ライタとの距離が変
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化した場合や，情報処理端末における共振周波数が変化した場合において，情報処理端末
とリーダ／ライタとの通信の安定化を図る技術として，例えば，下記に示す特許文献１や
特許文献２が挙げられる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－第２２２６９６号公報
【特許文献２】特開平１０－第２３３７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら，情報処理端末が，リーダ／ライタから得る磁界のエネルギーが小さいと
き，すなわち誘起電圧が小さいときや，搬送波として使用している特定の周波数で共振さ
れず，誘起電圧が小さくなるときなど，情報処理端末が磁界から得た電力の大きさが小さ
いときに負荷変調を行った場合，負荷変調に係る抵抗などの負荷で電力を消費することに
より，情報処理端末の駆動に必要な電力が得られず，情報処理端末が動作不能となること
が起こりうる。この場合，リーダ／ライタと情報処理端末とが通信が不能となるだけでな
く，通信に係るデータの破損や，予期しないデータがリーダ／ライタ側で認識されるなど
，様々な問題が生じる可能性がある。
【００１１】
　以下，図６に基づいて，従来の情報処理端末における問題を説明する。図６は，従来の
情報処理端末における負荷変調に係る回路を示す説明図である。
【００１２】
　図６を参照すると，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路は，固有の抵抗値
Ｒをもつ抵抗Ｒｆと，ハイレベルとローレベルとの２値化された信号である応答信号Ｓ５
に基づいてオン／オフされるスイッチの役割を果たすＮ（Negative）チャネル型ＭＯＳ（
Metal　Oxide　Semiconductor）トランジスタ（以下，「ＮＭＯＳトランジスタ」という
。）Ｔｒ２とから構成される。従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路の一端に
は，誘起電圧Ｖ１が印加され，ＮＭＯＳトランジスタＴｒ２がオンの場合，すなわち，応
答信号Ｓ５がハイレベルの信号の場合，もう一方の端がグランドＧＮＤに接続され，誘起
電圧Ｖ１と抵抗Ｒｆの抵抗値Ｒに基づいて，従来の情報処理端末における負荷変調に係る
回路に電流Ｉ４が流れる。また，ＮＭＯＳトランジスタＴｒ２がオフの場合，すなわち，
応答信号Ｓ５がローレベルの信号の場合，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回
路は，オープンとなり，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路に電流Ｉ４は流
れない。ここで，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路に流れる電流Ｉ４は，
Ｉ４＝Ｖ１／Ｒであり，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路で消費される消
費電力Ｐ３は，Ｐ３＝Ｒ（Ｉ４）２＝（Ｖ１）２／Ｒとなる。
【００１３】
　応答信号Ｓ５がハイレベルの信号の場合，抵抗Ｒｆの抵抗値Ｒが小さい程，抵抗Ｒｆに
流れる電流Ｉ４が大きくなり，消費電力Ｐ３もまた大きくなる。電流Ｉ４が大きければ，
リーダ／ライタからみた従来の情報処理端末側のインピーダンスの変動が大きくなるため
，従来の情報処理端末からリーダ／ライタへの信号伝達には有利に働く。しかしながら，
このとき，消費電力Ｐ３もまた大きいため，誘起電圧Ｖ１が小さい場合は，従来の情報処
理端末の駆動に必要な電力を確保できず，従来の情報処理端末が正常に駆動できないこと
が起こりうる。特に，情報処理端末が，ＩＣカードである場合，自身に電源を有さないこ
とが多々あり，駆動に必要な電力を確保できないことは，重大な問題となる。
【００１４】
　逆に，抵抗Ｒｆの抵抗値Ｒを大きくすれば，抵抗Ｒｆに流れる電流Ｉ４と消費電力Ｐ３
とを小さくすることができる。この場合，従来の情報処理端末の駆動に必要な電力を確保
できない状況が起こる可能性は低くなるが，誘起電圧Ｖ１の大小に関わらずリーダ／ライ
タからみた従来の情報処理端末側のインピーダンスの変動が小さくなるため，従来の情報
処理端末からリーダ／ライタへの信号伝達には不利となる。
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【００１５】
　そこで，本発明は，上記問題に鑑みてなされたものであり，本発明の目的とするところ
は，リーダ／ライタからの磁界のエネルギーが小さい場合においても，リーダ／ライタと
確実に通信することが可能な，新規かつ改良された情報処理端末，ＩＣカード，携帯型通
信装置，無線通信方法，およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために，本発明の第１の観点によれば，磁界を用いて読み書き装置
とのデータの送受信を非接触で行うことが可能な情報処理端末であって，受信時には，前
記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送信時には，前記読
み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と，上記誘起電圧に基づいて応答信号を生成
する信号処理部と，上記誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備え，上記応答信号に基
づいて，上記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部とを備える情報処理端末が提供さ
れる。
【００１７】
　かかる構成によれば，データ送受信部は，受信時には，読み書き装置から発生された磁
界を受け，電磁誘導により，誘起電圧を発生させる。またデータ送受信部は，送信時には
，誘起電圧に基づいて負荷変調が行われることにより，読み書き装置に送信信号を送る。
信号処理部は，誘起電圧が入力され，誘起電圧に基づいて，応答信号を生成する。負荷変
調部は，例えば，誘起電圧が小さければ負荷の値を大きくし，誘起電圧が大きければ負荷
の値を小さくするような，誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備える。負荷の値が，
誘起電圧に基づいて変化することにより，負荷で消費される消費電力を調整することがで
きる。また，負荷変調部は，応答信号に基づいて負荷を有効化／無効化することにより，
負荷変調を行う。
【００１８】
　また，上記負荷変調部は，抵抗値を変化させることが可能な，上記負荷としての抵抗値
可変回路と，上記誘起電圧に基づいて，上記抵抗値可変回路の抵抗値を変化させる負荷変
動レベル制御回路と，上記応答信号に基づいて，上記負荷変調を可能とする接続回路とを
備えるとしてもよい。
【００１９】
　かかる構成によれば，抵抗値可変回路では，抵抗値が変化することにより，抵抗値可変
回路で消費される消費電力が調整される。負荷変動レベル制御回路は，誘起電圧に基づい
て，抵抗値可変回路の抵抗値を変化させることにより，抵抗値可変回路で消費される消費
電力を調整する。接続回路は，応答信号に基づいて，抵抗値可変回路を接続／非接続とす
ることにより，負荷変調を可能とする。したがって，負荷変調部は，負荷としての抵抗値
可変回路で消費される消費電力を調整しつつ，負荷変調を行うことができる。
【００２０】
　また，内部電源と，上記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，上記内部
電源電圧の値に応じた内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部とをさらに含み，
上記負荷変調部は，抵抗値を変化させることが可能な，上記負荷としての抵抗値可変回路
と，上記誘起電圧と上記内部電源電圧信号とに基づいて，上記抵抗値可変回路の抵抗値を
変化させる負荷変動レベル制御回路と，上記応答信号に基づいて，上記負荷変調を可能と
する接続回路とを備えるとしてもよい。
【００２１】
　かかる構成によれば，内部電源は，内部電源電圧を出力し，内部電源電圧により情報処
理端末が駆動することを可能とさせる。内部電源電圧検知部は，内部電源電圧の値を検知
することにより，内部電源電圧に応じた内部電源電圧信号を出力する。また，負荷変調部
は，抵抗値可変回路と負荷変動レベル制御回路と接続回路とを備える。抵抗値可変回路で
は，抵抗値が変化することにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力が調整される。
負荷変動レベル制御回路は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づいて，抵抗値可変回路
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の抵抗値を変化させることにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整する。例
えば，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合，負荷で消費される消費電力が小さく
なるように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。また，内部電源電圧信号が
ハイレベルの信号の場合は，内部電源電圧を情報処理端末の駆動に用いることが可能とな
るため，負荷で消費される消費電力を，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合の消
費電力よりも大きくなるように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。接続回
路は，応答信号に基づいて，抵抗値可変回路を接続／非接続とすることにより，負荷変調
を可能とする。したがって，負荷変調部は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づいて，
負荷としての抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整しつつ，負荷変調を行うことが
できる。
【００２２】
　また，上記目的を達成するために，本発明の第２の観点によれば，磁界を用いて読み書
き装置とのデータの送受信を非接触で行うことが可能なＩＣカードであって，受信時には
，前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送信時には，前
記読み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と，上記誘起電圧に基づいて応答信号を
生成する信号処理部と，上記誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備え，上記応答信号
に基づいて，上記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部とを備えるＩＣカードが提供
される。
【００２３】
　かかる構成によれば，データ送受信部は，受信時には，読み書き装置から発生された磁
界を受け，電磁誘導により，誘起電圧を発生させる。またデータ送受信部は，送信時には
，誘起電圧に基づいて負荷変調が行われることにより，読み書き装置に送信信号を送る。
信号処理部は，誘起電圧が入力され，誘起電圧に基づいて，応答信号を生成する。負荷変
調部は，例えば，誘起電圧が小さければ負荷の値を大きくし，誘起電圧が大きければ負荷
の値を小さくするような，誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備える。負荷の値が，
誘起電圧に基づいて変化することにより，負荷で消費される消費電力を調整することがで
きる。また，負荷変調部は，応答信号に基づいて負荷を有効化／無効化することにより，
負荷変調を行う。
【００２４】
　また，内部電源と，上記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，上記内部
電源電圧の値に応じた内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部とをさらに含み，
上記負荷変調部は，抵抗値を変化させることが可能な，上記負荷としての抵抗値可変回路
と，上記誘起電圧と上記内部電源電圧信号とに基づいて，上記抵抗値可変回路の抵抗値を
変化させる負荷変動レベル制御回路と，上記応答信号に基づいて，上記負荷変調を可能と
する接続回路とを備えるとしてもよい。
【００２５】
　かかる構成によれば，内部電源は，内部電源電圧を出力し，内部電源電圧によりＩＣカ
ードが駆動することを可能とさせる。内部電源電圧検知部は，内部電源電圧の値を検知す
ることにより，内部電源電圧に応じた内部電源電圧信号を出力する。また，負荷変調部は
，抵抗値可変回路と負荷変動レベル制御回路と接続回路とを備える。抵抗値可変回路では
，抵抗値が変化することにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力が調整される。負
荷変動レベル制御回路は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づいて，抵抗値可変回路の
抵抗値を変化させることにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整する。例え
ば，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合，負荷で消費される消費電力が小さくな
るように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。また，内部電源電圧信号がハ
イレベルの信号の場合は，内部電源電圧をＩＣカードの駆動に用いることが可能となるた
め，負荷で消費される消費電力を，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合の消費電
力よりも大きくなるように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。接続回路は
，応答信号に基づいて，抵抗値可変回路を接続／非接続とすることにより，負荷変調を可
能とする。したがって，負荷変調部は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づいて，負荷
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としての抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整しつつ，負荷変調を行うことができ
る。
【００２６】
　また，上記目的を達成するために，本発明の第３の観点によれば，磁界を用いて読み書
き装置とのデータの送受信を非接触で行うことが可能な携帯型通信装置であって，受信時
には，前記読み書き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させ，かつ，送信時には
，前記読み書き装置に送信信号を送るデータ送受信部と，上記誘起電圧に基づいて応答信
号を生成する信号処理部と，上記誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備え，上記応答
信号に基づいて，上記送信信号に係る負荷変調を行う負荷変調部とを備える携帯型通信装
置が提供される。
【００２７】
　かかる構成によれば，データ送受信部は，受信時には，読み書き装置から発生された磁
界を受け，電磁誘導により，誘起電圧を発生させる。またデータ送受信部は，送信時には
，誘起電圧に基づいて負荷変調が行われることにより，読み書き装置に送信信号を送る。
信号処理部は，誘起電圧が入力され，誘起電圧に基づいて，応答信号を生成する。負荷変
調部は，例えば，誘起電圧が小さければ負荷の値を大きくし，誘起電圧が大きければ負荷
の値を小さくするような，誘起電圧に基づいて値が変化する負荷を備える。負荷の値が，
誘起電圧に基づいて変化することにより，負荷で消費される消費電力を調整することがで
きる。また，負荷変調部は，応答信号に基づいて負荷を有効化／無効化することにより，
負荷変調を行う。
【００２８】
　また，内部電源と，上記内部電源から出力される内部電源電圧の値を検知し，上記内部
電源電圧の値に応じた内部電源電圧信号を出力する内部電源電圧検知部とをさらに含み，
上記負荷変調部は，抵抗値を変化させることが可能な，上記負荷としての抵抗値可変回路
と，上記誘起電圧と上記内部電源電圧信号とに基づいて，上記抵抗値可変回路の抵抗値を
変化させる負荷変動レベル制御回路と，上記応答信号に基づいて，上記負荷変調を可能と
する接続回路とを備えるとしてもよい。
【００２９】
　かかる構成によれば，内部電源は，内部電源電圧を出力し，内部電源電圧により携帯型
通信装置が駆動することを可能とさせる。内部電源電圧検知部は，内部電源電圧の値を検
知することにより，内部電源電圧に応じた内部電源電圧信号を出力する。また，負荷変調
部は，抵抗値可変回路と負荷変動レベル制御回路と接続回路とを備える。抵抗値可変回路
では，抵抗値が変化することにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力が調整される
。負荷変動レベル制御回路は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づいて，抵抗値可変回
路の抵抗値を変化させることにより，抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整する。
例えば，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合，負荷で消費される消費電力が小さ
くなるように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。また，内部電源電圧信号
がハイレベルの信号の場合は，内部電源電圧を携帯型通信装置の駆動に用いることが可能
となるため，負荷で消費される消費電力を，内部電源電圧信号がローレベルの信号の場合
の消費電力よりも大きくなるように，誘起電圧の値に基づいて負荷の値を変化させる。接
続回路は，応答信号に基づいて，抵抗値可変回路を接続／非接続とすることにより，負荷
変調を可能とする。したがって，負荷変調部は，誘起電圧と内部電源電圧信号とに基づい
て，負荷としての抵抗値可変回路で消費される消費電力を調整しつつ，負荷変調を行うこ
とができる。
【００３０】
　また，上記目的を達成するために，本発明の第４の観点によれば，磁界を用いて読み書
き装置とのデータの送受信を非接触で行う無線通信方法であって，上記読み書き装置から
発生された磁界から誘起電圧を発生させ，上記誘起電圧に基づいて負荷の値を変化させる
ことにより上記負荷で消費される消費電力を調整し，上記負荷を用いた負荷変調を行うこ
とにより，上記読み書き装置と通信する無線通信方法が提供される。
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【００３１】
　かかる方法によれば，読み書き装置から発生された磁界から電磁誘導により誘起電圧を
発生させることにより，読み書き装置から送られる信号を受信する。また，誘起電圧に基
づいて，負荷の値を変化させることにより，負荷で消費される消費電力を調整する。さら
に，誘起電圧に基づいて負荷の値が変化する負荷を有効化／無効化することにより，負荷
変調を行い，読み書き装置に信号を送信する。したがって，かかる方法は，負荷で消費さ
れる消費電力を調整しつつ，読み書き装置との通信を可能とする。
【００３２】
　また，上記目的を達成するために，本発明の第５の観点によれば，磁界を用いて読み書
き装置とのデータの送受信を非接触で行う無線通信に関するプログラムであって，読み書
き装置から発生された磁界から誘起電圧を発生させる手段，上記誘起電圧に基づいて負荷
の値を変化させることにより上記負荷で消費される消費電力を調整する手段，上記負荷を
用いた負荷変調を行うことにより，上記読み書き装置と通信する手段としてコンピュータ
を機能させるためのプログラムが提供される。
【００３３】
　かかるプログラムによれば，読み書き装置から発生された磁界から電磁誘導により誘起
電圧を発生させ，読み書き装置から送られる信号を受信する手段と，誘起電圧に基づいて
，負荷の値を変化させることにより，負荷で消費される消費電力を調整する手段と，誘起
電圧に基づいて負荷の値が変化する負荷を有効化／無効化することにより，負荷変調を行
い，読み書き装置に信号を送信する手段とを含む。したがって，かかるプログラムを用い
ることにより，磁界を用いて読み書き装置とのデータの送受信を非接触で行う無線通信に
関して，コンピュータを機能させることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば，磁界から発生させた誘起電圧の大きさに応じて，負荷変調に係る負荷
の値を変化させ，負荷で消費される消費電力を調整することにより，リーダ／ライタから
の磁界のエネルギーが小さい場合においても，リーダ／ライタと確実に通信することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書および図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３６】
（第１の実施形態）
　図１は，本発明の第１の実施形態に係るリーダ／ライタ１５０と情報処理端末１００と
で構成される通信システムを示すブロック図である。
【００３７】
　図１を参照すると，リーダ／ライタ１５０は，送受信アンテナ１６０としての送信コイ
ルＬ１と，リーダ／ライタ駆動部１５２とからなり，ホストコンピュータ（Host　Comput
er）１７０と接続される。また，リーダ／ライタ駆動部１５２は，搬送波を送信するため
に送信コイルＬ１に交流の電流Ｉ１を流す送信回路１５４と，送信コイルＬ１に流れる電
流Ｉ１を受ける受信回路１５６と，信号処理回路１５８とを備える。リーダ／ライタ１５
０は，電流Ｉ１の変化分を検知し，その変化分を本発明の第１の実施形態に係る情報処理
端末１００からの応答としてとらえ，ホストコンピュータ１７０と連携して応答に応じた
動作を行う。
【００３８】
　また，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，データ送受信部１０２と
，検波回路１０６としてのダイオードＤ１と，電圧レギュレータ（Voltage　Regulator）
１１０と，電源部１１２と，クロック生成部１０４と，ＤＡＴＡ受信部１１４と，信号処
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理部１１６と，負荷変調部１０８とを備える。データ送受信部１０２は，リーダ／ライタ
１５０から送信される搬送波を受信し，電磁誘導により交流の誘起電圧Ｖｍを発生させる
。検波回路１０６としてのダイオードＤ１は，誘起電圧Ｖｍを直流の誘起電圧Ｖｎに整流
し，リーダ／ライタ１５０から送信された搬送波が含む信号を復調する。電圧レギュレー
タ１１０は，誘起電圧Ｖｎを平滑，定電圧化し，電圧Ｖｆを出力する。電源部１１２は，
電圧Ｖｆが入力され，情報処理端末１００を駆動させる駆動電圧ＶＤＤを出力する。クロ
ック生成部１０４は，駆動電圧ＶＤＤにより駆動し，誘起電圧Ｖｍから矩形のクロック信
号ＣＬＫを生成する。ＤＡＴＡ受信部１１４は，駆動電圧ＶＤＤにより駆動し，誘起電圧
Ｖｎを増幅してハイレベルとローレベルとの２値化されたデータ信号ＤＳを出力する。信
号処理部１１６は，駆動電圧ＶＤＤにより駆動し，クロック信号ＣＬＫとデータ信号ＤＳ
に基づいて，ハイレベルとローレベルとの２値化された応答信号Ｓ１を出力する。負荷変
調部１０８は，応答信号Ｓ１に基づいて負荷変調を行い，電流Ｉ２が出力される。ここで
，データ送受信部１０２は，搬送波を受信する受信コイルＬ２とコンデンサＣ１とからな
り，一端がグランドＧＮＤに接続される，特定の周波数で共振するように設定された共振
回路である。また，負荷変調部１０８において負荷変調が行われることにより，リーダ／
ライタ１５０からみた情報処理端末１００のインピーダンスが変化するが，これを情報処
理端末１００からリーダ／ライタ１５０への信号の送信ととらえることができる。なお，
情報処理端末１００は，上記の構成要素を制御するコンピュータ（不図示）を備えてもよ
いし，上記いずれかの構成要素が，コンピュータとしての機能を代替することもできる。
【００３９】
　図２は，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００の負荷変調部１０８の構成
を詳細に示す説明図である。
【００４０】
　図２を参照すると，負荷変調部１０８は，抵抗値Ｒｖ１が変化することが可能な抵抗値
可変回路１１８と，抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１を変化させる負荷変動レベル制
御回路１２０と，応答信号Ｓ１に基づいてオン／オフされるスイッチの役割を果たす，接
続回路１２２としてのＮＭＯＳトランジスタＴｒ１とから構成される。
【００４１】
　負荷変動レベル制御回路１２０は，少なくとも誘起電圧Ｖｎを検知する電圧検知手段と
，検知手段で検知した誘起電圧Ｖｎに応じた抵抗値制御信号Ｓ２を出力する抵抗値制御信
号出力手段とを備える。抵抗値制御信号出力手段としては，例えば，誘起電圧Ｖｎと抵抗
値制御信号Ｓ２との対応関係を示すテーブルを用いることなどが挙げられるが，誘起電圧
Ｖｎに基づいて抵抗値制御信号Ｓ２を出力することができれば，係る形態に限られない。
【００４２】
　また，抵抗値可変回路１１８は，例えば，固有の値をもつ抵抗が並列に接続された回路
を，抵抗値制御信号Ｓ２に基づいてスイッチングする構成をとってもよいし，抵抗値制御
信号Ｓ２に基づいて抵抗値を変化させることの可能な素子で構成されてもよい。抵抗値可
変回路１１８は，コンデンサやコイルで構成することもできる。
【００４３】
　また，接続回路１２２としてのＮＭＯＳトランジスタＴｒ１は，応答信号Ｓ１がハイレ
ベルの信号の場合は，抵抗値可変回路１１８とグランドＧＮＤとを接続し，応答信号Ｓ１
がローレベルの信号の場合は，抵抗値可変回路１１８とグランドＧＮＤとを非接続とする
というように，応答信号Ｓ１に基づいて，抵抗値可変回路１１８を，グランドＧＮＤに接
続する。
【００４４】
　なお，図２では，負荷変動レベル制御回路１２０と抵抗値可変回路１１８とが別体の回
路となっているが，係る形態に限られず，例えば，負荷変動レベル制御回路１２０と抵抗
値可変回路１１８とが一体の回路で構成されてもよい。また，接続回路１２２は，ＮＭＯ
Ｓトランジスタに限られず，例えば，応答信号Ｓ１を負荷変動レベル制御回路１２０の前
段で反転させるなどしていれば，Ｐ（Positive）チャネル型ＭＯＳトランジスタとしても
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よいし，ＰＩＮダイオード（p－intrinsic－n　Diode）を用いたＳＰＳＴ（Single　Pole
　Single　Throw）スイッチで構成してもよい。
【００４５】
　負荷変調部１０８の一端には，誘起電圧Ｖｎが印加され，ＮＭＯＳトランジスタＴｒ１
がオンの場合，すなわち，応答信号Ｓ１がハイレベルの信号の場合，もう一方の端がグラ
ンドＧＮＤに接続され，誘起電圧Ｖｎと抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１に基づいて
，負荷変調部１０８に電流Ｉ２が流れる。また，ＮＭＯＳトランジスタＴｒ１がオフの場
合，すなわち，応答信号Ｓ１がローレベルの信号の場合，負荷変調部１０８は，オープン
となり，負荷変調部１０８に電流Ｉ２は流れない。負荷変調部１０８に流れる電流Ｉ２は
，Ｉ２＝Ｖｎ／Ｒｖ１であり，負荷変調部１０８で消費される消費電力Ｐ１は，Ｐ１＝Ｒ
ｖ１（Ｉ２）２＝（Ｖｎ）２／Ｒｖ１となる。ここで，負荷変調に係る抵抗値可変回路１
１８の抵抗値Ｒｖ１は，固定値ではなく，可変である。次に，抵抗値可変回路１１８の抵
抗値Ｒｖ１が，可変であることの効果について説明する。
【００４６】
　図３は，本発明の第１の実施形態，および，後述する第２の実施形態に係る情報処理端
末における誘起電圧Ｖｎと負荷の抵抗値Ｒｖとの対応関係の一例を示す説明図である。図
３は，曲線ＣＬ１が，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００における誘起電
圧Ｖｎと負荷の抵抗値Ｒｖとの対応関係を示しており，曲線ＣＬ２が，本発明の第２の実
施形態に係る情報処理端末２００における誘起電圧Ｖｎと負荷の抵抗値Ｒｖとの対応関係
を示している。なお，図３における定常負荷とは，負荷変調に係る負荷以外の負荷であっ
て，誘起電圧Ｖｎを使用して消費される消費電力を規定する負荷を指し，定常負荷の値は
，情報処理端末に応じて設計者が適宜設定できるものである。また，図３に示す曲線ＣＬ
１，ＣＬ２の値は，一例に過ぎず，リーダ／ライタ１５０と情報処理端末の組み合わせに
より，その値は異なる。さらに，図３において，曲線ＣＬ１は，定常負荷を１［ｋΩ］と
した場合であり，曲線ＣＬ２は，定常負荷が５［ｋΩ］の場合の値である。したがって，
曲線ＣＬ１とＣＬ２とは，定常負荷の値が異なるため，直接的な比較対象とはならない。
ここで，本発明の第２の実施形態については，後述することとし，本発明の第１の実施形
態に係る曲線ＣＬ１に着目する。
【００４７】
　図３を参照すると，曲線ＣＬ１は，誘起電圧Ｖｎの値に応じて，本発明の第１の実施形
態に係る負荷の抵抗値Ｒｖとしての，抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１が変化してい
ることが分かる。例えば，誘起電圧Ｖｎが２．５０［Ｖ］の場合，抵抗値可変回路１１８
の抵抗値Ｒｖ１は，３．５０［ｋΩ］（以下，「パターン１」という。）であり，誘起電
圧Ｖｎが３．７５［Ｖ］の場合，抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１は，０．９０［ｋ
Ω］（以下，「パターン２」という。）である。パターン１において抵抗値可変回路１１
８で消費される電力Ｐ１１は，Ｐ１１＝１７．９×１０－４（小数点以下第６位四捨五入
。以下，同様とする。）［Ｗ］であり，パターン２において抵抗値可変回路１１８で消費
される電力Ｐ１２は，Ｐ１２＝１５６．３×１０－４［Ｗ］となる。上記より，パターン
１よりもパターン２の方が，抵抗値可変回路１１８で消費される電力が大きい，すなわち
，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，誘起電圧Ｖｎが小さい場合には
，抵抗値可変回路１１８で消費される電力Ｐ１もまた小さくさせることが分かる。
【００４８】
　ここで，図６に示す従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路と同様に負荷を固
定し，抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１を０．９０［ｋΩ］とした場合，誘起電圧Ｖ
ｎが２．５０［Ｖ］のとき（以下，「パターン３」という。），抵抗値可変回路１１８で
消費される電力Ｐ１３は，Ｐ１３＝６９．４×１０－４［Ｗ］となり，パターン１の場合
と比べて，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路で消費される消費電力に相当
するパターン３は，抵抗値可変回路１１８で消費される電力Ｐ１が大きくなることが分か
る。また，誘起電圧Ｖｎが３．７５［Ｖ］のとき（以下，「パターン４」という。），抵
抗値可変回路１１８で消費される電力Ｐ１４は，Ｐ１４＝１５６．３×１０－４［Ｗ］と
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なり，パターン２と従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路で消費される消費電
力に相当するパターン４とは，同じ消費電力を示す。
【００４９】
　したがって，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，誘起電圧Ｖｎが特
に小さい場合，従来の情報処理端末と比べて，負荷変調に係る負荷としての抵抗値可変回
路１１８で消費される消費電力Ｐ１を小さくすることができ，情報処理端末１００の駆動
に必要な電力を，従来の情報処理端末よりも多く確保することができる。すなわち，本発
明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，リーダ／ライタ１５０と情報処理端末
１００とが通信が不能となったり，通信に係るデータの破損や，予期しないデータがリー
ダ／ライタ１５０側で認識されるなどの様々な問題が生じる可能性を，従来の情報処理端
末よりも大幅に低くすることが可能となる。
【００５０】
　また，従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路と同様に負荷を固定し，抵抗値
可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１を３．５０［ｋΩ］とした場合，誘起電圧Ｖｎが２．５０
［Ｖ］のとき（以下，「パターン５」という。），抵抗値可変回路１１８で消費される電
力Ｐ１５は，Ｐ１５＝１７．９×１０－４［Ｗ］であり，パターン１と従来の情報処理端
末における負荷変調に係る回路で消費される消費電力に相当するパターン５とは，同じ消
費電力を示す。また，誘起電圧Ｖｎが３．７５［Ｖ］のとき（以下，「パターン６」とい
う。），抵抗値可変回路１１８で消費される電力Ｐ１６は，Ｐ１６＝４０．２×１０－４

［Ｗ］であり，パターン２の場合と比べて，従来の情報処理端末における負荷変調に係る
回路で消費される消費電力に相当するパターン６は，抵抗値可変回路１１８で消費される
電力Ｐ１が小さくなることが分かる。ここで，抵抗値可変回路１１８で消費される電力Ｐ
１が小さければ，抵抗値可変回路１１８に流れる電流Ｉ２もまた小さくなり，ＮＭＯＳト
ランジスタＴｒ１がオンの場合とオフの場合とにおける，情報処理端末１００のリーダ／
ライタ１５０からみたインピーダンスの変化は小さくなる。すなわち，情報処理端末１０
０からリーダ／ライタ１５０への信号伝達には不利となる。
【００５１】
　したがって，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，誘起電圧Ｖｎが大
きい場合，従来の情報処理端末と比べて，負荷変調に係る負荷としての抵抗値可変回路１
１８で消費される消費電力を大きくすることができ，情報処理端末１００が備えるデータ
送受信部１０２に，従来の情報処理端末よりもより大きな電流Ｉ２を流すことができる。
すなわち，ＮＭＯＳトランジスタＴｒ１がオンの場合とオフの場合とにおける，情報処理
端末１００のリーダ／ライタ１５０からみたインピーダンスの変化は，従来の情報処理端
末よりも大きくなる。したがって，情報処理端末１００からリーダ／ライタ１５０への信
号伝達は，従来の情報処理端末よりも有利となる。
【００５２】
　以上のように，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００は，負荷変調部１０
８において，誘起電圧Ｖｎに基づいて負荷としての抵抗値可変回路１１８の抵抗値Ｒｖ１
を変化させることにより，抵抗値可変回路１１８で消費される消費電力Ｐ１を調整する。
負荷変調に係る負荷の値を変化させることにより，本発明の第１の実施形態に係る情報処
理端末１００は，誘起電圧Ｖｎが小さい場合，リーダ／ライタ１５０と情報処理端末１０
０とが通信が不能となったり，通信に係るデータの破損や，予期しないデータがリーダ／
ライタ１５０側で認識されるなどの様々な問題が生じる可能性を，従来の情報処理端末よ
りも大幅に低くすることが可能となる。また，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端
末１００は，誘起電圧Ｖｎが大きい場合，情報処理端末１００からリーダ／ライタ１５０
へ，従来の情報処理端末よりもより強いデータ信号を送信することが可能となる。
【００５３】
　また，本発明の第１の実施形態として，情報処理端末１００を挙げて説明したが，本発
明の第１の実施形態は係る形態に限られず，ＩＣカードや，携帯電話とＰＨＳ（Personal
　Handyphone　System）とをはじめとする携帯型通信装置，およびＲＦＩＤタグなどの様
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々な装置に適用することができる。
【００５４】
（第２の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００では，誘起電圧Ｖｍを情報処理端末
１００の唯一の電源としたが，情報処理端末１００が内部電源を備えることも当然として
あり得る。そこで，内部電源を備える本発明の第２の実施形態について，次に説明する。
【００５５】
　図４は，本発明の第２の実施形態に係るリーダ／ライタ１５０と情報処理端末２００と
で構成される通信システムを示すブロック図である。
【００５６】
　本発明の第２の実施形態に係るリーダ／ライタ１５０は，本発明の第１の実施形態と同
様の構成と機能とを有している。また，本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末２０
０は，図１に示す本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００と比較すると，バッ
テリなどの内部電源２０４と内部電源電圧検知部２０６とを新たに有している。そして，
内部電源２０４と内部電源電圧検知部２０６とを有することにより，負荷変調部２０２と
電源部２０８とが，本発明の第１の実施形態とは異なる。
【００５７】
　内部電源２０４は，内部電源電圧Ｖｏを電源部２０８と内部電源電圧検知部２０６とに
出力する。電源部２０８は，電圧レギュレータ１１０から出力される電圧Ｖｆと内部電源
電圧Ｖｏとが入力され，情報処理端末２００を駆動させる駆動電圧ＶＤＤを出力する。内
部電源電圧検知部２０６は，内部電源電圧Ｖｏの値を検知し，内部電源電圧Ｖｏの値のあ
る大きさを閾値として，内部電源電圧Ｖｏが閾値よりも大きい場合はハイレベル，内部電
源電圧Ｖｏが閾値よりも小さい場合はローレベルというように２値化された内部電源電圧
信号Ｓ３を，負荷変調部２０２へ出力する。ここで，内部電源電圧検知部２０６は，内部
電源電圧Ｖｏの有無を基準として２値化された内部電源電圧信号Ｓ３を出力してもよいし
，内部電源電圧Ｖｏの値と内部電源電圧信号Ｓ３との対応関係を示すテーブルを用いて，
内部電源電圧Ｖｏの値に応じて，３以上の複数段階に可変する内部電源電圧信号Ｓ３を出
力してもよい。さらに，内部電源電圧検知部２０６は，内部電源電圧Ｖｏの値に応じて連
続的に可変する内部電源電圧信号Ｓ３を出力してもよい。
【００５８】
　図５は，本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末２００の負荷変調部２０２の構成
を詳細に示す説明図である。
【００５９】
　図５を参照すると，負荷変調部２０２は，抵抗値Ｒｖ２が変化することが可能な抵抗値
可変回路２１０と，抵抗値可変回路２１０の抵抗値Ｒｖ２を変化させる負荷変動レベル制
御回路２１２と，応答信号Ｓ１に基づいてオン／オフされるスイッチの役割を果たす，接
続回路１２２としてのＮＭＯＳトランジスタＴｒ１とから構成される。
【００６０】
　負荷変動レベル制御回路２１２は，少なくとも誘起電圧Ｖｎを検知する電圧検知手段と
，検知手段で検知した誘起電圧Ｖｎと内部電源電圧信号Ｓ３とに応じた抵抗値制御信号Ｓ
４を出力する抵抗値制御信号出力手段とを備える。抵抗値制御信号出力手段としては，誘
起電圧Ｖｎと抵抗値制御信号Ｓ４との対応関係を示す２つのテーブルを，内部電源電圧信
号Ｓ３の信号に応じて使い分けて抵抗値制御信号Ｓ４を出力することが挙げられる。ここ
で，２つのテーブルとは，内部電源電圧信号Ｓ３がローレベルの信号の場合，すなわち，
内部電源電圧Ｖｏが，ある閾値より小さい，または，ゼロの場合に用いるテーブルと，内
部電源電圧Ｖｏが，ある閾値より大きい場合に用いるテーブルである。また，抵抗値制御
信号出力手段としては，内部電源電圧信号Ｓ３と誘起電圧Ｖｎと抵抗値制御信号Ｓ４との
対応関係を示す一つのテーブルを用いて抵抗値制御信号Ｓ４を出力してもよいし，内部電
源電圧信号Ｓ３と誘起電圧Ｖｎに基づいて抵抗値制御信号Ｓ４を出力させることができれ
ば，係る形態に限られない。
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【００６１】
　また，抵抗値可変回路２１０は，例えば，固有の値をもつ抵抗が並列に接続された回路
を，抵抗値制御信号Ｓ４に基づいてスイッチングする構成をとってもよいし，抵抗値制御
信号Ｓ４に基づいて抵抗値を変化させることの可能な素子で構成されてもよい。抵抗値可
変回路２１０は，コンデンサやコイルで構成することもできる。抵抗値可変回路２１０は
，基本的に本発明の第１の実施形態に係る抵抗値可変回路１１８と同様の構成をとるが，
上述のように内部電源電圧信号Ｓ３と誘起電圧Ｖｎとに基づく抵抗値制御信号Ｓ４で制御
されるため，本発明の第１の実施形態に係る抵抗値可変回路１１８よりも，抵抗値Ｒｖ２
の変化可能な範囲を広くすることができる。
【００６２】
　なお，図５では，負荷変動レベル制御回路２１２と抵抗値可変回路２１０とが別体の回
路となっているが，係る形態に限られず，例えば，負荷変動レベル制御回路２１２と抵抗
値可変回路２１０とが一体の回路で構成されてもよい。
【００６３】
　次に，抵抗値可変回路２１０の抵抗値Ｒｖ２が，内部電源電圧信号Ｓ３と誘起電圧Ｖｎ
とに基づいて可変であることの効果について，図３を用いて説明する。なお，説明の便宜
上，内部電源電圧信号Ｓ３が，ハイレベルとローレベルとの２値化された信号であるとす
るが，上述したように，内部電源電圧Ｖｏの値に応じて，３以上の複数段階の，または，
連続的に可変する内部電源電圧信号Ｓ３であってもよい。
【００６４】
　内部電源２０４を有する場合，すなわち，内部電源電圧信号Ｓ３がハイレベルの信号で
ある場合は，内部電源電圧Ｖｏを情報処理端末２００の駆動に用いることが可能となる。
そのため，誘起電圧Ｖｎが情報処理端末２００の一部にしか用いられず，抵抗値可変回路
２１０で消費される消費電力Ｐ２を，内部電源２０４を有さない場合，すなわち本発明の
第１の実施形態に係る情報処理端末１００よりも大きくすることができる。
【００６５】
　図３を参照すると，前述したように，本発明の第１の実施形態に係る曲線ＣＬ１の値と
，本発明の第２の実施形態に係る曲線ＣＬ２の値とは，直接的な比較対象とはならないが
，例えば，曲線ＣＬ１の各値を５倍した場合，すなわち，曲線ＣＬ１における定常負荷を
５［ｋΩ］と仮定した場合，誘起電圧Ｖｎが２．５０［Ｖ］のとき，負荷の抵抗値Ｒｖは
，１７．５［ｋΩ］であり，負荷で消費される電力Ｐ１は，Ｐ１＝３．６×１０－４［Ｗ
］となる。これに対して，曲線ＣＬ２において，誘起電圧Ｖｎが２．４９［Ｖ］のとき，
抵抗値可変回路２１０の抵抗値Ｒｖ２は，１１．０［ｋΩ］であり，消費される電力Ｐ２
は，Ｐ２＝５．６×１０－４［Ｗ］である。したがって，本発明の第１の実施形態に係る
情報処理端末１００よりも，本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末２００は，リー
ダ／ライタ１５０からみたインピーダンスの変化を大きくでき，効率的にデータ信号を送
信することができる。
【００６６】
　また，内部電源電圧信号Ｓ３がローレベルの信号である場合は，内部電源２０４を有さ
ない場合に相当するため，本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００と同様の効
果を奏す。
【００６７】
　以上のように，本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末２００は，負荷変調部２０
２において，誘起電圧Ｖｎに基づいて負荷としての抵抗値可変回路２１０の抵抗値Ｒｖ２
を変化させることにより，抵抗値可変回路２１０で消費される消費電力Ｐ２を調整する。
本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末２００は，情報処理端末２００の駆動に必要
な電力を得ることのできる内部電源電圧Ｖｏを出力する内部電源２０４を有するため，本
発明の第１の実施形態に係る情報処理端末１００よりも，負荷変調に係る負荷で消費され
る消費電力Ｐ２を大きくすることができる。したがって，本発明の第２の実施形態に係る
情報処理端末２００は，リーダ／ライタ１５０からみたインピーダンスの変化を，本発明
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の第１の実施形態に係る情報処理端末１００よりも大きくでき，効率的にデータ信号を送
信することができる。
【００６８】
　また，負荷変調に係る負荷の値を変化させることにより，本発明の第２の実施形態に係
る情報処理端末２００は，誘起電圧Ｖｎが特に小さい場合，リーダ／ライタ１５０と情報
処理端末２００とが通信が不能となったり，通信に係るデータの破損や，予期しないデー
タがリーダ／ライタ１５０側で認識されるなどの様々な問題が生じる可能性を，従来の情
報処理端末よりも大幅に低くすることが可能となる。また，本発明の第２の実施形態に係
る情報処理端末２００は，誘起電圧Ｖｎが大きい場合，情報処理端末２００からリーダ／
ライタ１５０からみたインピーダンスの変化を，従来の情報処理端末よりも大きくでき，
効率的にデータ信号を送信することができる。
【００６９】
　また，本発明の第２の実施形態として，情報処理端末２００を挙げて説明したが，本発
明の第２の実施形態は係る形態に限られず，ＩＣカードや，携帯電話とＰＨＳとをはじめ
とする携帯型通信装置，およびＲＦＩＤタグなどの様々な装置に適用することができる。
【００７０】
（無線通信方法）
　次に，上述した情報処理端末１００と情報処理端末２００とを用いて，リーダ／ライタ
１５０とのデータの送受信を非接触で行う無線通信方法について説明する。
【００７１】
　情報処理端末１００，または，情報処理端末２００は，リーダ／ライタ１５０から発生
された搬送波から誘起電圧Ｖｎを発生させ，リーダ／ライタ１５０から送られる信号を受
信する。誘起電圧Ｖｎの発生には，電磁誘導が用いられ，搬送波として使用されている特
定の周波数で共振させる。
【００７２】
　情報処理端末１００，または，情報処理端末２００は，応答信号Ｓ１に基づいて負荷の
値を変化させることにより，負荷で消費される消費電力を調整する。消費電力を調整は，
誘起電圧Ｖｎが小さい場合は，負荷の値を大きくして負荷に流れる電流を小さくし，また
，誘起電圧Ｖｎが大きい場合は，負荷の値を小さくして負荷に流れる電流を大きくするよ
うになされる。
【００７３】
　情報処理端末１００，または，情報処理端末２００は，誘起電圧Ｖｎに基づいて，負荷
の値が変化する負荷を有効化／無効化することにより，負荷変調を行い，リーダ／ライタ
１５０から見たインピーダンスを変化させることで，信号を送信する。
【００７４】
　かかる方法により，情報処理端末１００，または，情報処理端末２００の負荷で消費さ
れる消費電力を調整しつつ，情報処理端末１００，または，情報処理端末２００とリーダ
／ライタ１５０とが通信可能となる。
【００７５】
　なお，かかる方法は，ＩＣカードや，携帯電話とＰＨＳとをはじめとする携帯型通信装
置，およびＲＦＩＤタグなどの様々な装置に適用することができる。
【００７６】
（プログラム）
　また，上述した無線通信方法は，リーダ／ライタ１５０から発生された搬送波から電磁
誘導により誘起電圧Ｖｎを発生させ，リーダ／ライタ１５０から送られる信号を受信する
手段と，誘起電圧Ｖｎに基づいて，負荷の値を変化させることにより，負荷で消費される
消費電力を調整する手段と，誘起電圧Ｖｎに基づいて負荷の値が変化する負荷を有効化／
無効化することにより，負荷変調を行い，リーダ／ライタ１５０に信号を送信する手段と
して情報処理端末が備えるコンピュータを機能させるためのプログラムで実現することが
できる。
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　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００７８】
　例えば，図１において，負荷変調部１０８を検波回路１０６の前段に設けることや，ク
ロック生成部１０４が，誘起電圧Ｖｍに基づかずにクロック信号ＣＬＫを出力すること，
さらには，図４において，情報処理端末２００が，その内部，および／または，外部に複
数の電源を有していることなどは，当業者が容易に変更し得る程度のことであり，本発明
の等価範囲に属するものと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る読み書き装置と情報処理端末とで構成される通信
システムを示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る情報処理端末の負荷変調部の構成を詳細に示す説
明図である。
【図３】本発明の第１および第２の実施形態に係る情報処理端末における誘起電圧と負荷
の抵抗値との対応関係の一例を示す説明図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る読み書き装置と情報処理端末とで構成される通信
システムを示すブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る情報処理端末の負荷変調部の構成を詳細に示す説
明図である。
【図６】従来の情報処理端末における負荷変調に係る回路を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１００，２００　　情報処理端末
　１０２　　　データ送受信部
　１０８，２０２　　負荷変調部
　１１６　　　信号処理部
　１１８，２１０　　抵抗値可変回路
　１２０，２１２　　負荷変動レベル制御回路
　１２２　　　接続回路
　１５０　　　読み書き装置
　２０４　　　内部電源
　２０６　　　内部電源電圧検知部
　Ｓ１，Ｓ５　応答信号
　Ｖｍ，Ｖｎ，Ｖ１　誘起電圧
　Ｖｏ　　　　内部電源電圧
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