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明 細 書

電磁結合モジユール、無線 C デバイスの検査システム吸 びそれを用いた

電磁結合モジユール、無線 C デバイスの製造方 去

技術分野

０００1 本発明は、電磁結合モジュール、無線 C デバイス、特に、 (Rad o F eq 。n。
d e n nn Ca on ) システムに用ぃられる電磁結合モジュール、無線 C デバイスの検査シ

ステムに関する。さらに、本発明は、電磁結合モジュール、無線 C デバイスの製造方

法に関する。

背景技術

０００2 近年、 (Rad o F eq 。n。 d e n 市。 On) と称される非接触型識別媒体 (非接

触型 カード等) に関する技術が急速に進歩してきており、その使用も多岐にわたっ
てレる。このような は、リーダ・ライタとの間で性能に応じた通信距離が定められ

ており、通信測定の向上、及び、歩留りの向上が望まれてレる。

０００3 従来、 システムに用ぃられる無線 C デバイスは、フィルムベース上にアンテナ

コイルが形成され、これに C モジュールが搭載されたものとして、これらが製造段階

で所定大のフィルムベース上に所定数形成されるのが一般的となってレる。そして、

単体とされる前に検査対象の単一の C モジュール及びアンテナコイルごとに測定を

行ぃ、製品の良否を検査することが行われてレる。

０００4 しかしながら、前述のような検査を行う場合、無線 C デバイスが単体とされる前の段

階で行われることから、 リーダ・ライタからの通信に対する応答が、本来の検査

対象の検査片からのものと、隣接された無線 C デバイスからのものとが混在して受信

されることとなり、受信データの信頼性がなくなるだけでなく、検査対象の検査片が不

良品の場合、隣接された無線 C デバイスからのデータが受信されて、検査片が本来

不良品であるにも拘わらず、良品と判定されることとなり、不良品が流出してしまうれ、

う問題がある。

０００5 特許文献 及び2 には、検査対象の近傍の無線 C デバイスとの通信を回避させる

ために、検査対象の無線 C デバイスと測定システム側アンテナとの間に開口部を形



成したシールド部材を介在させ、該開口部でシステム側アンテナを検査対象の無線1

C デバイスのみと対向させることで、 リーダ・ライタからの通信に対する応答が、

本来の検査対象の無線 C デバイスからのものと、隣接された無線 C デバイスからの

ものとが混在して受信されることを防ぐ検査システムが開示されている。

０００6 このょぅな検査システムの検査対象は、アンテナと無線 C チップを少なくとも備えて

おり、このょぅなアンテナを備えた無線 C デバイスはアンテナ部分が非常に大きいた

め、検査システムの搬送ベルトでの無線 C デバイスどぅしの間隔は、少なくとも約一

つ分の無線 C デバイスの大きさが必要となっていた。このため、一個の無線 C デバ

イスを検査するための搬送ベルトの移動量が大きく、検査時間が長くなり検査コストが

高くなるとレづ問題点があった。

０００7 また、アンテナと無線 C チップを少なくとも備えた無線 C デバイスは、アンテナ電極

が形成されたフィルムに無線 C チップを実装し、アンテナ電極と無線 C チップを電気

的に接続させる工程が必要であり、製造時間の大きな部分をこの製造工程が占めて

おり、製造コストを高くする原因となっていた。

特許文献 1 特開2 ００3 9972 号公報

特許文献2 特開2 ００3 76947号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 本発明は前述した実情に鑑みてなされたものであり、本発明の第 の目的は、従来

の無線 C デバイスと異なる構造の電磁結合モジュールの検査、製造に関するもので

あり、電磁結合モジュールを短い時間で効率ょく検査できる検査システム及びそれを

用いた電磁結合モジュールの製造方法を提供することにある。

０００9 本発明の第 2 の目的は、個々の無線 C デバイスの特性を短時間で確実に測定でき

提供することにある。

課題を解決するための手段

００1 ０ 本発明に係る電磁結合モジュールの検査システムは、無線 C チップと、前記無線1

C チップが搭載され、インダクタンス素子を含んだ給電回路を有する給電回路基板と



で構成される電磁結合モジュールの検査システムであって、測定装置のプローブと

前記電磁結合モジュールとを静電結合及び 又は電磁結合で電磁気的に結合させ

て前記電磁結合モジュールを測定することを特徴とする。

００11 また、本発明に係る電磁結合モジュールの製造方法は、前記電磁結合モジュール

の検査システムを用いて電磁結合モジュールを製造することを特徴とする。

００12 本発明に係る無線 cデバイスの検査システムは、無線 cチップと放射体とを備え

た無線 cヂバイスの検査システムであって、測定装置のプローブと前記放射体の一

部分とを静電結合及び 又は電磁結合で電磁気的に結合させて前記無線 cデバイ

スを測定することを特徴とする。

００13 また、本発明に係る無線 cデバイスの検査システムは、無線 cチップと、前記無線

cチップが搭載され、インダクタンス素子を含んだ給電回路を有する給電回路基板

と、前記給電回路基板に貼着されており、前記給電回路から供給された送信信号を

放射する及び 又は受信信号を受けて前記給電回路に供給する放射体と、を備え

た無線 cデバイスの検査システムであって、測定装置のプローブと前記放射体の一

部分とを静電結合及び 又は電磁結合で電磁気的に結合させて前記無線 cデバイ

スを測定することを特徴とする。

００14 さらに、本発明に係る無線 cデバイスの製造方法は、前記無線 cデバイスの検査

システムを用いて無線 cデバイスを製造することを特徴とする。

発明の効果

００15 本発明に係る電磁結合モジュールの検査システムによれば、無線 cチップと、前

記無線 cチップが搭載され、インダクタンス素子を含んだ給電回路を有する給電回

路基板とで構成される電磁結合モジュールを、電磁界結合を用いることにより測定装

置のプローブと非接触状態で短時間で効率よく検査することができる。

００16 また、電磁結合モジュールと静電結合及び 又は磁界結合する放射体とで構成さ

れる無線 cデバイスの良否を検査するときに、電磁結合モジュールの検査を〒ぅだ

けでよい。このため、電磁結合モジュールと電磁結合モジュールの間隔をほとんどな

くし、近接した状態でも電磁結合モジュール間の電波干渉がほとんどないため、電磁

結合モジュールの一つ当たりの検査時間を、従来のアンテナと無線 cチップを少な



くとも備えた無線 Cデバイスの検査時間に比べて大幅に短縮することができる。

００17 また、従来の無線 Cデバイスの製造工程に必要であった、アンテナ電極が形成さ

れたフィルムに無線 Cチップを実装し、アンテナ電極と無線 Cチップを電気的に接

続させる工程が必要ないので、製造工程の簡略ィか短縮ィビが図られ、製造コストを削

減できる。

００18 本発明に係る無線 Cデバイスの検査システムによれば、測定装置のプローブを放

射体の一部分と静電結合及び 又は電磁結合で電磁気的に結合させて無線 Cデ

バイスの特性を測定するため、小電力の検査信号であってもプローブから放射体を

経由して無線 Cチップに供給され、検査信号が誤りなく検査対象の無線 Cデバイス

に入力される。また、被検査対象である無線 Cデバイスからの送信データが放射体

からプローブを経由して測定装置に送信されるので、隣接する無線 Cデバイスが測

定に干渉することがなくなる。そして、多数の無線 Cデバイスを連続して検査する場

合、無線 Cデバイスの間隔を詰めても測定に差し支えることはなく、検査時間、ひい
ては製造時間が短縮ィビされる。

００19 即ち、本発明に係る無線 Cデバイスの検査システムによれば、無線 Cチップと放射

体とを備えた無線 Cデバイスの特性を誤りなく、かつ、効率よく検査することができ、

ひいては無線 Cデバイスを短時間で効率よく製造することができる。

００2０ 図 本発明に係る電磁結合モジュールの検査システムの基本構成図。

図2 電磁結合モジュールを用いた無線 cデバイス一例を示す外観斜視図。

図3 前記無線 cデバイスの断面図。

図4 前記無線 cデバイスの等価回路図

図5 電磁結合モジュールの給電回路基板の分解構造図。

図6 ( ) ( ) ともに、無線 cチップと給電回路基板との接続状態を示す斜視図。

図7 本発明に係る電磁結合モジュールの製造方法における検査工程例 を示す概

略立面図。

図8 ( ) ( ) ともに、本発明に係る電磁結合モジュールの製造方法における検査

工程例2を示す概略斜視図。



図9 前記検査工程に使用するその他のプローブの概略斜視図。

図1０ ( ) ( ) (C) ともに、本発明に係る電磁結合モジュールの製造方法におけ

る検査工程例3を示す斜視図及び断面図。

図11 ( ) ( ) (C) ともに、本発明に係る電磁結合モジュールの製造方法におけ

る検査工程例4を示す斜視図及び断面図。

図12 電磁結合モジュールに使用するその他の給電回路基板の回路図。

図13 前記給電回路基板の分解平面図。

図14 図 2に示した給電回路の反射特性を示すグラフ。

図15 無線 Cデバイスの他の例及び検査システムを示す斜視図。

図16 無線 Cデバイスのさらに他の例及び検査システムを示す斜視図。

図17 無線 Cデバイスの他の例及び検査システムの他の例を示す斜視図。

図18 本発明に係る無線 Cデバイスの製造方法における検査工程例5を示す斜視

図。

図19 本発明に係る無線 Cデバイスの製造方法における検査工程例6を示す斜視

図。

図2０ ( ) ( ) (C) ともに、本発明に係る無線 Cデバイスの製造方法における検

査工程例7を示す斜視図及び断面図。

図2 1 ( ) ( ) (C) ともに、本発明に係る無線 Cデバイスの製造方法における検

査工程例8を示す斜視図及び断面図。

発明を実施するための最良の形態

００2 1 以下に、本発明に係る電磁結合モジュールの検査システム、無線 Cデバイスの検

査システム及びそれらを用いた電磁結合モジュールの製造方法、無線 Cデバイスの

製造方法のそれぞれの実施例について添付図面を参照して説明する。なお、各図

において電磁結合モジュールや無線 Cデバイスと検査システムは模式的に示されて

おり、各部品の縮尺比率は一致していない。また、各図において同じ部材、部分には

同じ符号を付し、重複した説明は省略する。

００22 (検査システム及び電磁結合モジュール、図 ～図6参照)

図 には電磁結合モジュールの検査システムを示す。図 に示すよぅに、給電回路



基板2に無線 Cチップ が搭載された電磁結合モジュール3を測定装置4に接続され

たプローブ5によって検査する。プローブ5の先端6と電磁結合モジュール3を、静電

結合及び 又は電磁結合で電磁気的に結合させて電磁結合モジュール3の検査を
一，
行っ。

００23 即ち、測定装置4のメモりには、電磁結合モジュール3の検査項 目と無線システムの

スペック(使用周波数、コマンド等) が全て内蔵されており、その検査項 目に従って電

磁結合モジュール3の検査を行ぅ。

００24 具体的には、電磁結合モジュール3に使用される無線システムの種類、測定周波

数やデータのやり取りに使用するコマンド(デジタルデータで何を意味しているかを

示すシステム特有のもの)を設定するとともに、その電磁結合モジュール3の検査項

目を設定する。そして、測定装置4に接続されたプローブ5を電磁結合モジュール3

に隣接した状態にした後、測定装置4の発信部から電磁結合モジュール3に送信す

る情報の信号 (例えば周波数偏位変調された信号) がプローブ5に送信される。この

とき、プローブ5の先端6は、平板の形状をしているため電磁結合モジュール3の給電

回路基板2と密着できる。このため、プローブ5の先端6と電磁結合モジュール3とは、

主に静電結合が強い状態で電磁界結合することができる。これにより、測定装置4か

ら送信される送信信号を電磁結合モジュール3が受信することができる。なお、プロ

ーブ5の先端6は、給電回路基板2の上方に離間して配置しても電磁結合モジュー

ル3と電磁界結合させることができる。

００25 この後、電磁結合モジュール3では、受信した信号を無線 Cチップ で復調及びデ

ータ処理し、測定装置4に送る必要があるデータを送信データ信号にし、該送信デ

ータ信号を給電回路基板2内の給電回路素子から電磁界結合によりプローブ5の先

端6に送信する。そして、その送信データ信号は、プローブ5で受信され測定装置4

に送られる。

００26 測定装置4では、電磁結合モジュール3からのデータ信号を、復調及びデータ処理

を行った後、電磁結合モジュール3が検査項 目の全てを満足しているかを判断する。

そして、検査項 目を満足している場合には検査した電磁結合モジュール3を良品と判

断し、検査項 目を満足していない場合には検査した電磁結合モジュール3を不良品



であると判断する。これにより、電磁結合モジュール3の非接触による高速検査が可

能となる。

００27 また、前述のよぅな電磁結合モジュール3は、金属製の放射体と電磁結合させること

により該放射体を高性能のアンテナとして使用することが可能となり、さまざまな無線

通信に用いる無線通信モジュールとして使用することができる。また、電磁結合モジ

ュール3と金属膜の放射体を用いた無線 Cデバイスとして物品の流通管理や固定資

産管理等に用いることができる。

００28 以下、電磁結合モジュール3を金属膜の放射体と組み合わせて無線 Cデバイスと

して使用したときの実施例について、電磁結合モジュール3及び無線 Cデバイスの

構造等を詳しく図を用いて説明する。図2及び図3に示すよぅに、電磁結合モジュー

ル3は、無線 Cチップ と、上面に該無線 Cチップ を搭載した給電回路基板2とで

構成され、電磁結合モジュール3が金属膜の放射体2０上に貼着されて無線 Cデバ

イス を構成している。無線 Cチップ は、クロック回路、ロ、がソク回路、メモり回路を

含み、必要な情報がメモりされており、給電回路基板2に内蔵された以下に説明する

給電回路 6と直接的に C接続されている。

００29 給電回路 6は、所定の周波数を有する送信信号を金属膜の放射体2０に供給する

ための回路、及び 又は、金属膜の放射体2０で受けた信号から所定の周波数を有

する受信信号を選択し、無線 Cチップ に供給するための回路であり、送受信信号

の周波数で共振する共振回路を備えている。

００3０ 給電回路基板2には、図3及び図4に示すよぅに、ヘリカル型のインダクタンス素子

及びキヤパシタンス素子C C2からなる集中定数型の C直列共振回路にて構成し

た給電回路 6が内蔵されている。詳しくは、図5に示すよぅに、給電回路基板2は誘

電体からなるセラミックシート ～ Gを積層、圧着、焼成したもので、接続用電極

2とビアホール導体 3aを形成したシート 、キヤパシタ電極 4aを形成したシ一

円 、キヤパシタ電極 4bとビアホール導体 3bを形成したシート C、ビアホール

導体 3cを形成したシート 、導体パターン 5aとビアホール導体 3dを形成した

シート 、ビアホール導体 3eを形成したシート ( 枚もしくは複数枚) 、導体パ

ターン 5bを形成したシート Gからなる。なお、各セラミックシート ～ Gは磁



性体のセラミック材料からなるシートであってもよく、給電回路基板2は従来から用い
られているシート積層法、厚膜印刷法などの多層基板の製作工程により容易に得る

ことができる。

００3 1 以上のシート ～ Gを積層することにより、ヘリカルの巻回軸が放射体2０と平

行なインダクタンス素子 と、該インダクタンス素子 の両端にキヤパシタ電極 4bが

接続され、かつ、キヤパシタ電極 4aがビアホール導体 3aを介して接続用電極 2

に接続されたキヤパシタンス素子C ，C2が形成される。そして、基板側電極パター

ターン (図示せず) と C接続により接続される。

００32 即ち、給電回路を構成する素子のぅち、コイル状電極パターンであるインダクタンス

素子 から、磁界を介して、放射体2０に送信信号を給電し、また、放射体2０からの

受信信号は、磁界を介して、インダクタンス素子 に給電される。そのため、給電回路

基板2において、共振回路を構成するインダクタンス素子 、キヤパシタンス素子

C2のぅち、インダクタンス素子 が放射体2０に近くなるよぅにレイアウトすることが望ま
、。

００33 放射体2０は、本例では、アルミ箔や銅箔などの非磁性体からなる長尺体、即ち、両

端開放型の金属体であり、P などの絶縁性のフレキシブルな樹脂フィルム2 を素

体とする物品上に形成されている。前記給電回路基板2はその下面が接着剤 8から

なる絶縁性接着層を介して放射体2０上に貼着されている。

００34 サイズ的にその一例を示すと、無線 Cチップ の厚さは5０～００ 、半田バンプ

9の厚さは約2０ 、給電回路基板2の厚剖ま2００～5０ 、接着剤 8の厚さ

は ・ ～ 、放射体2０の厚さは ～5 、フィルム2 の厚さは ０～００ば

である。また、無線 Cチップ のサイズ (面積) は、 ・4 XO 4 、O・g X

・8 など多様である。給電回路基板2のサイズ (面積) は、無線 Cチップ と同じ

サイズから3 X3 程度のサイズで構成できる。

００35 図6に無線 Cチップ と給電回路基板2との接続形態を示す。図6 ( )は無線 Cチ

、ソプ の裏面及び給電回路基板2の表面に、それぞれ、一対のアンテナ (バランス 端

子7"， 7"を設けたものである。図6 ( ) は他の接続形態を示し、無線 Cチップ の



裏面及び給電回路基板2の表面に、それぞれ、一対のアンテナ (バランス)端子7a

7aに加えて、グランド端子7b 7bを設けたものである。但し、給電回路基板2のグ

ランド端子 7bは終端しており、給電回路基板2の他の素子に接続されているわけで

はない。

００36 図4に無線 Cデバイス の等価回路を示す。この無線 Cデバイス は、図示しな

いリーダ・ライタから放射される高周波信号 (例えば、 周波数帯)を放射体2０で

受信し、放射体2０と主として磁気的に結合している給電回路 6 (インダクタンス素子

とキヤパシタンス素子C C2からなる C直列共振回路 )を共振させ、所定の周波

数帯の受信信号のみを無線 Cチップ に供給する。一方、この受信信号から所定の

エネルギーを取り出し、このエネルギーを駆動源として無線 Cチップ にメモりされて

いる情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合された後、給電回路 6のインダ

クタンス素子 から、磁界結合を介して放射体2０に送信信号を伝え、放射体2０から

リーダ・ライタに送信、転送する。

００37 なお、給電回路 6と放射体2０との結合は、磁界を介しての結合が主であるが、電

界を介しての結合が存在していてもよい。本発明において、「電磁界結合」とは、電界

及び 又は磁界を介しての結合を意味する。

００38 電磁結合モジュール3において、無線 Cチップ は給電回路 6を内蔵した給電回

路基板2上に直接的に C接続されており、給電回路基板2は無線 Cチップ とほぼ

同じ面積であり、かつ、り、ジ、ソドであるため、従来の如く広い面積のフレキシブルなフィ

ルム上に搭載するよりも無線 Cチップ を極めて精度よく位置決めして搭載すること

が可能である。しかも、給電回路基板2はセラミック材料からなり、耐熱性を有するた

め、無線 Cチップ を給電回路基板2に半田付けすることができる。つまり、従来の如

く超音波接合法を用いないため、安価につき、かつ、超音波接合時に加わる圧力で

無線 Cチップ が破損するおそれはなく、半田リフローによるセルフアライメント作用

を利用することもできる。

００39 また、給電回路 6においては、インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C C2

で構成された共振回路にて共振周波数特性が決定される。放射体2０から放射され

る信号の共振周波数は、給電回路 6の自己共振周波数に実質的に相当し、信号の



最大利得は、給電回路 6のサイズ、形状、給電回路 6と放射体2０との距離及び媒

質の少なくともいずれか一つで実質的に決定される。具体的には、実施例において

、放射体2０の電気長は共振周波数に相当する波長 几 の 2とされている。但し、放

射体2０の電気長は几 2の整数倍でなくてもよい。即ち、本発明において、放射体2

から放射される信号の周波数は、共振回路 (給電回路 6)の共振周波数によって

実質的に決まるので、周波数特性に関しては、放射体2０の電気長に実質的に依存

しない。放射体2０の電気長が 几 2の整数倍であると、利得が最大になるので好ま
、。

００4０ 以上のごとく、給電回路 6の共振周波数特性は給電回路基板2に内蔵されてレめ
インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C C2で構成された共振回路にて決定さ

れるため、無線 Cデバイス を書籍の間に挟んだりしても共振周波数特性が変ィビ

することはない。また、無線 Cデバイス を丸めて放射体2０の形状を変ィビさせたり

、放射体2０のサイズを変ィビさせても、共振周波数特性が変ィビすることはない。また、

インダクタンス素子 を構成するコイル状電極パターンは、その巻回軸が放射体2０と

平行に形成されているため、中心周波数が変動しないれづ利点を有している。また

、無線 Cチップ の後段に、キヤパシタンス素子C C2が挿入されているため、この

素子C C2で低周波数のサージをかソトすることができ、無線 Cチップ をサージか

ら保護できる。

００41 さらに、給電回路基板2 り、ジ、ソドな多層基板であるために、無線 Cチップ を半田

付けする際の取扱いに便利である。しかも、放射体2０はフレキシブルな金属膜によ

って形成されているため、例えば、衣類の包装用フィルム上に形成したり、ペットボト

ルのよぅな円柱状体の表面に何ら支障なく形成することができる。

００42 なお、本発明において、共振回路は無線 Cチップ のインピーダンスと放射体2０

のインピーダンスを整合させるためのマッチング回路を兼ねていてもよい。あるいは、

給電回路基板2は、インダクタンス素子やキヤパシタンス素子で構成された、共振回

路とは別に設けられたマッチング回路をさらに備えていてもよい。共振回路にマッチ

ング回路の機能をも付加しよぅとすると、共振回路の設計が複雑になる傾向がある。

共振回路とは別にマッチング回路を設ければ、共振回路、マッチング回路をそれぞ



れ独立して設計できる。

００43 (電磁結合モジュールの製造工程における検査工程例 )

電磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例 について説明する。図7

は、電磁結合モジュール3の製造時の検査工程例 を概略的に示している。

００44 即ち、検査冶具3 は、電磁結合モジュール3を固定する凹部32が設けられてレ巧

。さらに、四部32の底面には金属の平板33が設けられている。金属の平板33は、測

定装置4 (図 参照 に接続されている同軸ケーブル34と電気的に接続している。そ

して、コンピュータ制御により測定装置4と連動して自動的にエアー吸引で吸着する

吸着棒3０によって電磁結合モジュール3が検査冶具3 の四部32に供給される。

００45 このとき、検査冶具3 の金属の平板33は電磁結合モジュール3とほぼ密着状態に

なる。これにより、平板33と電磁結合モジュール3とは主に静電結合が強い状態で電

磁界結合することができる。そして、この状態になったら、コンピュータから測定装置4

に電磁結合モジュール3を検査する命令が送られ、次に測定装置4から電磁結合モ

ジュール3に検査項 目等の送信データ信号が送られる。このとき、金属の平板33と電

磁結合モジュール3の給電回路基板2とが電磁結合することにより、電磁結合モジュ
ール3は該送信データ信号を受信することができる。そして、電磁結合モジュール3

の無線 Cチップ で受信した信号を復調、データ処理した後、無線 Cチップ から必、

要なデータ信号が給電回路基板2に送られる。

００46 そのデータ信号が電磁界結合により金属の平板33に送られ、さらに同軸ケーブル

34を経由して測定装置4に送られる。測定装置4では、送られてきた信号を復調、デ

ータ処理し、検査した電磁結合モジュール3が全ての検査項 目を満足しているかどぅ

かを判断し、電磁結合モジュール3が良品か不良品かを判断する。

００47 その判断データは、測定装置4からコンピュータに送られ、測定装置4が良品と判

定した場合にはテーピング工程に進むよぅに指示が吸着棒3０の制御機に送られる。

そして、吸着棒3０は、電磁結合モジュール3を吸着してテーピング工程に送る。また

、測定装置4が不良品と判定した場合には不良品トレイに進むよぅに指示が吸着棒3

の制御機に送られる。そして、吸着棒3０は、電磁結合モジュール3を吸着して不良

品トレイに送る。そして、順次、未検査の電磁結合モジュール3が吸着棒3０に吸着さ



れ、検査冶具3 に運ばれ前述した検査が行われ電磁結合モジュール3の良否判定

が行われる。なお、電磁結合モジュール3は、吸着棒3０に吸着された状態で金属の

平板33上に離間して配置しても電磁界結合させることができる。

００48 (電磁結合モジュールの製造工程における検査工程例2)

電磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例2について説明する。図 (

) ( ) は、電磁結合モジュール3の製造時の検査工程例2を概略的に示してレ巧

００49 即ち、図8 ( ) に示す検査工程では、電磁結合モジュール3が複数集合した親基

板4 の状態で個々の電磁結合モジュール3を検査する工程を示している。そして、

図8 に示す検査工程では、電磁結合モジュール3が複数集合した親基板4 から

ダイサーで切断された直後の状態で個々の電磁結合モジュール3を検査する工程を

示している。

００5０ まず、親基板4 について説明する。親基板4 は誘電体からなるセラミックシートに

図5に示す給電回路を形成する電極が多数形成できるよぅに印刷し、それを積層、圧

着、焼成したものに、給電回路を形成する部分の一つ一つに無線 Cチップ をそれ

ぞれ実装したものである。そして、親基板4 は、図示していないが無線 Cチップ の

実装されている面をェポキシ樹脂で封止することで平坦にしている。また、このよぅに

無線 Cチップ を樹脂封止することにより、無線 Cチップ の耐環境性を向上するこ

とができる。

００5 1 図8 ( ) に示す検査工程では、前記親基板4 の状態で個々の電磁結合モジュー

ル3を検査する。測定装置4に接続されたプローブ5は、図示していないが 自動的に

親基板4 の電磁結合モジュール3の位置に移動することができる移動装置に取り付

けられている。また、該移動装置と測定装置4とは制御コンピュータ (図示していない)

に接続されている。

００52 そして、制御コンピュータから該移動装置に電磁結合モジュール3の検査指示が命

令されると、該移動装置はプローブ5を親基板4 の一番 目に測定する電磁結合モジ

ュール3の位置に移動する。そして、電磁結合モジュール3とプローブ5の先端6が電

磁界結合できるよぅにプローブ5の先端6が電磁結合モジュール3の表面上に



て配置、もしくは、接するよぅにする。なお、検査方法 (コンピュータ制御で行ぅ測定装

置4から電磁結合モジュール3を検査する方法) は前述した電磁結合モジュール3の

製造工程における検査工程例 と同じであるため省略する。

００53 このとき、プローブ5の先端6は電磁界の放射が非常に弱いため、プローブ5の先端

6は、プローブ5の先端6と接する電磁結合モジュール3以外の電磁結合モジュール

3とはほとんど電磁界結合しない。従って、検査工程において、検査を行っている電

磁結合モジュール3以外の電磁結合モジュール3の影響を受けることなく正確に電磁

結合モジュール3を検査することができる。

００54 次に、図8 に示す検査工程では、電磁結合モジュール3が複数集合した親基

板4 からダイサーで切断された直後の状態で個々の電磁結合モジュール3を検査

する。

００55 この検査工程は、電磁結合モジュール3を測定する場合に、図8 ( ) に示す検査工

程よりも大きな電磁界放射が必要な場合に行われる。即ち、電磁結合モジュール3は

、プローブ5の先端6から電磁界結合する電磁波のエネルギーを利用して無線 Cチ

、ソプ を動作させている。このため、無線 Cチップ を動作させる電気エネルギーが大

きいときには、それに見合った必要な電磁波のエネルギーをプローブ5の先端6から

放射する必要がある。この場合には、測定装置4からの送信信号の電力を大きくして

、プローブ5の先端6からの電磁界の放射を大きくする。

００56 このよぅな場合に、プローブ5の先端6が検査する電磁結合モジュール3の中央から

大幅にずれて、隣接する電磁結合モジュール3に近づくと隣接する電磁結合モジュ
ール3の影響をぅけ正確な検査ができなくなる。これを防ぐために、予め、親基板4

をダイサー用粘着シート42に取り付けた後、ダイサーで切断した状態を図8 に示

している。隣接する電磁結合モジュール3どぅしがダイサーの切断幅 (約０・ ～０・2

)の間隔で離れているため、プローブ5の先端6が検査する電磁結合モジュール

3の中央から大幅にずれた場合でも、隣接する電磁結合モジュール3の影響を受け

ず正確な検査ができる。

００57 さらに、プローブ5の先端6からの電磁界の放射レベルを強くする必要がある場合に

は、ダイサー用粘着シート42をエキスパンドすることにより電磁結合モジュール3どぅ



しの間隔をさらに広げることで隣接する電磁結合モジュール3の影響を受けずに正確

な検査を〒ぅことができる。

００58 また、図 ( ) ( ) に示す検査工程例2で良品又は不良品と判定された電磁結合

モジュール3は、親基板4 のどの位置の電磁結合モジュール3が良品か不良品であ

るかを制御コンピュータがメモりしているため、そのデータを基に次の振り分け工程で

良品はテーピング工程に送られ、不良品は不良品トレイに排除される。

００59 また、図 ( ( に示す検査工程例2のプローブ5の先端6は、主に静電結合が

強い状態で電磁界結合する平板形状を採用している。しかし、このよぅなプローブ以

外に、図9に示すよぅに、プローブ5の先端6がコイル形状のものを使用してもよい。図

9に示すプローブ5は、先端6がコイル形状であるため主に電磁結合が強い状態で電

磁界結合するプローブである。このよぅなコイル形状の先端6を有するプローブ5は、

電磁界の放射量が大きいので検査する電磁結合モジュール3の表面にプローブ5の

先端6が接しなくても検査を〒ぅことができる。

００6０ (電磁結合モジュールの製造工程における検査工程例3)

電磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例3について説明する。図 ０

( ) (C) は、電磁結合モジュール3の製造時の検査工程例3を示している。

００6 1 即ち、図 ０( ) に示す検査工程では、電磁結合モジュール3を搬送ベルト53に載

せて自動検査を〒ぅ工程を示している。即ち、搬送ベルト53の上に整列された電磁

結合モジュール3に、樹脂フィルム52の上に形成された平板電極5 (例えば、銅電

極膜の表面に二ツケルめっきとスズめっきが施されている電極) にプローブ5の先端6

を接触させた状態で、樹脂フィルム52に形成された平板電極5 と電磁界結合させる

ことで電磁結合モジュール3を検査する。このときの電磁界結合は平板電極5 を用

いているため静電結合を主とする電磁界結合である。

００62 このとき、プローブ5は測定装置 (図 参照) と接続されている。また、プローブ5は

図示していない移動装置に固定されており、そして制御コンピュータで測定装置4及

び該移動装置を制御し電磁結合モジュール3の検査を行ぅ。なお、検査方法 (コンピ

ュータ制御で行ぅ測定装置4から電磁結合モジュール3を検査する方法 は前述した

電磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例 ，2と同じであるため省略す



る。

００63 まず、図 ０( ) に示すよぅに、検査する電磁結合モジュール3を搬送ベルト53が移

動して平板電極5 の直下に移動させる。そして、図 ０(C) に示すよぅに、プローブ5

が下降し、平板電極5 と接した状態で電磁結合モジュール3の上に樹脂フィルム52

を圧接させる。このとき、樹脂フィルム52は弾力性があるため電磁結合モジュール3と

十分に密着することができるので、平板電極5 と電磁結合モジュール3とが十分に

電磁界結合することができる。従って、正確な検査を〒ぅことができる。

００64 また、樹脂フィルム52には、図示していない複数の平板電極5 が図 ０( )の矢印

X方向に形成されており、検査工程である一定の個数 (それ以上の電磁結合モジュ
ール3を検査した場合に検査不良が発生する可能性がある個数)の電磁結合モジュ
ール3を測定すると、自動的に樹脂フィルム52が矢印Xの方向に移動して新 、平

板電極5 がプローブ5の直下に来るよぅになっている。これにより、平板電極5 の劣

ィロ等による検査不良を防ぐよぅにしている。

００65 (電磁結合モジュールの製造工程における検査工程例4)

電磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例4について説明する。図皿

( ) (C) には、電磁結合モジュール3の製造時の検査工程例4を示している。

００66 即ち、図 ( ) に示す検査工程では、電磁結合モジュール3を搬送ベルト53に載

せて自動検査を行ぅ。即ち、搬送ベルト53の上に整列された電磁結合モジュール3

に、樹脂フィルム52の上に形成されたスパイラル電極55 (例えば、銅電極膜の表面

に二ツケルめっきとスズめっきが施されている電極) にプローブ5の先端6を接触させ
た状態で、先端6とスパイラル電極55とを電磁界結合させることで電磁結合モジュー

ル3を検査する。このときの電磁界結合はスパイラル電極55を用いているため電磁結

合を主とする電磁界結合である。

００67 このとき、プローブ5は測定装置 (図 参照) と接続されている。また、プローブ5は

図示していない移動装置に固定されており、そして制御コンピュータで測定装置4及

び該移動装置を制御し電磁結合モジュールの検査を行ぅ。なお、検査方法 (コンピュ
ータ制御で行ぅ測定装置4から電磁結合モジュール3を検査する方法) は前述した電

磁結合モジュール3の製造工程における検査工程例 ～3と同じであるため省略する



００68 まず、図 に示すよぅに、検査する電磁結合モジュール3を搬送ベルト53が移

動してスパイラル電極55の直下に移動させる。そして、図 (C) に示すよぅに、プロ

ーブ5が下降し、スパイラル電極55の中心部分に接した状態で電磁結合モジュール

3の上に樹脂フィルム52を圧接させる。このとき、樹脂フィルム52は弾力性があるた

め電磁結合モジュール3と十分に密着することができるので、スパイラル電極55と電

磁結合モジュール3とが十分に電磁界結合することができる。従って、正確な検査を

行ぅことができる。

００69 また、樹脂フィルム52には、図示していない複数のスパイラル電極55が図 ( )

の矢印X方向に形成されており、検査工程である一定の個数 (それ以上の電磁結合

モジュール3を検査した場合に検査不良が発生する可能性がある個数)の電磁結合

モジュール3を測定すると、自動的に樹脂フィルム52が矢印Xの方向に移動して新し

いスパイラル電極55がプローブ5の直下に来るよぅになっている。これにより、スパイ

ラル電極55の劣ィロ等による検査不良を防ぐよぅにしている。

００7０ (電磁結合モジュールの給電回路基板の他の例)

前述した実施例において電磁結合モジュール3の給電回路基板2の一例を図3～
図5で示した。図3～図5で示した給電回路 6及び給電回路基板2の構造では、無

線 Cチップ と給電回路 6とがインピーダンスマッチングする周波数範囲及び給電

回路 6と空間とがインピーダンスマッチングする周波数範囲を広帯域にすることがで

きない。そこで、このよぅな場合に最適な広帯域の周波数範囲で無線 Cチップ と給

電回路 6とがインピーダンスマッチングし、給電回路 6と空間とがインピーダンスマ
、ソチングする給電回路基板2について図 2～図 4に基づいて説明する。

００71 給電回路基板2は、図 2に等価回路として示すよぅに、互いに磁気結合 (符号 で

示す)するインダクタンス素子 2を備え、インダクタンス素子 はキヤパシタンス

素子C a C bを介して給電端子58 59と接続され、かつ、インダクタンス素子 2と

キヤパシタンス素子C2 ，C2bを介して並列に接続されている。換言すれば、この共

振回路は、インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C a C bとからなる C直列

共振回路と、インダクタンス素子 2とキヤパシタンス素子C2a C2bとからなる C直



列共振回路を含んで構成されている。

００72 以上の回路構成からなる給電回路基板2は、図 3に一例として示す積層構造で構

成され、誘電体からなるセラミックシート6 a～6 を積層、圧着、焼成したものである

。即ち、シート6 aには給電端子58 59とビアホール導体69a 69bが形成され、シ

ート6 bにはキヤパシタ電極62a 62bが形成され、シート6 cにはキヤパシタ電極6

3a 63bとビアホール導体69c 69dが形成され、シート6 dにはキヤパシタ電極64a

64bとビアホール導体69c 69d 69e 69fが形成されている。

００73 さらに、シート6 eには接続用導体パターン65a 65b 65cとビアホール導体69d

69 69 69 が形成されている。シート6 fには導体パターン66a 67aとビアホ

ール導体69 69 69 69 が形成されている。シート6 には導体パターン66b

67bとビアホール導体69 69 69 69 が形成されている。シート6 には導体

パターン66c 67cとビアホール導体69 69 69 69 が形成されている。さらに、

シート6 には導体パターン66d 67dが形成されている。

００74 以上のシート6 a～6 を積層することにより、導体パターン66a～66dがビアホー

ル導体 を介して接続されてインダクタンス素子 が形成され、導体パターン67a

～67dがビアホール導体69 を介して接続されてインダクタンス素子 2が形成される

。キヤパシタンス素子C aは電極62a 63aで構成され、キヤパシタンス素子C bは

電極62b 63bで構成される。また、キヤパシタンス素子C2aは電極63a 64aで構成

され、キヤパシタンス素子C2bは電極63b 64bで構成される。

００75 そして、インダクタンス素子 はその一端がビアホール導体69 、接続用導体パタ

ーン65c、ビアホール導体69cを介してキヤパシタ電極63a に接続され、その他端が

ビアホール導体69dを介してキヤパシタ電極63b に接続される。インダクタンス素子

2はその一端がビアホール導体69 、接続用導体パターン65a 、ビアホール導体69e

を介してキヤパシタ電極64 に接続され、その他端がビアホール導体69 、接続用導

体パターン65b、ビアホール導体69fを介してキヤパシタ電極64b に接続される。また

、給電端子58はビアホール導体69aを介してキヤパシタ電極62a と接続され、給電

端子59はビアホール導体69bを介してキヤパシタ電極62b と接続される。

００76 以上の構成からなる給電回路基板2においては、互いに磁気的に結合しているイ



ンダクタンス素子 2を含む C直列共振回路が共振し、インダクタンス素子

2が放射素子として機能する。また、インダクタンス素子 2がキヤパシタンス素

子C2a C2bを介して結合することで、給電端子58 59に接続される機器のインピ

ーダンス (通常5０㏄ ) と空間のインピーダンス (377 ㏄ ) とのマッチング回路として機能

する。隣接するインダクタンス素子 2の結合係数 は、 2二 2 ( 2)で

表され、 ・ 以上が好ましく、本例においては、約０・8975 である。また、キヤパシタ

ンス素子C a C b C2a C2bとインダクタンス素子 ， 2とからなる C共振回路

を集中定数型共振回路として構成しているため、積層タイプとして小型ィビすることが

でき、他の素子からの影響を受けにくくなる。さらに、給電端子58 59には、キヤパシ

タンス素子C a C bが介在されているため、低周波数のサージをカットすることがで

き、機器をサージから保護することができる。

００77 また、給電回路基板2を複数の C直列共振回路を積層基板にて形成したため、無

線 Cチップ と該給電回路基板2とで構成される電磁結合モジュール3は携帯電話

などの基板に表面実装することのできる小型のアンテナを有する無線 Cモジュール
として使用できる。また、当然のことながら、電磁結合モジュールと放射体とを組み合

わせて無線 Cデバイスとして用いることが可能であり、かつ、放射体と組み合わせず

に電磁結合モジュールを無線 Cデバイスとして使用することも可能である。

００78 また、図 2に示した等価回路に基づいて本発明者がシミュレーションした結果、給

電回路基板2においては、図 4に示す反射特性を得ることができた。図 4から明ら

かなよぅに、中心周波数は9 5 zであり、85０～97０ zの広帯域で O 以

上の反射特性が得られた。

００79 (無線 Cデバイス、図 5～図 7参照)

次に、本発明の検査システムの対象となる無線 Cデバイスの例について説明する

。図 5～図 7に示すよぅに、無線 Cデバイス は、無線 Cチップ と金属薄膜から

なる放射体2０とを備え (図 5及び図 7参照) 、あるいは、無線 Cチップ と給電回路

基板2と放射体2０とを備え (図 6参照) 、 システムにおいてリーダ・ライタからの

受信及び発信デバイスとして機能する。この無線 Cデバイス は、例えば、従来使

用されている OSシステムのバーコードに代えて使用されたり、流通管理や固定資



産管理などに用いられる。

００8０ 無線 Cチップ は、クロック回路、ロ、がソク回路、メモり回路を含み、必要な情報がメ

モりされており、直接もしくは給電回路基板2を介して、放射体2０と接続されている。

放射体2０は、アルミ箔や銅箔などの非磁性体からなる長尺体、即ち、両端開放型の

金属薄膜であり、P などの絶縁性のフレキシブルな樹脂フィルム2 上に形成され

ている。

００8 この無線 Cヂバイス は、リーダ・ライタから放射される高周波信号を放射 2０で

受信し、受信信号を無線 Cチップ に供給する。一方、無線 Cチップ は、受信信号

から所定のエネルギーを取り出し、このエネルギーを駆動源として無線 Cチップ に

メモりされている情報を入力信号に反射変調を与えて送信信号とし、放射体2０からリ

ーダ・ライタに送信する。また、給電回路基板2は、無線 Cチップ と放射体2０とのイ

ンピーダンス整合をとるためのインダクタンス素子を含む給電回路を内蔵している。

具体的には、図3～図5、図 2及び図 3に示したのと同様の給電回路 6を内蔵し

ている。

００82 (検査システム、図 5～図 7参照)

無線 Cデバイス の検査システムは図 に示した測定装置4と同様の構成を備え

ている。この検査システムは、測定装置4に接続されたプローブ5の先端を放射体2０

の一部分に図示しない絶縁層を介して接触あるいは近接させ、プローブ5の先端6と

放射体2０を電磁界結合させ、無線 Cデバイス の特性を測定する。プローブ5の

先端6は平板とされ、放射体2０との対向面積を確保して放射体2０との静電結合を強

めている。また、放射体2０を被覆する絶縁層との接触時の安定性、密着性を図って

いる。また、絶縁層や放射体2０を損傷することも防止される。

００83 測定装置4のメモりには、無線 Cデバイス の検査項 目と システムのスペッ
ク (使用周波数、コマンド等) が全て内蔵されており、その検査項 目に従って無線 C

デバイス の検査を行ぅ。

００84 具体的には、無線 Cデバイス に使用される システムの種類、測定周波数

やデータのやり取りに使用するコマンド(デジタルデータで何を意味しているかを示

すシステム特有のもの)を設定するとともに、その無線 Cデバイス の検査項 目を設



定する。そして、測定装置4に接続されたプローブ5を放射体2０に近接した状態にし

た後、測定装置4の発信部から無線 Cチップ に送信する情報の信号 (例えば周波

数偏位変調された信号) がプローブ5に送信される。

００85 無線 Cチップ は、プローブ5から放射体2０で受信した信号を復調及びデータ処

理し、測定装置4に送る必要があるデータを送信データ信号にし、該送信データ信

号を放射体2０から電磁界結合によりプローブ5に送信する。この送信データ信号は

、プローブ5で受信され測定装置4に送られる。

００86 測定装置4では、得られたデータ信号を、復調及びデータ処理を行った後、無線1

Cデバイス が検査項 目の全てを満足しているかを判断する。そして、検査項 目を

満足している場合には検査した無線 Cデバイス を良品と判断し、検査項 目を満足

していない場合には不良品であると判断する。

００87 前述した検査時において、プローブ5の先端が放射体2０の一部分と近接対向して

いるため、小電力の検査信号であってもプローブ5から放射体2０を経由して無線 C

チップ に供給され、周囲に多数の無線 Cデバイスが並置されていても (図 8及び

図 9参照) 、検査信号が誤りなく被検査対象の無線 Cデバイス に入力される。

００88 また、被検査対象である無線 Cデバイス からの送信データ信号が放射体2０か

らプローブ5を直接的に経由して測定装置4に送信されるので、隣接する無線 Cデ

バイスが測定に干渉することがなくなる。そして、多数の無線 Cデバイス を連続し

て検査する場合、無線 Cデバイス の間隔を詰めても測定に差し支えることはなく、

検査時間、ひいては製造時間が短縮ィビされる。

００89 無線 Cデバイス は、樹脂フイルム2 上の放射体2０及び無線 Cチップ や給電

回路基板2を含めて絶縁層にて被覆されている。それゆえ、プローブ5の先端6は、

放射体2０に対しては絶縁層を介して間接的に接触して、あるいは、近接した状態で

検査を行ぅ。また、放射体2０が絶縁膜で被覆されていない場合には、プローブ5の先

端6が被覆のない放射体2０に近接した非接触の状態で検査を行ぅ。

００9０ 図 6に、給電回路基板2を備えた無線 Cデバイス の検査システムを示す。この

検査システムは図 5に示した検査システムと同じものである。

００9 1 図 7に無線 Cデバイス の検査システムの他の例を示す。この検査システムは、



測定装置4に接続されたプローブ5の先端6が磁界発生部を有すること、具体的には

、先端6をループ状のコイル状部分とし、コイル状部分の一部が放射体2０のパター

ンに近接対向させる。

００92 プローブ5の先端6を弾性を有するコイル状部分としたため、プローブ5と放射体2０

とが磁界結合する。また、プローブ5の放射体2０に対する密着性、安定性がより向上

する。

００93 (無線 Cデバイスの製造工程における検査工程例5)

次に、無線 Cデバイス の製造工程における検査工程例5について図 8を参照

して説明する。この検査工程例5において、多数の無線 Cデバイス は剛性を有す

る支持台板 2 上にマトリクス状に並置され、支持台板 2 又はプローブ5のいずれ

かをX 方向に移動させることで、多数の無線 Cデバイス を順次検査していく。

００94 (無線 Cデバイスの製造工程における検査工程例6)

次に、無線 Cデバイス の製造工程における検査工程例6について図 9を参照

して説明する。この検査工程例6において、多数の無線 Cデバイス は剛性を有す

る支持台板 22上に並置され、矢印 方向に間欠的に搬送される。そして、プローブ

5によって所定位置 に到達した無線 Cデバイス を順次検査していく。

００95 (無線 Cデバイスの製造工程における検査工程例7)

図2 ( ) ( ) (C) に示す無線 Cデバイス の製造時の検査工程例7は、図 ０

に示した検査工程例3と基本的に同様であり、無線 Cデバイス を搬送ベルト53に

載せて間欠的に搬送し、自動検査を行ぅ。樹脂フィルム52上に形成された平板電極

5 が無線 Cデバイス の放射体2０の一部分と近接対向して静電結合を主として

電磁界結合することで信号の伝送が行われる。

００96 (無線 Cデバイスの製造工程における検査工程例8)

図2 ( ) ( ) (C) に示す無線 Cデバイス の製造時の検査工程例8は、図皿

に示した検査工程例4と基本的に同様であり、無線 Cデバイス を搬送ベルト53に

載せて間欠的に搬送し、自動検査を行ぅ。樹脂フィルム52上に形成されたスパイラル

電極55が無線 Cデバイス の放射体2０に一部分と近接対向して電磁結合を主と

して電磁界結合することで信号の伝送が行われる。



００97 (他の実施例)

なお、本発明に係る電磁結合モジュール、無線 Cデバイスの検査システム及び電

磁結合モジュール、無線 Cデバイスの製造方法は、前記実施例に限定するものでは

なく、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。

００98 例えば、プローブ5の形状などの細部は任意である。また、電磁結合モジュールや

給電回路基板の構造、放射体の形状は任意であり、さらに、放射体と無線 Cチップ

あるいは給電回路基板との接続構造なども任意である。

産業上の利用可能，性

００99 以上のよぅに、本発明は、電磁結合モジュールや無線 Cデバイスの検査システム

及び製造方法に有用であり、特に、電磁結合モジュールや無線 Cデバイスを短い時

間で効率よく検査できる点で優れている。



請求の範囲

無線 cチップと、前記無線 cチップが搭載され、インダクタンス素子を含んだ給電

回路を有する給電回路基板とで構成される電磁結合モジュールの検査システムであ

って、

測定装置のプローブと前記電磁結合モジュールとを静電結合及び 又は電磁結

合で電磁気的に結合させて前記電磁結合モジュールを測定すること、

を特徴とする電磁結合モジュールの検査システム。

2 前記電磁結合モジュールの検査システムの測定データを基に前記電磁結合モジュ
ールと電界結合及び 又は磁界結合する放射体とで構成される無線 cデバイスの

良否を検査することを特徴とする請求の範囲第 項に記載の電磁結合モジュールの

検査システム。

3 前記測定装置のプローブの先端が平板であることを特徴とする請求の範囲第 項

又は第2項に記載の電磁結合モジュールの検査システム。

4 前記測定装置のプローブの先端がコイル状であることを特徴とする請求の範囲第

項又は第2項に記載の電磁結合モジュールの検査システム。

5 前記測定装置のプローブと前記電磁結合モジュールの間に金属膜を挿入し、前記

金属膜に前記測定装置のプローブを電気的に接続させることを特徴とする請求の範

囲第 項又は第2項に記載の電磁結合モジュールの検査システム。

6 前記金属膜が絶縁膜上に形成されていることを特徴とする請求の範囲第5項に記

載の電磁結合モジュールの検査システム。

7 前記測定装置のプローブと前記電磁結合モジュールの間にコイル状導体を挿入し

、前記コイル状導体に前記測定装置のプローブを電気的に接続させることを特徴と

する請求の範囲第 項又は第2項に記載の電磁結合モジュールの検査システム。

8 前記コイル状導体が絶縁膜上に形成されていることを特徴とする請求の範囲第7項

に記載の電磁結合モジュールの検査システム。

9 請求の範囲第 項ないし第8項のいずれかに記載の電磁結合モジュールの検査シ

ステムを少なくとも一つ用いて前記電磁結合モジュールを製造することを特徴とする

電磁結合モジュールの製造方法。



０ インダクタンス素子を含んだ給電回路を親基板に複数内蔵し、前記親基板に内蔵

した複数の給電回路の一つ一つに対応する無線 Cチップを実装して、前記親基板

に複数の電磁結合モジュールの集合体を形成し、

請求の範囲第 項ないし第8項のいずれかに記載の電磁結合モジュールの検査シ

ステムの少なくとも一つを用いて、前記親基板の状態で前記複数の電磁結合モジュ
ールを個々に検査し、

前記親基板から前記複数の電磁結合モジュールを個々に分割すること、

を特徴とする電磁結合モジュールの製造方法。

インダクタンス素子を含んだ給電回路を親基板に複数内蔵し、前記親基板に内蔵

した複数の給電回路の一つ一つに対応する無線 Cチップを実装して、前記親基板

に複数の電磁結合モジュールの集合体を形成し、

粘着シートに前記親基板を取り付け、個々の電磁結合モジュールに切断し、

請求の範囲第 項ないし第8項のいずれかに記載の電磁結合モジュールの検査シ

ステムの少なくとも一つを用いて、前記複数の電磁結合モジュールを個々に検査す

ること、

を特徴とする電磁結合モジュールの製造方法。

2 インダクタンス素子を含んだ給電回路を親基板に複数内蔵し、前記親基板に内蔵

した複数の給電回路の一つ一つに対応する無線 Cチップを実装して、前記親基板

に複数の電磁結合モジュールの集合体を形成し、

粘着シートに前記親基板を取り付け、個々の電磁結合モジュールに切断した後、

粘着シートを拡張して隣接する電磁結合モジュールと電磁結合モジュールの間隔を

広げ、

請求の範囲第 項ないし第8項のいずれかに記載の電磁結合モジュールの検査シ

ステムの少なくとも一つを用いて、前記複数の電磁結合モジュールを個々に検査す

ること、

を特徴とする電磁結合モジュールの製造方法。

3 無線 Cチップと放射体とを備えた無線 Cデバイスの検査システムであって、

測定装置のプローブと前記放射体の一部分とを静電結合及び 又は電磁結合で



電磁気的に結合させて前記無線 Cデバイスを測定すること、

を特徴とする無線 Cデバイスの検査システム。

4 無線 Cチップと、前記無線 Cチップが搭載され、インダクタンス素子を含んだ給電

回路を有する給電回路基板と、前記給電回路基板に貼着されており、前記給電回路

から供給された送信信号を放射する及び 又は受信信号を受けて前記給電回路に

供給する放射体と、を備えた無線 Cデバイスの検査システムであって、

測定装置のプローブと前記放射体の一部分とを静電結合及び 又は電磁結合で

電磁気的に結合させて前記無線 Cデバイスを測定すること、

を特徴とする無線 Cデバイスの検査システム。

5 前記測定装置のプローブの先端が平板であることを特徴とする請求の範囲第 3項

又は第 4項に記載の無線 Cデバイスの検査システム。

6 前記測定装置のプローブの先端部分がコイル状であることを特徴とする請求の範

囲第 3項又は第 4項に記載の無線 Cデバイスの検査システム。

7 前記測定装置のプローブと前記無線 Cデバイスの間に金属膜を挿入し、前記金属

膜に前記測定装置のプローブを電気的に接続させることを特徴とする請求の範囲第

3項ないし第 5項のいずれかに記載の無線 Cデバイスの検査システム。

8 前記金属膜が絶縁膜上に形成されていることを特徴とする請求の範囲第 7項に記

載の無線 Cデバイスの検査システム。

9 前記測定装置のプローブと前記無線 Cデバイスの間にコイル状導体を挿入し、前

記コイル状導体に前記測定装置のプローブを電気的に接続させることを特徴とする

請求の範囲第 3項又は第 4項に記載の無線 Cデバイスの検査システム。

2０ 前記コイル状導体が絶縁膜上に形成されていることを特徴とする請求の範囲第 9

項に記載の無線 Cデバイスの検査システム。

2 請求の範囲第 3項ないし第2０項のいずれかに記載の無線 Cデバイスの検査シス

テムを少なくとも一つ用いて前記無線 Cデバイスを製造することを特徴とする無線 C

デバイスの製造方法。

22 複数の無線 Cデバイスの集合体を形成し、

請求の範囲第 3項ないし第2０項のいずれかに記載の無線 Cデバイスの検査シス



テムを少なくとも一っ用いて前記集合体の個々の無線 Cデバイスを検査し、

前記集合体から前記複数の無線 Cデバイスを個々に分割すること、

を特徴とする無線 Cデバイスの製造方法。
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