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(57)【要約】
　
【課題】　ダイポール型アンテナを用いた無線タグを、
ガラス、プラスチックやセラミックなどの誘電率の異な
る様々な材質の物品に貼った場合であっても、通信距離
が劣化しない無線タグを提供する。
【解決手段】　中央部と該中央部の両端からそれぞれ延
在する２つの翼部を有するダイポール型アンテナ部３Ａ
および該２つの翼部を結合する導通パターン部２を有す
るよう構成した無線タグ６Ａであり、翼部は、導通パタ
ーン部２との結合部付近から、端部に向かってアンテナ
幅が増加するよう構成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板にアンテナおよびＩＣチップを搭載して構成された無線タグであって、前記アンテ
ナは、ＩＣチップが接続されてなる中央部と前記中央部の両端からそれぞれ延在する２つ
の翼部とで構成されるダイポール型アンテナ部および前記２つの翼部を結合する導通パタ
ーン部を有し、前記アンテナは少なくとも１／２波長の共振周波数を有することを特徴と
する無線タグ。
【請求項２】
　前記２つの翼部は、前記翼部の端部に向かってアンテナ幅が増加することを特徴とする
請求項１記載の無線タグ。
【請求項３】
　前記２つの翼部は、前記翼部の端部に向かって一定の割合でアンテナ幅が増加する部分
を有することを特徴とする請求項１または２記載の無線タグ。
【請求項４】
　前記２つの翼部はアンテナ幅が一定となる平坦部を有することを特徴とする請求項３に
記載の無線タグ。
【請求項５】
　前記２つの翼部の広がり角度を前記ダイポールアンテナ部の長さ方向に対して、４５°
以上５５°以下の範囲に設定してなることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
無線タグ。
【請求項６】
　前記導通パターン部は、前記中央部と平行に配されていることを特徴とする請求項１～
５のいずれかに記載の無線タグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部に少なくとも1つのＩＣチップ、及びアンテナを有し、データを無線で
通信することが可能な無線タグに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　情報を記憶するＩＣチップとアンテナからなる無線タグは、電波を介して、質問器また
はリーダと呼ばれる無線機とデータを送受信することができる。そのうち特に、電波の周
波数として３００ＭＨｚ以上を使用し、内部に電源を持たない無線タグは、リーダライタ
との通信可能距離が長く、価格も比較的廉価であることから、バーコードの置き換え用途
への利用などが検討されている。
【０００３】
　一般的な無線タグは、ポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴとも表記）や紙などの
薄い基材の上にアルミニウムや、銀ペーストなどでアンテナが形成され、アンテナの給電
パッドにＩＣチップが接続されている。アンテナの形状としては、ダイポール型アンテナ
、折り返しダイポール型アンテナ、ループ型やミアンダ型アンテナなどが用いられる。
【０００４】
　図６は、従来の無線タグを説明する図である。無線タグ６２は、基板４２の上に、ＩＣ
チップ１２とアンテナ５２とが搭載された構造である。ここで、前記アンテナ５２は、１
／２波長のダイポール型アンテナである。　
【０００５】
　アンテナ５２の長さをＬとすると、この長さＬを１／２波長とする周波数が、このアン
テナの共振周波数となる。
【０００６】
　９００ＭＨｚ帯、２．４５ＧＨｚ帯などの電波方式でこのような無線タグを使用する場
合、ガラスやプラスチック、セラミックのような該無線タグを貼って用いる部材の材質ま
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たは該部材で作製された容器の内容物によっては、部材や内容物の誘電率の影響により、
アンテナの共振周波数が下がり、インピーダンスが大きく変化する。このような場合は、
ＩＣチップ側とアンテナ側のインピーダンスが不整合となり通信距離が短くなる。
【０００７】
　無線タグを貼る部材や内容物の誘電率に合わせて無線タグ自体のインピーダンスを調整
しておくことも可能であるが、その場合は、無線タグを貼る部材や材質があらかじめ限定
されるために、無線タグを単体で用いることや、他の環境で用いることが不可能となり、
汎用性に欠けるものとなる。
【０００８】
　上記問題を直接的に解決するものではなく、アンテナの小型化による通信距離の劣化を
回避する技術としてはＨ型アンテナがあり、例えば特許文献１に開示されている。
【０００９】
　Ｈ型アンテナは、例えばアンテナの長さを１／４波長以下として、アンテナの幅とアン
テナの長さをほぼ同等に設計し、ＩＣチップの周辺に効率的にエネルギーを集中させて一
定の通信距離を確保するものであり、安定した通信性能を有する１／２波長のダイポール
型アンテナを用いることができない小型物品への貼り付けを目的とする。
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－２５３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の技術的課題は、１／２波長のダイポール型アンテナを用いた無線タグを、ガラ
ス、プラスチックやセラミックなどの誘電率の異なる様々な材質の物品に貼った場合であ
っても、通信距離が劣化しない無線タグを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、基板にアンテナおよびＩＣチップを搭載して構成された無線タグであって、
前記アンテナは、例えば略方形または帯状の中央部と、該中央部の両端からそれぞれ異な
る方向に延在する２つの翼部を構成要素とするダイポール型アンテナ部および該２つの翼
部を結合する導通パターン部（ショートスタブ部）を有するよう構成した無線タグである
。なお、該導通パターン部は略帯状で、該中央部と略平行に配され、該ダイポール型アン
テナ部の２つの翼部は、該導通パターン部との結合部付近から、該翼部の端部に向かって
アンテナ幅が増加する部分を有するよう構成する。
【００１３】
　なお、アンテナ幅の増加部分は、一定の割合で増加するように構成するのが通信特性お
び製造上好ましい。
【００１４】
　さらに、該２つの翼部は、ＩＣチップを通り、ダイポール型アンテナ部の長さ方向に垂
直な線に対して線対象に構成するのが通信特性および製造上好ましい。
【００１５】
　該導通パターン部は、インピーダンス調整用に設けるもので、該２つの翼部を繋ぐよう
に形成することで、効果的にインピーダンスの調整を行うことができ、製造も容易となる
。また、該中央部と平行に設けるのが、設計および製造上好ましい。
【００１６】
　ダイポール型アンテナ部の翼部形状をこのように構成することにより、複数のアンテナ
長を設定することができるので、無線タグアンテナの共振周波数を１／２波長を中心とし
て幅を持たせた範囲に設定することができる。従って、本無線タグを単独で用いても、誘
電率の異なる物品に貼り付けて用いても、一定条件内であればインピーダンスが整合し、
通信状態を良好に保つことができる。
【００１７】
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　本発明によれば、基板にアンテナおよびＩＣチップを搭載して構成された無線タグであ
って、前記アンテナは、ＩＣチップが接続されてなる中央部と前記中央部の両端からそれ
ぞれ延在する２つの翼部とで構成されるダイポール型アンテナ部および前記２つの翼部を
結合する導通パターン部を有し、前記アンテナは少なくとも１／２波長の共振周波数を有
することを特徴とする無線タグが得られる。
【００１８】
　本発明によれば、前記２つの翼部は、前記翼部の端部に向かってアンテナ幅が増加する
ことを特徴とする無線タグが得られる。
【００１９】
　本発明によれば、前記２つの翼部は、前記翼部の端部に向かって一定の割合でアンテナ
幅が増加する部分を有することを特徴とする無線タグが得られる。
【００２０】
　本発明によれば、前記２つの翼部はアンテナ幅が一定となる平坦部を有することを特徴
とする無線タグが得られる。
【００２１】
　本発明によれば、前記２つの翼部の広がり角度を前記ダイポール型アンテナ部の長さ方
向に対して、４５°以上５５°以下の範囲に設定してなることを特徴とする無線タグが得
られる。
【００２２】
　本発明によれば、前記導通パターン部は帯状で、前記中央部と平行に配されていること
を特徴とする無線タグが得られる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、ガラスやプラスチック、セラミックなどの誘電率の異なる物品に、無線
タグを貼った場合、あるいは無線タグの近傍に該誘電率の異なる液体や物品等が存在する
場合でも、通信距離が劣化せず通信特性を良好に保つことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の無線タグは、ガラスエポキシ、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミドなど
の一般的な誘電体からなる基板および該基板上に銅、銀、金などの金属からなるアンテナ
パターンによって形成されたアンテナ、およびＩＣチップを有し、該ＩＣチップの給電端
子およびグランド端子は、それぞれ該アンテナに接続されている。
【００２５】
　前記アンテナはダイポール型アンテナ部にインピーダンス調整用の導通パターン（ショ
ートスタブ）部が接続されており、該ダイポール型アンテナ部は、ＩＣチップを搭載して
いる中央部および、該中央部の両端から、それぞれアンテナの開放端方向に向かって、ア
ンテナ幅が増加して形成された翼形状、すなわち２つの翼部から構成される。該アンテナ
幅の増加割合は任意に設定可能であるが、アンテナ幅が一定の割合で増加する台形状が設
計、製造上好ましい。
【００２６】
　また、該ダイポール型アンテナ部の翼部を台形に形成する場合は、台形の広がり角度を
該ダイポール型アンテナ部の長さ方向に対して、４５°以上５５°以下の範囲に設定する
のが共振周波数範囲を広くする上で好ましい。すなわち、前記広がり角度が、４５°未満
であると、アンテナの電磁波に対する共振周波数範囲が限定され、該角度が、５５°を超
えると、無線タグ全体が大きくなり好ましくないためである。
【００２７】
　さらに、該翼部は基本的な通信性能を維持するために、該中央部の幅よりも厚く構成す
るのが好ましい。従って、該中央部と翼部の間には段差を設けるのが良い。
【００２８】
　また、小型化のためには、翼部にアンテナ幅が一定となる平坦部を設けるのが良い。
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【００２９】
　インピーダンス調整を容易とするために２つの翼部の間に平行に導通パターン部を形成
するのが良い。
【実施例１】
【００３０】
　以下に実施例を用いて、本発明の実施の形態を詳述する。図１は、本発明の無線タグを
説明する図である。無線タグ６Ａは、ＰＥＴからなる基板４Ａ上に、アルミニウムパター
ンからなるアンテナ５Ａが形成され、アンテナ５Ａは、ＩＣチップ１の給電端子（図示せ
ず）と、グランド端子（図示せず）にそれぞれ接続されている。ここで、アンテナ５Ａは
、１／２波長のダイポール型アンテナ部３Ａ、および導通パターン部２とで構成されてい
る。
【００３１】
　さらにダイポール型アンテナ部３Ａは、ＩＣチップ１と接続している中央部と該中央部
両端からそれぞれ延在する２つの翼部を有し、該翼部の長さＸ１は５０ｍｍである。また
、中央部から約４ｍｍ離れた位置に導通パターン部２が中央部と平行に形成されている。
【００３２】
　前記ダイポール型アンテナ部３Ａの翼部は、導通パターン部２と、ダイポール型アンテ
ナ部３Ａとの境界部分からアンテナの長さ方向に対して、４５°の広がり角度をもつよう
に形成している。また、導通パターン部２を形成しない部分も図示したように４５°の広
がり角度を持ち、アンテナの長さ方向に対して対象となるように翼部を形成している。こ
のような形状とすることにより、アンテナ５Ａの電波に対する有効寸法は、最小で翼部の
開放端から開放端までの長さＸ１、最大で一方の翼部の頂点から中央部を通り、他方の翼
部の頂点までの距離Ｙ１となり、長さＸ１以上距離Ｙ１以下の範囲に１／２波長を有する
電波に対して、共振可能となる。
【００３３】
　図３は、本発明の無線タグのＶＳＷＲ測定結果を示すグラフである。ＶＳＷＲとは、Ｖ
ｏｌｔａｇｅ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｗａｖｅ　Ｒａｔｉｏの頭文字をとったもので電圧定
在波比、すなわち、インピーダンス不整合により，反射波が発生している伝送線路上に発
生する電圧振幅分布の山と谷の比を示すものである。
【００３４】
　図３は、２～３ＧＨｚの周波数を用いてＶＳＷＲを測定した結果を示し、データＡは図
１に示した無線タグを誘電率１、厚み３ｍｍの発砲スチロール板に貼り付けた場合、デー
タＢは該無線タグを誘電率が２．５、厚み３ｍｍのプラスチック板に貼り付けた場合、デ
ータＣは該無線タグを誘電率が６．５、厚み３ｍｍのセラミック板に貼り付けた場合の測
定結果を示したものである。
【００３５】
　データＡ、データＢ、データＣ共に、２．４～２．５ＧＨｚにおけるＶＳＷＲは２．５
以下であり、異なる誘電率を有する物品に貼り付けたにも関わらず、ＩＣチップ１と、ア
ンテナ５Ａとのインピーダンスは整合していることがわかる。
【００３６】
　図５は比較例の無線タグを説明する図である。無線タグ６１は、基板４１上に、ＩＣチ
ップ１１およびダイポール型アンテナ部３１と導電パターン部２１からなるアンテナ５１
を搭載し、構成している。なお、アンテナ５１の長さは５０ｍｍである。
【００３７】
　図４は、比較例の無線タグのＶＳＷＲ測定結果を示すグラフで、図５に示した無線タグ
を用いて図３と同様の条件でＶＳＷＲを測定した結果を示したものである。すなわち、デ
ータＤは発砲スチロールに貼った場合、データＥはプラスチック板に貼った場合、データ
Ｆは、セラミック板に貼った場合のＶＳＷＲ測定結果を示す。
【００３８】
　データＤでは、２．４～２．５ＧＨｚのＶＳＷＲは２．５以下であるが、データＥおよ
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びデータＦでは、ＶＳＷＲは６～７および７～９となり、ＩＣチップ１１とアンテナ５１
とのインピーダンスは整合していない。
【００３９】
　さらに通信距離を比較したところ、図５に示した比較例の無線タグは誘電率７、厚み３
ｍｍのセラミック板に貼った場合、通信ができなくなったのに対し、本発明の無線タグは
誘電率７、厚み３ｍｍのセラミック板に貼った場合でも誘電率１、厚み３ｍｍの発砲スチ
ロール板に貼った場合と比べほとんど通信距離が劣化しなかった。
【実施例２】
【００４０】
　図２は、本発明の無線タグを説明する図である。無線タグ６Ｂは、ＰＥＴからなる基板
４Ｂ上に、銀パターンからなるアンテナ５Ｂが形成され、アンテナ５Ｂは、ＩＣチップ１
の給電端子（図示せず）と、グランド端子（図示せず）にそれぞれ接続されている。ここ
で、アンテナ５Ｂは、１／２波長のダイポール型アンテナ部３Ｂ、および導通パターン部
２とで構成されている。
【００４１】
　さらにダイポール型アンテナ部３Ｂは、ＩＣチップ１と接続している中央部と該中央部
両端からそれぞれ延在する２つの翼部を有し、該翼部の長さＸ２は５５ｍｍである。また
、中央部から約３ｍｍ離れた位置に導通パターン部２が中央部と平行に形成されている。
【００４２】
　前記ダイポール型アンテナ部３Ｂの翼部は、導通パターン部２と、ダイポール型アンテ
ナ部３Ｂとの境界部分からアンテナの長さ方向に対して５５°の広がり角度を有するよう
に形成し、翼部の長さ１５ｍｍ以上の部分は、翼部の幅が一定となる平坦部を形成した。
また、導通パターン部２を形成しない部分も図示したように５５°の広がり角度を持ち、
アンテナの長さ方向に対して対象となるように翼部を形成している。すなわち、該翼部は
、広がり角度５５°の台形と長方形を連続形成した形状となっている。
【００４３】
　このような形状とすることにより、無線タグ全体の幅を狭く設計することができる。ま
た、アンテナ５Ａの電波に対する有効寸法は、最小で翼部の開放端から他の開放端までの
長さＸ２、最大で一方の翼部の頂点から中央部を通り、他方の翼部の頂点までの距離Ｙ２
となり、長さＸ２以上距離Ｙ２以下の範囲に１／２波長を有する電波に対して、共振可能
となる。
【００４４】
　なお、アンテナの長さを５５ｍｍにした図５の構成を有する無線タグは誘電率２０、厚
み７ｍｍのセラミックに貼った場合、通信ができなくなったのに対し、本発明の無線タグ
は誘電率２０、厚み７ｍｍのセラミック板に貼った場合でも誘電率１、厚み７ｍｍの発砲
スチロール板に貼った場合と比べほとんど通信距離が劣化しなかった。
【００４５】
　以上、実施例を用いて、この発明の実施の形態を説明したが、この発明は、これらの実
施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更があっても本
発明に含まれる。すなわち、当業者であれば、当然なしえるであろう各種変形、修正もま
た本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の無線タグを用いることにより、商品等の流通管理、販売管理、在庫管理、利用
状況管理に代表される多様な物品の管理において、管理する物品の材質や使用環境等に適
したシステムを簡便に構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明による無線タグを説明する図。
【図２】本発明による無線タグを説明する図。
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【図３】本発明の無線タグのＶＳＷＲ測定結果を示すグラフ。
【図４】比較例の無線タグのＶＳＷＲ測定結果を示すグラフ。
【図５】比較例の無線タグを説明する図。
【図６】従来の無線タグを説明する図。
【符号の説明】
【００４８】
１，１１，１２　　ＩＣチップ
２，２１　　導通パターン部　
３Ａ，３Ｂ，３１　　ダイポール型アンテナ部
４Ａ，４Ｂ，４１，４２　　基板
５Ａ，５Ｂ，５１，５２　　アンテナ
６Ａ，６Ｂ，６１，６２　　無線タグ
Ａ　　データ（本発明の無線タグを発砲スチロールに貼った場合）
Ｂ　　データ（本発明の無線タグをプラスチック板に貼った場合）
Ｃ　　データ（本発明の無線タグをセラミック板に貼った場合）
Ｄ　　データ（従来の無線タグを発砲スチロールに貼った場合）
Ｅ　　データ（従来の無線タグをプラスチック板に貼った場合）
Ｆ　　データ（従来の無線タグをセラミック板に貼った場合）
Ｘ１，Ｘ２，Ｌ　　長さ
Ｙ１，Ｙ２　　距離

【図１】 【図２】
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