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(57)【要約】
【課題】光ディスクの記録面と垂直なケース側面からリ
ーダ／ライタを近づけた場合でも、光ディスク上の非接
触型ＩＣチップと容易に通信できるようにする。
【解決手段】ベース部３１とカバー部３２とはそれぞれ
の端部側を中心として回転可能な状態で接続されて、デ
ィスクトレイ３３がベース部３１の内面に嵌着される。
ディスクトレイ３３には、光ディスクを保持するための
凸状のディスク保持部３６が設けられるとともに、アン
テナコイル２１および２２が基板上に形成されたブース
タアンテナユニット２０ａが固着される。そして、アン
テナコイル２１が、その中央部がディスク保持部３６の
中心と一致し、かつ、カバー部３２の主面と平行になる
ように配置され、アンテナコイル２２が、ケース筐体の
側面３８に対して平行な状態で当接または近接するよう
に、ブースタアンテナユニット２０ａがディスクトレイ
３３上に配設される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクが収納される光ディスクケースにおいて、
　表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態
で接続されて、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が対向するように閉塞
された時に箱形の外形をなすように構成され、
　前記裏面カバー部の主面の内側に、前記光ディスクに形成された中央孔に嵌合して前記
光ディスクを保持するための凸状保持部が設けられ、
　さらに、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信する信号を
中継するブースタアンテナを備え、
　前記第１のアンテナが、その中央部が前記凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形
が前記裏面カバー部の主面と平行な状態となるように配置され、前記第２のアンテナが、
前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときの１つの側面に対して、その外形が
平行な状態で当接または近接するように、前記ブースタアンテナが配設されたことを特徴
とする光ディスクケース。
【請求項２】
　前記ブースタアンテナは、前記表面カバー部と前記裏面カバー部とが閉塞されたときの
ケース内部に配設され、
　前記第１のアンテナは、前記裏面カバー部の主面の内側に、前記凸状保持部を囲むよう
に固着されたことを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項３】
　前記第１のアンテナと前記裏面カバー部の主面との間に、当該第１のアンテナの形成領
域と対応する位置にシート状の高透磁率部材が配設されたことを特徴とする請求項２記載
の光ディスクケース。
【請求項４】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項３記載の光ディスクケース。
【請求項５】
　前記裏面カバー部における前記第１のアンテナの裏面に、当該第１のアンテナの形成領
域と対応する位置にシート状の高透磁率部材が配設されたことを特徴とする請求項２記載
の光ディスクケース。
【請求項６】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項５記載の光ディスクケース。
【請求項７】
　前記表面カバー部の主面のいずれか一方に、シート状の高透磁率部材が、前記表面カバ
ー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように配設され
たことを特徴とする請求項２記載の光ディスクケース。
【請求項８】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項７記載の光ディスクケース。
【請求項９】
　前記ブースタアンテナは、前記第１のアンテナが前記裏面カバー部の主面の外側に配置
されるように、前記表面カバー部と前記裏面カバー部とが閉塞されたときのケース外面に
固着されたことを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項１０】
　前記第１のアンテナのさらに外側に、当該第１のアンテナの形成領域と対応する位置に
シート状の高透磁率部材が配設されたことを特徴とする請求項９記載の光ディスクケース
。
【請求項１１】
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　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項１０記載の光ディスクケース。
【請求項１２】
　前記表面カバー部の主面のいずれか一方に、シート状の高透磁率部材が、前記表面カバ
ー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように配設され
たことを特徴とする請求項９記載の光ディスクケース。
【請求項１３】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項１２記載の光ディスクケース。
【請求項１４】
　前記第２のアンテナが、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の回転中心側の側面
に対して当接または近接するように、前記ブースタアンテナが配設されたことを特徴とす
る請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項１５】
　前記ブースタアンテナは、前記第１のアンテナと前記第２のアンテナがフレキシブル基
板上に一体に形成されたブースタアンテナユニットとして構成されることを特徴とする請
求項１記載の光ディスクケース。
【請求項１６】
　前記第１のアンテナと前記第２のアンテナは、スパイラル状またはループ状に形成され
たことを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項１７】
　一方の面が前記光ディスクが載置されるディスク載置面とされ、前記ディスク載置面の
中心部に前記凸状保持部が設けられたディスクトレイ部材を備え、
　前記ディスクトレイ部材が前記裏面カバー部の内側に嵌着され、前記裏面カバー部に対
して、別部材として構成された前記表面カバー部が回転可能な状態で連結された構成を有
し、
　前記ブースタアンテナが、前記表面カバー部と前記裏面カバー部とが閉塞されたときの
ケース内部に配設されたことを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項１８】
　前記ブースタアンテナは、前記第１のアンテナが前記凸状保持部を囲むように前記ディ
スク載置面に固着された状態で配設されたことを特徴とする請求項１７記載の光ディスク
ケース。
【請求項１９】
　前記第１のアンテナと前記ディスクトレイ部材との間に、シート状の高透磁率部材が配
設されたことを特徴とする請求項１８記載の光ディスクケース。
【請求項２０】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項１９記載の光ディスクケース。
【請求項２１】
　前記ディスクトレイ部材における前記第１のアンテナの裏面に、当該第１のアンテナの
形成領域と対応する位置にシート状の高透磁率部材が配設されたことを特徴とする請求項
１８記載の光ディスクケース。
【請求項２２】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項２１記載の光ディスクケース。
【請求項２３】
　前記ブースタアンテナは、前記ディスクトレイ部材と前記裏面カバー部との間に載置さ
れたことを特徴とする請求項１７記載の光ディスクケース。
【請求項２４】
　前記ブースタアンテナは、前記ディスクトレイ部材の前記ディスク載置面の反対面に固
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着されたことを特徴とする請求項２３記載の光ディスクケース。
【請求項２５】
　前記第１のアンテナと前記裏面カバー部との間に、シート状の高透磁率部材が配設され
たことを特徴とする請求項２３記載の光ディスクケース。
【請求項２６】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項２５記載の光ディスクケース。
【請求項２７】
　前記ディスクトレイ部と前記裏面カバー部との間にパッケージ表示用のカード部材が挿
入され、
　前記カード部材のいずれか一方の面に、シート状の高透磁率部材が前記第１のアンテナ
と対向するように固着されたことを特徴とする請求項１７記載の光ディスクケース。
【請求項２８】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項２７記載の光ディスクケース。
【請求項２９】
　前記第１のアンテナと前記裏面カバー部との間に前記高透磁率部材が位置するように、
前記ブースタアンテナが前記カード部材のいずれか一方の面に固着されたことを特徴とす
る請求項２７記載の光ディスクケース。
【請求項３０】
　前記表面カバー部の主面の内側にパッケージ表示用のカード部材が保持され、
　前記カード部材のいずれか一方の面に、シート状の高透磁率部材が、前記表面カバー部
と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように固着されたこ
とを特徴とする請求項１７記載の光ディスクケース。
【請求項３１】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項３０記載の光ディスクケース。
【請求項３２】
　前記裏面カバー部の主面の内側に前記凸状保持部が一体に形成され、別部材として構成
された前記表面カバー部が、前記裏面カバー部に対して回転可能な状態で連結された構成
を有することを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項３３】
　前記表面カバー部の主面の内側にパッケージ表示用のカード部材が保持され、
　前記カード部材のいずれか一方の面に、シート状の高透磁率部材が、前記表面カバー部
と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように固着されたこ
とを特徴とする請求項３２記載の光ディスクケース。
【請求項３４】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項３３記載の光ディスクケース。
【請求項３５】
　前記裏面カバー部の主面の内側に前記凸状保持部が一体に形成され、前記表面カバー部
と前記裏面カバー部とが、閉塞時に１つの側面を構成する側面部の両端においてそれぞれ
折り曲げ可能な状態で接続された構成を有し、前記表面カバー部、前記裏面カバー部、お
よび前記側面部が一体に形成されたことを特徴とする請求項１記載の光ディスクケース。
【請求項３６】
　前記表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部の外面を覆うように四角形状
の透明フィルムが配設され、
　前記透明フィルムと前記表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部との間に
パッケージ表示用のカード部材が挿入され、
　前記第１のアンテナが前記裏面カバー部の外面に配置され、前記第２のアンテナが前記
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側面部の外面に配置されるように、前記カード部材に前記ブースタアンテナが設けられた
ことを特徴とする請求項３５記載の光ディスクケース。
【請求項３７】
　前記第１のアンテナより外面側に、当該第１のアンテナの形成領域と対応する位置にシ
ート状の高透磁率部材が配置されるように、前記カード部材と前記ブースタアンテナと前
記高透磁率部材とが一体に設けられたことを特徴とする請求項３６記載の光ディスクケー
ス。
【請求項３８】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項３７記載の光ディスクケース。
【請求項３９】
　前記カード部材における前記表面カバー部に当接する領域のいずれか一方の面に、シー
ト状の高透磁率部材が、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１
のアンテナと対向するように固着されたことを特徴とする請求項３６記載の光ディスクケ
ース。
【請求項４０】
　前記高透磁率部材は、前記第１のアンテナの形成領域より広く形成されたことを特徴と
する請求項３９記載の光ディスクケース。
【請求項４１】
　光ディスクを保持する機能を備え、また、表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの
主面の端部側を中心として回転可能な状態で接続されて構成されるケース筐体の内部に、
前記光ディスクの保持面を前記ケース筐体の内側に向けて前記裏面カバー部に嵌着されて
配設されることで、前記光ディスクが収納される光ディスクケースを構成する光ディスク
トレイにおいて、
　一方の面に設けられて、前記光ディスクに形成された中央孔に嵌合して前記光ディスク
を保持する凸状保持部と、
　略平板状に形成され、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受
信する信号を中継するブースタアンテナと、
　を有し、
　前記第１のアンテナが、その中央部が前記凸状保持部の中心と一致するように、前記光
ディスクの保持面またはその裏面に配置されて固着され、前記第２のアンテナが、前記光
ディスクトレイの端部から突出するように、前記ブースタアンテナが配設されたことを特
徴とする光ディスクトレイ。
【請求項４２】
　前記第１のアンテナは、前記光ディスクの保持面に、前記凸状保持部を囲むように固着
されたことを特徴とする請求項４１記載の光ディスクトレイ。
【請求項４３】
　前記第１のアンテナと前記光ディスクトレイとの間に、シート状の高透磁率部材が配設
されたことを特徴とする請求項４２記載の光ディスクトレイ。
【請求項４４】
　前記光ディスクトレイにおける前記第１のアンテナの裏面に、当該第１のアンテナの形
成領域と対応する位置にシート状の高透磁率部材が固着されたことを特徴とする請求項４
２記載の光ディスクトレイ。
【請求項４５】
　前記光ディスクの保持面の裏面に前記ブースタアンテナが配設され、シート状の高透磁
率部材が、前記第１のアンテナを挟んで前記光ディスクの保持面の裏面に配設されたこと
を特徴とする請求項４１記載の光ディスクトレイ。
【請求項４６】
　前記第２のアンテナの外形が前記第１のアンテナの外形と垂直になるように、前記光デ
ィスクトレイの端面において前記ブースタアンテナが折り曲げられていることを特徴とす
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る請求項４１記載の光ディスクトレイ。
【請求項４７】
　表面カバー部と裏面カバー部とが、閉塞時に１つの側面を構成する側面部の両端におい
てそれぞれ折り曲げ可能な状態で接続されて、前記表面カバー部および前記裏面カバー部
の各主面が対向するように閉塞された時に箱形の外形をなすように構成された光ディスク
ケースに対して、前記表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部の外面を覆う
ように搭載可能なカード部材において、
　第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信する信号を中継する
ブースタアンテナを有し、
　前記第１のアンテナが前記裏面カバー部に対応する領域に配置され、前記第２のアンテ
ナが前記側面部に対応する領域に配置されるように、前記ブースタアンテナが配設され、
かつ、前記ブースタアンテナは、前記裏面カバー部と前記側面部との境界に対応する部分
で折り曲げ可能であることを特徴とするカード部材。
【請求項４８】
　シート状の高透磁率部材が前記第１のアンテナと前記カード部材との間に配設されるよ
うに、前記ブースタアンテナが前記カード部材の前記裏面カバー部側の面に固着されたこ
とを特徴とする請求項４７記載のカード部材。
【請求項４９】
　前記カード部材における前記表面カバー部に当接する領域のいずれか一方の面に、シー
ト状の高透磁率部材が、前記カード部材を前記光ディスクケースに搭載して前記表面カバ
ー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように固着され
たことを特徴とする請求項４７記載のカード部材。
【請求項５０】
　それぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態で接続された表面カバー部および
裏面カバー部と、前記裏面カバー部に嵌着され、一方の面に設けられた凸状保持部を光デ
ィスクに形成された中央孔に嵌合させることによって前記光ディスクを保持するディスク
トレイ部材とを備え、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が前記ディスク
トレイ部材を挟んで対向するように閉塞された時に箱形の外形をなすように構成された光
ディスクケースにおいて、前記ディスクトレイ部材と前記裏面カバー部との間に収容され
るカード部材であって、
　第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信する信号を中継する
ブースタアンテナを有し、
　前記第１のアンテナが、その中央部が前記凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形
が前記裏面カバー部の主面と平行な状態となるように配置され、前記第２のアンテナが、
前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときの１つの側面に対して、その外形が
平行な状態で当接または近接するように、前記ディスクトレイ部材側または前記裏面カバ
ー部側のいずれか一方の面に前記ブースタアンテナが固着されたことを特徴とするカード
部材。
【請求項５１】
　前記ブースタアンテナが前記ディスクトレイ部材側の面に配設され、前記第１のアンテ
ナと前記カード部材との間に、シート状の高透磁率部材が配設されたことを特徴とする請
求項５０記載のカード部材。
【請求項５２】
　それぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態で接続された表面カバー部および
裏面カバー部と、前記裏面カバー部に嵌着され、一方の面に設けられた凸状保持部を光デ
ィスクに形成された中央孔に嵌合させることによって前記光ディスクを保持するディスク
トレイ部材とを備え、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が前記ディスク
トレイ部材を挟んで対向するように閉塞された時に箱形の外形をなすように構成された光
ディスクケースの製造方法において、
　略平板状に形成されて、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送
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受信する信号を中継するブースタアンテナを、前記ディスクトレイ部材に取り付けるブー
スタアンテナ取り付け工程を含み、
　前記ブースタアンテナ取り付け工程は、
　前記第１のアンテナを、その中央部が前記凸状保持部の中心に一致するように、前記デ
ィスクトレイ部材の前記光ディスクの保持面またはその裏面に配置して固着し、前記第２
のアンテナが前記光ディスクトレイの端部から突出した状態とする固着工程と、
　前記第２のアンテナが前記第１のアンテナに対して垂直になるように前記ブースタアン
テナを折り曲げて、前記ディスクトレイ部材が前記裏面カバー部の内側に嵌着されたとき
に、前記第２のアンテナが、前記裏面カバー部の１つの内側面に対して平行な状態で当接
または近接するようにする折り曲げ工程と、
　を含むことを特徴とする光ディスクケースの製造方法。
【請求項５３】
　前記折り曲げ工程は、前記ブースタアンテナが取り付けられた前記ディスクトレイ部材
を前記裏面カバー部の内側に押圧して嵌着する際に、前記第２のアンテナが前記裏面カバ
ー部の１つの内側面に沿って折り曲げられることで行われることを特徴とする請求項５２
記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項５４】
　前記ブースタアンテナは、前記ブースタアンテナ取り付け工程の前に、前記第１のアン
テナと前記第２のアンテナがフレキシブル基板上に一体に形成されたブースタアンテナユ
ニットとしてあらかじめ製造されることを特徴とする請求項５２記載の光ディスクケース
の製造方法。
【請求項５５】
　前記ブースタアンテナ取り付け工程の前に、中央孔を有するシート状の高透磁率部材を
、前記第１のアンテナの一方の面に互いの中心を合わせて固着する工程を含み、
　前記固着工程では、前記第１のアンテナと前記ディスクトレイ部材との間に前記高透磁
率部材が配設されるように、前記ブースタアンテナが前記光ディスクの保持面に固着され
ることを特徴とする請求項５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項５６】
　前記ブースタアンテナ取り付け工程の前に、シート状の高透磁率部材を、前記第１のア
ンテナの一方の面と互いの中心を合わせて固着する工程を含み、
　前記固着工程では、前記高透磁率部材と前記ディスクトレイ部材との間に前記第１のア
ンテナが配設されるように、前記ブースタアンテナが前記光ディスクの保持面の裏面に固
着されることを特徴とする請求項５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項５７】
　前記ブースタアンテナ取り付け工程の前に、中央孔を有するシート状の高透磁率部材を
、前記光ディスクの保持面における前記凸状保持部の周囲に固着する工程を含み、
　前記固着工程では、前記ブースタアンテナが前記光ディスクの保持面に固着されること
を特徴とする請求項５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項５８】
　シート状の高透磁率部材を、前記光ディスクの保持面の反対面に、前記凸状保持部と互
いに中心が合うように固着する工程を含み、
　前記固着工程では、前記ブースタアンテナが前記光ディスクの保持面に固着されること
を特徴とする請求項５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項５９】
　前記表面カバー部の主面のいずれか一方に、シート状の高透磁率部材を、前記表面カバ
ー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように固着する
工程をさらに含むことを特徴とする請求項５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６０】
　シート状の高透磁率部材が一方の面に固着されたカード部材を、前記表面カバー部の主
面の内側に、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記高透磁率部材が
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前記第１のアンテナと対向するように配設する工程をさらに含むことを特徴とする請求項
５２記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６１】
　それぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態で接続された表面カバー部および
裏面カバー部と、前記裏面カバー部に嵌着され、一方の面に設けられた凸状保持部を光デ
ィスクに形成された中央孔に嵌合させることによって前記光ディスクを保持するディスク
トレイ部材とを備え、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が前記ディスク
トレイ部材を挟んで対向するように閉塞された時に箱形の外形をなすように構成された光
ディスクケースの製造方法において、
　略平板状に形成されて、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送
受信する信号を中継するブースタアンテナを、カード部材の一方の面に固着する工程と、
　前記第１のアンテナが、その中央部が前記凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形
が前記裏面カバー部の主面と平行な状態となるように配置され、前記第２のアンテナが、
前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときの１つの側面に対して、その外形が
平行な状態で当接または近接するように、前記カード部材を前記ディスクトレイ部材と前
記裏面カバー部との間に配設する工程と、
　を含むことを特徴とする光ディスクケースの製造方法。
【請求項６２】
　前記ブースタアンテナを前記カード部材に固着する前に、シート状の高透磁率部材を前
記第１のアンテナの一方の面に互いに中心を合わせて固着する工程を含み、
　前記ブースタアンテナは、前記高透磁率部材が前記第１のアンテナと前記カード部材と
の間に配設されるように、前記カード部材の前記ディスクトレイ部材側に対応する面に固
着されることを特徴とする請求項６１記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６３】
　前記ブースタアンテナを前記カード部材に固着する工程では、シート状の高透磁率部材
を前記カード部材の前記ディスクトレイ部材側に対応する面に固着した後、前記第１のア
ンテナを前記高透磁率部材を挟んだ状態で前記カード部材に固着することを特徴とする請
求項６１記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６４】
　表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態
で接続されて、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が対向するように閉塞
された時に箱形の外形をなすように構成され、前記裏面カバー部の主面の内側に、光ディ
スクに形成された中央孔に嵌合して前記光ディスクを保持するための凸状保持部が設けら
れた光ディスクケースの製造方法において、
　略平板状に形成されて、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送
受信する信号を中継するブースタアンテナを、前記第１のアンテナが、その中央部が前記
凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形が前記裏面カバー部の主面と平行な状態とな
るように配置され、前記第２のアンテナが、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞
したときの１つの側面に対して、その外形が平行な状態で当接または近接するように、前
記裏面カバー部に対して取り付ける工程を含むことを特徴とする光ディスクケースの製造
方法。
【請求項６５】
　前記第１のアンテナが前記凸状保持部を囲むように、前記ブースタアンテナを前記裏面
カバー部の内側に配置して固着することを特徴とする請求項６４記載の光ディスクケース
の製造方法。
【請求項６６】
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部の内側に押圧して固着することで、前記ブー
スタアンテナの前記第２のアンテナの形成部を、前記裏面カバー部の１つの内側面に沿っ
て折り曲げるようにしたことを特徴とする請求項６５記載の光ディスクケースの製造方法
。
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【請求項６７】
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に取り付ける前に、中央孔を有するシート状
の高透磁率部材を、前記第１のアンテナの一方の面に互いに中心を合わせて固着する工程
を含み、
　前記ブースタアンテナは、前記高透磁率部材が前記第１のアンテナと前記裏面カバー部
との間に配設されるように、前記裏面カバー部に固着されることを特徴とする請求項６５
記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６８】
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に取り付ける前に、中央孔を有するシート状
の高透磁率部材を、前記裏面カバー部の前記凸状保持部の周囲に固着する工程を含み、
　前記ブースタアンテナは、前記高透磁率部材が前記第１のアンテナと前記裏面カバー部
との間に配設されるように、前記裏面カバー部に固着されることを特徴とする請求項６５
記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項６９】
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に取り付ける前に、シート状の高透磁率部材
を前記第１のアンテナの一方の面に互いに中心を合わせて固着する工程を含み、
　前記ブースタアンテナは、前記高透磁率部材が前記第１のアンテナと前記裏面カバー部
との間に配設されるように、前記裏面カバー部の外面に固着されることを特徴とする請求
項６４記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７０】
　前記ブースタアンテナは、前記裏面カバー部の外面に固着され、
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に固着した後、シート状の高透磁率部材を、
当該第１のアンテナを挟んで前記裏面カバー部の外面に固着することを特徴とする請求項
６４記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７１】
　前記表面カバー部の主面のいずれか一方に、シート状の高透磁率部材を、前記表面カバ
ー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記第１のアンテナと対向するように固着する
工程をさらに含むことを特徴とする請求項６４記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７２】
　シート状の高透磁率部材が一方の面に固着されたカード部材を、前記表面カバー部の主
面の内側に、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときに前記高透磁率部材が
前記第１のアンテナと対向するように配設する工程をさらに含むことを特徴とする請求項
６４記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７３】
　表面カバー部と裏面カバー部とが、閉塞時に１つの側面を構成する側面部の両端におい
てそれぞれ折り曲げ可能な状態で接続されたケース筐体を射出成型により一体に形成する
工程と、
　前記表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部の外面を覆うように四角形状
の透明フィルムを配設する工程と、
　前記透明フィルムと前記表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部との間に
挿入可能なパッケージ表示用のカード部材に、ブースタアンテナを取り付ける工程と、
　をさらに含み、
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に取り付ける工程では、第１のアンテナが前
記裏面カバー部の外面に配置され、第２のアンテナが前記側面部の外面に配置されるよう
に、前記ブースタアンテナが取り付けられた前記カード部材を、前記透明フィルムと前記
表面カバー部、前記裏面カバー部、および前記側面部との間に挿入することを特徴とする
光ディスクケースの製造方法。
【請求項７４】
　前記カード部材に前記ブースタアンテナを取り付ける工程では、シート状の高透磁率部
材を前記第１のアンテナの一方の面に互いに中心を合わせて固着した後、前記高透磁率部
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材が前記第１のアンテナと前記カード部材の前記裏面カバー部側に対応する面との間に配
設されるように、前記カード部材に前記ブースタアンテナが固着されることを特徴とする
請求項７３記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７５】
　前記カード部材に前記ブースタアンテナを取り付ける工程では、シート状の高透磁率部
材を前記カード部材の前記裏面カバー部側に対応する面に固着した後、前記高透磁率部材
が前記第１のアンテナと前記カード部材との間に挟まれた状態になるように、前記カード
部材に前記ブースタアンテナが固着されることを特徴とする請求項７３記載の光ディスク
ケースの製造方法。
【請求項７６】
　前記ブースタアンテナを前記裏面カバー部に取り付ける工程の前に、前記カード部材に
おける前記表面カバー部に当接する領域のいずれか一方の面に、シート状の高透磁率部材
を、前記カード部材を前記光ディスクケースに搭載して前記表面カバー部と前記裏面カバ
ー部を閉塞したときに、当該第１のアンテナと対向するように固着する工程を含むことを
特徴とする請求項７３記載の光ディスクケースの製造方法。
【請求項７７】
　光ディスクに形成された中央孔に嵌合して前記光ディスクを保持するための凸状保持部
を備え、また、表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回
転可能な状態で接続されて構成されるケース筐体の内部に、前記光ディスクの保持面を前
記ケース筐体の内側に向けて前記裏面カバー部に嵌着されて配設されることで、前記光デ
ィスクが収納される光ディスクケースを構成する光ディスクトレイの製造方法において、
　略平板状に形成されて、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送
受信する信号を中継するブースタアンテナを前記光ディスクトレイに取り付ける工程であ
って、前記第１のアンテナを、その中央部が前記凸状保持部の中心に一致するように、前
記光ディスクトレイの前記光ディスクの保持面またはその裏面に配置して固着し、前記第
２のアンテナが前記光ディスクトレイの端部から突出した状態とする工程を含むことを特
徴とする光ディスクトレイの製造方法。
【請求項７８】
　中央孔を有するシート状の高透磁率部材を前記第１のアンテナの一方の面に互いの中心
を合わせて固着した後、前記第１のアンテナと前記ディスクトレイ部材との間に前記高透
磁率部材が配設されるように、前記ブースタアンテナを前記光ディスクの保持面に固着す
ることを特徴とする請求項７７記載の光ディスクトレイの製造方法。
【請求項７９】
　シート状の高透磁率部材を前記第１のアンテナの一方の面に互いに中心を合わせて固着
した後、前記高透磁率部材と前記ディスクトレイ部材との間に前記第１のアンテナが配設
されるように、前記ブースタアンテナを前記光ディスクの保持面の裏面に固着することを
特徴とする請求項７７記載の光ディスクトレイの製造方法。
【請求項８０】
　中央孔を有するシート状の高透磁率部材を前記光ディスクの保持面における前記凸状保
持部の周囲に固着した後、前記ブースタアンテナを前記光ディスクの保持面に固着するこ
とを特徴とする請求項７７記載の光ディスクトレイの製造方法。
【請求項８１】
　シート状の高透磁率部材を、前記光ディスクの保持面の反対面に前記凸状保持部と互い
に中心が合うように固着する工程を含み、
　前記ブースタアンテナは、前記光ディスクの保持面に固着されることを特徴とする請求
項７７記載の光ディスクトレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクが収納される光ディスクケース、このケースに搭載される光ディ
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スクトレイおよびカード部材、光ディスクケースおよび光ディスクトレイの製造方法に関
し、特に、非接触型ＩＣチップが搭載された光ディスクを収納するのに適した光ディスク
ケース、光ディスクトレイ、カード部材、光ディスクケースおよび光ディスクトレイの製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像などの大容量データを記録可能な記録媒体として、ＣＤ（Compact Disc）、
ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）などの光ディスクが広く普及している。また、光ディ
スクとしては、ＲＯＭ（Read Only Memory）型と呼ばれる再生専用ディスクだけでなく、
“Recordable”と呼ばれる追記型ディスクや“ReWritable”と呼ばれる書き換え型ディス
クも一般的となっている。
【０００３】
　一方、端末側のリーダ／ライタとの間で非接触で情報の受け渡しが可能な非接触型ＩＣ
（Integrated Circuit）チップは、端末装置との通信時に物理的接触が不要という要因な
どによって接続開始から接続終了までの処理時間を短くでき、また、高度な相互認証およ
び暗号処理による高いセキュリティを持つといった特徴を有している。このため、電子マ
ネーや交通乗車券、入館証などの用途で普及が進んでいる。
【０００４】
　そして、このような優れた特徴を持つ非接触型ＩＣチップを、光ディスクの基板上に搭
載することが従来から考えられている。例えば、２枚のディスク基板のそれぞれに凹部を
形成したうえで、ディスク基板を貼り合わせたときにそれぞれの凹部の間に形成される間
隙に、ＩＣチップやその送受信用のアンテナを一体のモジュールとして配置した光ディス
クが考えられている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　ところで、非接触型ＩＣチップとリーダ／ライタとの間では、それぞれが備えているア
ンテナによって電磁波を用いて通信を行っている。しかし、それぞれのアンテナの形状に
よっては、電磁波の特性上、送受信の際に指向性が生じる場合があるため、各アンテナが
発生する電磁波の強度や互いのアンテナの位置関係によっては、通信できない事態が生じ
る。
【０００６】
　特に、通信周波数１３．５６ＭＨｚの場合に代表される電磁誘導方式の非接触型ＩＣカ
ードやＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）では、非接触型ＩＣチップのアンテ
ナコイルとリーダ／ライタ側のアンテナコイルとが対向しているときに、通信状態が良好
になるようにされており、各アンテナコイルの方向が直交しているとき（すなわち、アン
テナコイルの法線が直交しているとき）には通信できない場合がある。
【０００７】
　これに対して、アンテナ同士の位置関係の問題から良好な通信ができない場合に、ブー
スタアンテナと呼ばれる中継用のアンテナを用いて、通信状態を改善する技術が知られて
いる。例えば、記録媒体の収納ケースにブースタアンテナを設けることで、記録媒体に搭
載された非接触型ＩＣチップと、収納棚に設けられたリーダ／ライタとの間で通信できる
ようにした情報記憶媒体管理システムが考えられていた（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平９－２４５３８１号公報（段落番号〔００１１〕～〔００１４〕、
図１）
【特許文献２】特開２００５－３３９１７０号公報（段落番号〔００２０〕～〔００２５
〕、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、光ディスクは通常、専用の収納ケースに入れられて保管されることが多く、
収納ケースに入れられた光ディスクが多数、収納棚に載置されることも多い。従って、上
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述したような非接触型ＩＣチップが搭載された光ディスクについても、同様に収納ケース
に入れられた状態で収納棚に載置される事態が当然考えられる。しかし、このような状態
では、収納棚の光ディスクは互いに記録面が近接して対向した状態となるので、記録面に
平行にリーダ／ライタのアンテナ面を近づけることはできず、非接触型ＩＣチップと通信
することは非常に困難になる。
【０００９】
　例えば、収納ケースにおいて光ディスクの記録面と平行をなす面（以下、ケース主面と
呼ぶ）が互いに近接して並べられた場合において、通信を良好に行うためにリーダ／ライ
タのアンテナ面と光ディスク上のアンテナとを対向状態に近づけるためには、隣接する収
納ケース同士の間隔を空けたり、個々の収納ケースを引き出すといった動作を行わなけれ
ばならない。このため、収納ケース内の複数の光ディスクの非接触型ＩＣチップに対して
順次連続して通信しようとすると、上記のような煩雑な動作が必要となり、時間がかかっ
てしまう。
【００１０】
　このように、光ディスクが収納ケースに入れられて収納棚に載置された状態でも、ケー
ス主面に対して垂直なケース側面からリーダ／ライタをかざすことで、光ディスク上の非
接触型ＩＣチップとの間で容易に通信できるようにすることが望まれている。特に、光デ
ィスクの収納ケースとしては、ジュエルケース、トールケースなどに代表される、いくつ
かの特定の構造を持つものが広く普及しており、これらの収納ケースの構造を大きく変え
ることなく、上記の状態で非接触型ＩＣチップと容易に通信できることが要望されている
。
【００１１】
　また、上記の特許文献２では、光ディスクが収納ケースに入れられて収納棚に載置され
た状態で、光ディスクの非接触型ＩＣチップと通信するための方法として、非接触型ＩＣ
チップのための読取コイル、またはその読取コイルが複数配置されたアンテナボードを、
仕切り板や棚板と一体となるように配置した収納棚を用い、その所定の位置に収納ケース
を載置したときにケース内の非接触型ＩＣチップと通信可能になるよう、収納ケースにブ
ースタを設けている。しかし、この構成では読取装置と一体となった専用の収納棚が必要
であるので、すでにユーザが使用している収納棚では対応できず、また、持ち運び可能な
汎用の読取装置を使用することもできない。
【００１２】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、光ディスクの記録面と垂直なケ
ース側面からリーダ／ライタを近づけた場合でも、光ディスク上の非接触型ＩＣチップと
容易に通信でき、かつ、既存のものと基本構造に大きな変化のない光ディスクケース、こ
の光ディスクケース用の光ディスクトレイおよびカード部材、光ディスクケースおよび光
ディスクトレイの各製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明では上記課題を解決するために、光ディスクが収納される光ディスクケースにお
いて、表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回転可能な
状態で接続されて、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が対向するように
閉塞された時に箱形の外形をなすように構成され、前記裏面カバー部の主面の内側に、前
記光ディスクに形成された中央孔に嵌合して前記光ディスクを保持するための凸状保持部
が設けられ、さらに、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信
する信号を中継するブースタアンテナを備え、前記第１のアンテナが、その中央部が前記
凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形が前記裏面カバー部の主面と平行な状態とな
るように配置され、前記第２のアンテナが、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞
したときの１つの側面に対して、その外形が平行な状態で当接または近接するように、前
記ブースタアンテナが配設されたことを特徴とする光ディスクケースが提供される。
【００１４】
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　このような光ディスクケースでは、裏面カバー部の主面の内側において、光ディスクが
凸状保持部によって保持される。また、ブースタアンテナの第１のアンテナは、その中央
部が凸状保持部の中心と一致し、かつ、その外形が裏面カバー部の主面と平行な状態とな
るように配置される。従って、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回転中心を中心と
して形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディスクが凸状保持部に保持さ
れたときに、光ディスク上のアンテナと第１のアンテナとの間で信号を送受信することが
可能となる。
【００１５】
　一方、ブースタアンテナの第２のアンテナは、表面カバー部と裏面カバー部を閉塞した
ときの１つの側面に対して、その外形が平行な状態で当接または近接するように配置され
る。従って、光ディスクケースを閉じた状態で、第２のアンテナの位置に対応する側面に
ＩＣチップのリーダ／ライタが近接されたとき、このリーダ／ライタが備えるアンテナと
第２のアンテナとの間で信号を送受信することが可能となり、この状態でリーダ／ライタ
と光ディスク上のＩＣチップとが通信できるようになる。
【００１６】
　また、本発明では上記課題を解決するために、光ディスクを保持する機能を備え、また
、表面カバー部と裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態
で接続されて構成されるケース筐体の内部に、前記光ディスクの保持面を前記ケース筐体
の内側に向けて前記裏面カバー部に嵌着されて配設されることで、前記光ディスクが収納
される光ディスクケースを構成する光ディスクトレイにおいて、一方の面に設けられて、
前記光ディスクに形成された中央孔に嵌合して前記光ディスクを保持する凸状保持部と、
略平板状に形成され、第１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信
する信号を中継するブースタアンテナとを有し、前記第１のアンテナが、その中央部が前
記凸状保持部の中心と一致するように、前記光ディスクの保持面またはその裏面に配置さ
れて固着され、前記第２のアンテナが、前記光ディスクトレイの端部から突出するように
、前記ブースタアンテナが配設されたことを特徴とする光ディスクトレイが提供される。
【００１７】
　このような光ディスクトレイでは、凸状保持部に対して光ディスクの中心孔を嵌合させ
ることで、この光ディスクが保持される。また、ブースタアンテナの第１のアンテナは、
その中央部が凸状保持部の中心と一致するように、光ディスクの保持面またはその裏面に
配置されて固着される。従って、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回転中心を中心
として形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディスクが凸状保持部に保持
されたときに、光ディスク上のアンテナと第１のアンテナとの間で信号を送受信すること
が可能となる。
【００１８】
　一方、ブースタアンテナの第２のアンテナは、光ディスクトレイの端部から突出するよ
うに配置されるので、光ディスクトレイを光ディスクケースの裏面カバー部に嵌着したと
きに、この第２のアンテナは、表面カバー部と裏面カバー部を閉塞したときの１つの側面
に対して、その外形が平行な状態で当接または近接するように配置される。従って、光デ
ィスクケースを閉じた状態で、第２のアンテナの位置に対応する側面にＩＣチップのリー
ダ／ライタが近接されたとき、このリーダ／ライタが備えるアンテナと第２のアンテナと
の間で信号を送受信することが可能となり、この状態でリーダ／ライタと光ディスク上の
ＩＣチップとが通信できるようになる。
【００１９】
　また、本発明では上記課題を解決するために、表面カバー部と裏面カバー部とが、閉塞
時に１つの側面を構成する側面部の両端においてそれぞれ折り曲げ可能な状態で接続され
て、前記表面カバー部および前記裏面カバー部の各主面が対向するように閉塞された時に
箱形の外形をなすように構成された光ディスクケースに対して、前記表面カバー部、前記
裏面カバー部、および前記側面部の外面を覆うように搭載可能なカード部材において、第
１のアンテナと第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信する信号を中継するブー
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スタアンテナを有し、前記第１のアンテナが前記裏面カバー部に対応する領域に配置され
、前記第２のアンテナが前記側面部に対応する領域に配置されるように、前記ブースタア
ンテナが配設され、かつ、前記ブースタアンテナは、前記裏面カバー部と前記側面部との
境界に対応する部分で折り曲げ可能であることを特徴とするカード部材が提供される。
【００２０】
　このようなカード部材において、ブースタアンテナの第１のアンテナは、このカード部
材を光ディスクケースの表面カバー部、裏面カバー部、および側面部の外面を覆うように
配設したときに、光ディスクケースの裏面カバー部に対応する領域に配置される。従って
、光ディスクケースの裏面カバー部の内部に、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回
転中心を中心として形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディスクが保持
されたときに、光ディスク上のアンテナと第１のアンテナとの間で信号を送受信すること
が可能となる。
【００２１】
　一方、ブースタアンテナの第２のアンテナは、このカード部材を光ディスクケースの表
面カバー部、裏面カバー部、および側面部の外面を覆うように配設したときに、光ディス
クケースの側面部に対応する領域に配置される。従って、光ディスクケースを閉じた状態
で、光ディスクケースの側面部にＩＣチップのリーダ／ライタが近接されたとき、このリ
ーダ／ライタが備えるアンテナと第２のアンテナとの間で信号を送受信することが可能と
なり、この状態でリーダ／ライタと光ディスク上のＩＣチップとが通信できるようになる
。
【００２２】
　また、本発明では上記課題を解決するために、それぞれの主面の端部側を中心として回
転可能な状態で接続された表面カバー部および裏面カバー部と、前記裏面カバー部に嵌着
され、一方の面に設けられた凸状保持部を光ディスクに形成された中央孔に嵌合させるこ
とによって前記光ディスクを保持するディスクトレイ部材とを備え、前記表面カバー部お
よび前記裏面カバー部の各主面が前記ディスクトレイ部材を挟んで対向するように閉塞さ
れた時に箱形の外形をなすように構成された光ディスクケースにおいて、前記ディスクト
レイ部材と前記裏面カバー部との間に収容されるカード部材であって、第１のアンテナと
第２のアンテナとが接続されてそれぞれが送受信する信号を中継するブースタアンテナを
有し、前記第１のアンテナが、その中央部が前記凸状保持部の中心と一致し、かつ、その
外形が前記裏面カバー部の主面と平行な状態となるように配置され、前記第２のアンテナ
が、前記表面カバー部と前記裏面カバー部を閉塞したときの１つの側面に対して、その外
形が平行な状態で当接または近接するように、前記ディスクトレイ部材側または前記裏面
カバー部側のいずれか一方の面に前記ブースタアンテナが固着されたことを特徴とするカ
ード部材が提供される。
【００２３】
　このようなカード部材において、ブースタアンテナの第１のアンテナは、このカード部
材をディスクトレイ部材と裏面カバー部との間に収容したときに、その中央部が凸状保持
部の中心と一致するように配置される。従って、光ディスクケースの裏面カバー部の内部
に、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回転中心を中心として形成された非接触通信
用のアンテナとが設けられた光ディスクが保持されたときに、光ディスク上のアンテナと
第１のアンテナとの間で信号を送受信することが可能となる。
【００２４】
　一方、ブースタアンテナの第２のアンテナは、このカード部材をディスクトレイ部材と
裏面カバー部との間に収容したときに、光ディスクケースを閉じた状態における１つの側
面に対して、その外形が平行な状態で当接または近接するように配置される。従って、光
ディスクケースを閉じた状態で、第２のアンテナの位置に対応する側面にＩＣチップのリ
ーダ／ライタが近接されたとき、このリーダ／ライタが備えるアンテナと第２のアンテナ
との間で信号を送受信することが可能となり、この状態でリーダ／ライタと光ディスク上
のＩＣチップとが通信できるようになる。
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【発明の効果】
【００２５】
　本発明の光ディスクケースによれば、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回転中心
を中心として形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディスクが凸状保持部
に保持され、かつ、この光ディスクケースを閉じた状態で、第２のアンテナの位置に対応
するケース側面にＩＣチップのリーダ／ライタを近接させることで、リーダ／ライタと光
ディスク上のＩＣチップとの間で確実に通信できるようになる。また、すでに広く普及し
ている光ディスクケースの基本構成を変えることなく、その光ディスクケースにブースタ
アンテナを配設して、上記効果を得ることが可能になる。
【００２６】
　また、本発明の光ディスクトレイによれば、この光ディスクトレイを、表面カバー部と
裏面カバー部とがそれぞれの主面の端部側を中心として回転可能な状態で接続されて構成
される光ディスクケースのケース筐体の内部に、光ディスクの保持面をケース筐体の内側
に向けて裏面カバー部に嵌着することで配設し、かつ、非接触型のＩＣチップと、光ディ
スクの回転中心を中心として形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディス
クを凸状保持部によって保持して、その光ディスクケースを閉じた状態において、第２の
アンテナの位置に対応するケース側面にＩＣチップのリーダ／ライタを近接させることで
、リーダ／ライタと光ディスク上のＩＣチップとの間で確実に通信できるようになる。ま
た、すでに広く普及している光ディスクケースの基本構成を変えることなく、その光ディ
スクケースを構成する光ディスクトレイにブースタアンテナを配設して、上記効果を得る
ことが可能になる。
【００２７】
　さらに、本発明のカード部材によれば、このカード部材が光ディスクケースの表面カバ
ー部、裏面カバー部、および側面部の外面を覆うように配設され、かつ、その光ディスク
ケースの裏面カバー部の内部に、非接触型のＩＣチップと、光ディスクの回転中心を中心
として形成された非接触通信用のアンテナとが設けられた光ディスクが保持されて、その
光ディスクケースが閉じられた状態において、光ディスクケースの側面部にＩＣチップの
リーダ／ライタを近接させることで、リーダ／ライタと光ディスク上のＩＣチップとの間
で確実に通信できるようになる。また、すでに広く普及している光ディスクケースの構成
を何ら変更することなく、その光ディスクケースの外面を覆うようにカード部材を配設す
るだけで、上記効果を得ることが可能になる。
【００２８】
　また、本発明のカード部材によれば、このカード部材がディスクトレイ部材と裏面カバ
ー部との間に収容され、かつ、その光ディスクケースの裏面カバー部の内部に、非接触型
のＩＣチップと、光ディスクの回転中心を中心として形成された非接触通信用のアンテナ
とが設けられた光ディスクが保持されて、その光ディスクケースが閉じられた状態におい
て、光ディスクケースの側面部にＩＣチップのリーダ／ライタを近接させることで、リー
ダ／ライタと光ディスク上のＩＣチップとの間で確実に通信できるようになる。また、す
でに広く普及している光ディスクケースの構成を何ら変更することなく、ディスクトレイ
部材と裏面カバー部との間にカード部材を配設するだけで、上記効果を得ることが可能に
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。始めに、各実施の形態で
用いられる非接触型ＩＣチップ付きの光ディスクの基本的な構造と、この光ディスク上の
ＩＣチップとの間の通信方法について説明する。
【００３０】
　図１は、非接触型ＩＣチップが搭載された光ディスクの構成例を示す平面図である。
　図１に示す光ディスク１は、ＣＤやＤＶＤ、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc，ソニ
ー株式会社の登録商標）、ＨＤ　ＤＶＤ（登録商標）などの一般的な光ディスク媒体に共
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通する、以下のような基本的構造を有している。すなわち、この光ディスク１には、中央
部に中心孔２が設けられており、この光ディスク１がディスクドライブに挿入されたとき
に、この中心孔２を中心に回転され、信号記録面にレーザ光が照射されて、その反射光の
光量に応じて信号が読み取られる。
【００３１】
　光ディスク１の中心孔２から所定距離分だけ外側の領域は、Ａｇ（銀）あるいはＡｌ（
アルミニウム）などの導電性材料からなる反射膜が成膜された信号記録領域３となってい
る。なお、書き込み可能な光ディスクの場合には、この信号記録領域３には反射膜の他、
記録膜や誘電体膜などがさらに成膜される。
【００３２】
　信号記録領域３と中心孔２との間は、ディスクドライブ内でこの光ディスク１をチャッ
キングするための領域であり、チャッキング領域４などと呼ばれる。そして、このチャッ
キング領域４には、非接触型のＩＣチップ５と、このＩＣチップ５が外部のリーダ／ライ
タとの間で非接触で通信するためのアンテナコイル６とが設けられている。図１の例では
、アンテナコイル６を３ターンのスパイラル状のものとしている。このような形状のアン
テナコイル６は、例えば、通信周波数として１３．５６ＭＨｚに代表される短波帯を用い
た場合に好適である。
【００３３】
　なお、ＩＣチップ５の非接触通信のためのアンテナは、光ディスク１の回転時における
重量バランスを保つために、中心孔２の周囲領域に、回転軸を中心としたスパイラル状（
あるいはループ状）に設けられることが望ましい。また、このようなアンテナは、図１の
ようなチャッキング領域４に限らず、例えば、反射膜が成膜された領域の裏面や、その領
域よりさらに外側のディスク縁部のディスク基板に設けられてもよい。ただし、チャッキ
ング領域４およびその近傍にアンテナを配置した場合には、光ディスク１に対する加工領
域を小さくできるというメリットがある。また、反射膜の成膜領域を避けてアンテナを配
置することで、ディスク両面に信号を記録できることや、反射膜による電磁効果を軽減で
きることなどのメリットも生まれる。
【００３４】
　図２は、非接触で通信する際のＩＣチップ側およびリーダ／ライタ側のアンテナ配置に
ついて説明するための図である。
　光ディスク１上のＩＣチップ５と良好な通信を行う場合、リーダ／ライタ側のアンテナ
コイル１１は、図２（Ａ）に示すようにＩＣチップ５側のアンテナコイル６と近接して対
向し、かつ互いに同軸上にあることが望ましい。しかし、ＩＣチップ５側のアンテナコイ
ル６とリーダ／ライタ側のアンテナコイル１１との位置関係が上記の状態からずれるに従
って、これらの間の通信状態は悪化する。そして、図２（Ｂ）に示すように、リーダ／ラ
イタ側のアンテナコイル１１が光ディスク１の外縁のさらに外側にあり、かつ、このアン
テナコイル１１とＩＣチップ５側のアンテナコイル６のそれぞれの軸が直交するような状
態のときには、ほぼ通信が不可能であることが多い。
【００３５】
　このように、各アンテナの位置関係によって良好な通信が不可能の場合でも、各アンテ
ナの間の通信を仲介するブースタアンテナを用いることで、良好な通信が可能になる。図
２（Ｂ）に示すブースタアンテナは、ＩＣチップ５側のアンテナコイル６と対向するアン
テナコイル２１と、リーダ／ライタ側のアンテナコイル１１と対向するアンテナコイル２
２とが、同調回路２３を介して互いに接続されて構成される。このようなブースタアンテ
ナを用いることで、ＩＣチップ５側のアンテナコイル６とリーダ／ライタ側のアンテナコ
イル１１との間の通信状態を改善できる。
【００３６】
　図３は、ブースタアンテナを介したＩＣチップとリーダ／ライタとの通信に必要な回路
の構成を概略的に示す図である。
　まず、光ディスク１に設けられるＩＣチップ５は、リーダ／ライタ１０との間で送受信
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する信号の変復調回路や制御回路、不揮発性記憶媒体などから構成される。ここでは一例
として、ＩＣチップ５はリーダ／ライタ１０との間で電磁波を使用して通信するとともに
、このＩＣチップ５はバッテリを持たず、リーダ／ライタ１０側から供給される電磁波か
ら電磁誘導によって動作電力を得るものとする。また、リーダ／ライタ１０側と電磁波を
送受信するためのアンテナコイル６は、同調回路７を介してＩＣチップ５と接続される。
同調回路７は例えばコイル、コンデンサ、抵抗などからなり、これらの回路部品のパラメ
ータは、アンテナコイル６および同調回路７を含む回路が通信周波数に共振する共振回路
を形成するように選択される。
【００３７】
　一方、リーダ／ライタ１０の主回路１２は、例えば、ＩＣチップ５との間で送受信する
信号や電源供給用電磁波の変復調回路などから構成される。この主回路１２は、ＩＣチッ
プ５側と電磁波を送受信するためのアンテナコイル１１と、同調回路１３を介して接続さ
れる。同調回路１３の機能は、ＩＣチップ５側の同調回路７と同様である。
【００３８】
　ブースタアンテナ２０は、上述したように、ＩＣチップ５側およびリーダ／ライタ１０
側にそれぞれ対応するアンテナコイル２１および２２と、それらを接続する同調回路２３
とから構成される。同調回路２３の機能は、同調回路７および１３と同様であって、ＩＣ
チップ５とリーダ／ライタ１０との間で送受信する信号の通信周波数に対してインピーダ
ンスが整合するように調整するものであり、例えばコイル、コンデンサ、抵抗などから構
成される。
【００３９】
　なお、各アンテナコイル２１および２２のインピーダンスが通信周波数と整合している
場合には特に同調回路２３は不要であり、この場合にはアンテナコイル２１および２２を
直接接続することができる。また、ＩＣチップ５側の同調回路７、およびリーダ／ライタ
１０側の同調回路１３も、同様に必要に応じて設けられればよい。
【００４０】
　次に、実施の形態に係る光ディスクケースについて具体的に説明するが、以下の各実施
の形態では、ＩＣチップ５側のアンテナコイル６とリーダ／ライタ１０側のアンテナコイ
ル１１とが図２（Ｂ）のような位置関係となるようなブースタアンテナ２０を、光ディス
ク１を収納する光ディスクケースに設ける。これにより、光ディスク１が光ディスクケー
スに収容された状態で、図２（Ｂ）のように光ディスク１の法線方向からリーダ／ライタ
１０を近づけた場合でも、良好な通信ができるようにする。
【００４１】
　［実施の形態１－１］
　図４は、実施の形態１－１に係る光ディスクケースの外形を示す図である。
　図４において、光ディスクケース３０は、光ディスク１がその内部に装着される樹脂製
の収納ケースであり、その外形は、ディスク面に対して垂直な方向が薄くされた直方体を
なしている。また、ディスク面に平行な面（ケース主面）の一辺に接続する側面には、こ
れに近接して、外部のリーダ／ライタ１０との間で信号を受け渡すためのブースタアンテ
ナ２０を構成するアンテナコイル２２が設けられている。図４の例では、光ディスクケー
ス３０のベース部に対してカバー部が回転可能に連結する連結部側の側面に、リーダ／ラ
イタ１０と通信するためのアンテナコイル２２が設けられている。また、ブースタアンテ
ナ２０を構成する他方のアンテナコイル２１（図示せず）は、装着された光ディスク１上
のアンテナコイル６に近接して対向するように、光ディスクケース３０の内部に設けられ
ている。なお、光ディスクケース３０およびブースタアンテナ２０の詳細な構成について
は後述する。
【００４２】
　このように、光ディスクケース３０の側面に沿ってブースタアンテナ２０のアンテナコ
イル２２を設けたことにより、図４に示すように、リーダ／ライタ１０のアンテナコイル
１１を対向させた状態でリーダ／ライタ１０を近接させると、リーダ／ライタ１０と光デ
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ィスク１上のＩＣチップ５との間で通信できるようになる。
【００４３】
　特に、このような光ディスクケース３０を多数、収納棚に収容した場合には、光ディス
クケース３０同士はディスク面に平行な面（ケース主面）で互いに接触（または近接）す
るので、このケース主面にリーダ／ライタ１０をかざしてＩＣチップ５と通信させること
は不可能になる。しかし、収納棚に収容した状態でも、光ディスクケース３０の少なくと
も１つの側面は外部に露出しているので、この側面に図４のようにブースタアンテナ２０
のアンテナコイル２２を設けておけば、この側面にリーダ／ライタ１０をかざすことでＩ
Ｃチップ５との通信が可能となる。
【００４４】
　収納棚に収容した状態で光ディスク１上のＩＣチップ５と通信できれば、例えば、ＩＣ
チップ５に楽曲などの情報を記録しておき、この情報をリーダ／ライタ１０で読み出して
表示装置に表示することや、指定したキーワードに合致する情報がＩＣチップ５に記録さ
れていたときに、音声や光などで知らせるなど、所望の楽曲やデータが収録された光ディ
スク１の検索を容易にするといった使い方が可能になる。
【００４５】
　なお、図４では、非接触型ＩＣチップ専用のリーダ／ライタ１０の例を示したが、この
リーダ／ライタ１０の形状や構成はあくまで一例である。リーダ／ライタの他の構成とし
ては、例えば、光ディスク１の再生・記録機器などのためのリモートコントローラにリー
ダ／ライタ機能を設け、そのリモートコントローラの先端部にアンテナコイルを配置して
おくことなども考えられる。
【００４６】
　図５は、実施の形態１－１に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
　図５に示すように、本実施の形態の光ディスクケース３０は、基本的に、外部筐体を構
成するベース部３１およびカバー部３２と、それらの内部に収容されるディスクトレイ３
３とから構成される。ベース部３１とカバー部３２とは連結部３４において回転可能な状
態で連結され、ベース部３１に対してカバー部３２が連結部３４を中心として開閉するよ
うになっている。また、カバー部３２が閉じられた状態では、カバー部３２がベース部３
１に対して嵌合して箱形の外形が形成され、その内部が密閉される。
【００４７】
　ディスクトレイ３３は、光ディスク１が装着される部材であり、ベース部３１の内側に
嵌着される。このディスクトレイ３３には、光ディスク１が載置される円形凹状のディス
ク載置面３５が形成され、その中心部には凸状のディスク保持部３６が形成されている。
ディスク保持部３６の周囲は弾性を有し、このディスク保持部３６に光ディスク１の中心
孔２が嵌合されて、光ディスク１が保持される。
【００４８】
　このようなベース部３１、カバー部３２、およびディスクトレイ３３の３つの部材から
構成される光ディスクケース３０は、主にＣＤ用の収納ケースとして最も一般的に流通さ
れているものであり、“ジュエルケース”などと呼ばれる。なお、ベース部３１、カバー
部３２、およびディスクトレイ３３は、例えばポリスチレン樹脂材料によって形成され、
一般には、少なくともベース部３１およびカバー部３２が透明樹脂材料により形成される
。また、ベース部３１およびカバー部３２と、内部のディスクトレイ３３とがそれぞれ別
のメーカによって製造され、別々に流通される場合もある。
【００４９】
　そして、本実施の形態では、この光ディスクケース３０に収容された光ディスク１上の
ＩＣチップ５と通信するためのブースタアンテナ２０が、ディスクトレイ３３に設けられ
る。図６に示すように、本実施の形態において、ブースタアンテナ２０は、アンテナコイ
ル２１および２２が基板と一体化されたブースタアンテナユニット２０ａとして構成され
る。
【００５０】
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　図６は、ブースタアンテナユニットの構成を示す図である。
　図６に示すように、ブースタアンテナユニット２０ａは、ＩＣチップ５との通信用のア
ンテナコイル２１と、リーダ／ライタ１０との通信用のアンテナコイル２２と、各アンテ
ナコイル２１および２２を接続する接続配線２４とからなるブースタアンテナ２０が、フ
レキシブル基板２５の上に形成された構成をなしている。各アンテナコイル２１および２
２、接続配線２４は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）などの金属材料をフレキシブル基板
２５上に印刷などによって薄板状（または薄膜状）に形成したものである。
【００５１】
　また、ＩＣチップ５側のアンテナコイル２１の中心領域には、フレキシブル基板２５に
ディスクトレイ３３のディスク保持部３６を貫通させるための中心孔２６が形成されてい
る。さらに、この例では、フレキシブル基板２５におけるアンテナコイル２１および２２
の間の領域に、ディスクトレイ３３の表面形状に合わせるための折り曲げ部２７ａ～２７
ｃが形成されている。
【００５２】
　なお、アンテナコイル２１および２２のアンテナ径や巻き数などは、それぞれＩＣチッ
プ５側のアンテナコイル６およびリーダ／ライタ１０側のアンテナコイル１１のアンテナ
径や巻き数などに応じて、良好な通信ができるように適切に決められればよい。
【００５３】
　また、このブースタアンテナユニット２０ａに形成されるブースタアンテナ２０の回路
構成は、図３に示した通りである。図６では、同調回路２３が形成されていないブースタ
アンテナユニット２０ａの例を示している。同調回路２３が必要な場合には、図６におい
て、例えば、フレキシブル基板２５における接続配線２４が形成された領域に同調回路２
３が設けられればよい。
【００５４】
　前述のように、同調回路２３は、例えばコイル、コンデンサ、抵抗などから構成される
。同調回路２３の具体的な構成例としては、例えば、コンデンサ（チップコンデンサ）の
一対の電極を一対の接続配線２４にそれぞれ接続することで、アンテナコイル２１および
２２に対して並列にコンデンサを接続させる。このとき、コンデンサの容量を調節するこ
とでインピーダンスを変化させることができ、結果として通信周波数に対するインピーダ
ンス整合を調整することができる。
【００５５】
　図７は、光ディスクケースを構成するディスクトレイおよびブースタアンテナユニット
の分解斜視図である。
　本実施の形態の光ディスクケース３０は、例えば、以下のような工程により製造される
。まず、上述したように、フレキシブル基板２５上に、アンテナコイル２１および２２と
接続配線２４とが印刷などにより形成されたブースタアンテナユニット２０ａが、図６に
示したように平坦な状態で作製される。一方、射出成型などによりディスクトレイ３３が
形成される。
【００５６】
　次に、ブースタアンテナユニット２０ａの折り曲げ部２７ａ～２７ｃが、所定の方向に
折り曲げ加工された後、そのブースタアンテナユニット２０ａが、中心孔２６をディスク
トレイ３３のディスク保持部３６に位置合わせした状態で、ディスクトレイ３３の上面（
ディスク載置面３５側の面）に固着される。この例では、フレキシブル基板２５のうち、
アンテナコイル２１および接続配線２４の形成面の裏面が、ディスクトレイ３３に対して
固着される。この結果、ディスク保持部３６の周囲を囲むようにアンテナコイル２１が配
置され、ディスク保持部３６に光ディスク１が嵌合されたときに、ディスク側のアンテナ
コイル６とトレイ側のアンテナコイル２１との間で確実に電磁結合し、信号を送受信でき
るようになる。
【００５７】
　ここで、フレキシブル基板２５とディスクトレイ３３とは、例えば、紫外線硬化樹脂、
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ホットメルト樹脂、エポキシ樹脂系、シアノアクリレート系、合成ゴム系（好ましくはス
チレン－ブタジエンゴム系）などの接着剤あるいは粘着材などによって接着される。この
とき、接着面にあらかじめプライマを塗布して、より確実に接着されるように接着面を改
質しておいてもよい。
【００５８】
　なお、本実施の形態では、ディスクトレイ３３には、後にベース部３１に配置されたと
きにベース部３１とカバー部３２とが連結する連結部３４側の領域に凸部３７が形成され
ており、ブースタアンテナユニット２０ａの折り曲げ部２７ａ～２７ｃはこの凸部３７の
表面に密着するように折り曲げられる。この結果、アンテナコイル２２が形成されたフレ
キシブル基板２５の領域は、凸部３７の端部において、ディスク載置面３５と垂直になる
ように下側に折り曲げられる。このような凸部３７を有するディスクトレイ３３はジュエ
ルケース型の光ディスクケース３０では最も一般的であり、このような既存のディスクト
レイ３３に対して何の加工も施すことなく、上記構成のブースタアンテナユニット２０ａ
を固着することができる。
【００５９】
　また、ブースタアンテナユニット２０ａの取り付けの際には、ディスクトレイ３３に対
する取り付けの前に折り曲げ加工しておかずに、例えば、平坦状態のまま中心孔２６をデ
ィスクトレイ３３のディスク保持部３６に位置合わせした状態で上面から押圧することで
、折り曲げ部２７ａ～２７ｃを折り曲げ加工してもよい。
【００６０】
　また、別の構成として、例えば、ディスクトレイ３３の凸部３７に対して、ブースタア
ンテナユニット２０ａの接続配線２４の領域が嵌め込まれるような切り欠き部を設けてお
き、ブースタアンテナユニット２０ａを、折り曲げ部２７ｂおよび２７ｃを折り曲げずに
平坦な状態のままディスクトレイ３３に固着できるようにしてもよい。この場合、アンテ
ナコイル２２は、折り曲げ部２７ａにおいて上側に折り曲げ加工されてもよい。
【００６１】
　また、ブースタアンテナ２０は、本実施の形態のように基板と一体化した構成に限らず
、例えば、細い金属線のみから構成されてもよい。この場合、アンテナコイル２１および
２２は、例えば、それぞれ巻き線機などにより巻き線された空芯コイルとして形成されれ
ばよい。
【００６２】
　上記の工程によりブースタアンテナユニット２０ａがディスクトレイ３３に取り付けら
れる一方で、ベース部３１とカバー部３２とが射出成型により形成されて、それらが連結
部３４において回転可能に連結される。そして、カバー部３２を開いた状態で、ベース部
３１の内部に、ブースタアンテナユニット２０ａが固着されたディスクトレイ３３が嵌め
込まれて固定される。このとき、ブースタアンテナユニット２０ａのアンテナコイル２２
は、ディスクトレイ３３の凸部３７の端部の下部において、ベース部３１の回転中心側の
側面３８（図５参照）の内側に密着するように配置される。
【００６３】
　なお、上記構成の光ディスクケース３０では、ディスクトレイ３３にブースタアンテナ
ユニット２０ａが固着された状態の部品が流通され、この部品がこれとは別に流通された
ベース部３１およびカバー部３２に対して別のメーカあるいはユーザによって取り付けら
れてもよい。
【００６４】
　また、当然ながら、ベース部３１に対してディスクトレイ３３が嵌着された後、そのベ
ース部３１にカバー部３２を連結してもよい。あるいは、ベース部３１、カバー部３２、
およびディスクトレイ３３がすべて組み立てられた後で、ディスクトレイ３３上にブース
タアンテナユニット２０ａを固着してもよい。
【００６５】
　以上説明した実施の形態１－１では、既存のジュエルケース型の光ディスクケースの構
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造や形状を変えることなく（あるいは元の形状に対してわずかに加工もしくは形状変更す
るだけで）、簡易な工程でブースタアンテナ２０を搭載させることができる。この結果、
ベース部３１の側面３８にこの側面３８と対向させた状態でリーダ／ライタ１０を近づけ
ることで、リーダ／ライタ１０と光ディスク１のＩＣチップ５との間で通信させることが
可能になる。
【００６６】
　また、ブースタアンテナユニット２０ａが固着された状態のディスクトレイ３３が単独
で販売された場合には、既存のジュエルケース型の光ディスクケースをすでに所有してい
るユーザは、そのケース全体を交換するのではなく、内部のディスクトレイのみを購入し
て交換するだけで、上記の付加機能によるメリットを享受できるようになる。
【００６７】
　なお、ブースタアンテナユニット２０ａのアンテナコイル２２は、基本的に、ベース部
３１のトレイ取り付け面の４辺にそれぞれ接続する側面のいずれかに当接（または近接）
するように配設されればよい。すなわち、アンテナコイル２２が当接された側面にリーダ
／ライタ１０をかざすことで、光ディスク１上のＩＣチップ５と通信できるようになる。
【００６８】
　ただし、上記構成の光ディスクケース３０では、一般的に、カバー部３２の回転中心側
の側面３８の内部に紙部材が配設されて、この側面３８を通して光ディスク１に記録され
たコンテンツのタイトルなどが表示されることが多い。このため、この光ディスクケース
３０を収納棚に収納した際には、側面３８が収納棚の外部に露出する状態となることが多
い。また、側面３８の側にアンテナコイル２２を配設することで、他の側面に配設した場
合と比較して、光ディスク１の着脱の際にユーザがアンテナコイル２２に接触してこれを
破損する事態を防止できる。このような点から、アンテナコイル２２は側面３８に当接す
るように配設されることが最も好ましく、本明細書に記載したすべての実施の形態では、
カバー部の回転中心側の側面にリーダ／ライタ１０との通信用のアンテナコイル２２を配
設した例を示すこととする。
【００６９】
　［実施の形態１－２］
　図８は、実施の形態１－２に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
　図８に示す光ディスクケース３０ａは、実施の形態１－１の光ディスクケース３０を変
形したものであり、ブースタアンテナユニット２０ｂが、ディスクトレイ３３のディスク
載置面３５側でなく、その裏面に配設されたものである。光ディスクケース３０ａに搭載
されるブースタアンテナユニット２０ｂでは、リーダ／ライタ１０との通信用のアンテナ
コイル２２が、接続配線２４と間の折り曲げ部２７ａを境界として上側に折り曲げられて
、ケース主面と垂直な状態とされる。
【００７０】
　このような光ディスクケース３０ａを製造する場合、例えば、ブースタアンテナユニッ
ト２０ｂは、折り曲げ部２７ａでの折り曲げ加工が施された後、ディスクトレイ３３のデ
ィスク載置面３５とは反対の面に固着される。そして、ブースタアンテナユニット２０ｂ
が固着されたディスクトレイ３３が、ベース部３１の内側に嵌着され、このベース部３１
にカバー部３２が連結部３４において連結される。なお、ブースタアンテナユニット２０
ｂにおいては、全体が平坦な状態でディスクトレイ３３に固着された後、このディスクト
レイ３３をベース部に取り付ける際に押圧されることで、折り曲げ部２７ａが折り曲げら
れてもよい。また、ブースタアンテナユニット２０ｂが固着されたディスクトレイ３３が
流通されてもよい。さらに、ブースタアンテナユニット２０ｂをベース部３１の内側に固
着した後、その上からディスクトレイ３３を嵌着する手順としてもよい。
【００７１】
　このような工程において、ブースタアンテナユニット２０ｂを配設する際に、ディスク
保持部３６とブースタアンテナユニット２０ｂの中心孔２６のそれぞれの中心位置が合わ
せられることで、ディスクトレイ３３に光ディスク１を収容したとき、ＩＣチップ５側の
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アンテナコイル６とブースタアンテナユニット２０ｂ側のアンテナコイル２１とが電磁結
合して、これらの間での信号の送受信が可能となる。また、組み立て後の光ディスクケー
ス３０ａにおいては、ブースタアンテナユニット２０ｂの他方のアンテナコイル２２は、
カバー部３２の側面３８の内側に当接した状態となる。これにより、外部から側面３８に
リーダ／ライタ１０を近接させることで、リーダ／ライタ１０とＩＣチップ５との間での
通信が可能となる。
【００７２】
　［実施の形態２］
　図９は、実施の形態２に係る光ディスクケースの構成を示す斜視図である。
　この図９に示す光ディスクケース４０は、ベース部４１とカバー部４２とから構成され
ており、ベース部４１とカバー部４２とは連結部４３において回転可能に連結されている
。また、実施の形態１－１～１－２とは異なり、ベース部４１の内面にディスク載置面４
４およびディスク保持部４５が一体に形成されていて、ベース部４１の内側に光ディスク
１が収容される構成となっている。ベース部４１およびカバー部４２は、例えばポリスチ
レン樹脂材料によって形成される。このような基本的な構成を持つ光ディスクケース４０
は、実施の形態１－１～１－２に示した構成の光ディスクケースより薄型のＣＤ用、ＤＶ
Ｄ用などの収納ケースとして、すでに広く流通しているものである。
【００７３】
　そして、本実施の形態では、このような光ディスクケース４０のディスク載置面４４に
、ブースタアンテナが形成されたブースタアンテナユニット２０ｃが固着されている。こ
こで示すブースタアンテナユニット２０ｃの構成は、図８に示したブースタアンテナユニ
ット２０ｂとほぼ同様であり、リーダ／ライタ１０側のアンテナコイル２２は、接続配線
２４との間の折り曲げ部２７ａにおいて折り曲げられて、ＩＣチップ５用のアンテナコイ
ル２１とは垂直な状態とされる。なお、フレキシブル基板２５の接続配線２４が形成され
た領域では、実際にはベース部４１の内面の凹凸に沿って適宜折り曲げられて、その内面
と接触するように形成されればよい。あるいは、ベース部４１の内面におけるフレキシブ
ル基板２５を固着する領域を平坦な状態にあらかじめ形成しておいてもよい。
【００７４】
　このブースタアンテナユニット２０ｃのアンテナコイル２２は、カバー部４２を閉じた
ときに、カバー部４２の連結部４３側の端面４６の内側に当接した状態となり、これによ
り、光ディスク１を収容した状態でカバー部４２を閉じたときに、外部から端面４６にリ
ーダ／ライタ１０を近接させることで、リーダ／ライタ１０とＩＣチップ５との間での通
信が可能となる。一方、アンテナコイル２１の内側に形成された中心孔２６の中心と、デ
ィスク保持部４５の中心の位置が合わせられて、アンテナコイル２１と光ディスク１上の
ＩＣチップ５とが確実に電磁結合される。
【００７５】
　なお、以上の実施の形態２では、ブースタアンテナユニット２０ｃをベース部４１の内
面に固着したが、このブースタアンテナユニット２０ｃをカバー部４２の内面に固着して
もよい。
【００７６】
　［実施の形態３－１］
　図１０～図１３は、実施の形態３－１に係る光ディスクケースの構成を示す図である。
図１０は正面図を、図１１は図１０のＡ－Ａ矢視による断面図を、図１２は図１０のＢ－
Ｂ矢視による断面図を、図１３は背面図をそれぞれ示す。
【００７７】
　本実施の形態の光ディスクケース５０は、基本的に、表面カバー部５１ａと裏面カバー
部５１ｂとを備えた２つ折りの箱形形状を有している。表面カバー部５１ａと裏面カバー
部５１ｂとはケース側面部５１ｃを介して折り曲げ可能に接続されており、これらは例え
ばポリプロピレンなどの樹脂材料によって一体に形成されている。すなわち、表面カバー
部５１ａおよび裏面カバー部５１ｂは、それぞれケース側面部５１ｃとの境界部である折
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り曲げ部５２ａおよび５２ｂにおいて９０度折り曲げられ、このとき、表面カバー部５１
ａと裏面カバー部５１ｂとが対向する状態となって内部が密閉される。また、このときケ
ース側面部５１ｃは、表面カバー部５１ａおよび裏面カバー部５１ｂに対して垂直な状態
となって、光ディスクケース５０の１つの側面を構成するようになる。
【００７８】
　裏面カバー部５１ｂの内面には、光ディスク１が載置されるディスク載置面５３ａと、
光ディスク１を保持するための凸状のディスク保持部５３ｂが一体に形成されている。前
述した各実施の形態と同様に、ディスク保持部５３ｂの周囲は弾性を有し、このディスク
保持部５３ｂに光ディスク１の中心孔２が嵌合されることで、光ディスク１が保持される
。一方、表面カバー部５１ａの内面は、例えば光ディスク１に収録されたコンテンツを説
明するための冊子などを収容するための冊子収容面５４ａとなっており、この面には冊子
を保持し、かつ係止するための凸状の係止部５４ｂが形成されている。
【００７９】
　さらに、表面カバー部５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、およびケース側面部５１ｃの外面
（すなわち、ディスク載置面５３ａおよび冊子収容面５４ａの反対面）は、１枚の透明シ
ート５５によって覆われている。この透明シート５５は、その４辺のうち３辺において、
表面カバー部５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、およびケース側面部５１ｃの端部と固着され
ているが、残る一辺は固着されずに開放されている。なお、ここでは例として、図１３（
および図１０）における上側を開放端部５５ａとしている。そして、この開放端部５５ａ
から透明シート５５の内部に、例えばジャケット写真などが印刷されたパッケージ表示用
のカード部材（図示せず）を挿入することが可能になっている。
【００８０】
　以上のような基本構成を有する光ディスクケース５０は、主にＤＶＤ用の収納ケースと
して最も一般的に流通されているものであり、“トールケース”などと呼ばれる。そして
、本実施の形態では、このような既存の光ディスクケース５０に対して、ブースタアンテ
ナ２０が形成されたブースタアンテナユニット２０ｄが搭載される。
【００８１】
　ブースタアンテナユニット２０ｄの基本的な構成は上述した各実施の形態と同様であり
、アンテナコイル２１および２２と接続配線２４とがフレキシブル基板２５上に形成され
た構成となっている。このブースタアンテナユニット２０ｄは、裏面カバー部５１ｂの内
面に、アンテナコイル２１の中心領域に設けた中心孔２６にディスク保持部５３ｂを貫通
させた状態で固着される。このとき、アンテナコイル２２は、光ディスクケース５０を閉
じた状態でケース側面部５１ｃの内面に当接するように配設される。なお、ブースタアン
テナユニット２０ｄの固着には、実施の形態１－１で説明した接着剤および接着手順が適
用されればよい。
【００８２】
　ここで、ブースタアンテナユニット２０ｄは、例えば、平坦な状態のままでそのフレキ
シブル基板２５の裏面全体が光ディスクケース５０の内面に固着される。そして、光ディ
スクケース５０が閉じられるときには、折り曲げ部５２ａおよび５２ｂが折り曲げられる
のに連動して、アンテナコイル２２の形成領域と接続配線２４の形成領域との境界の折り
曲げ部２７ａも折り曲げられる。この結果、ケース側面部５１ｃの外側にリーダ／ライタ
１０をかざしたときに、リーダ／ライタ１０のアンテナコイル１１とアンテナコイル２２
とが電磁結合されるようになる。
【００８３】
　また、ブースタアンテナユニット２０ｄは、あらかじめ折り曲げ部２７ａを境界とした
９０度の折り曲げ加工が施された後、裏面カバー部５１ｂの内面に固着されてもよい。こ
の場合、フレキシブル基板２５の裏面では、アンテナコイル２１および接続配線２４の形
成領域のみが裏面カバー部５１ｂに固着されればよい。
【００８４】
　なお、ブースタアンテナユニット２０ｄを裏面カバー部５１ｂに固着する際には、フレ
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キシブル基板２５の裏面が裏面カバー部５１ｂの内面に密着するように、フレキシブル基
板２５を裏面カバー部５１ｂの凹凸に合わせて適宜折り曲げ加工する。この折り曲げ加工
は、裏面カバー部５１ｂへの取り付け前に行ってもよいし、裏面カバー部５１ｂへ取り付
ける際に押圧することで行ってもよい。また、フレキシブル基板２５（特に接続配線２４
の形成領域）を平坦な状態のまま固着できるように、フレキシブル基板２５が固着される
領域において裏面カバー部５１ｂの内面を平坦に形成しておいてもよい。
【００８５】
　以上説明した実施の形態３－１では、既存のトールケース型の光ディスクケースの構造
や形状を変えることなく（あるいは元の形状に対してわずかに加工もしくは形状変更する
だけで）、簡易な工程でブースタアンテナを搭載させることができる。この結果、ケース
側面部５１ｃにこの面と対向させた状態でリーダ／ライタ１０のアンテナコイル１１を近
づけることで、リーダ／ライタ１０と光ディスク１のＩＣチップ５との間で通信させるこ
とが可能になる。
【００８６】
　［実施の形態３－２］
　図１４は、実施の形態３－２に係る光ディスクケースの構成を示す図である。
　図１４に示す光ディスクケース５０ａは、実施の形態３－１の光ディスクケース５０を
変形したものであり、ブースタアンテナユニット２０ｅが、裏面カバー部５１ｂおよびケ
ース側面部５１ｃの内面でなく、その外面に配設されたものである。なお、図１４は光デ
ィスクケース５０ａの背面図であり、図１３に対応する部位には同じ符号を付して示して
いる。
【００８７】
　ブースタアンテナユニット２０ｅは、アンテナコイル２１の中心とディスク保持部５３
ｂの中心とが位置合わせされ、アンテナコイル２２がケース側面部５１ｃの外面に位置す
るように配設されて、その全面が裏面カバー部５１ｂおよびケース側面部５１ｃに対して
固着される。そして、光ディスクケース５０ａが閉じられるときには、裏面カバー部５１
ｂとケース側面部５１ｃとの境界部が折り曲げられるのに連動して、アンテナコイル２２
の形成領域と接続配線２４の形成領域との境界の折り曲げ部２７ａも折り曲げられる。こ
れにより、ケース側面部５１ｃの外側にリーダ／ライタ１０をかざしたときに、リーダ／
ライタ１０のアンテナコイル１１とアンテナコイル２２とが電磁結合されるようになる。
【００８８】
　なお、表面カバー部５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、およびケース側面部５１ｃの外面が
透明シートで覆われている場合には、ブースタアンテナユニット２０ｅはこの透明シート
の内側に配設される。
【００８９】
　［実施の形態３－３］
　図１５および図１６は、実施の形態３－３に係る光ディスクケースの構成を示す図であ
る。図１５は背面図を、図１６は図１５中のＣ－Ｃ矢視による断面図をそれぞれ示し、こ
れらの図では図１３および図１１に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【００９０】
　図１５に示す光ディスクケース５０ｂの基本的な構成は、上述した実施の形態３－１と
同様であり、表面カバー部５１ａと裏面カバー部５１ｂとがケース側面部５１ｃを介して
折り曲げ可能に接続された構造となっている。
【００９１】
　この光ディスクケース５０ｂでは、表面カバー部５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、および
ケース側面部５１ｃの外面が透明シート５５で覆われており、透明シート５５とケース本
体との間に、パッケージ表示用のカード部材５６が挿入される。この例では、図１５中の
上側が透明シート５５の開放端部５５ａとされており、この開放端部５５ａからカード部
材５６が挿入可能になっている。そして、このカード部材５６に対して、ブースタアンテ
ナユニット２０ｆが搭載される。ブースタアンテナユニット２０ｆは、基本的には、カー
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ド部材５６のケース本体側に固着され、カード部材５６のパッケージ表示面に影響を与え
ないようにされている。
【００９２】
　図１７は、ブースタアンテナユニットが搭載されたカード部材の構成を示す図である。
　図１７（Ａ）は、カード部材５６をパッケージ表示面の裏側から見たときの図を示して
いる。この図のように、カード部材５６の領域５６ａ～５６ｃは、ケース挿入時にそれぞ
れ表面カバー部５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、およびケース側面部５１ｃに当接される領
域となっており、図１７（Ｂ）に示すように、光ディスクケース５０ｂを閉じたときには
各領域５６ａ～５６ｃの境界部が折り曲げられる。
【００９３】
　そして、これらのうち領域５６ｂおよび５６ｃに対してブースタアンテナユニット２０
ｆが固着される。ブースタアンテナユニット２０ｆにおいては、アンテナコイル２２の形
成領域と接続配線２４の形成領域との境界が折り曲げ部２７ａとされ、この折り曲げ部２
７ａがカード部材５６の折り曲げに連動して折り曲げ可能となっている。
【００９４】
　このようなカード部材５６が、透明シート５５とケース本体との間に挿入されると、ア
ンテナコイル２１の中心がディスク保持部５３ｂの中心と合うようにブースタアンテナユ
ニット２０ｆが配置され、光ディスクケース５０ｂに光ディスク１が収容されたときに、
光ディスク１側のアンテナコイル６とブースタアンテナユニット２０ｆのアンテナコイル
２１とが電磁結合されるようになる。また、アンテナコイル２２はケース側面部５１ｃの
外面に位置するように配置され、これにより、ケース側面部５１ｃの外側にリーダ／ライ
タ１０をかざしたときに、リーダ／ライタ１０のアンテナコイル１１とアンテナコイル２
２とが電磁結合されて、リーダ／ライタ１０とＩＣチップ５との通信が可能になる。
【００９５】
　本実施の形態の光ディスクケース５０ｂを製造する場合には、基本的に、表面カバー部
５１ａ、裏面カバー部５１ｂ、およびケース側面部５１ｃからなるケース本体が射出成型
により一体に形成された後に、そのケース本体の外面に透明シート５５が取り付けられる
。透明シート５５は、その３辺に対応する端部がケース本体の端部に接続（例えば接着）
され、残りの一辺に対応する開放端部から、あらかじめブースタアンテナユニット２０ｆ
が固着された状態のカード部材５６が挿入される。
【００９６】
　従って、本実施の形態によれば、既存のトールケース型の光ディスクケースに対して何
の加工も施すことなく、その光ディスクケースに対してブースタアンテナユニット２０ｆ
が搭載されたカード部材５６を挿入するだけで、ケース側面部５１ｃからＩＣチップ５と
通信できるようになる。また、ブースタアンテナユニット２０ｆが搭載されたカード部材
５６を、光ディスクケース本体とは別に流通させることもできる。
【００９７】
　なお、本実施の形態では、ブースタアンテナを構成する金属配線などをフレキシブル基
板２５に形成したブースタアンテナユニット２０ｆを、カード部材５６に固着する構成と
したが、フレキシブル基板２５を用いずに、金属配線をカード部材５６に対して印刷など
によって直接的に形成してもよい。
【００９８】
　また、上記のトールケース型と同じ基本構成を有する光ディスクケースの例として、ケ
ース内面に光ディスク１の載置面に隣接して、フラッシュメモリなどを備えるメモリカー
ドを脱着可能な脱着部が設けられた光ディスクケースも存在する。このような光ディスク
ケースに対しても、上記の実施の形態３－１～３－３に示した手法によってブースタアン
テナを搭載させることが可能である。
【００９９】
　ところで、上記各実施の形態における光ディスクケースを、収納棚などに多数並列して
収納した場合には、隣り合う光ディスクケースがそれぞれ備えるブースタアンテナが非常
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に近接して配置されることになる。このとき、特に各ブースタアンテナの中のＩＣチップ
との通信を担うアンテナコイル同士は、各アンテナコイル面が平行の状態で近接して配置
されるために、一方のアンテナを通じてＩＣチップと通信する際に、アンテナ間で通信の
干渉が発生してしまう場合がある。従って、例えば、単独の光ディスクケースで良好に通
信していた状態から、その両側に同様の光ディスクケースを隣接させると、通信が不安定
になる現象、あるいは通信できなくなる現象が生じる。また、並列している光ディスクケ
ースの中から、ある１つの光ディスクケースの側面にリーダ／ライタを近接させたとき、
目標とするものの隣りの光ディスクケース内の記憶情報を読み取ってしまうといった現象
も生じる。
【０１００】
　これらの現象は、リーダ／ライタが、複数の光ディスクケース内の複数のＩＣチップと
通信しようとするために各ＩＣチップに対する電力の供給が不足すること、あるいは、コ
リジョン状態が発生することなどの原因により、所望のＩＣチップとの正常な通信ができ
なくなることで生じると考えられる。また、隣接する別のアンテナコイルに対応するＩＣ
チップの方が高い通信能力を持つ場合には、そのＩＣチップとの通信が行われてしまい、
所望していたＩＣチップとの通信ができなくなってしまうことも、上記の現象が生じる一
因になると考えられる。
【０１０１】
　そこで、以下の実施の形態４－１～４－８では、上述した構造の光ディスクケースに対
して、ブースタアンテナ中のＩＣチップ側アンテナコイルよりさらに外側に、シート状の
高透磁率部材を設けることで、隣接する光ディスクケース間での通信の干渉を防止し、通
信性能を向上させるようにする。
【０１０２】
　［実施の形態４－１］
　図１８は、実施の形態４－１に係る光ディスクケースの分解斜視図である。また、図１
９は、ディスクトレイに対するブースタアンテナユニットおよび高透磁率部材の取り付け
構造を示す分解斜視図である。なお、これらの図１８および図１９では、図５および図６
に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１０３】
　図１８に示す光ディスクケース３０ｂは、実施の形態１－１の光ディスクケース３０に
対して、ブースタアンテナユニット２０ａのＩＣチップ５側のアンテナコイル２１と、デ
ィスクトレイ３３との間に、高透磁率部材３１１を配設したものである。高透磁率部材３
１１は、アンテナコイル２１の形成領域より広い円環状のシート材として形成され、アン
テナコイル２１と互いに中心を合わせた状態でディスク保持部３６の周囲に配設される。
【０１０４】
　この高透磁率部材３１１により、同構造の光ディスクケース３０ｂを例えば収納棚に同
じ方向で並べて収納した場合でも、ベース部３１を介して隣接する光ディスクケース３０
ｂ内のブースタアンテナユニット２０ａのアンテナコイル２１同士を電気的、電磁的に分
離することができる。従って、所望の光ディスクケース３０ｂの側面３８の外側からリー
ダ／ライタ１０を近接させることで、そのケース内のＩＣチップとより確実に通信できる
ようになる。
【０１０５】
　図１９に示すように、ブースタアンテナユニット２０ａおよび高透磁率部材３１１は、
例えば、ディスクトレイ３３にあらかじめ取り付けられた後、ベース部３１に対して嵌着
される。ディスクトレイ３３への取り付け時には、例えば、アンテナコイル２１の下面側
に高透磁率部材３１１を接着剤などで固着した後、この高透磁率部材３１１の下面とディ
スクトレイ３３に接着剤などで固着する。あるいは、高透磁率部材３１１をディスクトレ
イ３３に固着した後、その上からブースタアンテナユニット２０ａを固着してもよい。こ
のように、ブースタアンテナユニット２０ａおよび高透磁率部材３１１があらかじめ搭載
された状態のディスクトレイ３３が、ベース部３１およびカバー部３２とは別に流通され
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てもよい。
【０１０６】
　なお、ベース部３１、カバー部３２、およびディスクトレイ３３からなる既存の光ディ
スクケースに対して、ブースタアンテナユニット２０ａおよび高透磁率部材３１１を後か
ら取り付けるようにしてもよい。また、ブースタアンテナユニット２０ａをディスクトレ
イ３３のディスク保持面に固着し、高透磁率部材３１１をディスクトレイ３３の裏面に固
着してもよい。あるいは、高透磁率部材３１１のみベース部３１の内面または外面に固着
してもよい。
【０１０７】
　また、上記の高透磁率部材３１１は、例えば、軟磁性材料を磁性粉末として、その磁性
粉末を焼結させる方法、あるいは、その磁性粉末をバインダーに混入して成形する方法な
どによって製造されればよい。軟磁性材料としては、例えば、センダスト（Ｆｅ－Ａｌ－
Ｓｉ系）、パーマロイ（Ｎｉ－Ｆｅ系）、アモルファス合金（Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系、Ｃｏ－
Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系など）、フェライト（Ｎｉ－Ｚｎフェライト、Ｍｎ－Ｚｎフェライトな
ど）などを用いることができる。
【０１０８】
　磁性粉末を焼結させる方法（焼結体を形成する方法）としては、例えば、フェライト材
料の微粉末を有機溶剤中に分散させて形成した金属ペーストをシート状に塗布した後、有
機溶媒の加熱分解を行い、本焼成した焼結フェライト板を得る方法を利用できる。また、
磁性粉末をバインダーに混入して成型する方法としては、例えば、バインダーとしてナイ
ロン１２、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）、ポリエチレンなどの合成樹脂材料を
用い、磁性粉末をバインダーに混入させた上で、例えば射出成形などによりシート状また
はプレート状に成形する方法を利用できる。
【０１０９】
　また、同様な磁性材料を用いたシート材は、例えば、ＲＦＩＤ用磁性シート、電磁ノイ
ズ抑制シートなどとして広く流通しており、このような既製のシート材を利用して上記の
高透磁率部材３１１を形成することもできる。
【０１１０】
　［実施の形態４－２］
　図２０は、実施の形態４－２に係る光ディスクケースの分解斜視図である。なお、この
図２０では、図８に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１１１】
　図２０に示す光ディスクケース３０ｃは、実施の形態１－２の光ディスクケース３０ａ
に対して、ブースタアンテナユニット２０ｂとベース部３１との間に、高透磁率部材３１
２を配設したものである。高透磁率部材３１２は、アンテナコイル２１の形成領域より広
い円状のシート材として形成され、アンテナコイル２１と互いに中心を合わせた状態で配
設される。
【０１１２】
　なお、ここでは、高透磁率部材３１２を円状に形成しているが、この部材が少なくとも
アンテナコイル２１の形成領域を覆い尽くすような状態となれば、円環状などの他の形状
とされてもよい。
【０１１３】
　この高透磁率部材３１２により、同構造の光ディスクケース３０ｃを例えば収納棚に同
じ方向で並べて収納した場合でも、ベース部３１を介して隣接する光ディスクケース３０
ｃ内のブースタアンテナユニット２０ｂのアンテナコイル２１同士を電気的、電磁的に分
離することができる。従って、所望の光ディスクケース３０ｃの側面３８の外側からリー
ダ／ライタ１０を近接させることで、そのケース内のＩＣチップとより確実に通信できる
ようになる。
【０１１４】
　この光ディスクケース３０ｃを製造する際には、例えば、ブースタアンテナユニット２
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０ｂのアンテナコイル２１の下面（ベース部３１側の面）に高透磁率部材３１２を固着し
た後、これらをディスクトレイ３３の裏面に固着する。そして、ブースタアンテナユニッ
ト２０ｂおよび高透磁率部材３１２が搭載されたディスクトレイ３３が、ベース部３１の
内面に嵌着される。この場合、ブースタアンテナユニット２０ｂおよび高透磁率部材３１
２をあらかじめ搭載したディスクトレイ３３を、ベース部３１およびカバー部３２とは別
に流通させることもできる。
【０１１５】
　また、ブースタアンテナユニット２０ｂをディスクトレイ３３の裏面に固着した後、さ
らに、アンテナコイル２１を挟んで高透磁率部材３１２をディスクトレイ３３の側に固着
してもよい。また、ブースタアンテナユニット２０ｂと高透磁率部材３１２とを一体化し
た部品を、ディスクトレイ３３ではなく、ベース部３１の内面に固着するようにしてもよ
い。あるいは、高透磁率部材３１２をベース部３１に固着し、ブースタアンテナユニット
２０ｂをディスクトレイ３３に固着してもよい。この場合、高透磁率部材３１２を、ベー
ス部３１の外面に固着してもよい。
【０１１６】
　［実施の形態４－３］
　図２１は、実施の形態４－３に係る光ディスクケースの分解斜視図である。なお、この
図２１では、図８および図２０に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１１７】
　図２１に示す光ディスクケース３０ｄでは、実施の形態４－２で示した高透磁率部材３
１２を、紙などからなるカード部材３２１に固着した状態で配設したものである。また、
この例では、ブースタアンテナユニット２０ｂも、高透磁率部材３１２を介してカード部
材３２１に固着されている。そして、このようなカード部材３２１がベース部３１の内面
に配設され、ディスクトレイ３３は、このカード部材３２１を挟んだ状態で、ベース部３
１の内面に嵌着される。このような構成とした場合には、ブースタアンテナユニット２０
ｂおよび高透磁率部材３１２をあらかじめ搭載したカード部材３２１を、ベース部３１、
カバー部３２、およびディスクトレイ３３からなるケース本体とは別に流通させることも
できる。
【０１１８】
　なお、高透磁率部材３１２のみをカード部材３２１に固着し、ブースタアンテナユニッ
ト２０ｂをディスクトレイ３３に固着する構成としてもよい。この場合、図５に示した形
状のブースタアンテナユニット２０ｂを、ディスクトレイ３３の表側に配設する構成とし
てもよい。
【０１１９】
　また、この実施の形態４－３では、ブースタアンテナユニット２０ｂのベース部３１側
に加えて、カバー部３２側にも、高透磁率部材３１３を配設している。高透磁率部材３１
３は、アンテナコイル２１の形成領域より広い円状のシート材として形成され、ベース部
３１とカバー部３２の閉塞時に、アンテナコイル２１と互いに中心が合う位置に配設され
る。
【０１２０】
　この高透磁率部材３１３を配設したことにより、同構造の光ディスクケース３０ｄを例
えば収納棚に異なる方向で並べて収納した場合でも、また、高透磁率部材を備えていない
ブースタアンテナ搭載の光ディスクケースが並列された場合であっても、ベース部３１を
介して隣接する光ディスクケースのみならず、カバー部３２を介して隣接する光ディスク
ケースとの間でも、ブースタアンテナユニット２０ｂのアンテナコイル２１同士を電気的
、電磁的に分離することができる。従って、光ディスクケースを並列させた状態で、所望
の光ディスクケース内のＩＣチップとより確実に通信できるようになる。
【０１２１】
　ところで、高透磁率部材３１３は、例えば、カバー部３２の内面あるいは外面に固着さ
れてもよいが、ここでは例として、高透磁率部材３１３を、紙などからなるカード部材３
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２２に固着した状態で、カバー部３２の内面に配設している。カバー部３２の内面は、例
えば光ディスク１に収録されたコンテンツを説明するための冊子などを収容するための冊
子収容面となっており、この面には冊子を保持するための保持部材３３１ａおよび３３１
ｂが、カバー部３２と一体に形成されている。高透磁率部材３１３があらかじめ固着され
たカード部材３２２は、カバー部３２と保持部材３３１ａおよび３３１ｂとの間に、図中
の矢印Ｄの方向に挿入され、所定の位置で係止される。このような構成とすることで、高
透磁率部材３１３をあらかじめ搭載したカード部材３２２を、ベース部３１、カバー部３
２、およびディスクトレイ３３からなるケース本体とは別に流通させることもできる。
【０１２２】
　なお、高透磁率部材３１２および３１３は、それぞれカード部材３２１および３２２の
どちらの面に固着されてもよい。ただし、高透磁率部材３１２および３１３をカード部材
３２１および３２２のケース内面側に固着することで、カード部材３２１および３２２の
ケース外面側の面には、例えば、光ディスク１に収録されたコンテンツを説明するテキス
トやジャケット写真などを表示することができる。
【０１２３】
　［実施の形態４－４］
　図２２は、実施の形態４－４に係る光ディスクケースの構成を示す斜視図である。なお
、この図２２では、図９に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１２４】
　図２２に示す光ディスクケース４０ａは、実施の形態２の光ディスクケース４０に対し
て、そのベース部４１およびカバー部４２に高透磁率部材４７ａおよび４７ｂをそれぞれ
配設したものである。高透磁率部材４７ａは、アンテナコイル２１の形成領域より広い円
環状のシート材として形成され、アンテナコイル２１とベース部４１との間において、ア
ンテナコイル２１と互いに中心が合う状態でディスク保持部４５の周囲に配設される。
【０１２５】
　一方、高透磁率部材４７ｂは、アンテナコイル２１の形成領域より広い円状のシート材
として形成され、ベース部３１とカバー部３２の閉塞時に、アンテナコイル２１と互いに
中心が合う位置に配設される。なお、ここでは、高透磁率部材４７ｂを円状に形成してい
るが、この部材が少なくともアンテナコイル２１の形成領域を覆い尽くすような状態とな
れば、円環状などの他の形状とされてもよい。
【０１２６】
　このような構成により、同構造のブースタアンテナユニットを備えた光ディスクケース
が、例えば収納棚に並列して収納された場合でも、この光ディスクケース４０ａ内のアン
テナコイル２１を、隣接する光ディスクケース内のアンテナコイル２１と電気的、電磁的
に分離することができる。従って、光ディスクケースを並列させた状態で、所望の光ディ
スクケース内のＩＣチップとより確実に通信できるようになる。
【０１２７】
　また、この光ディスクケース４０ａを製造する場合には、例えば、ブースタアンテナユ
ニット２０ｃの下面（ベース部４１側の面）に高透磁率部材４７ａをあらかじめ固着し、
これらをベース部４１の内面に固着する。この場合、ブースタアンテナユニット２０ｃと
高透磁率部材４７ａとが一体化された部品を、ケース本体とは別に流通させることもでき
る。また、高透磁率部材４７ａをベース部４１の内面に固着した後、その上からブースタ
アンテナユニット２０ｃを固着してもよい。また、高透磁率部材４７ａを、ベース部４１
の外面に固着してもよい。
【０１２８】
　一方、高透磁率部材４７ｂは、カバー部４２の内面あるいは外面に固着される。また、
この高透磁率部材４７ｂについては、カバー部４２に固着する代わりに、図２１に示した
カード部材３２２に固着した状態で、カバー部４２の内面に配設することもできる。この
場合、高透磁率部材４７ｂを固着した状態のカード部材３２２を、ケース本体とは別に流
通させることもできる。
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【０１２９】
　［実施の形態４－５］
　図２３は、実施の形態４－５に係る光ディスクケースの構成を示す正面図である。なお
、この図２３では、図１０に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１３０】
　図２３に示す光ディスクケース５０ｃは、実施の形態３－１の光ディスクケース５０に
対して、ブースタアンテナユニット２０ｄのアンテナコイル２１と裏面カバー部５１ｂと
の間に、高透磁率部材５１１を配設したものである。高透磁率部材５１１は、アンテナコ
イル２１の形成領域より広い円環状のシート材として形成され、アンテナコイル２１と裏
面カバー部５１ｂとの間において、アンテナコイル２１と互いに中心が合う状態でディス
ク保持部５３ｂの周囲に配設される。
【０１３１】
　この高透磁率部材５１１により、同構造の光ディスクケース５０ｃを例えば収納棚に同
じ方向で並べて収納した場合でも、裏面カバー部５１ｂを介して隣接する光ディスクケー
ス５０ｃ内のブースタアンテナユニット２０ｄのアンテナコイル２１同士を電気的、電磁
的に分離することができる。従って、所望の光ディスクケース５０ｃのケース側面部５１
ｃの外側からリーダ／ライタ１０を近接させることで、そのケース内のＩＣチップとより
確実に通信できるようになる。
【０１３２】
　この光ディスクケース５０ｃを製造する際には、例えば、ブースタアンテナユニット２
０ｄの下面（裏面カバー部５１ｂ側の面）に高透磁率部材５１１をあらかじめ固着し、こ
れらを裏面カバー部５１ｂの内面に固着する。この場合、ブースタアンテナユニット２０
ｄと高透磁率部材５１１とが一体化された部品を、ケース本体とは別に流通させることも
できる。また、高透磁率部材５１１を裏面カバー部５１ｂの内面に固着した後、その上か
らブースタアンテナユニット２０ｄを固着してもよい。また、高透磁率部材５１１を、裏
面カバー部５１ｂの外面に固着してもよい。
【０１３３】
　［実施の形態４－６］
　図２４は、実施の形態４－６に係る光ディスクケースの構成を示す背面図である。なお
、この図２４では、図１４に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１３４】
　図２４に示す光ディスクケース５０ｄは、実施の形態３－２の光ディスクケース５０ａ
に対して、ブースタアンテナユニット２０ｅのブースタアンテナ２０のさらに外面側に、
高透磁率部材５１２を配設したものである。高透磁率部材５１２は、アンテナコイル２１
の形成領域より広い円状のシート材として形成され、アンテナコイル２１と互いに中心が
合う状態で、このアンテナコイル２１のさらに外面側に固着される。
【０１３５】
　この高透磁率部材５１２により、同構造の光ディスクケース５０ｄを例えば収納棚に同
じ方向で並べて収納した場合でも、裏面カバー部５１ｂを介して隣接する光ディスクケー
ス５０ｄ内のブースタアンテナユニット２０ｅのアンテナコイル２１同士を電気的、電磁
的に分離することができる。従って、所望の光ディスクケース５０ｄのケース側面部５１
ｃの外側からリーダ／ライタ１０を近接させることで、そのケース内のＩＣチップとより
確実に通信できるようになる。
【０１３６】
　この光ディスクケース５０ｄを製造する際には、例えば、ブースタアンテナユニット２
０ｅの外面側に高透磁率部材５１２をあらかじめ固着し、これらを裏面カバー部５１ｂの
外面に固着する。この場合、ブースタアンテナユニット２０ｅと高透磁率部材５１２とが
一体化された部品を、ケース本体とは別に流通させることもできる。また、ブースタアン
テナユニット２０ｅを裏面カバー部５１ｂの外面に固着した後、その上から高透磁率部材
５１２を固着してもよい。
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【０１３７】
　なお、ここでは図示しないが、上記の実施の形態４－５，４－６のいずれの場合でも、
表面カバー部５１ａにもシート状の高透磁率部材を配設して、これらの光ディスクケース
５０ｃおよび５０ｄ内のアンテナコイル２１と、表面カバー部５１ａを介して隣接する光
ディスクケースのアンテナコイル２１とが、電気的、電磁的に分離されるようにしてもよ
い。この場合、この高透磁率部材は、アンテナコイル２１の形成領域より広い円状などの
形状に成型され、表面カバー部５１ａと裏面カバー部５１ｂの閉塞時に、アンテナコイル
２１と互いに中心が合うように、表面カバー部５１ａの内面あるいは外面に固着される。
【０１３８】
　［実施の形態４－７］
　図２５は、実施の形態４－７に係る光ディスクケースの構成を示す背面図である。また
、図２６は、実施の形態４－７において、ブースタアンテナユニットが搭載されたカード
部材の構成を示す図である。なお、これらの図２５および図２６では、図１５および図１
７に対応する部位には同じ符号を付して示している。
【０１３９】
　図２５に示す光ディスクケース５０ｅは、実施の形態３－３の光ディスクケース５０ｂ
に対して、ブースタアンテナユニット２０ｆとカード部材５６との間に、高透磁率部材５
１３を配設したものである。高透磁率部材５１３は、アンテナコイル２１（図２６参照）
の形成領域より広い円状のシート材として形成され、カード部材５６を表面カバー部５１
ａおよび裏面カバー部５１ｂと透明シート５５との間に挿入したときに、アンテナコイル
２１と互いに中心が合うように配設される。なお、ここでは、高透磁率部材５１３を円状
に形成しているが、この部材が少なくともアンテナコイル２１の形成領域を覆い尽くすよ
うな状態となっていれば、円環状などの他の形状とされてもよい。
【０１４０】
　この高透磁率部材５１３により、この光ディスクケース５０ｅを例えば収納棚に並べて
収納した場合でも、隣接する光ディスクケース５０ｅ内のブースタアンテナ（特にＩＣチ
ップ側のアンテナコイル）同士を電気的、電磁的に分離することができ、リーダ／ライタ
１０を用いて所望のＩＣチップと確実に通信できるようになる。
【０１４１】
　高透磁率部材５１３は、例えば、ブースタアンテナユニット２０ｆに対して接着剤など
であらかじめ固着された後、カード部材５６に固着される。あるいは、カード部材５６に
対して高透磁率部材５１３が固着された後、その上にブースタアンテナユニット２０ｆを
固着してもよい。そして、ブースタアンテナユニット２０ｆと高透磁率部材５１３とが固
着されたカード部材５６（図２６参照）が、光ディスクケース５０ｅのケース本体と透明
シート５５との間に挿入される。
【０１４２】
　従って、あらかじめブースタアンテナユニット２０ｆと高透磁率部材５１３とを取り付
けたカード部材５６を、ケース本体と別の商品として流通させることで、既存のトールケ
ース型の光ディスクケースに対してＩＣチップとの高性能な通信機能を容易に付加するこ
とが可能になる。
【０１４３】
　なお、高透磁率部材５１３を、カード部材５６のケース内面側ではなく、ケース外面側
に固着してもよい。また、ブースタアンテナユニット２０ｆをケース外面側に配設し、高
透磁率部材５１３をさらにその外面側に配設してもよい。
【０１４４】
　［実施の形態４－８］
　図２７は、実施の形態４－８に係る光ディスクケースに搭載されるカード部材の構成を
示す図である。
【０１４５】
　図２７に示すカード部材５６では、実施の形態４－７の構成に加えて、カード部材５６
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における表面カバー部５１ａに当接する領域５６ａにも、高透磁率部材５１４が設けられ
ている。高透磁率部材５１４は、ブースタアンテナユニット２０ｆのアンテナコイル２１
の形成領域より広い円状のシート材として形成され、カード部材５６を表面カバー部５１
ａおよび裏面カバー部５１ｂと透明シート５５との間に挿入したときに、アンテナコイル
２１と互いに中心が合うように配設される。
【０１４６】
　なお、ここでは、高透磁率部材５１４を円状に形成しているが、この部材が少なくとも
アンテナコイル２１の形成領域を覆い尽くすような状態となっていれば、円環状などの他
の形状とされてもよい。また、ここでは高透磁率部材５１４をカード部材５６のケース内
側面に固着しているが、この高透磁率部材５１４をケース外側面に固着してもよい。
【０１４７】
　このように、高透磁率部材５１３に加えて高透磁率部材５１４を配設したことにより、
同構造のブースタアンテナユニットを備えた光ディスクケースが、例えば収納棚に並列し
て収納された場合でも、この光ディスクケース５０ｅ内のアンテナコイル２１を、隣接す
る光ディスクケース内のアンテナコイル２１と電気的、電磁的に分離することができる。
従って、光ディスクケースを並列させた状態で、所望の光ディスクケース内のＩＣチップ
とより確実に通信できるようになる。
【０１４８】
　なお、以上の実施の形態４－１～４－８において、高透磁率部材３１１～３１３，４７
ａ，５１１～５１４のそれぞれは、アンテナコイル２１の形成領域の大きさと同じか、あ
るいはそれより広いことが望ましい。しかしながら、ケース形状に由来する制約やコスト
に由来する制約などがある場合には、高透磁率部材３１１～３１３，４７ａ，５１１～５
１４を、アンテナコイル２１の形成領域より狭いものとしてもよい。ただし、ケース閉塞
時において、高透磁率部材３１１～３１３，４７ａ，５１１～５１４のそれぞれとアンテ
ナコイル２１の形成領域とが、互いに中心が合うように配設されることが望ましい。
【０１４９】
　すなわち、上記の高透磁率部材を配設することで、ある１つのアンテナコイルを通じて
ＩＣチップと通信する際に、そのアンテナコイルのＩＣチップとは反対側に対して電磁界
を完全にシールドできなくても、通信対象ではない隣接する光ディスクケース内のＩＣチ
ップに対して、ある程度電磁界を弱める効果が得られればよい。従って、高透磁率部材の
大きさとしては、隣接する光ディスクケースへの電磁界の漏れを弱める効果が得られ、そ
の光ディスクケース内のＩＣチップとの通信が実質的に不可能となる大きさとされていれ
ばよい。
【０１５０】
　また、上記の実施の形態４－１～４－８では、ベース部とカバー部との間、あるいは表
面カバー部と裏面カバー部との間には、ケース本体の厚さ分だけの距離が存在する。この
ため、このような構成の光ディスクケースを収納棚などに並列して配置した場合には、隣
接するケース内のＩＣチップ側アンテナコイル同士の間には、例えば２ｍｍ～１０ｍｍ程
度の距離が生じる場合が多くなり、その距離の分だけ、互いのＩＣチップ側アンテナコイ
ルに与える電気的、電磁的影響は少なくなる。
【０１５１】
　従って、この場合には、ＩＣチップ側アンテナコイルからケース外部への電磁界を完全
にシールドするだけの厚さを高透磁率部材に持たせる必要はなく、高透磁率部材をより薄
くしても、隣接する光ディスクケース内のアンテナコイルと意図せずに通信してしまう、
あるいはコリジョン発生により通信不能になるといった事態を防止できる。すなわち、上
記の高透磁率部材３１１～３１３，４７ａ，５１１～５１４については、電磁界の漏れを
弱める効果が得られ、通信対象ではない隣接する光ディスクケース内のＩＣチップとの通
信が実質的に不可能となる厚さを備えていれば、より薄いものを用いることも可能である
。
【０１５２】
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　例えば、ＩＣチップの通信周波数を１３．５６ＭＨｚとした場合、高透磁率部材の厚さ
は、既存の光ディスクケースの厚さを変えずに配設したいという観点から、概ね１００μ
ｍ以下とすることが望ましい。しかし、上記構造の光ディスクケースでは、高透磁率部材
の厚さを５０μｍ以下としても、隣接するケース内のＩＣチップ側アンテナコイルの間に
おいて十分なシールド効果を得ることが可能である。また、高透磁率部材を薄くすること
で、材料コストを抑制することもできる。
【０１５３】
　以下、高透磁率部材による電磁界のシールド効果について、補足説明する。まず、図２
８は、高透磁率部材が配設されていない場合の光ディスクケースにおける電磁界のシール
ド効果を説明するための図である。なお、図２８では、図８に対応する部位には同じ符号
を付して示し、それらの説明を省略する。
【０１５４】
　図２８に示す光ディスクケース１３０ａは、図８で示した実施の形態１－２の光ディス
クケース３０ａとほぼ同様の構成を有し、ブースタアンテナユニット２０ｂは、ディスク
トレイ３３のディスク載置面３５の裏面に配設されている。なお、図２８は、光ディスク
１がディスクトレイ３３に装着された状態での、光ディスクケース１３０ａの断面図を示
している。
【０１５５】
　また、この図２８では、光ディスクケース１３０ａの下側に、これと同様の構成を有す
る光ディスクケース１３０ｂが、同じ向きで重ねて配置されている。すなわち、これらは
、光ディスクケース１３０ａのベース部３１と、光ディスクケース１３０ｂのカバー部３
２とがそれぞれの主面で接触されるように、並列されている。
【０１５６】
　このように光ディスクケース１３０ａと光ディスクケース１３０ｂとが並列されている
状態で、光ディスクケース１３０ａに対してリーダ／ライタ１０を近接させ、リーダ／ラ
イタ１０のアンテナコイル１１を、光ディスクケース１３０ａ内のアンテナコイル２２に
対向させた場合、通信時に発生する電磁場は図中の矢印Ｅのように概略的に表すことがで
きる。また、リーダ／ライタ１０のアンテナコイル１１と、光ディスクケース１３０ａ内
のアンテナコイル２２との間で発生した電磁場に対応して、このアンテナコイル２２とと
もにブースタアンテナ２０ｂを構成している他方のアンテナコイル２１においても電磁場
が発生し、この電磁場は図中の矢印Ｆ１のように概略的に表すことができる。
【０１５７】
　このような通信時に、図２８のように、光ディスクケース１３０ａにおけるアンテナコ
イル２１の外側に高透磁率部材が配設されていない場合、このアンテナコイル２１に生じ
る電磁場（矢印Ｆ１に対応）は、対応するケース内の光ディスク１のアンテナコイル６ａ
およびＩＣチップ（図示せず）に作用するだけでなく、隣接する光ディスクケース１３０
ｂ内の光ディスク１のアンテナコイル６ａおよびＩＣチップ（図示せず）に作用する可能
性がある。そして、双方の光ディスク１上のＩＣチップにともに作用した場合、上述した
ように、通信が不安定になる現象、通信ができなくなる現象、目標とするものの隣りのケ
ース内の記憶情報が読み取られてしまう現象などが生じ得る。
【０１５８】
　図２９は、シールド効果が高い高透磁率部材が配設された場合の電磁界のシールド効果
を説明するための図である。なお、図２９では、図２８に対応する部位には同じ符号を付
して示し、それらの説明を省略する。
【０１５９】
　この図２９に示した光ディスクケース１３０ｃおよび１３０ｄは、図２０に示した実施
の形態４－２の光ディスクケース３０ｃとほぼ同様の構成を有する。すなわち、図２８に
示した光ディスクケース１３０ａおよび１３０ｂのそれぞれにおいて、ブースタアンテナ
ユニット２０ｂのＩＣチップ側のアンテナコイル２１と、ベース部３１との間に、シート
状の高透磁率部材３１２ａを配設したものである。
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【０１６０】
　この図２９では、隣接する他の光ディスクケースに対する電磁界のシールド効果が高い
高透磁率部材３２１ａが配設されているものとする。そして、このような高透磁率部材３
２１ａを備えた光ディスクケース１３０ｃと光ディスクケース１３０ｄとが並列されてい
る状態で、光ディスクケース１３０ｃに対してリーダ／ライタ１０を近接させ、リーダ／
ライタ１０のアンテナコイル１１を、光ディスクケース１３０ｃ内のアンテナコイル２２
に対向させて、通信を実行させる。このとき、光ディスクケース１３０ｃ内のアンテナコ
イル２２で発生した電磁場に対応して、これに接続された他方のアンテナコイル２１にお
いても電磁場が発生し、この電磁場は図中の矢印Ｆ２のように概略的に表すことができる
。
【０１６１】
　この場合、アンテナコイル２１に生じる電磁場（矢印Ｆ２に対応）は、これに近接する
高透磁率部材３１２ａのシールド効果により、光ディスクケース１３０ｃ内の光ディスク
１のアンテナコイル６ａおよびＩＣチップ（図示せず）に作用するだけであり、隣接する
光ディスクケース１３０ｄ内の光ディスク１のアンテナコイル６ａおよびＩＣチップ（図
示せず）には作用しない。従って、上述したように、隣接する光ディスクケース１３０ｄ
内のアンテナコイル６ａと意図せずに通信してしまう、あるいはコリジョン発生により通
信不能になるといった事態を防止できる。
【０１６２】
　一方、図３０は、シールド効果が低い高透磁率部材が配設された場合の電磁界のシール
ド効果を説明するための図である。なお、図３０では、図２９に対応する部位には同じ符
号を付して示し、それらの説明を省略する。
【０１６３】
　図３０に示す光ディスクケース１３０ｅおよび１３０ｆは、ともに図２９に示したもの
と同様の基本構成を有するが、高透磁率部材３２１ｂのシールド効果が、図２９の高透磁
率部材３２１ａと比較して低い点が異なる。例えば、高透磁率部材３２１ｂの方が薄く形
成されている、あるいは、小さな面積で形成されているといった場合が想定される。
【０１６４】
　このような光ディスクケース１３０ｅと光ディスクケース１３０ｆとが重ねられた状態
で、リーダ／ライタを光ディスクケース１３０ｅのアンテナコイル２２に近接させて通信
を試みた場合、このアンテナコイル２２で発生した電磁場に対応して、これに接続された
他方のアンテナコイル２１においても電磁場が発生し、この電磁場は図中の矢印Ｆ３のよ
うに概略的に表すことができる。
【０１６５】
　このとき、アンテナコイル２１に生じる電磁場（矢印Ｆ３に対応）は、これに近接する
高透磁率部材３１２ｂのシールド効果により、光ディスクケース１３０ａ内の光ディスク
１のアンテナコイル６ａおよびＩＣチップ（図示せず）に作用するだけでなく、この電磁
場は、隣接する光ディスクケース１３０ｆ内の光ディスク１のアンテナコイル６ａおよび
ＩＣチップ（図示せず）の側にも漏洩している。
【０１６６】
　しかしながら、双方の光ディスク１の位置の間で電磁界の強度比が大きく、光ディスク
ケース１３０ｆ側に漏洩する電磁界が、この中のＩＣチップが動作しないレベルとなって
いれば、上述したように、隣接する光ディスクケース１３０ｆ内のアンテナコイル６ａと
意図せずに通信してしまう、あるいはコリジョン発生により通信不能になるといった事態
を防止できる。
【０１６７】
　また、漏洩した電磁界によりたとえ光ディスクケース１３０ｆ内のＩＣチップが動作し
たとしても、光ディスクケース１３０ｅと光ディスクケース１３０ｆとの間で、リーダ／
ライタ１０への応答信号のレベルに大きな差が与えられていれば、結果的に、リーダ／ラ
イタ１０と、光ディスクケース１３０ｆ内のＩＣチップとの通信は実行不能になる。従っ
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てこの場合でも、上記と同様に、隣接する光ディスクケース１３０ｆ内のアンテナコイル
６ａと意図せずに通信してしまう、あるいはコリジョン発生により通信不能になるといっ
た事態を防止できる。
【０１６８】
　以上のように、高透磁率部材の厚さまたは大きさ、あるいはそれらの両方を適宜調整す
ることで、得られる電磁界のシールド効果を調整することができるので、通信対象ではな
い隣接する光ディスクケース内のＩＣチップに対して実質的に通信できなくなるように、
上記の各設計値を適宜選択することが可能である。
【０１６９】
　以上説明した各実施の形態によれば、すでに広く普及している各種光ディスクケースの
構造を大きく変えることなく、その光ディスクケースにブースタアンテナを簡易な工程で
搭載させることが可能となり、これによって、光ディスクケースの側面（ケース主面に対
して垂直な面）からリーダ／ライタを近接させて光ディスク上のＩＣチップと通信するこ
とができるようになる。
【０１７０】
　このため、光ディスクケースの製造に必要な金型や、製造工程、製造設備などの大幅な
変更が必要とならないので、従来と比較して製造コストを大きく上昇させることなく、上
述したような付加機能を備えた光ディスクケースを製造することができる。
【０１７１】
　また、実施の形態４－１～４－８で示したように、ケース外面側の部材に高透磁率シー
ト部材をさらに設けることで、光ディスクケースを収納棚などに並列して収納した場合で
も、所望の光ディスクケース内のＩＣチップと確実に、かつ安定的に通信できるようにな
り、このような効果を、既存の光ディスクケースの構造を大きく変えることなく、容易に
得ることができる。
【０１７２】
　また、ユーザの観点では、上述した付加機能が備えられたにもかかわらず、光ディスク
ケースの持ち運びや開閉操作、光ディスクの着脱操作に関しては従来と何ら変わることが
ないというメリットがある。さらに、光ディスクケースの形状や大きさについても特に変
更されないので、すでに光ディスクケースが収納されている収納棚に、付加機能が備えら
れた光ディスクケースを問題なく収納することができ、収納棚を買い換えるといった不都
合が生じない。
【０１７３】
　また、光ディスク（または光ディスクに収録したコンテンツ）の販売店などに設けられ
た収納棚や、光ディスクケース（またはこのケースに収容された状態の光ディスク）を輸
送するためのケース（段ボール箱などの梱包材を含む輸送用コンテナなど）についても、
従来のものをそのまま使用できる。従って、流通過程でのコストをまったく上昇させるこ
となく、ＩＣチップを用いた商品管理など、上記の付加機能によるメリットを流通側も享
受できる。
【０１７４】
　なお、上記の各実施の形態では、ブースタアンテナの備える非接触型ＩＣチップ側、リ
ーダ／ライタ側の各アンテナをコイル状（スパイラル状）としたが、これらのアンテナは
このような形状に限定されるものではなく、非接触型ＩＣチップの通信仕様（通信周波数
、通信に必要な電波・電磁波の強度、アンテナによる電波・電磁波の放射パターンなど）
に応じて適宜選択されればよい。例えば、ブースタアンテナの非接触型ＩＣチップ側のア
ンテナは、光ディスクケースのディスク保持部を中心としてその周囲に近接して配設され
ればよい。そして、そのアンテナとしてダイポール型アンテナを用いた場合には、例えば
単純な直線状ではなく、折り曲げた形状や曲線状として、ディスク保持部の周囲に近接し
て配置されればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
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【図１】非接触型ＩＣチップが搭載された光ディスクの構成例を示す平面図である。
【図２】非接触で通信する際のＩＣチップ側およびリーダ／ライタ側のアンテナ配置につ
いて説明するための図である。
【図３】ブースタアンテナを介したＩＣチップとリーダ／ライタとの通信に必要な回路の
構成を概略的に示す図である。
【図４】実施の形態１－１に係る光ディスクケースの外形を示す図である。
【図５】実施の形態１－１に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
【図６】ブースタアンテナユニットの構成を示す図である。
【図７】光ディスクケースを構成するディスクトレイおよびブースタアンテナユニットの
分解斜視図である。
【図８】実施の形態１－２に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
【図９】実施の形態２に係る光ディスクケースの構成を示す斜視図である。
【図１０】実施の形態３－１に係る光ディスクケースの構成を示す図（正面図）である。
【図１１】実施の形態３－１に係る光ディスクケースの構成を示す図（Ａ－Ａ矢視による
断面図）である。
【図１２】実施の形態３－１に係る光ディスクケースの構成を示す図（Ｂ－Ｂ矢視による
断面図）である。
【図１３】実施の形態３－１に係る光ディスクケースの構成を示す図（背面図）である。
【図１４】実施の形態３－２に係る光ディスクケースの構成を示す図である。
【図１５】実施の形態３－３に係る光ディスクケースの構成を示す図（背面図）である。
【図１６】実施の形態３－３に係る光ディスクケースの構成を示す図（Ｃ－Ｃ矢視による
断面図）である。
【図１７】ブースタアンテナユニットが搭載されたカード部材の構成を示す図である。
【図１８】実施の形態４－１に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
【図１９】実施の形態４－１における、ディスクトレイに対するブースタアンテナユニッ
トおよび高透磁率部材の取り付け構造を示す分解斜視図である。
【図２０】実施の形態４－２に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
【図２１】実施の形態４－３に係る光ディスクケースの分解斜視図である。
【図２２】実施の形態４－４に係る光ディスクケースの構成を示す斜視図である。
【図２３】実施の形態４－５に係る光ディスクケースの構成を示す正面図である。
【図２４】実施の形態４－６に係る光ディスクケースの構成を示す背面図である。
【図２５】実施の形態４－７に係る光ディスクケースの構成を示す背面図である。
【図２６】実施の形態４－７において、ブースタアンテナユニットが搭載されたカード部
材の構成を示す図である。
【図２７】実施の形態４－８に係る光ディスクケースに搭載されるカード部材の構成を示
す図である。
【図２８】高透磁率部材が配設されていない場合の光ディスクケースにおける電磁界のシ
ールド効果を説明するための図である。
【図２９】シールド効果が高い高透磁率部材が配設された場合の電磁界のシールド効果を
説明するための図である。
【図３０】シールド効果が低い高透磁率部材が配設された場合の電磁界のシールド効果を
説明するための図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１……光ディスク、２，２６……中心孔、３……信号記録領域、４……チャッキング領
域、５……ＩＣチップ、６，１１，２１，２２……アンテナコイル、７，１３，２３……
同調回路、１０……リーダ／ライタ、１２……主回路、２０……ブースタアンテナ、２４
……接続配線、２５……フレキシブル基板、２７ａ～２７ｃ……折り曲げ部、３０……光
ディスクケース、３１……ベース部、３２……カバー部、３３……ディスクトレイ、３４
……連結部、３５……ディスク載置面、３６……ディスク保持部、３７……凸部、３８…
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