
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 第１通信器と、
　

第２通信器と
からなる非接触通信システムにおいて、

　
　前記第１通信機 所定の変化

することを特徴とする非接触通信システム。
【請求項２】
　前記第１通信器は、 と を共通の送信手段を通して、

送信することを特徴とする請求項１に記載の非接触通信システム。
【請求項３】
　前記第２通信器が前記第１通信器と通信可能な範囲に存在したとき、 に
よって送信された前記 電波 第２
通信器 動作 ため 一定の
周期で作動と停止 繰り返 動作を行い、 このような繰り返し動作

前記第１通信器から される
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電波を送信する
前記電波を受信するとともに該電波から電力を再生する機能を有し、前記第１通信器か

ら送信された前記電波に変化を与えることにより前記第１通信器と通信する
、

前記第１通信器は、送信する前記電波の出力を制御する制御手段を備え、
が、第１の電波を送信するとともに該第１の電波に が与えら

れたことを検出することによって、前記制御手段が出力を調整して前記第１の電波より強
い第２の電波を送信

前記第１の電波 前記第２の電波と ど
ちらか一方のみを

前記第１通信器
第１の によって前記第２通信器で再生された電力が、前記

を継続させて させるのに十分な大きさではない 、前記第２通信器が
とを す 前記第２通信器が を

することによって、 送信 前記第１の電波に変化を生じさせると
ともに、



　 検知する検知手段と、
　該検知手段の出力に基づいて、 第２通信器が前記第１通信器と通信可能な範囲に存
在するか否かを判定する判定手段
　該判定手段の出力に基づいて、 電波を ことを特徴と
する請求項１又は２に記載の非接触通信システム。
【請求項４】
　前記第１通信器に前記第２通信器が通信可能な範囲に存在することを認識させるために
、前記第２通信器が、前記 の電波を したとき返信信号を生成する信号生成手段を
備えていることを特徴とする請求項１又は２に記載の非接触通信システム。
【請求項５】
　前記信号生成手段によって生成された返信信号に基づいて、前記第２通信器内のインピ
ーダンスを変化させて前記 の電波を変化させることを特徴とする請求項４に記載の非
接触通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、質問器から送信された高周波変調信号である電波を応答器が受信して該電波か
ら電力を生成するとともに、受信した該電波の変調信号から情報を復調し、その情報に対
する返答情報を質問器に送り返す非接触通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、非接触通信システムとしてアンテナから送信されてくる電波から電力を得て、
内部に記憶している情報を送信する高周波タグ（ＲＦ・ＴＡＧ）やＩＤカードが使用され
ており、スキー場のリフトや鉄道の改札、荷物の仕分けなどに利用されている。
【０００３】
この高周波タグやＩＤカードは内部に不揮発性のメモリを有し、また、送受信機構を有し
ているが、バッテリーなどの電源を有していない非接触型カードとして形成される。そし
て、該非接触カードを動作させる電力は、受信した高周変調波信号としての電波から生成
される。また、情報のやり取りは電波によって行うために、非接触で情報のやり取りがで
きるというメリットがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような非接触通信システムでは、前記非接触カードである応答器が質問器から送信さ
れる電波を受信して、その電波から電力を得るようになっているため、前記質問器から、
常時、前記応答器を比較的離れた所でも動作させることのできる大きさの電力の通信用の
電波を送出するようにしていた。しかしながら、この非接触通信システムでは、応答器が
通信可能な範囲内に存在していないときであっても、前記通信用の電波が前記質問器から
送出され続けなければならないので、明らかに消費電力の無駄である。
【０００５】
また、このような非接触通信システムにおいて、上記のように、前記質問器が常に前記応
答器を動作させるのに必要な電力をもった電波を出力し続けるために、他の電気機器への
不用意な妨害を与えたり、人体に悪影響を及ぼしたりするおそれがあり、好ましくなかっ
た。
【０００６】
本発明は、前記質問器が前記電波を出力するのに消費する消費電力を減少させるような非
接触通信システムを提供することを目的とする。
【０００７】
本発明は、前記質問器が前記応答器との通信動作を行っていないときに出力する電波が、
他の電気機器の動作に妨害を与えたり、人体に悪影響を及ぼしたりしないことを目的とす
る非接触通信システムを提供することを目的とする。
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前記第１通信器が、前記第１の電波に生じる該変化を
前記
と、を備え、
前記制御手段が前記第２の 送信する

第１ 受信

第１



【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の非接触通信システムは、 第１通信器と、

第２通信器と からなる非接
触通信システムにおいて、

前記第１通信機 所定の変化

することを特徴とする
【０００９】
このような構成の非接触通信システムによれば、第２通信器が検知用の電波に対して変化
を与えることができるような範囲内に近づくと、検知用の電波のレベルが大、小の変化を
繰り返す。このような変化を、第１通信器が検知し、送信電波を検知用の電波から通信用
の電波に変更する。この通信用の電波によって、第１通信器は、第２通信器と所定の通信
動作を行う。尚、第２通信器が通信可能な範囲に入ってこない場合は、第１通信器は常に
検知用の電波を送出し続ける。
【００１０】
　請求項２に記載の非接触通信システムは、前記第１通信器が、 と

を共通の送信手段を通して、 送信することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の非接触通信システムは、前記第２通信器が前記第１通信器と通信可能
な範囲に存在したとき、 によって送信された前記 電波

第２通信器 動作
ため 一定の周期で作動と停止 繰り返 動作を行い、

このような繰り返し動作 前記第１通信器から さ
れる

検知する検知手段と、該検知手段の出力に基づいて、 第２通信器が前
記第１通信器と通信可能な範囲に存在するか否かを判定する判定手段 該判定
手段の出力に基づいて、 電波を ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の非接触通信システムは、前記第１通信器に前記第２通信器が通信可能
な範囲に存在することを認識させるために、前記第２通信器が、前記 の電波を し
たとき返信信号を生成する信号生成手段を備えていることを特徴とする。
【００１３】
　このような構成の非接触通信システムによれば、前記信号生成手段によって生成された
返信信号に合わせて、前記第２通信器内のインピーダンスをスイッチング素子などを用い
て変化させることによって、前記第１通信器より送出される の電波を変化させて
、該第１通信器に前記第２通信器が通信可能な範囲に存在することを認識させた後、所定
の通信動作を行う。
【００１４】
　 通信用の電波を放射する第１通信器と、該第１通信器と通信を行う第２通信器と
からなる非接触通信システムにおいて、第１通信器内に機械的または光学的なセンサを設
けることで、前記第２通信器が前記第１通信器と通信できる範囲に存在することを、第１
通信器が認識することによって、前記第１通信器が前記通信用の電波を送出し始めること

【００１５】
このような構成の非接触通信システムによれば、前記第１通信器に設けた光センサ上に前
記第２通信器を近づけたり、また、前記第１通信器に設けたタッチパネルに前記第２通信
器を接触させるといった所定の動作を使用者が行った後、前記第１通信器と前記第２通信
器が所定の通信動作を始める。尚、上記のような動作が行われない場合、前記第１通信器
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電波を送信する 前記電波を受
信するとともに該電波から電力を再生する機能を有し、前記第１通信器から送信された前
記電波に変化を与えることにより前記第１通信器と通信する 、

前記第１通信器は、送信する前記電波の出力を制御する制御手
段を備え、 が、第１の電波を送信するとともに該第１の電波に
が与えられたことを検出することによって、前記制御手段が出力を調整して前記第１の電
波より強い第２の電波を送信

前記第１の電波 前記第
２の電波と どちらか一方のみを

前記第１通信器 第１の によって前記
第２通信器で再生された電力が、前記 を継続させて させるのに十分な大き
さではない 、前記第２通信器が とを す 前
記第２通信器が をすることによって、 送信

前記第１の電波に変化を生じさせるとともに、前記第１通信器が、前記第１の電波に
生じる該変化を 前記

と、を備え、
前記制御手段が前記第２の 送信する

第１ 受信

前記第１

また、

としても構わない。



は内部に備えたセンサにより前記第２通信器を感知するために駆動しているが、該第１通
信器から電波は全く送出されていない。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施形態について、図１～３を参照して、説明する。図１は本実施形態に
おいて使用する質問器１の内部構成を示したブロック図である。
【００１７】
質問器１は、所定の周波数ｆのキャリアを供給するキャリア供給回路２と、該キャリアを
全体制御部８から送られるデータに従って変調する変調回路３と、前記キャリアの出力電
力を制御する出力電力調整部４と、電波の送信・受信機能を有した同調回路５と、後述す
る応答器１０からの返信信号を検出する第１信号検出部６及び第２信号検出部７と、前記
キャリア供給回路２、変調回路３、出力電力調整部４、第１信号検出部６、及び第２信号
検出部７を制御するマイクロコンピュータ等で構成された全体制御部８を有している。
【００１８】
また、図２は本発明において使用したＩＣ回路１１を有する応答器１０の内部構成を示し
たブロック図である。応答器１０は、質問器１より送出された周波数ｆのキャリアと同調
する同調回路１２を有するとともに、ＩＣ回路１１内に整流回路１３、スイッチ１４、復
調回路１５、レギュレータ１６、情報処理回路１７を有している。
【００１９】
このような構成の質問器１と応答器１０を用いた非接触通信システムにおいて、応答器１
０が質問器１と通信可能な範囲に存在していないとき、出力電力調整部４によって通常の
通信時に使用される電波（以下、通信用電波と呼ぶ。）の電力より１０ｄＢ程度弱い電力
に調整された電波が同調回路５より送出されるように、全体制御部８によって出力電力調
整部４が制御される。これ以降、このように応答器１０が通信可能な範囲に存在するか否
かを検出するために送出される電波を、応答器検出用電波と呼ぶ。
【００２０】
上記のような応答器検出用電波の電力は、他の電気機器に影響を及ぼさない程度の大きさ
で、且つ、一定の範囲内で応答器１０が動作可能な電力を得られるか否かの臨界点となる
大きさである。この臨界点は、応答器の性能によって異なる。また、該応答器検出用電波
は、全体制御部８より変調回路３に変調信号が送出されていない、図３（ａ）のような、
電波である。
【００２１】
尚、本実施形態で使用される応答器検出用電波には、上記のように変調信号が与えられて
いない電波を用いたが、変調信号が与えられた電波を応答器検出用電波として用いても良
い。
【００２２】
このとき、全体制御部８によって、キャリア供給回路２、出力電圧制御部４、及び第２信
号検出部７が動作を行い、第１信号検出部６が停止した状態になるように制御される。ま
た、変調回路３に、全体制御部８から変調信号は送出されない。これ以降、このような状
態を検出モードと呼び、応答器１０と共に非接触通信を行っているときの状態を通信モー
ドと呼ぶ。
【００２３】
また、図４（ａ）のように、質問器１の同調回路５から空間を介した応答器１０の負荷ま
でを一つのアンテナ回路と見なせるため、質問器１の同調回路５にかかるインピーダンス
は、応答器１０が動作していないときのものを図４（ｂ）のようにＺ 0、応答器１０が動
作を行い、且つスイッチ１４が解放状態であるときのものを図４（ｃ）のようにＺ 1、そ
して、応答器１０が動作を行い、且つスイッチ１４が接続されたときのものを図４（ｄ）
のようにＺ 2、とおける。それぞれのインピーダンスの関係は、Ｚ 0＞Ｚ 1＞Ｚ 2となる。
【００２４】
同調回路１２により該応答器検出用電波と同調すると、整流回路１３によって、ＩＣ回路
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１１内に供給される電力が生成され、応答器１０が動作を行おうとする。このとき応答器
１０内のスイッチ１４は解放状態にあるので、質問器１の同調回路５にかかるインピーダ
ンスが、Ｚ 0からＺ 1に変わる。このように、該インピーダンスが変化することによって、
応答器１０内部で電力が消費されるため、前記応答器検出用電波の振幅が減少するととも
に、その電力も弱まる。
【００２５】
該応答器検出用電波の電力は、一定の範囲内で応答器１０を動作させるのには充分ではな
い電力しか得られない電界強度になるように出力制御されているため、その電波の振幅が
上記のように変化すると、応答器１０を動作させるために寄与する電力よりも弱い電力し
か得られなくなるために、応答器１０の動作が停止する。これにより、再び、前記インピ
ーダンスの値がＺ 0に戻るとともに、該応答器検出用電波の振幅も元の大きさに戻る。こ
のため、応答器１０が再び動作し始める。
【００２６】
このようにして、応答器１０が作動と停止を繰り返すため、前記応答器検出用電波は、図
３（ｂ）のように、ある一定の周波数ｆ１で変調された信号となる。また、上記のような
動作を繰り返すので、質問器１から情報を含んだ電波が送出されていても、その電波の情
報を情報処理回路１７で充分に処理することができないので、該情報処理回路１７により
スイッチ１４が制御されることがなく、そのため、応答器１０が動作しているとき、スイ
ッチ１４は解放状態にあるので、前記インピーダンスがＺ 1となる。
【００２７】
質問器１の同調回路５から出力される上記のように変調された信号を、第２信号検出部７
において、該信号の周波数ｆ１に同調させた共振回路を用いて検出し、検出出力を全体制
御部８に送る。
【００２８】
ここで、前記周数ｆ１の信号が検出されると、質問器１は、全体制御部８によって、応答
器１０が通信可能な範囲に存在することを認識する。このとき、全体制御部８は、送信信
号の出力を増幅させるように出力電力調整部４を制御し、第２信号検出部７の動作が停止
させるとともに第１信号検出部６を作動させ、また、同時に変調回路３に変調信号を送出
し始める。これにより、検出モードから通信モードに移行する。
【００２９】
このとき、キャリア供給回路２によって供給されるキャリアを、変調回路３で全体制御部
８より送られるデータＱに従って変調した後、同調回路５より出力電力調整部４で増幅し
た応答器１０を動作させるのに充分な電力を有した通信用電波が送出される。この通信用
電波は、図３（ｃ）のように、Ｔ 1の期間のデータＱによって変調された変調波とＴ 2の期
間のデータＱによって変調されていない無変調波が交互に送出された高周波信号である。
【００３０】
応答器１０が該通信用電波を同調回路１２にて受信すると、該通信用電波を整流回路１３
にて整流して電力を生成し、この電力によって応答器１０が動作し始める。このとき、該
通信用電波のＴ 1期間内の変調信号を復調回路１５にて復調して得たデータＱが情報処理
回路１７で処理されるとともに、該処理回路から返答データＡが出力される。該返答デー
タＡはパルス列化されており、これにより、スイッチ１４のＯＮ、ＯＦＦが制御される。
このようにスイッチ１４が制御されることによって、質問器１の同調回路５にかかる前記
インピーダンスが、それぞれスイッチ１４がＯＦＦの時はＺ 1、スイッチ１４がＯＮの時
はＺ 2、というように変化する。
【００３１】
同調回路５にかかる前記インピーダンスが変化すると、期間Ｔ 2の無変調波が、図３（ｄ
）のように、前記返答データＡにて振幅変調された形となる。この信号を第１信号検出部
６で検出し、全体制御部８に検出した信号を送出する。
【００３２】
上記のようにして、質問器１と応答器１０の間で通信が行われた後、再び、通信モードか
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ら検出モードへ移行し、全体制御部８によって、変調回路３への変調信号の送出を停止さ
れるとともに出力電力調整部４からの出力が弱まるように該出力電力調整４の設定値を切
り替え、更に、第２信号検出部７が作動されるとともに第１信号検出部６が停止される。
【００３３】
尚、本実施形態において、質問器１が前記応答器検出用電波と前記通信用電波を送信する
ための同調回路を同調回路５のみとし、該同調回路５に出力する電波と該同調回路５にか
かるインピーダンス変化を認識し信号を検出する信号検出部６、７を検出モードと通信モ
ードのそれぞれの状態に応じて使用したが、図７のように、質問器１’が、前記応答器検
出用電波を送信するための同調回路５ａと前記通信用電波を送信するための同調回路５ｂ
とを有し、該同調回路５ａ、５ｂと出力電力調整部４との間に出力切り替え部２０を設け
、更に、同調回路５ａ、５ｂがそれぞれ信号検出部６、７に接続したような質問器１’で
あっても良い。
【００３４】
このような質問器１’を使用したとき、応答器１０が通信可能な範囲に存在することを認
識する手段と、応答器１０とお互いに通信する通信手段は上記した手段を用いる。ただし
、検出モードと通信モードの間で行う全体制御部８による切り替え動作は、出力電力調整
部４の出力の設定値の切り替え動作と、出力切り替え部２０の同調回路５ａ、５ｂへの出
力の切り替え動作とである。すなわち、検出モードでは、微弱な電波が同調回路５ａから
送出されるように、また、通信モードでは、増幅された電波が同調回路５ｂより送出され
るように出力切り替え部２０が制御される。
【００３５】
また、応答器が第２の実施形態で後述する応答器検出用電波で動作するような専用の回路
を備えた応答器１０’（図５）であるとき、図３（ｂ）におけるインピーダンスＺ 1と図
３（ｄ）におけるインピーダンスＺ 1は異なることがある。
【００３６】
図１及び図５を使用して、第２の実施形態について説明する。本実施形態に於いて使用す
る質問器は、第１の実施形態で使用する図１の質問器と同一の構成の質問器である。
【００３７】
図５は本実施形態で使用する応答器１０’の内部構成を示したブロック図である。該応答
器１０’は、第１の実施形態で使用される応答器１０と同様に、質問器１より送出された
周波数ｆのキャリアと同調する同調回路１２と、ＩＣ回路１１内に整流回路１３、スイッ
チ１４、復調回路１５、レギュレータ１６を有している。更に、前記ＩＣ回路１１内には
、小電力でも動作可能な第１情報処理回路１７ａと、通信モードでの信号処理を行う第２
情報処理回路１７ｂと、スイッチ１８と、該スイッチ１８を制御するスイッチング制御部
１９とを有している。
【００３８】
このような構成の質問器１と応答器１０’を用いた非接触通信システムにおいて、応答器
１０’が質問器１と通信可能な範囲に存在していないとき、第１の実施形態と同様に質問
器１は検出モードの状態であり、前記通信電波の電力より１０ｄＢ程度弱い電力の前記応
答器検出用電波が同調回路５より送出されるように、出力電力調整部４によって該通信用
電波の出力電力が制御される。
【００３９】
尚、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に該応答器検出用電波に変調信号が与
えられていない電波を用いるが、変調信号が与えられた電波を応答器検出用電波として用
いても良い。
【００４０】
このような応答器検出電波を、応答器１０’の同調回路１２で受信すると、該応答器検出
用電波を整流回路１３にて整流して電力を生成し、この電力によって応答器１０’が動作
し始める。このとき、スイッチ１８は接点ａ側に接続されているので、整流回路１３で生
成された電力は第１情報処理回路１７ａに供給され動作可能になる。一方、該第２情報処
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理回路１７ｂには電力が供給されず動作不能のままになっている。
【００４１】
該第１情報処理回路１７ａが作動すると、ある一定の周波数ｆ２のパルス列化されたデー
タが該第１情報処理回路１７ａより出力される。この出力されたデータの周期にあわせて
、スイッチ１４のＯＮ、ＯＦＦを繰り返して同調回路１２のインピーダンスを変化させる
。
【００４２】
上記のように、同調回路１２のインピーダンスを変化させることによって、前記応答器検
出用電波が周波数ｆ２によって振幅変調された形となる。このように変調された信号によ
って、質問器１の同調回路５の両端間のインピーダンスが変化する。この変化を、第２信
号検出部７において、該信号の周波数ｆ２に同調させた共振回路を用いて検出し、検出出
力を全体制御部８に送る。
【００４３】
ここで、前記信号が検出されると、質問器１は、全体制御部８によって、応答器１０’が
通信可能な範囲に存在することを認識する。このとき、全体制御部８は、送信信号の出力
を増幅させるように出力電力調整部４を制御し、第２信号検出部７の動作を停止させると
ともに第１信号検出部６を作動させる。これにより、検出モードから通信モードに移行す
る。通信モードにおいて、質問器１は第１の実施形態同様の動作を行って、変調回路３に
変調信号を送出しながら通信用電波を送信する。該通信用電波に応答器１０’が同調回路
１２によって同調すると、該電波を生成した電力が急激に大きくなったことをスイッチン
グ制御部１９によって検知するとともに、スイッチ１８の接点ｂ側を接続するように制御
する。
【００４４】
このようにして、応答器１０’が質問器１との通信が行える状態になると、第１の実施形
態で行った通信と同様の通信が行われ、通信が終わるか、応答器１０’に供給される電力
が弱まると、質問器１は検出モードに切り替わるために、スイッチング制御部１９により
スイッチ１８が接点ａ側に接続される。尚、本実施形態における第２情報処理回路１７ｂ
が、第１の実施形態での情報処理回路１７に相当し、同様の動作を行う。更に、第１の実
施形態と同様に本実施形態においても、図７に示した検出モードと通信モードで別々の同
調回路を使用する質問器１’を使用しても良い。
【００４５】
図２及び図６を使用して、第３の実施形態について説明する。本実施形態において使用す
る応答器は、第１の実施形態で使用する図２の応答器と同一の構成の応答器である。
【００４６】
図６は、本実施形態で使用する質問器１”の内部構造を示したブロック図である。該質問
器１”は、所定の周波数ｆのキャリアを供給するキャリア供給回路２と、該キャリアを全
体制御部８から送られるデータに従って変調する変調回路３と、電波の送信・受信機能を
有した同調回路５と、応答器１０からの返答信号を検出する第１信号検出部６と、応答器
１０が質問器１”と通信可能な範囲に存在していることを認識するための光センサなどを
有したセンサ部９と、前記キャリア供給回路２、変調回路３及び第１信号検出回路６を制
御するマイクロコンピュータ等で構成された全体制御部８’とで構成されている。
【００４７】
上記のような質問器１”に、応答器１０をセンサ部９に近づけたとき、センサ部９内の光
センサによって、光学的に、応答器１０が質問器１”に近づいたことを検知する。この検
知した出力を、全体制御部８’に送る。その結果、質問器１”が応答器１０と通信を行う
ように、全体制御部８’が質問器１”全体を作動させる。
【００４８】
このとき行われる動作は、第１及び第２の実施形態において、質問器１”が通信モードの
ときに行う動作と検出モード時に検出用電波を出力していないこと以外は同一であるので
、詳細な説明は省略する。
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【００４９】
尚、本実施形態において、質問器１”が通信動作を行うためのスイッチとして、光センサ
という光学的な手法を用いたが、タッチパネル触れることによって質問器１”が通信動作
を始めさせるような機械的な手法を用いても良い。
【００５０】
第１～３の実施形態でいう質問器及び応答器は、それぞれ、請求項の第１通信器、第２通
信器に相当する。また、第１の実施形態の第１信号検出回路６が請求項３の検知手段に相
当し、全体制御部８が請求項３の判定手段及び制御手段を行う。更に、請求項４の信号生
成手段は、第２実施形態の第１情報処理回路１７ａに相当する。
【００５１】
【発明の効果】
請求項１に記載の非接触通信システムによると、第２通信器である応答器が第１通信器で
ある質問器と通信可能な範囲に存在せず、お互いが通信動作を行っていないときには、該
質問器は、通常の通信を行うときに使用する電波よりも弱い電力しか得られない電波を出
力するので、通信用の強い電力が得られる電波を出力し続けるような従来のシステムと比
べて消費される電力が低減し、そのエネルギー効率が良くなる。
【００５２】
請求項１に記載の非接触通信システムによると、応答器が質問器と通信可能な範囲に存在
せず、お互いが通信動作を行っていないときには、該質問器は、通常の通信を行うときに
使用する電波よりも弱い電力の電波を出力するようにしているので、通信動作を行ってい
ないときに他の電気機器に対して不用意な妨害を与えたり、人体に悪影響を及ぼしたりす
る可能性が低くなる。
【００５３】
請求項２に記載の非接触通信システムによると、通信用の電波と検知用の電波を送信する
ための送信手段に共通の送信手段を用いているので、通信用の電波と検知用の電波のそれ
ぞれを送信するための送信手段を別々に備える必要がなく、前記第１通信器は、従来の第
１通信器の構造に少し手を加えた構造の第１通信器でよく、大がかりな構造のものになら
ない。
【００５４】
請求項３に記載の非接触通信システムによると、応答器が質問器と通信可能な範囲に存在
していないときに質問器が発生する検知用の電波が、通信時用の電波に比べて微弱な電波
であり、かつ、該電波によって生成する電力が応答器を動作させるための臨界点となる大
きさの電力であるので、応答器が作動と停止をある一定の周期で行い、これによって、質
問器の同調回路にかかるインピーダンスが一定の周期で変化する。このとき、質問器がこ
のような一定の周期の変化を読み取ることによって、応答器の存在を検知することができ
、更に、質問器に応答器の存在を検知させるための通信以外の回路を応答器が必要としな
いので、従来と同一の構造の応答器を用いて本非接触通信システムを行うことができる。
【００５５】
請求項４に記載の非接触通信システムによると、質問器より発生する通信時よりも弱い電
波により得られる少ない電力でも動作可能な回路を応答器が所有し、また、該回路によっ
て、前記電波が常に同一の周波数で変調される。よって、応答器が通信可能な範囲に存在
することを質問器に認識させるときに、応答器内部に構成される通信を行うための回路の
特性に左右されることのない信号を質問器に検知させることができるので、汎用性がある
。
【００５６】
　 応答器の接近を光センサや圧電スイッチ回路等で感知したときに初めて通信用の
電波を送出して非接触通信を行い始める 両通信器が通信を行わないと
きの消費電力を低減させることができるとともに、他の電気機器に有害な妨害を与えたり
、人体に悪影響を及ぼしたりすることがない。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１及び第２の実施形態で採用した質問器の内部構成を示したブロック
図。
【図２】本発明の第１及び第３の実施形態で採用した応答器の内部構成を示したブロック
図。
【図３】応答器検出用電波及び通信用電波の波形図。
【図４】アンテナ回路の等価回路。
【図５】本発明の第２の実施形態で採用した応答器の内部構成を示したブロック図。
【図６】本発明の第３の実施形態で採用した質問器の内部構成を示したブロック図。
【図７】本発明で採用した２つの同調回路を備えた質問器の内部構成を示したブロック図
。
【符号の説明】
１　　質問器（第１通信器）
２　　キャリア供給回路
３　　変調回路
４　　出力電力調整部
５　　同調回路
６　　第１信号検出部
７　　第２信号検出部
８　　全体制御部
９　　センサ部
１０　　応答器（第２通信器）
１１　　ＩＣ回路
１２　　同調回路
１３　　整流回路
１４　　スイッチ
１５　　復調回路
１６　　レギュレータ
１７　　情報処理回路
１８　　スイッチ
１９　　スイッチング制御部
２０　　出力切り替え部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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