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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】磁界と電界との両方を用いて読み取り対象より
データを取得可能にすることにより、簡易な構成で確実
に読み取り対象よりデータを取得する。
【解決手段】読み取りセンサーは、誘電板２０の第１の
面２０ａに設けられ、電流が供給されることにより電磁
波を発生して読み取り対象より非接触でデータを取得す
る帯状の導電素子３０と、誘電板２０の第１の面２０ａ
の裏面である第２の面を覆う金属板と、を有する。導電
素子３０は、直線状の第１の素子３１と、直線状の第２
の素子３２と、から構成され、第１の素子３１と第２の
素子３２とのなす角θ１が所定の鋭角になるように第１
の素子３１と第２の素子３２とを第１の面２０ａに沿っ
て一筆書き状に交互に接続した形状を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の誘電率を有する誘電板と、
　前記誘電板の第１の面に設けられ、電流が供給されることにより電磁波を発生して読み
取り対象より非接触でデータを取得する帯状の導電素子と、
　前記誘電板の前記第１の面の裏面である第２の面を覆う金属板と、
　を有する読み取りセンサーであって、
　前記導電素子は、
　直線状の第１の素子と、直線状の第２の素子と、から構成され、前記第１の素子と前記
第２の素子とのなす角が所定の鋭角になるように前記第１の素子と前記第２の素子とを前
記第１の面に沿って一筆書き状に交互に接続した形状を有する、
　読み取りセンサー。
【請求項２】
　電流が供給される電流供給部を有する前記第１の素子又は前記第２の素子の側縁部から
、前記第１の素子と前記第２の素子との間に直線状に延設される摂動素子を更に有する、
　請求項１記載の読み取りセンサー。
【請求項３】
　前記導電素子は、
　前記第１の素子の長手方向における前記第２の素子と接続していない端部、又は前記第
２の素子の長手方向における前記第１の素子と接続していない端部から電流が供給される
、
　請求項１又は２記載の読み取りセンサー。
【請求項４】
　前記誘電板は、
　平面視矩形状であり、
　前記導電素子は、
　前記第１の素子と前記第２の素子とを接続する接続部を有し、隣り合う前記接続部を結
ぶ直線が前記誘電板の対向する二辺に平行になるように前記第１の面に設けられる、
　請求項１から３の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項５】
　前記所定の鋭角は、
　８°より大きく且つ２０°以下である、
　請求項１から４の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項６】
　前記第１の素子は、
　２つ以上且つ４つ以下であり、
　前記第２の素子は、
　２つ以上且つ４つ以下であると共に、前記第１の素子と同じ数である、
　請求項１から５の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項７】
　前記導電素子は、
　複数であり、前記第１の面に所定間隔で配列して設けられている、
　請求項１から６の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項８】
　前記導電素子の各々に対して順次切り替えて電流を供給するアンテナ切替部を更に有す
る、
　請求項７記載の読み取りセンサー。
【請求項９】
　前記誘電板は、
　発泡性を有する樹脂により形成される、
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　請求項１から８の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項１０】
前記誘電板は、
　平面視矩形状であり、短手方向の長さを、読み取り対象が設けられる物品を収納する棚
の奥行きの深さに対応させる、
　請求項１から９の何れかに記載の読み取りセンサー。
【請求項１１】
　請求項１から１０の何れかに記載の読み取りセンサーと、
　前記読み取りセンサーが前記読み取り対象より取得した情報を読み取る読取装置と、
　前記読取装置により読み取った情報を管理する端末装置と、
　を有する管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線タグ等に記憶されている情報を非接触で読み取るために用いられる読み
取りセンサー及び管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、物品管理棚に収納する物品に無線タグを取り付けて物品を管理する管理システム
が知られている。このように無線タグにより物品を管理することができれば、物品の管理
に要する人件費、労力及び作業時間を大幅に削減することができる。
【０００３】
　かかる状況において、特許文献１は、収納する物品に備えられ、固有情報を記憶すると
共に非接触で通信可能な無線タグと、磁界を用いて非接触で無線タグと通信するループア
ンテナと、ループアンテナを介して無線タグより取得した固有情報を管理する管理手段と
、を有する管理システムを開示する。特許文献１に開示されている磁界を用いて無線タグ
と通信する方式は、一般に、距離の近い無線タグよりデータを取得する際に用いられる。
【０００４】
　また、従来、ダイポールアンテナにより無線タグと電界を用いて通信するものが知られ
ている。電界を用いて無線タグと通信する方式は、一般に、磁界を用いて無線タグと通信
する方式に比べて、距離の遠い無線タグよりデータを取得する際に用いられる。
【０００５】
　このように、従来は、無線タグよりデータを取得する際に、用途に応じて磁界と電界と
の何れか一方を用いて無線タグと通信している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－７２９１９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、従来の構成においては、磁界により無線タグと通信する方式及び電界に
より無線タグと通信する方式のうちの何れか一方の最適の方式を用いた場合であっても、
データを取得できない無線タグが存在するという課題を有する。具体的には、磁界により
無線タグと通信する方式では、距離の遠い無線タグからのデータを取得し難く、電界によ
り無線タグと通信する方式では、距離の近い無線タグであっても、アンテナの最大放射方
向から大きく外れる方向に存在する無線タグからのデータを取得し難いという課題を有す
る。
【０００８】
　また、従来の構成においては、電界により無線タグと通信する方式において、データを
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取得できない無線タグを減らすためにはアンテナに細工を施す必要があり、アンテナ形状
が複雑になるために製造コストが増大するという課題を有する。
【０００９】
　本発明の目的は、磁界と電界との両方を用いて読み取り対象よりデータを取得可能にす
ることにより、簡易な構成で確実に読み取り対象よりデータを取得することができる読み
取りセンサー及び管理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る読み取りセンサーは、所定の誘電率を有する誘電板と、前記誘電板の第１
の面に設けられ、電流が供給されることにより電磁波を発生して読み取り対象より非接触
でデータを取得する帯状の導電素子と、前記誘電板の前記第１の面の裏面である第２の面
を覆う金属板と、を有する読み取りセンサーであって、前記導電素子は、直線状の第１の
素子と、直線状の第２の素子と、から構成され、前記第１の素子と前記第２の素子とのな
す角が所定の鋭角になるように前記第１の素子と前記第２の素子とを前記第１の面に沿っ
て一筆書き状に交互に接続した形状を有する。
【００１１】
　本発明に係る管理システムは、前記読み取りセンサーと、前記読み取りセンサーが前記
読み取り対象より取得した情報を読み取る読取装置と、前記読取装置により読み取った情
報を管理する端末装置と、を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、磁界と電界との両方を用いて読み取り対象よりデータを取得可能にす
ることにより、簡易な構成で確実に読み取り対象よりデータを取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る読み取りセンサーの平面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る読み取りセンサーの底面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る読み取りセンサーのカバーを取り除いた状態の平
面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図５】本発明の実施形態の変形例における読み取りセンサーの一部のカバーを取り除い
た状態の平面図である。
【図６】本発明の実施形態における導電素子の電流及び磁界の向きを示す図である。
【図７】図６のＢ－Ｂ断面図である。
【図８】本発明の実施形態における導電素子を設けた誘電板の放射特性測定時における向
きを示す図である。
【図９】本発明の実施形態における第１の素子及び第２の素子の数を異ならせた場合のＸ
－Ｚ平面における放射特性を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態における第１の素子及び第２の素子の数を異ならせた場合の
Ｙ－Ｚ平面における放射パターンを示す図である。
【図１１】第１の素子と第２の素子とのなす角を５度にした際の誘電板の平面図である。
【図１２】第１の素子と第２の素子とのなす角を８度にした際の誘電板の平面図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る管理システムのブロック図である。
【図１４】本発明の実施形態に係る管理システムで用いる本棚の背面図である。
【図１５】図１４のＣ－Ｃ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を適宜参照して、本発明の実施形態に係る読み取りセンサー及び管理装置に
つき、詳細に説明する。なお、図中、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸は、３軸直交座標系を成し、Ｚ
軸の正方向を上方向とする。
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【００１５】
　＜読み取りセンサーの全体構成＞
　本発明の実施形態に係る読み取りセンサー１０の全体構成につき、図１から図４を参照
しながら、以下詳細に説明する。
【００１６】
　読み取りセンサー１０は、誘電板２０と、導電素子３０と、金属板４０と、カバー５０
と、切替器６０と、接続線７０と、接続線７１と、を備えている。
【００１７】
　誘電板２０は、Ｚ軸の正方向側から視て（平面視）矩形状である。誘電板２０は、所定
の誘電率を有している。誘電板２０は、読み取りセンサー１０に物品を載置した際に物品
に対する衝撃を和らげると共に、軽量化するために、発泡性を有する樹脂により形成され
ている。誘電板２０は、例えばポリプロピレン（ＰＰ）又はポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）により形成されている。
【００１８】
　誘電板２０は、物品とその物品を既に収納している棚との間に配置する場合もあるので
、読み取りセンサー１０を用いたことにより物品が収納できなくなる状態を回避するため
に、Ｚ軸方向における厚みを極力薄くしている。誘電板２０の厚みは、例えば５ｍｍであ
る。誘電板２０は、Ｙ軸方向（短手方向）の長さを、無線タグが設けられる物品を収納す
る棚の奥行きの深さに対応させている。
【００１９】
　導電素子３０は、帯状であり、誘電板２０の第１の面２０ａに設けられていると共に、
第１の面２０ａに沿ってジグザグ状に形成されている。導電素子３０は、図１から図４の
場合、複数設けられ、第１の面２０ａに所定間隔で配列して設けられている。本実施形態
では、４つの導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄが、Ｘ軸方向（誘電板２０の長手
方向）に沿って、第１の面２０ａに所定間隔で配列して設けられている。なお、１つの誘
電板２０に設けられる導電素子３０の数は、４つに限らず、１つ又は４つ以外の複数でも
よく、読み取りセンサー１０の用途に応じて適宜選択することができる。
【００２０】
　導電素子３０は、例えば、ポリエチレンテレフタレートにより形成されていると共に、
誘電板２０の第１の面２０ａに露出する面に銅箔を接着して構成されている。
【００２１】
　導電素子３０は、切替器６０より電流が供給されることにより電磁波を発生し、読み取
り対象である図示しない無線タグとの間で非接触で通信することにより、無線タグよりデ
ータを取得する。
【００２２】
　導電素子３０は、距離の近い（例えば１０ｍｍ離れた）無線タグと通信する場合には、
磁界を用いて無線タグと通信する。この際、導電素子３０は、誘電板２０のＹ軸方向（幅
方向）における幅Ｗの範囲内でジグザグ状に形成されているので、幅Ｗの範囲内における
Ｚ軸の正方向に存在する距離の近い無線タグより確実にデータを取得することができる。
【００２３】
　導電素子３０は、距離の遠い（例えば１５０ｍｍ離れた）無線タグと通信する場合には
、電界を用いて無線タグと通信する。導電素子３０は、電界を用いて無線タグと通信する
場合にはダイポールアンテナとして機能し、例えばＵＨＦ帯を用いる。
【００２４】
　従って、導電素子３０は、距離の近い無線タグについては、磁界を用いてデータを取得
するので、無線タグの存在する方向に関わらず確実にデータを取得することができる。ま
た、導電素子３０は、距離の遠い無線タグについては、電界を用いてデータを取得するの
で、確実にデータを取得することができる。なお、導電素子３０の構成の詳細については
後述する。
【００２５】
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　金属板４０は、図４に示すように、第１の面２０ａの裏面である第２の面２０ｂの全体
を覆っている。金属板４０は、導電素子３０からの電界及び磁界のＺ軸の負方向への拡散
を遮蔽する。
【００２６】
　カバー５０は、図１及び図２に示すように、物品が載置される平面５０ａと、物品を収
納する物品収納棚に対する取り付け面である底面５０ｂと、を有している。底面５０ｂに
は、図２に示すように、リブ５１が設けられている。リブ５１は、Ｚ軸の負方向側から視
て（底面視）長方形であり、Ｚ軸の負方向に底面５０ｂより突出すると共に、Ｘ軸方向（
カバー５０の長手方向）に沿って、底面５０ｂに所定間隔で配列して設けられている。こ
れにより、カバー５０は、誘電板２０と切替器６０とのＺ軸方向における段差を小さくし
て、接続線７０による切替器６０と導電素子３０との接続を容易にすることができると共
に、切替器６０と接続線７０との断線を極力防ぐことができる。カバー５０は、導電素子
３０及び金属板４０を設けた誘電板２０と、切替器６０と、接続線７０と、接続線７１の
一部と、を内部に収納している。カバー５０には、切替器６０と図示しない読取装置とを
接続する接続線７１を引き出すための図示しない挿通孔が形成されている。カバー５０は
、導電素子３０と無線タグとの間で、非接触でデータを取得できるように、金属以外の材
料により形成されている。カバー５０は、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化
ビニル（ＰＶＣ）又はポリエチレン（ＰＥ）により形成されている。
【００２７】
　切替器６０は、アンテナ切替部であり、導電素子３０に接続され、接続線７１を介して
図示しない電源から供給された電流を、接続線７０を介して導電素子３０に供給する。切
替器６０は、無線タグからのデータを、接続線７０を介して導電素子３０より取得し、導
電素子３０から取得した無線タグからのデータを、接続線７１を介して図示しない読取装
置に送出する。
【００２８】
　接続線７０は、導電素子３０と切替器６０とを接続している。接続線７０は、導電素子
３０に対して電流を供給するための図示しない電流供給線と、導電素子３０から読取装置
にデータを送出するための図示しないデータ送出線と、を有している。
【００２９】
　接続線７１は、切替器６０と読取装置とを接続している。接続線７１は、導電素子３０
に対して電流を供給するための図示しない電流供給線と、導電素子３０から読取装置にデ
ータを送出するための図示しないデータ送出線と、を有している。
【００３０】
　＜導電素子の構成＞
　本発明の実施形態における導電素子３０の構成につき、図３及び図４を参照しながら、
以下詳細に説明する。
【００３１】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、全て同一構成を有している。導電素子３
０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、直線状の第１の素子３１と、直線状の第２の素子３２
と、から構成されている。
【００３２】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、第１の素子３１と第２の素子３２とのな
す角θ１（図３参照）が所定の鋭角になるように、第１の素子３１と第２の素子３２とを
接続して形成されている。第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１は、例えば図
３では１９°である。なお、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角は、８°より大
きく且つ２０°以下の範囲に設定することができる。その理由については後述する。また
、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの各々において、第１の素子３１と第２の素
子３２とのなす角θ１は、全て同一であってもよいし、一部若しくは全て異なっていても
よい。
【００３３】
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　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、第１の面２０ａに沿って第１の素子３１
と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成されている。導電素子３０ａ、３
０ｂ、３０ｃ、３０ｄでは、Ｘ－Ｙ平面において、複数の第１の素子３１が互いに平行に
配置されていると共に、複数の第２の素子３２が互いに平行に配置されている。導電素子
３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、４つの第１の素子３１と４つの第２の素子３２とに
より構成されている。なお、第１の素子３１及び第２の素子３２は、２つ以上且つ４つ以
下であれば任意の数にすることができる。その理由については後述する。
【００３４】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄには、Ｙ軸の負方向に凸となるように第１の
素子３１と第２の素子３２とが接続する接続部３４ａが形成されている。また、３０ａ、
３０ｂ、３０ｃ、３０ｄには、Ｙ軸の正方向に凸となるように第１の素子３１と第２の素
子３２とが接続する接続部３４ｂが形成されている。接続部３４ａは、Ｘ－Ｙ平面におい
て、Ｙ軸の負方向の先端が湾曲した形状を有している。接続部３４ｂは、Ｘ－Ｙ平面にお
いて、Ｙ軸の正方向の先端が湾曲した形状を有している。
【００３５】
　図３に示すように、第１の素子３１のＸ－Ｙ平面における幅Ｈ１と、第２の素子３２の
Ｘ－Ｙ平面における幅Ｈ２と、は、同一になっている。第１の素子３１は、長手方向に沿
って同一の幅Ｈ１を有している。第２の素子３２は、長手方向に沿って同一の幅Ｈ２を有
している。第１の素子３１の長手方向における第２の素子３２と接続していない端部３１
ａは、Ｘ－Ｙ平面において、先端が湾曲した形状を有している。第２の素子３２の長手方
向における第１の素子３１と接続していない端部３２ａは、Ｘ－Ｙ平面において、先端が
湾曲した形状を有している。
【００３６】
　第１の素子３１の端部３１ａ及び第２の素子３２の端部３２ａは、切替器６０と接続し
て切替器６０より電流が供給される電流供給部である。従って、導電素子３０ａ、３０ｂ
は、第１の素子３１の端部３１ａに供給された電流が端部３１ａからジグザグ形状に沿っ
て導電素子３０ａ、３０ｂを流れることにより、磁界及び電界を形成する。又、導電素子
３０ｃ、３０ｄは、第２の素子３２の端部３２ａに供給された電流が端部３２ａからジグ
ザグ形状に沿って導電素子３０ｃ、３０ｄを流れることにより、磁界及び電界を形成する
。
【００３７】
　導電素子３０ａ、３０ｂには、第１の素子３１の端部３１ａの近傍に接続する摂動素子
３３ａが設けられている。導電素子３０ｃ、３０ｄには、第２の素子３２の端部３２ａの
近傍に接続する摂動素子３３ａが設けられている。摂動素子３３ａは、導電素子３０ａ、
３０ｂ、３０ｃ、３０ｄにおける電流が供給される電流供給部の近傍に接続されている。
ここで、電流供給部の近傍とは、摂動素子３３ａが接続される第１の素子３１又は第２の
素子３２の長手方向の中央よりも電流供給部側を言う。
【００３８】
　摂動素子３３ａは、図３に示すように、第１の素子３１の側縁部３１ｂ又は第２の素子
３２の側縁部３２ｂから、第１の素子３１と第２の素子３２との間に直線状に延設されて
いる。摂動素子３３ａの長手方向の長さは、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角
θ１、第１の素子３１若しくは第２の素子３２と摂動素子３３ａとのなす角θ２、及び第
１の素子３１及び第２の素子３２の数等に応じて適宜変更することができる。
【００３９】
　摂動素子３３ａと第１の素子３１とのなす角θ２は、第１の素子３１と第２の素子３２
とのなす角θ１よりも若干大きいが（θ２＞θ１）、略同一である。摂動素子３３ａと第
１の素子３１とのなす角θ２は、図３では例えば２０°である。これにより、図３に示す
ように、導電素子３０ａ、３０ｂに設けられている摂動素子３３ａは、第１の素子３１と
の接続部から、摂動素子３３ａが接続している第１の素子３１に対向する第２の素子３２
に徐々に近づくように延設されている。又、導電素子３０ｃ、３０ｄに設けられている摂
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動素子３３ａは、第２の素子３２との接続部から、摂動素子３３ａが接続している第２の
素子３２に対向する第１の素子３１に徐々に近づくように延設されている。
【００４０】
　摂動素子３３ａは、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの切替器６０との接続部
におけるインピーダンスの整合をとっている。これにより、導電素子３０ａ、３０ｂは、
第１の素子３１の端部３１ａを電流供給部にすることができると共に、導電素子３０ｃ、
３０ｄは、第２の素子３２の端部３２ａを電流供給部にすることができる。
【００４１】
　図３に示すように、導電素子３０ａは、Ｘ軸方向において、Ｘ軸の負方向の端部に配置
されている。導電素子３０ｂは、Ｘ軸方向において、導電素子３０ａと導電素子３０ｃと
の間に配置されている。導電素子３０ｃは、Ｘ軸方向において、導電素子３０ｂと導電素
子３０ｄとの間に配置されている。導電素子３０ｄは、Ｘ軸方向において、Ｘ軸の正方向
の端部に配置されている。
【００４２】
　導電素子３０ａと導電素子３０ｂとは、所定の間隔Ｒ１を設けて第１の面２０ａに設け
られている。導電素子３０ｂと導電素子３０ｃとは、所定の間隔Ｒ２を設けて第１の面２
０ａに設けられている。導電素子３０ｃと導電素子３０ｄとは、所定の間隔Ｒ３を設けて
第１の面２０ａに設けられている。間隔Ｒ１、間隔Ｒ２及び間隔Ｒ３は、全て同一（Ｒ１
＝Ｒ２＝Ｒ３）であってもよいし、一部若しくは全て異なっていてもよい。間隔Ｒ１は、
導電素子３０ａと導電素子３０ｂとの間におけるＺ軸の正方向に位置する無線タグからデ
ータを確実に取得できる間隔に設定する。間隔Ｒ２は、導電素子３０ｂと導電素子３０ｃ
との間におけるＺ軸の正方向に位置する無線タグからデータを確実に取得できる間隔に設
定する。間隔Ｒ３は、導電素子３０ｃと導電素子３０ｄとの間におけるＺ軸の正方向に位
置する無線タグからデータを確実に取得できる間隔に設定する。
【００４３】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、図３に示すように、Ｙ軸方向において幅
Ｗの範囲内に設けられている。
【００４４】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、Ｘ軸方向において隣り合う接続部３４ｂ
を結ぶ直線Ｌ１が、誘電板２０のＹ軸方向において互いに対向する二辺２０ｃ、２０ｄに
平行になるように、誘電板２０に設けられている。また、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０
ｃ、３０ｄは、Ｘ軸方向において隣り合う接続部３４ａを結ぶ直線Ｌ２が、誘電板２０の
Ｙ軸方向において互いに対向する二辺２０ｃ、２０ｄに平行になるように、誘電板２０に
設けられている。直線Ｌ１と直線Ｌ２との間隔は、幅Ｗと等しい。
【００４５】
　直線Ｌ１と誘電板２０の辺２０ｃとの間隔Ｒ４（図４参照）を小さくするほど、誘電板
２０のＹ軸方向の長さの範囲内で、Ｙ軸の正方向における無線タグからのデータ取得可能
領域を広くすることができる。一方、間隔Ｒ４を小さくするほど、導電素子３０と辺２０
ｃとの間の誘電板２０の強度が低下する。また、直線Ｌ２と誘電板２０の辺２０ｄとの間
隔Ｒ５を小さくするほど、誘電板２０のＹ軸方向の長さの範囲内で、Ｙ軸の負方向におけ
る無線タグからのデータ取得可能領域を広くすることができる。一方、間隔Ｒ５を小さく
するほど、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄと辺２０ｄとの間の誘電板２０の強
度が低下する。従って、間隔Ｒ４及び間隔Ｒ５は、データ取得可能領域の確保と、誘電板
２０の強度の確保と、の両立を図ることができる距離に設定する。間隔Ｒ４と間隔Ｒ５と
は、同一（Ｒ４＝Ｒ５）であってもよいし、異なっていてもよい。図３及び図４の場合、
間隔Ｒ４と間隔Ｒ５とは、異なっている。
【００４６】
　導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの各々は、図３に示すように、切替器６０に
接続されている。導電素子３０ａは、接続線７０ａにより切替器６０に接続されている。
導電素子３０ｂは、接続線７０ｂにより切替器６０に接続されている。導電素子３０ｃは
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、接続線７０ｃにより切替器６０に接続されている。導電素子３０ｄは、接続線７０ｄに
より切替器６０に接続されている。
【００４７】
　誘電板２０のＸ軸方向の左半分側に配置された導電素子３０ａ、３０ｂは、第１の素子
３１に給電されており、誘電板２０のＸ軸方向の右半分側に配置された導電素子３０ｃ、
３０ｄは、第２の素子３２に給電されている。具体的には、導電素子３０ａ、３０ｂは、
第１の素子３１の端部３１ａより電流が供給される。導電素子３０ｃ、３０ｄは、第２の
素子３２の端部３２ａより電流が供給される。これに加えて、切替器６０は、誘電板２０
のＸ軸方向の略中央に配置されている。これにより、各接続線７０ａ、７０ｂ、７０ｃ、
７０ｄは、切替器６０からＸ軸方向の左右に分けて配線することができるので、互いに絡
まり合うことなく、切替器６０と各導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄとを接続す
ることができる。
【００４８】
　切替器６０は、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの各々に対して、切り替えな
がら順次電流を供給する。切替器６０は、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの各
々で取得した、無線タグからのデータを、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄの各
々より、切り替えながら順次取得して、取得したデータを読取装置に出力する。
【００４９】
　ここで、無線タグと通信する際に読み取りセンサー１０に供給される電流量は、他の装
置に対する干渉等を防ぐために、所定値以下に制限されている。本実施形態では、導電素
子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、４つに分けて誘電板２０に設けられると共に、切
替器６０により切り替えて順次電流を供給されることにより、導電素子３０ａ、３０ｂ、
３０ｃ、３０ｄを結合して１つの連続した導電素子として誘電板２０に設ける場合に比べ
て、各導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄに供給される電流量を相対的に大きくす
ることができる。これにより、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、磁界又は電
界の強度を大きくすることができるので、無線タグからデータを確実に取得することがで
きる。
【００５０】
　＜導電素子の変形例＞
　本発明の実施形態における導電素子３０の変形例につき、図５を参照しながら、以下詳
細に説明する。図５は、図３と比べて、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１
、及び第１の素子３１と摂動素子３３ｂとのなす角θ２を異ならせている。
【００５１】
　図５に示すように、導電素子３０ｅにおいて、第１の素子３１と第２の素子３２とのな
す角θ１は、例えば２０°であり、第１の素子３１と摂動素子３３ｂとのなす角θ２は、
例えば３８°である。
【００５２】
　このように、導電素子３０では、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１、第
１の素子３１と第２の素子３２との数、及び幅Ｗ等に応じて、第１の素子３１と摂動素子
３３ｂとのなす角θ２を適宜変更することができる。
【００５３】
　なお、導電素子３０ｅの上記以外の構成は導電素子３０ａ、３０ｂ、と同一構成である
ので、その説明を省略する。
【００５４】
　＜読み取りセンサーの製造方法＞
　本発明の実施形態に係る読み取りセンサー１０の製造方法につき、以下詳細に説明する
。
【００５５】
　まず、ポリエチレンテレフタレートにより形成した板状部材の表面に、接着剤により銅
箔を貼り付ける。
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【００５６】
　次に、板状部材に貼り付けた銅箔を、導電素子３０になる部分（ジグザグ状の部分）を
残して、板状部材より剥がす。
【００５７】
　これにより、板状部材が誘電板２０となり、残った銅箔部分が導電素子３０になる。
【００５８】
　そして、誘電板２０の導電素子３０が設けられていない第２の面２０ｂに、金属板４０
を取り付ける。
【００５９】
　さらに、導電素子３０の第１の素子３１の端部３１ａ及び第２の素子３２の端部３２ａ
と、予め用意しておいた切替器６０と、を接続線７０ａ、７０ｂ、７０ｃ、７０ｄにより
各々接続することにより、読み取りセンサー１０が完成する。
【００６０】
　なお、上記の製造方法に限らず、ポリエチレンテレフタレートにより形成した板状部材
と銅箔とを一体に形成し、エッチングにより銅箔を導電素子３０になる部分を残して除去
してもよい。また、銅板を打ち抜き加工して導電素子３０を形成し、ポリエチレンテレフ
タレートにより形成した誘電板２０上に導電素子３０を貼り付けてもよい。
【００６１】
　＜導電素子により形成される磁界＞
　本発明の実施形態における導電素子により形成される磁界につき、図６及び図７を参照
しながら、以下詳細に説明する。
【００６２】
　導電素子３０は、図６に示すように、切替器６０を介して電流の供給を受けた際に、導
電素子３０に沿って電流Ｉが流れることにより、Ｚ軸の正方向側から視て導電素子３０を
横切る方向の磁界Ｈを形成する。また、導電素子３０は、図７に示すように、Ｙ－Ｚ平面
において、導電素子３０の周囲に半円状の磁界Ｈを形成する。
【００６３】
　これにより、導電素子３０は、磁界Ｈ内の無線タグから、磁界を用いてデータを取得す
ることができる。
【００６４】
　＜第１の素子及び第２の素子の数を変えた際の放射特性＞
　本発明の実施形態における第１の素子及び第２の素子の数を変えた際の放射特性につき
、図８から図１０を参照しながら、以下詳細に説明する。図９及び図１０では、使用周波
数を９２０ＭＨｚにして測定を行った。
【００６５】
　図９及び図１０は、電界により無線タグからデータを取得するために電波の放射特性を
測定したものである。ここで、導電素子３０は、データ取得対象の無線タグに向けた指向
性を有する電波を放射する必要がある一方で、データ取得対象の無線タグ以外の無線タグ
より誤ってデータを取得しないような指向性を有する電波を放射する必要がある。具体的
には、導電素子３０は、Ｘ－Ｚ平面内に放射される電波の放射領域を広くすると共に、Ｙ
－Ｚ平面内に放射される電波の放射領域を狭くするような指向性を有する。従って、導電
素子３０から放射される電波の指向性を、上記の指向性の条件を満たすように設定するた
めに、図９及び図１０における測定を行った。
【００６６】
　図９及び図１０では、金属板４０を設けた状態で測定を行ったため、Ｚ軸の負方向に沿
って放射される電波の放射領域は極めて狭くなっていると共に放射強度も小さくなってい
る。なお、図９及び図１０では、Ｚ軸の負方向に沿った電波が多少放射されているが、読
み取りセンサー１０を載置する際に、導電素子３０のＺ軸の負方向側に配置される棚を金
属製にすることにより、Ｚ軸の負方向に放射される電波を棚により遮蔽することができる
。
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【００６７】
　最初に、図８（ａ）に示す状態で誘電板２０をＸ－Ｙ平面と平行に配置した場合におけ
る、導電素子３０のＸ軸方向及びＺ軸方向の放射特性について、図９を参照しながら、以
下詳細に説明する。なお、図９（ａ）、図９（ｂ）、図９（ｃ）及び図９（ｄ）中で、円
周方向は、放射波の角度（°）、径方向は、最大値を０ｄＢとした時の各角度での相対値
（ｄＢ）を各々示している。また、図９に示す放射特性では、切替器６０と接続する第１
の素子３１における、辺２０ｃ、２０ｄに平行且つ直線Ｌ１と直線Ｌ２とから等距離の直
線と交わる点Ｐ（図５参照）の強度を中心にしている。
【００６８】
　図９（ａ）は、２つの第１の素子３１と２つの第２の素子３２とを備える導電素子３０
－１において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１の
素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を示
す。
【００６９】
　図９（ｂ）は、３つの第１の素子３１と３つの第２の素子３２とを備える導電素子３０
－２において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１の
素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を示
す。
【００７０】
　図９（ｃ）は、４つの第１の素子３１と４つの第２の素子３２とを備える導電素子３０
－３において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１の
素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を示
す。即ち、図９（ｃ）は、図５に示す導電素子３０の放射特性を示す。
【００７１】
　図９（ｄ）は、５つの第１の素子３１と５つの第２の素子３２とを備える導電素子３０
－４において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１の
素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を示
す。
【００７２】
　図９（ａ）の放射特性では、Ｚ軸上におけるＺ軸の正方向の強度が最大（０ｄＢ）であ
ると共に、Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向の強度が最大値よりも約１２ｄＢ低下した。また
、図９（ｂ）の放射特性では、Ｚ軸上におけるＺ軸の正方向の強度が最大であると共に、
Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向の強度が最大値よりも約１７ｄＢ低下した。従って、図９（
ａ）及び図９（ｂ）の場合には、導電素子３０－１、３０－２の点ＰのＺ軸の正方向（以
下、「点Ｐの直上方向」と記載する）及び点Ｐの直上方向の周辺に存在する無線タグより
、データを取得することができたと共に、導電素子３０－１、３０－２のＺ軸の正方向（
以下、「導電素子の直上方向」と記載する）に存在する無線タグのうち、Ｘ軸方向におけ
る無線タグからのデータ取得可能領域を概ね広くすることができた。
【００７３】
　図９（ｃ）の放射特性では、図９（ａ）及び図９（ｂ）の放射特性に比べて、Ｚ軸上に
おけるＺ軸の正方向の強度が約３ｄＢ低下した。また、図９（ｃ）の放射特性では、図９
（ａ）の放射特性に比べて、Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向の強度が約３ｄＢ上昇し、図９
（ｂ）の放射特性に比べて、Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向の強度が約８ｄＢ上昇した。従
って、図９（ｃ）の場合には、図９（ａ）及び図９（ｂ）の場合に比べて、導電素子３０
－３の直上方向の無線タグよりデータを取得し難くなる一方で、導電素子３０－３の直上
方向に存在する無線タグのうち、Ｘ軸方向における無線タグからのデータ取得可能領域を
広くすることができた。
【００７４】
　図９（ｄ）の放射特性では、図９（ｃ）の放射特性に比べて、Ｚ軸上におけるＺ軸の正
方向において強度が約３ｄＢ低下したと共に、Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向において強度
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が約３ｄＢ低下した。また、図９（ｄ）の放射特性では、放射波の角度が約１５°におい
て強度が急激に低下した。従って、図９（ｄ）の場合には、図９（ｃ）の場合に比べて、
導電素子３０－４の点Ｐの直上方向の周辺に存在する一部の無線タグよりデータを取得で
きなくなると共に、導電素子３０－４の直上方向に存在する無線タグのうち、Ｘ軸方向に
おける無線タグからのデータ取得可能領域を略同一の広さにすることができる。
【００７５】
　なお、第１の素子３１の数を１つにすると共に第２の素子３２の数を１つにして、第１
の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように形成した導電素子の場合に
は、図示していないが、インピーダンスの整合をとることができず、読み取りセンサーと
しての機能を有さないことが確認された。
【００７６】
　上記より、第１の素子３１及び第２の素子３２の数を増やすに従って、導電素子のＸ軸
方向の無線タグからのデータ取得可能領域が広がる一方で、導電素子の直上方向の無線タ
グからのデータ取得可能領域が狭くなる傾向にあることが分かる。従って、第１の素子３
１と第２の素子３２との数は、読み取りセンサーとしての機能を有すると共に導電素子の
直上方向の無線タグよりデータを取得できる範囲である、２つ以上且つ４つ以下にするこ
とが好ましい。
【００７７】
　次に、図８（ｂ）に示す状態で誘電板２０をＸ－Ｙ平面と平行に配置した場合における
、導電素子３０のＹ軸方向及びＺ軸方向の放射特性について、図１０を参照しながら、以
下詳細に説明する。なお、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）中で、円周方向は、放射波の角
度（°）、径方向は、最大値を０ｄＢとした時の各角度での相対値（ｄＢ）を各々示して
いる。また、図１０に示す放射特性では、点Ｐ（図５参照）の強度を中心にしている。
【００７８】
　図１０（ａ）は、２つの第１の素子３１と２つの第２の素子３２とを備える導電素子３
０－１において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１
の素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を
示す。
【００７９】
　図１０（ｂ）は、４つの第１の素子３１と４つの第２の素子３２とを備える導電素子３
０－３において、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が２０°になるように第１
の素子３１と第２の素子３２とを一筆書き状に交互に接続して形成した場合の放射特性を
示す。
【００８０】
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）の放射特性では、Ｚ軸上におけるＺ軸の正方向において
強度が最大（０ｄＢ）であると共に、Ｘ軸上におけるＸ軸の正方向の強度が最大値より約
２３ｄＢ低下した。図９と図１０とを比較すると、Ｙ軸の強度は、Ｘ軸の強度に比べて、
大幅に低下していることが分かる。従って、導電素子３０－１、３０－３のＹ軸方向に沿
った無線タグからのデータ取得可能領域は、導電素子３０－１、３０－２、３０－３、３
０－４のＸ軸方向に沿った無線タグからのデータ取得可能領域に比べて、第１の素子３１
及び第２の素子３２の数に関わりなく狭くすることができた。
【００８１】
　＜第１の素子と第２の素子とのなす角を変えた際のデータ取得可能範囲＞
　本発明の実施形態における第１の素子と第２の素子とのなす角θ１を変えた際のデータ
取得可能範囲につき、図１１及び図１２を参照しながら、以下詳細に説明する。
【００８２】
　第１の素子と第２の素子とのなす角θ１を変えた際の特性は、使用周波数を９２０ＭＨ
ｚにして測定を行った。第１の素子と第２の素子とのなす角θ１を変えた際の特性は、電
界により無線タグからデータを取得するために測定したものである。なお、導電素子３０
から放射される電波の指向性に求められる条件は図８から図１０において説明したものと
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同様である。
【００８３】
　第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１が２０度である導電素子３０－５の場
合には、導電素子３０－５の直上方向に存在する無線タグのうち、Ｘ軸方向の端部の無線
タグよりデータを取得し難いものの、導電素子３０－５の直上方向に存在する略全ての無
線タグよりデータを取得することができた。
【００８４】
　第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１が２５度である導電素子３０－６の場
合には、導電素子３０－６の直上方向に存在する無線タグのうち、Ｘ軸の正方向の端部に
存在する無線タグよりデータを取得できなかった。
【００８５】
　第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１が３０度である導電素子３０－７の場
合には、導電素子３０－７の直上方向に存在する無線タグのうち、点Ｐの直上方向及び点
Ｐの直上方向の周辺に存在する無線タグであってもデータを取得できないものが存在した
。
【００８６】
　なお、図１１に示す第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が５度の場合、及び図
１２に示す第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角が８度の場合には、第１の素子３
１と第２の素子３２との間隔が狭すぎるためにインピーダンスの整合をとることができず
、読み取りセンサーとしての機能を有さなかった。
【００８７】
　上記より、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１を大きくするに従って、デ
ータを取得できる無線タグの数が減ることが分かった。第１の素子３１と第２の素子３２
とのなす角θ１を２０°にした際に、導電素子３０－５のＸ軸方向の端部の無線タグより
データを取得し難くなったことより、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１を
２０°より大きくした場合には、データを取得できない無線タグが存在することが分かっ
た。一方、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角を８°以下にするとセンサーとし
ての機能を有さないことが分かった。従って、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす
角θ１は、読み取りセンサーとしての機能を有すると共に、導電素子の直上方向に存在す
る無線タグよりデータを取得することができる範囲である、８度より大きく且つ２０度以
下にすることが好ましい。
【００８８】
　＜管理システムの構成＞
　本発明の実施形態に係る管理システム１００の構成につき、図１３から図１５を参照し
ながら、以下詳細に説明する。なお、本実施形態においては、管理システム１００を図書
館等で書籍の管理を行うために用いる場合を例に説明する。
【００８９】
　管理システム１００は、読み取りセンサー１０と、読取装置２００と、端末装置３００
と、格納装置４００と、電源部５００と、を備えている。なお、読み取りセンサー１０の
構成については上記で説明しているので、その説明を省略する。
【００９０】
　読取装置２００は、読み取りセンサー１０で取得した無線タグからのデータを読み取っ
て端末装置３００に出力する。
【００９１】
　端末装置３００は、読取装置２００で読み取った無線タグの情報を管理して、管理結果
を格納装置４００に格納する。端末装置３００は、例えば、据置型のパーソナルコンピュ
ータ、持ち運び可能なノート型のパーソナルコンピュータ、タブレット型端末、又はスマ
ートフォン等である。
【００９２】
　電源部５００は、読み取りセンサー１０に対して電源を供給する。
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【００９３】
　本棚６００は、書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅを格納すると
共に、書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅを格納するための複数段
の収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅを有している。本棚６００
には、各収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅに対応して、読取装
置２００が設けられている。
【００９４】
　収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅのＺ軸の正方向側の上面の
各々には、読み取りセンサー１０が各々載置されている。読み取りセンサー１０には、書
籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅが縦置きで載置されている。
【００９５】
　収納棚６０１ａに収納されている書籍７００ａの各々には、書籍７００ａの書籍名及び
著者名等の各書籍７００固有の情報を記憶した無線タグ７０１ａが取り付けられている。
収納棚６０１ａに載置された読み取りセンサー１０は、無線タグ７０１ａのＩＤ等の固有
の情報を含むデータを無線タグ７０１ａより非接触で取得する。
【００９６】
　収納棚６０１ａは、金属製である場合には、収納棚６０１ａに載置された読み取りセン
サー１０の導電素子３０からの、Ｚ軸の負方向に向かう磁界及び電界を遮蔽することがで
きる。これにより、収納棚６０１ａは、読み取りセンサー１０の金属板４０によるＺ軸の
負方向に向かう磁界及び電界の遮蔽を補完することができる。この場合、金属板４０は、
収納棚６０１ａにより遮蔽機能を補完されるため、第２の面２０ｂの一部を覆っているだ
けでもよい。
【００９７】
　なお、収納棚６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅは収納棚６０１ａと同一構成で
あるので、その説明を省略する。
【００９８】
　＜管理システムの動作＞
　本発明の実施形態に係る管理システム１００の動作につき、図１から図５、図１３から
図１５を参照しながら、以下詳細に説明する。
【００９９】
　まず、電源部５００は、切替器６０を介して、読み取りセンサー１０の導電素子３０に
電流を供給する。
【０１００】
　読み取りセンサー１０の複数の導電素子３０の各々は、切替器６０により切り替えて順
次電流を供給されることにより、順次電磁波を発生する。
【０１０１】
　無線タグ７０１は、導電素子３０からの磁界又は電界による影響を受けて起動し、記憶
している情報を含むデータを導電素子３０に送信する。
【０１０２】
　具体的には、図１４に示すように、書籍７００ａに取り付けられている無線タグ７０１
ａ、書籍７００ｃに取り付けられている無線タグ７０１ｃ、書籍７００ｄに取り付けられ
ている無線タグ７０１ｄ、及び書籍７００ｅに取り付けられている無線タグ７０１ｅは、
読み取りセンサー１０の導電素子３０に対して比較的近距離に存在するため、導電素子３
０からの磁界の影響を受けて起動する。
【０１０３】
　一方、図１４に示すように、書籍７００ｂに取り付けられている無線タグ７０１ｂは、
書籍７００ｂが上下逆さまに収納棚６０１ｂに収納されていることにより、読み取りセン
サー１０の導電素子３０に対して比較的遠距離に存在するため、導電素子３０からの電界
の影響を受けて起動する。特に、百科事典等のサイズの大きな書籍７００ｂが上下逆さま
に収納されている場合には、無線タグ７０１ｂと導電素子３０との距離は大きくなる。
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【０１０４】
　従って、無線タグ７０１ａ、７０１ｂ、７０１ｃ、７０１ｄ、７０１ｅは、導電素子３
０からの磁界及び電界の少なくとも一方の影響を受けて起動することにより、記憶してい
る情報を含むデータを読み取りセンサー１０に渡すことができる。
【０１０５】
　また、図１５に示すように、収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１
ｅのＹ軸方向の長さである奥行きが深い場合には、収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ
、６０１ｄ、６０１ｅのＹ軸方向における書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ
、７００ｅの収納位置にバラツキを生じる。この場合には、無線タグ７０１ａ、７０１ｂ
、７０１ｃ、７０１ｄ、７０１ｅのＹ軸方向における位置にもバラツキを生じる。このた
め、読み取りセンサー１０の誘電板２０のＹ軸方向における長さは、収納棚６０１ａ、６
０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅの奥行きに一致していることが好ましい。また、
誘電板２０上の導電素子３０が設けられる幅Ｗ（図３参照）は、収納棚６０１ａ、６０１
ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅの奥行きにできる限り近づけることが好ましい。
【０１０６】
　これにより、導電素子３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、収納棚６０１ａ、６０１ｂ
、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅのＹ軸方向において異なった収納位置に書籍７００ａ、
７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅが収納された場合であっても、書籍７００ａ、
７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅに取り付けられた無線タグ７０１ａ、７０１ｂ
、７０１ｃ、７０１ｄ、７０１ｅからのデータを確実に取得することができる。また、読
み取りセンサー１０と収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、６０１ｄ、６０１ｅとのＹ
軸方向における長さを略同一にすることにより、収納棚６０１ａ、６０１ｂ、６０１ｃ、
６０１ｄ、６０１ｅのＹ軸方向において異なった収納位置に書籍７００ａ、７００ｂ、７
００ｃ、７００ｄ、７００ｅが収納された場合であっても、必ず読み取りセンサー１０上
に載置されるため、書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅを安定して
綺麗に本棚６００に収納することができる。
【０１０７】
　一方、導電素子３０は、図１０に示すように、Ｙ軸方向におけるデータ取得可能領域を
狭くしているため、本棚６００に収納されていない書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、
７００ｄ、７００ｅに取り付けられている無線タグ７０１ａ、７０１ｂ、７０１ｃ、７０
１ｄ、７０１ｅより誤ってデータを取得してしまうことを極力少なくすることができる。
例えば、書籍７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅを本棚６００から取り
出したユーザが、本棚６００の目の前を通過したり本棚６００の目の前で立ち止まったり
した際に、読み取りセンサー１０は、本棚６００に収納されている書籍７００ａ、７００
ｂ、７００ｃ、７００ｄ、７００ｅとして誤ってデータを取得してしまうことを極力少な
くすることができる。
【０１０８】
　読み取りセンサー１０は、導電素子３０により無線タグ７０１から取得したデータを、
切替器６０を介して読取装置２００に出力する。
【０１０９】
　読取装置２００は、読み取りセンサー１０から取得した、無線タグ７０１からのデータ
に含まれる情報を読み取って、端末装置３００に出力する。
【０１１０】
　端末装置３００は、読取装置２００から入力された情報を管理して、管理結果を格納装
置４００に格納する。
【０１１１】
　管理システム１００では、上記動作を定期的に行うことにより、書籍７００の貸し出し
状況を把握し、本棚６００に対する誤収納をチェックして整理整頓することができる。
【０１１２】
　本実施形態によれば、導電素子３０は、直線状の第１の素子３１と、直線状の第２の素
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子３２と、から構成され、第１の素子３１と第２の素子３２とのなす角θ１が所定の鋭角
になるように第１の素子３１と第２の素子３２とを第１の面２０ａに沿って一筆書き状に
交互に接続した形状を有することにより、磁界と電界との両方を用いて読み取り対象より
データを取得可能にすることができるので、簡易な構成で確実に読み取り対象よりデータ
を取得することができる。
【０１１３】
　また、本実施形態によれば、電流が供給される電流供給部を有する第１の素子３１又は
第２の素子３２の側縁部３１ｂ、３２ｂから、第１の素子３１と第２の素子３２との間に
直線状に延設される摂動素子３３を更に有することにより、インピーダンスの整合をとる
ことができるので、無線タグとの通信を良好にすることができる。
【０１１４】
　また、本実施形態によれば、導電素子は、第１の素子３１の長手方向における第２の素
子３２と接続していない端部３１ａ、又は第２の素子３２の長手方向における第１の素子
３１と接続していない端部３２ａから電流が供給されることにより、読み取りセンサーを
大型化せずにアンテナ長を所望の長さにすることができる。
【０１１５】
　また、本実施形態によれば、誘電板２０は、平面視矩形状であり、導電素子３０は、第
１の素子３１と第２の素子３２とを接続する接続部３４ａ、３４ｂを有し、隣り合う接続
部３４ａ、３４ｂを結ぶ直線Ｌ１、Ｌ２が誘電板の対向する二辺２０ｃ、２０ｄに平行に
なるように第１の面２０ａに設けられることにより、誘電板の長手方向と導電素子の電波
の放射方向とを一致させることができる。
【０１１６】
　また、本実施形態によれば、所定の鋭角θ１は、８°より大きく且つ２０°以下である
ことにより、第１の素子及び第２の素子を必要最小限の数にして、導電素子の上方に存在
する無線タグより確実にデータを取得することができる。
【０１１７】
　また、本実施形態によれば、第１の素子３１は、２つ以上且つ４つ以下であり、第２の
素子３２は、２つ以上且つ４つ以下であると共に、第１の素子３１と同じ数であることに
より、第１の素子及び第２の素子を必要最小限の数にして、導電素子の上方に存在する無
線タグより確実にデータを取得することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態によれば、導電素子３０は、複数であり、第１の面２０ａに所定間隔
で配列して設けられていることにより、導電素子に供給される電流を低減させることなく
、広い範囲に位置する無線タグより確実にデータを取得することができる。
【０１１９】
　また、本実施形態によれば、導電素子３０の各々に対して順次切り替えて電流を供給す
る切替器６０を更に有することにより、導電素子を複数設けた場合であっても、互いに干
渉することなく、広い範囲に位置する無線タグより確実にデータを取得することができる
。
【０１２０】
　また、本実施形態によれば、誘電板２０は、発泡性を有する樹脂により形成されること
により、導電素子の放射特性を低下させることなく、読み取り対象を取り付けた物品が載
置される際の衝撃を緩和することができると共に軽量化することができる。
【０１２１】
　また、本実施形態によれば、誘電板２０は、平面視矩形状であり、短手方向の長さを、
無線タグが設けられる物品を収納する棚の奥行きの深さに対応させることにより、物品の
収納状態にバラツキを生じる場合であっても、無線タグより確実にデータを取得すること
ができる。
【０１２２】
　また、本実施形態によれば、読み取りセンサー１０と、読み取りセンサー１０が無線タ
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グより取得した情報を読み取る読取装置２００と、読取装置２００により読み取った情報
を管理する端末装置３００と、を有することにより、無線タグより確実に情報を取得する
ことができるので、正確な管理を行うことができる。
【０１２３】
　なお、本発明は、部材の種類、配置、個数等は前述の実施形態に限定されるものではな
く、その構成要素を同等の作用効果を奏するものに適宜置換する等、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更可能であることはもちろんである。
【０１２４】
　例えば、読み取りセンサーを図書館等で書籍の管理をする際に用いたが、倉庫に収納さ
れる物品の管理や人の入退室管理等の非接触で読み取り対象からデータを取得するあらゆ
るシステムに適用することができる。
【０１２５】
　また、読み取りセンサーは、無線タグが記憶している情報を無線タグより取得したが、
無線タグ以外の非接触で通信可能な任意の読み取り対象が記憶している情報を読み取り対
象より取得することができる。
【０１２６】
　また、読み取りセンサーを収納棚に載置したが、用途に応じて、読み取りセンサーを側
壁に取り付ける等、読み取りセンサーを種々の状態で設置することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明に係る読み取りセンサー及び管理システムは、無線タグ等の読み取り対象の情報
を非接触で読み取るのに好適である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０　読み取りセンサー
　２０　誘電板
　２０ａ　第１の面
　２０ｂ　第２の面
　３０　導電素子
　３０ａ　導電素子
　３０ｂ　導電素子
　３０ｃ　導電素子
　３０ｄ　導電素子
　３０ｅ　導電素子
　３１　第１の素子
　３１ａ　端部
　３２　第２の素子
　３２ａ　端部
　３３ａ　摂動素子
　３３ｂ　摂動素子
　３４ａ　接続部
　３４ｂ　接続部
　４０　金属板
　５０　ケース
　６０　切替器
　７０　接続線
　７０ａ　接続線
　７０ｂ　接続線
　７０ｃ　接続線
　７０ｄ　接続線
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　７１　接続線
　１００　管理システム
　２００　読取装置
　３００　端末装置
　４００　格納装置
　６００　本棚
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