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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブ型の非接触ＩＣ媒体と、該非接触ＩＣ媒体に対して磁気結合により制御信号
を伝搬する励磁機器と、非接触ＩＣ媒体が前記制御信号に基づき送信する該非接触ＩＣ媒
体の識別番号を受信する受信機器とを有する非接触ＩＣ媒体制御システムであり、
　前記励磁機器が
　送信コイルと、
　入力される前記非接触ＩＣ媒体を、起動あるいはスリープの動作モードを指定する命令
に対応して制御データを生成する制御部と、
　前記制御データを所定の周波数の交番磁界に重畳して前記送信コイルから送信する制御
信号送信部と
　を有し、
　前記非接触ＩＣ媒体が、
　受信コイルと、
　アンテナと、
　前記受信コイルが前記励磁機器の送信コイルと磁気結合し、送信コイルの発生する交番
磁界により受信コイルに誘起される電圧を整流して前記制御データを抽出する制御回路と
、
　前記アンテナから前記識別番号を前記受信機器に送信する送信回路と、
　各回路に対して駆動電力を供給するバッテリと
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　を有し、
　前記制御データが起動状態とする制御を示す場合、前記制御回路が自身の動作クロック
を高周波数へ切り替え、かつ前記バッテリから駆動電力を前記送信回路に供給するように
し、前記非接触ＩＣ媒体を起動して前記送信回路に前記識別番号を送信させ、前記制御デ
ータがスリープ状態とする制御を示す場合、前記制御回路が前記送信回路に対して前記バ
ッテリからの駆動電力を停止させ、かつ自身の動作クロックを低周波数へ切り替えて、バ
ッテリからの電力供給を低消費電力化して前記非接触ＩＣ媒体をスリープ状態とすること
を特徴とする非接触ＩＣ媒体制御システム。
【請求項２】
　前記交番磁界の周波数がＬＦ帯であることを特徴とする請求項１記載の非接触ＩＣ媒体
制御システム。
【請求項３】
　前記制御回路が前記交番磁界に重畳されている制御データを抽出し、この制御データに
対応する制御信号を出力することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の非接触Ｉ
Ｃ媒体制御システム。
【請求項４】
　前記交番磁界が入力されることにより、前記コイルに誘起される交流電圧を整流する給
電部と、
　整流された電圧を前記バッテリに充電する充電部と
を有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の非接触ＩＣ媒体制御
システム。
【請求項５】
　前記充電部が給電される電圧が充電に必要な電圧値以下であることを検出すると、充電
電圧不足を示す検出データを前記制御回路へ出力し、該制御回路が前記検出データの入力
により、前記送信回路を介して受信機器に対し、前記励磁機器を前記非接触ＩＣ媒体に近
づける処理を示す制御データを出力し、前記受信機器が該制御データによりユーザに対し
て励磁機器を非接触ＩＣ媒体に近づけることを促す表示を行うことを特徴とする請求項４
に記載の非接触ＩＣ媒体制御システム。
【請求項６】
　前記励磁機器が前記命令と制御データとの対応を示すテーブルを記憶する記憶部を有し
、
　前記制御部が入力される命令に対応した制御データを前記テーブルから読み出し、前記
制御信号送信部に出力することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の非
接触ＩＣ媒体制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤ(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)システムに用いるＩＣタグに関
し、特に非接触で外部機器から情報を受け、該外部機器へ情報を送出する、バッテリを内
蔵するアクティブ型の非接触ＩＣタグまたはＩＣカードなどの非接触ＩＣ媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のアクティブ型の非接触ＩＣ媒体は、内部にバッテリが搭載されているため、内部
にバッテリを有さず、外部から電源を供給されているときのみ動作するパッシブ型の非接
触型のＩＣ媒体に比較し、高い電力の電波を送信することができ、電波をパッシブ型より
一定距離以上に発信することができる。このため、ＩＣタグと、この非接触ＩＣ媒体に対
応するリーダとが離れている場合にも、この非接触ＩＣ媒体は利用可能である。
　しかしながら、バッテリに蓄えられる電気エネルギーの容量は無限ではなく、非接触Ｉ
Ｃ媒体を長期間使用するためには、送受信が不要な期間において、送信回路を停止させて
消費電力を抑制している。
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　すなわち、従来例においては、一定の間隔ごとに送信したり、振動などのセンサ情報に
基づいて送信したりすることにより、消費電流を抑制している。
【０００３】
　しかし、非接触ＩＣ媒体が所定の制御信号を受け、この制御信号の受信タイミングに対
応して、制御信号に対する応答信号を出力する用途がある。
　このため、非特許文献１に記載されているように、制御信号を受信する回路のみを、待
機状態にしておき、他の回路をスリープ状態にしておく必要がある。
【非特許文献１】http://savi.com/products/pr.rfid.echopoint.shtml（２００４年７月
１２日アクセス）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、非特許文献１に示すＩＣタグにあっては、制御信号を受信する回路を常
に待機状態としておく必要があり、より長寿命化を考慮すると、制御信号の電波を受信す
る回路を構成する同調回路等の消費電力が無視できないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、制御信号の受信回路の消費電力を
、従来例に対して低下させ、従来例に比較して、内部のバッテリの長寿命化を可能とする
非接触ＩＣ媒体（ＩＣタグ及びＩＣカードなど）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】
【０００６】
　本発明の非接触ＩＣ媒体は、コイル（例えば、実施形態におけるコイル１）と、該コイ
ルが外部コイルと磁気結合し、該外部コイルの発生する交番磁界によりコイルに誘起され
る電圧を検出し制御信号を出力する制御回路（例えば、実施形態における制御回路２）と
、該検出信号が入力されるとアンテナから応答信号を出力する送信回路（例えば、実施形
態における送信回路３）とを有することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の非接触ＩＣ媒体は、前記交番磁界の周波数がＬＦ（長波）帯（周波数３０ｋＨ
ｚ～３００ｋＨｚ，波長１０ｋｍ～１ｋｍ）であることを特徴とする。
　これにより、本発明の非接触ＩＣ媒体は、上述したＬＦ帯の交番磁界を使用することに
より、他の通信（例えば、超音波及び赤外線）に比較して、待機時電流が少なく、低消費
電力であり、長期間の使用に際しては優位である。
【０００８】
　本発明の非接触ＩＣ媒体は、前記制御回路が前記交番磁界に重畳されている制御データ
を抽出し、この制御データに対応する制御信号を出力することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の非接触ＩＣ媒体は、前記交番磁界が入力されることにより、前記コイルに誘起
される交流電圧を整流する給電部と、整流された電圧をバッテリに充電する充電部と
　を有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の非接触ＩＣ媒体制御装置は、非接触ＩＣ媒体に対して制御データを送信する制
御装置であり、入力された命令に対応して制御データを生成する制御部と、前記制御デー
タを所定の周波数の交番磁界に重畳して送信コイルから送信する制御信号送信部とを有し
、前記送信コイルが前記非接触ＩＣ媒体の受信コイルと磁気結合することにより、前記制
御データを非接触ＩＣ媒体に伝搬させることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の非接触ＩＣ媒体制御装置は、前記交番磁界の周波数がＬＦ帯であることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１２】
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　以上説明したように、発明によれば、コイルを外部のコイルと磁気結合させ、この外部
のコイルから制御データを重畳させた交番磁界を発生させることにより、このコイルに誘
起される誘起電圧を検出して、重畳させた制御データを読み出し、この制御データに対応
した制御を行うため、受信部に同調回路等が必要なくなり、従来の非接触ＩＣ媒体に比較
して制御情報の入力待ち受け状態において、消費電力を大幅に削減することが可能となる
。
【００１３】
　また、発明によれば、コイルを外部のコイルと磁気結合させ、この外部のコイルから制
御データを重畳させた交番磁界を発生させることにより、コイルに発生する交流電圧を整
流して、バッテリに供給することにより、バッテリへの充電が行われるため、充電用の外
部端子が無くとも、交番磁界で充電することにより、アクティブ型非接触ＩＣ媒体を半永
久的に使用することが可能となる。
　また、発明によれば、上述した交番磁界による充電が可能であるため、充電に用いる外
部端子が必要なくなり、バッテリ内蔵のアクティブ型非接触ＩＣ媒体を完全に封止するこ
とが可能、すなわち耐環境性のシールドをすることとなり、例えば、温度及び湿度の測定
に容易に対応させられ、また、食品や薬品への使用に対する衛生面を満足させるという効
果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態による非接触ＩＣ媒体及び非接触ＩＣ媒体制御装置を図
面を参照して説明する。図１は同実施形態の一構成例を示すブロック図である。以下、非
接触ＩＣ媒体の一例としてＩＣタグを用いて説明する。
　この図において、ＩＣタグ１２は、コイル１，制御回路２，送信回路３，アンテナ４及
びバッテリ６を有して構成されている。
　コイル１は電磁結合している他のコイル（例えば、後述する励磁機器９のコイル１０）
の発生する交番磁界（交流磁場）が鎖交することにより、誘起電圧として所定の交流電圧
を誘起する。
【００１５】
　制御回路２は、上記コイル１が接続されており、整流回路を内部に有し、上記交流電圧
を整流してＤＣ電圧とする。
　ここで、上記交番磁界には、磁界の発生の有無により制御データが重畳されている。
　そのため、制御回路２は、上記整流回路により、交番磁界をＤＣ電圧とすることにより
、制御データを抽出し、対応する制御信号を出力することとなる。
【００１６】
　送信回路３は、制御回路２からの制御信号により、所定の情報をアンテナ４を介して、
受信機器７に対して送信する。
ここで、送信回路３は、例えば、ＵＨＦ（Ultra High Frequency；極超短波、周波数３０
０ＭＨｚ～３ＧＨｚ，波長１０～１００ｃｍ）帯の周波数の電波を用いて、上記所定の情
報の送信を行う。
また、送信回路３は送信機能のみではなく、受信機能を搭載して、受信機器７との間でデ
ータの送受信を行う様に構成しても良い。
【００１７】
　バッテリ６は、制御回路２及び送信回路３へ駆動電力を供給するものであり、例えば小
型及び薄型のボタン電池などを用いる。
　また、受信機器７はアンテナ８を介して上記所定のデータを入力し、この所定のデータ
に基づいて各種処理、ＩＣタグ１２の識別番号の確認や、ＩＣタグ１２に搭載されている
センサの出力データの処理等を行う。
【００１８】
　励磁機器９は、ユーザが入力する命令を制御データに変換して、所定のＬＦ帯の周波数
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、例えば、１２５ｋＨｚの交流電流に、上記制御データを重畳させ、コイル１０にこの制
御データの重畳された交流電流を流し、制御データの重畳された交番磁界を発生させる。
　ここで、励磁機器９は、例えば、半径数ｃｍのコイル１０に対して、数百ｍＡ（約６Ｖ
）の交流電流を供給する。（一方、ＩＣタグ１２のコイル１は半径数ｍｍ）
　また、励磁機器９は、上記命令と制御データとの対応を示す制御テーブルを内部の記憶
部に記憶しており、命令に対応した制御データを上記制御テーブルより読み出す。
【００１９】
　さらに、励磁機器９は、所定の周期単位（１周期または複数周期）に区切り、各周期単
位毎において、交流電流を流すか否かにより、すなわち交流電流を流す期間を「１」とし
、流さない期間を「０」として、交番磁界を発生させるか否かにより制御データを交番磁
界に対して重畳させる。
　上述したように、本発明においては、待機状態（スリープモード）を低消費電力化する
ため、所定の電波のキャリアを抽出する同調回路などの電力を消費する構成を無くし、所
定の電圧を検出する電力を消費しない回路のみで制御データの検出を行うため、交番磁界
を制御データを送信するキャリアとして用いる。
【００２０】
　次に、図１及び図２を参照して、上述した実施例におけるＩＣタグ１２及び励磁機器９
（ＩＣタグ制御装置）の動作を説明する。図２はＩＣタグ１２，励磁機器９及び受信機器
７（例えば、ＩＣタグ１２のリーダ）相互の信号のやり取りを示すシーケンス図である。
　ＩＣタグ１２を起動し、所定の情報、例えばＩＣタグ１２の識別番号，ＩＣタグ１２に
搭載されたセンサの測定データ等を、ＩＣタグ１２から受信機器７へ送信させる場合の制
御を以下に説明する。
【００２１】
　利用者が励磁機器９に対し、ＩＣタグ１２をスリープモードから動作モードに遷移させ
、このＩＣタグ１２から識別番号を受信機器７へ送信する命令を入力する。
　これにより、励磁機器９は、内部の制御テーブルからこの命令に対応した制御データを
読み出し、この制御データを交流電流に重畳させ、この交流電流をコイル１０へ流し、制
御データ（ＩＣタグ１２のウェイクアップ信号及びスリープ信号などの制御信号等）が重
畳された交番磁界を、コイル１０に発生させる（ステップＳ１）。
　このとき、励磁機器９は、図３に示すように、ウェイクアップ信号として、プリアンブ
ルのフレームと、上記制御データのフレームと、受信先でフレームが正常に受信されたか
否かを判定するＦＣＳ（Frame Check Sequence）のフレームとを各々生成して、交番磁界
に重畳させる。
【００２２】
　次に、ＩＣタグ１２のコイル１は、上記コイル１０と所定の距離以下に近づくと磁気結
合し、交番磁界が内部を鎖交することにより、磁界の強度に対応した誘起電圧が誘起され
る。
　そして、制御回路２は、上記誘起電圧を入力し、これを整流することで、重畳された制
御データを抽出する。
　このとき、制御回路２は、図３に示す同期フレームであるプリアンブルにより、上記制
御データの読み出しタイミングの同期をとり、その後、このタイミングにより制御データ
を読み込み（制御データを抽出し）、ＦＣＳのフレームを用いて、受信した制御データを
チェックする。
【００２３】
　すなわち、制御回路２は、ＦＣＳのフレームにより、制御データが正常に受信されたか
否かを判定し、正常に受信されたことを検出すると、制御データの制御内容を記憶部にお
けるテーブルにより判定し、対応する処理の制御信号を出力する。
　一方、制御回路２は、ＦＣＳのフレームにより制御データが正常に受信されていないこ
とを検出すると、ウェイクアップの処理を行わず、スリープモードを継続する。
【００２４】
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　例えば、制御回路２は上記テーブルに記憶された記憶制御データと、抽出した制御デー
タを比較し、この制御データに対応する記憶制御データがＩＣタグ１２を起動状態とする
制御（すなわちウェイクアップ及び識別番号送付の命令）であれば、送信回路３を起動さ
せ（バッテリ６からの駆動電力の供給を開始させ）、ＩＣタグ１２の識別番号を、アンテ
ナ４を介して受信機器７へ出力する（ステップＳ２）。
　このとき、制御回路２がＣＰＵ等で構成されている場合、自身の動作クロックをスリー
プモード（数十～数百ｋＨｚ帯の低周波数）から通常動作モード（ＭＨｚ帯の高周波数）
へと切り替える処理を行う。
【００２５】
　そして、ＩＣタグ１２に搭載されているセンサ（温度，湿度測定など）の測定データを
出力させる場合、利用者は励磁機器９にセンサのデータの出力命令を入力すると、励磁機
器９は制御テーブルから制御データを読み出し、図３のフレームを交番磁界に重畳させて
ＩＣタグ１２に出力する。
　これにより、ＩＣタグ１２において、制御回路２は、既に述べたように、制御データを
抽出し、テーブルにより制御内容を判定し、制御データが指定するセンサの出力を読み込
み、これを送信回路３を介して受信機器７へ出力する。
【００２６】
　また、このとき、ステップＳ２において、ユーザの処理により、励磁機器９からＩＣタ
グ１２に対して、バッテリ６の出力電圧値を出力させる制御データを送信すると、制御回
路２はバッテリ６の電圧値を受信機器７へ送信するようにしてもよい。
　これにより、ユーザは受信機器７の電圧値を確認することにより、バッテリ６の交換が
必要か否かの判断を行うこととなる。
　通常は、ＩＣタグに励磁機器９からウェイクアップ信号を送信した際、ＩＣタグから受
信機器７に対して応答がなされない場合、バッテリ６の出力電圧が低下したとして、バッ
テリ６の交換が行われる。
　そして、ユーザは、ＩＣタグ１２をスリープモードへ遷移させる命令を、励磁機器９へ
入力する。
【００２７】
　　これにより、励磁機器９は、入力される命令をテーブルを参照することにより制御デ
ータに変換し、ＩＣタグ１２に対して、スリープ処理を行うことを示す制御データを、交
番磁界に重畳させて出力する（ステップＳ３）。
　次に、制御回路２は、制御データを抽出して、スリープモードへの遷移処理を行うこと
を検出すると、送信回路３の動作を停止させ（バッテリ６からの駆動電力の供給を停止さ
せ）る。
　また、このとき、制御回路２がＣＰＵ等で構成されている場合、自身の動作クロックを
通常動作モード（ＭＨｚ帯の高周波数）からスリープモード（数十～数百ｋＨｚ帯の低周
波数）へと切り替える処理を行う。
　以上の処理により、ＩＣタグ１２は起動モードからスリープモードへ遷移する。
【００２８】
＜第２の実施形態＞
　以下、本発明の第２の実施形態による非接触ＩＣ媒体及び非接触ＩＣ媒体制御装置を図
面を参照して説明する。図４は第２の実施形態の一構成例を示すブロック図であり、第１
の実施形態と同様な構成については同一の符号を付し、説明を省略する。第２の実施形態
が第１の実施形態と異なる点は、バッテリ６を充電する充電回路５が設けられている点で
ある。以下、第１の実施形態と同様に、非接触ＩＣ媒体の一例としてＩＣタグを用いて説
明する。
【００２９】
　この図において、ＩＣタグ１２は、コイル１，制御回路２，送信回路３，アンテナ４，
充電回路５及びバッテリ６を有して構成されている。
　コイル１は電磁結合している他のコイル（例えば、後述する励磁機器９のコイル１０）
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の発生する交番磁界（交流磁場）が鎖交することにより、誘起電圧として所定の交流電圧
を誘起する。
【００３０】
　制御回路２は、上記コイル１が接続されており、整流部２Ａを内部に有し、上記交流電
圧を整流してＤＣ電圧とする。
　ここで、上記交番磁界には、磁界の発生の有無により制御データが重畳されている。
　そのため、制御回路２は、上記整流部により、交番磁界をＤＣ電圧とすることにより、
制御データを抽出し、対応する制御信号を出力することとなる。
　充電回路５は、給電部５Ａ及び充電部５Ｂとから構成されており、給電部５Ａが制御回
路２を介して入力される交流電圧を整流してＤＣ電圧として充電部５Ｂへ出力し、充電部
５Ｂが入力されるＤＣ電圧をバッテリ６へ給電して、このバッテリ６への充電処理を行う
。
【００３１】
　上述の構成において、制御回路２の整流部２Ａと、充電回路５の給電部５Ａ（整流機能
を有す）とを別々の構成として記載したが、制御回路２の整流部２Ａの整流した電流を、
直接に充電回路５に上記スイッチのオン／オフにより供給してもよい。
　また、非接触ＩＣ媒体（ＩＣタグ１２）かあるいは非接触ＩＣ媒体制御装置のどちらか
／もしくは双方にＬＦ信号を増幅するアンプ（図４におけるアンプ１３，１４）を設けた
り、コイル１０のサイズを、より大きくしたりしてもよい。
　例えば、ＩＣタグ１２にアンプを設ける場合は、コイル１と制御回路２の間にアンプ１
３を挿入する。これで、ＩＣタグ１２の制御回路２での受信レベルとなる交番磁界の信号
感度が向上する。
【００３２】
　他方、非接触ＩＣ媒体制御装置にアンプを設ける場合は、励磁機器９とコイル１０との
間にアンプ１４を挿入する。
　第１の実施形態で述べていたコイル１０に供給する電流（数百ｍＡ）を数十Ａという数
値へ増加させて、より強力な磁界を発生できる。
　これらアンプ１３とアンプ１４との挿入のどちらか、もしくは双方の挿入を行い、交番
磁界による制御信号の送信到達可能な距離を延ばすことができる。
　さらに、コイル１０のサイズを、第１の実施形態において、半径数ｃｍと説明したが、
このコイル１０を数十ｃｍと拡大させることで、同様に制御信号の送信可能な距離を延ば
せる。
【００３３】
　次に、図４及び図５を参照して、上述した実施例におけるＩＣタグ１２及び励磁機器９
（ＩＣタグ制御装置）の動作を説明する。図５はＩＣタグ１２，励磁機器９及び受信機器
７（例えば、ＩＣタグ１２のリーダ）相互の信号のやり取りを示すシーケンス図である。
　ＩＣタグ１２を起動し、所定の情報、例えばＩＣタグ１２の識別番号，ＩＣタグ１２に
搭載されたセンサの測定データ等を、ＩＣタグ１２から受信機器７へ送信させる場合と、
ＩＣタグ１２に充電を行う場合の制御を以下に説明する。
【００３４】
利用者が励磁機器９に対し、ＩＣタグ１２をスリープモードから動作モードに遷移させ、
このＩＣタグ１２から識別番号を受信機器７へ送信する命令を入力する。
これにより、励磁機器９は、内部の制御テーブルからこの命令に対応した制御データを読
み出し、この制御データを交流電流に重畳させ、この交流電流をコイル１０へ流し、制御
データ（ＩＣタグ１２のウェイクアップ信号及びスリープ信号などの制御信号等）が重畳
された交番磁界を、コイル１０に発生させる（ステップＳ１）。
このとき、励磁機器９は、図３に示すように、ウェイクアップ信号として、プリアンブル
のフレームと、上記制御データのフレームと、受信先でフレームが正常に受信されたか否
かを判定するＦＣＳ（Frame Check Sequence）のフレームとを各々生成して、交番磁界に
重畳させる。
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【００３５】
　次に、ＩＣタグ１２のコイル１は、上記コイル１０と所定の距離以下に近づくと磁気結
合し、交番磁界が内部を鎖交することにより、磁界の強度に対応した誘起電圧が誘起され
る。
　そして、制御回路２は、上記誘起電圧を入力し、これを整流部２Ａにより整流すること
で、重畳された制御データを抽出する。
　このとき、制御回路２は、図３に示す同期フレームであるプリアンブルにより、上記制
御データの読み出しタイミングの同期をとり、その後、このタイミングにより制御データ
を読み込み（制御データを抽出し）、ＦＣＳのフレームを用いて、受信した制御データの
チェックする。
【００３６】
　すなわち、制御回路２は、ＦＣＳのフレームにより、制御データが正常に受信されたか
否かを判定し、正常に受信されたことを検出すると、制御データの制御内容を記憶部にお
けるテーブルにより判定し、対応する処理の制御信号を出力する。
　一方、制御回路２は、ＦＣＳのフレームにより制御データが正常に受信されていないこ
とを検出すると、ウェイクアップの処理を行わず、スリープモードを継続する。
【００３７】
　例えば、制御回路２は上記テーブルに記憶された記憶制御データと、抽出した制御デー
タを比較し、この制御データに対応する記憶制御データがＩＣタグ１２を起動状態とする
制御（すなわちウェイクアップ及び識別番号送付の命令）であれば、送信回路３を起動さ
せ（バッテリ６からの駆動電力の供給を開始させ）、ＩＣタグ１２の識別番号を、アンテ
ナ４を介して受信機器７へ出力する（ステップＳ２）。
　このとき、制御回路２がＣＰＵ等で構成されている場合、自身の動作クロックをスリー
プモード（数十～数百ｋＨｚ帯の低周波数）から通常動作モード（ＭＨｚ帯の高周波数）
へと切り替える処理を行う。
【００３８】
　そして、ＩＣタグ１２に搭載されているセンサ（温度，湿度測定など）の測定データを
出力させる場合、利用者は励磁機器９にセンサのデータの出力命令を入力すると、励磁機
器９は制御テーブルから制御データを読み出し、図３のフレームを交番磁界に重畳させて
ＩＣタグ１２に出力する。
　これにより、ＩＣタグ１２において、制御回路２は、既に述べたように、制御データを
抽出し、テーブルにより制御内容を判定し、制御データが指定するセンサの出力を読み込
み、これを送信回路３を介して受信機器７へ出力する。
【００３９】
　また、ステップＳ２において、ユーザの処理により、励磁機器９からＩＣタグ１２に対
して、バッテリ６の出力電圧値を出力させる制御データを送信すると、制御回路２はバッ
テリ６の電圧値を受信機器７へ送信する。
　次に、ユーザは、受信機器７の表示画面によりバッテリ６の電圧値を確認し、バッテリ
６の電圧容量が低下していることを検出すると、ＩＣタグ１２に対する充電命令を励磁機
器９に入力する。
　これにより、励磁機器９はＩＣタグ１２に対して、充電処理を行うことを示す制御デー
タを、交番磁界に重畳させて出力する（ステップＳ４）。
【００４０】
　そして、制御回路２は、充電回路５に対して、コイル１に誘起される誘起電圧（交流電
圧）を充電回路５に対して供給する。
　このとき、例えば、制御回路２は、制御データが充電処理を行うことを示す場合、制御
信号により、コイル１と充電回路５との間のスイッチをオン状態とする。
　これにより、充電回路５における給電部５Ａがコイル１からの交流電圧を整流してＤＣ
電圧に変換する。
　そして、充電回路５の充電部５Ｂは、上記ＤＣ電圧を、バッテリ６に対して充電可能な
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電圧レベルに変換して、バッテリ６へ給電して、バッテリ６に対する充電処理を行う。
【００４１】
　このとき、充電部５Ｂは、給電される電圧が充電に必要な電圧値以下であることを検出
した場合、すなわち、コイル１に誘起される誘起電圧のレベルが低いことを検出した場合
、充電電圧不足を示す検出データを制御回路２へ通知する。
　そして、制御回路２は、上記充電電圧不足を示す検出データを入力すると、送信回路３
を介して受信機器７に対して、励磁機器９をＩＣタグ１２に近づける処理を示すデータを
出力する（ステップＳ５）。
　これにより、受信機器７はユーザに対して励磁機器９をＩＣタグ１２に近づけることを
促す表示を表示装置に出力する。
【００４２】
　また、充電部５Ｂはバッテリ６に対する充電電流を検出しており、充電電流があらかじ
め設定された所定の電流値以下となると、充電の完了を検出して、充電が完了したことを
示す検出データを制御回路２に対して通知する。
　そして、制御回路２は、上記検出データを入力すると、送信回路３を介して、充電終了
を示すデータを、受信機器７に対して出力する。
　これにより、受信機器７は、表示装置にＩＣタグ１２のバッテリ６に対する充電処理が
終了したことを示す表示を行う。
【００４３】
　次に、ユーザは、受信機器７の表示装置により、充電処理の終了を確認すると、励磁機
器９に対し、ＩＣタグ１２における充電処理を終了させる命令を入力する。
　これにより、励磁機器９は、ＩＣタグ１２に対して、充電の終了処理を行うことを示す
制御データを、交番磁界に重畳させて出力する。
　そして、制御回路２は、制御データを抽出して、充電の終了処理を行うことを検出する
と、コイル１と充電回路５との間のスイッチをオフ状態とし、充電回路５の動作を停止さ
せる。
【００４４】
　そして、制御回路２は、充電回路５の動作を停止させると、送信回路３を介して、充電
回路５の動作停止を示すデータを、受信機器７に対して出力する。
　これにより、受信機器７は、表示装置にＩＣタグ１２のバッテリ６に対する充電回路５
が停止したことを示す表示を行う。
　次に、ユーザは上記表示を確認すると、ＩＣタグ１２をスリープモードへ遷移させる命
令を、励磁機器９へ入力する。
【００４５】
　そして、励磁機器９は、入力される命令をテーブルを参照することにより制御データに
変換し、ＩＣタグ１２に対して、スリープ処理を行うことを示す制御データを、交番磁界
に重畳させて出力する（ステップＳ５）。
　次に、制御回路２は、制御データを抽出して、スリープモードへの遷移処理を行うこと
を検出すると、送信回路３の動作を停止させ（バッテリ６からの駆動電力の供給を停止さ
せ）る。
　また、このとき、制御回路２がＣＰＵ等で構成されている場合、自身の動作クロックを
通常動作モード（ＭＨｚ帯の高周波数）からスリープモード（数十～数百ｋＨｚ帯の低周
波数）へと切り替える処理を行う。
　以上の処理により、ＩＣタグ１２は起動モードからスリープモードへ遷移する。
【００４６】
　なお、図１及び図４における制御回路２の機能を実現するためのプログラムをコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピ
ュータシステムに読み込ませ、実行することにより、上述したＩＣタグ１２の各処理の制
御を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提
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ュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ
、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記
憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネ
ット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサ
ーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように
、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
【００４７】
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１の実施形態のＩＣタグ１２及びＩＣタグ制御システムの一構成例を
示すブロック図である。
【図２】図１のＩＣタグ制御システムの動作例を示すシーケンス図である。
【図３】励磁機器９がＩＣタグ１２へ、交番磁界に重畳させて送信する制御データのフレ
ームのフォーマットを示す概念図である。
【図４】本発明の第２の実施形態のＩＣタグ１２及びＩＣタグ制御システムの一構成例を
示すブロック図である。
【図５】図４のＩＣタグ制御システムの動作例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１，１０…コイル
　２…制御回路
　３…送信回路
　４，８…アンテナ
　５…充電回路
　６…バッテリ
　７…受信機器
　９…励磁機器
１２…ＩＣタグ
１３，１４…アンプ
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