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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状又は線状の導電膜、第１の樹脂膜、集積回路及び第２の樹脂膜が少なくとも積層さ
れた積層体が、前記第２の樹脂膜を外側にして、ロール状に巻かれており、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項２】
　帯状又は線状の導電膜、第１の樹脂膜、集積回路及び第２の樹脂膜が少なくとも積層さ
れた積層体が、前記第２の樹脂膜を外側にして、ロール状に巻かれており、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続され、
　表面は前記第１及び第２の樹脂膜に覆われていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項３】
　集積回路、第１の樹脂膜、帯状又は線状の導電膜及び第２の樹脂膜が少なくとも積層さ
れた積層体が、前記第２の樹脂膜を外側にして、ロール状に巻かれており、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項４】
　集積回路、第１の樹脂膜、帯状又は線状の導電膜及び第２の樹脂膜が少なくとも積層さ
れた積層体が、前記第２の樹脂膜を外側にして、ロール状に巻かれており、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続され、
　表面は前記第１及び第２の樹脂膜に覆われていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項５】
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　導電膜、第１の樹脂膜、集積回路及び第２の樹脂膜が少なくとも積層された積層体を前
記第２の樹脂膜を外側に巻いてロール状にしたものを、断面に前記積層体のロールが現れ
る方向にそって、切断して形成されたものであり、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項６】
　導電膜、第１の樹脂膜、集積回路及び第２の樹脂膜が少なくとも積層された積層体を、
前記第２の樹脂膜を外側にして、巻いてロール状にしたものを、断面に前記積層体のロー
ルが現れる方向にそって、切断して形成されたものであり、
　当該切断面は前記第１及び前記第２の樹脂膜でなり、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項７】
　集積回路、第１の樹脂膜、導電膜及び第２の樹脂膜が少なくとも積層された積層体を前
記第２の樹脂膜を外側に巻いてロール状にしたものを、断面に前記積層体のロールが現れ
る方向にそって、切断して形成されたものであり、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項８】
　集積回路、第１の樹脂膜、導電膜及び第２の樹脂膜が少なくとも積層された積層体を前
記第２の樹脂膜を外側に巻いてロール状にしたものを、断面に前記積層体のロールが現れ
る方向にそって、切断して形成されたものであり、
　当該切断面は前記第１及び前記第２の樹脂膜でなり、
　前記導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記第１及び第２の樹脂膜は同じ材料でなることを特徴とするＩＣチップ。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、
　前記ＩＣチップは、さらにその外側をフィルムで封止されていることを特徴とするＩＣ
チップ。
【請求項１１】
　導電膜、第１の樹脂膜、複数の集積回路及び第２の樹脂膜を少なくとも積層した積層体
を前記第２の樹脂膜側を外側に巻いてロール状にし、
　前記第１及び第２の樹脂膜を軟化させ、前記導電膜を前記集積回路に電気的に接続させ
た状態で、前記積層体をロール状に固定し、
　前記積層体を断面に前記積層体のロールが現れる方向にそって切断することを特徴とす
るＩＣチップの作製方法。
【請求項１２】
　複数の集積回路、第１の樹脂膜、導電膜及び第２の樹脂膜を少なくとも積層した積層体
を、前記第２の樹脂膜側を外側にして、巻いてロール状にし、
　前記第１及び第２の樹脂膜を軟化させ、前記導電膜を前記集積回路に電気的に接続させ
た状態で、前記積層体をロール状に固定し、
　前記積層体を断面に前記積層体のロールが現れる方向にそって切断することを特徴とす
るＩＣチップの作製方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２において、
　前記導電膜はシート状であることを特徴とするＩＣチップの作製方法。
【請求項１４】
　複数の導電膜、第１の樹脂膜、複数の集積回路及び第２の樹脂膜を少なくとも積層した
積層体を、前記第２の樹脂膜側を外側にして、巻いてロール状にし、
　前記第１及び第２の樹脂膜を軟化させ、前記導電膜を前記集積回路に電気的に接続させ
た状態で、前記積層体をロール状に固定し、
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　前記積層体を断面に前記積層体のロールが現れる方向にそって切断することを特徴とす
るＩＣチップの作製方法。
【請求項１５】
　複数の集積回路、第１の樹脂膜、帯状又は線状の複数の導電膜及び第２の樹脂膜を少な
くとも積層した積層体を、前記第２の樹脂膜側を外側にして、巻いてロール状にし、
　前記第１及び第２の樹脂膜を軟化させ、前記複数の導電膜をそれぞれ前記集積回路の１
つに電気的に接続させた状態で、前記積層体をロール状に固定し、
　前記積層体を断面に前記積層体のロールが現れる方向にそって切断することを特徴とす
るＩＣチップの作製方法。
【請求項１６】
　請求項１１乃至請求項１５のいずれか一において、
　前記第１及び第２の樹脂膜は同じ材料でなることを特徴とするＩＣチップの作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、無線チップ、無線ＩＣ、ＲＦＩＣ、ＩＣタグなどの無線によりデータを受信し
たり、送信したり、又は双方向で送受信をするためのアンテナを備えたＩＣチップ及びそ
の作製方法に関する。また、本発明は、無線にてデータを受信したり、送信したり、双方
向で送受信するためのＩＣチップに用いられるアンテナ及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、無線タグ、ＩＣタグ、非接触型のＩＣカードのように、データを無線で送受信する
機能を持ったＩＣの開発が盛んに進められている。ＩＣタグ、非接触型のＩＣカード共に
、無線でデータを送受信するためアンテナが必要になる。
【０００３】
アンテナには、ＩＣチップ上に直接形成する内蔵型と、ＩＣチップとは別の基材に形成さ
れた外付型がある。大きなアンテナにすることで通信距離を延ばせるとの長所から、外付
型のアンテナコイルが主流である。
【０００４】
外付型のアンテナの製造方法として、エッチングを用いた方法、印刷法等が知られている
。エッチング式の場合、蒸着あるいは貼り合わせなどによりプラスチック基板に形成され
た銅、アルミニウムなどの金属箔をフォトリソ工程とエッチング工程にて所望の形状に形
成される。また、印刷式の場合は、スクリーン印刷法などの技術を用いて、フィルム状の
基材上に導電性ポリマーをアンテナコイルの形状に印刷している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
アンテナとして作用する配線はそれを支持する絶縁基材上に形成されるが、電気抵抗の点
から、配線は数十μｍの厚さが必要とされる。そのため配線による凹凸が比較的大きくな
り、アンテナの封止形態や、アンテナを実装する製品の形態自体を制限することがある。
また、アンテナの配線間に異物が混入しやすくなり、その結果電気的な特性を低下させた
り、製造の歩留まりを低下させたりし易い。このような問題に対処するには、アンテナの
配線間の凹部を絶縁性材料で埋め込み、アンテナ表面を平坦化させればよい。
【０００６】
絶縁性材料の形成方法として、ＣＶＤ法等で無機の絶縁膜を成膜する方法があるが、配線
間の凹部だけを選択的に成膜するのは困難である。そのため、エッチバック法など別の工
程が必要になる。また、有機樹脂材料を塗布する方法もあるが、配線の厚さが数十μｍも
あることから、有機樹脂膜を厚く形成する必要があり、接続端子の形成が困難になったり
、アンテナの感度を低下させたりするという問題がある。
【０００７】
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また、外付型のアンテナでは、アンテナを集積回路に実装する工程が別に必要であり、そ
の結果必要な材料や装置が増え、低コスト化の妨げの要因の１つとなる。
【０００８】
上記の問題点を鑑み、本発明は、配線による段差をなくし、表面（上面及び下面）が平坦
なアンテナ及び、このようなアンテナを備えたＩＣチップを提供することを目的の一つと
する。
【０００９】
また、本発明は、アンテナの作製と集積回路とアンテナの実装とを容易にしたＩＣチップ
及びその作製方法を提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のＩＣチップは、導電膜、第１の樹脂膜、集積回路及び第２の樹脂膜が少なくとも
積層された積層体、又は集積回路、第１の樹脂膜、導電膜及び第２の樹脂膜が少なくとも
積層された積層体が前記第２の樹脂膜を外側にロール状に巻かれており、前記帯状又は線
状の導電膜は前記集積回路に電気的に接続されていることを特徴とする。また、前記導電
膜は帯状又は線状であることを特徴とする。
【００１１】
上記本発明のＩＣチップは、表面が第１及び第２の樹脂膜で覆われていることを特徴とす
る。また、第１および第２の樹脂膜は、同じ材料でなる膜とする方が好ましい。熱膨張係
数が同じになるからである。
【００１２】
本発明のＩＣチップにおいて、前記積層体において、導電膜、集積回路をそれぞれ２層以
上積層してもよい。その場合、導電膜と導電膜、集積回路と集積回路又は導電膜と集積回
路の間に樹脂膜を挟めばよい。また、ロール状にしたとき樹脂膜が表面になるようにすれ
ばよい。
【００１３】
本発明のＩＣチップの作製方法は、導電膜、第１の樹脂膜、複数の集積回路及び第２の樹
脂膜を少なくとも積層した積層体、又は集積回路、第１の樹脂膜、帯状又は線状の導電膜
及び第２の樹脂膜を少なくとも積層した積層体を前記第２の樹脂膜側を外側に巻いてロー
ル状にし、前記第１及び第２の樹脂膜を軟化させ、前記導電膜を前記集積回路に電気的に
接続させた状態で、前記積層体をロール状に固定し、前記積層体を断面に前記積層体のロ
ールが現れる方向にそって切断することを特徴とする。
【００１４】
上記本発明のＩＣチップの作製方法において、前記導電膜はシート状であることを特徴と
する。
【００１５】
上記本発明のＩＣチップの作製方法において、前記導電膜は線状又は帯状に成形されてい
ることを特徴とする。
【００１６】
本発明のＩＣチップの作製方法は、前記積層体において、導電膜、集積回路をそれぞれ２
層以上積層してもよい。この場合、導電膜と導電膜、集積回路と集積回路、又は導電膜と
集積回路の間に樹脂膜を挟めばよい。また、ロール状にしたとき樹脂膜が表面になるよう
にすればよい。
【００１７】
本発明のアンテナは、樹脂膜と帯状又は線状の導電膜を少なくとも１層ずつ重ねたものが
ロール状に巻かれていることを特徴とする。また、本発明のアンテナは、樹脂膜と帯状又
は線状の導電膜を重ねたものがロール状に巻かれ、前記導電膜の接続部をのぞいて、表面
が前記樹脂膜に覆われていることを特徴とする。
【００１８】
本発明のアンテナにおいて、導電膜を２層以上積層してもよい。この場合、ロール状にし
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たとき樹脂膜が表面になるようにすればよい。この場合、樹脂膜を複数用いるときは、全
ての膜の熱膨張係数を等しくするため、同じ材料とする方が好ましい。
【００１９】
本発明のアンテナの作製方法は、樹脂膜上に導電膜を重ねてロール状にし、前記樹脂膜を
軟化させて、前記樹脂膜と前記導電膜をロール状に固定し、断面に前記導電膜のロールが
現れる方向にそって、前記積層体を切断することを特徴とする。
【００２０】
上記のアンテナの作製方法において、前記導電膜はシート状であることを特徴とする。ま
た、上記のアンテナの作製方法において、前記導電膜は、対向して配置された一対の帯状
又は線状の第１のパターンの間に、帯状又は線状の第２のパターンが複数平行に配置され
たものが一体になったものであることを特徴とする。
【００２１】
本発明のアンテナ作製方法において、樹脂膜を間に挟んで導電膜を２層以上積層してもよ
い。この場合、ロール状にしたとき樹脂膜が表面になるようにすればよい。
【発明の効果】
【００２２】
本発明のＩＣチップは導電膜と樹脂膜を共にロール状に巻いているため、アンテナとなる
導電膜の凹部をその樹脂膜で埋めことができ、その結果アンテナの配線間に異物が混入す
ることがなくなる。また、本発明のＩＣチップは上面及び下面が平坦なものとなっている
。そのため、ＩＣチップを物品に取り付けやすくなる。また、物品の外観、美観を損なう
ことなく、アンテナを実装したＩＣチップを取り付けることができる。
【００２３】
本発明では、集積回路と導電膜とを電気的に接続させたロール状の積層体を切断するとい
う非常に簡便な方法により、アンテナを実装したＩＣチップを作製することができる。す
なわち、アンテナの作製と、アンテナと集積回路との実装とを一連の作製工程の中で行う
ことができる。また、本発明により、アンテナを実装された上面及び下面が平坦なＩＣチ
ップを容易に作製することができる。
【００２４】
本発明のアンテナは導電膜と樹脂膜を共にロール状に巻いているため、アンテナとなる導
電膜の凹部をその樹脂膜で埋めことができる。よって、上面及び下面は平坦なものとなっ
ている。
【００２５】
本発明では、導電膜と樹脂膜をロール状にし、切断するという非常に簡便な方法によりア
ンテナを形成することができる。そして、本発明の作製方法により、アンテナとなる導電
膜の凹部をその樹脂膜で埋めることができる。よって、本発明のアンテナは、アンテナと
なる導電膜の凹部がその樹脂膜で埋められることにより、上面及び下面が平坦になり、配
線間に異物が混入することが防止できる。また、両面が同じ形状になるため、集積回路へ
の実装工程が容易である。また、アンテナの両面に集積回路を実装することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
以下、実施形態において本発明を説明する。本発明の主旨を逸脱しないかぎり、各実施形
態において、材料、寸法、製造方法などを変更したり、組み合わたりすることができるこ
とはいうまでもない。
【００２７】
［実施形態１］　図１～図６を用いて、本実施形態ではアンテナ付きのＩＣチップおよび
その作製方法を説明する。
【００２８】
アンテナの配線を形成するためのシート状の導電膜１１、複数の集積回路１２、集積回路
にアンテナを固定するための樹脂膜１３、１４を用意する。図１に示すように、導電膜１
１、樹脂膜１３、集積回路１２、樹脂膜１４が順次に積層される。
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【００２９】
導電膜１１としては、銅やアルミニウム等の金属箔を用いることができる。導電膜１１の
膜厚で最終的なアンテナの線幅が決まる。導電膜１１の膜厚は９０～１５０μｍとすれば
よい。
【００３０】
図２（Ａ）は、樹脂膜１４上に設けられた集積回路１２の上面図であり、図２（Ｂ）は図
２（Ａ）の線Ａ－Ａ’における集積回路１２の断面図である。集積回路１２は樹脂膜１４
上に複数形成される。集積回路１２は最終的にロール状にするために帯状又は線状に形成
され、その両端にはアンテナを接続するための接続部１５が設けられている。接続部１５
としては、本実施形態では半球体状のバンプを用いたが、この形状に限定されるものでは
ない。例えば、先の尖ったくさび型としてもよい。
【００３１】
集積回路１２は、主として電源部と、ＣＰＵやメモリを備えたロジック部とで構成される
。電源部は、アンテナで受信した信号により電源を作る整流回路と、作りだした電源を保
持するための保持容量などからなる。ロジック部は、受信した信号を復調する復調回路、
クロック信号を生成するクロック回路、各コード認識や判定するための認識・判定回路、
メモリからデータを読み出すための信号を受信信号により作り出すメモリコントローラ、
メモリから読み出したデータを符号化する符号化回路、符号化した信号を受信信号にのせ
るための変調回路、データを保持するマスクＲＯＭなどからなる。
【００３２】
集積回路１２の作製方法は、有機ＴＦＴやアモルファスシリコンＴＦＴ（薄膜トランジス
タ）、微結晶シリコンＴＦＴ（薄膜トランジスタ）等により集積回路を樹脂膜１４上に直
接形成する方法、また、樹脂膜１４とは別の基体、例えばガラス基板や石英基板を用い、
この基板上に結晶性シリコンＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を主として用いた集積回路を形
成し、しかる後、製造に用いた基板と集積回路とを分離し、分離した集積回路を樹脂膜１
４に固定することで形成することができる。後者の作製方法については、実施形態５、６
において後述する。
【００３３】
集積回路１２を樹脂膜１４上に設けたが、樹脂膜１４とは別の可撓性の基板を別途用いる
こともできる。このような可撓性基板として、代表的には、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）な
どのフィプラスチックでなるフィルムや、アクリルなどの合成樹脂でなるフィルムを用い
ることができる。
【００３４】
樹脂膜１３、１４には、後述するように導電膜１１と集積回路１２とを接着するために、
熱や紫外線などのエネルギーを与えることで軟化し、再度硬化する性質の樹脂が用いられ
る。代表的には、熱可塑性樹脂膜、ホットメルトシートが用いられる。本実施形態を含め
、以下の実施形態では、樹脂膜１３、１４に熱可塑性樹脂膜を用いた例を説明する。
【００３５】
熱可塑性樹脂膜として、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン等
のポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、酢酸ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、
エチレン－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン、ポリビニルブチラール、ポリビニルア
ルコール等のビニル系共重合体、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂
、セルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート、セルロースア
セテートプロピオネート、エチルセルロース等のセルロース系樹脂、ポリスチレン、アク
リロニトリル－スチレン共重合体等のスチレン系樹脂等でなるフィルム状の基材を用いる
ことができる。
【００３６】
導電膜１１、樹脂膜１３、集積回路１２及び樹脂膜１４を重ねた積層体を、図３に示すよ
うに、樹脂膜１４を外側にして、巻いてロール状にする。このとき、ロールの中心部に空
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洞ができないように巻くことが好ましい。そのため、導電膜１１を一回乃至複数回巻いて
芯にしてから巻いている。なお図３では、導電膜１１を１回ほど巻いているだけであるが
、巻く回数はこれに限定されない。また、芯にする膜は導電膜１１に限定されるものでは
なく、積層体に含まれるいずれの膜でもかまわない。導電膜１１が好ましいのは、樹脂膜
１１、１４よりも固いことであり、また集積回路１２のような複雑な構造でないため、巻
くことが容易である点である。
ロール状に巻いた積層体にエネルギーを加えることで樹脂膜１３、１４を軟化させ、しか
る後硬化させることで、積層体の膜同士を接着して、ロール状に固定する。
【００３７】
本実施形態では樹脂膜１３、１４に熱可塑性の樹脂を用いたため積層体を所定の温度で加
熱し、樹脂膜１３、１４を軟化させる。樹脂膜１３、１４が軟化している状態で、導電膜
１１と集積回路１２の接続部１５が物理的に接するように積層体を圧着する。また、この
ようにロール状の積層体を形成するために熱を加えるので、樹脂膜１３と樹脂膜１４は熱
膨張が同じになるように同じ材料の膜を使用するのが好ましい。
【００３８】
樹脂膜１３、１４が硬化することにより、図３に示すように、前記積層体がロール状に巻
かれた状態に固定される。このとき、導電膜１１と接続部１５が物理的に接していること
により、導電膜１１と集積回路１２が電気的に接続される。図３では、ロールの横断面が
矩形状であるがこの形状に限定されるものではない、円状、長円状、三角形状、多角形状
などにしてもよい。
【００３９】
図３に示すように、横断面方向（断面にロール状の導電膜１１などが現れる方向）にそっ
て、スライサーまたはワイヤーソーなどにより、ロール状にした積層体をスライス（切断
）し、ＩＣチップ１７を形成する。図３において点線は切断箇所を示している。切断する
ときは、集積回路１２が切断されないように、導電膜１１、樹脂膜１３、１４を切断して
いる。
【００４０】
図４はＩＣチップ１７の外観図であり、図５はＩＣチップ１７の横断面方向で切った断面
図である。図５に示すように、スライスされたことにより線状又は帯状となった導電膜１
１が、ロール状に巻かれ、そのロールの巻き始め付近と巻き終わり付近で接続部１５を介
して集積回路１２に電気的に接続され、アンテナとして機能する。
【００４１】
図４に示すように、ＩＣチップ１７の表面のほとんどは樹脂膜１３、１４で覆われている
。ＩＣチップ１７の上面及び下面（切断面に相当する面）では、導電膜１１が露出してい
るが、導電膜１１の間の凹部は樹脂膜１３、１４で埋められており、ＩＣチップ１７の上
面及び下面は共に平坦になっている。
【００４２】
ＩＣチップ１７の上面及び下面において、導電膜１１が露出しているため、図６に示すよ
うにＩＣチップ１７を２枚のフィルム１８で封止することが好ましい。ＩＣチップ１７が
ハンドリングしやすくなり、また導電膜１１の劣化を防げるからである。フィルム１８と
しては、熱硬化性の樹脂でなるフィルムが好ましい。
【００４３】
以上、本実施形態では、アンテナを形成すると同時に、アンテナと集積回路を電気的に接
続することができ、プロセスが簡単化し、作製に必要な材料、製造装置を少なくできる。
【００４４】
［実施形態２］　図７～図１１を用いて、本実施形態では、ＩＣチップの作製方法を説明
する。本実施形態は、実施形態１の変形例であり、予めアンテナとなる導電体を所定の形
状に成形した例である。
【００４５】
図８に示すように、アンテナとなる帯状又は線状の導電膜３１を樹脂膜１３上に複数形成
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する。他は実施形態１と同様に、集積回路１２、集積回路にアンテナを固定するための樹
脂膜１３、１４を用意する。
【００４６】
導電膜３１を形成するには、樹脂膜１３表面に、銅やアルミニウムでなる金属箔を貼り付
けたり、スパッタリング法や蒸着法により、銅やアルミニウムなどの導電膜を成膜し、得
られた導電膜をエッチングして、線状又は帯状とすればよい。また、スクリーン印刷等の
印刷法や、インクジェット方式の成膜方法により、樹脂膜１３表面に導電性樹脂を帯状又
は線状に印刷もしくは描画して、導電膜３１を形成してもよい。また、導電膜３１を設け
る基体として樹脂膜１３をそのまま用いる代わりに、上述した材料でなる可撓性基板を用
いてもよい。
【００４７】
以降の工程は、実施形態１と同様にして、無線チップとして機能するアンテナ付きＩＣチ
ップを形成する。図７に示すように導電膜３１、樹脂膜１３、集積回路１２、樹脂膜１４
を順次に積層し、積層体を形成する。このとき、導電膜３１と集積回路１２が同じ向きに
なるように、また、導電膜３１と集積回路１２が一対一に対応するように、導電膜３１、
集積回路１２が、それぞれ、樹脂膜１３、１４上に配置されている。
【００４８】
樹脂膜１４を外側にして、積層体をロール状に巻く。本実施形態でも実施形態１と同様に
、ロールの中心が空洞にならないように、積層体のいずれかの膜を芯にして巻くことが望
ましい。本実施形態２でも、実施形態１と同様、導電膜３１を複数回巻いた芯を作って積
層体を巻いている。他の膜でも良い。
ロール状に巻かれた積層体を加熱し、樹脂膜１３、１４を軟化させる。また樹脂膜１３、
１４が軟化している状態で、導電膜３１と集積回路１２の接続部１５が物理的に接するよ
うに積層体を圧着する。樹脂膜１３、１４が再び硬化することにより、図９に示すように
ロール状の積層体が得られる。本実施形態では、ロールの横断面形状が矩形状であるが、
この形状に限定されるものではなく、円状、長円状、三角形状、多角形状などにしてもよ
い。
【００４９】
次に、横断面方向（断面にロール状の導電膜３１などが現れる方向）にそって、スライサ
ーまたはワイヤーソーなどにより、ロール状に固定された積層体をスライス（切断）し、
ＩＣチップ３７を形成する。図９の点線は切断箇所を示している。切断するときは、導電
膜３１及び集積回路１２を切断せず、樹脂膜１３、１４だけが切断される。
【００５０】
図１０はＩＣチップ３７の外観図であり、図１１はＩＣチップ３７を横断面方向で切った
断面図である。図１１に示すように、導電膜３１は、ロール状に巻かれ、そのロールの巻
き始め付近と巻き終わり付近で、接続部１５を介して集積回路１２に電気的に接続される
。このような構成により導電膜３１がアンテナとして機能する。
【００５１】
図１０に示すように、本実施形態のＩＣチップ３７でも、樹脂膜１３、１４と共に導電膜
３１及び集積回路１２をロール状にし、しかる後スライスするという作製方法を採用する
ことで、導電膜３１及び集積回路１２共にその凹部が樹脂膜１３、１４で埋まっているた
め、ＩＣチップ３７の上面及び下面は平坦になっている。
【００５２】
さらに、ＩＣチップ３７の全表面は樹脂膜１３、１４で覆うことができるため、実施形態
１のＩＣチップ１７よりも機械的強度が高く、ハンドリングしやすいものとなっている。
必要であれば、ＩＣチップ３７も実施形態１と同様にフィルムで封止してもよい。この場
合もフィルムとして熱硬化性の樹脂を用いるのが好ましい。ＩＣチップ３７の表面を樹脂
膜１３、１４で覆うことができたのは、導電膜３１をＩＣチップ３７の厚さよりも狭い帯
状又は線状に予め成形したことによる。
【００５３】
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以上のように、本実施形態は、アンテナを形成すると同時に、アンテナと集積回路を電気
的に接続することができるため、プロセスが簡単化し、製造に必要な材料、製造装置を少
なくできる。
【００５４】
実施形態１及び２では、アンテナとなる導電膜を外側に集積回路を内側にしてロール状に
巻いているが、導電膜と集積回路の積層順序を逆にして、集積回路を外側にアンテナとな
る導電膜を内側にしてロール状に巻くこともできる。
【００５５】
実施形態１及び２において、アンテナとなる導電膜１１、３１及び樹脂膜１３、１４の厚
さは、積層体をロール状に巻くことができる厚さであれば良く、例えばそれぞれの厚さを
１～５００μｍとする。実施形態１及び２では導電膜１１、３１の厚さでアンテナの線幅
が決まる。よって、導電膜１１、３１の厚さを３０～１００μｍ、さらに１～３０μｍと
薄くすることで、従来の作製方法では困難であった線幅が細いアンテナを得ることができ
る。また、樹脂膜１３、１４の厚さによって、アンテナの配線間のピッチが変わる。樹脂
膜１３、１４の厚さは代表的には３０～５０μｍが選ばれるが、１～３０μｍとさらに薄
くすることで、アンテナの配線間のピッチが狭いＩＣチップを容易に作製することができ
る。
【００５６】
実施形態１及び実施形態２では、アンテナとなる導電膜、集積回路を１層ずつ積層したが
、それぞれ、２層以上積層してもよい。この場合、導電膜と集積回路の積層順序は任意で
ある。少なくとも、導電膜と導電膜、集積回路と集積回路又は導電膜と集積回路の間に樹
脂膜が挟まれ、またロール状にしたとき表面が樹脂膜になるよう積層されていればよい。
また、集積回路を２層以上用いた場合は、全ての層の集積回路がアンテナとなる導電膜と
なる接続部を有していなくともよい。また、全ての層の集積回路が帯状又は線状でなくと
もよい。
【００５７】
［実施形態３］　図１２～図１６を用いて、本実施形態では、アンテナの作製方法及びＩ
Ｃチップの作製方法を説明する。
【００５８】
シート状の導電膜４１、樹脂膜４２を用意し、図１２に示すように積層する。導電膜４１
はアンテナの配線を形成するための導電体である。導電膜４１として、実施形態１の導電
膜１１と同様、銅やアルミニウム等の金属箔、蒸着や接着等により銅、アルミニウムなど
の導電膜を表面に密着形成したプラスチックのような樹脂の可撓性基板を用いることがで
きる。
【００５９】
樹脂膜４２は、導電膜４１をロール状にするための接着剤として機能し、また、アンテナ
の基体として機能するものである。樹脂膜４２は熱や紫外線などのエネルギーを与えるこ
とで軟化し、再度硬化する性質の樹脂が用いられる。代表的には、実施形態１、２と同様
、熱可塑性樹脂膜、ホットメルトシートが用いられる。本実施形態では、樹脂膜４２に熱
可塑性樹脂膜を用いた例を説明する。
【００６０】
図１３のように、樹脂膜４２を外側にして、導電膜４１と樹脂膜４２の積層体をロール状
に巻く。本実施形態では、断面を矩形状としたが、円状、長円状、三角形状、多角形状な
ど任意の形状とすることができる。
ロール状に巻いたときに中心に空洞ができないようにすることが好ましい。そのため、導
電膜４１を一回乃至複数回巻いて芯を作ってからロールを巻き始めるとよい。
【００６１】
そして、所定の温度で加熱し、樹脂膜４２を軟化させ、しかる後樹脂膜４２を硬化させる
ことで導電膜４１と樹脂膜４２を重ねてロール状に固定する。
【００６２】
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図１３に示すように、横断面方向（断面にロール状の導電膜４１が現れる方向）にそって
、スライサーまたはワイヤーソーなどにより、ロール状の積層体をスライス（切断）し、
シート状もしくはチップ状のアンテナ４５を形成する。図１３の点線は切断箇所を示して
いる。
【００６３】
図１４はアンテナ４５の外観図である。硬化した樹脂膜４２により、導電膜４１がロール
状又はコイル状に成形されている。アンテナ４５の上面及び下面（切断面に相当する面）
は、導電膜４１の間が樹脂膜４２で埋め込まれて、平坦なものとなっている。そのため、
アンテナの配線間に異物が混入することが防止できると共に、ＩＣチップなどに実装する
ときの形状による制約を小さくすることができる。また、後述するように、ロールの巻き
始めがアンテナの接続部分になるため、導電膜４１を一回乃至複数回巻いて、芯を作って
おいたことで接続部分の面積を広くするという効果がある。巻き終わりも、後述するよう
に、アンテナの接続部分となるため、巻き終わり部分も巻き始めのように導電膜４１だけ
を芯のように巻いておくと、接続部分の面積を広くすることができる。
【００６４】
そして、図１５（Ａ）に示すように、集積回路４６をアンテナ４５に実装することで、無
線チップと機能するアンテナ付きＩＣチップ４７が形成される。アンテナ４５に実装する
ときは、アンテナ４５の導電膜４１の巻き始め付近、巻き終わり付近がアンテナ４５に電
気的に接続されるようにする。集積回路４６とアンテナ４５を電気的に接続する場合は、
導電性ペースト、導電性フィルムなど樹脂膜４２を変成させない材料を用いる。
【００６５】
本実施形態のアンテナ４５は、上面及び下面（表・裏）が同じ形態であるため、表・裏を
決めるアライメントが不要になり、実装工程が簡単になる。また、図１５（Ｂ）のように
アンテナ４５の両面に集積回路４６を実装することができる。両面に集積回路４６を実装
することで、冗長性が得られる。また、無線チップの専有面積を広げずに、扱える情報量
を増やすことができたり、また一方の集積回路４６で受信したり、検知した情報を他方の
集積回路４６に伝達する形態の無線チップとすることもできる。
【００６６】
図１６に示すように、得られたＩＣチップ４７を２枚のフィルム４８で封止する。アンテ
ナ４５の上面及び下面で導電膜４１が露出しているため、フィルム４８で封止することで
、ＩＣチップ４７がハンドリングしやすくなり、また劣化を防げるという効果がある。フ
ィルム４８としては、熱硬化性の樹脂でなるフィルムが用いられる。
【００６７】
［実施形態４］　図１７～図２１を用いて、本実施形態ではアンテナの作製方法を説明す
る。
【００６８】
図１７に示すように、所定の形状の導電膜５１を樹脂膜５２上に形成する。樹脂膜５２は
実施形態３の樹脂膜４２と同様のものを用いればよい。
【００６９】
導電膜５１はアンテナとなる導電体である。導電膜５１を所定の形状に形成するには、樹
脂膜５２表面に、銅やアルミニウムでなる金属箔を貼り付けたり、スパッタリング法や蒸
着法により、銅やアルミニウムなどの導電膜を成膜し、得られた導電膜をエッチングする
方法がある。また、樹脂膜５２表面に、スクリーン印刷法等の印刷法やインクジェット方
式の成膜方法などにより、導電性樹脂を印刷もしくは描画して、導電膜５１を形成する方
法がある。
【００７０】
図１８は導電膜５１の上面図である。導電膜５１は、アンテナの本体となる部分であって
、線状又は帯状の複数の導電膜５３と、各アンテナの接続部となる部分であって、帯状又
は線状の導電膜５４、５４’とが一体となったものである。すなわち、導電膜５１の形状
は一対の帯状又は線状のパターンの間に、帯状又は線状のパターンが複数平行に配置され
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たものが一体になったパターンとなっている。
【００７１】
以降、実施形態３と同様にアンテナを作製すればよい。図１９に示すように、樹脂膜５２
を外側にして、導電膜５１と樹脂膜５２の積層体をロール状に巻く。ロール状に巻いたと
きに中心に空洞ができないようすることが好ましい。そのため、導電膜５１のうちの導電
膜５４の部分を一回乃至複数回巻いて芯を作ってからロールを巻き始めるとよい。また、
本実施形態では、ロールの断面を矩形状したが、円状、長円状、三角形状、多角形状など
任意の形状とすることができる。
【００７２】
そして、積層体を所定の温度で加熱し樹脂膜５２を軟化させる。しかる後樹脂膜５２が硬
化し、図１９に示すように、ロール状に固定された積層体が得られる。
【００７３】
次に、横断面方向（断面にロール状の導電膜５１が現れる方向）にそって、スライサーま
たはワイヤーソーなどにより、ロール状の積層体をスライス（切断）し、シート状もしく
はチップ状のアンテナ５５を形成する。図１９の点線は切断箇所を示している。このとき
、導電膜５１の５３の部分を切断せず、樹脂膜５２及び導電膜５１の５４、５４’の部分
だけが切断される。
なお、導電膜５４はロールの巻き始めとなるので、アンテナの接続部分になる。そのため
、導電膜５４の部分を一回乃至複数回巻いて芯を作っておいたことで接続部分の面積を広
くするという効果がある。また、巻き終わりもアンテナの接続部分となる。そのため、巻
き終わり部分となる導電膜５４’も導電膜５４と同様に一回乃至複数回巻いて芯を作って
おくとよい。
【００７４】
図２０はアンテナ５５の外観図であり、図２１はアンテナ５５を横断面方向に切断した断
面図である。図２１に示すように、硬化した樹脂膜５２により導電膜５１の５３の部分が
ロール状又はコイル状に成形され、アンテナとして機能する。
【００７５】
図２０に示すように、アンテナ５５は上面及び下面（切断面に相当する面）では、ロール
の巻き始めと巻き終わりの２カ所だけで導電膜５１が露出し、他は樹脂膜５２で覆われて
いる。この露出した部分は導電膜５４、５４’の部分であり、アンテナの接続部として機
能する。このように、本実施形態のアンテナ５５は、接続部となる導電膜５４、５４’以
外は全て樹脂膜５２で封止されている。更に、導電膜５１の間に樹脂膜５２が埋め込まれ
て上面、下面とも平坦であるという長所がある。そのため、機械的強度が高く、ハンドリ
ングしやすいという利点がある。また、形状による実装の制約を小さくすることができる
。
【００７６】
これは、アンテナ本体となる導電膜５３をアンテナ５５の厚さよりも細く、線状又は帯状
に成形したこと、また、いずれの切断面でも導電膜５１が露出するように、導電膜５４、
５４’を成形しためである。
【００７７】
アンテナ５５は、上面及び下面（表・裏）が同じ形態である。そのため、ＩＣチップにア
ンテナ５５を実装するとき、表・裏のアライメント工程が不要であり、実装工程が簡単に
なる。またアンテナ５５の両面にＩＣを実装することができる。
【００７８】
本実施形態のアンテナ５５を用いて、無線チップとして機能するアンテナ付きＩＣチップ
を形成するには、実施形態３と同様に、アンテナ５５に片面又は両面にＩＣチップに実装
すればよい。得られたアンテナ付きのＩＣチップは必要に応じて、熱硬化性の樹脂でなる
フィルムにより封止する。
【００７９】
実施形態３及び４において、アンテナとなる導電膜４１、５１及び樹脂膜４２、５２の厚
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さは、積層体をロール状に巻くことができる厚さであれば良く、例えばそれぞれの厚さを
１～５００μｍとする。実施形態３及び４では導電４１、５１の厚さでアンテナの線幅が
決まる。よって、導電膜４１、５１の厚さを３０～１００μｍ、さらに１～３０μｍと薄
くすることで、従来の作製方法では困難であった線幅が細いアンテナを容易に作製するこ
とができる。また、樹脂膜４２、５２の厚さによって、アンテナの配線間のピッチが変わ
る。樹脂膜４２、５２の厚さは代表的には３０～５０μｍが選ばれるが、１～３０μｍと
より薄くすることで、配線間のピッチが狭いアンテナを容易に作製することができる。
【００８０】
［実施形態５］　図２２、図２３を用いて、本実施形態では、実施形態１、２の可撓性の
集積回路１２の作製方法の一例を説明する。もちろん、得られた集積回路は実施形態３、
４のアンテナが実装される集積回路として用いることもできる。
【００８１】
集積回路１００を作製するための基板１０１を用意する。基板１０１上に作製された薄膜
集積回路１０１は後に集積回路１００から分離するため、基板１０１は再利用することが
できる。基板１０１としては、石英基板が望ましい。基板１０１は、ガラス基板、石英基
板、金属基板やステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したもの、製造中の処理温度に耐え
うる耐熱性があるプラスチック基板等を用いる。
【００８２】
基板１０１の上面に剥離膜１０２となる薄膜を形成する。剥離膜１０２は、集積回路１０
０の作製中において、集積回路１００を基板１０１に密着させる機能を有し、集積回路１
００が完成した後は、集積回路１００に影響を与えずに除去されるものである。
【００８３】
図２２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、この剥離膜１０２となる薄膜をフォトリソグラフィ
法とエッチング法により、個々の集積回路１００が形成される領域に剥離膜１０２を形成
する。図２２（Ｂ）は基板１０１の上面図であり、図２２（Ａ）は図２２（Ｂ）の破線Ｂ
－Ｂ’の断面図に対応する。
【００８４】
図２２（Ｂ）の剥離膜１０２中の点線で示す矩形の領域が最終的に集積回路１００が形成
される箇所である。剥離膜１０２を予めエッチングして、不要な箇所を除去しておくこと
で、後に剥離膜１０２を除去しやすくなる利点がある。必要がなければ、剥離膜１０２を
エッチングせず、基板１０１の全面に設けたままでもよい。
【００８５】
剥離膜１０２となる薄膜は、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）
、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニ
ウム（Ｚｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、鉛（Ｐｂ）、オ
スミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）、珪素（Ｓｉ）から選択された元素または前記元
素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料からなる単層膜である。又はこれらの単層
膜から選ばれた積層膜である。珪素を含む層の結晶構造は、非晶質、微結晶、多結晶のい
ずれの場合でもよい。剥離膜１０２となる薄膜の成膜方法はスパッタリング法やプラズマ
ＣＶＤ法等公知の成膜手段を用いればよい。
【００８６】
代表的には、剥離膜１０２は、タングステン又はタングステン、モリブデン、又はタング
ステンとモリブデンの混合物、タングステン又はモリブデンの酸化物、タングステン又は
モリブデンの窒化物、タングステン又はモリブデンの酸化窒化物、タングステンとモリブ
デンの混合物の酸化物、窒化物又は酸化窒化物から選ばれた材料でなる単層膜が用いられ
る。またはこれらの単層膜から選択した多層膜が用いられる。タングステンとモリブデン
の混合物とは、例えば、タングステンとモリブデンの合金に相当する。タングステンの酸
化物は、酸化タングステンと表記することがある。
【００８７】
例えば、剥離膜１０２として、タングステン層上にタングステン酸化物層を積層した膜と
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する場合は、タングステン層の上面に酸化珪素膜を形成することで、酸化珪素とタングス
テン層の界面に形成されるタングステンの酸化物を含む層が形成されることを利用しても
よい。また、２層目にタングステンの窒化物を形成する場合は、窒化珪素膜を形成し、酸
化窒化物を形成する場合は、酸化窒化珪素膜を形成すればよい。この場合、酸化珪素膜、
窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜は後述の絶縁膜１０３として用いることができる。
【００８８】
次に、図２２（Ｃ）に示すように剥離膜１０２を介して基板１０１の上面を覆う絶縁膜１
０３を形成する。絶縁膜１０３は下地膜として機能し、また不純物の侵入を防止するブロ
ッキング膜として機能する。例えば、絶縁膜１０３として、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸
化窒化珪素膜の単層膜又は多層膜を形成する。
【００８９】
絶縁膜１０３を多層膜とする場合の例を示す。窒素、珪素、酸素の組成比が異なる２層の
酸化窒化珪素膜を設ける。下層の酸化窒化珪素膜の方が窒素の含有量が上層よりも大きく
なるようにする。また、３層構造の場合、上から１層目は酸化珪素膜を、上から２、３層
目は組成比の異なる酸化窒化珪素膜とし、基板側の方が窒素の含有量が高い膜とする。
【００９０】
図２２（Ｄ）に示すように、絶縁膜１０３上にトランジスタ、コンデンサー、抵抗などを
形成し、所望の機能を有する集積回路を形成する。図２２（Ｄ）では、体表的にＮチャネ
ル型の薄膜トランジスタ１０５とＰチャネル型の薄膜トランジスタ１０６でなるインバー
ターを示した。
【００９１】
図２２（Ｅ）に示すように、Ｎチャネル型の薄膜トランジスタ１０５、Ｐチャネル型の薄
膜トランジスタ１０６などでなる集積回路を覆って、絶縁膜１０７を形成する。絶縁膜１
０７は無機材料の絶縁膜、有機材料でなる絶縁膜の単層又は積層で形成する。また、薄膜
トランジスタなどによる集積回路の凸凹を平坦化することができるように、絶縁膜１０７
を形成するのが好ましい。そのため、少なくとも絶縁膜１０７の１層はアクリル、ポリイ
ミド、ポリイミドアミドなどの有機樹脂膜や、ＳＯＧ膜のような溶液を塗布して形成する
無機材料でなる絶縁膜を形成するとよい。
【００９２】
次に、図２３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、剥離膜１０２が露出するように、絶縁膜１
０３を含め、剥離膜１０２上に形成されている積層物をエッチングして、集積回路１００
ごとに分離する。図２３（Ｂ）は基板１０１の上面図であり、図２３（Ａ）は図２３（Ｂ
）の破線Ｂ－Ｂ’の断面図に対応する。
【００９３】
次に、剥離膜１０２を除去する。本実施形態では剥離膜１０２をエッチングで除去する。
上記の材料でなる剥離膜１０２を形成した場合は、フッ化ハロゲン又はハロゲン間化合物
を含む気体又は液体をエッチング剤に用いることができる。例えば、三フッ化塩素（Ｃｌ
Ｆ３）ガスが使用できる。図２３（Ｃ）に示すように、剥離膜１０２がエッチングされる
ことにより、集積回路１００が基板１０１から分離し、剥離される。その結果、集積回路
１００自体は可撓性を有することとなる。
【００９４】
図２３（Ｄ）に示すように、基板１０１から分離された集積回路１００の一方の面に基板
１１０を固定する。基板１１０は可撓性の基板であり、実施形態１、２の樹脂膜１４に相
当する（図２など参照のこと。）。本実施形態では、基板１１０を絶縁膜１０３側に固定
したが、もちろん絶縁膜１０７側に固定してもよい。図２のように、帯状又は線状の集積
回路１００は基板１１０上に平行に複数配置される。
【００９５】
実施形態１、２に説明した工程に従い、基板１１０上の可撓性の集積回路１００を用いる
ことで、アンテナ付きのＩＣチップを作製することができる。集積回路１００のアンテナ
との接続部は、基板１０１を剥離する前に、通常の薄膜トランジスタの製造過程の中で形
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成するか、集積回路１００を基板１１０に移し替えた後に形成する。
【００９６】
基板１１０は、ＩＣチップを作製するための樹脂膜１４とは、別の可撓性の基板とするこ
ともできる。例えば、紙のような繊維質の材料からなるフィルム、基材フィルム（ポリエ
ステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、紙類等）と接着性合成樹脂フィルム（アクリル
系合成樹脂、エポキシ系合成樹脂等）との積層フィルムを用いることができる。
【００９７】
［実施形態６］　実施形態５では、基板１０１から集積回路１００を剥離するために、剥
離膜１０２をエッチング剤により完全に除去している（図２３（Ｃ）を参照のこと。）。
本実施形態では、剥離膜１０２を全て除去するのではなく、剥離膜１０２が部分的に残っ
た状態でエッチングを停止する例について説明する。
【００９８】
図２３（Ａ）の工程の後、図２４（Ａ）に示すように剥離膜１０２が部分的に残った状態
でエッチングを停止する。
【００９９】
次に、図２４（Ｂ）に示すように、絶縁膜１０７側に基板１２１を固定する。そして、ノ
ズルなどから吹き付けられるガスの風圧、超音波等の外部から力学的な力を与えるにより
、基板１０１から集積回路１００を剥離、分離する。図２４（Ｂ）では、剥離膜１０２が
全て集積回路１００から除去されるように図示したが、集積回路１００側に残っていても
構わない。
【０１００】
基板１０１から分離、剥離された集積回路１００の絶縁膜１０３側又は絶縁膜１０７側に
基板１２１固定する。図２４（Ｃ）では絶縁膜１０３側に固定した例を示す。基板１２１
は実施形態１及び２の樹脂膜１４に相当する。もちろん樹脂膜１４とは別の可撓性基板と
してもよい。
【０１０１】
実施形態５、６では、エッチングにより剥離膜を除去することで基板を集積回路から分離
する方法について示したが、分離する方法はこの方法に限定されない。剥離層をエッチン
グせずに、基板に力学的な力を加えることにより集積回路を分離することも可能である。
例えば、上述したように、剥離膜１０２としてタングステンやモリブデン膜を形成し、絶
縁膜１０３として、少なくともタングステンまたはタングステンと接する層として酸化珪
素や酸化窒化珪素のような珪素の酸化物を含む層を形成する。この結果、剥離膜１０２を
構成するタングステンまたはと絶縁膜１０３との間に、タングステンまたはモリブデンの
酸化物を含む層が形成される。このように形成されたタングステンやモリブデンの酸化物
は脆弱な膜であるため、先に示したような力学的な力を基板に加えることにより、タング
ステン酸化物が形成された部分で基板と集積回路を分離することが可能であることがわか
っている。
【０１０２】
［実施形態７］　図２５～図２７を用いて、本実施形態では、アンテナ付きのＩＣチップ
（無線チップ）を用いた製品、用途について説明する。
【０１０３】
例えば、紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、運転免許証や住民票等のような証書類
等（（図２５（Ａ）参照）に貼り付けて使用することができる。また、包装紙やボトル等
の包装用容器類（図２５（Ｂ）参照）、ＤＶＤソフトやビデオテープ等の記録媒体（図２
５（Ｃ）参照）、自転車等の乗物類（図２５（Ｄ）参照）、鞄や眼鏡等の装身具（図２５
（Ｅ）参照）に取り付けて使用することができる。さらに食品類、衣類、生活用品類、電
子機器等の様々な物品に貼り付けて使用することができる。電子機器とは、液晶表示装置
、ＥＬ表示装置、テレビジョン装置（テレビ、テレビ受像機、テレビジョン受像機とも呼
ぶ）、携帯電話等を指す。図２５の２００が無線チップを示す。
【０１０４】
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無線チップは、物品の表面に貼ったり、物品に埋め込んだりして、物品に固定される。例
えば、本なら表紙の厚紙に埋め込んだり、有機樹脂からなるパッケージなら当該有機樹脂
に埋め込んだりする。また、紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、証書類等なら、表
面に貼り付けたり、埋め込んだりする。本実施形態１及び２の無線チップは両面が平坦で
あるため、物品の形態や外観を損なわずに取り付けることができる。
【０１０５】
そして、包装用容器類、記録媒体、身の回り品、食品類、衣類、生活用品類、電子機器等
に無線チップを設けることにより、検品システムやレンタル店のシステムなどの効率化を
図ることができる。
【０１０６】
図２６、図２７に、このような無線チップを用いて、物品の検査や流通を管理するシステ
ムの例を示す。図２６に示すように、携帯電話のような表示部を備えた携帯端末２１０の
側面に、リーダライタ２１１を設ける。他方、物品２１５に無線チップ２１６を取り付け
ておく。リーダライタ２１１に無線チップ２１６をかざすと、携帯端末２１０の表示部に
物品２１５の原材料や原産地、流通過程の履歴等の情報が表示されるシステムを構築する
ことができる。
【０１０７】
また、図２７に示すように、検査したい物品２２０に無線チップ２２１を予め取り付けて
おく。ベルトコンベア２２２の脇にリーダライタ２２３を設けることで、リーダライタ２
２３により物品２２０の検査を簡単に行うことができる。また検査結果を、リーダライタ
２２３を介して、無線チップ２２１に書き込むこともできる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態１）。
【図２】集積回路の上面図、断面図である（実施形態１）。
【図３】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態１）。
【図４】アンテナ付きのＩＣチップの外観を示す斜視図である（実施形態１）。
【図５】アンテナ付きのＩＣチップの横断面を示す図である（実施形態１）。
【図６】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態１）。
【図７】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態２）。
【図８】導電膜の上面図である（実施形態２）。
【図９】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態２）。
【図１０】アンテナ付きのＩＣチップの外観を示す斜視図である（実施形態２）。
【図１１】アンテナ付きのＩＣチップの横断面を示す図である（実施形態２）。
【図１２】アンテナの作製方法を説明する図である（実施形態３）。
【図１３】アンテナの作製方法を説明する図である（実施形態３）。
【図１４】アンテナの外観を示す斜視図である（実施形態３）。
【図１５】アンテナ付きのＩＣチップの作製方法を説明する図である（実施形態３）。
【図１６】アンテナ付きのＩＣチップの外観を示す斜視図である（実施形態３）。
【図１７】アンテナの作製方法を説明する図である（実施形態４）。
【図１８】導電膜の上面図である（実施形態４）。
【図１９】アンテナの作製方法を説明する図である（実施形態４）。
【図２０】アンテナの外観を示す斜視図である（実施形態４）。
【図２１】アンテナの横断面を示す斜視図である（実施形態４）。
【図２２】可撓性の集積回路の作製方法を説明する図である（実施形態５）。
【図２３】可撓性の集積回路の作製方法を説明する図である（実施形態５）。
【図２４】可撓性の集積回路の作製方法を説明する図である（実施形態６）。
【図２５】無線チップを使った製品を説明する図である（実施形態７）。
【図２６】無線チップを使ったシステムを説明する図である（実施形態７）。
【図２７】無線チップを使ったシステムを説明する図である（実施形態７）。
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【符号の説明】
【０１０９】
１１　　導電膜
１２　　集積回路
１３　　樹脂膜
１４　　樹脂膜
１５　　接続部
１７　　ＩＣチップ
１８　　フィルム
３１　　導電膜
３７　　ＩＣチップ
４１　　導電膜
４２　　樹脂膜
４５　　アンテナ
４６　　集積回路
４７　　ＩＣチップ
４８　　フィルム
５１　　導電膜
５２　　樹脂膜
５３　　導電膜（第２のパターン）
５４　　導電膜（第１のパターン
５４’　導電膜（第１のパターン）
５５　　アンテナ
１００　集積回路
１０１　基板
１０２　剥離膜
１０３　絶縁膜
１０７　絶縁膜
１１０　基板
１２１　基板
２００　無線チップ
２１０　携帯端末
２１１　リーダライタ
２１５　物品
２１６　無線チップ
２２０　物品
２２１　無線チップ
２２２　ベルトコンベア
２２３　リーダライタ
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