
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アンテナコイルを使用して電磁波で通信を行う通信装置において、
前記アンテナコイル

に形成される磁束発生部位から該アンテナコイルの外側に延長して
高透磁率のシート状磁性体が配置されたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
前記高透磁率のシート状磁性体は、シート状のアモルファス磁性体であることを特徴とす
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
前記通信装置が前記アンテナコイル及び制御部を有するＲＦＩＤタグ若しくはそのリーダ
ライタ装置、または前記アンテナコイル及び制御部を有するＩＣカードであることを特徴
とする請求項１ に記載の通信装置。
【請求項４】
前記ＲＦＩＤタグは少なくとも２つに分割される導電性材料で作られた容器内に収容され
、該容器を構成する分割体の境界面及び／または該分割体の少なくとも一方に磁束漏洩路
が形成されたことを特徴とする に記載の通信装置。
【請求項５】

に記載のＲＦＩＤタグが導電性材料で作られた取付部材に取り付けられ、ＲＦＩ
Ｄタグの少なくとも表面が保護体で覆われたことを特徴とする通信装置の取付構造。
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【請求項６】
前記保護体が導電性材料で作られ、該保護体と前記取付部材との間及び／または前記保護
体の一部に磁束漏洩路が形成されたことを特徴とする に記載の通信装置の取付構
造。
【請求項７】

に記載のＲＦＩＤタグが導電性材料で作られた取付部材に取り付けられ、該取付
部材が開閉機構で開閉自在とされており、その開閉面に磁束漏洩路が形成されたことを特
徴とする通信装置の取付構造。
【請求項８】

のいずれか１項に記載の通信装置における記憶装置に記憶された情報を磁束
により外部から読み出すことを特徴とする通信装置の情報読出方法。
【請求項９】
前記通信装置は導電性材料で作られた取付部材に取り付けたＲＦＩＤタグであり、該取付
部材に形成された磁束漏洩路から漏洩する磁束を利用して、その情報を読み出すことを特
徴とする に記載の通信装置の情報読出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アンテナコイルを使用して電磁波で通信を行う通信装置及びその取付構造及び
通信装置の情報読出方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電磁波による通信装置として、アンテナコイルと制御装置を有するＲＦＩＤタグや非接触
式ＩＣカード、及びそれ等との間で通信を行うリーダライタ装置（読取装置或いは読取書
込装置）等が有る。
【０００３】
例えば、ＲＦＩＤタグは物品の管理等の用途に使用され、ＩＣカードは通行券、定期券、
或いはキャッシュカード等に使用されている。
【０００４】
通信に使用される電磁波は互いに９０度の異なる電界波と磁界波からなる。電磁波による
通信は、この磁界成分を構成する磁束がアンテナコイルを鎖交することによって誘起する
起電力（または電流）を利用して行う。
【０００５】
電磁波による通信距離は、通信可能な磁束密度レベルを保持する磁界の領域内に、送信側
と受信側のアンテナコイルが共に存在する必要がある。この通信可能な磁界領域の大きさ
、即ち、通信距離は送信側のパワーレベルに依存するが、同一パワーであればアンテナコ
イルの指向性が大きく影響する。
【０００６】
例えば、ＲＦＩＤタグを金属面に取り付ける場合、タグ送受信用の電磁波によって生成す
る交流磁界により金属内に渦電流が発生する。この渦電流は送受信用の磁束に反発する磁
束を生成し、それによって送受信用の磁束が減衰し、送受信が困難になることが多い。こ
のような原磁束を減衰させる材料を、以下「導電性材料」という。
【０００７】
そこで、導電性材料で作られた部材にＲＦＩＤタグを取り付ける場合、ＲＦＩＤタグと導
電性部材の取付面の間に磁性体を配置し、そこへ送受信用磁束を通すことによって導電性
部材に磁束が入り込んで渦電流の発生を抑制する方法が知られている。
【０００８】
そして、この磁性体として、より透磁率の高いシート状のアモルファス磁性体（以下、「
シート状磁性体」という）を使用することによりスペースをあまり増加させることなく薄
いシートでも磁束を効率よくバイパスさせるという方法も提案されている（特開平 8-7912
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7号公報）。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述の従来例では、ＲＦＩＤタグの送受信アンテナコイルの全面に亘って
シート状磁性体を配置していた。ところが、本発明者等が種々研究した結果、アンテナコ
イルの全面にシート状磁性体を配置した場合、ＲＦＩＤタグに対する外部からの送受信感
度は、それを配置しない場合よりは多少は改善されても実用上それ程変化はなく、場合に
よってはシート状磁性体を経る磁束の閉ループを生成し、それによって、かえって感度が
低下することが判明した。
【００１０】
本発明は前記課題を解決するものであり、その目的とするところは、通信装置のアンテナ
コイルに形成される磁束発生部位から該アンテナコイルの外側に延長して高透磁率のシー
ト状磁性体を配置することで通信装置が金属等の導電性部材に近接して取り付けられる場
合であっても導電性部材による磁束の減衰を大幅に抑制して通信可能距離を伸ばすことが
出来る通信装置及びその取付構造及び通信装置の情報読出方法を提供せんとするものであ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
通信装置に使用されるアンテナコイルには同心円盤状（空心の円形コイル）と、棒状の磁
性体コアに導体を螺旋状に巻回したシリンダ状があるが、本発明者等の研究及び実験によ
れば、何れにおいても、その磁束発生部位（アンテナコイルに電流を流した時、アンペア
の法則により磁束を発生する主要な部分）から該アンテナコイルの外側に延長して高透磁
率を有するシート状の磁性体（以下、単に「シート状磁性体」という）を配置することに
より、その延長方向における指向性が高くなり、通信距離が伸びることが判明した。
【００１２】
そして、その延長方向における通信可能な磁束領域はシート状磁性体を延長しない場合よ
りも拡大する。
【００１３】
例えば、同心円盤状のアンテナコイルの場合は、アンテナコイルの径中心と、該アンテナ
コイルの内周部との中間付近に磁束発生部位が存在し、磁束はその磁束発生部位を通って
アンテナコイルの導線の周りに比較的高い密度のループを形成する。
【００１４】
尚、磁束発生部位は点ではなく、アンテナコイルの径中心と、該アンテナコイルの内周部
の中間点を中心とする比較的狭い領域として存在する。そこで、同心円盤状のアンテナコ
イルにおける特定の面方向（半径方向）外側に指向性を高めたい時には、その磁束発生部
位から指向性を高めたい面方向に、例えば、扇形状や方形状等に形成した高透磁率を有す
るシート状磁性体を延長して配置する。
【００１５】
すると、磁束発生部位からの磁束のかなりの部分が高透磁率のシート状磁性体により面方
向（半径方向）に導かれ、結果として、その面方向外側における通信可能な磁束領域が拡
大される。尚、磁束は広がる特性を有するので延長した面方向外側を中心として三次元的
に通信可能な磁束領域が拡大する。
【００１６】
一方、磁束発生部位よりもアンテナコイルの内側、例えば、アンテナコイルの径中心に向
かう方向へも同時にシート状磁性体を延長すると、その延長距離に比例して通信可能な磁
束領域が次第に減少する傾向を示し、アンテナコイルの径中心まで延長すると、シート状
磁性体を配置しない場合よりもかえって減少することが実験により判明した。
【００１７】
尚、同心円盤状のアンテナコイルの面方向両側にシート状磁性体を延長すると、該シート
状磁性体の効果は相殺されてしまうので好ましくない。

10

20

30

40

50

(3) JP 3595268 B2 2004.12.2



【００１８】
従って、同心円盤状のアンテナコイルに配置するシート状磁性体は磁束発生部位よりも面
方向外側の一方に延長することが好ましく、同時にアンテナコイルの径中心方向内側に延
長する時は比較的小さな距離に留めるべきである。
【００１９】
シリンダ状のアンテナコイルの場合は、コアの先端部付近に磁束発生部位が存在し、磁束
は、その磁束発生部位から軸方向に出て反対側の先端部に向かうループを形成する。
【００２０】
そこで、シリンダ状のアンテナコイルにおける軸方向外側の指向性を高めたい時には、そ
の磁束発生部位から軸方向外側にシート状磁性体を延長する。すると、磁束発生部位から
の磁束のかなりの部分が高透磁率のシート状磁性体により軸方向外側に導かれ、結果とし
て、その軸方向における通信可能な磁束領域が拡大される。
【００２１】
尚、この場合も延長した軸方向を中心として三次元的に通信可能な磁束領域が拡大する。
また、このように構成すると、磁束のループが大きくなるので、結果として反対側の先端
部から軸方向外側における通信可能な磁束領域も略同じ大きさで拡大される現象が起こる
。
【００２２】
尚、シート状磁性体を磁束発生部位から軸中心方向にも同時に延長すると、通信可能な磁
束領域は次第に減少し、軸方向中心点を超えると急激に減少する。従って、シリンダ状ア
ンテナコイルに配置するシート状磁性体は、磁束発生部位から軸方向外側に延長すること
が好ましく、同時に軸中心方向に延長する場合は比較的短い距離に留めるべきである。
【００２３】
本発明では、高透磁率のシート状磁性体を使用する。ここで、高透磁率とは、鉄や一般の
磁気コアより高い透磁率を有する場合を指し、例えば、一般の磁気コアの透磁率は、フェ
ライトの場合で比透磁率が数百であるが、本発明に使用する磁性体は比透磁率が１万以上
の高い透磁率を有するものを使用する。尚、比透磁率は磁性体の透磁率と真空の透磁率と
の比である。
【００２４】
このような高透磁率磁性体として、シート状に形成したアモルファス磁性体を使用するこ
とが好ましい。アモルファス磁性体の透磁率は一般に比透磁率が１万乃至１０万程度の範
囲にある。
【００２５】
高透磁率の磁性体を使用することにより、例えば通信装置であるＲＦＩＤタグが金属等の
導電性部材に近接して取り付けられる場合でも、導電性部材に吸収される磁束を高透磁率
の磁性体に効果的に導くことが出来るので、通信に利用出来る磁束の減少を大幅に抑制出
来る。
【００２６】
また、高透磁率の磁性体として代表的なものはアモルファス磁性体であるが、アモルファ
ス磁性体の単位重量当たりの価格は現状では非常に高い。従って、アモルファス磁性体を
シート状とすることで、少ない材料でも通信距離の拡大効果が高く、コスト的にも極めて
有利である。
【００２７】
また、アモルファス磁性体などのシート状磁性体は、例えば１０μｍ～５０μｍ程度の厚
さとすることにより、可撓性と実用上の強度の両者を満たすシートに形成できる。通信装
置の一例であるＲＦＩＤタグ等は狭い場所に配置することも多く、そのようなときに可撓
性を有するシート状磁性体を使用すると、変形可能なので湾曲させたりして容易にアンテ
ナコイルに接近して配置することが出来る。
【００２８】
また、シート状であるため重量増加が極めて少なく、軽量化を図ることが出来るため携帯
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用の通信装置等に使用される場合でも好ましい。
【００２９】
そして、前記目的を達成するための本発明に係る通信装置は、アンテナコイルを使用して
電磁波で通信を行う通信装置において、前記アンテナコイル

に形成される磁束発生部位
から該アンテナコイルの外側に延長して高透磁率のシート状磁性体が配置されたことを特
徴とする。
【００３０】
本発明は、上述の如く構成したので、アンテナコイルに形成される磁束発生部位から該ア
ンテナコイルの外側に延長して配置された高透磁率のシート状磁性体により通信に利用出
来る磁束の減少を大幅に抑制出来る。
【００３１】
また、前記高透磁率のシート状磁性体がシート状のアモルファス磁性体である場合には好
ましい。
【００３２】
また、前記通信装置が前記アンテナコイル及び制御部を有するＲＦＩＤタグ若しくはその
リーダライタ装置、または前記アンテナコイル及び制御部を有するＩＣカードであれば好
ましい。
【００３３】
また、前記ＲＦＩＤタグは少なくとも２つに分割される導電性材料で作られた容器内に収
容され、該容器を構成する分割体の境界面及び／または該分割体の少なくとも一方に磁束
漏洩路が形成された場合には好ましい。
【００３４】
また、本発明に係る通信装置の取付構造は、前述の通信装置であるＲＦＩＤタグが導電性
材料で作られた取付部材に取り付けられ、ＲＦＩＤタグの少なくとも表面が保護体で覆わ
れたことを特徴とする。
【００３５】
上記構成によれば、ＲＦＩＤタグが保護体により覆われて保護され、導電性材料で作られ
た取付部材に取り付けられたとしてもアンテナコイルに形成される磁束発生部位から該ア
ンテナコイルの外側に延長して配置された高透磁率のシート状磁性体により通信に利用出
来る磁束の減少を大幅に抑制出来る。
【００３６】
また、前記保護体が導電性材料で作られ、該保護体と前記取付部材との間及び／または前
記保護体の一部に磁束漏洩路が形成された場合には、外部からの応力や衝撃に対して一層
強いものとなり、且つ磁束漏洩路を介して電磁波が漏洩し、ＲＦＩＤタグと外部のリーダ
ライタ装置との間で電力送電媒体及び情報通信媒体である交流磁界を相互に送受信するこ
とが出来る。
【００３７】
また、前記ＲＦＩＤタグが導電性材料で作られた取付部材に取り付けられ、該取付部材が
開閉機構で開閉自在とされており、その開閉面に磁束漏洩路が形成された場合には、取付
部材の開閉面に形成された磁束漏洩路を介して電磁波が漏洩し、ＲＦＩＤタグと外部のリ
ーダライタ装置との間で電力送電媒体及び情報通信媒体である交流磁界を相互に送受信す
ることが出来る。
【００３８】
また、本発明に係る通信装置の情報読出方法によれば、前記通信装置における記憶装置に
記憶された情報を磁束により外部から読み出すことが出来る。
【００３９】
また、前記通信装置は導電性材料で作られた取付部材に取り付けたＲＦＩＤタグであり、
該取付部材に形成された磁束漏洩路から漏洩する磁束を利用して、その情報を読み出す場
合には取付部材に形成された磁束漏洩路を介して漏洩した電磁波により前記通信装置にお
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ける記憶装置に記憶された情報を磁束により外部から読み出すことが出来る。
【００４０】
【発明の実施の形態】
図により本発明に係る通信装置及びその取付構造及び通信装置の情報読出方法の一実施形
態を具体的に説明する。図１及び図２は本発明に係る通信装置の一例であり、同心円盤状
のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグにシート状磁性体を設けた様子を示す平面説明図
及び断面説明図、図３は同心円盤状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグの構成及び該
アンテナコイルに発生する磁界の様子を示す図、図４はＲＦＩＤタグの制御系の構成を示
すブロック図である。
【００４１】
図５は本発明に係る通信装置の同心円盤状のアンテナコイルにより発生する磁束による電
界特性であってシート状磁性体が有る場合と無い場合の比較を示す図、図６は電磁界を測
定した実験装置の概略構成を示す図、図７は図２に示すＲＦＩＤタグにおけるアンテナコ
イル面方向の通信可能な磁束領域（通信可能最大距離）の実験結果を示す図である。
【００４２】
また、図８はシート状磁性体の幅（角度）とアンテナコイル面方向の通信可能な磁束領域
（通信可能最大距離）との関係を実験結果により示す図、図９はシート状磁性体の延長長
さ（外径）とアンテナコイル面方向の通信可能な磁束領域（通信可能最大距離）との関係
を実験結果により示す図である。
【００４３】
また、図 10～図 12は であり、シリンダ状のアンテナコイルを有するＲＦ
ＩＤタグにシート状磁性体を設けた様子を示す断面説明図、図 13はシリンダ状のアンテナ
コイルを有するＲＦＩＤタグの構成及び該アンテナコイルに発生する磁界の様子を示す図
である。
【００４４】
また、図 14は のシリンダ状のアンテナコイルにより発生する磁束による電界特性
を示す図、図 15は図 11に示すＲＦＩＤタグにおけるアンテナコイル軸方向の通信可能な磁
束領域（通信可能最大距離）の実験結果を示す図である。
【００４５】
また、図 16は図 15に示すシート状磁性体を磁束発生部位からシリンダ状アンテナコイルの
軸方向中心側にも同時に延長した際の延長長さとアンテナコイル軸方向の通信可能な磁束
領域（通信可能最大距離）との関係を実験結果により示す図である。
【００４６】
また、図 17～図 20は導電性材料で作られた取付部材に本発明に係る通信装置を取り付けた
各種の取付構造を示す断面説明図、図 21は本発明に係る通信装置が導電性材料で作られた
開閉自在の取付部材に設けられた様子を示す側面説明図、図 22は積み重ねた導電性部材の
間に本発明に係る通信装置を配置した様子を示す側面説明図である。
【００４７】
また、図 23～図 25はシリンダ状のアンテナコイルを有する を導電性材料で作られ
た取付部材の穴に斜めに配置した各種の取付構造を示す断面説明図である。
【００４８】
先ず、図１～図４を用いて、通信装置の一例として、同心円盤状のアンテナコイル２ａを
有するＲＦＩＤタグ１ａの構成について説明する。本実施形態で好適に採用されるＲＦＩ
Ｄタグ１ａは、電磁結合方式、電磁誘導方式のＲＦＩＤタグであり、本実施形態では、電
磁誘導方式のＲＦＩＤタグを用いた場合の一実施形態について以下に説明する。
【００４９】
図１～図３に示すＲＦＩＤタグ１ａは、アンテナコイル２ａを使用して電磁波で通信を行
う通信装置の一例であって、同心円盤状のアンテナコイル２ａと、制御部となる半導体Ｉ
Ｃチップ４とがプリント回路基板等を介さずに直結して構成されており、これによりＲＦ
ＩＤタグ１ａの小型化を実現している。
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【００５０】
半導体ＩＣチップ４はＩＣ（半導体集積回路）チップやＬＳＩ（半導体大規模集積回路）
チップ等の一体的にパッケージされて構成されたものであり、該半導体ＩＣチップ４の内
部には、図４に示すように、制御部となるＣＰＵ４ａ、記憶部となるメモリ４ｂ、送受信
機４ｃ及び蓄電手段となるコンデンサ４ｄが設けられている。
【００５１】
図示しない外部のリーダライタ装置から発信された信号は、送受信機４ｃを介してＣＰＵ
４ａに伝達され、電力はコンデンサ４ｄに蓄電される。尚、蓄電手段となるコンデンサ４
ｄが無く、外部のリーダライタ装置から連続的に半導体ＩＣチップ４に電力が供給される
ものでも良い。
【００５２】
ＣＰＵ４ａは中央演算処理装置であり、メモリ４ｂに格納されたプログラムや各種データ
を読み出し、必要な演算や判断を行い、各種制御を行うものである。
【００５３】
メモリ４ｂにはＣＰＵ４ａが動作するための各種プログラムや電磁誘導タグ１ａが設置さ
れた物品の各種固有情報が記憶されている。
【００５４】
また、図３に示す同心円盤状のアンテナコイル２ａの一例としては、直径３０μｍ程度の
銅線が単線巻きで径方向に多重層をなして同心円盤状に巻かれており、そのアンテナコイ
ル２ａのインダクタンスは９．５ mH（周波数１２５ kHz）程度で、該アンテナコイル２ａ
に共振用に別途接続されたコンデンサの静電容量は１７０ pF（周波数１２５ kHz）程度で
あった。
【００５５】
本実施形態のＲＦＩＤタグ１ａは、無線周波が１波の振幅偏移変調（ＡＳＫ； Amplitude 
Shift Keying）の無線通信方式を使い、共振周波数帯域も広い、線径も数十ミクロンの空
心のアンテナコイル２ａで特殊な送受信回路を組み込んだ消費電力の非常に少ないＣＭＯ
Ｓ－ＩＣを使ったＲＦＩＤタグ１ａを採用した。
【００５６】
従来、電磁誘導方式、電磁結合方式のＲＦＩＤタグは、内部に埋設されたアンテナコイル
を貫く磁界の変化により電力の受電及び信号の送受信を可能にするものであるためＲＦＩ
Ｄタグの設置場所付近にＲＦＩＤタグの通信や電力搬送を行う際に生じる磁界により渦電
流を発生して通信に影響を及ぼす磁性体や金属等の導電性部材が存在すると、その導電性
部材の影響によって磁界が減衰して利用出来なくなるという固定観念があったためにＲＦ
ＩＤタグの近辺から磁性体や金属物品を排除するのが常識であり、金属容器や金属物品に
ＲＦＩＤタグを取り付けようとする試みはこれまでなされていなかった。
【００５７】
そこで、本発明者等は、金属や磁性体等の導電性部材へのＲＦＩＤタグの有効利用を目的
として、ＲＦＩＤタグの設置場所付近に導電性部材が存在すると、該導電性部材の影響に
よって磁界が減衰して使用出来なくなるという従来の固定観念を排除して、導電性部材に
より囲まれていてもＲＦＩＤタグを収容する容器の蓋等の僅かな隙間があれば外部との電
磁波交信が可能であることを実験的に見い出し、これによりＲＦＩＤタグの保全を確保し
つつ該ＲＦＩＤタグの有効利用を実現させたものである。
【００５８】
ＲＦＩＤタグでは外部のリーダライタ装置から送信された交流磁界をＲＦＩＤタグに内蔵
されたアンテナコイルの共振周波数により受信する。その際に従来のＲＦＩＤタグは、通
信距離を伸ばすために周波数偏移変調（ＦＳＫ； Frequency Shift Keying）方式で無線周
波は、例えば、１２５ kHzと１１７ kHzの２波を使用し、尚且つ受信電力を増やすためアン
テナコイルにフェライトコアを使い、コイルの線径を太くして複数巻きにして通信距離を
伸ばす方式が一般的であった。
【００５９】
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無線周波を２波使う周波数偏移変調（ＦＳＫ）方式は、金属や磁性体等の導電性部材が近
づくと受信周波数がずれて受信電力が低下すると共に通信エラーが発生して通信が出来な
くなり通信距離が極端に低下し、実用上、使用不可能になるためＲＦＩＤタグは、金属や
磁性体等の導電性部材に取り付けて使用することは不可能であるとの固定観念が支配的で
あった。
【００６０】
しかしながら、最近では無線周波は、１波の振幅偏移変調（ＡＳＫ）の無線通信方式を使
い、共振周波数帯域も広い、線径も数十ミクロンの空心アンテナコイルで特殊な送受信回
路を組み込んだ消費電力の非常に少ないＣＭＯＳ－ＩＣを使ったＲＦＩＤタグが提案され
た。
【００６１】
このＲＦＩＤタグは金属や磁性体等の導電性部材が近くにあっても振幅偏移変調（ＡＳＫ
）の無線通信方式を使い、ＦＳＫに比べて共振周波数帯域が広いため、周波数がずれても
受信電力は低下せず、無線通信も殆んど影響を受けないことが本発明者等が行った実験結
果により判明した。
【００６２】
更に、本発明者等が行った実験結果によれば、磁界は狭い隙間であっても回析現象により
狭い隙間から伝搬することが判明したものであり、導電性部材に囲まれた場合であっても
、分割された導電性部材同士の接合面やネジ部等の接触面、或いはスリットや切り欠きや
穴等の物理的な僅かな隙間である磁束漏洩路を実用的なレベルで送受信可能な量の磁束が
漏洩し得るように形成し、それを検証することでＲＦＩＤタグと外部のリーダライタ装置
との間で電力送電媒体及び情報通信媒体である交流磁界を相互に送受信することが出来る
ことを見い出したものである。
【００６３】
図１では、同心円盤状のアンテナコイル２ａの下側に高透磁率のシート状磁性体となるシ
ート状のアモルファス磁性体シート５を配置し、アンテナコイル２ａを含むＲＦＩＤタグ
１ａと、アモルファス磁性体シート５を一体的に樹脂６により封止したものである。
【００６４】
また、図２では、アンテナコイル２ａを含むＲＦＩＤタグ１ａが樹脂６により封止されて
おり、その樹脂６からなるケースの下側にアモルファス磁性体シート５を配置したもので
ある。
【００６５】
図５は同心円盤状のアンテナコイル２ａを有するＲＦＩＤタグ１ａに図６に示す測定方法
により外部から電磁波（磁束）を与えた時、ＲＦＩＤタグ１ａの各部に誘起する電界特性
（磁束密度特性）を測定したものであり、図５の実線で示す曲線ａはアモルファス磁性体
シート５を配置しない場合の電界特性、破線で示す曲線ｂはアモルファス磁性体シート５
を配置した場合の電界特性である。
【００６６】
尚、曲線ｂでは、アンテナコイル２ａの径中心ｏ１ を中心に図５の左側はアンテナコイル
２ａの左側にアモルファス磁性体シート５を配置した場合であり、図５の右側はアンテナ
コイル２ａの右側にアモルファス磁性体シート５を配置した場合の総合的な電界特性を便
宜的に示したものである。実際には図５の左右何れか一方の曲線ｂが現れる。
【００６７】
図５に示すように、アモルファス磁性体シート５をアンテナコイル２ａの磁束発生部位Ａ
から該アンテナコイル２ａの外側に延長して配置した場合には電界特性のピーク値が高く
なり、感度が高くなったことを示す。
【００６８】
同心円盤状のアンテナコイル２ａでは、径中心ｏ１ とアンテナコイル２ａの内周部 2a1と
の略中間位置に電界特性のピーク値が現れる磁束発生部位Ａが存在し、アモルファス磁性
体シート５は、その磁束発生部位Ａからアンテナコイル２ａの外側に延長して配置される
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。
【００６９】
尚、図５の曲線ａ，ｂに示すように、アモルファス磁性体シート５の有無に関わらず磁束
発生部位Ａは移動しない。
【００７０】
電界特性の測定装置は、図６に示すように、測定ステージ７上に、ソギマット (Sokymat)
社製の World Disk Tagシリーズの同心円盤状のアンテナコイル２ａを配置し、該アンテナ
コイル２ａの両端部にＳＳＧ発振器（ KENWOOD FG-273 Ser.7020087）９を電気的に接続し
て、周波数１２５ｋＨｚ、１２Ｖ pp（ピークからピークまでの電圧振幅値が１２Ｖ）の正
弦波出力を付与した。
【００７１】
アンテナコイル２ａにより周囲に発生する電界強度を測定する手段として、ピックアップ
コイル８を採用する。ピックアップコイル８は１ｍＨの開磁型インダクタと、１５９１ｐ
Ｆの同調用セラミックコンデンサにより１２５ｋＨｚに同調したものを採用した。
【００７２】
そして、ピックアップコイル８の両端にオシロスコープ（ SONY-Tektronix TDS34OAP Ser.
J300635） 10 のプローブを電気的に接続して、該ピックアップコイル８を測定ステージ７
上でＸ－Ｙ平面、Ｘ－Ｚ平面に沿ってアンテナコイル２ａの径中心ｏ１ からの同心円上で
５ mm毎にプロットしてピックアップコイル８に誘起された電圧値のピークからピークまで
の電圧振幅値を測定した。
【００７３】
図５は同心円盤状のアンテナコイル２ａを有するＲＦＩＤタグ１ａにおける各位置に対す
る実測した電界特性であり、該電界はピーク電圧で測定されるが、電界はその部分に発生
する磁束に比例し、アンテナコイル２ａの径中心ｏ１ と該アンテナコイル２ａの内周部 2a
1との中間点に磁束発生部位Ａが存在する。
【００７４】
ここで、アモルファス磁性体シート５は、アモルファス合金をシート状に形成したもので
あり、この非晶質合金は一般に超急冷法により靱性のある箔体に形成される。アモルファ
ス磁性体シート５の特徴としては透磁率が高い、保磁力が小さい、鉄損が小さく、ヒステ
リシス損失、渦電流損失が少ない、磁歪を広い範囲で制御出来る、電気抵抗率が高く温度
変化が小さい、熱膨張係数や剛性率の温度係数が小さいこと等がある。
【００７５】
また、このアモルファス合金はフレーク状に形成することが出来る。このフレーク状に形
成されたアモルファス合金は、例えば、株式会社リケン製のアモリシックシート（商品名
）のようにシート状に形成される。
【００７６】
即ち、このアモリシックシートは高透磁率コバルトアモルファス合金の笹の葉状フレーク
を絶縁フィルムに均一に分散し、サンドイッチ状に固定したシートである。
【００７７】
また、フレーク状のアモルファス磁性体を散布した状態で、これをシート状に成形するこ
とにより構成した磁性保護シートを使用することでも良い。
【００７８】
アモルファス磁性体シート５は、図１及び図２に示すように、扇形状に形成され、磁束発
生部位Ａから該アンテナコイル２ａの外側に延長して配置される。扇形の角度θは９０度
程度が好ましく、実用上、好ましい範囲は６０度～１８０度である。
【００７９】
図７は図示しない導電性材料となるステンレス板上に図２に示す扇形の角度θが９０度の
アモルファス磁性体シート５を同心円盤状のアンテナコイル２ａの下側に配置し、該アモ
ルファス磁性体シート５上に樹脂６により封止されたＲＦＩＤタグ１ａを載置した時のＲ
ＦＩＤタグ１ａにおけるアンテナコイル２ａの面方向（図２（ｂ）の左右方向）の通信可
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能な磁束領域（通信可能最大距離Ｌ m a x）を測定した結果である。
【００８０】
図７において、同心円盤状アンテナコイル２ａの外径の直径が２５ mm、内径の直径が２０
mmで、アモルファス磁性体シート５の扇形状の外径の直径が８０ mm、内径の直径が１０ mm
、アモルファス磁性体シート５の厚さは３０μｍで、最大透磁率μが８０００００のＦｅ
－Ｎｉ－Ｍｏ－Ｂ－Ｓ系の米国のアライドシグナル社製のアモルファス磁性体シートを採
用した。
【００８１】
図７において、アモルファス磁性体シート５の扇形の外郭形状に近似して、その外側に通
信可能な磁束領域Ｂが現れ、アンテナコイル２ａの径中心ｏ１ からアモルファス磁性体シ
ート５方向の延長線上の最大点Ｂ１ で通信可能最大距離Ｌ m a xは５０ mmであった。
【００８２】
尚、同じ条件でアモルファス磁性体シート５が無くステンレス板上にアンテナコイル２ａ
を載置した状態での通信可能最大距離Ｌ m a xは２７ mmであり、アモルファス磁性体シート
５をアンテナコイル２ａのコイル面全域に亘って配置し、ステンレス板上に載置した状態
での通信可能最大距離Ｌ m a xは２５ mmであり、ドーナツ形状のアモルファス磁性体シート
５をアンテナコイル２ａの下側全面に配置し、ステンレス板上に載置した状態での通信可
能最大距離Ｌ m a xは２４ mmであった。
【００８３】
従って、アモルファス磁性体シート５が無い場合やアンテナコイル２ａの全面にアモルフ
ァス磁性体シート５を配置した場合よりも図１、図２、図５及び図７に示すようにアンテ
ナコイル２ａに形成される磁束発生部位Ａから該アンテナコイル２ａの外側に延長してア
モルファス磁性体シート５を配置した場合の方が、通信可能最大距離Ｌ m a xが大きくなる
ことが判明した。
【００８４】
図８は図７に示すステンレス板上に載置されたアモルファス磁性体シート５の扇形の角度
θを６０度～１８０度まで変化させて最大点Ｂ１ における通信可能最大距離Ｌ m a xの推移
を実測したものである。
【００８５】
アモルファス磁性体シート５の扇形の角度θが６０度では最大点Ｂ１ におけるアンテナコ
イル２ａの径中心ｏ１ からの通信可能最大距離Ｌ m a xは４２ mmであり、角度θが６０度か
ら９０度に増加するに従って最大点Ｂ１ における通信可能最大距離Ｌ m a xが徐々に増大し
、角度θが９０度で通信可能最大距離Ｌ m a xが最大の５０ mmに遷移する。
【００８６】
更に角度θが９０度から１８０度に増加するに従って最大点Ｂ１ における通信可能最大距
離Ｌ m a xが徐々に減少し、角度θが１２０度では４８ mm、角度θが１８０度では通信可能
最大距離Ｌ m a xは４０ mmであった。
【００８７】
これにより、アモルファス磁性体シート５の扇形の角度θは９０度が最適であり、角度θ
が６０度から１８０度の範囲では前述したアモルファス磁性体シート５が無い場合やアン
テナコイル２ａの全面にアモルファス磁性体シート５を配置した場合よりもアンテナコイ
ル２ａに形成される磁束発生部位Ａから該アンテナコイル２ａの外側に延長してアモルフ
ァス磁性体シート５を配置した場合の方が、通信可能最大距離Ｌ m a xが大きくなることが
判明した。
【００８８】
図９はアモルファス磁性体シート５の扇形の外径Ｒ（延長長さ）と通信可能最大距離Ｌ m a

xとの関係を示す図であり、アンテナコイル２ａの内径の直径が２０ mm、外径の直径が２
５ mm、アモルファス磁性体シート５の厚さは３０μｍで、最大透磁率μが８０００００の
ＦｅーＮｉーＭｏーＢ－Ｓ系の米国のアライドシグナル社製のアモルファス磁性体シート
を採用し、扇形の内径ｒの直径が１０ mm、扇形の角度θが９０度、ステンレス板上に載置
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してアモルファス磁性体シート５の扇形の外径Ｒを変化させて、該外径Ｒと通信可能最大
距離Ｌ m a xとの関係を実測したものである。
【００８９】
アモルファス磁性体シート５の扇形の外径Ｒが４０ mmの時、最大点Ｂ１ における通信可能
最大距離Ｌ m a xは３００ mmであり、扇形の外径Ｒが４０ mmから８０ mmまでは徐々に増加し
、外径Ｒが６０ mmでは通信可能最大距離Ｌ m a xは３５０ mmで、外径Ｒが８０ mmでは通信可
能最大距離Ｌ m a xは３８０ mmに遷移して最大となる。
【００９０】
外径Ｒが８０ mm以上になると通信可能最大距離Ｌ m a xは飽和して３８０ mmを維持する。従
って、アモルファス磁性体シート５の扇形の外径Ｒは８０ mmが最適であり、それよりも大
きいと、材料コストがかかるため不経済である。
【００９１】
また、図９と同様にしてステンレス板の代りに導電性材料としてアルミニウム板或いは銅
板上にアモルファス磁性体シート５とアンテナコイル２ａを同様にして載置した場合では
アモルファス磁性体シート５の扇形の外径Ｒが８０ mm以上での通信可能最大距離Ｌ m a xは
２３０ mmであった。また、導電性材料が無くアモルファス磁性体シート５も使用しない場
合の通信可能最大距離Ｌ m a xは２００ mmであった。
【００９２】
これによりステンレス板やアルミニウム板或いは銅板等の導電性材料の上に上述のような
アモルファス磁性体シート５を介してアンテナコイル２ａを載置した場合には導電性材料
が無い場合よりも通信可能最大距離Ｌ m a xが大きくなることが判明した。
【００９３】
図 10～図 12はシリンダ状に形成されたアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ｂにお
いて、該アンテナコイル２ｂの軸方向（図 10～図 12の左右方向）端部に形成される磁束発
生部位Ａ（図 14参照）から該アンテナコイル２ｂの外側に延長して高透磁率のシート状磁
性体となるアモルファス磁性体シート５を配置したものである。
【００９４】
図 13に示すように単線巻きでシリンダ状に形成されたアンテナコイル２ｂの内部には軸方
向（図 13の左右方向）に鉄心やフェライト等の円柱状のコア部材３が挿入されている。
【００９５】
例えば、アンテナコイル２ｂの一例としては、直径３０μｍ程度の銅線が単線巻きで径方
向に多重層で軸方向にシリンダ状に巻かれており、そのアンテナコイル２ｂの内部にコア
部材３が有る状態でのインダクタンスは９．５ mH（周波数１２５ kHz）程度で、アンテナ
コイル２ａに共振用に別途接続されたコンデンサの静電容量は１７０ pF（周波数１２５ kH
z）程度であった。
【００９６】
図 10ではアンテナコイル２ｂの下面で軸方向端部から方形状のアモルファス磁性体シート
５を軸方向外側に延長して配置して接着し、アンテナコイル２ｂ、コア部材３、半導体Ｉ
Ｃチップ４（図 13参照）及びアモルファス磁性体シート５を一体的に樹脂６により封止し
て固定したものである。
【００９７】
また、図 11ではアンテナコイル２ｂ、コア部材３及び半導体ＩＣチップ４を樹脂６により
封止した後、そのケースの下方でアンテナコイル２ｂの軸方向端部から方形状のアモルフ
ァス磁性体シート５を軸方向外側に延長して配置してケースに接着して固定したものであ
る。
【００９８】
尚、アモルファス磁性体シート５はアンテナコイル２ｂの軸方向端部を挟んで図 10及び図
11の上下２枚としても良く、更には１枚のアモルファス磁性体シート５をアンテナコイル
２ｂの軸方向端部を挟んで断面Ｕ字形状に配置しても良い。更にはアンテナコイル２ｂの
軸方向端部にキャップ状のアモルファス磁性体シート５を被せた状態でも良い。
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【００９９】
図 12ではアンテナコイル２ｂ、コア部材３及び半導体ＩＣチップ４を樹脂６により封止し
た後、そのケースの周囲でアンテナコイル２ｂの軸方向端部から筒状のアモルファス磁性
体シート５を軸方向外側に延長して配置してケースに接着して固定したものである。
【０１００】
図 12では筒状のアモルファス磁性体シート５の開放端部側を広げてラッパ状に形成した一
例であるが単に同径の筒状やチューリップ形状に拡大したものであっても良い。
【０１０１】
図 14はシリンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ｂにおける各位置に対す
る電界特性であり、前述した図６に示す測定装置により同様に測定されたものである。図
14に示すように、アンテナコイル２ｂの中心ｏ２ が磁束による電界特性の極小点となり、
該アンテナコイル２ｂの両端部が電界特性の極大点となる。
【０１０２】
図 15は図 11に示すＲＦＩＤタグ１ｂにおけるアンテナコイル２ｂの通信可能な磁束領域Ｂ
（通信可能最大距離Ｌ m a x）の実験結果を示す。アモルファス磁性体シート５は厚さが３
０μｍで、最大透磁率μが８０００００のＦｅ－Ｎｉ－Ｍｏ－Ｂ－Ｓ系の米国のアライド
シグナル社製のアモルファス磁性体シートで、一辺が１０ mm四方の正方形のものを採用し
ており、アンテナコイル２ｂの両端部に形成される磁束発生部位Ａから該アンテナコイル
２ｂの外側に延長して配置されたものである。
【０１０３】
ＲＦＩＤタグ１ｂはステンレス板上に配置され、図６に示す測定装置により通信可能最大
距離Ｌ m a xを測定したものである。図 15に示すように、通信可能な磁束領域Ｂはアンテナ
コイル２ｂの軸方向に沿って瓢箪形に形成され、該アンテナコイル２ｂの軸方向の延長線
上でアモルファス磁性体シート５を配置した側に通信可能最大距離Ｌ m a xの最大点Ｂ１ が
現れる。
【０１０４】
図 15ではアンテナコイル２ｂの軸方向の延長線上でアモルファス磁性体シート５を配置し
た側におけるアンテナコイル２ｂの中心ｏ２ から最大点Ｂ１ までの通信可能最大距離Ｌ m a

xが５２ mm、アンテナコイル２ｂの軸方向の延長線上でアモルファス磁性体シート５と反
対側の通信可能最大距離Ｌ m a xが５０ mm、アンテナコイル２ｂの軸方向と直交する方向の
中心ｏ２ からの通信可能最大距離Ｌ m a xが１３ mmであった。
【０１０５】
図 16は図 15に示すアモルファス磁性体シート５を磁束発生部位Ａからアンテナコイル２ｂ
の軸方向中心側 (図 15の右側 )にも同時に延長した場合の通信可能最大距離Ｌ m a xを測定し
た一例である。図 15において、アモルファス磁性体シート５の右辺端部が磁束発生部位Ａ
に位置する場合には通信可能最大距離Ｌ m a xは前述したように５２ mmであり、アンテナコ
イル２ｂの中心ｏ２ までアモルファス磁性体シート５の右辺端部を延長した場合には通信
可能最大距離Ｌ m a xは４０ mmであり、アモルファス磁性体シート５をアンテナコイル２ｂ
の全長に亘って延長した場合には通信可能最大距離Ｌ m a xは２２ mmであった。
【０１０６】
尚、ＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂの通信や電力搬送を行う際に生じる磁界Ｈにより渦電流を発
生して元の磁束を減衰する反対方向の磁束を発生し、通信に影響を及ぼす導電性材料とし
ては、前述したステンレス板、銅板、アルミニウム板の他に鉄、コバルト、ニッケル、及
びそれ等の合金、フェライト等の強磁性を有する金属、或いはアルミニウム、銅、クロー
ム等の常磁性を有する金属、更には導電性プラスチック等が適用可能である。
【０１０７】
図 17は導電性材料で作られた取付部材 11の断面円形凹状等の取付溝部 11ａに前述したよう
にアモルファス磁性体シート５を配置した同心円盤状のアンテナコイル２ａ若しくはシリ
ンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂが収容され、保護体となる
樹脂６により少なくとも表面が覆われて封止されたものである。
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【０１０８】
図 17では樹脂６の上方に漏洩する漏れ磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ
１ａ，１ｂに記憶された情報を図示しない外部のリーダライタ装置により取り出すことが
出来る。尚、取付溝部 11ａの断面は円形に限らず方形や長円形、船底形（円弧溝）等各種
の形状であっても良い。
【０１０９】
また、図 18は取付溝部 11ａにアモルファス磁性体シート５を配置したアンテナコイル２ａ
，２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂが収容され、更に樹脂や陶器等の非磁性体或いは
導電性材料で作られた保護体となる略平板状の蓋体 12により少なくとも表面が覆われて保
護されたものである。
【０１１０】
蓋体 12は取付部材 11に対してねじ込み式、ボルト止め、或いは接着により適宜固定される
。蓋体 12が導電性材料である場合には、取付部材 11と蓋体 12との接合部は、実用的なレベ
ルで送受信可能な量の磁束が漏洩し得るように磁束漏洩路 14が形成され、例えば、接着や
ボルト止めであれば所定の隙間が形成されるように略平滑な接触面が形成され、ネジ止め
であればネジ螺合部に所定の隙間が形成されるようにネジ部の接触面が形成される。
【０１１１】
上記の接触面は特別な間隙を設計するのではなく、それ等の接触表面を所望の表面粗度で
加工することによって形成することが現実的である。その場合の対向する両表面は互いに
分散接触し、磁束漏洩路は分散した非接触部分を利用して形成される。
【０１１２】
接触面の表面粗度は、例えば、互いに対向する表面の一方の表面粗度が０．０４μｍ程度
に加工され、これにより接触面の隙間として少なくとも０．０８μｍ程度が形成され、所
望の電磁波の漏洩度が確保されるように実用的なレベルで検証されたものである。
【０１１３】
尚、磁束を漏洩させる磁束漏洩路としては、蓋体 12に切り欠きや穴、或いはスリット 12ａ
等を設けて構成しても良い。そして、取付部材 11と蓋体 12との間に形成される磁束漏洩路
14から漏洩する漏れ磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記憶
された情報を図示しない外部のリーダライタ装置により取り出すことが出来る。図 18に示
す形状のスリット 12ａでは同心円盤状のアンテナコイル２ａを有するＲＦＩＤタグ１ａの
場合に特に有効である。
【０１１４】
尚、蓋体 12が非磁性材料により作られた場合には樹脂６及び蓋体 12の上方に漏洩する漏れ
磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記憶された情報を図示し
ない外部のリーダライタ装置により取り出すことが出来る。
【０１１５】
また、図 19は取付溝部 11ａにアモルファス磁性体シート５を配置したアンテナコイル２ａ
，２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂが収容され、更に樹脂や陶器等の非磁性体或いは
導電性材料で作られた保護体となるキャップ状の蓋体 13により少なくとも表面が覆われて
保護されたものである。
【０１１６】
蓋体 13も取付部材 11に対してねじ込み式、或いは接着により適宜固定される。蓋体 13が導
電性材料である場合には、取付部材 11と蓋体 13との接合部は、実用的なレベルで送受信可
能な量の磁束が漏洩し得るように磁束漏洩路 14が形成され、例えば、接着であれば所定の
隙間が形成されるように略平滑な接触面が形成され、ネジ止めであればネジ螺合部に所定
の隙間が形成されるようにネジ部の接触面が形成される。
【０１１７】
尚、磁束を漏洩させる磁束漏洩路 14としては、蓋体 13に切り欠きや穴、或いはスリット 13
ａ等を設けて構成しても良い。そして、取付部材 11と蓋体 13との間に形成される磁束漏洩
路 14から漏洩する漏れ磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記
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憶された情報を図示しない外部のリーダライタ装置により取り出すことが出来る。図 19に
示すスリット 13ａはキャップ状の蓋体 13の天版中央部に一直線状或いは十字状、或いは放
射形状で形成される。
【０１１８】
尚、キャップ状の蓋体 13が非磁性材料により作られた場合には樹脂６及び蓋体 13の上方に
漏洩する漏れ磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記憶された
情報を図示しない外部のリーダライタ装置により取り出すことが出来る。
【０１１９】
図 20はアモルファス磁性体シート５を配置した同心円盤状のアンテナコイル２ａ或いはシ
リンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂを少なくとも２つに分割
される導電性材料で作られた収容容器 15及び蓋体 16からなる容器内に収容され、該容器を
構成する分割体となる収容容器 15と蓋体 16との境界面或いは収容容器 15、蓋体 16の少なく
とも一方に磁束漏洩路 14が形成されたものである。
【０１２０】
蓋体 16も収容容器 15に対してねじ込み式、或いは接着等により適宜固定される。蓋体 16が
導電性材料である場合には、収容容器 15と蓋体 16との接合部は、実用的なレベルで送受信
可能な量の磁束が漏洩し得るように磁束漏洩路 14が形成され、例えば、接着であれば所定
の隙間が形成されるように略平滑な接触面が形成され、ネジ止めであればネジ螺合部に所
定の隙間が形成されるようにネジ部の接触面が形成される。
【０１２１】
尚、磁束を漏洩させる磁束漏洩路 14としては、蓋体 16や収容容器 15に切り欠きや穴、或い
はスリット 16ａ等を設けて構成しても良い。そして、収容容器 15と蓋体 16との間に形成さ
れる磁束漏洩路 14から漏洩する漏れ磁束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１
ａ，１ｂに記憶された情報を図示しない外部のリーダライタ装置により取り出すことが出
来る。
【０１２２】
図 21はアモルファス磁性体シート５を配置した同心円盤状のアンテナコイル２ａ或いはシ
リンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂが導電性部材で作られた
取付部材となるノート型パソコン等の上蓋 17或いは本体 18に取り付けられ、上蓋 17がヒン
ジ等の開閉機構 19により本体 18に対して開閉自在に構成されている。
【０１２３】
上蓋 17と本体 18との接合部である開閉面には、実用的なレベルで送受信可能な量の磁束が
漏洩し得るように磁束漏洩路 14が形成され、所定の隙間が形成されるように略平滑な接触
面が形成される。
【０１２４】
そして、上蓋 17と本体 18との間に形成される磁束漏洩路 14から漏洩する漏れ磁束により形
成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記憶された情報を図示しない外部のリ
ーダライタ装置により取り出すことが出来る。
【０１２５】
図 22はアモルファス磁性体シート５を配置した同心円盤状のアンテナコイル２ａ或いはシ
リンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂが導電性材料で作られた
取付部材として、積層された金属板や電気回路が形成されたプリント基板 20に接着等によ
り固定されたものである。
【０１２６】
積層されたプリント基板 20の間にはスペーサ 21等により隙間が形成されており、実用的な
レベルで送受信可能な量の磁束が漏洩し得るように磁束漏洩路 14が形成される。
【０１２７】
そして、積層されたプリント基板 20相互間に形成される磁束漏洩路 14から漏洩する漏れ磁
束により形成される磁界を利用してＲＦＩＤタグ１ａ，１ｂに記憶された情報を図示しな
い外部のリーダライタ装置により取り出すことが出来る。
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【０１２８】
図 23～図 25はアモルファス磁性体シート５を配置したシリンダ状のアンテナコイル２ｂを
有するＲＦＩＤタグ１ｂを導電性材料で作られた取付部材 11の取付溝部 11ａの内部に傾斜
して配置し、樹脂６により封止して固定したものである。
【０１２９】
図 23は平面的なアモルファス磁性体シート５をシリンダ状のアンテナコイル２ｂの軸方向
端部に形成される磁束発生部位Ａから取付溝部 11ａの開口部に向けて開口面付近まで延長
して配置したものであり、図 24は円筒状のアモルファス磁性体シート５の先端部をラッパ
状に広げて同じくシリンダ状のアンテナコイル２ｂの軸方向端部に形成される磁束発生部
位Ａから取付溝部 11ａの開口部に向けて開口面付近まで延長して配置したものである。
【０１３０】
また、図 25は取付溝部 11ａの表面側周壁に沿ってアモルファス磁性体シート５が周回状に
配置して接着等により固定され、シリンダ状のアンテナコイル２ｂを有するＲＦＩＤタグ
１ｂが、そのアンテナコイル２ｂの先端部をアモルファス磁性体シート５に接近或いは接
触させて傾斜配置されたものである。
【０１３１】
尚、前述の各実施形態では、通信装置として を適用した場合の一例につ
いて説明したが、他の通信装置として と交信するリーダライタ装置、或
いはアンテナコイル及び制御部を有するＩＣカード等のアンテナコイルに形成される磁束
発生部位から該アンテナコイルの外側に延長して高透磁率のシート状磁性体であるアモル
ファス磁性体シート５を配置して構成することも出来る。
【０１３２】
【発明の効果】
本発明は、上述の如き構成と作用とを有するので、アンテナコイルに形成される磁束発生
部位から該アンテナコイルの外側に延長して配置された高透磁率のシート状磁性体により
通信に利用出来る磁束の減少を大幅に抑制出来る。
【０１３３】
更に高透磁率のシート状磁性体の延長方向における指向性が大きくなり、結果として通信
感度を高めることが出来る。また上記シート状磁性体は可撓性を持たせることが出来るの
で、ＲＦＩＤタグを狭い場所に配置する際にそれを湾曲させたり、最適な形状に変形させ
ることが出来る。
【０１３４】
また、ＲＦＩＤタグが保護体により覆われて保護され、導電性材料で作られた取付部材に
取り付けられたとしてもアンテナコイルに形成される磁束発生部位から該アンテナコイル
の外側に延長して配置された高透磁率のシート状磁性体により通信に利用出来る磁束の減
少を大幅に抑制出来る。
【０１３５】
また、保護体が導電性材料で作られ、該保護体と前記取付部材との間及び／または前記保
護体の一部に磁束漏洩路が形成された場合には、外部からの応力や衝撃に対して一層強い
ものとなり、且つ磁束漏洩路を介して電磁波が漏洩し、ＲＦＩＤタグと外部のリーダライ
タ装置との間で電力送電媒体及び情報通信媒体である交流磁界を相互に送受信することが
出来る。
【０１３６】
また、ＲＦＩＤタグが導電性材料で作られた取付部材に取り付けられ、該取付部材が開閉
機構で開閉自在とされており、その開閉面に磁束漏洩路が形成された場合には、取付部材
の開閉面に形成された磁束漏洩路を介して電磁波が漏洩し、ＲＦＩＤタグと外部のリーダ
ライタ装置との間で電力送電媒体及び情報通信媒体である交流磁界を相互に送受信するこ
とが出来る。
【０１３７】
また、本発明に係る通信装置の情報読出方法によれば、通信装置における記憶装置に記憶
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された情報を磁束により外部から読み出すことが出来る。
【０１３８】
また、通信装置が導電性材料で作られた取付部材に取り付けたＲＦＩＤタグであり、該取
付部材に形成された磁束漏洩路から漏洩する磁束を利用して、その情報を読み出す場合に
は取付部材に形成された磁束漏洩路を介して漏洩した電磁波により通信装置における記憶
装置に記憶された情報を磁束により外部から読み出すことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る通信装置の一例であり、同心円盤状のアンテナコイルを有するＲＦ
ＩＤタグにシート状磁性体を設けた様子を示す平面説明図及び断面説明図である。
【図２】本発明に係る通信装置の一例であり、同心円盤状のアンテナコイルを有するＲＦ
ＩＤタグにシート状磁性体を設けた様子を示す平面説明図及び断面説明図である。
【図３】同心円盤状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグの構成及び該アンテナコイル
に発生する磁界の様子を示す図である。
【図４】ＲＦＩＤタグの制御系の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明に係る通信装置の同心円盤状のアンテナコイルにより発生する磁束による
電界特性であってシート状磁性体が有る場合と無い場合の比較を示す図である。
【図６】電磁界を測定した実験装置の概略構成を示す図である。
【図７】図２に示すＲＦＩＤタグにおけるアンテナコイル面方向の通信可能な磁束領域（
通信可能最大距離）の実験結果を示す図である。
【図８】シート状磁性体の幅（角度）とアンテナコイル面方向の通信可能な磁束領域（通
信可能最大距離）との関係を実験結果により示す図である。
【図９】シート状磁性体の延長長さ（外径）とアンテナコイル面方向の通信可能な磁束領
域（通信可能最大距離）との関係を実験結果により示す図である。
【図 10】 であり、シリンダ状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグに
シート状磁性体を設けた様子を示す断面説明図である。
【図 11】 であり、シリンダ状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグに
シート状磁性体を設けた様子を示す断面説明図である。
【図 12】 であり、シリンダ状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグに
シート状磁性体を設けた様子を示す断面説明図である。
【図 13】シリンダ状のアンテナコイルを有するＲＦＩＤタグの構成及び該アンテナコイル
に発生する磁界の様子を示す図である。
【図 14】 のシリンダ状のアンテナコイルにより発生する磁束による電界特性を示
す図である。
【図 15】図 11に示すＲＦＩＤタグにおけるアンテナコイル軸方向の通信可能な磁束領域（
通信可能最大距離）の実験結果を示す図である。
【図 16】図 15に示すシート状磁性体を磁束発生部位からシリンダ状アンテナコイルの軸方
向中心側にも同時に延長した際の延長長さとアンテナコイル軸方向の通信可能な磁束領域
（通信可能最大距離）との関係を実験結果により示す図である。
【図 17】導電性材料で作られた取付部材に本発明に係る通信装置を取り付けた各種の取付
構造を示す断面説明図である。
【図 18】導電性材料で作られた取付部材に本発明に係る通信装置を取り付けた各種の取付
構造を示す断面説明図である。
【図 19】導電性材料で作られた取付部材に本発明に係る通信装置を取り付けた各種の取付
構造を示す断面説明図である。
【図 20】導電性材料で作られた取付部材に本発明に係る通信装置を取り付けた各種の取付
構造を示す断面説明図である。
【図 21】本発明に係る通信装置が導電性材料で作られた開閉自在の取付部材に設けられた
様子を示す側面説明図である。
【図 22】積み重ねた導電性部材の間に本発明に係る通信装置を配置した様子を示す側面説
明図である。
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【図 23】シリンダ状のアンテナコイルを有する を導電性材料で作られた取付部材
の穴に斜めに配置した各種の取付構造を示す断面説明図である。
【図 24】シリンダ状のアンテナコイルを有する を導電性材料で作られた取付部材
の穴に斜めに配置した各種の取付構造を示す断面説明図である。
【図 25】シリンダ状のアンテナコイルを有する を導電性材料で作られた取付部材
の穴に斜めに配置した各種の取付構造を示す断面説明図である。
【符号の説明】
１ａ，１ｂ…ＲＦＩＤタグ
２ａ，２ｂ…アンテナコイル
2a1…内周部
３…コア部材
４…半導体ＩＣチップ
４ａ…ＣＰＵ
メモリ４ｂ
４ｃ…送受信機
４ｄ…コンデンサ
５…アモルファス磁性体シート
６…樹脂
７…測定ステージ
８…ピックアップコイル
９…ＳＳＧ発振器
10…オシロスコープ
11…取付部材
11ａ…取付溝部
12， 13…蓋体
12ａ， 13ａ…スリット
14…磁束漏洩路
15…収容容器
16…蓋体
16ａ…スリット
17…上蓋
18…本体
19…開閉機構
20…プリント基板
21…スペーサ
Ａ…磁束発生部位
Ｂ…通信可能な磁束領域
Ｂ１ …最大点
ａ，ｂ…曲線
Ｈ…磁界
Ｌ m a x…通信可能最大距離
ｏ１ …径中心
ｏ２ …中心
ｒ…扇形の内径
Ｒ…扇形の外径
θ…扇形の角度
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

(23) JP 3595268 B2 2004.12.2



【 図 ２ ５ 】
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