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(57)【要約】
【課題】ＵＨＦ帯及びＨＦ帯の２種類の周波数、通信方
式に対応可能とし、金属製の被接着体に取り付けても通
信可能な非接触ＩＣラベルを提供する。
【解決手段】磁性シート１０と、磁性シート１０の一方
の面側に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ
部２５と、複数の第一アンテナ部２５に接続される第一
ＩＣチップ２１とを備えた非接触ＩＣラベルにおいて、
磁性シート１０の一方の面側に配置され、複数の第一ア
ンテナ部２５を取り囲むコイル状をなす第二アンテナ部
２７と、該第二アンテナ部２７と接続された第二ＩＣチ
ップ２９とを設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性シートと、
　前記磁性シートの一方の面側に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、
　前記複数の第一アンテナ部に接続される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルに
おいて、
　前記磁性シートの一方の面側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル
状をなす第二アンテナ部と、
　該第二アンテナ部と接続された第二ＩＣチップとをさらに備えることを特徴とする非接
触ＩＣラベル。
【請求項２】
　磁性シートと、
　前記磁性シートの一方の面側に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、
　前記複数の第一アンテナ部に接続される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルに
おいて、
　前記磁性シートの一方の面側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル
状をなす第二アンテナ部をさらに備え、
　前記第二アンテナ部が前記第一ＩＣチップと接続されていることを特徴とする非接触Ｉ
Ｃラベル。
【請求項３】
　前記第一アンテナ部はＵＨＦ帯の電波方式で動作するとともに、
　前記第二アンテナ部はＨＦ帯の電磁誘導方式で動作することを特徴とする請求項１又は
２に記載の非接触ＩＣラベル。
【請求項４】
　磁性シートと、
　前記磁性シートの一方の面側に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、
　前記複数の第一アンテナ部に接続される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルに
おいて、
　前記磁性シートの一方の面側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル
状をなす第二アンテナ部と、
　該第二アンテナ部と接続された第二ＩＣチップとをさらに備え、
　前記第二アンテナ部が、前記第二ＩＣチップに加えて前記第一ＩＣチップに接続されて
いることを特徴とする非接触ＩＣラベル。
【請求項５】
　前記第一アンテナ部はＵＨＦ帯の電波方式で動作するとともに、
　前記第二アンテナ部はＨＦ帯の電磁誘導方式及びＵＨＦ帯の電磁誘導方式の双方で動作
することを特徴とする請求項４に記載の非接触ＩＣラベル。
【請求項６】
　複数の前記第一アンテナ部として、前記第一ＩＣチップとの接続部から延びるように一
対の前記第一アンテナ部が配置されており、
　これら一対の第一アンテナ部がそれぞれ前記接続部から延びる方向が互いに逆向きであ
ることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の非接触ＩＣラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信によってＩＤ情報を読み取り可能な非接触ＩＣラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＲＦＩＤタグ（非接触ＩＣラベル）とリーダ等との間で、無線通信による情
報の送受信が行われている。しかしながら、ＲＦＩＤタグを金属製の被接着体に取り付け
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た場合には通信性能が低下してしまう。この問題点を解決するために、様々なＲＦＩＤタ
グの構成が検討されている。
【０００３】
　例えば、１３．５６ＭＨｚ帯の電波を用いる電磁誘導方式のＲＦＩＤタグでは、アンテ
ナと被接着体の間に高透磁率の磁性体（磁性シート）を設け、アンテナと被接着体との間
にロスの少ない磁束のルートを確保することで、金属製の被接着体に取り付けても通信性
能を維持できるＲＦＩＤタグを実現している。なお、通信性能は低下するが磁性体の厚さ
を、たとえば１００μｍまたは１００μｍ以下と薄くすることもできるので、金属製の被
接着体に対応した薄手の金属対応ＲＦＩＤタグも作ることができる。
【０００４】
　これに対して、ＵＨＦ帯及びＳＨＦ帯で用いられる電波方式のＲＦＩＤタグでは、アン
テナと被接着体との間に誘電体また空気層を設けることで、アンテナと被接着体との隙間
を確保し、被接着体の影響を抑える方法が一般的に用いられる。
　しかしながら、この方法では、アンテナと被接着体との間に１００μｍの厚さの誘電体
を用けた場合や１００μｍの厚さの空気層を設けた場合には、金属製の被接着体の影響を
強く受けてしまい通信不能となってしまう。よって、現状では、ＨＦ帯で用いられるよう
な薄手（厚さが数百μｍ以下）のＲＦＩＤタグを作ることは困難であるとされている。
【０００５】
　ＵＨＦ帯及びＳＨＦ帯で用いられる電波方式の他のＲＦＩＤタグとしては、例えば特許
文献１に示すように、アンテナと被接着体との間に磁性体を設ける構成も提案されている
。このＲＦＩＤタグでは、アンテナと金属製の被接着体との間に軟磁性体を配置している
。特許文献１では、軟磁性体については克明な記載がある。一方で、使用するアンテナに
関してはダイポールアンテナ及びその変形アンテナといった程度の記載に留まっており、
また実際の検証においてもアンテナ形状の詳細な記載はなく、磁性体の厚さも１ｍｍ（通
信距離は１５ｍｍ）の例しか記載されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３０９８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＵＨＦ帯及びＳＨＦ帯で用いられる上記の電波方式のＲＦＩＤタグでは
、たとえば、ラベルとして用いられるには厚くなりすぎて、実用に耐えなくなるという問
題がある。
　一般的なＲＦＩＤタグでは、アンテナの幅は１ｍｍ以下のものが多く、また一部のＲＦ
ＩＤタグでは小型化及びアンテナ利得向上のためにアンテナ幅を細くしてメアンダ形状を
採用している。発明者が行った実験により、上記特許文献１に記載されたＲＦＩＤタグが
前述のような一般的なアンテナを備えた場合において、軟磁性体を単に薄くするだけでは
充分な通信性能が得られないことも分かった。
【０００８】
　一方、上記ＲＦＩＤタグは、ＵＨＦ帯において電波方式で動作するＲＦＩＤタグと、Ｈ
Ｆ帯において電磁誘導方式で動作するＲＦＩＤタグの２種類が主流となっており、取り付
けられる対象物（被接着体）、使用環境などにより２種類のＲＦＩＤタグは使い分けられ
ている。
【０００９】
　このような状況において、近年では読み取り装置も前述の２種類の周波数、通信方式の
ＲＦＩＤタグが読み取り可能なマルチリーダーが開発され市販されている。しかしながら
、電波方式の出力アンテナと電磁誘導方式の出力アンテナではアンテナの構造が全く異な
ることから高出力化が難しく、かつ高コストになってしまうという欠点があり、読み取り
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装置の主流にはなっていない。
　この課題に対してＲＦＩＤタグ自身が前述の２種類の周波数、通信方式に対応でき、シ
ンプルでかつ安価に作ることができれば、ＵＨＦ帯用及びＨＦ帯用どちらの読み取り装置
であってもＲＦＩＤタグの情報が読み取ることが可能となり、使用環境における利便性は
格段に向上する。
【００１０】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、ＵＨＦ帯及びＨＦ帯の２種類の周波
数、通信方式に対応可能とし、金属製の被接着体に取り付けても通信可能な非接触ＩＣラ
ベルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の手段を採用している。
　即ち、本発明に係る非接触ＩＣラベルは、磁性シートと、前記磁性シートの一方の面側
に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、前記複数の第一アンテナ部に接続
される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルにおいて、前記磁性シートの一方の面
側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル状をなす第二アンテナ部と、
該第二アンテナ部と接続された第二ＩＣチップとをさらに備えることを特徴とする。
【００１２】
　このような非接触ＩＣラベルによれば、第一アンテナ部と第二アンテナ部とを備えてい
るため、これら第一アンテナ部及び第二アンテナ部の周波数帯と通信方式を異ならせるこ
とで少なくとも２種類の周波数、通信方式に対応することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明に係る非接触ＩＣラベルは、磁性シートと、前記磁性シートの一方の面側
に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、前記複数の第一アンテナ部に接続
される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルにおいて、前記磁性シートの一方の面
側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル状をなす第二アンテナ部をさ
らに備え、前記第二アンテナ部が前記第一ＩＣチップと接続されていることを特徴とする
。
【００１４】
　このような非接触ＩＣラベルによっても上記同様、これら第一アンテナ部及び第二アン
テナ部の周波数帯と通信方式を異ならせることで少なくとも２種類の周波数、通信方式に
対応することが可能となる。
【００１５】
　さらに、本発明に係る非接触ＩＣラベルにおいて、前記第一アンテナ部はＵＨＦ帯の電
波方式で動作するとともに、前記第二アンテナ部はＨＦ帯の電磁誘導方式で動作すること
が好ましい。
【００１６】
　これにより、ＵＨＦ帯の電波方式及びＨＦ帯の電磁誘導方式の２種類に対応した非接触
ＩＣラベルを実現することができる。
【００１７】
　また、本発明に係る非接触ＩＣラベルは、磁性シートと、前記磁性シートの一方の面側
に配置されたシート状をなす複数の第一アンテナ部と、前記複数の第一アンテナ部に接続
される第一ＩＣチップとを備えた非接触ＩＣラベルにおいて、前記磁性シートの一方の面
側に配置され、前記複数の第一アンテナ部を取り囲むコイル状をなす第二アンテナ部と、
該第二アンテナ部と接続された第二ＩＣチップとをさらに備え、前記第二アンテナ部が、
前記第二ＩＣチップに加えて前記第一ＩＣチップに接続されているものであってもよい。
【００１８】
　このような非接触ＩＣラベルによれば、第二アンテナ部を２つの周波数帯の異なる方式
で動作させることができるため、さらに第一アンテナ部を加えることで、最大で３波対応
を実現することができる。
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【００１９】
　さらに、上記非接触ＩＣラベルでは、前記第一アンテナ部はＵＨＦ帯の電波方式で動作
するとともに、前記第二アンテナ部はＨＦ帯の電磁誘導方式及びＵＨＦ帯の電磁誘導方式
の双方で動作することが好ましい。
　これによって、３波対応を確実に実現することができる。
【００２０】
　また、本発明に係る非接触ＩＣラベルでは、複数の前記第一アンテナ部として、前記第
一ＩＣチップとの接続部から延びるように一対の前記第一アンテナ部が配置されており、
これら一対の第一アンテナ部がそれぞれ前記接続部から延びる方向が互いに逆向きである
ことが好ましい。
　これによって、通信感度を担保しながら薄型の構成を実現することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の非接触ＩＣラベルによれば、ＵＨＦ帯及びＨＦ帯の２種類の周波数、通信方式
に対応し、金属製の被接着体に取り付けても通信可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る非接触ＩＣラベルを模式的に示す平面図である。
【図２】本発明の第二実施形態に係る非接触ＩＣラベルを模式的に示す平面図である。
【図３】本発明の第三実施形態に係る非接触ＩＣラベルを模式的に示す平面図である。
【図４】本発明の第四実施形態に係る非接触ＩＣラベルを模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の第一実施形態に係る非接触ＩＣラベル１について図１を参照して説明す
る。この非接触ＩＣラベル１は、データ読み取り装置（図示省略）との間で非接触にて通
信を行うものである。
【００２４】
　図１に示すように、非接触ＩＣラベル１は、磁性シート１０と、磁性シート１０の一方
の面に配置された内側通信部２０及び外側通信部３０とを備えている。
【００２５】
　磁性シート１０としては、磁性粒子や磁性フレークの磁性帯とプラスチックやゴムの合
成樹脂との複合材からなり、ラベル用途として柔軟性が高い公知の材料を用いることがで
きる。この磁性シート１０は、所定の厚みを有する矩形シート状に形成されている。
【００２６】
　内側通信部２０は、磁性シート１０の一方の面の中央に配置されている。この内側通信
部２０は、第一ＩＣチップ２１と、該第一ＩＣチップ２１に接続された回路部２２と、該
回路部２２に接続されるとともに回路部２２を挟むように配置された一対の接続パッド（
接続部）２３，２４と、これら接続パッド２３，２４にそれぞれ接続された一対のアンテ
ナエレメント（第一アンテナ部）２５，２６とを有している。
【００２７】
　第一ＩＣチップ２１は公知の構成のものが用いられ、該第一ＩＣチップ２１内には所定
の情報が記憶されている。そして、第一ＩＣチップ２１に設けられた不図示の電気接点か
ら電波方式により該第一ＩＣチップ２１に対してＵＨＦ帯の電波のエネルギーが供給され
ることで、該第一ＩＣチップ２１に記憶された情報が電気接点を介して第一ＩＣチップ２
１の外部に伝達されるようになっている。即ち、第一ＩＣチップ２１は、電波方式に対応
したチップとされており、特に本実施形態ではＵＨＦ帯の電波方式とされている。
【００２８】
　また、回路部２２及び接続パッド２３，２４は、ＰＥＴなどで形成された不図示のフィ
ルム上に銀ペーストインキを印刷することで、一体に形成されている。
　回路部２２は、所定の形状に蛇行させた配線により形成されている。この回路部２２は
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、ＩＣチップ２１と接続パッド２３，２４との間、及び、ＩＣチップと接続パッド２３，
２４との間のそれぞれに、互いに等しい所定のインピーダンス及び抵抗値が生じるように
構成されている。また、回路部２２は第一ＩＣチップ２１内の電気接点（図示省略）に電
気的に接続されている。
　接続パッド２３，２４は、磁性シート１０の短辺に沿う方向から回路部２２を挟むよう
に配置され、回路部２２に電気的に接続されている。
【００２９】
　上記のように一体に形成された回路部２２及び接続パッド２３，２４と、第一ＩＣチッ
プ２１とで、いわゆるチップストラップを構成する。さらに、チップストラップ及びアン
テナエレメント２５，２６で、いわゆるダイポールアンテナを構成する。
【００３０】
　一対のアンテナエレメント２５，２６は、上記一対の接続パッド２３，２４にそれぞれ
一対一の関係で電気的に接続されており、それぞれ対応する接続パッド２３，２４から延
びるように配置されている。より具体的には、これら一対のアンテナエレメント２５，２
６は、接続パッド２３，２４から延びる方向が互いに逆向きに設定されている。即ち、一
方のアンテナエレメント２５（図１における上側のアンテナエレメント２５）は、対応す
る接続パッド２３から磁性シート１０の長辺方向一方側（図１における左側）に向かって
延在しており、他方のアンテナエレメント２６（図２における下側のアンテナエレメント
２６）は、対応する接続パッド２４から磁性シート１０の長辺方向他方側（図２における
右側）に向かって延在している。
【００３１】
　外側通信部３０は、磁性シート１０の一方の面における内側通信部２０の外側に配置さ
れている。この外側通信部３０は、第二ＩＣチップ２９と、該第二ＩＣチップ２９に接続
されたアンテナコイル（第二アンテナ部）２７とを備えている。
【００３２】
　第二ＩＣチップ２９は公知の構成のものが用いられ、該第二ＩＣチップ２９内には所定
の情報が記憶されている。そして、第二ＩＣチップ２９に設けられた不図示の電気接点か
ら電磁誘導方式により該第２ＩＣチップに対してエネルギーが供給されることで、該第二
ＩＣチップ２９に記憶された情報が電気接点を介して第二ＩＣチップ２９の外部に伝達さ
せることができるようになっている。即ち、第二ＩＣチップ２９は、電磁波方式に対応し
たチップとされており、特に本実施形態ではＨＦ帯の電磁波方式とされている。
【００３３】
　アンテナコイル２７は、上記内側アンテナを含む内側通信部２０を外周側から取り囲む
ように配置されたコイル状をなしている。即ち、アンテナコイル２７は、線状をなす導線
部が幾重にも重なって巻回されるように磁性シート１０の一方の面に配置されている。こ
のアンテナコイル２７の両端は上記第二ＩＣチップ２９に接続されており、外部の読み取
り装置とＨＦ帯における電磁誘導方式の通信を行うように構成されている。
　なお、非接触ＩＣラベル１を例えば金属製の被接着体に取り付ける場合であっても、ア
ンテナコイル２７と被接着体との間には高透磁率の磁性シート１０が存在するため、アン
テナコイル２７と被接着体との間にロスの少ない磁束のルートが確保され、通信性を良好
に確保することができる。
【００３４】
　以上のような本実施形態の非接触ラベルによれば、内側通信部２０がＵＨＦ帯の電波方
式に対応しており、外側通信部３０がＨＦ帯の電磁誘導方式に対応しているため、これら
２種類の周波数、通信方式で情報通信を行うことが可能となる。
【００３５】
　また、通信方式が電磁誘導のアンテナコイル２７の場合には、そのアンテナ利得（感度
）はアンテナコイル２７の大きさ（直径）に比例するので、一対のアンテナエレメント２
５，２６の外側に、これらアンテナエレメント２５，２６を囲むように成形することで、
アンテナコイル２７の直径を最大限に大きくすることができる。
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【００３６】
　次に、本発明の第二実施形態図について図２を参照して説明する。第二実施形態の非接
触ＩＣラベル１は、第二ＩＣチップ２９が設けられておらず、アンテナコイル２７の両端
が第一ＩＣチップ２１に接続されている点で第一実施形態とは相違する。
　即ち、第二実施形態の第一ＩＣチップ２１は、第一実施形態における第二ＩＣチップ２
９の機能を取り込むように一チップ化されたものである。
　この一チップ化のメリットは大きく、まずはＩＣチップ１個分の実装コストが削減でき
ることと、さらにチップ内のユーザーメモリ域を共有化することで、２チップの場合に比
べてチップサイズを小さくすることもできる。
【００３７】
　なお、通信距離が短くなるという欠点はあるが、主に液体、ＲＦＩＤタグ同士の接近等
、周囲の影響を受けにくくするためにＵＨＦ帯であっても電磁誘導方式を用いることがあ
る。そのため、同電磁誘導方式に特化したＵＨＦ帯の読み取りアンテナ（コイルアンテナ
）も市販されている。
【００３８】
　次に、本発明の第三実施形態図について図３を参照して説明する。図３に示すように、
第三実施形態の非接触ＩＣラベル１は、アンテナコイル２７の一部２７ａが第一ＩＣチッ
プ２１に接続されている点で第一実施形態とは相違する。
　即ち、この非接触ＩＣラベル１は、アンテナコイル２７の一部２７ａををＵＨＦ帯の電
磁誘導方式のアンテナとしたものであり、上述した電磁誘導方式の読み取りアンテナコイ
ル２６に対応している。
【００３９】
　アンテナコイル２７の一部２７ａの両端は、第一ＩＣチップ２１のＵＨＦ帯の電磁誘導
方式に対応した接続部（バンプ）に接続されている。したがって、第一ＩＣチップ２１と
しては電波方式及び電磁誘導方式の２方式に対応したチップを用いる必要がある。
　本実施形態では、２波対応（ＵＨＦ帯及びＨＦ帯の２種類の周波数、２種類の通信方式
）に加えＵＨＦ帯の電磁誘導方式にも対応している。即ち、本実施形態では、第一アンテ
ナ部はＵＨＦ帯の電波方式で動作するとともに、第二アンテナ部はＨＦ帯の電磁誘導方式
及びＵＨＦ帯の電磁誘導方式の双方で動作する。したがって、本実施形態の非接触ＩＣラ
ベル１によれば、３波対応を実現することができる。
【００４０】
　次に、本発明の第四実施形態について図４を参照して説明する。なお、図４において図
１と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。図４に示すように、
第四実施形態の非接触ＩＣラベル１は、平面視において磁性シート１０が２つのエリアに
分割されている点において第一実施形態と相違する。
【００４１】
　即ち、第四実施形態では、磁性シート１０は内側通信部２０が配置された第一領域１０
ａと外側通信部３０が配置された第二領域１０ｂとに分割されており、これら第一領域１
０ａ及び第二領域１０ｂはそれぞれ異なる物性に設定されている。
【００４２】
　このようにすることで以下に示す改善が可能となる。即ち、磁性シート１０の第一領域
１０ａでは、その電気的な物性値（透磁率、磁性損失、誘電率、誘電損失など）をＵＨＦ
帯の電波方式にあった好適なものにすることができる。また、磁性シート１０の第二領域
１０ｂも同様に、その電気的な物性値（透磁率、磁性損失、誘電率、誘電損失など）をＨ
Ｆ帯の電磁誘導方式にあった好適なものにすることができる。
【００４３】
　なお、図示は省略するが、ＵＨＦ帯の電磁誘導方式のアンテナコイル２７においても同
様である。よって、ＵＨＦ帯及びＨＦ帯のそれぞれの通信距離をさらに伸ばすことが可能
となる。
　また、磁性シート１０の第一領域１０ａ及び第二領域１０ｂを設定する際には、それぞ
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れが別行程で製造され分割された形態（形状を含む）、または同一行程で製造され一体と
なった形態等、前述のとおり磁性シート１０の電気的な物性値を変えることが可能であれ
ばどのような形態であってもかまわない。
【００４４】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の技術的思想を逸脱しない
限り、これらに限定されることはなく、多少の設計変更等も可能である。
【００４５】
　例えば、実施形態では、アンテナエレメント２５，２６の平面視した形状を矩形状とし
た。しかし、アンテナエレメント２５，２６の形状はこれに限定されず、アンテナエレメ
ント２５，２６を平面視した形状は、円形、楕円形、多角形状などでもよい。さらに、ア
ンテナエレメント２５，２６及びアンテナエレメント２５，２６が互いに異なる形状であ
ってもよい。またアンテナコイル２７においても同様であり、アンテナエレメント２５，
２６をその周囲から囲むような構成であればいかなる形状であってもよい。
【００４６】
　また、実施形態では、一対のアンテナエレメント２５，２６が延びる方向を互いに逆向
きとしたがこれらの延びる方向が互いに異なる方向となるように配置されていれば、特に
配置は限定されない。
　さらに、記実施形態では、内側通信部２０及び外側通信部３０は磁性シート１０の一方
の面に配置されていたが、磁性シート１０の一方の面と内側通信部２０及び外側通信部３
０との間に樹脂などで形成された部材を配置したり、空気層を設けたりしてもよい。
【００４７】
　なお、非接触ＩＣラベル１が実際に用いられる際には、図には示さないが、目視または
機械読み取りのための文字、図形などの情報が記載されたフィルム、紙類が、ＩＣチップ
の保護も兼ねて、内側通信部２０及び外側通信部３０に対する磁性シート１０とは反対側
に設けられてもよい。なお、この情報は、非接触ＩＣラベル１にフィルムなどを設けた後
に、プリンタ等によりフィルムに記載しても構わない。また、磁性シート１０の他方の面
には、被接着体である金属面に貼り付けるための接着層が設けられてもよい。
【実施例】
【００４８】
　第一実施形態の非接触ＩＣラベル１を用いた読み取り実験を行った。その内容を以下に
示す。　
（実験条件）
　実験には、下記に示す機材及び材料を使用した。
・磁性シート１０：大同特殊鋼（株）製　ＮＲＣ０１０（厚さ１００μｍ）
・第一ＩＣチップ２１：ＮＸＰ社製　ＵＣＯＤＥ　Ｇ２ｉＬ
・アンテナエレメント２５，２６：厚さ１２μｍのアルミニウムの薄膜
・チップストラップ（インピーダンス回路（回路部２２）付き）：ＩＣチップ２１以外は
　自社製
　ＰＥＴフィルム（厚さ５０μｍ）上に銀ペーストインキでパターン印刷（厚さ８μｍ）
・第二ＩＣチップ２９及びアンテナコイル２７：オムロン（株）製　７５ｍｍ×４６ｍｍ
　１３．５６ＭＨｚ用ＩＣインレット
・ＵＨＦ帯高出力ハンディリーダー：ＳＡＭＳＵＮＧ　ＶＬＡＣＧ１　最大出力：１Ｗ
・ＨＦ帯読み取り装置：セントラルエンジニアリング（株）製　ＭＲ０４Ａ
・ＨＦ帯読み取りアンテナ：セントラルエンジニアリング（株）製　ＦＬＡＭ－Ｔ２１Ａ
・金属板：ステンレス製（２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×０．５ｍｍ）
【００４９】
　（実験手順）
　ステンレス製の金属板上に、上記磁性シート１０を配置した。そして、この磁性シート
１０上にアンテナエレメント２５，２６を配置し、さらにその上に、ＰＥＴ上に印刷され
たチップストラップを接続パッド２３，２４がアンテナエレメント２５，２６に電気的に
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に、アンテナエレメント２５，２６と接続パッド２３，２４との接続が確実になるように
、金属板から発泡スチロールまでをまとめて、バンドで固定した。
　続いて、発泡スチロール側からハンディリーダーを近づけ、電波方式により第一ＩＣチ
ップ２１に記憶された情報を読み取った。そして、ハンディリーダーが非接触で内側通信
部２０から情報を読み取ることができる距離の最大値（通信距離）を求めた。
　さらに、発泡スチロール側からハンディリーダーを近づけ、電磁誘導方式により第二Ｉ
Ｃチップ２９に記憶された情報を読み取った。そして、ハンディリーダーが非接触で第二
通深部から情報を読み取ることができる距離の最大値（通信距離）を求めた。
　なお、発泡スチロール及びＰＥＴフィルムは、通信距離の測定結果にはほとんど影響を
与えないことが判明している。
【００５０】
（結果）
　アンテナエレメント２５，２６は、３０ｍｍ（長さ）×１０ｍｍ（幅）の１種類とし、
ハンディリーダーＲの出力は０．５Ｗ（２７ｄＢｍ）とした場合の実験結果を以下に示す
。
・ＵＨＦ帯における通信距離：１２０ｍｍ
・ＨＦ帯における通信距離　：　９０ｍｍ
　その他に、ＵＨＦ帯用のアンテナであるアンテナエレメント２５，２６と、ＨＦ帯用の
アンテナであるアンテナコイル２７とのアンテナ間の相互干渉の程度を調べる実験も行っ
た。
　ＵＨＦ帯における通信距離で、一対のアンテナエレメント２５，２６の外側に設けられ
ているアンテナコイル２７がある場合と無い場合での通信距離の差はほとんどみられなか
った。またＨＦ帯における通信距離で、アンテナコイル２７の内側に設けられている一対
のアンテナエレメント２５，２６が、ある場合と無い場合での通信距離の差はほとんどみ
られなかった。
【００５１】
　以上の実験結果より、本発明の目的である、ＵＨＦ帯及びＨＦ帯の２種類の周波数、通
信方式に対応し、金属製の被接着体に取り付けても通信可能で、かつ薄型の非接触ＩＣラ
ベル１が作れることが分かった。
【符号の説明】
【００５２】
１　　非接触ＩＣラベル
１０　磁性シート
１０ａ　　　第一領域
１０ｂ　　　第二領域

２０　内側通信部
２１　第一ＩＣチップ
２２　回路部
２３　接続パッド（接続部）
２４　接続パッド（接続部）
２５　アンテナエレメント（第一アンテナ）
２６　アンテナエレメント（第一アンテナ）
３０　外側通信部
２９　第二ＩＣチップ
２７　アンテナコイル（第二アンテナ）
２７ａ　　　一部
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