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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、
　前記基体から突出した突起部と、
　前記基体内に埋め込まれた無線識別タグと、を備えるマイクロニードルチップを用いた
履歴管理システムであって、
　前記マイクロニードルチップ内の無線識別タグに対し履歴情報の入出力が可能なリーダ
ーライターと、
　前記履歴情報を管理するサーバーと、を備え、かつ、
　前記突起部は、生分解性材料よりなり、かつ、
　前記履歴管理システムは、前記無線識別タグに、前記マイクロニードルチップの保管環
境条件に関する情報を前記履歴情報の少なくとも一部として入力し、前記保管環境条件は
温度又は湿度を含み、かつ
　前記履歴管理システムが、前記生分解性材料の劣化に関する保全管理を個別に行うこと
を特徴とするマイクロニードルチップ履歴管理システム。
【請求項２】
　前記無線識別タグがＲＦＩＤタグであることを特徴とする請求項１に記載のマイクロニ
ードルチップ履歴管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、マイクロニードルチップ、該マイクロニードルチップの製造に適したマイク
ロニードルチップ製造方法、該マイクロニードルチップを用いた履歴管理システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚上から薬剤などの送達物を浸透させ体内に送達物を投与する方法である経皮吸収法
は、人体に痛みを与えることなく簡便に送達物を投与することが出来る方法として用いら
れている。そこで、経皮投与の分野において、μｍオーダーの針が形成されたマイクロニ
ードルチップを用いて皮膚を穿孔し、皮膚内に薬剤を投与する方法が提案されている（特
許文献１参照）。
【０００３】
　また、マイクロニードルチップを構成する材料としては、仮に破損した針状体が体内に
残留した場合でも、人体に悪影響を及ぼさない材料であることが望ましく、このような材
料としてはキチン・キトサン等の生体適合材料が提案されている（特許文献２参照）。
【０００４】
　また、マイクロニードルチップの製造方法として、機械加工を用いて原版を作成し、該
原版から転写版を形成し、該転写版を用いた転写加工成型を行なうことが提案されている
（特許文献３参照）。
【０００５】
　また、マイクロニードルチップの製造方法として、エッチング法を用いて原版を作成し
、該原版から転写版を形成し、該転写版を用いた転写加工成型を行なうことが提案されて
いる（特許文献４参照）。
【０００６】
　一方、医療機器について、内視鏡の洗浄・消毒等の履歴管理をＲＦＩＤによって行うこ
とが提案されている（特許文献５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭４８－９３１９２号公報
【特許文献２】国際公開第２００８／０２０６３２号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２００８／０１３２８２号パンフレット
【特許文献４】国際公開第２００８／００４５９７号パンフレット
【特許文献５】国際公開第２００２／０３２４６８号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、保全管理に優れたマイクロニードルチップ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】
【０００９】
　本発明の一実施形態は、基体と、前記基体から突出した突起部と、前記基体内に埋め込
まれた無線識別タグと、を備えるマイクロニードルチップを用いた履歴管理システムであ
って、前記マイクロニードルチップ内の無線識別タグに対し履歴情報の入出力が可能なリ
ーダーライターと、前記履歴情報を管理するサーバーと、を備え、かつ、前記突起部は、
生分解性材料よりなり、かつ、前記履歴管理システムは、前記無線識別タグに、前記マイ
クロニードルチップの保管環境条件に関する情報を前記履歴情報の少なくとも一部として
入力し、前記保管環境条件は温度又は湿度を含み、かつ前記履歴管理システムが、前記生
分解性材料の劣化に関する保全管理を個別に行うことを特徴とするマイクロニードルチッ
プ履歴管理システムである。
【００１０】
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　また、前記無線識別タグがＲＦＩＤタグであってもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のマイクロニードルチップは、無線識別タグを内部に有することから、（１）製
造、物流、保管における流通管理、（２）使用の有無、使用対象の指定などの実施管理、
などの履歴情報を当該マイクロニードルチップ内に保持することが出来る。これにより、
製造者、流通業者、使用者等の大勢の人の手を介してマイクロニードルチップが扱われる
場合においても、履歴情報を各人が参照することが出来る。よって、保全管理に優れたマ
イクロニードルチップを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のマイクロニードルチップの一例を示す概略図である。
【図２】本発明のマイクロニードルチップに用いる無線識別タグの一例を示す概略図であ
る。
【図３】本発明の履歴管理システムの構成を示す概略図である。
【図４】本発明のマイクロニードルチップ製造方法の概略工程図である。
【図５】本発明のマイクロニードルチップ製造方法の概略工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明のマイクロニードルチップについて説明を行なう。　
　本発明のマイクロニードルチップは、基体と、前記基体から針状に突出した突起部と、
前記基体内に埋め込まれた無線識別タグと、有する。　
　一例として、図１に、本発明のマイクロニードルチップ１００の概略図を示す。図１に
おいて、突起部１０１、基体１０２、無線識別タグ１０３である。
【００２０】
　基体は、後述する突起部を支持するだけの機械強度を備えれていればよく、材質に限定
されない。例えば、金属、無機材料、有機材料などを用いてよい。
【００２１】
　また、基体は、可撓性を有する基体であっても良い。可撓性を有する基体とすることに
より、曲面や生体皮膚などの可撓性を有する対象に対して好適に穿刺することが出来る。
また、可撓性を有する基板を用いた場合、基板をロール状にすることで、突起部が林立し
たローラーを形成することが出来る。
【００２２】
　また、基体は、シート状であっても良い。シート状の基体を用いることにより、基板を
シリンダーにロール状に積層した状態で保管することが出来、製造工程をロール・ツー・
ロール方式により連続的に行うことが出来る。
【００２３】
　また、基体は異なる材料が積層された多層の構造であっても良い。複数種の材料を積層
することにより、複数の材料の物性を活かした基体とすることが出来る。　
　例えば、（１）上層を突起部とを同組成の組成物で形成し、下層を可撓性に富んだ材料
とした基板、（２）上層を下層よりも展性の大きい材料とした基板を用いた場合、好適に
基板をロール状に曲げることが出来る、（３）上層を下層よりも収縮の小さい材料とした
基板を用いた場合、好適に基板をロール状に曲げることが出来る、（４）基板の最下層を
柔軟性を有する層とすることにより、基板を重ねて保管するとき突起部の破損を抑制出来
る、などが挙げられる。　
　特に、本発明のマイクロニードルチップは、突起部形成側の反対面に封止層を設けるこ
とにより、（１）無線識別タグの固定、（２）無線識別タグの外環境からの保護（水分、
汚れなど）、を行なうことが出来、好ましい。
【００２４】
　突起部は、用いる用途に応じて、形状・寸法を適宜設計し、材料を選択してよい。
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【００２５】
　突起部の形状は、皮膚を穿孔するのに適した形状であれば良く、適宜設計してよい。例
えば、具体的には、円錐、角錐、円柱、角柱などであっても良い。また、（１）基体上に
突起部が一本の形状、（２）基体上に突起部が複数本林立した形状、のいずれでも良い。
【００２６】
　突起部の寸法は、皮膚を穿孔するための充分な細さと充分な長さを有していることが好
ましい。
　具体的には、径は数μｍから数百μｍ（具体的には、例えば、１μｍ～３００μｍ程度
）、長さは、具体的には数十μｍから数百μｍ（具体的には、例えば、１０μｍ～１００
０μｍ程度）のものが望ましい。
【００２７】
　また、特に、穿孔の深さを「角質層内」に留める場合、マイクロニードルの長さは、具
体的には、１０μｍ以上３００μｍ以下、より好適には２０μｍ以上２５０μｍ以下、更
には、２０μｍ以上４０μｍ以下、程度の範囲内にあることが好ましい。
【００２８】
　また、特に、「穿孔を角質層を貫通しかつ神経層へ到達しない長さ」に留める場合、マ
イクロニードルの長さは、具体的には、２００μｍ以上７００μｍ以下、より好適には２
００μｍ以上５００μｍ以下、更には、２００μｍ以上３００μｍ以下程度の範囲内にあ
ることが好ましい。
【００２９】
　また、採血を目的とする場合には、少なくとも約２００μｍ以上の針状体の長さが望ま
しい。
【００３０】
　突起部に用いる針状体材料は、用いる用途および求められる仕様に応じて、適宜材料を
選択してよい。例えば、（１）アクリル樹脂、ポリカーボネート、生分解樹脂などの樹脂
材料、（２）Ｔｉなどの金属材料、（３）セラミックスなどの無機材料、などを用いても
良い。
【００３１】
　また、特に、突起部に用いる針状体材料は、生分解性材料よりなることが好ましい。生
分解性材料を用いれば、突起が折れて体内に取り残された場合に発生する生体への負荷を
低減できる。例えば、生分解性材料として、ポリ乳酸、ポリカプロラクトン、多糖類、キ
チン・キトサンなどが挙げられる
　生分解性材料などの分解性のある針状体材料を用いた場合、環境条件や経時劣化によっ
て材料特性が大きく変化するため保管環境や経過時間の管理を個別に行うことが望ましい
。このため、保全管理を好適に行なうことが出来る本発明のマイクロニードルチップの奏
する効果は多大である。
【００３２】
　また、（１）突起部と基体とで異なる材料を用いる、（２）突起部と基体とを同組成の
材料を用いる、のいずれであっても良い。基体と突起部に同組成の材料を用いた場合、基
体と突起部とを一度の成形工程で成形することが出来、好ましい。
【００３３】
　また、本発明のマイクロニードルチップは、送達物を含んでいても良い。　
　前記送達物としては、例えば、生理活性物質や化粧品組成物などが挙げられる。また、
送達物として芳香を有する材料を用いた場合、使用に際して匂いを付与することが出来、
美用品として用いるのに好ましい。
【００３４】
　また、送達物は、（１）送達物を針状体材料内に分散させ、マイクロニードルチップ内
部に内包、（２）送達物をマイクロニードルチップ表面に塗布し保持、などの方法により
保持してよい。
【００３５】
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　また、送達物をマイクロニードルチップ表面に塗布する場合、マイクロニードルチップ
表面に表面処理を行っても良い。表面処理を行うことにより、マイクロニードルチップ表
面の物性が変化し、送達物の保持状態、流入経路などを制御することが出来る。　
　例えば、（１）送達物が親水性の場合、表面を親水処理、疎水処理を行うことにより、
親水処理を行った部位に特異に送達物を保持することが出来、疎水処理を行った部位に特
異に送達物を排斥することが出来る、（２）送達物が疎水性の場合、表面を親水処理、疎
水処理を行うことにより、親水処理を行った部位に特異に送達物を排斥することが出来、
疎水処理を行った部位に特異に生送達物を保持することが出来る、（３）表面全体を疎化
し表面粗さを大きくすることにより、送達物の保持量および保持力を増大させる、などが
挙げられる。
【００３６】
　また、送達物をマイクロニードルチップで投与するにあたり、突起部が皮膚に穿刺され
る前あるいは皮膚に穿刺される後に、送達物を対象となる皮膚上に塗布してもよい。この
とき、針状体の表面または内部に送達物を配置し、かつ、対象となる皮膚表面にも送達物
を塗布してもよい。
【００３７】
　また、特に、穿孔の深さを「角質層内」に留める場合、送達物を、角質層内に滞留させ
ることが出来る。角質層はたえず新陳代謝により新規に生成されるため、角質層内の送達
物は時間と共に体外へ排出される。このため、皮膚の洗浄や皮膚をピーリングすることな
どにより、送達物を排除することが出来る。
【００３８】
　また、「穿孔を角質層を貫通しかつ神経層へ到達しない長さ」に留める場合、送達物を
、角質層より深い位置に送達することが出来る。角質層に形成された穿孔は時間と共に塞
がるため、角質層下に送達された送達物は外界から角質層にバリアされた状態で生体内に
保持される。このため、送達物は、角質層の新陳代謝や、スキンケアなどの洗浄により剥
落することを低減でき、長期間、保持することが出来る。　
　このため、美容用途に用いた場合、長期間の化粧状態を維持することが出来ることから
、特に、眉、目の周囲、口唇の周囲、など、長期間の色味の保持が求められる部位におけ
る化粧品組成物の送達に好適に用いることが出来る。
【００３９】
＜無線識別タグ＞
　無線識別タグは、内部に履歴情報を格納し、非接触で該履歴情報を無線信号を用いてを
やりとり出来るタグである。このため、特に、マイクロニードルチップを様々な医薬品や
血液等を扱う医療用途に用いる場合、非接触で読み取ることが出来ることから、医薬品や
血液等の付与および汚染により履歴情報の読み取りが阻害されることを抑制することが出
来る。　
　一例として、図２に、一般的な無線識別タグの概略図を示す。図２において、半導体回
路２０１、アンテナ２０２である。半導体回路２０１は、メモリおよびＣＰＵの機能を含
むものである。アンテナ２０２は、リーダーライター装置との間で、履歴情報を無線信号
として送受信するために設けられる。また、アンテナ２０２は、リーダーライター装置か
らの無線信号（電波）によって誘導起電力を生じるものでも良く、該誘導起電力をコンデ
ンサ（図示せず）等に蓄えることによって、半導体回路２０１を動作させてもよい。
【００４０】
　無線識別タグはマイクロニードルチップへの搭載に対し十分な大きさであり、針状体形
状の突起部に干渉する事無く配置されていることが望ましい。　
　図１では、基体１０２内に無線識別タグ１０３に埋没している例を示したが、無線識別
タグは、基体外に貼り付ける構成であっても良い。
【００４１】
　また、無線識別タグは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ，無線電波による識別）であることが好ましい。ＲＦＩＤは、電磁界や電
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波などを用いた近距離（周波数帯によって数ｃｍ～数ｍ）の無線通信によって情報をやり
とりすることが出来る。ＲＦＩＤの特徴としては、１）非接触通信に対応しており、離れ
たところからでもデータの読み取りができる、２）多くの情報を読み書きすることができ
る、３）複数のタグを同時に高速に読み取ることができる（例えば１秒間に５０回）、４
）水や油などに対する耐性を備えている、などが挙げられる。このため、ＲＦＩＤは、近
距離での通信に優れていることから、複数のマイクロニードルチップの履歴情報のやりと
りに際し、個別のマイクロニードルチップの履歴情報の混線を抑制することが出来る。
【００４２】
　以下、本発明の履歴管理システムについて説明を行なう。
本発明の履歴管理システムは、無線識別タグを備えたマイクロニードルチップと、前記マ
イクロニードルチップ内の無線識別タグに対し履歴情報の入出力が可能なリーダーライタ
ーと、前記履歴情報を管理するサーバーと、を有する。　
　一例として、図３に、本発明の履歴管理システムの構成の概略図を示す。図３において
、リーダライター装置３０１、サーバー３０２、である。
【００４３】
　リーダーライター装置は、マイクロニードルチップ内の無線識別タグとの送受信を行な
う。リーダーライター装置の機構は、用いた無線識別タグに対応する機器であれば良い。
【００４４】
　サーバーは、リーダライター装置で取り扱う履歴情報の管理を行なう。サーバーで履歴
情報をデータベース化し保持することにより、履歴情報を一元管理することが出来、複数
のマイクロニードルチップの履歴情報を好適に取り扱うことが出来る。
【００４５】
　履歴情報は、マイクロニードルチップの来歴を示す情報であり、製造工程、流通、使用
現場によって生じる情報である。例えば、具体的には、製品識別番号、日付、原材料、製
造工程、表面処理、使用期限、保守点検の記録、温度、湿度、などの情報が挙げられる。
【００４６】
　本発明の履歴管理システムによれば、（１）製造、物流、保管における流通管理、（２
）使用の有無、使用対象の指定などの実施管理、などの履歴情報を製造者、流通業者、使
用者等の取扱者が適時参照することが出来る。このため、医療現場における作業の効率化
や医療事故の防止に貢献できる。
【００４７】
　以下、本発明のマイクロニードルチップ製造方法について説明を行なう。
【００４８】
＜充填工程＞
　まず、針状体形状の凹凸反転パターンからなる凹部を有する転写版に針状体材料を充填
する充填する。
【００４９】
　転写版は、転写成形に求められる機械的強度、形状追従性を有していればよく、成形す
る針状体材料に応じて、形状・寸法を適宜設計し、材料を選択してよい。
【００５０】
　転写版を構成する転写版材料は、転写成形に求められる機械的強度、形状追従性に優れ
た材料を用いることが好ましい。　
　例えば、（１）シリコン、（２）ニッケル、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、な
どの金属材料、（３）アルミナ、窒化アルミニウム、マシナブルセラミックス、などのセ
ラミックス、（４）ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリスチレン、アクリル樹脂、
フッ素樹脂、シリコーン樹脂、などの合成樹脂、（４）アルギン酸塩、などを用いてよい
。
【００５１】
　また、転写版の凹部を形成するための手段は、公知の微細加工技術を適宜選択して形成
して良い。例えば、具体的には、リソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチ
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ング法、サンドブラスト法、レーザー加工法、機械加工法、などが挙げられる。
【００５２】
　また、転写版は、針状体形状を有する原版を形成し、該原版から鋳型を取って転写版を
形成しても良い。このとき、原版は公知の微細加工技術を適宜選択して形成して良い。例
えば、具体的には、リソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法、サン
ドブラスト法、レーザー加工法、機械加工法、などが挙げられる。また、鋳型の形成には
、メッキ法、溶融樹脂の塗布、などを用いて良い。同一の原版から複数の転写版を製造す
ることが出来るため、加工コストおよび生産コストを抑制し、生産性を高めることが可能
となる。
【００５３】
　転写版に針状体材料を充填する方法としては、適宜公知の充填方法を用いて良い。例え
ば、具体的には、充填方法として、インプリント法、ホットエンボス法、射出成形法、押
し出し成形法、キャスティング法、などが挙げられる。
【００５４】
　また、転写版と針状体材料の剥離性を向上させるために、針状体材料の充填前に、転写
版の表面上に離型効果を増すための表面処理を行って良い。　
　例えば、表面処理として、（１）フッ素系の樹脂、金属微粒子、ダイヤモンドライクカ
ーボン、シリコーンオイルなどの離型層を形成、（２）化学的な表面改質、（３）表面形
状の加工、などが挙げられる。
【００５５】
＜配置工程＞
　次に、転写版に充填した針状体材料内に無線識別タグを配置する。
【００５６】
＜剥離工程＞
　次に、転写版から前記針状体材料を剥離する。
【００５７】
　また、配置工程と剥離工程は、互いに相前後して実施してよく、配置工程後に剥離工程
を行っても、剥離工程後に配置工程を行っても良い。
【００５８】
　また、更に、前記無線識別タグを配置した側に封止樹脂を塗布する封止工程を行っても
良い。封止処理に用いられる材料はマイクロニードルチップに接するため、生体への安全
性が高い材料であることが望ましい。例えば、具体的には、シリコーン樹脂、ポリビニル
アルコール、アクリル樹脂、ポリ乳酸、等が挙げられる。
【００５９】
（第１の実施形態）
　以下、具体的に本発明のマイクロニードルチップ製造方法について、図４を用いながら
説明を行なう。　
　まず、転写版４０１を用意する（図４（ａ））。　
　次に、転写版４０１に針状体材料４０２を充填し、凸版４０３を接近させる（図４（ｂ
））。　
　次に、凹部４０４が形成された構造体を剥離する（図４（ｃ））。　
　次に、凹部４０４に無線識別タグ１０３を配置し、本発明のマイクロニードルチップ１
００を得る（図４（ｄ））。
【００６０】
　充填工程において、凸版を接近させることにより、充填された針状体材料に凹部を形成
する。これにより、微細な構造体である針状体形状を変形させることなく凹部を形成する
ことが出来る。このため、無線識別タグの配置により、針状体形状が歪むことを抑制する
ことが出来る。
【００６１】
（第２の実施形態）
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　以下、上述した実施形態とは異なる実施形態について、図５を用いながら、説明を行な
う。　
　まず、転写版４０１を用意する（図５（ａ））。　
　次に、転写版４０１に針状体材料４０２を充填する（図５（ｂ））。　
　次に、転写版４０１に充填された針状体材料４０２に無線識別タグ１０３を配置する（
図５（ｃ））。　
　次に、無線識別タグ１０３が内包された針状体材料４０２を剥離し、本発明のマイクロ
ニードルチップ１００を得る（図５（ｄ））。
【００６２】
　第２の実施形態では、転写版に針状体材料が充填された状態で無線識別タグを配置する
。このため、無線識別タグの配置により、針状体形状が歪むことを抑制することが出来る
。
【００６３】
　以上より、本発明のマイクロニードルチップ製造方法を実施することが出来る。なお、
本発明のマイクロニードルチップ製造方法の製造方法は上記実施の形態に限定されず、各
工程において類推することのできる他の公知の方法をも含むものとする。
【実施例】
【００６４】
　以下、本発明のマイクロニードルチップ製造方法について、具体的に一例を挙げながら
説明を行う。当然のことながら、本発明のマイクロニードルチップの製造方法は下記実施
例に限定されず、各工程において当業者が類推できる他の製造方法をも含むものとする。
【００６５】
　まず、機械加工装置を用い、シリコン基板上に５列５行のアレイ状に並んだ突起部を有
する原版を作製した。　
　このとき、得られた針状体は四角錐であり、先端角が４０°、高さが約４４５μｍ、底
面の一辺の幅が３３０μｍとなった。
【００６６】
　次に、蒸着によりニッケル層（厚み：３０ｎｍ）を形成し、該ニッケル膜をシード層と
した電解メッキ法によって、原版の表面にニッケル膜（膜厚：６００μｍ）形成した。　
　このとき、電解メッキ時のメッキ液にはスルファミン酸ニッケル溶液（ｐＨ：４．７、
メッキ浴槽温度：５０℃）を用いた。
【００６７】
　次に、前記ニッケル膜を原版から剥離し、ニッケルよりなる転写版を得た。
【００６８】
　次に、前記転写版に対し、インプリント法を用いてマイクロニードルチップの作製を行
った。　
　このとき、充填する針状体材料として、生分解性樹脂であるポリ乳酸を用いた。　
　また、成形温度は２００℃設定とし、充填時に、前記転写版に凸版を接近させ、充填さ
れた針状体材料に凹部を形成した。
【００６９】
　次に、凹部が形成された針状体材料を転写版から剥離した。　
　これにより、生分解性樹脂であるポリ乳酸で構成され、凹部を有し、２ｃｍ角の基体の
上に突起部が並んだ構造体を作製することが出来た。
【００７０】
　次に、基体の凹部にＲＦＩＤチップ（エフ・イー・シー社製、商品名：ＭＭチップ）を
設置した。
【００７１】
　次に、凹部に設置したＲＦＩＤチップを封止樹脂を塗布することにより封止した。　
　このとき、封止樹脂として、シリコーン樹脂（ダウコーニング社製）を用いた。　
　以上より、本発明のマイクロニードルチップを製造することが出来た。
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【００７２】
　上述したマイクロニードルチップに対し、リーダーライターを介して製品識別番号、作
製日時、作業者、使用期限の情報を付与した。　
　このとき、マイクロニードルチップとリーダーライターとの距離は１ｃｍ以上であり、
接触無く動作することを確認した。一連の作業を繰り返し、５種類の針状体機器からなる
データベースを作製した。
【００７３】
　情報入力の後、マイクロニードルチップから付与情報を読み出すことで、製品識別番号
、作製日時、作業者、使用期限の情報を確認した。これにより、非接触で複数のマイクロ
ニードルチップの管理手法として利用できることを確認した。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明のマイクロニードルチップは、マイクロニードルチップを必要とする様々な分野
に利用可能である。　
　例えば、ＭＥＭＳデバイス、光学部材、試料治具、創薬、医療用途、化粧品、美容用途
などに用いるマイクロニードルチップとして応用が期待できる。
【符号の説明】
【００７５】
１００……マイクロニードルチップ
１０１……突起部
１０２……基体
１０３……無線識別タグ
２０１……半導体回路
２０２……アンテナ
３０１……リーダーライター装置
３０２……サーバー
４０１……転写版
４０２……転写版材料
４０３……凸版
４０４……凹部
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