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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形品と、
　射出成形品の外表面の少なくとも一部を被覆して加飾する加飾フィルムと、
　射出成形品と加飾フィルムとの間に配置される平面アンテナと、
　平面アンテナ全体を覆うように平面アンテナと射出成形品との間に配置され、平面アン
テナの厚みを吸収する厚み吸収用シートとを備え、
　加飾フィルム、平面アンテナ、および厚み吸収用シートが、射出成形同時加飾により一
体的に形成されている、アンテナ付射出成形同時加飾品。
【請求項２】
　厚み吸収用シートは強誘電体シートである、請求項１に記載のアンテナ付射出成形同時
加飾品。
【請求項３】
　加飾フィルムと射出成形品との間に、磁性体シートが配置されている、請求項１または
２に記載のアンテナ付射出成形同時加飾品。
【請求項４】
　磁性体シートが、加飾フィルムと平面アンテナとの間に配置されている、請求項３に記
載のアンテナ付射出成形同時加飾品。
【請求項５】
　平面アンテナは、フィルム基材と、フィルム基材の表面に配置されアンテナパターンを
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形成する導電層とを備え、
　厚み吸収用シートは、フィルム基材の表面において、導電層の形成の有無により生じる
凹凸を吸収する、請求項１から４のいずれか１つに記載のアンテナ付射出成形同時加飾品
。
【請求項６】
　平面アンテナと射出成形品とがインサート成形によって一体化されている、請求項１か
ら５のいずれか１つに記載のアンテナ付射出成形同時加飾品。
【請求項７】
　加飾フィルム、平面アンテナ、および平面アンテナの厚みを吸収する厚み吸収用シート
が積層された射出成形同時加飾用の積層シートを、加飾フィルム側が金型内面に配置され
るように開放状態の金型内に配置し、
　金型を実質的に閉止状態とした後、金型内に樹脂を射出して、平面アンテナと射出成形
樹脂とを厚み吸収用シートを介して一体化するとともに、射出成形樹脂の外表面の少なく
とも一部を加飾する、アンテナ付射出成形同時加飾成形品の製造方法。
【請求項８】
　射出成形同時加飾用の積層シートを金型内に配置する際に、厚み吸収用シートとして、
強誘電体シートを用いる、請求項７に記載のアンテナ付射出成形同時加飾成形品の製造方
法。
【請求項９】
　射出成形同時加飾用の積層シートを金型内に配置する際に、加飾フィルムと平面アンテ
ナとの間に磁性体シートがさらに配置された積層シートを用いる、請求項７または８に記
載のアンテナ付射出成形同時加飾成形品の製造方法。
【請求項１０】
　射出成形により形成された筐体と、
　筐体の外表面の少なくとも一部を被覆して加飾する加飾フィルムと、
　筐体と加飾フィルムとの間に配置される平面アンテナと、
　平面アンテナ全体を覆うように平面アンテナと筐体との間に配置された強誘電体シート
と、
　筐体および強誘電体シートを介在させて平面アンテナと対向するように、筐体の上記外
表面の裏面に配置され、平面アンテナに対して非接触で電力および信号伝送を行う非接触
給電部とを備える、アンテナ付筐体の給電構造。
【請求項１１】
　加飾フィルムと平面アンテナとの間に磁性体シートがさらに配置されている、請求項１
０に記載のアンテナ付筐体の給電構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナが設けられた射出成形同時加飾品およびその製造方法に関するもの
であり、特に、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）、携帯音楽プレイヤ
ー、またはノート型パーソナルコンピュータ（ノートＰＣ）などの小型携帯機器のように
、通信機能のためのアンテナが設けられた射出成形同時加飾品およびその製造方法、なら
びにアンテナへ給電を行うための構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ＰＤＡ、携帯音楽プレイヤー、またはノートＰＣなどの小型携帯機器に無線
通信機能を付与するにはアンテナを必要とする。また、このような小型携帯機器の筐体は
、例えば樹脂などの材料を用いて射出成形により形成されるとともに、この射出成形にお
いて加飾フィルムが用いられて筐体の外表面が装飾される。
【０００３】
　このように加飾フィルムと平面アンテナとを用いて、射出成形同時加飾を行うことによ
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り、アンテナとその意匠とが一体的に形成されたアンテナ付射出成形同時加飾品が製造さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　このような従来のアンテナ付射出成形同時加飾品（すなわち、アンテナ付筐体）の構造
について、図６および図７の模式図を用いて説明する。
【０００５】
　図６は、アンテナ付筐体５０に用いられる加飾フィルム５２と平面アンテナ５６とを示
す模式図である。図６に示すように、加飾フィルム５２は、透明樹脂材料からなる加飾フ
ィルム基材５３と、その図示下面に印刷された加飾パターン５４とを備えている。平面ア
ンテナ５６は、アンテナ用フィルム基材５７と、アンテナ用フィルム基材５７の図示下面
に配置され、例えば銅などの導電材料により形成されたアンテナパターン５８とを備えて
いる。また、加飾フィルム５２と平面アンテナ５６とは、接着層５５を介して互いに接着
されており、一体的な積層シート５１として形成されている。
【０００６】
　このような構造の積層シート５１を、金型の内表面に配置して型締めを行った後、金型
内に成形樹脂を注入することで、積層シート５１と成形樹脂とが一体的な状態とされたア
ンテナ付筐体５０が製造される。
【０００７】
　図７に示すように、アンテナ付筐体５０は、外表面上には、アンテナパターン５８、ア
ンテナ用フィルム基材５７、接着層５５、加飾パターン５４、加飾フィルム基材５３の順
序で積層シート５１が配置されるとともに、この積層シート５１が成形品６０と一体的な
状態とされている。なお、このような製造方法は、ＩＭＤ：成型同時加飾転写システムあ
るいはＩＭＬ：成型同時加飾インサートシステムと呼ばれている。
【０００８】
　また、このようなアンテナ付筐体５０では、成形品６０を介してアンテナパターン５８
と対向するように、給電部６２が設けられており、この給電部６２より平面アンテナ５６
に対する非接触状態での給電が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００７－０９４４９４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】
【００１０】
　しかしながら、このような構造のアンテナ付筐体５０では、樹脂材料に比して硬い金属
材料にて形成されたアンテナパターン５８の凹凸が加飾フィルム５２の表面に浮き出て見
える場合があり、筐体５０における意匠が損なわれるという課題がある。例えば、厚さ２
０μｍのアンテナパターン５８を用いた場合に、加飾フィルム５２の表面では、３～４μ
ｍ程度の凹凸が生じる場合があり、この凹凸の寸法以上に見た目では、アンテナパターン
５８が浮き上がって見えることがある。
【００１１】
　また、成型時の熱・圧力を受けて、アンテナパターン５８が損傷する場合があるという
課題もある。
【００１２】
　さらに、このような小型携帯機器では、筐体５０の小型化に伴って、平面アンテナ５６
のアンテナパターン５８を小型化することも望まれている。
【００１３】
　従って、本発明の目的は、上記課題を解決することにあって、小型携帯機器などのよう
に通信機能のためのアンテナが設けられた射出成形同時加飾品において、その外観意匠の
品質が向上されたアンテナ付射出成形同時加飾品およびその製造方法、ならびにアンテナ
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付筐体の給電構造を提供することにある。
　また、本発明の別の目的は、このようなアンテナ付射出成形同時加飾品において、アン
テナの小型化を含めてアンテナ機能を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１５】
　本発明の第１態様によれば、射出成形品と、射出成形品の外表面の少なくとも一部を被
覆して加飾する加飾フィルムと、射出成形品と加飾フィルムとの間に配置される平面アン
テナと、平面アンテナ全体を覆うように平面アンテナと射出成形品との間に配置され、平
面アンテナの厚みを吸収する厚み吸収用シートとを備え、加飾フィルム、平面アンテナ、
および厚み吸収用シートが、射出成形同時加飾により一体的に形成されている、アンテナ
付射出成形同時加飾品を提供する。
【００１６】
　本発明の第２態様によれば、厚み吸収用シートは強誘電体シートである、第１態様に記
載のアンテナ付射出成形同時加飾品を提供する。
【００１７】
　本発明の第３態様によれば、加飾フィルムと射出成形品との間に、磁性体シートが配置
されている、第１態様または第２態様に記載のアンテナ付射出成形同時加飾品を提供する
。
【００１８】
　本発明の第４態様によれば、磁性体シートが、加飾フィルムと平面アンテナとの間に配
置されている、第３態様に記載のアンテナ付射出成形同時加飾品を提供する。
【００１９】
　本発明の第５態様によれば、平面アンテナは、フィルム基材と、フィルム基材の表面に
配置されアンテナパターンを形成する導電層とを備え、厚み吸収用シートは、フィルム基
材の表面において、導電層の形成の有無により生じる凹凸を吸収する、第１態様から第４
態様のいずれか１つに記載のアンテナ付射出成形同時加飾品を提供する。
【００２０】
　本発明の第６態様によれば、平面アンテナと射出成形品とがインサート成形によって一
体化されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記載のアンテナ付射出成形同時
加飾品を提供する。
【００２１】
　本発明の第７態様によれば、加飾フィルム、平面アンテナ、および平面アンテナの厚み
を吸収する厚み吸収用シートが積層された射出成形同時加飾用の積層シートを、加飾フィ
ルム側が金型内面に配置されるように開放状態の金型内に配置し、金型を実質的に閉止状
態とした後、金型内に樹脂を射出して、平面アンテナと射出成形樹脂とを厚み吸収用シー
トを介して一体化するとともに、射出成形樹脂の外表面の少なくとも一部を加飾する、ア
ンテナ付射出成形同時加飾成形品の製造方法を提供する。
【００２２】
　本発明の第８態様によれば、射出成形同時加飾用の積層シートを金型内に配置する際に
、厚み吸収用シートとして強誘電体シートを用いる、第７態様に記載のアンテナ付射出成
形同時加飾成形品の製造方法を提供する。
【００２３】
　本発明の第９態様によれば、射出成形同時加飾用の積層シートを金型内に配置する際に
、加飾フィルムと平面アンテナとの間に磁性体シートがさらに配置された積層シートを用
いる、第７態様または第８態様に記載のアンテナ付射出成形同時加飾成形品の製造方法を
提供する。
【００２４】
　本発明の第１０態様によれば、射出成形により形成された筐体と、筐体の外表面の少な
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くとも一部を被覆して加飾する加飾フィルムと、筐体と加飾フィルムとの間に配置される
平面アンテナと、平面アンテナ全体を覆うように平面アンテナと筐体との間に配置された
強誘電体シートと、筐体および強誘電体シートを介在させて平面アンテナと対向するよう
に、筐体の上記外表面の裏面に配置され、平面アンテナに対して非接触で電力および信号
伝送を行う非接触給電部とを備える、アンテナ付筐体の給電構造を提供する。
【００２５】
　本発明の第１１態様によれば、加飾フィルムと平面アンテナとの間に磁性体シートがさ
らに配置されている、第１０態様に記載のアンテナ付筐体の給電構造を提供する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、平面アンテナ全体を覆うように、平面アンテナと射出成形品との間に
配置された厚み吸収用シートが、平面アンテナの厚み（すなわち、アンテナパターンの凹
凸）を吸収するため、加飾フィルムの表面にアンテナパターンの凹凸が浮き出ることを防
止できる。したがって、アンテナ付射出成形同時加飾品における外観意匠の品質を向上さ
せることができる。
【００２７】
　また、厚み吸収用シートが、平面アンテナと射出成形品との間に配置されていることに
より、射出成形時に射出成形樹脂より平面アンテナに対して伝達される熱・圧力などの影
響を厚み吸収用シートにて低減させることができ、平面アンテナの損傷を防止できる。
【００２８】
　さらに、厚み吸収用シートとして、強誘電体シートを採用する構成では、平面アンテナ
の小型化を図ることができる。
【００２９】
　また、加飾フィルムと射出成形品との間に磁性体シートをさらに配置した構成では、磁
性体シートを外表面に露出させることなく外観意匠の品質を保ちながら、アンテナの感度
を高めることができ、アンテナ機能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一の実施形態にかかるアンテナ付筐体の模式図
【図２】本実施形態のアンテナ付筐体を射出成形同時加飾により製造している状態の模式
図
【図３】本実施形態のアンテナ付筐体の外観の模式図
【図４】本実施形態のアンテナ付筐体に用いられる積層シートの模式図（断面）
【図５】本実施形態のアンテナ付筐体の模式図（断面）
【図６】従来のアンテナ付筐体に用いられる積層シートの模式図（断面）
【図７】従来のアンテナ付筐体の模式図（断面）
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　本発明の一の実施形態にかかるアンテナ付射出成形同時加飾品の一例であるアンテナ付
筐体１０の構成を示す模式図を図１に示す。なお、図１では、各種シートなどの構成を理
解し易いように、それぞれの構成部材などを分解した状態を示している。
【００３３】
　図１に示すように、アンテナ付筐体１０は、その筐体本体部分である射出成形品１２と
、この射出成形品１２の外表面上に配置された積層シート２０とを備えており、射出成形
品１２と積層シート２０とは、射出成形同時加飾を行うことにより一体的な状態とされて
いる。
【００３４】
　積層シート２０は、射出成形品１２の外表面を外観意匠として加飾する加飾フィルム２
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１と、磁性体材料によりシート状に形成された磁性体シート２５と、通信機能を実現する
ためのシート状の平面アンテナ２７と、強誘電体材料によりシート状に形成された強誘電
体シート３１とが積層されることにより構成されている。また、加飾フィルム２１、磁性
体シート２５、平面アンテナ２７、および強誘電体シート３１の間には、接着層２４、２
６、３０（図１では図示省略、図４参照）が配置されて互いに接合されている。
【００３５】
　図２に示すように、このような構成の積層シート２０の加飾フィルム２１側を、金型開
放状態の金型２の内表面に配置した状態にて金型２を型締めし、その後、金型２内に形成
される空間に、溶融状態の樹脂を射出することで、図３に示すように、射出成形品１２と
積層シート２０とが一体化されたアンテナ付筐体１０を製造することができる。
【００３６】
　次に、図４および図５に示す模式図を用いて、アンテナ付筐体１０の構造について、さ
らに詳細に説明する。
【００３７】
　まず、射出成形品１２は、金型を用いて予め設計された外形形状に成形されたものであ
る。その材質は機器（小型携帯機器など）の使用目的や、成形方法などによって選定され
る。例えば、メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、アクリロニトリル－スチレン共重合体樹脂（
ＡＳ）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体樹脂（ＡＢＳ）、セルロース
プロピオネート樹脂、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）、ポリ
エステル樹脂、若しくは、ポリエチレン樹脂などを用いることができる。
【００３８】
　加飾フィルム２１は、射出成形品１２を装飾してその外観意匠を形成するためのもので
ある。このような加飾フィルム２１としては、一般的には、透明樹脂材料により形成され
た加飾フィルム基材２２の一方の面（図４では下面）に、加飾パターン２３が形成された
ものが用いられる。
【００３９】
　加飾フィルム基材２２の材質としては、例えば、ポリカーボネート系、ポリアミド系、
ポリエーテルケトン系のエンジニアリングプラスチックや、アクリル系、ポリエチレンテ
レフタレート系、ポリブチレンテレフタレート系の樹脂フィルムなどを用いることができ
る。
【００４０】
　加飾パターン２３は、例えば、着色インキ層により構成され、ウレタン樹脂、ＰＣ樹脂
、ビニル樹脂、ポリエステル樹脂などを使用することができ、特に、ウレタン系樹脂、さ
らにはそのエラストマーをバインダーとし、適切な色の顔料または染料を着色剤として含
有する着色インキを用いることが好ましい。
【００４１】
　また、加飾パターン２３は、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法な
どの印刷法や、グラビアコート法、ロールコート法、コンマコート法などのコート法を用
いて、加飾フィルム基材２２の表面に形成することができる。
【００４２】
　また、射出成形品１２の外表面全体を覆うように加飾フィルム２１を配置して、加飾パ
ターン２３により射出成形品１２の外表面全体を加飾しても良く、あるいは射出成形品１
２の外表面の一部については加飾せず、透明な加飾フィルム基材２２をそのまま使用した
透明窓部にすることもできる。
【００４３】
　また、加飾パターン２３は、加飾フィルム基材２２のいずれの面にも形成することがで
きるが、加飾パターン２３を摩耗などから保護するという観点からは、加飾フィルム基材
２２の射出成形品１２側に加飾パターン２３を形成することが望ましい。
【００４４】
　磁性体シート２５は、磁性体材料によりシート状に形成されている。この磁性体シート
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２５は、透磁率が高く、アンテナ付筐体１０の外部より受ける磁場を効率良く平面アンテ
ナ２７に取り込むことができるように、平面アンテナ２７の受信感度を高める機能を有し
ている。
【００４５】
　また、磁性体シート２５は、アンテナ付筐体１０の外部の発信器（図示せず）により近
い位置に配置させることが好ましいが、加飾フィルム２１による外観意匠を損なわないよ
うに、加飾フィルム２１と射出成形品１２との間に配置される。
【００４６】
　平面アンテナ２７は、アンテナ用フィルム基材２８と、アンテナ用フィルム基材２８の
一方の面（図４では下面）に銅などの導電材料により形成されたアンテナパターン２９（
導電層）とを備えている。
【００４７】
　アンテナ用フィルム基材２８は、アンテナパターン２９の支持部材として機能するもの
であれば材料は特に限定されず、例えば、加飾フィルム基材２２と同様に、ポリカーボネ
ート系、ポリアミド系、ポリエーテルケトン系のエンジニアリングプラスチックや、アク
リル系、ポリエチレンテレフタレート系、ポリブチレンテレフタレート系の樹脂フィルム
などを用いることができる。
【００４８】
　アンテナパターン２９を構成する導電材料としては、アンテナ機能を得ることができる
ものであれば特に制限はない。このような導電材料としては、例えば、金属であれば金、
白金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、亜鉛、鉛等がある。また、導電性高分子等の導
電性を有する高分子化合物を用いることもできる。
【００４９】
　平面アンテナ２７のアンテナパターン２９は、使用する周波数帯や用途により適宜選択
され、例えば、無線ＬＡＮ、Bluetooth、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）
、ＧＰＳ(Global Positioning System)、ＥＴＣ(Electronic Toll Collection System)、
通信等で用いられる各種のアンテナパターンを選択することができる。
【００５０】
　また、アンテナパターン２９は、導電材料がペースト状のものを用いる場合にはスクリ
ーン印刷法によって形成することができ、また、導電材料が箔、メッキ等によるものを用
いる場合には印刷レジスト、感光性レジストを用いたエッチング法などを用いて形成する
ことができる。
【００５１】
　強誘電体シート３１は、強誘電体材料によりシート状に形成される。一般に強誘電体と
は、外部電場を印加しない状態でも自発分極を持ち、その分極の向きを外部電場の印加だ
けで変えることができるものである。このような強誘電体シート３１を配置させることで
、平面アンテナ２７のアンテナパターン２９の平面的なサイズを小型化することが可能と
なる。また、アンテナパターン２９の小型化を図るという観点からは、アンテナパターン
２９により近い位置に強誘電体シート３１が配置されていることが好ましい。
【００５２】
　加飾フィルム２１、磁性体シート２５、平面アンテナ２７、強誘電体シート３１のそれ
ぞれの間には、例えば接着性を有する樹脂材料により形成された接着層２４、２６、３０
が配置されており、それぞれのシート状の部材が互いに接合されることにより、積層シー
ト２０が構成されている。
【００５３】
　なお、積層シート２０を構成するそれぞれの部材の厚み寸法の一例は次の通りである。
　　　加飾フィルム基材２２：　　　　１２５μｍ
　　　加飾パターン２３：　　　　　　　１０μｍ
　　　接着層２４：　　　　　　　２５～５０μｍ
　　　磁性体シート２５：　　　　　　１００μｍ
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　　　接着層２６：　　　　　　　２５～５０μｍ
　　　アンテナ用フィルム基材２８：　１２５μｍ
　　　アンテナパターン２９：　　　　　２０μｍ
　　　接着層３０：　　　　　　　２５～５０μｍ
　　　強誘電体シート３１：　　　　　１００μｍ
【００５４】
　このような構成の積層シート２０を用いて、射出成形同時加飾を行うことにより、図５
に示すようなアンテナ付筐体１０が形成される。
【００５５】
　図５に示すように、積層シート２０は射出成形品１２と一体化された状態にあり、射出
成形品１２の外表面が加飾パターン２３により装飾されるとともに、平面アンテナ２７が
内蔵された状態とされている。
【００５６】
　射出成形品１２における積層シート２０の配置面とは反対側の表面には、平面アンテナ
２７のアンテナパターン２９に対して非接触状態にて電力および信号伝送を行う非接触給
電部１４が設けられている。この非接触給電部１４に図示しない電源より電力を供給する
ことで、アンテナパターン２９に電力を供給して、アンテナとしての通信機能を実現する
ことができる。
【００５７】
　本実施形態のアンテナ付筐体１０によれば、次のような種々の効果を得ることができる
。
【００５８】
　まず、積層シート２０において、平面アンテナ２７と射出成形品１２との間に強誘電体
シート３１が配置された構成が採用されているため、強誘電体シート３１が厚み方向に変
形することで、平面アンテナ２７のアンテナパターン２９の凹凸形状を吸収することがで
きる。すなわち、図７に示す従来の構造では、射出成形が行われる際にアンテナ用フィル
ム基材５７が図示下面側より圧力を受けた場合に、アンテナパターン５８が形成されてい
る部分は、形成されていない部分に比してより強い力で押し出されることになり、その結
果、加飾フィルム５２の図示上面において、アンテナパターン５８の形状が浮き出し、外
観意匠が損なわれるという課題があった。これに対して、本実施形態では、アンテナパタ
ーン２９の厚さ寸法に対して十分に厚い厚さ寸法を有する強誘電体シート３１が新たに配
置されていることにより、強誘電体シート３１にてアンテナパターン２９の厚み（すなわ
ち、凹凸）を吸収することができる。したがって、平面アンテナ２７が内蔵されるような
構成を採用しながら、加飾フィルム２１を用いたその外観意匠において、アンテナパター
ン２９が浮き出ることを防止して、外観意匠の品質を向上させることができる。
【００５９】
　また、積層シート２０において、強誘電体シート３１に加えて磁性体シート２５がさら
に備えられていることにより、アンテナパターン２９の厚みを吸収する効果をさらに高め
ることができる。このようにアンテナパターン２９の厚みを吸収するという機能に着目す
れば、強誘電体シート３１および磁性体シート２５は、厚み吸収用シートと称することが
できる。また、より効果的に厚みを吸収させるようにするためには、このような厚み吸収
用シートは、アンテナパターン２９を構成する導電材料よりも柔軟な材料により形成され
ることが好ましい。
【００６０】
　また、強誘電体シート３１が平面アンテナ２７と射出成形品１２との間に配置されてい
ることにより、射出成形時に平面アンテナ２７に対して付与される熱・圧力を、強誘電体
シート３１により低減させることができる。したがって、射出成形時に平面アンテナ２７
に対して付与される熱・圧力によりアンテナパターン２９が損傷することを防止できる。
【００６１】
　また、積層シート２０において、強誘電体シート３１が備えられていることにより、そ
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ことができる。特に、このようなアンテナパターン２９の小型化を図ることで、アンテナ
付筐体１０の小型携帯機器への適用性を高めることができる。
【００６２】
　また、積層シート２０において、磁性体シート２５が備えられていることにより、平面
アンテナ２７の受信感度を向上させることができる。特に、磁性体シート２５が、加飾フ
ィルム２１と平面アンテナ２７との間に配置されていることにより、加飾フィルム２１に
より外観意匠を損なうことなく、平面アンテナ２７の受信感度を効果的に高めることがで
きる。また、このような磁性体シート２５を他の部材の間に配置させることで、経年によ
り生じる磁性体シート２５の剥がれも防止できる
【００６３】
　また、射出成形品１２における積層シート２０の配置面とは反対側の表面に非接触給電
部１４が設けられていることより、平面アンテナ２７のアンテナパターン２９に対して非
接触状態にて電力および信号伝送を確実に行うことができる。また、平面アンテナ２７と
非接触給電部１４との間には、強誘電体シート３１が配置されていることにより、このよ
うな非接触給電を小型化された平面アンテナ２７に対して効果的に行うことができる。
【００６４】
　なお、厚み吸収用シートとしては、磁性体シートや強誘電体シートの他に例えば、ポリ
カーボネート系、ポリアミド系、ポリエーテルケトン系のエンジニアリングプラスチック
や、アクリル系、ポリエチレンテレフタレート系、ポリブチレンテレフタレート系の樹脂
フィルムなどを用いることもできる。
【００６５】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【００６６】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【符号の説明】
【００６７】
　２　金型
１０　アンテナ付筐体
１２　射出成形品
１４　非接触給電部
２０　積層シート
２１　加飾フィルム
２２　加飾フィルム基材
２３　加飾パターン
２４　接着層
２５　磁性体シート
２６　接着層
２７　平面アンテナ
２８　アンテナ用フィルム基材
２９　アンテナパターン
３０　接着層
３１　強誘電体シート
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