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デジタルセンサ I /F
外部回路から Tag LSI へのシリアル通信が可能

アナログセンサ I /F
Tag LSIは、AC入力（メカニカルセンサ）とDC入力（抵抗センサ）

との２種類のセンサモジュール接続に対応

ID-Xセンサとしての応用

R F I D チ ッ プ の 主 な 仕 様

動 作 周 波 数

質問信号変調方式

質問信号データレート

応答器変調方式

応答信号データレート

通信プロトコル

メモリ容量

Direct I/O 端子

メモリアクセス回数

860MHz ‒ 960MHz

18% または 100% ASK

40kbps または 10kbps

PSK Backscatter

40kbps または 160kbps

ISO18000-6 タイプＢ、 ARIB STD-T89 標準 準拠

システムエリア：32byte ／ユーザエリア： 2016byte

Serial　I/O （1 ポート） ／ Analog　I/O （3 ポート） 

100 億回

項　目 ID-X センサチップ仕様

関連特許
【特 許 審 査 請 求 中】

【特 許 出 願 中】

【実 用 新 案 登 録】

【 商 標 登 録 】

特願 2005-003271 特願 2005-003272 特願 2005-018506 特願 2005-022842 特願 2005-058441 特願 2005-066568 特願 2005-133367 特願 2005-198160 
特願 2005-231627 特願 2005-286209 特願 2005-367224 特願 2006-33000　特願 2006-213879

特願 2005-058440 特願 2005-066567 特願 2005-119824 特願 2005-150809 特願 2005-262828 特願 2005-286206 特願 2005-303671 特願 2005-341294  
特願 2006-61842 特願 2006-189262

登録票 第 3090922　登録票 第 3097172　登録票 第 3125200　登録票 第 3128697　登録票 第 3118790　登録票 第 3125587　

登録票 第 4927078：アンワイヤＩＤ-Ｘセンサ
登録票 第 5028835：RFID-X センシングネットワーク

UHF帯アンワイヤID-X センサ チップTM
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センサポート 3 入力の同時読み込みと
AD 変換値の伝送

センサ入力情報はフレキシブルな
　組み合わせで個別制御が可能

外付け CPU 無しでセンサー情報書込み可能

UID とセンサ情報の 2 つをトリガーとして使用可能

シリアル（有線）、RF（無線）の
相互 Data Communication 可能

バッテリーを搭載すればハイブリッド化可能



UHF帯 アンワイヤ ID-X センサ チップTM

アンワイアID-X
 センサタグ LSI

（100 億回使用）

デジタルポートからの
中継を行う、

リアルタイム双方向通信タグ

新方式暗号化セキュリティ機能
を持つ

RFID-X センサタグ

タグが呼び出しを
受けたことを知らせる

被呼出力機能

アンバッテリ各種センサを
アナログポート 3 端子の

インターフェイスに取り付け可能な
アナログポート付きタグ

利　点

活用シーン

株式会社 テルヤ　〒420-0901 静岡県静岡市葵区北沼上1197-1 TEL.054-266-2288㈹  FAX.054-266-2188お問い合わせ

URL http://www.teruya.co.jp    e-Mail infom@teruya.co.jp

40kbps

通信距離

約 2.5m

32dBの

A/D変換応用

リアルタイムセキュリティ
＆

売れ筋管理システム

健康支援システム
&

安心サポート

FAN 制御
計測システム

発光電子タグ

○○さんが
廊下で

転倒しました

○○さんが
起床しました

その人の居場所や姿勢、 転

倒などの情報をリアルタイム

に介助担当者の

携帯電話へ

送ります。
設定温度に達したらFANの

電源を入れます。FANの電源

を入れてもモーターなどの故

障で動作しない障害を検出

できます。 FANの動作ログを

温度とともにデータセンタに

記録します。

商品に結びつけられた UHF

帯（953MHz）RFID-Xセンサ

が、その保管場所や姿勢（傾

き）、 振動などの情報をリア

ルタイムにリーダとネット

ワークを介してサーバへ情

報を伝送し、警報を発します。

UHF帯 RFID－Xセンサが、

その姿勢 （傾き）、 振動など

の情報をリアルタイムにリー

ダとネットワークを介して、

手に取った回数、 方向など

を分析します。

対象タグは LEDを搭載し、

発光条件の IDが合致した時

LEDが点灯します。

タグ所有者が設定する条件

にしたがってLED点灯条件を

DB に登録します。

複数のタグIDを同時に読み取

りし、IDの条件により発光条件

やBeep音を設定可能です。ループセンサや振動センサ、

煙センサなどと連動し

防犯・保安に

応用可能。

FAN

■室温管理

■モーター故障検出

■作物の温度管理

■商品の盗難防止

■売れ筋管理

■リアルタイムセキュリティ

■タグがユーザ情報を伝達

■タグがエリア内に入った

　ことを表示（発光、音など）

FAN
Controller

温度センサ

Serial I/F 使用
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