
JP 2017-211873 A 2017.11.30

10

(57)【要約】
【課題】チップレスＲＦＩＤに適用する際に、取り扱う
情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタ
グへの情報の書き込みの容易化を可能にする。
【解決手段】チップレスＲＦＩＤに適用される共振器１
２０であって、第１の伝送線路１２１と、第１の伝送線
路の一端１２１ａに接続される第２の伝送線路１２２と
、第２の伝送線路の第１の伝送線路と接続される一端１
２１ｂの反対側となる他端１２１ａに接続される第３の
伝送線路１２３と、を備え、第１の伝送線路、第２の伝
送線路、及び第３の伝送線路のうち、第２の伝送線路の
特性インピーダンスが最大であり、かつ、第１の伝送線
路と第３の伝送線路の線路電気長が同一であることを特
徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チップレスＲＦＩＤに適用される共振器であって、
　第１の伝送線路と、
　前記第１の伝送線路の一端に接続される第２の伝送線路と、
　前記第２の伝送線路の前記第１の伝送線路と接続される一端の反対側となる他端に接続
される第３の伝送線路と、を備え、
　前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記第３の伝送線路のうち、前記第２
の伝送線路の特性インピーダンスが最大であり、かつ、前記第１の伝送線路と前記第３の
伝送線路の線路電気長が同一であることを特徴とする共振器。
【請求項２】
　前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記第３の伝送線路は、略Ｕ字型とな
るように各伝送線路が接続されることを特徴とする請求項１に記載の共振器。
【請求項３】
　前記第２の伝送線路の何れかの部位に切断部が設けられることを特徴とする請求項２に
記載の共振器。
【請求項４】
　前記切断部は、前記第２の伝送線路の中央部に設けられることを特徴とする請求項３に
記載の共振器。
【請求項５】
　両端に入出力端子が設けられる主伝送線路と、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の共振器と、を備え、
　前記共振器に備わる何れかの伝送線路が前記主伝送線路に平行結合されて構成されるこ
とを特徴とするノッチフィルタ。
【請求項６】
　共振周波数の異なる複数の前記共振器が前記主伝送線路に平行結合されて構成されるこ
とを特徴とする請求項５に記載のノッチフィルタ。
【請求項７】
　前記主伝送線路には、ｎ個の前記共振器が平行結合され、前記共振周波数を離調させた
場合と離調させない場合に対して、それぞれ「０」又は「１」の何れかの異なる情報を付
与し、ｎビットのＩＤタグを構成することを特徴とする請求項６に記載のノッチフィルタ
。
【請求項８】
　前記共振器の前記伝送線路と前記主伝送線路との距離を調整可能に構成されることを特
徴とする請求項５乃至７の何れか１項に記載のノッチフィルタ。
【請求項９】
　請求項５乃至８の何れか１項に記載のノッチフィルタと、
　前記ノッチフィルタの両端に設けられる入出力端子に接続される広帯域アンテナと、を
備えることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項１０】
　前記ノッチフィルタ及び前記広帯域アンテナは、透明導電膜材料で形成されることを特
徴とする請求項９に記載のＲＦＩＤタグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チップレスＲＦＩＤに適用される共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタ
グに関する。
【背景技術】
【０００２】
　バーコードは、在庫管理、物流管理等に広く普及しており、ＩＤタグが印刷で作成でき
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ることから極めて安価であり、読取装置もスマートフォン等のカメラで実現でき、タグシ
ステムとしても安価であるという特長がある。しかしながら、バーコードの情報には、秘
匿性がなく、汚れで誤認識したり、複製も容易で改ざんされるリスクもある等の信頼性に
乏しい面や、読み取り領域が狭く、障害物があると読み取れないという欠点も有している
。
【０００３】
　前述したバーコードの欠点を解消する技術として開発されている半導体チップを用いた
ＲＦＩＤ（ Radio Frequency Identification ）は、読み取りだけでなく、書き込みも可
能である等優れた特長を有している。しかしながら、ＲＦＩＤは、半導体チップを用いる
ために、チップや基板実装でタグがコスト高になることや、半導体が誤動作するような高
温や放射線の強い環境下では、適用困難という問題点があり、また、ＲＦＩＤの読取装置
のサイズが大きくなることから、消費電力も大きく、携帯化が困難で装置のコストも高い
という課題も有している。
【０００４】
　このようなＲＦＩＤの課題を解決するために、バーコードの機能を補完するチップレス
ＲＦＩＤが開発されている。チップレスＲＦＩＤに関する従来技術として、非特許文献１
には、多数の共振素子を用いる構成で基本的に１つの共振器に１ビットを対応させたマル
チ共振器構成となっているチップレスＲＦＩＤタグが開示されている。また、非特許文献
２には、弾性表面波（ＳＡＷ）デバイスを利用し、信号の伝播遅延時間の差に情報を持た
せたタグとその応用システムが開示されている。さらに、非特許文献３は、共振が１個で
共振器の構造を変えて、その高次モードの変化に着目して共振周波数情報を利用したもの
が開示されている。また、特許文献１には、微細加工で作成したＭＥＭＳ共振器を多数用
いたタグの例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１２２５８５号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】P.Preradovic and N.C.Karmakar、”Chipless RFID：Bar Code of the 
Future“、IEEE Microwave Magazine、vol.11、No.7、pp.87－97、 Dec．2010
【非特許文献２】野村、新井、小坂、斎藤、“多機能弾性表面波の開発- SAW RFIDセンサ
の開発-“、電子情報通信学会、信学技報ED2005-116、pp．33-38、2005年9月
【非特許文献３】牧本、酒井、和田、“マルチモード・ステップインピーダンス共振器を
用いたチップレスＲＦＩＤの検討”、電子情報通信学会、信学技報SRW2014-37（2014-37
）、pp.11-16、2014年12月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、非特許文献１に開示されたチップレスＲＦＩＤタグでは、検出する周波
数帯域が狭く、多ビット化に課題がある。非特許文献２に開示された方法では、微細加工
を伴うためコストが高く、生成できる符号数も他の方式に比べて少ないという課題がある
。非特許文献３に開示された方法では、コード数の拡大を図れるものの、読取装置にコー
ドと高次モード共振周波数に対応したコードテーブルが必要となるため、読取装置の処理
方式が複雑となり回路規模が増大することが懸念される。また、特許文献１に開示された
ＲＦＩＤタグでは、小型化が図れるものの、作成に微細加工を伴うために生産コストが高
く、対応可能な情報量も少なく、情報の書き込みが回路の作製時のみでしか行えないとい
う情報付与に対する制約もある等の問題点がある。
【０００８】
　このように、従来技術によるチップレスＲＦＩＤタグでは、生成可能なコード数（情報
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量）を増やすことが困難であったり、微細加工が要求されることから低コスト化が困難で
あったり、タグへの情報の書き込みが容易でない等の課題がある。このことから、チップ
レスＲＦＩＤに関して、取り扱う情報量の拡張や、広い周波数帯域での使用の実現、タグ
への情報の書き込みの容易化が望まれる。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、チップレスＲＦＩＤに適用する際に
、取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタグへの情報の書き込み
の容易化の可能な、新規かつ改良された共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、チップレスＲＦＩＤに適用される共振器であって、第１の伝送線路
と、前記第１の伝送線路の一端に接続される第２の伝送線路と、前記第２の伝送線路の前
記第１の伝送線路と接続される一端の反対側となる他端に接続される第３の伝送線路と、
を備え、前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記第３の伝送線路のうち、前
記第２の伝送線路の特性インピーダンスが最大であり、かつ、前記第１の伝送線路と前記
第３の伝送線路の線路電気長が同一であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の一態様によれば、簡素な構成で取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使
用の実現、及びタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００１２】
　このとき、本発明の一態様では、前記第１の伝送線路、前記第２の伝送線路、及び前記
第３の伝送線路は、略Ｕ字型となるように各伝送線路が接続されることとしてもよい。
【００１３】
　このようにすれば、共振器を小型化した上で取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域で
の使用の実現、及びタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、前記第２の伝送線路の何れかの部位に切断部が設けられる
こととしてもよい。
【００１５】
　このようにすれば、共振器を離調する切断箇所を設けることによって、離調周波数のバ
ラつきを低減できる。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、前記切断部は、前記第２の伝送線路の中央部に設けられる
こととしてもよい。
【００１７】
　このようにすれば、共振器を離調する切断箇所を共振器中央部の高インピーダンス部分
で行うことによって切断が容易に行えると共に、切断する位置の特定が容易で、離調周波
数のバラつきを低減できる。
【００１８】
　また、本発明の他の態様は、ノッチフィルタであって、両端に入出力端子が設けられる
主伝送線路と、上記の何れかに記載の共振器と、を備え、前記共振器に備わる何れかの伝
送線路が前記主伝送線路に平行結合されて構成されることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の他の態様によれば、取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、
及びタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００２０】
　このとき、本発明の他の態様では、共振周波数の異なる複数の前記共振器が前記主伝送
線路に平行結合されて構成されることとしてもよい。
【００２１】
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　このようにすれば、より確実に取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現
、及びタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００２２】
　また、本発明の他の態様では、前記主伝送線路には、ｎ個の前記共振器が平行結合され
、前記共振周波数を離調させた場合と離調させない場合に対して、それぞれ「０」又は「
１」の何れかの異なる情報を付与し、ｎビットのＩＤタグを構成することとしてもよい。
【００２３】
　このようにすれば、より確実にタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００２４】
　また、本発明の他の態様では、前記共振器の前記伝送線路と前記主伝送線路との距離を
調整可能に構成されることとしてもよい。
【００２５】
　このようにすれば、より確実に使用する周波数帯域の調整を図ることができる。
【００２６】
　また、本発明の更に他の態様は、ＲＦＩＤタグであって、上記の何れかに記載のノッチ
フィルタと、前記ノッチフィルタの両端に設けられる入出力端子に接続される広帯域アン
テナと、を備えることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の更に他の態様によれば、取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実
現、及びタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００２８】
　このとき、本発明の更に他の態様では、前記ノッチフィルタ及び前記広帯域アンテナは
、透明導電膜材料で形成されることとしてもよい。
【００２９】
　このようにすれば、取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタグ
への情報の書き込みの容易化を実現したＲＦＩＤタグを秘匿化可能な形で提供できる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように本発明によれば、チップレスＲＦＩＤに適用する際に、より簡素な
構成で取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタグへの情報の書き
込みの容易化を低コストで実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】（Ａ）は、従来例のノッチフィルタのチップレスタグ用マルチ共振器の情報書き
込み前の基本回路を示す構成図であり、（Ｂ）は、情報を書き込んだ状態の回路を示す構
成図である。
【図２】（Ａ）は、従来例のチップレスタグ用マルチ共振器の原回路、（Ｂ）は、従来例
のチップレスタグ用マルチ共振器の周波数離調回路を示す構成図である。
【図３】従来例のチップレスタグ用マルチ共振器のθ＝６０°とした場合の周波数特性を
示すグラフである。
【図４】（Ａ）は、本発明の一実施形態に係る共振器の一例を示す構成図であり、（Ｂ）
は、本発明の一実施形態に係る共振器の他の一例を示す構成図である。
【図５】（Ａ）は、本発明の一実施形態に係る共振器の原回路、（Ｂ）は、本発明の一実
施形態に係る共振器の周波数離調回路を示す構成図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの一例を示す構成図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの周波数特性を示すグラフである。
【図８】（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るノッチフィルタを多周波ノッチフィルタと
して適用した場合におけるデータ書き込み前の一例を示す構成図であり、（Ｂ）は、デー
タ書き込み後の一例を示す構成図である。
【図９】本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの構成例で１１ビットのタグ用ノッチ
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フィルタを設計した場合の周波数特性例を示すグラフである。
【図１０】図９の初期状態のタグ用ノッチフィルタに情報を書き込んだ場合の周波数特性
を示すグラフである。
【図１１】本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの構成例で書き込みデータビット数
を拡大して２１ビットのタグ用ノッチフィルタを設計した場合の周波数特性例を示すグラ
フである。
【図１２】本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤタグの一例を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する本実
施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本
実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００３３】
　本発明の一実施形態に係る共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグは、チップレス
ＲＦＩＤに関するものであり、バーコードの機能を補完するものである。本実施形態では
、共振周波数１個に１ビット対応させる構成をとるので、コードを付与する方式は、従来
の共振器を利用するチップレスＲＦＩＤタグと同一であるが、適用する共振器の構造が異
なるものとなる。
【００３４】
　すなわち、従来例では、マイクロストリップ線路を用いた先端開放１／２波長一様線路
共振器や、この一様線路共振器をスパイラル状に小型化した共振器を用いている。これに
対して、本発明の一実施形態に係る共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグにおいて
は、線路の特性インピーダンスの異なる複数の伝送線路で構成した共振器（ステップイン
ピーダンス共振器：Stepped Impedance Resonator、ＳＩＲ）を適用している。
【００３５】
　まず、本発明の一実施形態に係る共振器の構造と共振特性について、従来例と比較しな
がら説明する。図１（Ａ）は、従来例のノッチフィルタのチップレスタグ用マルチ共振器
の情報書き込み前の基本回路を示す構成図であり、図１（Ｂ）は、情報を書き込んだ状態
の回路を示す構成図である。
【００３６】
　従来例のノッチフィルタ１０では、図1（Ａ）に示すように、入出力端子１２、１３を
持つ主伝送線路１１に共振周波数の異なるｎ個の共振器２０として、先端開放１／２波長
一様線路共振器２０_１乃至２０_ｎを逆Ｌ字状に構成し、線路の一部を主伝送線路１１に
平行結合した回路となっている。回路の動作としては、共振周波数ｆ１～ｆｎごとにｎ個
の減衰極を持つ狭帯域の帯域阻止フィルタであるノッチフィルタとなっている。回路の周
波数特性を測定し、各共振器の共振点が観測される場合を‘１’、共振点がない場合を‘
０’に対応させるとした場合、図１（Ａ）では、全て‘１’のｎビットを表していること
になる。
【００３７】
　次に、情報を書き込む場合について考える。この場合は、図１（Ｂ）に示すように、共
振器２０を構成する線路の一部を切断し、共振周波数を元の周波数より遥かに高く離調す
る手法をとる。図１（Ｂ）の例では、共振器２０_２と共振器２０_（ｎ－１）にそれぞれ
切断部２５_２、２５_（ｎ－１）を設けて、共振周波数をｆ２からｆ２´、及びｆｎ－１

からｆｎ－１´に離調させ、情報を‘１’から‘０’に書き換えた状態を示している。こ
のとき、ｆ１＜ｆ２＜・・・・＜ｆｎ－１＜ｆｎとすると、この例においては、ｆｎ＜ｆ

２´＜ｆｎ－１´ でなければならない。また、一様線路共振器の２次高次モード共振周
波数は、１次（基本）共振の２倍となるから、離調前の原回路においても、ｆｎ＜２ｆ１

の制約条件もある。
【００３８】
　周波数の制約条件について、図２（Ａ）及び（Ｂ）を用いて更に詳しく説明する。図２
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（Ａ）は、原回路（書き込み前）、図２（Ｂ）は、周波数離調（書き込み後）の回路を示
す。共振器２０は、通常、図２（Ａ）に示すように、共振周波数で９０°の電気長が伝送
線路１１に結合している。情報書き込みのために共振器２０を離調するときは、図２（Ｂ
）に示すように、共振器２０の開放端２０ｐからθの位置に切断部２５を設けるものとす
る。このとき、書き込み前と書き込み後の共振器２０の共振周波数をそれぞれｆ１、ｆ１

´として、簡単のため正規化周波数（書き込み前の原回路の最も低い共振周波数でそれぞ
れの周波数を除した値；ｆ１＝１）で表すものとする。
【００３９】
　図２（Ｂ）に示す周波数離調回路において、θ＝６０°とした場合の周波数特性を図３
に示す。図３において、実線は、書き込み前の原回路の特性、破線は、書き込み後（切断
後）の特性を示している。図３に示すように、ｆ１´＜１．５となり、前述のように、タ
グ用共振器の最も高い周波数ｆｎは、この値より小さく設定しなければならない。従って
、この例では、タグとして利用できる周波数の帯域幅ｗ（＝（ｆｎ－ｆ１））は、０．５
以下となり、十分な数の共振器が割り当てられず、情報ビット数も少なくなる。θを大き
くすれば、ｆ１´は、高くできるが、ｆｎ＜２ｆ１の制約もあるので、帯域幅ｗを１以上
に設定することができない。
【００４０】
　次に、本発明の一実施形態に係る共振器の構成について、図面を使用しながら説明する
。図４（Ａ）は、本発明の一実施形態に係る共振器の一例を示す構成図であり、図４（Ｂ
）は、本発明の一実施形態に係る共振器の他の一例を示す構成図であり、図５（Ａ）は、
本発明の一実施形態に係る共振器の原回路、図５（Ｂ）は、本発明の一実施形態に係る共
振器の周波数離調回路を示す構成図であり、図６は、本発明の一実施形態に係るノッチフ
ィルタの一例を示す構成図である。
【００４１】
　本発明の一実施形態に係る共振器１２０は、チップレスＲＦＩＤに適用される共振器で
あって、図４（Ａ）に示すように、第１の伝送線路１２１と、第１の伝送線路の一端に１
２１ａ接続される第２の伝送線路１２２と、第２の伝送線路１２２の第１の伝送線路と接
続される一端１２２ｂの反対側となる他端１２２ａに接続される第３の伝送線路１２３と
、を備える。そして、第１の伝送線路１２１、第２の伝送線路１２２、及び第３の伝送線
路１２３のうち、第２の伝送線路１２２の特性インピーダンスＺ２が最大であり、かつ、
第１の伝送線路１２１と第３の伝送線路１２３のそれぞれの線路電気長θ１、θ３が同一
であることを特徴とする。
【００４２】
　なお、本実施形態の共振器１２０は、伝送線路１２１、１２２、１２３が３つの場合に
限定されず、上述したような技術的特徴を有する少なくとも３つ以上の伝送線路を備える
構成となっていればよい。例えば、図４（Ｂ）に示すように、共振器１２０´は、図４（
Ａ）に示す第２の伝送線路１２２を２つの第２の伝送線路１２２－１、１２２－２に分断
して、第４の伝送線路１２４を挿入した構造としてもよい。この線路インピーダンスをＺ
４とし、Ｚ４＞Ｚ２となるように選定すると，図４（Ａ）で示す構成のものと同様の技術
的特徴を有する共振器となる。また、第４の伝送線路１２４の線路電気長をθ４とすると
、この線路は、波長に比して十分短いので、線路電気長θ´４を持つ第２の伝送線路（イ
ンピーダンスＺ２）に等価的に置き換えることができる。ただし、tanθ´４＝（Ｚ２／
Ｚ４）ｔａｎθ４である。従って、後述するように、共振器の共振条件の検討において、
この構造の共振器１２０´も３個の伝送線路を持つ共振器１２０として取り扱うことが可
能となる。
【００４３】
　本発明の一実施形態では、利用できる帯域幅を広げ、生成できる情報ビット数を拡大す
るために、用いる共振器１２０として、図４（Ａ）に示すようなマイクロストリップ線路
を用いた共振器構造としている。この共振器１２０は、特性インピーダンスＺ１、電気長
θ１の第１の伝送線路１２１の一端１２１ａに、特性インピーダンスＺ２、電気長θ２の
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第２の伝送線路１２２を接続し、更に第２の伝送線路１２２の他の一端１２２ａに特性イ
ンピーダンスＺ３、電気長θ３の伝送線路１２３を接続して構成される。
【００４４】
　このような構造の共振器は、ステップインピーダンス共振器（Stepped Impedance Reso
nator; ＳＩＲ）と称され、通常では、対称構造が用いられることが多いが、本発明の一
実施形態に係る共振器１２０では、非対称構造も含めて適用することを特徴とする。ここ
で、簡単のため、各伝送線路１２１、１２２、１２３の接続部と開放端の浮遊容量を無視
して、これら伝送線路１２１、１２２、１２３を無損失と仮定すると、伝送線路１２３の
開放端１２３ａから見た共振器１２０の入力アドミタンスは、以下の式のように表すこと
ができる。
　　　　　　　　　　Y_i＝j Ａ／Ｂ　　　　　　　
ただし、Ａ＝Y3 （tanθ1＋R_Z1・tanθ2＋R_Z1・R_Z2・tanθ3－R_Z2・tanθ1・tanθ2

・tanθ3） 
Ｂ＝R_Z1・R_Z2－R_Z2・tanθ1・tanθ2－R_Z1・tanθ1・tanθ3－tanθ3・tanθ1

        R_Z1＝Z1／Z2　　、　R_Z2＝Z2／Z3：インピーダンス比
【００４５】
　また、共振条件は、Ｙ_i＝ j Ａ／Ｂ = ０ として求めることができる。ここで、例と
して、θ１＝θ２＝θ３＝θの場合を考えて、１次モード及び２次モードの共振電気長を
それぞれθ_01、θ_02　とすると、上式より共振条件は、以下の式で求めることができる
。
               tanθ_01＝((1＋R_Z1＋R_Z1・R_Z2)／R_Z2 )

1/2

               tanθ_02＝((1＋R_Z1＋R_Z1・R_Z2)／R_Z2 )
1/2

【００４６】
　上記の式で、Ｚ１＝Ｚ３＝４０Ω、Ｚ２＝８０Ωとすれば、R_Ｚ１＝１／Ｒ_Ｚ２＝４
０／８０＝０．５であるから、下記の関係式が成立する。
　　　　　　　θ_01＝arctan（５／４）１／２＝５１．３°
              θ_02＝arctan（－（５/４））１／２＝１８０°－θ_01＝１２８．７°
【００４７】
　また、共振器全電気長は、３θ_01 であるから、１次(基本)モード共振周波数において
１５４．０°となる。一様線路の場合、共振器全電気長は、１８０°であるから、共振器
長を８５％に短縮して小型化設計可能となることがわかる。また、1次(基本)モードの共
振周波数ｆ_01と２次モードの共振周波数ｆ_02の比は、電気長の比となるから、下記の式
が成立する。
               ｆ_02／ｆ_01＝θ_02／θ_01＝１２８．７／５１．３＝２．５１
【００４８】
　上記の式から、２次モード共振周波数を一様線路共振器に比して、遥かに高く設定でき
ることがわかる。 
【００４９】
　また、一般的に共振条件式において、R_Z1＜１、R_Z2＞１とすれば、下記の式が成立す
る。
　　　　　　　tanθ_01＝((1＋R_Z1＋R_Z1・R_Z2)／R_Z2 )

1/2

                     ＝(１／R_Z2＋R_Z1／R_Z2＋R_Z1 )
1/2

                     ＜（３）１／２

【００５０】
　従って、下記の式が成立する。
　　　　　　　　　　　θ_01＜６０°
               　　　 θ_02＝１８０°－θ_01＞１２０°
【００５１】
　これより、下記の関係式が成立する。
　　　　　　　　　　　ｆ_02／ｆ_01＝θ_02／θ_01＞１２０°／６０°=２．０
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【００５２】
　上記の関係式から、２次の高次モード共振周波数を１次（基本）共振周波数の２倍に設
定できることがわかる。この条件は、インピーダンス比の定義より、Ｚ1＜Ｚ2、Ｚ3＜Ｚ2

 に対応する。
【００５３】
　なお、ここでは簡単のため、θ１＝θ２＝θ３＝θ の場合を考えたが、線路インピー
ダンスにZ1＜Z2、Z3＜Z2の条件があれば、線路電気長の条件には関係せず、２次の高次モ
ード共振周波数を１次（基本）共振周波数の２倍に設定可能となることが共振条件式を検
討することで分かる。
【００５４】
　チップレスタグの共振素子として用いる場合は、図５（Ａ）に示すように、第１の伝送
線路１２１、第２の伝送線路１２２、及び第３の伝送線路１２３は、略Ｕ字型となるよう
に各伝送線路が接続される構成としていることが好ましい。すなわち、共振器１２０を小
型化した上で取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタグへの情報
の書き込みの容易化を実現するためには、各伝送線路１２１、１２２、１２３を略Ｕ字状
に配置し、第１の伝送線路１２１でノッチフィルタ１１０を構成する主伝送線路１１０（
図６参照）と平行結合させる構成をとることが好ましい。
【００５５】
　また、本実施形態では、共振器１２０の共振周波数を離調させるために、図５（Ｂ）に
示すように、第２の伝送線路１２２の何れかの部位に切断部１２５を設けることによって
、切断部１２５が他の線路より細くて切断し易く、切断場所の特定も容易にしている、こ
のように、共振器１２０を離調する切断部１２５を設けることによって、離調周波数のバ
ラつきを低減できる。特に、本実施形態では、共振器１２０を離調する切断部１２５の設
置を共振器１２０の中央部の高インピーダンス部分で行うことによって、切断が容易に行
えると共に、切断する位置の特定を容易にして、離調周波数のバラつきを確実に低減する
ために、切断部１２５は、第２の伝送線路１２２の中央部に設けられている。
【００５６】
　次に、本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの構成及び動作について、図面を使用
しながら説明する。図６は、本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの一例を示す構成
図であり、図７は、本発明の一実施形態に係るノッチフィルタの周波数特性を示すグラフ
である。なお、図7では、横軸は、原回路の基本（１次）共振周波数ｆ１で正規化した正
規化周波数で表し、実線が原回路の特性、破線が切断後の離調特性を示している。
【００５７】
　本実施形態では、ノッチフィルタ１１０は、図６に示すように、両端に入出力端子１１
２、１１３が設けられる主伝送線路１１１に、前述した共振器１２０の第１の伝送線路１
２１が当該主伝送線路１１１に平行結合されて構成されている非対称構造ＳＩＲである。
本実施形態では、ノッチフィルタが形成される基板の比誘電率１０．２、基板厚さ０．６
３ｍｍ、誘電正接０．００２の誘電体基板（図示せず）を用いて設計している。
【００５８】
　また、本実施形態では、共振器１２０を構成する３つの伝送線路１２１，１２２，１２
３の特性インピーダンスと共振周波数における電気長は、それぞれ５０Ω、８０Ω、４０
Ω、及び７０°、２３°、７０°としている。共振器１２０は、前述したように、入出力
端子１１２、１１３を持つ主伝送線路１１１に平行結合させてノッチフィルタ１１０を構
成している。さらに、本実施形態では、共振器１２０の第１の伝送線路１２１と主伝送線
路１１１との距離を調整可能に構成されるようにして、より確実に使用する周波数帯域の
調整を図るようにしている。
【００５９】
　なお、本実施形態では、平行結合線路部は、奇モードと偶モードの特性インピーダンス
を持つが、この設計では、その相乗平均インピーダンスが５０Ωになるように設計してい
る。また、本実施形態では、ノッチフィルタ１１０は、第１の伝送線路１２１が当該主伝
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送線路１１１に平行結合されて構成されているが、何れかの伝送線路１２１、１２２、１
２３が主伝送線路１１１に平行結合される構成となっていればよい。
【００６０】
　さらに、本実施形態では、共振器１２０を第１の伝送線路１２１、第２の伝送線路１２
２、及び第３の伝送線路１２３を略Ｕ字型に接続させて、第１の伝送線路１２１を主伝送
線路１１０に平行結合させる構成としているが、共振器１２０の形状は、略Ｕ字型に限定
されない。すなわち、少なくとも何れかの伝送線路１２１、１２２、１２３が主伝送線路
１１１と平行結合される構成であれば、例えば、略Ｌ字型の構成としてもよい。
【００６１】
　また、図７に示すように、原回路の２次の高次モード共振周波数は、離調後の基本（1
次）共振周波数ｆ１´にほぼ一致し、２．３５ｆ１となっていることが分かる。このよう
に、原回路の２次の高次モード共振周波数も、離調後の基本周波数も２ｆ１より十分大き
く設定できるため、前述した図３に示す従来の一様線路共振器の場合と比較して、チップ
レスタグとして適用可能な周波数帯域が拡大可能であることが分かる。また、共振条件を
検討すると、共振器１２０の第２の伝送線路１２２のインピーダンスをより高くして、か
つ、第３の伝送線路１２３のインピーダンスをより低く設定すれば、更に適用可能な周波
数帯域が広がることが分かる。
【００６２】
　図８（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るノッチフィルタを多周波ノッチフィルタとし
て適用した場合におけるデータ書き込み前のパターンの一例を示す構成図であり、図８（
Ｂ）は、データ書き込み後の一例を示す構成図を示す。本実施形態では、入出力端子１１
２、１１３を持つ主伝送線路１１１に共振周波数がｆ１～ｆｎ と互いに異なるｎ個の前
述した非対称構造ＳＩＲとなる共振器１２０_１乃至１２０_ｎを平行結合させて、ｎビッ
トのタグに対応した多周波ノッチフィルタを実現している。すなわち、共振周波数の異な
る複数の共振器１２０_１乃至１２０_ｎが主伝送線路１１１に平行結合されて構成される
ことによって、より確実に取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及び
タグへの情報の書き込みの容易化を実現するようにしている。
【００６３】
　このとき、ｋ番目の共振器１２０_ｋがｆｋ（ｋ＝１～ｎ）で共振している場合を‘１
’、そうでない場合を‘０’に対応させると、全ての共振器１２０_１～１２０_ｎがｆ１

～ｆｎで共振している初期状態となる図８（Ａ）では、全て‘１’を示すことになる。デ
ータを書き込む場合は、非対称構造ＳＩＲである共振器１２０の高インピーダンス線路と
なる第２の伝送線路１２２（図５（Ｂ）参照）の部分を切断し、基本共振周波数をｆｎ 
より高い方に離調することで‘０’を実現する。図８（Ｂ）に示す例では、共振器１２０
_２、１２０_（ｎ－１）に切断部１２５_２、１２５_（ｎ－１）を設けることによって、
共振周波数をｆ２ からｆ２´、ｆｎ－１からｆｎ－１´に離調して‘０’を書き込んだ
状態を示す。
【００６４】
　このように、本実施形態では、主伝送線路１１１にｎ個の共振器１２０_１～１２０_ｎ
が平行結合され、共振周波数を離調させた場合と離調させない場合に対して、それぞれ「
０」又は「１」の何れかの異なる情報を付与し、ｎビットのＩＤタグを構成している。こ
のため、より確実にタグへの情報の書き込みの容易化を実現できる。
【００６５】
　前述した本発明の一実施形態に係るノッチフィルタ１１０の構成例で１１ビットのタグ
用ノッチフィルタを設計した場合の周波数特性例のグラフを図９に示す。本実施形態では
、周波数利用帯域として正規化周波数で１～２（オクターブバンド）を適用し、非対称構
造ＳＩＲとして、図６に示す構造のノッチフィルタ１１０を用い、線路長がそれぞれの共
振周波数において７０°及び２３°になるように構造を決定している。この周波数特性は
、初期状態が全て‘１’の状態を示している。
【００６６】



(11) JP 2017-211873 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

　２次の高次共振モードは、スプリアス応答として図に示しているが、情報を書き込む１
次（基本）モードの周波数帯域と十分離れているので、情報を正確に検出可能であること
が分かる。また、検出帯域に関しては、従来の一様線路共振器は、オクターブバンドを実
現することが困難であるが、本発明の一実施形態に係る方式では、余裕を持って対応可能
である。このように、共振器１２０の構造を従来例と変えることによって、更なる広帯域
化も期待できることが分かる。
【００６７】
　図９の初期状態のタグ用ノッチフィルタに情報を書き込んだ場合の周波数特性のグラフ
について、図１０に示す。図１０に示す例では、３、５、６、１０ビット目の共振器の共
振周波数を線路の切断により離調して、‘０’を書き込んだ状態を示している。
【００６８】
　この周波数応答から分かるように、３、５、６、１０ビット目の共振器は、離調してい
るため、ノッチ特性は、発生せず、また、スプリアス応答は、変化するが、情報を書き込
んでいる周波数検出帯域には、殆ど影響を与えていないことが分かる。このように、本実
施形態のノッチフィルタ１１０では、周波数書き込みを容易に行うことができ、しかも、
その検出も書き込みによる影響のない特性を有していることが分かる。
【００６９】
　本発明の一実施形態に係るノッチフィルタ１１０の構成例で書き込みデータビット数を
拡大して、２１ビットのタグ用ノッチフィルタを設計した場合の周波数特性例のグラフに
ついて、図１１に示す。ここでも、図８に示す構成を適用し、非対称構造ＳＩＲも図６に
示す構造を用いている。検出周波数帯域幅も図９に示す例と同じくオクターブバンドとし
、用いる共振器の共振周波数間隔を狭くして、同一帯域内で多ビット化を実現している。
【００７０】
　この例では、既に情報を書き込んだ例であるが、帯域内で周波数分解能に余裕を持って
情報ビットを読み取れる特性を実現している。また、この場合も図１０に示した例と同じ
く、スプリアス応答も周波数検出領域より十分に離れて発生するため、情報読み取りに影
響を殆ど与えないことが分かる。
【００７１】
　次に、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤタグについて、図面を使用しながら説明する
。図１２は、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤタグの一例を示す構成図である。本実施
形態のＲＦＩＤタグ１００は、図８（Ａ）に示す本実施形態のノッチフィルタ１１０の両
端に設けられる入出力端子１１２、１１３に送受信するための広帯域アンテナ１３１、１
３２を接続させた構成となっている。また、本実施形態のＲＦＩＤタグ１００は、図１２
に示すように、主伝送線路１１１の両側に、共振周波数がｆ１～ｆ２ｎとなる非対称構Ｓ
ＩＲである共振器１２０_１～１２０_２ｎを平行結合させた構造としている。
【００７２】
　送受信アンテナとなる広帯域アンテナ１３１、１３２として、例えば、円形又は矩形状
の広帯域モノポールアンテナが適用でき、送受信を分離するために、図１２に示すように
、偏波面が互いに直交するように配置している。共振器１２０_１～１２０_２ｎの配置は
、主伝送線路１１１の片側でも実現できるが、主伝送線路１１１の両側に配置することに
よって、タグサイズの小型化が期待できる。
【００７３】
　また、データの書き込みは、前述した図５（Ｂ）に示すように、共振器１２０の第２の
伝送線路１２２、すなわち、非対称構造ＳＩＲの線路インピーダンスの高いＺ２の部分を
切断することによって行う。このような構成を採用することで、小型で多ビット、かつ、
データ書き込みが容易なチップレスＲＦＩＤタグが実現可能となる。
【００７４】
　なお、本実施形態では、ＲＦＩＤタグ１００は、ノッチフィルタ１１０及び広帯域アン
テナ１３１、１３２をＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）や酸化亜鉛、酸化スズ等の透明導
電膜材料で形成してもよい。このように、ノッチフィルタ１１０及び広帯域アンテナ１３
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１、１３２を透明導電膜材料で形成することによって、より確実に秘匿化を可能とした上
で、取り扱う情報量の拡張、広い周波数帯域での使用の実現、及びタグへの情報の書き込
みの容易化を実現させられる。
【００７５】
　このように、本発明の一実施形態に係る共振器１２０、ノッチフィルタ１１０、及びＲ
ＦＩＤタグ１００は、チップレスＲＦＩＤに適用されるものであり、バーコードの機能を
補完するものである。本発明の一実施形態に係るチップレスＲＦＩＤタグ１００は、基本
的に共振器１２０の共振特性を利用して、回路内部は、回路パターンをコーティングする
ことによって、外部から見えないようにすることが可能なので、情報の秘匿性が高く、か
つ、複製も困難であることから、改ざんに対する耐性がバーコードよりも遥かに強いもの
となっている。
【００７６】
　また、本発明の一実施形態に係るチップレスＲＦＩＤタグ１００は、金属以外の紙、布
、木材等の障害物があっても、情報の読み出しが可能で、ミリ波帯で小型化すれば、物体
内部や生体に埋め込むことも可能となる等の特長を持たせることができる。さらに、本発
明の一実施形態に係るチップレスＲＦＩＤタグ１００は、受動回路だけで構成されるので
、適用可能な温度範囲が広くなり、放射線等の環境下でもタグ自体が誤動作しない等の特
性も有する。
【００７７】
　以上説明したように、本発明の一実施形態に係る共振器１２０、ノッチフィルタ１１０
、及びＲＦＩＤタグ１００は、非対称構造ＳＩＲをチップレスＲＦＩＤタグ用のノッチフ
ィルタに適用することで、共振器１２０を小型化でき、Ｕ字状の形状を採用することによ
って、ノッチフィルタとしても小型化できる。
【００７８】
　また、２次の高次モード共振周波数を１次（基本）共振周波数の２倍以上に設定可能で
あり、また、共振器１２０の第２の伝送線路１２２の中央部を切断して切断部１２５を設
けることによって、１次共振モード周波数を２倍以上に離調できる。このため、チップレ
スタグに適用可能な周波数帯域をオクターブバンド以上に拡大できる。
【００７９】
　さらに、共振器１２０を離調する切断箇所を共振器中央部の高インピーダンス部分で行
うことができ、切断が容易に行えると共に、切断する位置の特定が容易で、離調周波数の
バラつきを低減できる。
【００８０】
　本発明の一実施形態に係る共振器１２０、ノッチフィルタ１１０、及びＲＦＩＤタグ１
００は、このような特長を生かすことで、低コストで、書き込みデータ容量が大きく、し
かも書き込みが容易に行うことが可能なチップレスＲＦＩＤタグが期待でき、その工業的
価値は、極めて大きい。
【００８１】
　なお、上記のように本発明の各実施形態及び各実施例について詳細に説明したが、本発
明の新規事項及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは、当業者に
は、容易に理解できるであろう。従って、このような変形例は、全て本発明の範囲に含ま
れるものとする。
【００８２】
　例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と
共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置
き換えることができる。また、共振器、ノッチフィルタ、及びＲＦＩＤタグの構成、動作
も本発明の各実施形態及び各実施例で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能
である。
【符号の説明】
【００８３】
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１００　ＲＦＩＤタグ、１１０　ノッチフィルタ、１１１　主伝送線路、１１２、１１３
　入出力端子、１２０、１２０_１～１２０_２ｎ　共振器、１２１　第1の伝送線路、１
２１ａ　（第１の伝送線路の）一端、１２２　第２の伝送線路、１２２ａ　（第２の伝送
線路の）他端、１２２ｂ　（第２の伝送線路の）一端、１２３　第３の伝送線路、１２３
ａ　開放端、１２５、１２５_２、１２５_（ｎ－１）　切断部
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(14) JP 2017-211873 A 2017.11.30
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