
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フィルムコンデンサーとアンテナコイルとからなる共振回路及びＩＣチップが基体上に実
装されたＩＣモジュールと、該ＩＣモジュールを被着体に貼付するためにＩＣモジュール
上に設けられた粘着剤とからなる情報記録タグであって、粘着剤がフィルムコンデンサー
のフィルム状電極と接着しており、粘着剤と被着体との接着力が、フィルムコンデンサー
の絶縁フィルムとフィルム状電極との接着力よりも大きいことを特徴とする情報記録タグ
。
【請求項２】
フィルムコンデンサーの周囲にスペーサー材が設けられ、粘着剤がスペーサー材と接着し
ており、粘着剤と被着体との接着力が、粘着剤とスペーサー材との粘着力よりも大きい請
求項１記載の情報記録タグ。
【請求項３】
ＩＣモジュール上にスペーサー材が設けられることなく、粘着剤が設けられている請求項
１記載の情報記録タグ。
【請求項４】
粘着剤と被着体との接着力が、粘着剤と基体との接着力よりも大きい請求項１～３のいず
れかに記載の情報記録タグ。
【請求項５】
フィルムコンデンサーが、マイカコンデンサーである請求項１～４のいずれかに記載の情
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報記録タグ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
被着体に貼付して使用され、その被着体の製品情報等を記録する、ＩＣモジュールを内蔵
した情報記録タグに関する。
【０００２】
【従来の技術】
種々の製品について、製造メーカー、製品名、製造年月日、仕様、現在の使用度数等の各
種の情報を記録するタグとして、ＩＣモジュールを内蔵し、所定の製品に貼付して使用さ
れる情報記録タグがある。
【０００３】
図６に示すように、このような情報記録タグ１０は、一般に、絶縁フィルムからなる基体
１上にアンテナコイル２とフィルムコンデンサー５からなる共振回路及びＩＣチップ３を
実装し、それをエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂、又はポリエステル等のホットメルト樹脂
等からなる封止樹脂１１で封止し、その基体１側の面にアクリル系樹脂等の粘着剤１２を
介してポリエステルフィルム等の外層フィルム１３を積層し、その反対側の表面に、粘着
剤１４を介して剥離紙１５を積層したものとなっている。この剥離紙１５は、情報記録タ
グ１０が、被着体となる所定の製品に対してタグとして貼付されるときに剥離され、樹脂
封止されたＩＣモジュールが粘着剤１４で所定の被着体に貼り着けられる。また、外層フ
ィルム１３上には所定の製品表示等がなされる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、情報記録タグを所定の被着体に貼付した後、その情報記録タグが不正に剥離さ
れ、本来貼付されるべき被着体とは異なる製品で使用されるという情報記録タグの不正使
用を防止するためには、一旦情報記録タグが所定の被着体に貼付された後には、その情報
記録タグを不正に剥離すると、情報記録タグ自体が破壊されるようにすることが好ましい
。
【０００５】
本発明は以上のような従来技術の問題点を解決しようとするものであり、一旦情報記録タ
グを所定の被着体に貼付した後、その情報記録タグをその被着体から剥がそうとするとき
には、情報記録タグに内蔵されているフィルムコンデンサーあるいはそれを用いた共振回
路部が容易に破壊され、情報記録タグの不正使用が防止されるようにすることを目的とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、情報記録タグに内蔵されているＩＣモジュールを封止樹脂で封止すること
なく、ＩＣモジュール上に直接粘着剤を設け、さらに、ＩＣモジュールを被着体に接着し
た場合の粘着剤と被着体との接着力を、フィルムコンデンサーの絶縁フィルムとフィルム
状電極との接着力に比して大きくすると、フィルムコンデンサーあるいはそれを用いた共
振回路が容易に破壊されることを見出し、本発明を完成させた。
【０００７】
即ち、本発明は、フィルムコンデンサーとアンテナコイルとからなる共振回路及びＩＣチ
ップが基体上に実装されたＩＣモジュールと、該ＩＣモジュールを被着体に貼付するため
にＩＣモジュール上に設けられた粘着剤とからなる情報記録タグであって、粘着剤がフィ
ルムコンデンサーのフィルム状電極と接着しており、粘着剤と被着体との接着力が、フィ
ルムコンデンサーの絶縁フィルムとフィルム状電極との接着力よりも大きいことを特徴と
する情報記録タグを提供する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。なお、各図中、同一符号は同一又は同等
の構成要素を表している。
【０００９】
図１は、インクリボン、ビデオフィルムその他種々の製品に貼付することによりその製品
情報を記録する本発明の情報記録タグ１０Ａの平面図（同図（ａ））及び断面図（同図（
ｂ））である。
【００１０】
この情報記録タグ１０Ａは、ＰＥＴ、ポリイミド等の絶縁フィルムからなる基体１上に、
アンテナコイル２、ＩＣチップ３及びフィルムコンデンサー５を実装してＩＣモジュール
を形成し、そのＩＣモジュールのフィルムコンデンサー５側に充填材兼用ともなる粘着剤
１７を介して剥離紙１５を積層し、その反対面に粘着剤１７を介してポリエステルフィル
ム等の外層フィルム１３を積層したものである。この剥離紙１５は、情報記録タグ１０Ａ
が所定の被着体に貼付されるときに剥離され、ＩＣモジュールが粘着剤１７によって被着
体に貼付されるようにする。
【００１１】
この情報記録タグ１０Ａにおいては、図６に示した従来の情報記録タグ１０のようにＩＣ
モジュールが封止樹脂１１で封止されておらず、ＩＣモジュール上にスペーサー材も設け
られておらず、粘着剤１７がフィルムコンデンサー５のフィルム状電極７ｂと直接接着し
ている。従って、この情報記録タグ１０Ａによれば、図６の情報記録タグ１０に比して、
その厚さを半分程度に薄く形成することができる。このため、図３（ａ）に示すように、
情報記録タグ１０Ａを、外層フィルム１３側を外側にして被着体Ｓに貼付した後、同図（
ｂ）に示すように剥がすとき、剥離角θ１が、厚みが厚い従来の情報記録タグ１０を剥が
す場合の剥離角θ２（同図（ｃ））に比して大きくなる。したがって、この情報記録タグ
１０Ａによれば、被着体Ｓからの剥離時にＩＣモジュールに大きな負荷がかかり、ＩＣモ
ジュールが破壊され易くなる。よって、不正な再使用を防止することができる。
【００１２】
さらに、この情報記録タグ１０Ａにおいては、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力が、フィ
ルムコンデンサー５の絶縁フィルム６とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着力よりも大き
い。従って、情報記録タグ１０Ａを被着体Ｓに貼付した後、剥がすときには、図２に矢印
Ａ１、Ａ２で示すように、フィルムコンデンサー５の絶縁フィルム６とフィルム状電極７
ａ、７ｂとの接着界面から容易にフィルムコンデンサー５の破壊が引き起こされるように
なる。
【００１３】
また、この情報記録タグ１０Ａにおいては、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力が、粘着剤
１７と基体１との接着力よりも大きい。従って、情報記録タグ１０Ａを被着体Ｓに貼付し
た後、剥がすときには、図２に矢印Ｂで示すように、粘着剤１７と基体１との接着界面か
らも共振回路の破壊が引き起こされる。よって、情報記録タグの不正使用をより確実に防
止することができる。
【００１４】
被着体Ｓとの接着力が、絶縁フィルム６とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着力よりも大
きく、さらには粘着剤１７と基体１との接着力よりも大きくなる粘着剤１７の種類として
は、被着体Ｓの表面材料、表面状態等にもよるが、例えば、被着体ＳとしてＡＢＳ樹脂が
予定される場合、アクリル系粘着剤、紫外線硬化型粘着剤等を使用することが好ましい。
これにより、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力を、７００～１０００ｇ／ｃｍに設定する
ことができる。
【００１５】
ところで、フィルムコンデンサー５の絶縁フィルム６とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接
着力はこれらの形成材料等によるが、例えば、絶縁フィルム６がポリイミドフィルムから
なり、フィルム状電極７ａ、７ｂが銅箔からなる場合、これらの接着力は通常８００ｇ／
ｃｍ程度又はそれ以上となり、また、絶縁フィルム６がマイカフィルムからなり、フィル
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ム状電極７ａ、７ｂが銅箔からなる場合、これらの接着力は１～１０ｇ／ｃｍとなる。ま
た、粘着剤１７とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着力はこれらの形成材料等によるが、
通常７００～１０００ｇ／ｃｍである。
【００１６】
したがって、粘着剤１７を適宜選択することにより、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力を
、絶縁フィルム６とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着力よりも大きくすることができる
。また、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力を粘着剤１７と基体１との接着力よりも大きす
ることができ、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力を粘着剤１７とフィルム状電極７ａ、７
ｂとの接着力よりも大きくすることができる。
【００１７】
また、ＩＣモジュール上に粘着剤１７を設ける方法としては、（ｉ）外層フィルム１３上
に接着したＩＣモジュール上に、片面に剥離紙１５を有するフィルム状の粘着剤を被せる
方法、（ｉｉ）剥離紙１５上に液状の粘着剤を塗布し、それを外層フィルム１３上に接着
したＩＣモジュール上に被せる方法、（ｉｉｉ）　外層フィルム１３上に接着したＩＣモ
ジュール上に液状の粘着剤を塗布し、剥離紙１５を被せる方法等をあげることができるが
、（ｉｉｉ）の方法を使用すると、得られる情報記録タグの厚みをほぼ均一にすることが
できる。
【００１８】
一方、この情報記録タグ１０Ａにおいて、アンテナコイル２は、基体１を構成する絶縁フ
ィルムと銅箔とからなる積層体の当該銅箔をエッチングすることにより形成される。また
、ＩＣチップ３は、異方導電性接着剤４によりフェイスダウン式に基体１上に実装される
。
【００１９】
フィルムコンデンサー５としては、種々のフィルム状のコンデンサーを使用することがで
きるが、絶縁フィルム６としてマイカフィルムを使用したマイカコンデンサーを使用する
ことが好ましい。マイカフィルムは吸水率が低いので、マイカコンデンサーの使用により
、ＩＣモジュールの共振周波数が吸湿によりずれることを防止できる。また、一般にマイ
カフィルム６とその両面のフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着力は、ポリイミドフィルム
等を絶縁フィルムとして用いたフィルムコンデンサーの絶縁フィルムとそのフィルム状電
極との接着力に比して接着力が低く、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力に比して相当に低
いので、一旦、被着体Ｓに貼付された情報記録タグ１０Ａをその被着体Ｓから引き剥がそ
うとするときの、マイカフィルム６とそのフィルム状電極７ａ、７ｂとの剥離によるマイ
カコンデンサー５の破壊をより確実に引き起こすことができる。
【００２０】
また、この情報記録タグ１０Ａにおいて、フィルムコンデンサー５はその電極部が異方導
電性接着剤４によって基体１に接続されているが、電極部以外のフィルムコンデンサー５
は異方導電性接着剤４によっては基体１へ接着されていない。また、フィルムコンデンサ
ー５の周辺部は粘着剤１７によって基体１と接着されているが、フィルムコンデンサー５
の中央部の基体１への対向面５ａには粘着剤１７が存在せず、フィルムコンデンサー５の
中央部と基体１とは非接着状態になっている。このようにフィルムコンデンサー５をもっ
ぱらその電極部のみで基体１と接着すると、情報記録タグ１０Ａを一旦被着体Ｓに貼付し
た後、引き剥がそうとするときに、図２に矢印Ｃで示したように、フィルムコンデンサー
５の基体１との接続部が破壊され易くなり、情報記録タグ１０Ａの不正使用をより確実に
防止することができる。
【００２１】
図４は本発明の他の態様の情報記録タグ１０Ｂの平面図（同図（ａ））及び断面図（同図
（ｂ））である。
【００２２】
この情報記録タグ１０Ｂは、上述の図１の情報記録タグ１０Ａに対して、フィルムコンデ
ンサー５の周囲にスペーサー材１８が設けられ、フィルムコンデンサー５の周囲では、粘
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着剤１７がスペーサー材１８と接着している点が異なっており、その他の構成は図１の情
報記録タグ１０Ａと同様である。
【００２３】
スペーサー材１８を設けることにより、簡便に情報記録タグを均一な厚みに構成すること
ができる。スペーサー材１８には、ＩＣチップ３、フィルムコンデンサー５等の実装部品
の逃げ孔等の貫通孔等を設けることが好ましい。
【００２４】
また、スペーサー材１８を設ける場合、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力が、粘着剤１７
とスペーサー材１８との粘着力よりも大きくなるようにすることが好ましい。これにより
、情報記録タグ１０Ｂを被着体Ｓに貼付した後、剥がすときには、図５に矢印Ｄで示すよ
うに、粘着剤１７とスペーサー材１８との接着界面から情報記録タグ１０Ｂを破壊し易く
なり、引き続き、矢印Ａ１、Ａ２で示すように、フィルムコンデンサー５の絶縁フィルム
６とフィルム状電極７ａ、７ｂとの接着界面からフィルムコンデンサー５を破壊し、さら
に矢印Ｃで示すように、フィルムコンデンサー５を基体１へ異方導電性接着剤４で接続し
ている接続部の破壊を引き起こすことができる。
【００２５】
また、粘着剤１７とスペーサー材１８との接着力が、スペーサー材１８と基体１との接着
力よりも大きくなるようにすることにより、前述と同様に、矢印Ｂで示すように、スペー
サー材１８と基体１との接着界面から共振回路の破壊を引き起こすことができる。
【００２６】
本発明の情報記録タグは、上述の情報記録タグ１０Ａ、１０Ｂの例に限らず、種々の態様
をとることができる。したがって、ＩＣモジュール上の粘着剤１７がフィルムコンデンサ
ー５のフィルム状電極７ａ、７ｂと接着し、粘着剤１７と被着体Ｓとの接着力がその他の
部位の接着力に対して上述のような大小関係を有する限り、ＩＣモジュールを構成するア
ンテナコイル２、ＩＣチップ３、フィルムコンデンサー５のそれぞれの種類、形状、配置
等は適宜定めることができる。
【００２７】
【発明の効果】
本発明の情報記録タグによれば、一旦所定の被着体に貼付した後、その情報記録タグをそ
の被着体から剥がそうとするときには、情報記録タグに内蔵されているフィルムコンデン
サーあるいはフィルムコンデンサー周りの共振回路部が容易に破壊されるので、情報記録
タグの不正使用を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録タグの平面図（同図（ａ））及び断面図（同図（ｂ））である
。
【図２】本発明の情報記録タグの不正使用防止の作用の説明図である。
【図３】本発明の情報記録タグの不正使用防止の作用の説明図である。
【図４】本発明の情報記録タグの平面図（同図（ａ））及び断面図（同図（ｂ））である
。
【図５】本発明の情報記録タグの不正使用防止の作用の説明図である。
【図６】従来の情報記録タグの平面図（同図（ａ））及び断面図（同図（ｂ））である。
【符号の説明】
１　　基体
２　　アンテナコイル
３　　ＩＣチップ
５　　フィルムコンデンサーまたはマイカコンデンサー
６　　絶縁フィルムまたはマイカフィルム
７ａ、７ｂ　　フィルム状電極
１０Ａ、１０Ｂ　　情報記録タグ
１３　　外層フィルム
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１５　　剥離紙
１７　　粘着剤
１８　　スペーサー材

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(7) JP 3557990 B2 2004.8.25



フロントページの続き

    審査官  前田　浩

(56)参考文献  特開２０００－１０５８０６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３５３４４３（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５７－２０９５７８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３２８３４１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１７９０８８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０２４５６８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０５９０４０（ＪＰ，Ａ）
              特表平０６－５１１５７９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G06K 19/00-19/18
              B42D 15/10   521

(8) JP 3557990 B2 2004.8.25


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

