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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面及び第２主面を有する板状の磁性体コアと、この磁性体コアに巻回されたコイ
ル導体と、を備えたアンテナコイルが平面導体に近接配置されたアンテナにおいて、
　前記平面導体の外形は、前記アンテナコイルの平面外形よりも大きく、
　前記磁性体コアの第１主面は前記平面導体に対面し、
　前記アンテナコイルは前記平面導体の縁端部寄りに配置され、
　前記コイル導体のうち、前記磁性体コアの第１主面に近接する第１の導体部分と、前記
磁性体コアの第２主面に近接する第２の導体部分とは、前記磁性体コアの第１主面または
第２主面の法線方向から見て重ならない位置にあり、
　第２の導体部分は第１の導体部分に比べて前記平面導体の前記縁端部側となる位置に配
置され、
　前記コイル導体のコイル軸は前記平面導体の前記縁端部側を向いている、アンテナ。
【請求項２】
　前記コイル導体は、フレキシブル基板に形成された、ヘリカル状のコイルが所定の切り
開き線で切り開かれた形状の導体パターンで構成され、前記フレキシブル基板が前記磁性
体コアの四面に巻き付けられて、前記切り開き線部分で前記導体パターン同士が接合され
た、請求項１に記載のアンテナ。
【請求項３】
　前記コイル導体はフレキシブル基板に形成されたスパイラル状の導体であり、前記フレ
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キシブル基板は前記磁性体コアの三面に巻き付けられた、請求項１に記載のアンテナ。
【請求項４】
　前記コイル導体はフレキシブル基板に形成されたスパイラル状の導体であり、前記フレ
キシブル基板は前記コイル導体の形成位置の中心に貫通孔を備え、前記磁性体コアは前記
貫通孔に挿入された、請求項１に記載のアンテナ。
【請求項５】
　前記第１の導体部分と前記第２の導体部分との間をつなぐコイル導体の最も狭い部分の
幅をＷ、前記平面導体の前記縁端部に対して直角方向の前記磁性体コアの長さをＹとした
とき、Ｗ≧Ｙの関係に定めた、請求項１～４のいずれかに記載のアンテナ。
【請求項６】
　前記磁性体コアは磁束の出入りする端部が他の部分より太い、請求項１～５のいずれか
に記載のアンテナ。
【請求項７】
　前記平面導体の前記縁端部に近い側の前記アンテナの端部から前記平面導体の前記縁端
部までの距離をＸ、前記平面導体の前記縁端部に対して直角方向の前記磁性体コアの長さ
をＹとしたとき、Ｙ＞Ｘの関係に定めた、請求項１～６のいずれかに記載のアンテナ。
【請求項８】
　前記平面導体は前記アンテナコイルが実装される回路基板で構成されている、請求項１
～７のいずれかに記載のアンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外部機器と電磁界信号を介して通信するＲＦＩＤ（Radio Frequency Iden
tification）システム等に用いられるアンテナに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＲＦＩＤシステムで用いられる携帯電子機器に搭載されるアンテナが特許文献１に開示
されている。図１は特許文献１に記載されるアンテナ装置の構造を示す正面図である。
【０００３】
　図１に示されるアンテナコイル３０は、フィルム３２ａ上の平面内で導体３１（３１ａ
，３１ｂ，３１ｅ，３１ｄ）を渦巻き状に巻回して構成された空芯コイル３２と、その空
芯コイル３２の平面とほぼ平行となるように空芯コイル３２に挿入された平板状の磁芯部
材３３とを備えている。空芯コイル３２には孔３２ｄが設けられ、この孔３２ｄに磁芯部
材３３が挿入されている。第１ターミナル３１ａと連結導体３１ｅとはスルーホール３２
ｂで連結され、第２ターミナル３１ｂと連結導体３１ｅとはスルーホール３２ｃで連結さ
れている。そして、この磁性体アンテナが導電板３４上に配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３２５０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１に示した特許文献１の磁性体アンテナは、裏面が金属板であり、磁束は横方向（図
１に示した状態では右から左方向）に抜け、それによってコイル導体に起電力が発生し、
電流が流れる。
【０００６】
　ところが、特許文献１の磁性体アンテナは、図１に示したとおり、背後の導電板３４に
平行な磁束と結合させる構造である。そのため、例えば携帯電話端末に搭載した場合に、
筐体内部の回路基板に平行に実装すると、携帯電話端末をリーダライタの面に対して平行
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にかざして使用する、といったことができない。また、導電板３４の中心付近にアンテナ
コイルを置くと、短い距離範囲でしか通信できず、しかも、最大通信距離が得られる位置
が筺体の中心から大きくずれた位置になるため、使い勝手が悪いという問題がある。
【０００７】
　そこで、この発明の目的は、通信可能最長距離を長くでき、しかも通信可能距離が最も
長くなる位置を筐体のほぼ中心にできるようにした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】
【０００８】
　前記課題を解決するためにこの発明のアンテナは、コイル導体が形成されたフレキシブ
ル基板と、第１主面及び第２主面を有する板状の磁性体コアと、を備えたアンテナコイル
が平面導体に近接配置されたアンテナにおいて、
　前記平面導体の外形は、前記アンテナコイルの平面外形よりも大きく、
　前記磁性体コアの第１主面は前記平面導体に対面し、
　前記アンテナコイルは前記平面導体の縁端部寄りに配置され、
　前記コイル導体のうち、前記磁性体コアの第１主面に近接する第１の導体部分と、前記
磁性体コアの第２主面に近接する第２の導体部分とは、前記磁性体コアの第１主面または
第２主面の法線方向から見て重ならない位置にあり、
　第２の導体部分は第１の導体部分に比べて前記平面導体の前記縁端部側となる位置に配
置され、
　前記コイル導体のコイル軸は前記平面導体の前記縁端部側を向いている。
【０００９】
　また、前記コイル導体は、フレキシブル基板に形成された、ヘリカル状のコイルを所定
の切り開き線で切り開かれた形状であり、前記フレキシブル基板は前記磁性体コアの四面
に巻き付けられて、前記切り開き線部分で前記コイル導体が接合されたものとする。
【００１０】
　また、前記コイル導体はフレキシブル基板に形成されたスパイラル状の導体であり、前
記フレキシブル基板は前記磁性体コアの三面に巻き付けられたものとする。
　また、前記コイル導体はフレキシブル基板に形成されたスパイラル状の導体であり、前
記フレキシブル基板は前記コイル導体の形成位置の中心に貫通孔を備え、前記磁性体コア
は前記貫通孔に挿入されたものとする。
　また、前記第１の導体部分と前記第２の導体部分との間をつなぐコイル導体の最も狭い
部分の幅をＷ、前記平面導体の前記縁端部に対して直角方向の前記磁性体コアの長さをＹ
としたとき、Ｗ≧Ｙの関係に定める。
【００１１】
　また、前記磁性体コアは磁束の出入りする端部が他の部分より太いものとする。
　また、前記平面導体の前記縁端部に近い側の前記アンテナの端部から前記平面導体の前
記縁端部までの距離をＸ、前記平面導体の前記縁端部に対して直角方向の前記アンテナコ
イルの長さをＹとしたとき、Ｙ＞Ｘの関係に定める。
　また、前記平面導体は前記アンテナコイルが実装される回路基板で構成されている。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、通信可能最長距離を長くでき、しかも通信可能距離が最も長くなる
位置を筐体のほぼ中心にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】特許文献１に記載されるアンテナ装置の構造を示す正面図である。
【図２】第１の実施形態に係る磁性体アンテナ及びアンテナ装置の構成を示す図である。
【図３】図３（Ａ）は前記アンテナ１０１の磁束の分布及び指向性を表す図、図３（Ｂ）
は、第１の実施形態に係るアンテナと対比するために示す従来構造のアンテナの磁束の分
布及び指向性を示す図である。
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【図４】第１の実施形態に係るアンテナ１０１を備えた携帯電話端末等の電子機器とＲＦ
ＩＤ用のＩＣカードとの間で通信を行う状態を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係るアンテナ１０１を収納する電子機器の筐体の中心とリーダ
ライタ側アンテナの中心とのずれに対する通信可能最長距離との関係を示す図である。
【図６】平面導体２とアンテナコイル２１との位置関係について示す図である。
【図７】図７（Ａ）は、平面導体２とアンテナコイル２１との位置関係について示す平面
図である。図７（Ｂ）は、第１の実施形態に係るアンテナコイル２１と、従来構造のアン
テナコイル２０について、距離Ｘと結合係数との関係を示す図である。
【図８】図８（Ａ）は第２の実施形態に係るアンテナコイル２２の組み立て前の状態を示
す図、図８（Ｂ）はそのアンテナコイル２２の平面図である。
【図９】図９（Ａ）は第２の実施形態に係るアンテナコイル２２を備えたアンテナ１０２
の下面図、図９（Ｂ）はその正面図である。図９（Ｃ）は、回路基板である平面導体２を
収納する筐体２０２の内側にアンテナコイル２２を固定した例である。
【図１０】図１０（Ａ）は第３の実施形態に係るアンテナコイル２３の組み立て前の平面
図、図１０（Ｂ）はそのアンテナコイル２３の平面図である。
【図１１】図１１（Ａ）は第３の実施形態に係るアンテナコイル２３を備えたアンテナ１
０３の下面図、図１１（Ｂ）はその正面図である。図１１（Ｃ）は、回路基板である平面
導体２を収納する筐体２０３の内側にアンテナコイル２３を固定した例である。
【図１２】第１の導体部分１１と第２の導体部分１２との間をつなぐコイル導体の最も狭
い部分の幅をＷ、平面導体の一辺に対して直角方向の磁性体コアの長さをＹとしたとき、
ＷとＹとの積を一定にしてＷを変化させたときの、Ｗと結合係数との関係を示す図である
。
【図１３】図１３（Ａ）は第４の実施形態に係るアンテナコイル２４Ａの組み立て前の平
面図、図１３（Ｂ）はそのアンテナコイル２４Ａの平面図である。
【図１４】図１４（Ａ）は第４の実施形態に係る別のアンテナコイル２４Ｂの組み立て前
の平面図、図１４（Ｂ）はそのアンテナコイル２４Ｂの平面図である。
【図１５】図１５（Ａ）は第４の実施形態に係る別のアンテナコイル２４Ｃの組み立て前
の平面図、図１５（Ｂ）はそのアンテナコイル２４Ｃの平面図である。
【図１６】図１６（Ａ）は第５の実施形態に係るアンテナコイル２５の組み立て前の平面
図、図１６（Ｂ）はそのアンテナコイル２５の上面図、図１６（Ｃ）はアンテナコイル２
５の下面図である。
【図１７】図１７（Ａ）は第５の実施形態に係るアンテナコイル２５を備えたアンテナ１
０４の下面図、図１７（Ｂ）はその正面図である。図１７（Ｃ）は、回路基板である平面
導体２を収納する筐体２０４の内側にアンテナコイル２５を固定した例である。
【図１８】図１８（Ａ）は、第６の実施形態に係るアンテナコイル２６Ａの組み立て前の
平面図、図１８（Ｂ）はそのアンテナコイル２６Ａの平面図である。
【図１９】図１９（Ａ）は、第６の実施形態に係る別のアンテナコイル２６Ｂの組み立て
前の平面図、図１９（Ｂ）はそのアンテナコイル２６Ｂの平面図である。
【図２０】図２０（Ａ）は、第６の実施形態に係る別のアンテナコイル２６Ｃの組み立て
前の平面図、図２０（Ｂ）はそのアンテナコイル２６Ｃの平面図である
【発明を実施するための形態】
【００１４】
《第１の実施形態》
　図２は第１の実施形態に係るアンテナの構成を示す図である。
　図２（Ａ）は、アンテナコイル２１と、それを実装する回路基板などの矩形板状の平面
導体２とを備えるアンテナ１０１の斜視図である。図２（Ｂ）は、前記アンテナ１０１の
正面図である。
【００１５】
　磁性体コア１は矩形板形状のフェライトコアであり、図２における下面が第１主面ＭＳ
１、上面が第２主面ＭＳ２である。この磁性体コア１には図２に示すようにコイル導体Ｃ
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Ｗが巻回されている。図中の符号１１で示す部分はコイル導体ＣＷのうち、磁性体コア１
の第１主面ＭＳ１に近接する第１の導体部分である。また、図中符号１２で示す部分は磁
性体コア１の第２主面ＭＳ２に近接する第２の導体部分である。前記磁性体コア１とコイ
ル導体ＣＷとによってアンテナコイル２１が構成されている。
【００１６】
　前記アンテナコイル２１は平面導体２の中心より所定の一辺（図２における右側の辺）
Ｓ寄りに配置されている。また、第１の導体部分１１と第２の導体部分１２とは、磁性体
コア１の第１主面ＭＳ１または第２主面ＭＳ２の法線方向から見て（透視して）重ならな
いように配置されている。そして、第２の導体部分１２は第１の導体部分１１に比べて平
面導体２の中心より遠い位置関係にそれらが配置されている。さらに、コイル導体ＣＷの
コイル軸ＣＡは平面導体２の前記一辺Ｓに対して垂直である。
【００１７】
　図３（Ａ）は前記アンテナ１０１の磁束の分布及び指向性を表す図である。また図３（
Ｂ）は、第１の実施形態に係るアンテナと対比するために示す従来構造のアンテナの磁束
の分布及び指向性を示す図である。前記アンテナ１０１は、そのアンテナコイル２１が平
面導体２よりリーダライタ側アンテナ３０１に近接する位置関係に配置される。この状態
は、前記アンテナ１０１が内蔵された電子機器をリーダライタの読取部にかざす状態であ
る。
【００１８】
　前記コイル導体ＣＷのうち、第２の導体部分１２が第１の導体部分１１に比べて平面導
体２の中心より外側に位置しているので、アンテナコイル２１の磁性体コアを通過する磁
束Ｈのループの長軸は図に示すように平面導体２の面に対して傾く。すなわち、平面導体
２の法線方向（Ｚ軸方向）の成分が強くなる。これに伴いアンテナ１０１の指向性ビーム
ＤＢはリーダライタ側アンテナ３０１の中心方向を向くことになる。
【００１９】
　一方、図３（Ｂ）に示すように、磁性体コアの第１主面と第２主面にそれぞれ近接する
第１の導体部分と第２の導体部分が表裏面で重なる位置関係にある従来のアンテナコイル
２０では、その磁性体コアを通過する磁束Ｈのループの長軸は平面導体２と平行となり、
アンテナの指向性ビームＤＢは平面導体２の面に沿った方向に向く。そのため、リーダラ
イタ側アンテナ３０１に対してアンテナ１００を平行に近接させると通信可能最長距離が
短くなり、寧ろ、リーダライタ側アンテナ３０１に対してアンテナ１００を傾けて近接さ
せる方が通信可能な最長距離が延びることになる。
【００２０】
　これに対して、第１の実施形態によれば通信可能最長距離を長くでき、しかもアンテナ
１０１の中心とリーダライタ側アンテナ３０１の中心とが一致した状態で通信可能最長距
離が得られる。
【００２１】
　次に、ＲＦＩＤ用のＩＣカードと前記アンテナ１０１を備えた携帯電話端末等の電子機
器との間で通信を行う例について示す。
　図４はＲＦＩＤ用のＩＣカードと前記アンテナ１０１を備えた携帯電話端末等の電子機
器との配置関係を示す図である。平面導体２の端部にアンテナコイル２１が配置されるこ
とによって構成されたアンテナが電子機器の筐体２０１に収められている。図４（Ａ）は
、その電子機器とＩＣカード４０１とを同じ縦方向にして近接させた状態、図４（Ｂ）は
両者を直交状態に配置した状態である。ＩＣカード４０１の内部には、その外周に沿って
複数ターンのアンテナコイルが形成されていて、アンテナコイル２１と磁気的に結合する
。
【００２２】
　このように、平面導体２の端部にアンテナコイル２１を配置したことにより、平面導体
２とほぼ同一サイズのＩＣカードを近接させた時、ＩＣカード４０１のアンテナコイルと
この実施形態に係るアンテナのアンテナコイル２１とのコイル導体同士の距離が近接する
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ので、アンテナ間の強い結合が得られる。
【００２３】
　このように、例えば１００ｍｍ程度離れたリーダライタとの間での通信だけでなく、Ｉ
Ｃカードとほぼ接した状態で通信を行う場合にも適応できる。
【００２４】
　すなわち、本発明のアンテナは、平面導体の端部にアンテナコイルを配置した時にも良
好な通信性能が得られるようなコイル導体の巻き方になっている。磁性体コアの周囲に単
にコイル導体を巻回しただけの従来構造のアンテナコイルを用いたアンテナと比較して、
通信に寄与する磁界強度が強く、高い通信性能（通信可能距離や通信データの誤り率等に
関する性能）が得られる。
【００２５】
　図５は、第１の実施形態に係るアンテナ１０１を収納する電子機器の筐体の中心とリー
ダライタ側アンテナの中心とのずれに対する通信可能最長距離の関係を示す図である。こ
こで、リーダライタ側アンテナの中心と電子機器の筐体の中心とを合わせた位置を原点と
し、リーダライタ側アンテナの中心に対する電子機器の筐体の中心のずれ量を横軸にとっ
ている。
【００２６】
　リーダライタ側アンテナのループの寸法は約６５×１００ｍｍ、電子機器の筐体寸法は
約４５×９０ｍｍ、アンテナコイル２１の寸法は約２０×１５ｍｍである。
　このように、リーダライタ側アンテナの中心と電子機器の筐体の中心を合わせた時に通
信可能な最長距離が最も長くなることが分かる。
【００２７】
　図６は平面導体２とアンテナコイル２１との位置関係について示す図である。ここで、
平面導体２の一辺Ｓに近い側のアンテナコイル２１の端部から前記一辺Ｓまでの距離をＸ
、平面導体２の一辺Ｓに対して直角方向のアンテナコイル２１の長さをＹとすると、
　Ｙ＞Ｘ
の関係とする。
【００２８】
　前記ＸとＹの関係について、図７を参照して接続する。
　図７（Ａ）は、平面導体２とアンテナコイル２１との位置関係について示す平面図であ
る。この例では、平面導体２は４２ｍｍ×９０ｍｍ、アンテナコイル２１は２０ｍｍ×１
５ｍｍとしている。図７（Ｂ）は、第１の実施形態に係るアンテナコイル２１と、従来構
造のアンテナコイルについて、前記距離Ｘと結合係数との関係を示す図である。ここで、
比較例である従来構造のアンテナコイルは、磁性体コアの第１主面と第２主面にそれぞれ
近接する第１の導体部分と第２の導体部分が表裏面で重なる位置関係にある。また、リー
ダライタのアンテナは１００×１００ｍｍとし、そのアンテナと３０ｍｍの距離で対向さ
せた。
【００２９】
　図７（Ｂ）に表れているように、Ｘ＜１５ｍｍのときに、アンテナコイル２１の結合係
数が従来構造のアンテナコイルより大きくなっている。今、Ｙ＝１５であるので、Ｙ＞Ｘ
の関係とすることによって、従来構造のアンテナコイルに比べて高い結合係数が得られる
ことがわかる。
【００３０】
　なお、図７（Ｂ）にも表れているように、前記寸法Ｘはマイナスの値であってもよい。
すなわち図６（Ｂ）のように、アンテナコイル２１の端部が平面導体２の一辺Ｓより外側
にあってもよい。
　このような関係とすることにより、図３（Ａ）に示した指向性ビームＤＢの向きを立ち
上げることができ、本発明の目的を達することができる。
【００３１】
《第２の実施形態》
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　図８（Ａ）は第２の実施形態に係るアンテナコイル２２の組み立て前の状態を示す図、
図８（Ｂ）はそのアンテナコイル２２の平面図である。図８（Ａ）に示すように、フレキ
シブル基板１０にコイル導体ＣＷが形成されている。このコイル導体ＣＷは、ヘリカル状
のコイルが所定の切り開き線で切り開かれた状態の導体パターンである。フレキシブル基
板１０は磁性体コア１の四面に巻き付けられて、前記切り開き線部分でコイル導体ＣＷの
端部同士が接合される。この例では、端部ａ－ａ′，ｂ－ｂ′，ｃ－ｃ′が半田等により
接合される。これにより、図８（Ｂ）に示すアンテナコイル２２が構成される。
【００３２】
　図８（Ｂ）に示す向きで、第２の導体部分１２は磁性体コア１の上面（第２主面）に近
接し、第１の導体部分１１は磁性体コア１の下面（第１主面）に近接する。
【００３３】
　図９（Ａ）は前記アンテナコイル２２を備えたアンテナ１０２の下面図、図９（Ｂ）は
その正面図である。アンテナコイル２２は、回路基板である平面導体２の一辺の中央部に
沿った位置に実装される。
【００３４】
　図９（Ｃ）は、回路基板である平面導体２を収納する筐体２０２の内側にアンテナコイ
ル２２を固定した例である。この場合でも、第２の導体部分１２が第１の導体部分１１に
比べて平面導体２の中心より遠い位置に配置される。
　このようにして第１の実施形態で述べたと同様の作用効果を奏する。
【００３５】
《第３の実施形態》
　図１０（Ａ）は第３の実施形態に係るアンテナコイル２３の組み立て前の平面図、図１
０（Ｂ）はそのアンテナコイル２３の平面図である。フレキシブル基板１０にはスパイラ
ル状のコイル導体ＣＷが形成されていて、スパイラル状コイル導体の形成位置の中心に貫
通孔Ａを備えている。磁性体コア１はフレキシブル基板１０の貫通孔Ａ部分に挿入されて
、図１０（Ｂ）に示されるアンテナコイル２３が構成される。
【００３６】
　図１１（Ａ）は前記アンテナコイル２３を備えたアンテナ１０３の下面図、図１１（Ｂ
）はその正面図である。アンテナコイル２３は、回路基板である平面導体２の一辺の中央
部に沿った位置に実装される。
【００３７】
　図１１（Ｃ）は、図１１（Ａ），図１１（Ｂ）の例とは異なり、回路基板である平面導
体２を収納する筐体２０３の内側にアンテナコイル２３を固定した例である。この場合で
も、第２の導体部分１２が第１の導体部分１１に比べて平面導体２の中心より遠い位置に
配置される。
　このようにして第１の実施形態で述べたと同様の作用効果を奏する。
【００３８】
　図１０（Ｂ）に示したように、第１の導体部分１１と第２の導体部分１２との間をつな
ぐコイル導体の最も狭い部分の幅をＷ、前記平面導体の前記一辺に対して直角方向の前記
磁性体コアの長さをＹとしたとき、ＷとＹとの関係について、図１２を参照して接続する
。
　図１２は、ＷとＹとの積を１５×１５＝２２５ｍｍ2 で一定にし、Ｗを変化させたとき
の、Ｗと結合係数との関係を示す図である。この例では、リーダライタのアンテナは１０
０×１００ｍｍとし、そのアンテナと３０ｍｍの距離で対向させた。
【００３９】
　Ｗ＜Ｙのとき（Ｗ＜１５ｍｍのとき）は、Ｗが小さくなるほど結合係数が小さくなり、
通信性能が悪化する。したがって、Ｗ≧Ｙの関係とすることによって、良好な通信性能が
確保できる。
《第４の実施形態》
　図１３～図１５は第４の実施形態に係るアンテナコイル２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃのそれ
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ぞれの構成を示す図である。図１３（Ａ）はアンテナコイル２４Ａの組み立て前の平面図
、図１３（Ｂ）はそのアンテナコイル２４Ａの平面図である。図１４（Ａ）はアンテナコ
イル２４Ｂの組み立て前の平面図、図１４（Ｂ）はそのアンテナコイル２４Ｂの平面図で
ある。同様に、図１５（Ａ）はアンテナコイル２４Ｃの組み立て前の平面図、図１５（Ｂ
）はそのアンテナコイル２４Ｃの平面図である。
【００４０】
　図１０に示したアンテナコイル２３と異なるのは磁性体コア１の磁束の出入りする端部
が他の部分より太く形成されていることである。図１３に示すアンテナコイル２４Ａでは
磁性体コア１は、その一方の端部が全体に広く（太く）形成されている。図１４のアンテ
ナコイル２４Ｂでは磁性体コア１の一方の端部が台形状に広がっている。図１５のアンテ
ナコイル２４Ｃの例では、磁性体コア１は、その中央より両端部にかけて幅が広くなる形
状である。
【００４１】
　このような形状の磁性体コア１を用いることにより、磁性体コア１を通る磁束が大きく
なり、通信相手のアンテナとの磁界結合を強めることができ、通信可能最長距離が長くな
るなど、通信性能が向上する。
【００４２】
《第５の実施形態》
　図１６（Ａ）は第５の実施形態に係るアンテナコイル２５の組み立て前の平面図、図１
６（Ｂ）はそのアンテナコイル２５の上面図、図１６（Ｃ）はアンテナコイル２５の下面
図である。フレキシブル基板１０には図中破線で示す位置を折り目として折り曲げられて
磁性体コア１が挟み込まれる（三面に巻き付けられる）ようになるが、フレキシブル基板
１０には、前記折り目からずれた位置を中心としてスパイラル状のコイル導体ＣＷが形成
されている。そして、コイル導体ＣＷのうち、前記折り目から遠い側が第２の導体部分１
２として用いられ、近い側が第１の導体部分１１として用いられる。
【００４３】
　図１７（Ａ）は前記アンテナコイル２５を備えたアンテナ１０４の下面図、図１７（Ｂ
）はその正面図である。アンテナコイル２５は、回路基板である平面導体２の一辺の中央
部に沿った位置に実装される。
【００４４】
　図１７（Ｃ）は図１７（Ａ），図１７（Ｂ）の例とは異なり、アンテナコイル２５を、
回路基板である平面導体２を収納する筐体２０４の内側に固定した例である。この場合で
も、第２の導体部分１２が第１の導体部分１１に比べて平面導体２の中心より遠い位置に
配置される。
　このようにして第１の実施形態で述べたと同様の作用効果を奏する。
【００４５】
《第６の実施形態》
　図１８～図２０は第６の実施形態に係るアンテナコイル２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃのそれ
ぞれの構成を示す図である。図１８（Ａ）はアンテナコイル２６Ａの組み立て前の平面図
、図１８（Ｂ）はそのアンテナコイル２６Ａの平面図である。図１９（Ａ）はアンテナコ
イル２６Ｂの組み立て前の平面図、図１９（Ｂ）はそのアンテナコイル２６Ｂの平面図で
ある。同様に、図２０（Ａ）はアンテナコイル２６Ｃの組み立て前の平面図、図２０（Ｂ
）はそのアンテナコイル２６Ｃの平面図である。
【００４６】
　図１６に示したアンテナコイル２５と異なるのは磁性体コア１の磁束の出入りする端部
が他の部分より太く形成されていることである。図１８に示すアンテナコイル２６Ａでは
磁性体コア１は、その一方の端部が全体に広く（太く）形成されている。図１９のアンテ
ナコイル２６Ｂでは磁性体コア１の一方の端部が台形状に広がっている。図２０のアンテ
ナコイル２６Ｃの例では、磁性体コア１は、その中央より両端部にかけて幅が広くなる形
状である。
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【００４７】
　このような形状の磁性体コア１を用いることにより、磁性体コア１を通る磁束が大きく
なり、通信相手のアンテナとの磁界結合を強めることができ、通信可能最長距離が長くな
るなど、通信性能が向上する。
【符号の説明】
【００４８】
Ａ…貫通孔
ＣＡ…コイル軸
ＣＷ…コイル導体
ＤＢ…指向性ビーム
Ｈ…磁束
ＭＳ１…第１主面
ＭＳ２…第２主面
Ｓ…一辺
１…磁性体コア
２…平面導体
１０…フレキシブル基板
１１…第１の導体部分
１２…第２の導体部分
２１～２３…アンテナコイル
２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃ…アンテナコイル
２５…アンテナコイル
２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃ…アンテナコイル
１００～１０４…アンテナ
２０１～２０４…筐体
３０１…リーダライタ側アンテナ
４０１…ＩＣカード
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