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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の印字欄を備えるフォーム用紙基材の一部に、非接触ＩＣチップ付きカードを剥離
可能に保持したカード一体型フォームであって、当該非接触ＩＣチップ付きカード部分が
、前記フォーム用紙基材からなるカード用紙基材とフィルム間が疑似接着した２層の薄層
プラスチックフィルムの３層積層体からなり、カード用紙基材の薄層プラスチックフィル
ム側面に、２片に分離したアンテナパターンが導電性インキにより印刷され、当該アンテ
ナパターンに、シール自体にもアンテナパターンを有するＩＣチップ付きシールが異方導
電性の材料で装着されている形態において、カード用紙基材面側から２層の薄層プラスチ
ックフィルムの中間である疑似接着層に及ぶように打ち抜かれたカード外形形状のハーフ
カット線により、非接触ＩＣチップ付きカードを疑似接着層から剥離して、フォームから
離脱することが可能にされていることを特徴とする非接触ＩＣチップ付きカード一体型フ
ォーム。
【請求項２】
　カード用紙基材側の薄層プラスチックフィルムのＩＣチップ側に装飾的印刷がされ、こ
れによりＩＣチップ付きシールが隠蔽されていることを特徴とする請求項１記載の非接触
ＩＣチップ付きカード一体型フォーム。
【請求項３】
　非接触ＩＣチップ付きカードのＩＣチップには、イベントまたは展示会の招待者に関す
る所定のデータが記録されていることを特徴とする請求項１または請求項２記載の非接触
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ＩＣチップ付きカード一体型フォーム。
【請求項４】
　非接触ＩＣチップ付きカードのＩＣチップには、会員または取引者に関する所定のデー
タが記録されていることを特徴とする請求項１または請求項２記載の非接触ＩＣチップ付
きカード一体型フォーム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームに関する。詳しくは、非接触Ｉ
Ｃチップの付いたカード一体型フォームであって、ＩＣチップに所定事項の記録ができ、
フォームのカード部分をイベント・展示会等の招待カードや流通業界における会員カード
として利用できるほか、そのカードの送付を兼ねて利用できるフォームに関する。
【０００２】
【従来技術】
プリンタでの同時印字対応が可能なカード一体型フォームは、宛先人とカード内容の突き
合わせ作業である、いわゆるマッチング作業が削減できるという利点があるが、これを招
待カード等に使用する場合は、カードに印字されたバーコードナンバーをバーコードリー
ダで読み取ることによって、会員データや来場者管理を行うので、カードを１点ごとに読
み取らなければならず、その作業時間がかかるという問題があった。
また、バーコードでは記録できるデータ量が限られるので、最小限の特定情報の読み取り
しかできず、カード自体に多くの個人情報を記録したり、追記することができないという
問題もあった。
【０００３】
そこで、通常のフォームに非接触ＩＣチップの付いたカードを一体にして製造し、ＩＣに
所定事項を記録することにより記録情報量を格段に大きくすることが考えられる。このよ
うな技術に関連した先行技術の一つに、特開平11－126238号公報「ＩＣカード発行システ
ム」がある。
しかし、同公報の図２に図示するＩＣカードは、ＩＣカード発行用帳票に対して、表裏に
樹脂シートを積層したＩＣカードを、接着剤層等を介して剥離可能に接着した構造であっ
て、ＩＣカードと発行用帳票は別工程で製造される別体のものであるため、製造コストが
高くなるという問題がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、ビジネスフォームに非接触ＩＣチップの付いたカードを一体にして製
造することにより、非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームを効率的かつ低コストで
製造可能とするとともに、ＩＣチップに所定事項を記録することにより記録情報量を格段
に大きくし、さらに、前述のような読み取り作業の軽減を図ろうとするものである。
なお、本明細書で、「ＩＣチップ」とは、集積化した制御装置およびメモリをを有する半
導体をいうものとし、「非接触ＩＣチップ付きカード」とは、当該「ＩＣチップ」を備え
、非接触でリーダライタ装置等と無線通信ができる発振回路を有するカードをいうものと
する。一般的には、「非接触ＩＣタグ」、「ＲＦ－ＩＤタグ」、「非接触ＩＣカード」等
とも言われる。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明の要旨は、所定の印字欄を備えるフォーム用紙基材の一
部に、非接触ＩＣチップ付きカードを剥離可能に保持したカード一体型フォームであって
、当該非接触ＩＣチップ付きカード部分が、前記フォーム用紙基材からなるカード用紙基
材とフィルム間が疑似接着した２層の薄層プラスチックフィルムの３層積層体からなり、
カード用紙基材の薄層プラスチックフィルム側面に、２片に分離したアンテナパターンが
導電性インキにより印刷され、当該アンテナパターンに、シール自体にもアンテナパター
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ンを有するＩＣチップ付きシールが異方導電性の材料で装着されている形態において、カ
ード用紙基材面側から２層の薄層プラスチックフィルムの中間である疑似接着層に及ぶよ
うに打ち抜かれたカード外形形状のハーフカット線により、非接触ＩＣチップ付きカード
を疑似接着層から剥離して、フォームから離脱することが可能にされていることを特徴と
する非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォーム、にある。
【０００６】
上記において、カード用紙基材側の薄層プラスチックフィルムのＩＣチップ側に装飾的印
刷がされ、これによりＩＣチップ付きシールが隠蔽されている、ようにすることができる
。また、非接触ＩＣチップ付きカードのＩＣチップには、イベントまたは展示会の招待者
に関する所定のデータ、または会員または取引者に関する所定のデータが記録されている
、ようにすることができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームについて図面を参照して説明
する。図１は、本発明の非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームを示す図である。図
１（Ａ）は、その表面図、図１（Ｂ）は、その裏面図、図１（Ｃ）は、図１（Ａ）の断面
図である。図１（Ａ）のように、カード一体型フォーム１の表面側には配送のための所定
の印字欄２１を有する宛名台紙２と、非接触ＩＣチップ付きカード３部分が有り、非接触
ＩＣチップ付きカード部分には、会員番号や氏名、カードの有効期限やクラブ事務局連絡
先等の所定事項３１が印字されている。ただし、これらは必須のものではない。図中、４
はカードの外形形状を画するハーフカットの打抜き線であり、通常はカードの規格形状で
ある５４．０×８５．５ｍｍ程度の矩形状にされるが、特に矩形状に限定されるものでは
ない。なお、本発明において、フォームの表面側とは、いずれの面を表面側としても良い
のであるが、便宜上、ハーフカットの打ち抜き線が打ち抜かれる紙基材面側を表面側と表
現することにする。
【０００８】
図１（Ｂ）のように、フォームの裏面側には、非接触ＩＣチップ付きカード部分に薄層の
プラスチックフィルム５が貼着されている。薄層のプラスチックフィルムは疑似接着層で
接着された２層のフィルムの積層体からなっている。フィルムはカードの外形形状よりは
、大きなサイズにする必要があるが、フォームの全体を覆う大きさである必要はない。ハ
ーフカット打ち抜き線４が点線で図示されているのは、この面までは打ち抜き線が貫通し
ていないことを意味している。
実際の非接触ＩＣチップ付きカードでは、フォームの裏面側の面がカードの実用上の表面
側となるため、当該面にカードの美麗な装飾的印刷等がされるのが通常である。この装飾
的印刷は後述するアンテナパターンとのオーバーラップを避けるため、フォーム用紙基材
１ｂに印刷するよりは、プラスチックフィルム面に施すのが好ましい。台紙フォームの非
接触ＩＣチップ付きカード３以外の空きスペース部分には、イベントまたは展示会の案内
や会員の規約等の説明欄９を設けることができる。
【０００９】
図１（Ｃ）のように、非接触ＩＣチップ付きカード３の基材は、フォーム用紙と連接した
一体の紙基材１ｂであって、フォーム用紙と異なる材質の基材を積層等したものではない
。
本発明のフォームでは、このようにフォーム用紙と連接した一体の基材を非接触ＩＣチッ
プ付きカードに使用するので、コストの低減を図ることができる。
カード用紙基材側から打ち抜いたハーフカット４線は、２層のプラスチックフィルム５ａ
，５ｂの中間である疑似接着層６に至る丁度の深さにまで打ち抜かれるため、プラスチッ
クフィルム５ｂの全部を貫通することはない。
図１（Ｃ）は、縦方向（フォームの厚み方向）の縮尺を拡大し、かつ分解して図示してい
るが、非接触ＩＣチップ付きカード３の紙基材１ｂ面であって、プラスチックフィルム５
面側には、アンテナパターン３ａ，３ｂが印刷され、当該アンテナパターン３ａ，３ｂに
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は、ＩＣチップ付きシール７が装着されている。
当該アンテナパターン３ａ，３ｂは、カーボンやアルミニュウムまたは銀ペースト、ある
いはそれらの混合体を使用した導電性の印刷インキで印刷されるのが通常である。
【００１０】
ＩＣチップ付きシール７とは、シリコン基板にＩＣ（集積回路）とメモリを設けたＩＣチ
ップ８を、非接触ＩＣチップ付きカード３のアンテナパターン３ａ，３ｂに装着可能にタ
ックシール化した状態のものを意味し、当該ＩＣチップ付きシールシール７自体にもＩＣ
チップ８に接続した小型のアンテナ部７ａ，７ｂを有するのが通常である。
この種のＩＣチップ付きシールには、製品化されたもの、具体的には、モトローラ社が製
造する「Ｂｉｓｔａｔｉｘ」用のインターポーザー形態のものを使用することができる。
【００１１】
ＩＣチップ付きシール７の小型アンテナパターンも導電性インキにより印刷されている。
図１（Ｃ）には図示されていないが、ＩＣチップ８には、チップから突出しているか、あ
るいは平面状の２点のバンプが形成されていて、双方のアンテナパターン７ａ，７ｂに導
通するように接続されている。当該アンテナパターン７ａ，７ｂを非接触ＩＣチップ付き
カード３のアンテナパターン３ａ，３ｂに位置合わせして貼着し導通をとるためには、ア
ンテナパターン間に介在することとなる粘着剤７ｃが導電性の材料であることが必要とさ
れる。とくに粘着剤７ｃには、アンテナパターン３ａ，３ｂ，７ａ，７ｂ面に直交する方
向にのみ導通を生じる異方導電性接着剤を使用することが好ましい。プラスチックフィル
ム５ａと非接触ＩＣチップ付きカード３のアンテナパターン３ａ，３ｂ間の接着剤５ｄは
、一般的な接着剤を使用することができ、導電性等を考慮する必要はない。
【００１２】
図２は、非接触ＩＣチップ付きカードに印刷されるアンテナパターンの例を示す図である
。アンテナパターン３ａ，３ｂは、２片の分離したパターンに印刷されている。ＩＣチッ
プ付きシール７のアンテナパターン７ａ，７ｂはアンテナパターン３ａ，３ｂに重なるよ
うに貼着される。
アンテナパターン３ａ，３ｂは、２片の分離したパターンに限られず、コイル状の捲線パ
ターンであってもよい。コイル状の捲線パターンの場合は、捲線パターンの両端の接続端
子部が接近した位置になるように形成し、当該接続端子部にＩＣチップ付きシール７のア
ンテナパターン７ａ，７ｂが接続するように貼着する。アンテナパターン３ａ，３ｂは、
２片の分離したパターンに印刷する場合のアンテナ形状は、図示のような矩形状に限らず
、分離した円形状であっても楕円状であってもあるいは三角形状等の任意の形状であって
良い。アンテナパターン７ａ，７ｂも図示のように三角形状に限られるものではない。
【００１３】
＜材質に関する実施形態＞
上記において、（１）フォーム用紙の紙基材１ｂとしては、例えば、アート紙、コート紙
、上質紙、キャストコート紙、カード用紙等を使用できる。アンテナパターン３ａ，３ｂ
間の絶縁性、耐水性を高めるための処理がされていることが好ましくアンテナパターン印
刷前にその下面に部分的な処理（絶縁処理印刷）を施すことが好ましい。あるいは基材１
ｂとしては、印刷適性を有する合成紙であってもよい。
（２）ＩＣチップ付きシール７の基材７Ｂも同様の基材を使用できるが、プラスチックフ
ィルムであっても良く、絶縁性、を有することが同様に好ましい。
【００１４】
（３）プラスチックフィルムを疑似接着する技術は隠蔽用葉書等において常用される技術
である。上記のプラスチックフィルム５ａ，５ｂとしては、通常、相互間の接着性が低い
材質のものが使用され、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）とポリエチレン
（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）とＰＥ、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）とＰ
Ｅ、ＰＥＴとＰＰ、ＰＥＴとＰＥＴ、ＰＢＴとＰＰなどオレフィン系樹脂とエステル系樹
脂等の組合せが挙げられる。
フィルム５ａ，５ｂとの間の疑似接着層６は、例えばＰＥＴ（或いはＰＥ）フィルム５ａ
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とＰＥ（或いはＰＥＴ）フィルム５ｂの間に、一方のフィルムと同じ材質の樹脂、例えば
ＰＥをエクストルージョンコートしてフィルム５ａと５ｂを積層することによって形成で
きる。すなわち、相互に接着性が低いフィルムの間に、一方のフィルムと接着性のある樹
脂を溶融状態で塗布することにより、溶融樹脂と接着性の低い他方のフィルムとの間に擬
似的な接着状態を形成することができる。
【００１５】
このような非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームの製造は、次のように行う。
先ず、（１）連続フォーム用紙に宛名台紙やカード表面の所定の印字欄の印字、およびカ
ードの使用説明等の定型の印刷を行う。
次に、（２）ＩＣチップ付きシールを貼着する側の面に導電性インキによるアンテナパタ
ーン３ａ，３ｂの印刷を行う。（１）と（２）の印刷はインラインで行うことができる。
（３）予め準備したＩＣチップ付きシール７をアンテナパターン３ａ，３ｂに正しく位置
合わせして貼着する。
（４）一方、カードの装飾的印刷をプラスチックフィルム５ａの内面側（ＩＣチップ付き
シール７面側）になる面に施し、このフィルムの非印刷面に他のプラスチックフィルム５
ｂを疑似接着させ、さらに接着剤５ｄを塗工して準備する。
装飾的印刷をカードの保護層ともなるプラスチックフィルム５ａの内面側に施すことで、
アンテナパターン３ａ，３ｂやＩＣチップ付きシール７を隠蔽することができる（図１（
Ｃ）参照）。
【００１６】
（５）接着剤５ｄの付いた２層のプラスチックフィルムをＩＣチップ付きシール７を貼着
した面にさらに貼り合わせる。接着剤５ｄは、ホットメルト型の接着剤であっても良く、
この場合は、２層のプラスチックフィルムを熱圧をかけながらフォーム台紙に貼着するこ
とができる。
（６）カード３の外形形状に、ハーフカット打抜き線４をその深さが疑似接着層６までの
丁度の深さになるように入れて、非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォーム１が完成す
る。
【００１７】
次に、本発明の非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームの使用方法について説明する
。
図３は、非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームの使用方法の説明図である。図３（
Ａ）は、完成した非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォーム１を示し、綴り折りした連
続状に形成されている。非接触ＩＣチップ付きカードの表面側となる装飾的印刷や定型項
目欄等の印刷は既になされ、疑似接着フィルムが接着され、ハーフカット打ち抜き線４も
既に設けられているものである。
まず、このフォーム１に対して、連続プリンタを用い、宛名台紙２と非接触ＩＣチップ付
きカード３の表面に、氏名や住所等の個別事項を印字し、非接触ＩＣチップ付きカード３
のＩＣチップ８へのデータ書き込み作業を行う。
ＩＣチップ８のメモリに記録される内容は、フォームがイベントまたは展示会の招待状で
あれば、招待者に関する所定のデータであり、会員カード等の送付台紙であれば、会員ま
たは取引者に関する所定のデータが記録される。
次に、フォームの両サイド部のマージナル穴１ｈをミシン目線１ｍから切り取ってシート
状にし（図３（Ｂ））、同封物（案内状等）と一緒に窓開き封筒１０に挿入して宛先人に
送付する。窓開き封筒１０の窓部１０ｍからは、印字した宛名等が見えるようになってい
る（図３（Ｃ））。
【００１８】
カードを受領した利用者は、非接触ＩＣチップ付きカード３部分をフォーム台紙から剥が
して、当該カード３をイベント開場や展示会に持参する（図３（Ｄ））。
フォーム台紙の非接触ＩＣチップ付きカード３を剥がした後には、１層のプラスチックフ
ィルム（例えば、ＰＥＴフィルム）のみが台紙に残っている。
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【００１９】
利用者が非接触ＩＣチップ付きカード３を首に下げてリーダライタを備えるゲートを通過
するだけで、リーダライタはＩＣチップに記録したデータを読み取りできるので、入場登
録が簡単に行えるため、混雑時の待ち時間が短縮される。
しかも入場時刻等の書き込みや利用者がどのブースに立ち寄ったか等が、カードのメモリ
に記録されるので、後に読み取って調査できるため展示ブース側企業にもメリットがある
。
会員カードや取引者カードとして使用する場合は、同じようにカードをフォーム台紙から
剥がして店舗に持参し、購入の際にリーダライタにデータを読み取らせ、新たなポイント
点記録や購入商品の情報をカード自体に追記することもできる。したがって、データベー
スに逐次、情報の蓄積を行う手間を省くことができる。
【００２０】
また、カードを回収した後に行うデータ処理は、非接触でリーダライタと交信させて行う
ことができるので、カード１枚毎に読み取り動作をさせる必要はなく、集積したカードの
集合体（山積みの状態）に対して電波を発振して応答する電波を一括して読み取りするこ
とができる。リーダライタに対して、各カードが一斉に応答する場合は、データの衝突（
コリジョン）が起こり得るが、衝突を回避して順次読み取る方法も各種開発されている。
順次、読み取るといっても実時間的には殆ど瞬間的な時間であるから、全体の読み取りも
極めて短時間に行うことができ、読み取り作業の省力効果は極めて顕著となる。
【００２１】
図４は、同じく使用方法を示すが断面状態が図示されている。
図４（Ａ）は、非接触ＩＣチップ付きカード３をフォーム台紙から剥離する前の状態、図
４（Ｂ）は、非接触ＩＣチップ付きカード３をフォーム台紙から剥離した後の状態を示す
。カード３は、ハーフカット打ち抜き線４から抜き取られて使用される。
剥離後の台紙には前記のように、プラスチックフィルム５ｂが残るが、一方のプラスチッ
クフィルム５ａはカード３の表面側に残るので、カードの保護層としての役割を行うこと
ができる。
【００２２】
【発明の効果】
上述のように、本発明の非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームは、以下のような顕
著な効果を有する。
（１）宛名台紙と非接触ＩＣチップ付きカードが同一のフォーム台紙上にあって、同時に
印字されるので、宛先人とカードの内容が不一致となることがない。
（２）ＩＣチップへの情報記録量が従来のバーコードを利用したものや磁気カード等に比
較して、格段に増えるので、必要な情報を不足なく記録することができる。その上、さら
に必要に応じて追加の情報を記録することができる。その後の情報処理も容易である。
（３）宛名台紙と非接触ＩＣチップ付きカードが同一の基材から形成されているので、コ
ストの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームを示す図である。
【図２】　非接触ＩＣチップ付きカードに印刷されるアンテナパターンの例を示す図であ
る。
【図３】　非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォームの使用方法の説明図である。
【図４】　使用方法の断面状態を示す図である。
【符号の説明】
１　　非接触ＩＣチップ付きカード一体型フォーム
１ｂ　基材
２　　宛名台紙
３　　非接触ＩＣチップ付きカード
３ａ，３ｂ　　アンテナパターン
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４　　ハーフカット打ち抜き線
５，５ａ，５ｂ　　プラスチックフィルム
６　　疑似接着層
７　　ＩＣチップ付きシール
７ａ，７ｂ　　アンテナパターン
８　　ＩＣチップ
９　　説明欄
１０　　窓開き封筒
１０ｍ　窓部

【図１】 【図２】



(8) JP 4882167 B2 2012.2.22

【図３】 【図４】



(9) JP 4882167 B2 2012.2.22

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１２６０４３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０２７０７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１０１２７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１００７６７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０９９７８１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３００２０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06K  19/00-19/08
              B42D  15/10


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

