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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＩＣ素子と、
　複数の誘電体層の積層体である多層基板と、
　前記多層基板内に設けられるキャパシタンス素子と、該多層基板外に設けられたインダ
クタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、
　前記共振回路に接続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイスであって、
　前記キャパシタンス素子は、
　　前記複数の誘電体層の少なくとも一層に形成された第一および第二電極パターンを有
し、
　　前記複数の誘電体層の少なくとも他の一層に形成され、前記第一および前記第二電極
パターンと対向する第三および第四電極パターンを含み、
　前記第一および前記第四電極パターンとは互いに同電位であり、前記第二および前記第
三電極パターンとは互いに同電位であり、
　前記誘電体層の積層方向からの平面視で、前記第一および前記第三電極パターンのいず
れか一方の外形線はいずれか他方の外形線の内部にあり、前記第二および前記第四電極パ
ターンのいずれか一方の外形線はいずれか他方の外形線の内部にある、無線通信デバイス
。
【請求項２】
　無線ＩＣ素子と、
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　複数の誘電体層の積層体であり、主面とそれに対向する裏面とを有する多層基板と、
　前記多層基板内に設けられるキャパシタンス素子と、該多層基板外に設けられたインダ
クタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、
　前記共振回路に接続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイスであって、
　前記多層基板は、該多層基板をプリント配線基板に接続するための第一および第二外部
電極を、前記裏面に有し、
　前記キャパシタンス素子は、前記複数の誘電体層の少なくとも一層に形成された第一お
よび第二電極パターンであって、前記複数の誘電体層の積層方向に沿って前記第一および
前記第二外部電極と対向する第一および第二電極パターンを有し、
　前記積層方向から平面視した時、前記第一電極パターンは、前記第一外部電極の外形寸
法と実質的に同じ外形寸法を有し、前記第二電極パターンは、前記第二外部電極の外形寸
法と実質的に同じ外形寸法を有する、無線通信デバイス。
【請求項３】
　前記インダクタンス素子は、前記放射導体の少なくとも一部を用いて形成されたループ
部を有する、請求項１または２に記載の無線通信デバイス。
【請求項４】
　前記無線ＩＣ素子は、キャリアが情報で変調された高周波信号を入出力し、前記共振回
路の共振周波数は、前記キャリアの周波数に実質的に等しい、請求項１～３のいずれかに
記載の無線通信デバイス。
【請求項５】
　無線ＩＣ素子と、
　複数の誘電体層の積層体である多層基板と、
　前記多層基板内に設けられるキャパシタンス素子と、該多層基板外に設けられたインダ
クタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、
　前記共振回路に接続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイスであって、
　前記多層基板の内部には、前記共振回路を構成するためのコイルパターンからなるイン
ダクタンス素子が設けられない、無線通信デバイス。
【請求項６】
　前記無線ＩＣ素子は、前記多層基板の主面に搭載される、請求項１～５のいずれかに記
載の無線通信デバイス。
【請求項７】
　前記放射導体は、プリント配線基板に設けられたグランド導体である、請求項１～６の
いずれかに記載の無線通信デバイス。
【請求項８】
　無線ＩＣ素子と、
　複数の誘電体層の積層体である多層基板と、
　インダクタンス素子と、前記多層基板内に設けられたキャパシタンス素子とを含み、前
記無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、
　前記共振回路に接続された放射導体と、を備え、
　前記キャパシタンス素子は、
　　前記複数の誘電体層の少なくとも一層に形成された第一および第二電極パターンと、
　　前記複数の誘電体層の少なくとも他の一層に形成され、前記第一および前記第二電極
パターンと対向する第三および第四電極パターンと、を含み、
　前記第一および前記第四電極パターンとは互いに同電位であり、前記第二および前記第
三電極パターンとは互いに同電位であり、
　前記誘電体層の積層方向からの平面視で、前記第一および前記第三電極パターンのいず
れか一方の外形線はいずれか他方の外形線の内部にあり、前記第二および前記第四電極パ
ターンのいずれか一方の外形線はいずれか他方の外形線の内部にある、無線通信デバイス
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、該共振回路に接続された放射導体と
を備えた無線通信デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、物品管理等、様々な用途に、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）シス
テムが用いられている。ＲＦＩＤシステムは、リーダライタとＲＦＩＤタグとを備えてい
る。リーダライタおよびＲＦＩＤタグはそれぞれ、非接触通信により情報を相互に送受す
るために、無線ＩＣ素子（ＲＦＩＤ用ＩＣチップ）と、放射導体（アンテナ）とを備えて
いる。
【０００３】
　情報送信時、無線ＩＣ素子は、送信すべき情報でキャリアを変調して高周波信号を生成
し、生成した高周波信号を放射導体に出力する。放射導体は、入力された高周波信号を、
通信相手に向けて送信（放射）する。また、情報受信時、放射導体は、通信相手からの高
周波信号を受信して無線ＩＣ素子に出力する。無線ＩＣ素子は、入力高周波信号から情報
を再生する。
【０００４】
　従来、上記のようなＲＦＩＤタグとしては、例えば特許文献１，２に記載の無線通信デ
バイスがある。これら特許文献において、無線通信デバイスは、電磁結合モジュールと、
ループ状電極が設けられたプリント配線回路基板とを備えている。電磁結合モジュールは
、無線ＩＣ素子と、該無線ＩＣ素子が搭載される給電回路基板とを含んでいる。給電回路
基板は、複数の誘電体層の積層した多層基板である。多層基板の内部には、インダクタン
ス素子を構成するコイルパターンと、キャパシタンス素子を構成する電極パターンとが形
成される。これらインダクタンス素子およびキャパシタンス素子は、キャリア周波数に相
当する共振周波数を有する共振回路を構成する。また、電磁結合モジュールは、プリント
配線回路基板上に実装され、ループ状電極と電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４３０１３４６号公報
【特許文献２】特許第４５３５２０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記無線通信デバイスでは、多層基板にコイルパターン（パターン導体
）が形成されるため、パターン導体や誘電体基板の材料に起因する損失が大きくなりやす
いという第一の問題点があった。特に、多層基板を小型化する場合、所望のインダクタン
ス値を得るには、コイルパターンの線幅を狭くする等の必要が生じるため、挿入損失はよ
り大きくなる。
【０００７】
　また、上記無線通信デバイスでは、誘電体層のずれにより、多層基板内のキャパシタン
ス素子の容量値が変動するという第二の問題点があった。
【０００８】
　それゆえに、本発明の第一目的は、挿入損失を低減可能な無線通信デバイスを提供する
ことである。また、第二目的は、誘電体層がずれても容量値の変動が生じ難い無線通信デ
バイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記第一目的を達成するために、本発明の第一局面は、無線ＩＣ素子と、複数の誘電体
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層の積層体である多層基板と、前記多層基板内に設けられるキャパシタンス素子と、該多
層基板外に設けられたインダクタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続された共振
回路と、前記共振回路に接続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイスであって、
前記キャパシタンス素子は、前記複数の誘電体層の少なくとも一層に形成された第一およ
び第二電極パターンを有し、前記複数の誘電体層の少なくとも他の一層に形成され、前記
第一および前記第二電極パターンと対向する第三および第四電極パターンを含み、前記第
一および前記第四電極パターンとは互いに同電位であり、前記第二および前記第三電極パ
ターンとは互いに同電位であり、前記誘電体層の積層方向からの平面視で、前記第一およ
び前記第三電極パターンのいずれか一方の外形線はいずれか他方の外形線の内部にあり、
前記第二および前記第四電極パターンのいずれか一方の外形線はいずれか他方の外形線の
内部にある。
　また、本発明の第二局面は、無線ＩＣ素子と、複数の誘電体層の積層体であり、主面と
それに対向する裏面とを有する多層基板と、前記多層基板内に設けられるキャパシタンス
素子と、該多層基板外に設けられたインダクタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接
続された共振回路と、前記共振回路に接続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイ
スであって、前記多層基板は、該多層基板をプリント配線基板に接続するための第一およ
び第二外部電極を、前記裏面に有し、前記キャパシタンス素子は、前記複数の誘電体層の
少なくとも一層に形成された第一および第二電極パターンであって、前記複数の誘電体層
の積層方向に沿って前記第一および前記第二外部電極と対向する第一および第二電極パタ
ーンを有し、前記積層方向から平面視した時、前記第一電極パターンは、前記第一外部電
極の外形寸法と実質的に同じ外形寸法を有し、前記第二電極パターンは、前記第二外部電
極の外形寸法と実質的に同じ外形寸法を有する。
　また、本発明の第三局面は、無線ＩＣ素子と、複数の誘電体層の積層体である多層基板
と、前記多層基板内に設けられるキャパシタンス素子と、該多層基板外に設けられたイン
ダクタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続された共振回路と、前記共振回路に接
続された放射導体と、を備えた、無線通信デバイスであって、前記多層基板の内部には、
前記共振回路を構成するためのコイルパターンからなるインダクタンス素子が設けられな
い。
【００１０】
　また、上記第二目的を達成するために、本発明の第四局面は、無線通信デバイスであっ
て、無線ＩＣ素子と、複数の誘電体層の積層体である多層基板と、インダクタンス素子と
、前記多層基板内に設けられたキャパシタンス素子とを含み、前記無線ＩＣ素子に接続さ
れた共振回路と、前記共振回路に接続された放射導体と、を備えている。
【００１１】
　ここで、前記キャパシタンス素子は、前記複数の誘電体層の少なくとも一層に形成され
た第一および第二電極パターンと、前記複数の誘電体層の少なくとも他の一層に形成され
、前記第一および前記第二電極パターンと対向する第三および第四電極パターンと、を含
んでいる。また、前記第一および前記第四電極パターンとは互いに同電位であり、前記第
二および前記第三電極パターンとは互いに同電位である。さらに、前記誘電体層の積層方
向からの平面視で、前記第一および前記第三電極パターンのいずれか一方の外形線はいず
れか他方の外形線の内部にあり、前記第二および前記第四電極パターンのいずれか一方の
外形線はいずれか他方の外形線の内部にある。
【発明の効果】
【００１２】
　上記第一局面乃至第三局面によれば、挿入損失を低減可能な無線通信デバイスを提供す
ることができる。
【００１３】
　また、上記第四局面によれば、誘電体層がずれても容量値の変動が生じにくい無線通信
デバイスを提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る無線通信デバイスを示す斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａの無線通信デバイスの要部を積層方向から見た拡大図である。
【図２】図１Ａの無線通信デバイスの等価回路図である。
【図３】図１Ａの多層基板の分解斜視図である。
【図４Ａ】図４に示す第一から第四電極パターンの寸法関係を示す模式図である。
【図４Ｂ】図４に示す第一および第二電極パターンと、第一および第二外部電極との寸法
関係を示す模式図である。
【図５】図１Ａの多層基板内に設けられるキャパシタンス素子を示す模式図である。
【図６Ａ】変形例に係る無線通信デバイスを示す斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ａの無線通信デバイスの要部を積層方向から見た拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜はじめに＞
　まず、以下の説明の便宜のために、いくつかの図面で用いられる矢印ｘ、ｙおよびｚを
定義する。矢印ｘおよびｙは無線通信デバイスの左右方向および前後方向を示す。また、
矢印ｚは、無線通信デバイスの上下方向を示すと共に、多層基板の積層方向を示す。
【００１６】
＜実施形態＞
　図１Ａ～図５を参照して、本発明の一実施形態に係る無線通信デバイス１００について
詳説する。無線通信デバイス１００は、例えば、ＵＨＦ帯ＲＦＩＤシステムに用いられる
ＲＦＩＤタグである。ＵＨＦ帯ＲＦＩＤシステムでは、９００ＭＨｚ帯のキャリア周波数
が使用される。このＵＨＦ帯ＲＦＩＤシステムは、通信距離が長く、しかも複数のＲＦＩ
Ｄタグの情報を一括読み取り可能という特徴を有することから、物品管理用システムとし
て有望視されている。なお、無線通信デバイス１００，５００は、ＵＨＦ帯のＲＦＩＤシ
ステムに限らず、ＨＦ帯（１３ＭＨｚ帯）、２．４ＧＨｚ帯等、他の周波数帯のＲＦＩＤ
システムに用いられるＲＦＩＤタグであっても構わない。
【００１７】
　無線通信デバイス１００は、ＲＦＩＤタグとして構成されており、携帯電話等、様々な
通信端末装置に搭載される。無線通信デバイス１００は、例えばリーダライタと情報交換
のために非接触通信を行うために、図１Ａおよび図１Ｂに示すように、大略的には、無線
ＩＣ素子１および多層基板２を含む給電デバイス３と、プリント配線基板（以下、ＰＣＢ
という）４と、放射導体（つまり、アンテナ導体）５と、第一および第二ランド電極６ａ
，６ｂと、インダクタンス素子８と、を備えている。なお、都合上、ランド電極６ａ，６
ｂは図１Ａには示されず、給電デバイス３は図１Ｂには示されていない。
【００１８】
　また、無線通信デバイス１００は、等価回路で表すと、図２に示すように、無線ＩＣ素
子１と、放射導体５と、キャパシタンス素子７およびインダクタンス素子８から構成され
る共振回路９と、を含んでいる。
【００１９】
　無線ＩＣ素子１は、ＲＦＩＤシステムで送受される高周波信号を処理するための集積回
路素子（ＲＦＩＤ用ＩＣチップ）であり、ロジック回路やメモリー回路等を備えている。
この集積回路素子は、例えば、シリコン半導体からなるチップ素子である。なお、無線Ｉ
Ｃ素子１としては、セラミック基板または樹脂基板等の基板に搭載もしくは内蔵されたパ
ッケージ品が用いられても良いし、ベアチップ品が用いられても構わない。
【００２０】
　無線ＩＣ素子１は、情報送信時、９００ＭＨｚ帯の周波数を有するキャリアを、送信す
べき情報で変調して高周波信号を生成し、共振回路９に出力する。ここで、高周波信号は
好ましくは差動信号である。無線ＩＣ素子１は、後述の放射導体５と接続される。その接
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続には、好ましくは差動伝送線路が用いられる。差動伝送線路は、正相信号を伝送するた
めの線路と、該正相信号とは位相が１８０度異なる逆相信号を伝送するための線路とから
なる。正相信号および逆相信号を出力するために、無線ＩＣ素子１の背面には第一および
第二外部電極（図示せず）が形成される。無線ＩＣ素子１の背面にはさらに、二個のＮＣ
(Non-Contact)端子（図示せず）が形成される。また、情報受信時、無線ＩＣ素子１は、
放射導体５を介して、９００ＭＨｚ帯の高周波信号を受信し、受信信号を復調して所定の
情報を取り出す。
【００２１】
　多層基板２は、複数の誘電体層を積層した積層体からなる。各誘電体層は、互いに略同
一の長方形形状を有する。積層体は、例えば、ＬＴＣＣ（Low Temperature Co-fired Cer
amics）層のような誘電体セラミック層を積層したものである。他にも、積層体は、熱硬
化性樹脂や熱可塑性樹脂のような誘電体樹脂層を積層したものでも良い。以下、図３を参
照して、多層基板２の詳細な構造を詳説する。
【００２２】
　図３には、複数の誘電体層として、八層分の誘電体層２１～２８が例示される。各誘電
体層２１～２８は、互いに略同一の長方形形状を有する。誘電体層２１は最下層（第一層
目）である。誘電体層２２は、誘電体層２１の主面（本実施形態では、上面）に重ねられ
る。同様に、誘電体層２３～２８は一層下の誘電体層２２～２７の主面に重ねられる。誘
電体層２８は最上層（第八層目）である。ここで、以下の説明の便宜のため、上記各主面
の二本の対角線の交点にＡという参照符号を付ける。なお、図３が煩雑になることを避け
るため、交点Ａは一点鎖線を用いて示されている。
【００２３】
　誘電体層２１において主面と平行な対向面（本実施形態では、下面）には、第一および
第二外部電極２９ａ，２９ｂが、例えば導電ペーストを塗布することで形成される。これ
ら外部電極２９ａ，２９ｂは、多層基板２を、ＰＣＢ４上のインダクタンス素子８と接続
するために使用される。第一外部電極２９ａは、例えば、上記対向面の交点Ａから矢印ｘ
の負方向に所定距離だけ離れた位置に形成される。第二外部電極２９ｂの形状は、上記対
向面の交点Ａを中心として略１８０度、第一外部電極２９ａを回転させた形状と実質的に
等しい。
【００２４】
　また、誘電体層２１、２３、２５、２７の主面上で互いに略同一位置には、第一電極パ
ターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａが印刷等により形成される。電極パターン２１ａ
、２３ａ、２５ａ、２７ａは、導電性材料、より具体的には、銀や銅等を主成分とする比
抵抗の小さな導電性材料からなる。
【００２５】
　上記電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａは互いに略同一形状を有する。より
具体的には、各電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａは、略矩形形状の電極部分
と、接続用導体部分とを有する。各電極部分は、対応する主面の交点Ａから矢印ｘの負方
向に所定距離だけ離れた位置に形成される。接続用導体部分は、対応する電極部分から矢
印ｘの正方向に、対応する－極側のビアホール導体（後述）まで延びる。
【００２６】
　誘電体層２１、２３、２５、２７の主面上にはさらに、上記導電性材料からなる第二電
極パターン２１ｂ、２３ｂ、２５ｂ、２７ｂが印刷等により形成される。電極パターン２
１ｂ、２３ｂ、２５ｂ、２７ｂの形状は、対応する主面の交点Ａを中心として略１８０度
だけ、電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａを回転させた形状に実質的に等しい
。したがって、各電極パターン２１ｂ、２３ｂ、２５ｂ、２７ｂにおいて、電極部分は、
対応する主面の交点Ａから矢印ｘの正方向に所定距離だけ離れた位置に形成され、接続用
導体部分は、対応する電極部分から矢印ｘの負方向に、対応する＋極側のビアホール導体
（後述）まで延びる。
【００２７】
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　また、誘電体層２２、２４、２６の主面上で互いに略同一位置には、上記導電性材料か
らなる第三電極パターン２２ａ、２４ａ、２６ａが印刷等により形成される。電極パター
ン２２ａ、２４ａ、２６ａは互いに略同一形状を有する。より具体的には、各電極パター
ン２２ａ、２４ａ、２６ａは、略矩形形状の電極部分からなる。各電極部分は、対応する
主面の交点Ａから矢印ｘの負方向に所定距離だけ離れた位置に形成される。
【００２８】
　誘電体層２２、２４、２６の主面上にはさらに、上記導電性材料からなる第四電極パタ
ーン２２ｂ、２４ｂ、２６ｂが印刷等により形成される。電極パターン２２ｂ、２４ｂ、
２６ｂの形状は、対応する主面の交点Ａを中心として略１８０度だけ、電極パターン２２
ａ、２４ａ、２６ａを回転させた形状に実質的に等しい。
【００２９】
　ここで、図４Ａを参照する。上記の通り、誘電体層２１、２３、２５、２７の主面上で
互いに略同一位置には、電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａは、互いに略同一
形状を有しており、誘電体層２１、２３、２５、２７の略同一位置に形成される。よって
、図４Ａに示すように、矢印ｚの方向から、電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７
ａを誘電体層２１の主面に投影した時、つまり矢印ｚの方向からこれらを平面視した時、
電極パターン２１ａ，２３ａ，２５ａ，２７ａの電極部分は互いに重なり合う。
【００３０】
　同様に、電極パターン２２ａ，２４ａ，２６ａを矢印ｚの方向から平面視すると、これ
らは互いに重なり合う。誘電体層２２、２４、２６の主面上で互いに略同一位置には、電
極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２７ａは、互いに略同一形状を有し、誘電体層２１
、２３、２５、２７の略同一位置に形成される。
【００３１】
　本実施形態ではさらに、矢印ｚの方向から多層基板２を平面視した時、電極パターン２
２ａ，２４ａ，２６ａの外形線Ｌａの内部に、電極パターン２１ａ、２３ａ、２５ａ、２
７ａの電極部分の外形線が存在するように、各電極パターン２１ａ～２７ａは形成される
。上記同様の平面視で、電極パターン２１ｂ，２３ｂ，２５ｂ，２７ｂの電極部分は、電
極パターン２２ｂ，２４ｂ，２６ｂの外形線Ｌｂの内部に存在する。詳細は後述するが、
図４Ａに示す位置関係および寸法とすることで、誘電体層２１～２７のずれに対するキャ
パシタンス素子７の容量値の変動を低減することが可能となる。
【００３２】
　次に、図４Ｂを参照する。矢印ｚの方向から多層基板２を平面視した時、電極パターン
２２ａ，２４ａ，２６ａの外形線は、第一外部電極２９ａの外形線と実質的に重なり合う
ように、第一外部電極２９ａと、電極パターン２２ａ，２４ａ，２６ａとは形成される。
また、上記同様の平面視で、電極パターン２２ｂ，２４ｂ，２６ｂの外形線は、第二外部
電極２９ｂの外形線と実質的に重なり合う。詳細は後述するが、図４Ｂに示す位置関係お
よび寸法とすることで、第一外部電極２９ａおよび電極パターン２１ａの間と、第二外部
電極２９ｂおよび電極パターン２１ｂの間とに、例えば電極パターン２１ａおよび電極パ
ターン２２ａの間と同量の電荷をそれぞれ蓄積することが可能となる。
【００３３】
　再度、図３を参照する。また、誘電体層２８の主面上には、第一入出力端子２８ａと、
第二入出力端子２８ｂと、二個のＮＣ(Non-Contact)端子２８ｃ，２８ｄとが形成されて
いる。これら入出力端子２８ａ，２８ｂおよびＮＣ端子２８ｃ，２８ｄは、上記導電性材
料からなり、印刷等により形成される。第一入出力端子２８ａおよび第二入力端子２８ｂ
は、対応する主面の交点Ａを基準として点対称な位置関係を有する。ＮＣ端子２８ｃ，２
８ｄも同様に点対称な位置関係を有する。
【００３４】
　また、矢印ｚ方向からの多層基板２を平面視した時、第一入出力端子２８ａと、電極パ
ターン２７ｂの接続用導体の先端、第三電極パターン２６ａの一角と、電極パターン２５
ｂの接続用導体の先端、第三電極パターン２４ａの一角と、電極パターン２３ｂの接続用
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導体の先端、電極パターン２２ａの一角と、電極パターン２１ｂの接続用導体の先端と、
第一外部電極２９ａの一角とは重なり合っている。また、これら重なり部分を電気的に接
続するために、各誘電体層２１～２８にはビアホールが形成され、該ビアホールには導体
ペーストが充填される。これによって、第一ビアホール導体が形成される。
【００３５】
　また、上記同様の平面視で、第二入出力端子２８ｂと、電極パターン２７ａの接続用導
体の先端、第四電極パターン２６ｂの一角と、電極パターン２５ａの接続用導体の先端、
第四電極パターン２４ｂの一角と、電極パターン２３ａの接続用導体の先端、電極パター
ン２２ｂの一角と、電極パターン２１ａの接続用導体の先端と、第二外部電極２９ｂの一
角とは重なり合っている。これらの各部分を電気的に接続するように、各誘電体層２１～
２８には第二ビアホール導体が形成される。
【００３６】
　以下では、上記第一ビアホール導体を＋極側ビアホール導体と呼ぶことがあり、また、
上記第二ビアホール導体を－極側のビアホール導体と呼ぶことがある。これらビアホール
導体は、図３には、図示の都合上、参照符号は付されずに●で示されている。
【００３７】
　上記のような電極パターン等が形成された各誘電体層は圧着により積層された後に焼成
され、これによって多層基板２が製作される。このような多層基板２の上面（つまり、誘
電体層２８の主面）には、無線ＩＣ素子１が搭載される。上記の通り、無線ＩＣ素子１に
は、正相信号を出力する第一外部電極と、逆相信号を出力する第二外部電極と、二個のＮ
Ｃ端子と、を備えている。第一外部電極は、第一入出力端子２８ａとはんだ等により接続
され、第二外部電極は、第二入出力端子２８ｂとはんだ等により接続される。また、無線
ＩＣ素子１の各ＮＣ端子は、多層基板２において対応するＮＣ端子とはんだ等により接続
される。
【００３８】
　ここで、図５を参照する。キャパシタンス素子７は、大略的には、電極パターン２１ｂ
～２７ｂと、電極パターン２１ｂ～２７ｂと、外部電極２９ａ，２９ｂとからなる。電極
パターン２１ａ～２７ａおよび第一外部電極２９ａの組み合わせと、電極パターン２１ｂ
～２７ｂおよび第二外部電極２９ｂの組み合わせとは、交点Ａを結ぶ線を基準として、矢
印ｘの正負方向に対称となっている。この構成により、第一入出力端子２８ａに正相信号
が与えられ、第二入出力端子２８ｂに逆相信号が与えられると、入出力端子２８ａから外
部電極２９ａの間は実質的に同電位であり、入出力端子２８ｂから外部電極２９ｂの間は
実質的に同電位である。また、入出力端子２８ａ，２８ｂに与えられた差動信号は、正相
信号と逆相信号の位相関係を保ちつつ、外部電極２９ａ，２９ｂから出力される。
【００３９】
　再度、図１Ａおよび図１Ｂを参照する。ＰＣＢ４は、上記通信端末装置に搭載されるプ
リント配線基板である。このＰＣＢ４には、通信端末装置に備わる表示装置の駆動回路、
電源回路、高周波回路など、各種のデジタル回路およびアナログ回路が配置されている。
また、ＰＣＢ４には、これらデジタル回路およびアナログ回路を構成する各種の電子部品
が搭載されている。
【００４０】
　上記ＰＣＢ４の主面には、これら電子部品のためのグランド導体５が形成されている。
グランド導体５は、無線通信デバイス１００の放射導体（つまり、アンテナ素子）５とし
ても機能する。この放射導体５は、略矩形形状を有する。なお、放射導体５の外形形状は
、略矩形形状以外であっても構わない。また、放射導体５には、スリットや開口部が設け
られていても構わない。
【００４１】
　上記のような放射導体５の外縁５ａの近傍には、所定形状の切り欠きＢが形成される。
この切り欠きＢにより、無線通信デバイス１００の構成としての第一および第二ランド電
極６ａ，６ｂおよびインダクタンス素子８が形成される。
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【００４２】
　ランド電極６ａ，６ｂは、放射導体５と同じ導電性材料からなる。ランド電極６ａ，６
ｂは、図１Ｂに示すように、切り欠きＢの中央部分、より具体的には、放射導体５の外縁
５ａから放射導体５の中央寄りに所定距離ｄ１だけ離れた位置に形成される。また、ラン
ド電極６ａ，６ｂは、多層基板２が有する外部電極２９ａ，２９ｂの間隔に基づく距離ｄ
２だけ、ｘ方向に離れている。このようなランド電極６ａ，６ｂに、上記多層基板２が実
装される。
【００４３】
　インダクタンス素子８は、多層基板２の外部に設けられ、それぞれが線幅Ｗ１を有する
第一配線パターン８ａおよび第二配線パターン８ｂを有する。配線パターン８ａは、ラン
ド電極６ａから矢印ｙの負方向に延び、途中で矢印ｘの負方向に屈曲して、放射導体５と
接続される。配線パターン８ｂは、ランド電極６ａから配線パターン８ａと平行に矢印ｙ
の負方向に延び、途中で矢印ｘの正方向に屈曲して、放射導体５と接続される。
【００４４】
　配線パターン８ａ，８ｂと、放射導体５において切り欠きＢの周囲の部分によって、図
１Ｂにおいて点線で示すようなループ部８ｃが形成される。具体的には、ループ部８ｃは
、ランド電極６ａから、配線パターン８ａ、放射導体５において切り欠きＢの周囲部分お
よび配線パターン８ｂを通り、ランド電極６ｂに至る。この構成により、多層基板２の外
部電極２９ａ，２９ｂから高周波信号（差動信号）が出力されると、ループ部８ｃには電
流ループが形成される。
【００４５】
　共振回路９は、図２に示すように、多層基板２の内部に設けられたキャパシタンス素子
７と、多層基板２の外部に設けられたインダクタンス素子８とから構成される並列共振回
路である。また、この共振回路９は、無線ＩＣ素子１と放射導体５との間のインピーダン
スを整合させる整合回路である。
【００４６】
　共振回路９の共振周波数は、共振回路のキャパシタンス成分とインダクタンス成分とに
より実質的に定められる。本実施形態では、キャパシタンス成分ではキャパシタンス素子
７の容量値Ｃが支配的であり、インダクタンス成分ではインダクタンス素子８のインダク
タンス値Ｌが支配的となる。これは、インダクタンス素子８は、多層基板２の外部にキャ
パシタンス素子７から離して設けられている点が一因となる。換言すると、インダクタン
ス素子８の配線パターン８ａ等と、キャパシタンス素子７の電極パターン２１ａ等との間
に浮遊容量は実質的に発生しない。よって、キャパシタンス成分ではキャパシタンス素子
７の容量値Ｃが支配的となる。
【００４７】
　また、好ましくは、共振回路９の共振周波数が上記キャリア周波数に実質的に等しくな
るように、容量値Ｃおよびインダクタンス値Ｌが定められる。このように、キャリア周波
数に実質的に相当する共振周波数が共振回路９で作られていれば、放射導体５にて送受さ
れる高周波信号の周波数（つまり、キャリア周波数）を、他の回路で周波数変換せずに、
この共振回路９だけで実質的に決めることができる。
【００４８】
　以上のような構成の無線通信デバイス１００において、情報送信時には、無線ＩＣ素子
１で生成された高周波信号は、共振回路９を介して放射導体５に伝達される。放射導体５
は、無線通信デバイス１００の通信相手（例えばリーダライタ）のアンテナ素子に向けて
、高周波信号を放射する。また、無線通信デバイス１００において、情報受信時には、放
射導体５は、通信相手側のアンテナ素子から放射された高周波信号を受信する。この受信
高周波信号は共振回路９を介して無線ＩＣ素子１に伝達される。
【００４９】
＜実施形態の作用・効果＞
　無線通信デバイス１００では、キャパシタンス素子７が多層基板２の内部に設けられ、
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インダクタンス素子８が多層基板２の外部に設けられる。よって、インダクタンス素子８
のＱ値が多層基板２の誘電体基板の材料に実質的に依存しないようにすることが可能とな
る。また、インダクタンス素子８が多層基板２の外部に設けられているため、配線パター
ン８ａ，８ｂの線幅Ｗ１を狭くしなくとも、所望のインダクタンス値を得ることが出来る
。これらにより、無線通信デバイス１００におけるインダクタンス素子８の挿入損失を低
減させることが可能となる。
【００５０】
　無線通信デバイス１００によれば、矢印ｚの方向から多層基板２を平面視した時、例え
ば、電極パターン２２ａの外形線Ｌａの内部に、電極パターン２１ａの電極部分の外形線
が存在し、電極パターン２２ｂの外形線Ｌｂの内部に電極パターン２１ｂの電極部分が存
在する（図４Ａを参照）。したがって、誘電体層２１が若干量位置ずれしたとしても、電
極パターン２２ａおよび電極パターン２１ａの重なり部分の面積は変わらない。この点に
ついては、電極パターン２２ｂおよび電極パターン２１ｂについても同様である。
【００５１】
　上記から分かるように、本キャパシタンス素子７では、多少の誘電体層２１が位置ずれ
しても、電極パターン２２ａおよび電極パターン２１ａの容量値、ならびに電極パターン
２２ｂおよび電極パターン２１ｂの容量値は変わらない。上記に関しては、矢印ｚ方向に
隣り合う二つ誘電体層に形成される各電極パターンについても同様にあてはまる。以上の
通り、本実施形態によれば、誘電体層の位置ずれが生じても容量値の変動が小さなキャパ
シタンス素子７を備えた無線通信デバイス１００を提供することが可能となる。
【００５２】
　なお、本実施形態の説明では、各第三電極パターンの外形線Ｌａの内部に、各電極パタ
ーンの電極部分の外形線が存在し、各第四電極パターンの外形線Ｌｂの内部に各電極パタ
ーンの電極部分が存在するとして説明した。これとは逆に、各電極パターンの外形線の内
部に、各第三電極パターンの電極部分の外形線が存在し、各電極パターンの外形線の内部
に各第四電極パターンの電極部分が存在しても構わない。
【００５３】
　また、多層基板２の内部には、キャパシタンス素子７が形成されている。このキャパシ
タンス素子７では、電荷の蓄積に、第一から第四電極パターンだけでなく、多層基板２の
外部電極２９ａ，２９ｂも用いている（図５を参照）。これにより、多層基板２に形成さ
れるキャパシタンス素子７の容量値Ｃを大きくすることが可能となる。これにより、イン
ダクタンス素子８を構成するループ部８ｃのサイズを小さくすることができるため、ルー
プ部８ｃの放射導体５における占有面積を小さくすることが可能となる。したがって、多
層基板２を小型化して、ＰＣＢ４における他の回路部品のための面積を拡大できる。
【００５４】
　ところで、もし多層基板２にコイルパターンやミアンダパターンからなるインダクタン
ス素子が設けられていると、その配置位置によっては、該コイルパターン等からなるイン
ダクタンス素子と放射導体５に形成されたループ部８ｃとが相互インダクタンスを介して
磁気結合する。また、ＰＣＢ４上での多層基板２の搭載位置にばらつきが生じると、相互
インダクタンスもばらついてしまい、ひいては、共振回路９の共振周波数もばらついてし
まうことになる。無線通信デバイス１００によれば、多層基板２の内部にコイル等のイン
ダクタンス素子が無く、ループ部８ｃと磁気結合する対象が無いため、共振回路９の共振
周波数がばらつかないようにすることができる。
【００５５】
　また、もし多層基板２の内部にコイルパターンがあると、多層基板２に設けられる平面
電極により、該コイルによる磁束の形成が妨げられる。その結果、コイルのＱ値が劣化し
てしまう傾向にある。しかし、無線通信デバイス１００によれば、多層基板２の内部に共
振回路を構成するためのコイルが無いので、このようなＱ値の劣化を考慮する必要がなく
、共振回路の動作Ｑの劣化も抑制できる。
【００５６】
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＜変形例＞
　次に、図６Ａおよび図６Ｂを参照して、上記実施形態の変形例に係る無線通信デバイス
５００について詳説する。
【００５７】
　無線通信デバイス５００は、無線通信デバイス１００と比較すると、ＰＣＢ４と、放射
導体５と、第一および第二ランド電極６ａ，６ｂと、インダクタンス素子８との代わりに
、ＰＣＢ５４と、放射導体５５と、第一および第二ランド電極５６ａ，５６ｂと、インダ
クタンス素子５８と、を備えている。それ以外に無線通信デバイス１００，５００の間に
相違点は無いので、図６Ａおよび図６Ｂにおいて、図１Ａおよび図１Ｂに示す構成に相当
するものには同一の参照符号を付け、それぞれの説明を省略する。なお、都合上、第一お
よび第二ランド電極５６ａ，５６ｂは図６Ａには示されず、給電デバイス３は図６Ｂには
示されていない。
【００５８】
　ＰＣＢ５４が、例えば複数の絶縁体層の積層体からなる点を除き、ＰＣＢ４と同様であ
る。複数の絶縁体層の間には、略矩形形状の放射導体５５が形成されている。この放射導
体５５は、上記実施形態と同様、ＰＣＢ５４に配置される電子部品のグランド導体２５と
しても機能する。
【００５９】
　ランド電極５６ａ，５６ｂは、放射導体５５と同じ導電性材料からなり、ＰＣＢ５４の
主面（上面）に印刷等で形成される。具体的には、矢印ｚの方向からの平面視で、放射導
体５５の外縁５５ａから所定距離だけ矢印ｙの負方向に離れた位置に、ランド電極５６ａ
，５６ｂは形成される。また、ランド電極５６ａ，５６ｂは、ランド電極６ａ，６ｂと同
様、多層基板２を実装できるようにｘ方向に離れて形成される。
【００６０】
　インダクタンス素子５８は、多層基板２の外部に設けられ、所定の線幅を有する第一ル
ープ状導体５８ａおよび第二ループ状導体５８ｂを有する。ループ状導体５８ａは、ラン
ド電極５６ａから矢印ｙの負方向に延びた後に屈曲して矢印ｘの負方向に延びる。その後
、ループ状導体５８ａはさらに、矢印ｙの正方向に、矢印ｘの方向からの平面視で放射導
体５５と重なり合うまで延びる。
【００６１】
　一方、ループ状導体５８ｂは、ランド電極５６ｂから矢印ｙの負方向に延びた後に屈曲
して矢印ｘの正方向に延びる。その後、ループ状導体５８ｂはさらに、矢印ｙの正方向に
、矢印ｘの方向からの平面視で放射導体５５と重なり合うまで延びる。
【００６２】
　上記ループ状導体５８ａ，５８ｂは、ＰＣＢ５４の層間に設けられた放射導体５５と、
第一および第二ビアホール導体５８ｃ，５８ｄにより電気的に接続される。
【００６３】
　上記ループ状導体５８ａ，５８ｂと、ビアホール導体５８ｃ，５８ｄと、放射導体５５
の外縁５５ａとによって、図６Ｂにおいて点線で示すようなループ部５８ｅが形成される
。具体的には、ループ部５８ｅは、ランド電極５６ａから、ループ状導体５８ａ、ビアホ
ール導体５８ｃ、外縁５５ａ、ビアホール導体５８ｄ、ループ状導体５８ｂを通り、ラン
ド電極５６ｂに至る。
【００６４】
　上記のような構成によっても、上記実施形態で説明したようなインダクタンス素子８を
形成することができる。
【００６５】
＜付記＞
　なお、上記では、無線通信デバイス１００，５００はＲＦＩＤタグであるとして説明し
たが、これに限らず、リーダライタに搭載されても構わない。また、無線通信デバイス１
００，５００では、ＰＣＢ４，５４に形成されたグランド導体が放射導体５，５５として
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用いられる。これにより無線通信デバイス１００，５００を小型化することが可能となる
ので、無線通信デバイス１００，５００は携帯電話のような通信端末装置に搭載するのに
向いている。
【００６６】
　また、無線ＩＣ素子１は、多層基板２の上面に実装されている必要は無く、多層基板２
の内部に埋め込まれていてもよいし、多層基板２とは異なる場所に実装されても構わない
。
【００６７】
　また、放射導体５，５５は、ＰＣＢ４，５４に形成されたグランド導体として兼用され
るのではなく、例えば、フレキシブル基板またはリジッドな基板に設けられた面状の導電
体で、放射導体としての機能のみを有するものでも構わない。他にも、放射導体５，５５
としては、ＰＣＢ４，５４に搭載された金属ケースや、通信端末装置の金属筺体等を放射
導体として利用することもできる。
【００６８】
＜関連出願の相互参照＞
　本出願は、２０１１年７月１４日に出願された日本国特許出願２０１１－１５５２９４
号に基づき優先権を主張するものであり、その内容は本出願に参照により取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係る無線通信デバイスは、挿入損失を低減可能という効果、または誘電体層が
ずれても容量値の変動が生じ難いという効果を奏し、ＲＦＩＤタグ、リーダライタに好適
である。
【符号の説明】
【００７０】
　１００，５００　無線通信デバイス
　１　無線ＩＣ素子
　２　多層基板
　２１～２８　誘電体層
　２９ａ，２９ｂ　第一外部電極，第二外部電極
　３　給電デバイス
　４，５４　プリント配線基板（ＰＣＢ）
　５，５５　放射導体
　７　キャパシタンス素子
　８，５８　インダクタンス素子
　８ｃ，５８ｅループ部
　９　共振回路
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