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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、低周波信号の通信を行
う導体線路のループ構造とを備え、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された第
一、第二の導体線路により形成され、
　前記第一の導体線路の一端と前記第二の導体線路の一端とを短絡させるインピーダンス
短絡回路を有しており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルにより、前記低周波信号よりも周波数の高い高周波数信号
の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信
号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項２】
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
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　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、低周波信号の通信を行
う導体線路のループ構造とを備え、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された導
体線路と、前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記内導体とによって形成され、
　前記導体線路の一端と前記内導体の一端とを短絡させるインピーダンス短絡回路を有し
ており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルにより、前記低周波信号よりも周波数の高い高周波数信号
の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信
号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端させる
終端抵抗を備え、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの他端において、前記内導体と前記導体線路との間に、低
い周波数帯域の信号の通信を行う低周波用通信機器を接続するための第一のインピーダン
ス整合回路が接続され、
　前記内導体と前記外導体との間に、前記低周波用通信機器の周波数帯域よりも高い周波
数帯域の信号の通信を行う高周波用通信機器を接続するための第二のインピーダンス整合
回路が接続されている
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項４】
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、低周波信号の通信を行
う導体線路のループ構造とを備え、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された導
体線路と、前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記外導体とによって構成されており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端に対応する位置で、前記外導体と前記導体線路とを
インピーダンス短絡して前記ループ構造を形成する短絡路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端させる
終端抵抗とを備え、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの他端において、前記外導体と前記導体線路との間に、低
い周波数帯域の信号の通信を行う低周波用通信機器を接続するための第一のインピーダン
ス整合回路が接続され、
　前記内導体と前記外導体との間に、前記低周波用通信機器の周波数帯域よりも高い周波
数帯域の信号の通信を行う高周波用通信機器を接続するための第二のインピーダンス整合
回路が接続され、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルにより、前記高周波数帯域の信号の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波数帯域の信号の有効感度領域の感度を低下させ、該
低周波数帯域の信号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記第一のインピーダンス整合回路は容量と第一の内部抵抗で構成され、前記第二のイ
ンピーダンス整合回路は第二の内部抵抗で構成されている
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項６】
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　請求項２において、
　前記内導体と前記導体線路とを短絡して前記ループ構造を形成する前記インピーダンス
短絡回路に共振回路が接続されている
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項７】
　請求項２において、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルに配置される前記導体線路が磁性体によって被覆されてい
る
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項８】
　請求項２において、
　前記内導体と前記外導体で形成される前記高周波漏洩同軸ケーブルと前記導体線路から
なる三導体構造の前記低高周波共用漏洩アンテナが閉ループ形状で敷設されている
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記三導体線路構造が、幹構造と枝構造とで構成される前記漏洩同軸ケーブルの分岐構
造を含んでいる
ことを特徴とする低高周波共用漏洩アンテナ。
【請求項１０】
　通信機器と低高周波共用漏洩アンテナとを備えた基地局装置であって、
　前記低高周波共用漏洩アンテナは、
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、前記通信機器により低
周波信号の通信を行う導体線路のループ構造とを備えており、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された第
一、第二の導体線路により形成され、
　前記第一の導体線路の一端と前記第二の導体線路の一端とを短絡させるインピーダンス
短絡回路を有しており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルを介して前記通信機器により、前記低周波信号よりも周波
数の高い高周波数信号の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信
号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　通信機器と低高周波共用漏洩アンテナとを備えた基地局装置であって、
　前記低高周波共用漏洩アンテナは、
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、低周波信号の通信を行
う導体線路のループ構造とを備え、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された導
体線路と、前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記内導体とによって構成されており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端に対応する位置で、前記内導体と前記導体線路とを
インピーダンス短絡して前記ループ構造を形成するインピーダンス短絡回路とを備え、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの他端において、前記内導体と前記導体線路と前記通信機
器との間に第一のインピーダンス整合回路が接続されると共に、前記内導体と前記外導体
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と前記通信機器との間に第二のインピーダンス整合回路が接続され、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルを介して前記低周波信号よりも周波数の高い高周波数信号
の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信
号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１２】
　通信機器と低高周波共用漏洩アンテナとを備えた基地局装置であって、
　前記低高周波共用漏洩アンテナは、
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、低周波信号の通信を行
う導体線路のループ構造とを備え、
　前記ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された第
一、第二の導体線路により構成され、
　前記ループ構造の前記第二の導体線路が、前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記外導体と
兼用されており、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端に対応する位置で、前記外導体と前記第一の導体線
路とを短絡して前記ループ構造を形成するインピーダンス短絡回路とを備え、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの他端において、前記外導体と前記第一の導体線路と前記
通信機器との間に第一のインピーダンス整合回路が接続されると共に、前記内導体と前記
外導体と前記通信機器との間に第二のインピーダンス整合回路が接続され、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルを介して、前記低周波信号よりも周波数の高い高周波数信
号の通信を行い、
　前記ループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信
号の電磁波を該ループ構造の周囲に局在させる
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１３】
　請求項１０において、
　前記低周波の信号を主として対象物の位置検出、前記高周波の信号を主として情報通信
に用いる
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１４】
　請求項１１において、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルが、幹構造と枝構造からなる分岐構造状に敷設されており
、
　該枝構造に相当する該高周波漏洩同軸ケーブルの終端に、前記高周波の信号に対しては
可変リアクタンス回路と可変抵抗の直列接続が結合し、前記低周波の信号に対しては可変
抵抗が結合する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１５】
　請求項１１において、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルが、幹構造と枝構造からなる分岐構造状に敷設されており
、
　該枝構造に相当する該高周波漏洩同軸ケーブルの終端に、前記高周波の信号に対しては
可変リアクタンス回路と可変抵抗の並列接続が結合し、前記低周波の信号に対しては可変
抵抗が結合する
ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１６】
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　通信機器と低高周波共用漏洩アンテナとを有する基地局装置と、集中管理装置と、無線
タグとを備えた近距離検知システムであって、
　前記通信機器は、低い周波数信号の通信を行う低周波用通信機器と、前記低周波用通信
機器の周波数よりも周波数の高い高周波信号の通信を行う高周波用通信機器とを備えてお
り、
　前記低高周波共用漏洩アンテナは、
　内導体と外導体とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをインピーダンス終端
させる終端回路と、
　前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置され、前記低周波信号の通信
を行うループ構造とを備えており、
　該ループ構造は、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された導体
線路と、前記高周波漏洩同軸ケーブルの前記内導体もしくは前記外導体とによって形成さ
れ、前記導体線路と前記内導体もしくは前記外導体とを短絡させるインピーダンス短絡回
路を有しており、
　前記低高周波共用漏洩アンテナが、前記高周波漏洩同軸ケーブルと前記ループ構造の導
体線路からなる三導体構造を有しており、
　前記無線タグは、前記高周波の信号と前記低周波の信号に感度を有するアンテナおよび
高周波受信回路と低周波受信回路を具備しており、
　前記集中管理装置は、
　前記低高周波共用漏洩アンテナのループ構造により、前記低周波信号の有効感度領域の
感度を低下させ、該低周波信号の電磁波を該低高周波共用漏洩アンテナの周囲に局在させ
、
　前記通信機器の低周波の信号により、前記低高周波共用漏洩アンテナ近傍の前記無線タ
グの位置検出を行い、前記高周波の信号により前記無線タグとの情報通信を行う
ことを特徴とする近距離検知システム。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記無線タグが固有のＩＤを持ち、前記低周波の信号の電磁波の磁界成分を用いて該無
線タグが該固有のＩＤを通信することにより、前記基地局装置が前記無線タグの位置検出
を行う
ことを特徴とする近距離検知システム。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　前記固有のＩＤを持つ前記無線タグと前記基地局装置とが複数存在し、
　前記各基地局装置が其々固有のＩＤを持ち、
　単一のデータバスを通じて、前記各基地局装置が自己の固有ＩＤを付加して、前記固有
のＩＤを持つ前記無線タグからの受信信号を該無線タグの固有ＩＤとともに、単一の前記
集中管理装置に伝送する
ことを特徴とする近距離検知システム。
【請求項１９】
　請求項１７において、
　前記集中管理装置がＩＤ記憶装置を具備し、
　該集中管理装置は、前記無線タグに対して該無線タグの固有ＩＤ送信命令を、前記低周
波信号を用いて送信し、
　該無線タグは該固有ＩＤ送信命令に呼応して、前記自己の固有ＩＤを、前記低周波信号
を用いて返信し、
　前記基地局装置は、該無線タグの送信信号を受信し、該受信信号に該記基地局装置固有
のＩＤを重畳して前記集中管理装置に再送信し、
　該集中管理装置は該無線タグからの返信信号を受信するまでの遅延時間を計測する手段
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を具備する
ことを特徴とする近距離検知システム。
【請求項２０】
　請求項１７において、
　前記低高周波共用漏洩アンテナが平行して直線状に配置される前記近距離検知システム
を二組具備し、
　該二組の近距離検知システムを二次元状直交して配置し、
　それらの制御を同一の前記集中管理装置で行う
ことを特徴とする近距離検知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁波を用いて対象物が存在するか否かを検出する低高周波共用漏洩アンテ
ナ、およびそれを用いた基地局装置並びに近距離検知システムに係り、特に、検出すべき
対象物の存在領域が限定的で、該限定領域内での検出精度を向上させ、該限定領域外での
誤検出確率低減に好適な、低高周波共用漏洩アンテナ、およびそれを用いた基地局装置並
びに検知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＲＦＩＤに関する技術として、二つの異なる周波数帯域の電磁波を用いて、遠方
に小電力で到達可能な電磁波を用いて、電池等の電源を有する端末局の電源のスイッチを
オン・オフし、通信に使用する端末局の電源の消費を極力抑えようという、セミアクティ
ブＲＦＩＤなる技術が知られている（例えば、非特許文献１参照）。また、同じ領域に存
在する対象物の有無のみならず、位置を特定しようとする場合に、ＲＦ帯の電波を用いる
技術が、特許文献１に開示されている。さらに、特許文献２には、漏洩同軸ケーブルを無
線タグのアンテナとして使用すると共に、漏洩同軸ケーブルを分岐構造状に敷設する技術
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１９９９６７号公報
【特許文献２】特開２００７－２４３８２１号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】V. Nataran et al, “Security for energy constrained RFID system
” Automatic Identification Advanced Technologies, 2005,Fourth IEEE Workshop on 
17-18  Oct. 2005 pp181-186
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電磁波を用いることにより、非接触で遠隔の通信が可能となる。この通信機能を用いて
、遠隔で対象物の有無を検知する技術が広く知られている。近年、半導体技術の進歩とも
相まって、ＲＦＩＤと呼ばれるシステムが広く社会に浸透しつつある。ＲＦＩＤは通常の
無線システムと同様、基地局と端末局で構成されるが、端末局が自ら電源を持つ場合と持
たない場合があり、前者はアクティブＲＦＩＤ、後者はパッシブＲＦＩＤと呼ばれている
。前者は端末局が高出力の電磁波を放射できるため、数メートルから十メートル遠距離の
通信が可能となるが電源となる電池の寿命が現行技術では、数日から数週間単位で短く端
末局で電池の交換が必要となる利便性の低下と、システム使用状態での電池容量の不足に
よるシステム運用中断の可能性による長時間運用に対する信頼性低下の問題がある。後者
は端末局が電源を持たないために高い信頼性を持って長時間運用が可能となるが、端末局
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に対して基地局が外部から電源を供給する必要があるため、現行の半導体技術とりわけ整
流素子の特性限界より数センチメートルの通信距離しか現状安定的に確保できない。
【０００６】
　これらの問題を解決するために、セミアクティブＲＦＩＤという技術が提唱されている
。これは、二つの異なる周波数帯域の電磁波を用いて、遠方に小電力で到達可能な電磁波
を用いて、電池等の電源を有する端末局の電源のスイッチをオン・オフし、通信に使用す
る端末局の電源の消費を極力抑えようというものである。端末局と基地局の情報の伝送は
主に高い周波数の電磁波を用いて多量の情報量をやり取りする。高い周波数の電磁波は高
速の情報量伝送が可能である一方、電磁波の空間伝送特性は低下する。前者の伝送量は周
波数に比例し、後者の減衰量は周波数の二乗分の一の関係で増加する。この技術について
は、非特許文献１に述べられている。
【０００７】
　端末局の電源をオン・オフする動作は少ない情報量で可能であり、反射波等の到来位相
差が半波長近傍の複数の波の干渉による所謂伝播の不感地帯を発生させず、なるべく小電
力で遠方までこの情報を伝達させるために、使用する電磁波の周波数は低いほうが望まし
く、ＬＦ帯と呼ばれる数百kHzの電磁波が便利である。数百kHzの電磁波は波長が通常の無
線機器の寸法に比べて桁違いに大きい(数十メートル)ので、前記到来位相差が半波長近傍
の複数の波の干渉を考慮する必要はないが、アンテナとして良好な感度を確保するための
数分の一波長を確保することができない。そのため、電磁波の成分のうちの誘導電磁界を
使用する必要があり、通常はＬＦ帯の電波を送受信する領域を取囲むループ構造のアンテ
ナを使用するという制限がある。
【０００８】
　一方、情報のやり取りをする周波数は、無線システムが取り扱うべき情報量の増加に伴
い、現行数Mbps以上が通常であり、電磁波としては数百MHz帯以上の周波数を有するＲＦ
帯の電波が使用される。この周波数帯のアンテナは電磁波の波長の数分の一の寸法が数セ
ンチメートルから数十センチメートルとなるので、容易にダイポール等のループ構造を有
しない小型のアンテナで実現可能である。セミアクティブＲＦＩＤでは、これら低い周波
数と高い周波数の二つの異なる周波数をやり取りする必要がある。端末局は小型の寸法で
実現しなければならないので、寸法重視で効率を犠牲にしたアンテナを実装する必要があ
る。このため、基地局はいずれの周波数帯においても高効率のアンテナを実現する必要が
あり、一般には、低周波帯のアンテナはループ構造のアンテナ、高周波帯のアンテナはダ
イポール等の二種のアンテナを別設置する必要があり、システム構成が複雑化する問題が
ある。
【０００９】
　このようなＬＦ帯の電波を送受信する領域を取囲むループアンテナを使用するシステム
では、ループアンテナの感度が同領域の内部で良好な値を示すため、同領域に存在する対
象物の有無のみならず、位置を特定しようとする場合、ＲＦ帯の電波を用いる技術が、た
とえば特許文献１などにより知られている。電磁波は波長オーダーでその存在領域を特定
できるので、ＲＦ帯の電波を用いることで、数メートルから数十センチメートルの分解能
で対象物との特定が原理的に可能である。
【００１０】
　特許文献１などにより知られている通常の技術では、複数のＲＦ帯の電波の波長以上の
距離で異なる場所に無線受信局を設置し、対象物から送られて来る対象物からの電波を同
時に受信し、三角測量の原理で場所を計算により特定する。この方法では、周囲にＲＦ帯
の電波を反射する物体があると、同物体による反射波により三角測量実現の仮定であるラ
インオブサイトである直接波受信が成り立たなくなるために、場所の特定に誤りを生じる
問題がある。また、３局以上の複数の無線局をシステム内に具備する必要があり、該反射
に対する検出位置誤りを低減させるためには４以上の無線基地局が必要となり、システム
の構成が複雑になる。且つ、高価な無線局の設置によりシステム設置・運営コストが大幅
に向上する問題が生じる。



(8) JP 5492015 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【００１１】
　また、特許文献２に開示されている技術は、正規の状態では特定の無線タグが漏洩同軸
ケーブル近傍の特定の位置あるいはエリアに存在することを前提としたシステムであり、
無線タグの検知やデータ通信に特定の周波数が使用される。特許文献２の発明は、高い周
波数と低い周波数を併用し、対象物の位置検知を実現するシステムに関するものではなく
、漏洩同軸ケーブル近傍の特定の位置あるいはエリアに自由に出入りする不特定の無線タ
グの位置検出を行う手段については言及されていない。
【００１２】
　さらに、低周波帯のループアンテナは、ループが構成する閉領域で高感度を有するため
、対象物を検知する空間が該ループ内に制限されるという問題のみならず、該ループで対
象物が物理的に隔離されるため対象物の制限領域内の出入りが原理的に不可能であるとい
う問題もある。
【００１３】
　本発明の課題は、高い周波数と低い周波数を併用し対象物の検知を実現するものにおい
て、周囲の環境の影響によって生じる同電波の反射波等により、高い周波数の電波を用い
た対象物の位置特定における位置特定誤りを低減する、低高周波共用漏洩アンテナ、およ
びそれを用いた基地局装置並びに近距離検知システムを提供することにある。  
　本発明の他の課題は、高い周波数と低い周波数を併用し、対象物の検知を実現するもの
において、高い周波数の電波を用いた対象物の位置特定に必要な無線局の複数設置を不要
とする低高周波共用漏洩アンテナ、およびそれを用いた基地局装置並びに近距離検知シス
テムを提供することにある。  
　本発明の他の課題は、高い周波数と低い周波数を併用し、対象物の検知を実現するもの
において、対象物を物理的に隔離するループを用いず、これら二つの周波数の電磁波に対
して良好な感度を有する一体の構造のアンテナを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の代表的なものの一例を示せば以下の通りである。
【００１５】
　すなわち、本発明の低高周波共用漏洩アンテナは、内導体と外導体とを有する高周波漏
洩同軸ケーブルと、前記高周波漏洩同軸ケーブルの一端で前記内導体と前記外導体とをイ
ンピーダンス終端させる終端回路と、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近
接配置され、低周波信号の通信を行う導体線路のループ構造とを備え、前記ループ構造は
、前記高周波漏洩同軸ケーブルの伸長方向に沿って近接配置された第一、第二の導体線路
により形成され、前記第一の導体線路の一端と前記第二の導体線路の一端とを短絡させる
インピーダンス短絡回路を有しており、前記高周波漏洩同軸ケーブルにより、前記低周波
信号よりも周波数の高い高周波数信号の通信を行い、前記ループ構造により、前記低周波
信号の有効感度領域の感度を低下させ、該低周波信号の電磁波を該ループ構造の周囲に局
在させることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の特徴によれば、前記低高周波共用漏洩アンテナが、前記内導体と前記外導
体で形成される前記高周波漏洩同軸ケーブルと前記第一の導体線路からなる三導体構造を
有している。
【００１７】
　また、本発明の近距離検知システムは、高周波送信回路および低周波送信回路に信号が
重畳される通信機器と前記低高周波共用漏洩アンテナとを備えた基地局装置と、前記高周
波信号と前記低周波信号に感度を有するアンテナおよび高周波受信回路と低周波受信回路
を具備した無線タグからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、一体の終端構造とループ構造とを持つ低高周波共用漏洩アンテナで、
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該アンテナに接近した対象物に付加された無線タグと基地局の間でＬＦ帯の低い周波数お
よびＲＦ帯の高い周波数の電波を用いて、該タグに付与されたＩＤを用いた通信が実現で
きる。これにより、無線タグを用いた対象物の位置検出と情報通信を、高価な無線受信局
を別に設置することなしに、実現可能である。１つのアンテナで、低い周波数と高い周波
数の電磁波に対して良好な感度を実現できる。そのため、低い周波数と高い周波数の電磁
波を用いる、２種類の電磁波を利用した遠隔対象物検知システムを、開領域において一つ
の線状アンテナで実現できる。そのため、同遠隔対象物検知システムの設営自由度向上、
システムハードウエアの簡略化・小型化に効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】本発明の第一の実施例になる、低高周波共用漏洩アンテナを備えた基地局装置
の構成図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＢ－Ｂ‘断面を示す図である。
【図２Ａ】本発明の低高周波共用漏洩アンテナの動作原理の説明図である。
【図２Ｂ】本発明の低高周波共用漏洩アンテナの動作原理の説明図である。
【図２Ｃ】本発明の低高周波共用漏洩アンテナの動作原理の説明図である。
【図２Ｄ】本発明の低高周波共用漏洩アンテナの動作原理の説明図である。
【図３Ａ】本発明の低高周波共用漏洩アンテナを備えた基地局装置の効果を説明する図で
ある。
【図３Ｂ】図３Ａに対する比較例の説明図である。
【図４Ａ】本発明の第二の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共
用漏洩アンテナを備えた基地局装置の構成図である。
【図４Ｂ】図４ＡのＢ－Ｂ‘断面を示す図である。
【図５】本発明の第三の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを備えた基地局装置の
構成図である。
【図６】本発明の第四の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを備えた基地局装置の
構成図である。
【図７】本発明の第五の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを備えた基地局装置の
構成図である。
【図８】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シス
テムの構成図である。
【図９】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シス
テムの構成図である。
【図１０】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【図１１】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【図１２】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの敷設図である。
【図１３】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【図１４】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【図１５】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【図１６】図１５の実施例における、タグの構成例を示す図である。
【図１７Ａ】図１５の実施例における、集中管理装置の構成図である。
【図１７Ｂ】図１５の実施例における、ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機の構成例を示す図で
ある。
【図１８】図１５の実施例における、集中管理装置のＩＤ記憶装置のデータ構造の一例で
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ある。
【図１９】図１５の実施例における、無線タグの処理のフローチャートである。
【図２０】図１５の実施例における、集中管理装置の処理のフローチャートである。
【図２１】図１５の実施例における、無線タグと基地局と集中管理装置の処理のタイムチ
ャート例である。
【図２２】本発明の他の実施例になる、低高周波漏洩同軸ケーブルを用いた近距離検知シ
ステムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　上記本発明の課題は、低い周波数（例えばＬＦ帯の低周波）の信号と高い周波数（例え
ばＲＦ帯の高周波）の信号を用いる限定領域内部に存在する対象物の認知および位置検出
システムにおいて、ＬＦ帯とＲＦ帯を共用する漏洩同軸ケーブルを用いて対象物に付加し
た無線タグの情報を伝送し、ＬＦ帯の有効感度領域の感度を敢えて低下させ、ＬＦ帯の電
波を用いて該タグのＩＤを伝送することにより解決される。ＬＦ帯の有効感度領域の感度
を低下させることにより、ＬＦ帯の電磁波はＬＦ／ＲＦ共用漏洩同軸ケーブルの周囲にの
み電磁エネルギを局在させることができる。この時、該漏洩同軸ケーブル近傍領域に存在
する電磁エネルギは圧倒的に誘導電磁界成分が大きいために、同エネルギは放射界として
外部に伝搬せず、漏洩同軸ケーブルの近傍から離れないので、周囲環境による放射電磁界
の反射波の影響は削除される。対象物は漏洩同軸ケーブルの近傍に存在する場合にのみ自
身の持つＩＤを送信するので、少なくとも対象物の位置は該漏洩同軸ケーブル近傍である
と特定される。  
　この位置特定は該漏洩同軸ケーブルの本数により多次元化が可能であり、たとえば、メ
ッシュ状に複数の本発明の漏洩同軸ケーブルを配置すれば、二次元的な場所の特定が可能
となる。
【００２１】
　なお、本発明において、送受信機および閉ループ構造を介して送受される低い周波信号
の周波数は、超長波（ＶＬＦ、３ＫＨｚ～３０ＫＨｚ）から中波（ＭＦ、３００ＫＨｚ～
３ＭＨｚ）までの範囲とする。一方、漏洩同軸ケーブルを介して送受される高い周波信号
の周波数は、短波（ＨＦ、３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）からマイクロ波（ＳＨＦ、３ＧＨｚ～
３０ＧＨｚ）までの範囲とする。用途によって、この最適の周波数帯域は異なる。一例と
して、工場内の製造ラインに適用する場合、低い周波数の信号には長波（ＬＦ）の周波数
帯域、高い周波数の信号には超短波（ＶＨＦ）または極超短波（ＵＨＦ）の範囲の周波数
帯域を採用するのが望ましい。本発明において、低い周波数の信号は主として対象物の位
置検出、高い周波数の信号は主として情報通信に用いられる。本願明細書では、相対的に
低い周波数をＬＦ、相対的に高い周波数をＲＦとして説明する。
【００２２】
　さらに詳細な対象物の位置特定を行う場合は、ＬＦ帯の信号を該漏洩同軸ケーブルを介
して通信を行う基地局から、対象物に付加されたタグに送信要求を送り、該タグより返信
されたＩＤの到達時間の遅延により、該漏洩同軸ケーブルのどの部分に該対象物が接近し
ているかの特定が可能となる。位置特定以外の、基地局とタグとの情報の伝送は大容量の
情報伝送が可能なＲＦ帯の電波を用いて実行される。  
　このように、漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテナと、高い周波数と低
い周波数を併用した通信方式により、対象物の位置特定と該対象物との大容量の情報通信
が両立できる。この技術を実用的なレベルで実現するためには、低い周波数（例えばＬＦ
帯の低周波）帯の有効感度領域の感度を低下させる手段の実現が新たな課題となる。
【００２３】
　上記新たな課題を解決する為に、本発明では、高い周波数に感度を有する漏洩同軸ケー
ブルを用い、この漏洩同軸ケーブルの伸長方向に平行に閉ループ構造を構成する導体線路
を併置して、一体の三導体線路を形成する。そして、この三導体線路の終端部において、
漏洩同軸ケーブルの内導体と外導体とを抵抗終端し、内導体あるいは外導体と導体線路と
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を短絡する。
【００２４】
　そして、三導体線路の入力として、高い周波数の電磁波を内導体と外導体の間に印加し
、低い周波数の電磁波を漏洩同軸ケーブルの内外いずれかの導体と併置される導体線路と
の間に印加する。高い周波数の電磁波は通常の漏洩同軸ケーブルの動作原理に則り外部空
間に放射される。電磁波の双対性により外部に存在する高い周波数の電磁波エネルギは漏
洩同軸ケーブルに捕獲される。低い周波数の電磁波エネルギは、平行する二つの導体に沿
って進行方向逆に電流として存在する。ファラデーの法則に則って、該平行する二つの線
路の進行方向の直角方向且つ該二線路を含む面に垂直な面内に強い磁界を発生させる。こ
の原理については、後で、図２Ａ～図２Ｄを用いて説明する。このため、本発明の三導体
線路によって、高い周波数の電磁波と低い周波数の電磁波に対し感度を有する一体型のア
ンテナが実現できる。  
　低い周波数の電磁波のエネルギを該三導体線路であるアンテナに効率よく伝送させるた
めに、アンテナの入力に平行する二導体のインダクタンスを軽減するためには、該アンテ
ナの低い周波数の電磁波に対する入力に容量素子を並列に挿入することが効果的である。
該アンテナの長さが長い場合は、該インダクタンスが大きくなるので、該アンテナの低い
周波数の電磁波に対する終端部に容量素子を有することにより、アンテナ入力部の容量値
増加による基地局寸法の増大を抑えることができる。該終端部の容量をキャパシタとイン
ダクタからなる共振回路で実現すれば、小さい回路素子値で大きな容量値を実現でき、回
路の小型化に効果がある。該アンテナからの低い周波数の電磁波の放出を該アンテナの進
行方向に対して垂直な面内に一様にさせるには、併置される導体線路を該低い周波数の電
磁波に対して減衰特性を持つ磁性体で被覆することが効果的である。
【００２５】
　また、本発明のＬＦ／ＲＦ共用漏洩同軸ケーブルは三導体線路構造であり本質的に閉領
域を形成しない開構造であるから、分岐構造を形成することができる。この場合、分岐構
造のすべての枝に同等の電磁エネルギを分配することが、本システムの安定動作上肝要で
ある。分岐構造を幹構造に枝構造が接続したものと考えれば、該幹構造から任意の比率で
、枝構造に電磁エネルギに関する電力を分配することが必要となる。この分配の比率は、
幹構造と枝構造の接続点すなわち分岐点においてこの点から見込んだインピーダンスの実
部の比となる。この比を任意の値に調整するためには、各枝構造を形成する本技術の三導
体線路を可変抵抗により終端し、同可変抵抗の値を調整することにより、該分岐点からみ
たインピーダンスの実部を所望の値とすることができる。ＬＦ帯については、その波長が
事実上極めて長く(数キロ～数十キロ)、位相を考慮する必要はないが、ＲＦ帯については
、該分岐点における位相の整合、即ちリアクタンスの整合を考慮する必要がある。
【００２６】
　インピーダンスＺLを終端した伝送線路の入力インピーダンスＺinは、次式（１）で与
えられる。
【００２７】
【数１】

　このため、ＲＦ帯については可変抵抗に可変リアクタンスを並列あるいは直列接続し同
可変リアクタンスを同可変抵抗とともに調整することで、ＲＦ帯の電磁エネルギも任意の
値で分配可能となる。
【００２８】
　本発明の低高周波共用漏洩アンテナは、内導体を有する高周波漏洩同軸ケーブルと、そ
の高周波漏洩同軸ケーブルに平行して形成された導体線路と、高周波漏洩同軸ケーブルの
一端にて、高周波漏洩同軸ケーブルの内導体と導体線路とを短絡する終端抵抗とを備えて
構成される。本発明の１つの特徴は、高周波漏洩同軸ケーブルの他端にて、導体線路と内
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導体との間に容量と第一の内部抵抗とを有する低周波送信回路が接続されると共に、内導
体と導体線路との間に第二の内部抵抗を有する高周波送信回路が接続される点にある。
【００２９】
　本発明の低高周波共用漏洩アンテナにおいては、高周波漏洩同軸ケーブルに平行して導
体線路を形成し、ケーブルの一端において、漏洩同軸ケーブルの外導体と導体線路とを短
絡し、漏洩同軸ケーブルの内導体と該導体線路とを終端抵抗を介して短絡し、ケーブルの
他端において、該導体線路と該内導体との間に容量と第一の内部抵抗とを有する低周波送
信回路を結合し、該内導体と該外導体との間に第二の内部抵抗を有する高周波送信回路を
結合してもよい。
【００３０】
　また、高周波漏洩同軸ケーブルに平行して導体線路を形成し、ケーブルの一端において
、漏洩同軸ケーブルの内導体と導体線路とを容量とインダクタにより形成される共振回路
を介して短絡し、漏洩同軸ケーブルの内導体と外導体とを終端抵抗を介して短絡し、ケー
ブルの他端において、導体線路と内導体との間に容量と第一の内部抵抗を有する低周波送
信回路を結合し、内導体と外導体との間に第二の内部抵抗を有する高周波送信回路を結合
してもよい。
【００３１】
　また、高周波漏洩同軸ケーブルに平行して導体線路を形成し、ケーブルの一端において
、漏洩同軸ケーブルの外導体と導体線路とを容量とインダクタにより形成される共振回路
を介して短絡し、漏洩同軸ケーブルの内導体と外導体とを終端抵抗を介して短絡し、ケー
ブルの他端において、導体線路と内導体との間に容量と第一の内部抵抗とを有する低周波
送信回路を結合し、内導体と外導体との間に第二の内部抵抗を有する高周波送信回路を結
合してもよい。
【００３２】
　以上の構成においては、漏洩同軸ケーブルに平行して形成される導体線路が磁性体によ
って被覆されるように構成すれば好適である。
【００３３】
　一方、本発明の近距離検知システムは、高周波送信回路および低周波送信回路に信号が
重畳される基地局装置と、漏洩同軸ケーブルを含み前記基地局装置に接続された低高周波
共用漏洩アンテナと、上記高周波信号と上記低周波信号に感度を有するアンテナおよび高
周波受信回路と低周波受信回路とを具備した無線タグからなる。
【００３４】
　本発明の近距離検知システムは、上記高周波送信回路が高周波受信回路に置換され、低
周波発振回路に信号が重畳される基地局装置と、漏洩同軸ケーブルを含み前記基地局装置
に接続された低高周波共用漏洩アンテナと、上記高周波信号と上記低周波信号に感度を有
するアンテナおよび高周波送信回路と低周波受信回路を具備した無線タグからなるように
構成するのが好適である。
【００３５】
　また、本発明の近距離検知システムは、上記低周波送信回路が低周波受信回路に置換さ
れ、低周波発振回路に信号が重畳される基地局装置と、漏洩同軸ケーブルを含み前記基地
局装置に接続された低高周波共用漏洩アンテナと、上記高周波信号と上記低周波信号に感
度を有するアンテナおよび高周波受信回路と低周波送信回路を具備した無線タグからなる
ように構成しても好適である。
【００３６】
　以上の構成において、無線機が受信した信号に重畳される情報に基づいて送信信号に変
調を施し、情報を漏洩同軸ケーブルに伝送する構成とすればさらに好適である。
【００３７】
　本発明の近距離検知システムにおいては、漏洩同軸ケーブルが直線状に敷設されるよう
に構成しても好適であるし、あるいは、漏洩同軸ケーブルが開ループ状に敷設されるよう
に構成しても好適である。また、漏洩同軸ケーブルが、支持柱により、床面より上方に設
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置されるようにしても好適である。
【００３８】
　以下、図を参照しつつ、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００３９】
　まず、図１Ａ～図３Ｂを参照しつつ、本発明の第一の実施例を詳細に説明する。  
　図１Ａは、本発明の第一の実施例になる、低高周波共用漏洩アンテナを備えた基地局装
置の構成図である。図１Ｂは、図１ＡのＢ－Ｂ‘断面を示す図である。  
　第一の実施例の基地局装置は、低高周波共用漏洩アンテナ３０と基地局１００とを備え
ている。基地局１００は送受信機３３を含んでいる。なお、基地局の構成については後の
実施例で詳細に述べる。低高周波共用漏洩アンテナ３０は、漏洩同軸内導体１と漏洩同軸
外導体２とを有する高周波漏洩同軸ケーブルと、この高周波漏洩同軸ケーブルの一端で内
導体と外導体とを接続する終端回路３２と、高周波漏洩同軸ケーブルに平行して近接配置
され、低周波の信号の通信を行う導体線路のループ構造４（第一の導体線路４Ａ、第二の
導体線路４Ｂ）と、整合回路３１とを備えている。そして、ループ構造４により、低周波
信号帯の有効感度領域の感度を低下させ、この低周波信号帯の電磁波を低高周波共用漏洩
アンテナ３０の周囲に局在させ、高周波漏洩同軸ケーブルにより、低周波の信号の周波数
よりも高い周波数の信号の通信を行う。
【００４０】
　漏洩同軸内導体１と漏洩同軸外導体２との間にはポリエチレンなどの絶縁材が配置され
ている。この絶縁材に代えて、エアギャップを形成するためのスペーサを配置し、漏洩同
軸内導体１と漏洩同軸外導体２との間の絶縁を確保するようにしてもよい。漏洩同軸外部
導体２には、例えば銅線を編んだ編組線が使用される。また、漏洩同軸外導体２の外周に
は、使用周波数に応じた間隔で円周方向にスロット（切れ目）３が形成されている。この
スロット３の長さがλ／２に近いほど、放射される電磁波が強くなるが、実際の長さはλ
／２よりはるかに短いので、電磁波の漏洩を生ずる。これにより、漏洩同軸ケーブルから
その伸長方向に均一な電磁波が輻射される。
【００４１】
　高周波漏洩同軸ケーブルと導体線路４の伸長方向（軸方向）長さは略等しい。漏洩同軸
ケーブル（１、２）と閉ループ構造の導体線路４Ａ、４Ｂとは、それらを覆う誘電体９０
で一体化されている（図１Ｂ参照）。
【００４２】
　終端回路３２は、漏洩同軸ケーブルの一端で、この高周波漏洩同軸ケーブルの内導体１
と外導体２とを終端回路３２の終端抵抗１３にてインピーダンス終端させると共に、低周
波信号が印加される第一の導体線路４Ａと第二の導体線路４Ｂとを終端回路３２の短絡路
１５によりインピーダンス短絡して閉ループ構造を形成する。これにより、漏洩同軸ケー
ブルのほぼ全長にわたり、電磁波が一様に放射される。
【００４３】
　送受信機３３は、低周波送受信回路と高周波送受信回路を有している。低周波送受信回
路は、例えば、第一の送信回路５と第三の受信回路８とを含み、高周波送受信回路は、例
えば、第二の送信回路６と、第四の受信回路９とを含んでいる。送受信機３３は、必ずし
もこれら低周波送受信回路と高周波送受信回路の全ての組み合わせを具備する必要は無い
。後の実施例でも述べるように、基地局の用途に応じて、基地局が具備する送受信機３３
すなわち低周波用通信機器や高周波用通信機器の構成は、適宜変更可能である。
【００４４】
　整合回路３１は、第一のインピーダンス整合回路と、第二のインピーダンス整合回路と
を有する。例えば、第一の送信回路５を有する低周波送受信回路と、閉ループ構造の導体
線路４（４Ａ、４Ｂ）との間で、例えば容量７と第一の内部抵抗１１を有する第一のイン
ピーダンス整合回路を介して、所定の周波数帯域の信号の送受信がなされる。また、例え
ば第二の送信回路６を有する高周波送受信回路と漏洩同軸ケーブルの内導体１と外導体２
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との間で、第二の内部抵抗１２を有する二のインピーダンス整合回路を介して、高い周波
数帯域の信号の送受信がなされる。整合回路３１の構成も、実施例に記載の構成に限定さ
れるものではなく、送受信機３３の構成等に応じて適宜変更される。
【００４５】
　図１Ｂに示したように、漏洩同軸ケーブルと導体線路４（４Ａ、４Ｂ）との間隔Ｇａ，
Ｇｂは漏洩同軸ケーブルの軸方向に各々一定である。後の実施例で述べるように、漏洩同
軸内導体１と漏洩同軸外導体２のいずれか一方を、導体線路４Ａまたは４Ｂのいずれか一
方と兼用して閉ループ構造とすることもできる。この場合、上記間隔Ｇａ＋Ｇｂ（＝Ｇ）
は、Ｇａ，Ｇｂのいずれか一方が零となる。
【００４６】
　上記間隔Ｇ（＝Ｇａ＋Ｇｂ）は、低周波の信号の周波数に応じて変る。低高周波共用漏
洩アンテナの構成の一例を挙げると、漏洩同軸ケーブルと導体線路４の１セットの伸長方
向（軸方向）長さが２０ｍ、上記間隔Ｇが１ｃｍ～５０ｃｍ程度である。この漏洩同軸ケ
ーブルと導体線路４のセットを、例えば５セット接続して、全長１００ｍ程度の低高周波
共用漏洩アンテナとして使用することができる。
【００４７】
　高い周波数の電磁波は、通常の漏洩同軸ケーブルの動作原理に則り外部空間に放射され
る。電磁波の双対性により外部に存在する高い周波数の電磁波エネルギはこの漏洩同軸ケ
ーブルに捕獲される。低い周波数の電磁波エネルギは、閉ループ構造の平行する二つの導
体に沿って進行方向逆に電流として存在する。ファラデーの法則に則って、該平行する二
つの線路の進行方向の直角方向且つ該二線路を含む面に垂直な面内に強い磁界を発生させ
る。
【００４８】
　この原理を、図２Ａ～図２Ｄを用いて説明する。まず、図２Ａに示すように、互いに逆
方向に電流が流れる平行二線４Ａ、４Ｂの断面には、これら平行二線間に、太い矢印で示
したように、強い磁界成分が形成される。一方、細い矢印で示したように、平行二線４Ａ
、４Ｂを取囲む外部空間に生じる磁界分布は低減される。
【００４９】
　図２Ｂ～図２Ｄに示すように、閉ループ構造を構成する二線４Ａ、４Ｂに低周波の電流
が流れると、二線４Ａ、４Ｂを取囲むように低い周波数の信号の磁界が存在する電磁波エ
ネルギ領域（磁界領域）４００が形成される。この電磁波エネルギ領域（磁界領域）４０
０の中には、電磁波エネルギ（磁界）がより一様でかつ安定した有効電磁エネルギ領域４
０Ａ、４０Ｂが存在する。
【００５０】
　このように、二線４Ａ、４Ｂに逆向きに低周波の電流を流すことで低周波信号帯の有効
感度領域４００の感度を敢えて低下させ、低周波信号帯の電磁波による電磁エネルギを低
高周波共用漏洩アンテナ３０の周囲にのみ局在させることができる。この時、低高周波共
用漏洩アンテナ３０の近傍領域に存在する電磁エネルギは圧倒的に誘導電磁界成分が大き
いために、同エネルギは放射界として外部に伝搬せず、漏洩同軸ケーブルの近傍から離れ
ないので、周囲環境による放射電磁界の反射波の影響は削除される。
【００５１】
　また、図２Ｂ～図２Ｄに示すように、低高周波共用漏洩アンテナ３０の平行二線４Ａ、
４Ｂの間隔Ｇを広げるほどこの平行二線近傍の電磁波エネルギ４００内に局在する、基地
局とタグの通信に必要な電磁エネルギを確保できる有効電磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂ
の範囲は広がる。この電磁エネルギは平行二線に流れる電流Ｉに比例して強度が増える。
そのため、平行二線間の間隔Ｇと電流値Ｉによって、電磁波は波長オーダーで電磁エネル
ギを偏在させる基地局とタグの通信に必要な電磁エネルギを確保できる有効電磁エネルギ
領域４０Ａ、４０Ｂを、任意に調整することができる。なお、電磁波エネルギ領域４００
における電磁波エネルギの強度は連続的に変化しており、図２Ｂ～図２Ｄにおける有効電
磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂの範囲はあくまでも実用的な領域の一例を概念的に示すも
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のであることは言うまでも無い。
【００５２】
　このため、本発明の四導体線路または兼用タイプの三導体線路で構成される一体型の低
高周波共用漏洩アンテナは、高い周波数の電磁波と低い周波数の電磁波に対し共に優れた
感度を有する。前記した通り、本発明において、低周波信号（磁界）は主として対象物の
位置検出、高周波信号（電波）は主として情報通信に用いられる。
【００５３】
　図３Ａは、基地局が閉ループ構造を構成する二線間に低周波の電流を流す方式を採用し
た、本発明の低高周波共用漏洩アンテナの効果を説明する図である。閉ループ構造を構成
する二線４Ａ、４Ｂに低周波の電流を流すことで、基地局１００の周囲に、高周波の信号
通信領域５００よりも範囲の狭い、電磁波エネルギ４００、さらにはより安定した有効電
磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂが形成される。すなわち、低周波信号と高周波信号を用い
る限定領域内部に存在する対象物の認知および位置検出システムにおいて、低周波信号帯
の有効感度領域の感度を敢えて低下させ、低周波信号帯の電磁波による電磁エネルギを低
高周波共用漏洩アンテナの漏洩同軸ケーブルの周囲にのみ局在させることができる。この
時、低高周波共用漏洩アンテナの近傍領域に存在する電磁エネルギは圧倒的に誘導電磁界
成分が大きいために、同エネルギは放射界として外部に伝搬せず、漏洩同軸ケーブルの近
傍から離れないので、周囲環境による放射電磁界の反射波の影響は削除される。
【００５４】
　無線タグを保有する対象物は、漏洩同軸ケーブルの近傍に存在する場合にのみ自身の持
つＩＤを送信するので、少なくとも対象物の位置は該漏洩同軸ケーブル近傍であると特定
される。そして、低周波信号帯の電波を用いてタグのＩＤを伝送する。したがって、１個
の基地局１００が、低周波の信号で基地局１００の近傍の有効電磁エネルギ領域４０Ａ、
４０Ｂに位置する対象物５０Ａの位置検出を容易に行い、その結果に基づき、基地局と対
象物５０Ａとの間で高周波の信号により情報通信を行うことができる。なお、有効電磁エ
ネルギ領域の外にある対象物５０Ｂの位置検出はおこなわない。このように、本発明の低
高周波共用漏洩アンテナは、高い周波数の電磁波と低い周波数の電磁波に対し共に優れた
感度を有する。
【００５５】
　図３Ｂに、比較例として、従来例方式の、アンテナを構成する漏洩同軸ケーブルが閉ル
ープ構造を持たない例を示す。この比較例では、低周波信号帯の電磁波による電磁エネル
ギを漏洩同軸ケーブルの周囲にのみ局在させる機能が無いため、高周波の信号通信領域５
００よりも広い範囲にわたり、低い周波数の電磁波エネルギの領域４００が形成される。
この場合、１個の基地局１００だけは、対象物５０Ａや５０Ｂの位置検出を正確に行うこ
とができず、有効な情報通信もできない。そのため、前記したように、高価な無線受信局
を複数用いた三角測量が必要になる。
【００５６】
　本発明によれば、四導体線路または兼用タイプの三導体線路で構成される、一体型の低
高周波共用漏洩アンテナを採用することにより、図３Ａに示した如く、アンテナに接近し
た対象物に付加された無線タグと基地局の間で低い周波数および高い周波数の電波を用い
て、無線タグに付与されたＩＤを用いた通信が実現できる。そのため、無線タグを用いた
対象物の位置検出と情報通信を、三角測量なしに、換言すると高価な無線受信局を別に設
置することなく、実現可能である。本発明の低高周波共用漏洩アンテナで、低い周波数と
高い周波数の電磁波に対して良好な感度を実現できるので、低い周波数と高い周波数の電
磁波を用いる、電磁波を利用した遠隔対象物検知システムを、開領域において一つの線状
アンテナで実現できる。
【実施例２】
【００５７】
　次に、本発明の第二の実施例を説明する。図４Ａは、本発明の開放型低高周波漏洩同軸
ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテナを備えた基地局装置の、第二の実施例の構成
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を示す図である。図４Ｂは、図４ＡのＢ－Ｂ‘断面を示す図である。
【００５８】
　高周波漏洩同軸ケーブルは、漏洩同軸内導体１と、スロット３が形成された漏洩同軸外
導体２からなる。漏洩同軸ケーブルとその進行方向平行に併置された導体線路４とは、軸
方向の間隔Ｇが一定、すなわち、両者が平行に形成されている。本実施例では、図１Ａの
導体線路４Ｂを漏洩同軸内導体１と兼用して閉ループ構造としている。すなわち、低高周
波共用漏洩アンテナが一体の三導体線路で構成されている。
【００５９】
　終端回路３２は、漏洩同軸ケーブルの一端で、この漏洩同軸ケーブルの内導体１と外導
体２とが終端抵抗１３にてインピーダンス終端され、ループ構造を形成する。また、この
三導体線路の終端である一つの端部において、導体線路４と内導体１とが短絡路１５でイ
ンピーダンス短絡される。
【００６０】
　三導体線路の入力端である他の一端において、導体線路４と内導体１とが、整合回路３
１の第一のインピーダンス整合回路、ここでは容量７と第一の内部抵抗１１を介して、基
地局１００の低周波送受信回路である第一の送信回路５に接続される。また、内導体１と
外導体２とが、第二のインピーダンス整合回路、ここでは第二の内部抵抗１２を介して、
基地局１００の高周波送受信回路である第二の送信回路６に接続される。第一の送信回路
５の送信周波数は第二の送信回路６の送信周波数よりも小さく設定されている。低い周波
数をもつ第一の送信回路５の電力は、導体線路４と内導体１で形成される帯状ループ構造
によって、三導体線路の進行方向に垂直且つ導体線路４と内導体１を包含する平面に垂直
な面内で強い磁界を発生させる。
【００６１】
　第一のインピーダンス整合回路の容量７は、導体線路４と内導体１のインダクタンス成
分を補償することにより、低い周波数をもつ第一の送信回路５と導体線路４と内導体１で
形成される帯状ループのインピーダンス整合を良好に保ち、有効電磁エネルギ領域の磁界
の発生効率を向上させる。高い周波数をもつ第二の送信回路６の電力は、内導体１と外導
体２で形成される漏洩同軸ケーブルによって、スロット３より放射される。従って、一体
となった三導体線路構造のアンテナにおいて、低い周波数と高い周波数の電磁波に対して
良好な感度を開領域において実現できる。
【００６２】
　このように、本実施例によれば、一体の終端構造を持つ三導体線路構造を有する低高周
漏洩同軸アンテナで、低い周波数と高い周波数の電磁波に対して良好な感度を実現できる
。すなわち、本実施例によれば、三導体線路で構成される一体型の低高周波共用漏洩アン
テナを備えた基地局を提供することができる。本発明の低高周波共用漏洩アンテナを採用
すれば、アンテナに接近した対象物に付加された無線タグと基地局の間で低い周波数およ
び高い周波数の電波を用いて、無線タグに付与されたＩＤを用いた通信が実現できる。そ
のため、無線タグを用いた対象物の位置検出と情報通信を、三角測量なしに、換言すると
高価な無線受信局を別に設置することなく、実現可能である。本発明の低高周波共用漏洩
アンテナで、低い周波数と高い周波数の電磁波に対して良好な感度を実現できるので、低
い周波数と高い周波数の電磁波を用いる、電磁波を利用した遠隔対象物検知システムを、
開領域において一つの線状アンテナで実現できる。
【実施例３】
【００６３】
　図５は、本発明の開放型低高周波漏洩同軸ケーブルを備えた基地局装置の、第三の実施
例の構成を示す図である。本実施例では、導体線路４が一本であり、第一の実施例におけ
る漏洩同軸ケーブルの外導体１を導体線路の他の一方と兼用して閉ループ構造としたもの
である。すなわち、低高周波共用漏洩アンテナが一体の三導体線路で構成されている。そ
の他の構成は、実施例２と同じである。本実施例によれば、実施例２と比べて、低い周波
数の電磁波を放射する導体の総表面積が増えるので、低い周波数の電磁波を放射する電流
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に対する抵抗が減り、第一の送信回路で発生する電力の外部空間への放射効率が上昇する
。他方、実施例２と比べて導体線路４と外導体２で形成される帯状ループの幅が狭まるの
で、該三導体構造からなるアンテナが効率よく磁界を発生できる領域が減少する。
【実施例４】
【００６４】
　図６は、本発明の開放型低高周波漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテナ
を備えた基地局装置の、第四の実施例の構成を示す図である。実施例２と異なる点は、導
体線路４と内導体１が、三導体線路からなるアンテナの終端部で、短絡路１５に代えてＬ
Ｃを含む共振回路１４にて終端される点である。本実施例によれば、共振回路１４に用い
る小さい回路素子値で大きな容量値を実現でき、導体線路４のＬ成分を相殺できるので、
該アンテナに結合する回路の小型化に効果がある。
【実施例５】
【００６５】
　図７は、本発明の開放型低高周波漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテナ
を備えた基地局装置の、第五の実施例の構成を示す図である。実施例２と異なる点は、導
体線路４が磁性体１０により被覆されている点である。本実施例によれば、導体線路４が
発生させる磁界のエネルギを該磁性体１０にて吸収するので、内導体１から放射される磁
界は、該内導体１の進行方向垂直面内において一様に放射される。このため、低高周波共
用漏洩アンテナの低い周波数の電磁波に対する検知範囲を拡大する効果がある。
【実施例６】
【００６６】
　図８は、本発明の第六の実施例として、上記各実施例の開放型低高周波漏洩同軸ケーブ
ルを有する低高周波共用漏洩アンテナを用いた、近距離検知システムの一構成例を示すも
のである。本実施例では、漏洩同軸ケーブルを形成する内導体１と外導体２と、この漏洩
同軸ケーブルに平行に併置された導体線路４とによって形成される三導体構造アンテナが
、一直線状に敷設されている。三導体構造アンテナの終端は終端回路３２にて終端されて
いる。三導体構造アンテナの他端は、整合回路３１を介して、近距離検知システムの基地
局１００の送受信機、すなわち、低い周波数の電磁波を発生する第一の送信回路５と高い
周波数の電磁波を発生する第二の送信回路６、に接続されている。この三導体構造アンテ
ナの他端が送受信機の信号で励振される。
【００６７】
　三導体線路の入力として、第二の送信回路６から高い周波数の電磁波を内導体と外導体
の間に印加し、第一の送信回路５から低い周波数の電磁波を漏洩同軸ケーブルの内外いず
れかの導体１、２とこれに併置される閉導体線４との間に印加する。高い周波数の電磁波
は通常の漏洩同軸ケーブルの動作原理に則り外部空間に放射される。電磁波の双対性によ
り外部に存在する高い周波数の電磁波エネルギは漏洩同軸ケーブルに捕獲される。低い周
波数の電磁波エネルギは、閉導体線を構成する平行する二つの導体に沿って進行方向逆に
電流として存在する。ファラデーの法則に則って、平行する二つの線路の進行方向の直角
方向且つ二線路を含む面に垂直な面内に強い磁界を発生させる。
【００６８】
　このアンテナから放射される低周波の磁界および高周波の電磁界は、アンテナ３０の近
傍領域４００（特に有効電磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂ）に局在し、この近傍領域４０
０内に存在する、低い周波数の電磁波を検出する第一の受信回路２５と高い周波数の電磁
波を検出する第二の受信回路２６を具備する端末局２０のみが、第一の送信回路５および
第二の送信回路６の信号を受信可能である。端末局（無線タグ）２０を所持する対象物は
、検知した第一の送信回路５および第二の送信回路６の信号により自己の存在位置を把握
可能である。
【００６９】
　本実施例によれば、三導体線路で構成される一体型の低高周波共用漏洩アンテナを備え
た基地局を提供することができる。本発明の低高周波共用漏洩アンテナを採用すれば、ア
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ンテナに接近した対象物に付加された無線タグと基地局の間で低い周波数および高い周波
数の電波を用いて、無線タグに付与されたＩＤを用いた通信が実現できる。そのため、無
線タグを用いた対象物の位置検出と情報通信を、三角測量なしに、換言すると高価な無線
受信局を別に設置することなく、実現可能である。本発明の低高周波共用漏洩アンテナで
、低い周波数と高い周波数の電磁波に対して良好な感度を実現できるので、低い周波数と
高い周波数の電磁波を用いる、電磁波を利用した遠隔対象物検知システムを、開領域にお
いて一つの線状アンテナで実現できる。
【実施例７】
【００７０】
　図９は、本発明の第七の実施例として、上記各実施例の開放型低高周波漏洩同軸ケーブ
ルを有する低高周波共用漏洩アンテナを用いた、近距離検知システムの他の構成例を示す
図である。図８の実施例と異なる点は、基地局１００の高い周波数の電磁波を発生させる
第二の送信回路６が、同電磁波を検出する第四の受信回路９に置き換わり、端末局２０の
高い周波数の電磁波を検出する第二の受信回路２６が、同電磁波を発生する第四の送信回
路２８に置き換わることである。
【００７１】
　本実施例によれば、端末局は基地局が発生させる低周波の電磁波情報を用いて、同基地
局に対して高周波信号を送出できるので、低い周波数を用いて少ない電力で遠方に存在す
る端末局に命令を出し、端末局は同命令に呼応して、高い電力で多くの情報量を基地局に
伝送するシステムを実現できる。このシステムは、情報を送る頻度が低い場合、同情報を
伝送しない間、高周波回路の電力消費を抑制できるので、端末局の消費電力を全体として
低減でき、端末局の長寿命動作を実現でき、システム全体の信頼性向上に効果がある。
【実施例８】
【００７２】
　図１０は、本発明の第八の実施例として、上記各実施例の開放型低高周波漏洩同軸ケー
ブルを有する低高周波共用漏洩アンテナを用いた、近距離検知システムの構成例を示す図
である。図８の実施例と異なる点は、基地局の低い周波数の電磁波を発生させる第一の送
信回路５が、同電磁波を検出する第三の受信回路８に置き換わり、端末局２０の低い周波
数の電磁波を検出する第二の受信回路２５が、同電磁波を発生する第三の送信回路２９に
置き換わることである。
【００７３】
　本実施例によれば、基地局１００は端末局２０が発生させる低周波の電磁波情報を用い
て、その端末局に対して高周波信号を送出できる。したがって、端末局２０が低い周波数
を用いて少ない電力で遠方に存在する基地局１００に命令を出し、基地局は同命令に呼応
して、高い電力で多くの情報量を端末局に伝送するシステムを実現できる。このシステム
は、基地局が端末局に対して多量の情報を送る放送形態のシステムにおいて、基地局がサ
ービス対象としている端末局の数量を把握し、同数量を配信する放送コンテンツに反映す
るサービスを、端末が自らの存在を基地局に認知させる手段を低周波回路で実現できるの
で、同端末局の送信回路の消費電力を低減でき、端末局の長寿命動作を実現でき、システ
ム全体の信頼性向上に効果がある。
【実施例９】
【００７４】
　図１１は、本発明の開放型低高周波漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテ
ナを用いた近距離検知システムの、他の一実施例の構成を示す図である。図１０の実施例
と異なる点は、内導体１と外導体２で形成される漏洩同軸ケーブルと導体線路４からなる
三導体構造のアンテナが開ループ形状で敷設されていることである。この例でも、漏洩同
軸ケーブルに平行に導体線路４が併置されている。すなわち、漏洩同軸ケーブルと導体線
路４とは、微分幾何の意味で平行の関係にある。
【００７５】
　本実施例によれば該アンテナが低い周波数の電磁波および高い周波数の電磁波を効率よ
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くやり取りできる領域が、閉ループ構造の内部領域４１と、同閉ループ構造に沿った帯状
外部領域４２となる。そのため、ある閉空間に検知すべき端末局２０を閉じ込めておき、
該端末局２０が該内部領域４１から抜け出す動作を、図９の実施例の動作を用いて有効に
検知できる効果がある。本実施例によれば、実効的に閉領域である検知領域を物理的に開
領域の装置群で実現可能であり、該装置群の設置容易性および同装置のメインテナンスを
、同装置群を解体することなく同閉領域内部に立ち入って実現できる。そのため、閉領域
を対象とする対象物検知システムの設置容易性向上および非解体メインテナンスの実現に
よるシステム信頼性向上に効果がある。
【実施例１０】
【００７６】
　図１２は、本発明の開放型低高周波漏洩同軸ケーブルを有する低高周波共用漏洩アンテ
ナを用いた近距離検知システムの、基地局装置敷設の一実施例を示す図である。基地局１
００と結合した、内導体１と外導体２で形成される漏洩同軸ケーブルと導体線路４からな
る三導体構造のアンテナ１１０が、被検知対象の対象物が存在する内部領域４１を取囲む
複数の支持ポール１０１によって、立体的に敷設される。本実施例によれば、近距離検知
システムを任意形状の内部領域を形成できるように、且つ、支持ポールを立てて、該支持
ポールに該三導体構造のアンテナを吊下げるという容易な敷設行為によって実現できるの
で、近距離検知システムの敷設性向上、保守向上、また同システムの設置コスト低減に効
果がある。
【実施例１１】
【００７７】
　図１３は、本発明の低高周波共用漏洩アンテナを用いた近距離検知システムの他の一実
施例を示す図である。本実施例では、三導体構造のアンテナが分岐構造を有することを特
徴とする。第一の三導体構造アンテナ１１１と、第二の三導体構造アンテナ１１２と、第
三の三導体構造アンテナ１１３が分波器５１によって、各３アンテナの対応する三導体が
互いに結合される。本実施例では第一および第三の三導体構造アンテナ１１１と１１３が
幹構造を実現し、第二の三導体構造アンテナ１１２が枝構造を実現している。第二の三導
体構造アンテナ１１２は、ＬＦ帯の電波を伝送する漏洩同軸外導体と導体線路が第二の可
変抵抗５５により終端され、ＲＦ電波を転送する漏洩同軸が第一の可変抵抗５４と可変リ
アクタンス５３の直列回路により終端される機能を有する分配調整終端５２により終端さ
れる。
【００７８】
　第一の可変抵抗５４および第二の可変抵抗５５と可変リアクタンス５３によって、分波
器５１において、幹構造と枝構造のＬＦ帯およびＲＦ帯において良好なインピーダンス整
合と所望の電力分配比が実現できる。ＬＦ帯については、その波長が事実上極めて長く(
数キロ～数十キロ)、位相を考慮する必要はないが、ＲＦ帯については、該分岐点におけ
る位相の整合、即ちリアクタンスの整合を考慮する必要がある。
【００７９】
　インピーダンスＺLを終端した伝送線路の入力インピーダンスＺinは、次式（２）で与
えられる。
【００８０】
【数２】

　このため、ＲＦ帯については可変抵抗Rに可変リアクタンスＸを並列あるいは直列接続
しこの可変リアクタンスＸを可変抵抗Rとともに調整することで、ＲＦ帯の電磁エネルギ
も任意の値で分配可能となる。このように、幹構造の三導体構造のアンテナから枝構造の
三導体構造のアンテナへの所望の電磁エネルギを分配することができる。
【実施例１２】
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【００８１】
　図１４は、本発明の低高周波共用漏洩アンテナを用いた近距離検知システムの他の一実
施例を示す図である。本実施例では、分岐構造を有する三導体構造のアンテナを用いたシ
ステム構成を示している。ＬＦ／ＲＦ送受信機３３に分波器５１を分岐点に具備する枝構
造三導体構造アンテナ１１４が結合し、該枝構造三導体構造アンテナ１１４の各枝構造は
分配調整終端５２により終端される。枝構造三導体構造アンテナ１１４に沿って、無線タ
グ５０と基地局であるＬＦ／ＲＦ送受信機３３とがＬＦ帯およびＲＦ帯の電波で通信でき
る近傍領域４０が枝状に配置される。本実施例によれば、対象物に付加された無線タグと
基地局とのＬＦ帯およびＲＦ帯での無線通信を可能にする領域が面状に拡大するので、近
距離検知システムのサービスエリア拡大、敷設性向上に効果がある。
【実施例１３】
【００８２】
　図１５～図２１は、本発明の低高周波共用漏洩アンテナを用いた近距離検知システムの
他の一実施例を示す図である。本実施例では、分岐構造を有する三導体構造のアンテナを
用いたシステム構成を示している。  
　図１５において、基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４（３４ａ～３４ｎ）に終端回
路３２（３２ａ～３２ｎ）で終端された三導体構造アンテナが三式（１１０ａ～１１０ｎ
）並設されている。集中管理装置７０若しくは各送受信機３４は、所定の間隔Ｇを有し三
導体構造アンテナ１１０のループ構造を構成する二線間に供給される低周波信号の電流値
Ｉを制御することで、各送受信機３４と無線タグ５０との低周波信号による通信に必要な
電磁エネルギを確保できる近傍領域４００，４０１，４０２を適宜調整する機能を有する
。
【００８３】
　三つの基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４は、個別のローカルバス７２を介して、
コンピュータやプログラムを備えた集中管理装置７０に結合する基幹バス７１に、無線タ
グ５０と基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４が、ＬＦ帯およびＲＦ帯の電波で通信で
きる近傍領域４００，４０１，４０２にある無線タグの情報を、固有の基地局ＩＤを付与
して伝達する。
【００８４】
　本システムでは、低高周波共用漏洩アンテナ１１０を介して、固有のＩＤを持つ無線タ
グ５０と高周波信号および低周波信号の交信を行う基地局３４（３４ａ～３４ｎ）とが複
数存在し、また、これら複数の基地局が其々固有のＩＤを持つ。そして、単一のデータバ
ス７１を通じて、基地局３４が自己の固有ＩＤを付加して、固有のＩＤを持つ無線タグ５
０からの受信信号を該無線タグ５０の固有ＩＤとともに、単一の集中管理装置７０に伝送
する。なお、集中管理装置７０が無線タグ５０に対して、該無線タグの固有ＩＤ送信命令
を低周波信号を用いて送信する際に、無線タグ５０の固有ＩＤ信号を重畳する。無線タグ
５０は受信した同固有ＩＤ送信命令に重畳されたＩＤ信号が自己の固有ＩＤと一致した場
合にのみ、自己の固有ＩＤを低周波信号を用いて返信する。一例として、工場内の製造ラ
インを想定すると、各送受信機３４が２～３ｍ間隔で配置され、各三導体構造アンテナ１
１０の全長は１００ｍである。
【００８５】
　集中管理装置７０では、基地局ＩＤによって識別される近傍領域４０と無線タグ固有の
ＩＤによって識別される対象物を同時に特定できるために、三導体構造アンテナ１１０に
接近する対象物の位置を検出可能となる。また、基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４
に、無線タグからの応答遅延時間を計測する機能を具備させ、同応答時間を集中管理装置
に伝達することにより、集中管理装置７０は三導体構造アンテナ近傍に存在する対象物の
より詳細な位置を検出することも可能となる。
【００８６】
　図１６は、本発明の近距離検知システムに使用される無線タグ５０の一実施例を示す図
である。ここでは、図８乃至図１１に示される端末局２０と基地局１００の送受信回路と
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に対応した無線タグ５０のハードウェア構成を示す。  
　無線タグ５０は、中央処理装置６０で制御される一対の周波数シンセサイザ回路６９、
ＲＦ送信回路６５、ＲＦ受信回路６７、ＲＦ分波器６３、ＲＦアンテナ６１、ＬＦ送信回
路６６、ＬＦ受信回路６８、ＬＦ分波器６４、ＬＦアンテナ６２および固有ＩＤ記憶回路
５９によって構成されている。なお、電源回路については省略した。
【００８７】
　無線タグ５０のＬＦ送信信号は、固有ＩＤ記憶回路５９に格納される当該タグの固有Ｉ
Ｄを重畳し周波数シンセサイザ回路６９を発振器とするＬＦ送信回路６６で生成され、Ｌ
Ｆ分波器６４を介しＬＦアンテナ６２から空中に放射される。ＬＦ受信信号は無線タグ５
０のＬＦアンテナ６２によって空気中から取り込まれ、ＬＦ分波器６４を介し周波数シン
セサイザ回路６９をローカルオシレータとするＬＦ受信回路６８によって復調され、中央
処理回路６０に供給される。同様に、ＲＦ送信信号は、周波数シンセサイザ回路６９を発
振器とするＲＦ送信回路６５で生成されＲＦ分波器６３を介しＲＦアンテナ６１から空中
に放射される。ＲＦ受信信号はＲＦアンテナ６１によって空気中から取り込まれＲＦ分波
器６３を介し周波数シンセサイザ回路６９をローカルオシレータとするＲＦ受信回路６７
によって復調され、中央処理回路６０に供給される。
【００８８】
　アクティブタグでは、ＲＦ信号は放射電磁界を用いて遠方まで伝送されるので、ＲＦア
ンテナ６１はモノポール等の電波に感度を有するアンテナが好適である。一方、ＬＦアン
テナ６２は磁界に対して感度を高くする必要があるので、コイルあるいはループアンテナ
が好適である。本実施例の無線タグは、固有ＩＤ記憶回路５９によって固有のＩＤを保持
できるから、自己の送信する信号を他の無線タグが送信する信号と識別可能であり、逆に
自己の受信する信号を自己に対して送信された信号であるかどうかを識別することが可能
となる。本実施例の回路構造を採用することにより、無線タグはＲＦ信号とＬＦ信号を共
に送受信可能となり、本発明の低高周波共用漏洩アンテナを用いた近距離検知システムに
適用可能となる。
【００８９】
　次に、図１７Ａは、近距離検知システムの集中管理装置７０の一実施例を示す図である
。本実施例の集中管理装置７０は、タイマ８１、CPU８２、命令送信装置８３、ＩＤ記憶
装置８４および命令受信装置８５によって構成されている。集中管理装置７０に結合する
基幹バス７１に、無線タグ５０と基地局のＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４がＬＦ帯およ
びＲＦ帯の電波で通信できる近傍領域４０にある無線タグの情報を、固有の基地局ＩＤを
付与して伝達する。CPU８２はタイマ８１を用いて、命令送信装置８３および命令受信装
置８５を制御し、ＩＤ記憶装置８４内に無線タグ５０の固有ＩＤと基地局の固有ＩＤの情
報を蓄え、各ＩＤに対応した命令返答時間遅延を計算し、無線タグ５０の詳細な位置を推
定する。
【００９０】
　図１７Ｂは、基地局すなわち、ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４の構成例を示す図であ
る。ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４は、ＬＦ／ＲＦの各送受信機（５，６，８，９）に
接続された制御装置（ＣＮＴ）３４１と、CPU３４２と、送受信機３４の自己のＩＤを保
持する記憶装置３４３とを備えている。ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４の動作について
は、図２１のタイムチャートで説明する。なお、実施例１、実施例６等の前記各実施例に
おける基地局１００は、このＩＤを保持する記憶装置３４３が無い以外は、ＩＤ付きＬＦ
／ＲＦ送受信機３４と同じ構成である。もちろん、前記各実施例における基地局１００と
してＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４を採用してもよいことは言うまでも無い。
【００９１】
　図１８に、ＩＤ記憶装置８４のフォーマットの一例を示す。ＩＤ記憶装置８４には、ア
ドレス、各無線タグ５０の固有のＩＤ、基地局（ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４）の固
有のＩＤ、測定フラグの状態、及び返信遅延時間が記録される。
【００９２】
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　図１９は、無線タグ５０の動作を示すフローチャートである。無線タグ５０は、起動後
、所定の周波数のＬＦ電波を定期的に出力する。また、無線タグ５０は、低高周波共用漏
洩アンテナ３０に近づくと、ＬＦ電波を受信する（Ｓ１９０）。受信した電波を復調して
その信号に集中管理装置７０からのタグＩＤ送信要求が含まれるかどうかを確認する（Ｓ
１９１）。集中管理装置からのタグＩＤ送信要求にはタグのＩＤが含まれているので、タ
グ５０は同ＩＤと自己の固有ＩＤを比較し（Ｓ１９２）、両者が一致したときにのみ自己
の固有ＩＤをＬＦ電波を用いて送信する（Ｓ１９３）。受信したＬＦ電波に集中管理装置
７０からのタグＩＤ送信要求が含まれていない場合は、集中管理装置７０が最初に当該タ
グを認識することになるので、タグ５０は、自己の固有ＩＤを接続開始信号とともに、Ｌ
Ｆ電波を用いて送信する（Ｓ１９４）。
【００９３】
　図２０のフローチャートで、本実施例における集中管理装置７０の動作を示す。  
　集中管理装置７０は、（１）有効電磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂに位置するタグ５０
の検出、及び、（２）検出されたタグ５０の詳細な位置情報の取得、の２つの機能を有し
ている。集中管理装置７０は、まず、有効電磁エネルギ領域４０Ａ、４０Ｂに位置するタ
グ５０の検出のために、基地局３４の固有ＩＤおよびタグ固有のＩＤを付与されたタグ５
０からの送信信号を受信、解読する（Ｓ２０１）。受信信号の中に図１９のフローで示し
たタグの接続開始信号が含まれていれば（Ｓ２０２）、本発明の低高周波共用漏洩アンテ
ナ３０を用いた近距離検知システムによって新たに検知されたタグであると認識して、Ｉ
Ｄ記憶装置８４の中に、該基地局固有ＩＤおよびタグ固有ＩＤを書込む（Ｓ２０４）。受
信信号の中にタグの接続開始信号が含まれていなくても、ＩＤ記憶装置８４の情報と比較
して新たに検知されたタグと判定された場合（Ｓ２０３）、同様に、Ｓ２０４以下の処理
を行う。
【００９４】
　次に、集中管理装置７０は、検出されたタグの詳細な位置情報を得るために、そのタグ
に対してＩＤ記憶装置の中に蓄えられた基地局およびタグ自身の固有ＩＤを付与してタグ
にＩＤ送信要求命令を送出し（Ｓ２０９）、同要求中であることを示すために、ＩＤ記憶
装置８４の中に固有ＩＤ毎に設定された測定フラグにONを書き込み、タイマの示す時間を
ＩＤ記憶装置の中に固有ＩＤ毎に設定された返信遅延時間に書き込む。
【００９５】
　そして、集中管理装置７０は、測定フラグがONとなっている対象タグの固有ＩＤと関連
した基地局ＩＤを用いて、該ＩＤ送信要求命令に呼応した、所望タグからの返信を待つ（
Ｓ２０５）。同様のＩＤ確認動作により、所望タグからの該ＩＤ送信要求命令に対する返
信が確認された場合、その時点でのタイマの示す時間と当該ＩＤに設定された返信遅延時
間との差分を該返信遅延時間に上書きし、当該ＩＤに設定された測定フラグをIDleとする
（Ｓ２０７）。Ｓ２０５で測定フラグがONとなっていない場合、基地局およびタグ自身の
固有ＩＤを記憶し（Ｓ２０６）、当該タグの詳細な位置情報を得る必要がある場合、測定
フラグをONとし（Ｓ２０８）、該タグに対してＩＤ記憶装置の中に蓄えられた基地局およ
びタグ自身の固有ＩＤを付与してタグにＩＤ送信要求命令を送出する（Ｓ２０９）。
【００９６】
　図２１に、図１９、図２０に示した一連の動作のタイムチャートを示す。集中管理装置
７０に、無線タグ５０と基地局ＩＤ付き送受信機３４がＬＦ帯およびＲＦ帯の電波で通信
できる近傍領域４０にある無線タグの情報を、固有の基地局ＩＤを付与して伝達する。集
中管理装置７０では、これらの情報を「ＩＤ記憶装置関連処理」としてＩＤ記憶装置８４
のフォーマットにより管理する。すなわち、集中管理装置７０は、低高周波共用漏洩アン
テナを用いた近距離検知システムに結合する個々のタグの固有ＩＤと、同タグが交信を行
っている基地局の固有ＩＤと、集中管理装置より該基地局を経由してタグに到達し再び該
基地局を経由して集中管理装置に戻ってくるまでの交信遅延時間を記録している。そのた
め、あらかじめ低高周波共用漏洩アンテナの地理的設置情報を得ていれば、これら交信遅
延時間と同ケーブル設置地理情報により、当該タグの位置検出をケーブル毎の単位よりも
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より精度よく、該ケーブルの分割された部分の単位で実現することができる。これにより
、無線タグを付与された対象物の位置検出の精度向上に効果がある。
【００９７】
　本実施例によれば、複数の線状に分布する領域に存在する、対象物の位置検出と情報通
信が可能となるので、製造ライン等のライン上での物品管理、作業者管理を実現する効果
がある。
【実施例１４】
【００９８】
　図２２は、本発明の低高周波共用漏洩アンテナを用いた近距離検知システムの他の実施
例を示す図である。本実施例では、図１５のシステムを二次元に拡張したものである。基
地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４（３４ａ～３４ｎ）に終端回路３２（３２ａ～３２
ｎ）で終端された三導体構造アンテナ１１０（１１０ａ～１１０ｎ）が縦方向に三式、横
方向に四式二次元状に並設されるほかは、図１５の実施例と同様の構成である。本実施例
では、無線タグ５０と基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４がＬＦ帯およびＲＦ帯の電
波で通信できる近傍領域４０（４０１～４０３，４１０～４４０）にあらかじめ、二進系
列のＩＤを付与しておき、縦方向に配置されるＬＦ／ＲＦ送受信機３４のＩＤと横方向に
配置されるＬＦ／ＲＦ送受信機３４のＩＤの和によって、三導体構造アンテナ近傍に存在
する対象物の二次元的存在位置を検出する。
【００９９】
　本実施例によれば、実施例１３と異なり、基地局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機３４に、
無線タグからの応答遅延時間を計測する機能を具備させる必要が無い。また、ＩＤ記憶装
置８４のフォーマットにおける返信遅延時間の記録も不要となる。そのため、簡易に対象
物の二次元位置の検出が可能となるので、システムの設置コスト低減に効果がある。
【符号の説明】
【０１００】
　１…漏洩同軸内導体、２…漏洩同軸外導体、３…スロット、４…導体線路、５…第一の
送信回路、６…第二の送信回路、７…容量、８…第三の受信回路、９…第四の受信回路、
１０…磁性体、１１…第一の内部抵抗、１２…第二の内部抵抗、１３…終端抵抗、２０…
端末局、２５…第一の受信回路、２６…第二の受信回路、２８…四の送信回路、２９…三
の送信回路、３１…整合回路、３２…終端回路、３３…ＬＦ／ＲＦ送受信機、３４…基地
局ＩＤ付きＬＦ／ＲＦ送受信機、４０…近傍領域、４１…内部領域、４２…帯状外部領域
、５０…無線タグ、５１…分波器、５２…分配調整終端、５３…可変リアクタンス、５４
…第一の可変抵抗、５５…第二の可変抵抗、５９…固有ＩＤ記憶回路、６０…中央処理装
置、６１…ＲＦアンテナ、６２…ＬＦアンテナ、６３…ＲＦ分波器、６４…ＬＦ分波器、
６５…ＲＦ送信回路、６６…ＬＦ送信回路、６７…ＲＦ受信回路、６８…ＬＦ受信回路、
６９…周波数シンセサイザ、７０…集中管理装置、７１…基幹バス、７２…ローカルバス
、８１…タイマ、８２…CPU、８３…命令送信装置、８４…ＩＤ記憶装置、８５…命令受
信装置、１００…基地局、１０１…支持ポール、１１０…三導体構造アンテナ、１１１…
第一の三導体構造アンテナ、１１２…第二の三導体構造アンテナ、１１３…第三の三導体
構造アンテナ、１１４…分岐構造三導体構造アンテナ。
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