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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＨＦ周波数帯以上の高周波信号を利用した無線ＩＣデバイスであって、
　無線ＩＣチップと、
　フレキシブルな基板にて構成され、前記無線ＩＣチップが搭載されており、かつ、前記
無線ＩＣチップに接続された給電回路を有する給電回路基板と、
　前記給電回路基板に直接配置され又は近接配置されており、前記給電回路と電磁界結合
された放射板と、を備え、
　前記放射板から放射される信号の共振周波数は、前記給電回路の自己共振周波数に実質
的に相当し、
　前記信号の最大利得は、前記給電回路のサイズ、形状、前記給電回路と前記放射板との
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こと、
　を特徴とする無線ＩＣデバイス。
【請求項２】
　前記フレキシブルな基板は有機材料からなることを特徴とする請求項１に記載の無線Ｉ
Ｃデバイス。
【請求項３】
　前記放射板はフレキシブルな金属膜によって形成されていることを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項４】
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　ＵＨＦ周波数帯以上の高周波信号を利用した無線ＩＣデバイスであって、
　フレキシブルな半導体で構成された無線ＩＣチップと、
　前記無線ＩＣチップが搭載されており、かつ、前記無線ＩＣチップに接続された給電回
路を有する給電回路基板と、
　前記給電回路基板に直接配置され又は近接配置されており、前記給電回路と電磁界結合
された放射板と、を備え、
　前記放射板から放射される信号の共振周波数は、前記給電回路の自己共振周波数に実質
的に相当し、
　前記信号の最大利得は、前記給電回路のサイズ、形状、前記給電回路と前記放射板との
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こと、
　を特徴とする無線ＩＣデバイス。
【請求項５】
　前記給電回路基板は有機材料からなるフレキシブルな基板にて構成されていることを特
徴とする請求項４に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項６】
　前記放射板はフレキシブルな金属膜によって形成されていることを特徴とする請求項４
又は請求項５に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項７】
　前記放射板の電気長は前記共振周波数における半波長の整数倍であることを特徴とする
請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項８】
　前記フレキシブルな金属膜はフレキシブルなフィルムに保持されていることを特徴とす
る請求項３又は請求項６に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項９】
　前記給電回路基板は複数の誘電体層又は磁性体層を積層してなる多層基板であり、前記
給電回路は前記多層基板に内蔵されていることを特徴とする請求項１ないし請求項８のい
ずれかに記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１０】
　前記給電回路は、前記多層基板に内蔵されたインダクタンス素子及びキャパシタンス素
子からなるＬＣ共振回路によって構成されていることを特徴とする請求項９に記載の無線
ＩＣデバイス。
【請求項１１】
　前記インダクタンス素子は導電体からなるコイル状電極パターンにて形成されているこ
とを特徴とする請求項１０に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１２】
　前記コイル状電極パターンは、その巻回軸が前記放射板とほぼ平行に形成されているこ
とを特徴とする請求項１１に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１３】
　前記コイル状電極パターンは、その巻回軸が前記放射板とほぼ垂直に形成されているこ
とを特徴とする請求項１１に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１４】
　前記コイル状電極パターンは、その巻回幅が前記放射板に向かって徐々に大きく形成さ
れていることを特徴とする請求項１３に記載の無線ＩＣデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＩＣデバイス、特に、ＲＦＩＤ(Radio Frequency Identification)シス
テムに用いられる無線ＩＣデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、物品の管理システムとして、誘導電磁界を発生するリーダライタと物品に付され
た所定の情報を記憶したＩＣタグ（以下、無線ＩＣデバイスと称する）とを非接触方式で
通信し、情報を伝達するＲＦＩＤシステムが開発されている。ＲＦＩＤシステムに使用さ
れる無線ＩＣデバイスとしては、例えば、特許文献１，２に記載のものが知られている。
【０００３】
　即ち、図１９に示すように、プラスチックフィルム１００上にアンテナパターン１０１
を設け、該アンテナパターン１０１の一端に無線ＩＣチップ１１０を取り付けたもの、図
２０に示すように、プラスチックフィルム１２０上にアンテナパターン１２１と放射用電
極１２２とを設け、アンテナパターン１２１の所定箇所に無線ＩＣチップ１１０を取り付
けたものが提供されている。
【０００４】
　しかしながら、従来の無線ＩＣデバイスにおいては、無線ＩＣチップ１１０をアンテナ
パターン１０１，１２１にＡｕバンプを用いてＤＣ的に接続、搭載するため、大面積のフ
ィルム１００，１２０に微小な無線ＩＣチップ１１０を位置決めする必要がある。しかし
、大面積のフィルム１００，１２０に微小な無線ＩＣチップ１１０を実装することは極め
て困難で、実装時に位置ずれを生じるとアンテナにおける共振周波数特性が変化するとい
う問題点を有している。
【０００５】
　また、アンテナにおける共振周波数特性は、アンテナパターン１０１，１２１が丸めら
れたり、誘電体に挟まれたりする（例えば、書籍のなかに挟み込まれる）ことでも変化す
る。
【特許文献１】特開２００５－１３６５２８号公報
【特許文献２】特開２００５－２４４７７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、無線ＩＣチップを容易かつ精度よく搭載することができ、し
かも、共振周波数特性が変化することのない無線ＩＣデバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、第１の発明に係る無線ＩＣデバイスは、ＵＨＦ周波数帯以上
の高周波信号を利用した無線ＩＣデバイスであって、無線ＩＣチップと、フレキシブルな
基板にて構成され、前記無線ＩＣチップが搭載されており、かつ、前記無線ＩＣチップに
接続された給電回路を有する給電回路基板と、前記給電回路基板に直接配置され又は近接
配置されており、前記給電回路と電磁界結合された放射板と、を備え、
　前記放射板から放射される信号の共振周波数は、前記給電回路の自己共振周波数に実質
的に相当し、
　前記信号の最大利得は、前記給電回路のサイズ、形状、前記給電回路と前記放射板との
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こと、
　を特徴とする。
　第１の発明に係る無線ＩＣデバイスにおいて、フレキシブル基板は有機材料からなって
いてもよい。また、放射板はフレキシブルな金属膜によって形成されてもよい。
【０００８】
　また、第２の発明に係る無線ＩＣデバイスは、ＵＨＦ周波数帯以上の高周波信号を利用
した無線ＩＣデバイスであって、フレキシブルな半導体で構成された無線ＩＣチップと、
前記無線ＩＣチップが搭載されており、かつ、前記無線ＩＣチップに接続された給電回路
を有する給電回路基板と、前記給電回路基板に直接配置され又は近接配置されており、前
記給電回路と電磁界結合された放射板と、を備え、
　前記放射板から放射される信号の共振周波数は、前記給電回路の自己共振周波数に実質
的に相当し、
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　前記信号の最大利得は、前記給電回路のサイズ、形状、前記給電回路と前記放射板との
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こと、
　を特徴とする。
　第２の発明に係る無線ＩＣデバイスにおいて、給電回路基板は有機材料からなるフレキ
シブルな基板にて構成されてもよい。また、放射板はフレキシブルな金属膜によって形成
されてもよい。
【０００９】
　第１及び第２の発明に係る無線ＩＣデバイスにおいて、給電回路は給電回路基板に設け
られており、放射板と電磁界結合により電磁気的に結合されている。無線ＩＣチップは給
電回路を設けた給電回路基板上に接続されており、給電回路基板はかなり小さい面積であ
るため、無線ＩＣチップを極めて精度よく搭載することが可能である。また、給電回路は
給電回路基板に設けられているため、無線ＩＣデバイスを丸めたり、誘電体で挟んだりし
ても共振周波数特性が変化することはない。
【００１０】
　第１及び第２の発明に係る無線ＩＣデバイスにおいては、放射板から放射される信号の
共振周波数は、給電回路の自己共振周波数に実質的に相当し、前記信号の最大利得は、給
電回路のサイズ、形状、前記給電回路と前記放射板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。そして、放射板の電気長は、共振周波数における半波長の
整数倍である方がよい。
【００１１】
　無線ＩＣチップや給電回路基板がフレキシブルであれば、割れや欠けが生じにくく、取
扱いが容易である。さらに、放射板はフレキシブルな金属膜によって形成されていてもよ
い。このフレキシブルな金属膜はフレキシブルなフィルムに保持される。
【００１２】
　給電回路基板としては複数の誘電体層又は磁性体層を積層してなる多層基板で構成する
ことができ、給電回路はこの多層基板に容易に内蔵することができる。この場合、給電回
路は、多層基板に内蔵されたインダクタンス素子及びキャパシタンス素子からなるＬＣ共
振回路によって構成すればよい。インダクタンス素子は導電体からなるコイル状電極パタ
ーンにて形成することができる。
【００１３】
　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、その巻回軸が放射板とほぼ平
行に形成されていてもよく、あるいは、ほぼ垂直に形成されていてもよい。後者の場合、
コイル状電極パターンの巻回幅が放射板に向かって徐々に大きく形成されていることが好
ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、無線ＩＣチップを給電回路基板上に極めて精度よく搭載することがで
きる。また、給電回路は給電回路基板に設けられているため、無線ＩＣデバイスを丸めた
り、誘電体で挟んだりしても共振周波数特性が変化することはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る無線ＩＣデバイスの実施例について添付図面を参照して説明する。
なお、以下に説明する各実施例において共通する部品、部分は同じ符号を付し、重複する
説明は省略する。
【００１６】
　（第１実施例、図１～図４参照）
　第１実施例である無線ＩＣデバイス１ａは、モノポールタイプであり、図１及び図２に
示すように、無線ＩＣチップ５と、上面に無線ＩＣチップ５を搭載した給電回路基板１０
と、該給電回路基板１０を貼着した放射板２０とで構成されている。無線ＩＣチップ５は
必要な情報がメモリされており、給電回路基板１０に内蔵された給電回路１６と直接的に
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接続されている。
【００１７】
　給電回路基板１０は、図２及び図３に示すように、インダクタンス素子Ｌ及びキャパシ
タンス素子ＣからなるＬＣ直列共振回路にて構成した給電回路１６が内蔵されている。詳
しくは、図４に示すように、給電回路基板１０はポリイミドや液晶ポリマーなどの誘電体
からなるフレキシブルなシート１１Ａ～１１Ｇを積層、接着したもので、接続用電極１２
とビアホール導体１３ａを形成したシート１１Ａ、キャパシタ電極１４ａを形成したシー
ト１１Ｂ、キャパシタ電極１４ｂとビアホール導体１３ｂを形成したシート１１Ｃ、ビア
ホール導体１３ｃを形成したシート１１Ｄ、導体パターン１５ａとビアホール導体１３ｄ
を形成したシート１１Ｅ、ビアホール導体１３ｅを形成したシート１１Ｆ（複数枚）、導
体パターン１５ｂを形成したシート１１Ｇからなる。なお、シート１１Ａ～１１Ｇは厚み
１０μｍ程度の誘電体又は磁性体のフレキシブルな材料からなり、導体パターンやビアホ
ール導体は厚膜形成工程により、各シート上に形成することができる。また、それらのシ
ートを積層し、熱圧着などにより接着することで給電回路基板１０を容易に得ることがで
きる。
【００１８】
　以上のシート１１Ａ～１１Ｇを積層することにより、巻回軸が放射板２０と平行なイン
ダクタンス素子Ｌと、該インダクタンス素子Ｌの両端にキャパシタ電極１４ｂが接続され
、かつ、キャパシタ電極１４ａがビアホール導体１３ａを介して接続用電極１２に接続さ
れたキャパシタンス素子Ｃが形成される。そして、接続用電極１２が半田バンプ６を介し
て無線ＩＣチップ５と接続される。
【００１９】
　即ち、給電回路１６を構成する素子のうち、コイル状電極パターンであるインダクタン
ス素子Ｌから、磁界を介して、放射板２０に送信信号を給電し、また、放射板２０からの
受信信号は、磁界を介して、インダクタンス素子Ｌに給電される。そのため、給電回路基
板１０において、共振回路を構成するインダクタンス素子、キャパシタンス素子のうち、
インダクタンス素子が放射板２０に近くなるようにレイアウトすることが好ましい。
【００２０】
　放射板２０はアルミ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、ＰＥＴなどの絶縁性のフレキシブルなフィルム２１上に形成されている。前記給電回
路基板１０はその下面が接着剤１７を介して放射板２０上に貼着されている。
【００２１】
　サイズ的にその一例を示すと、無線ＩＣチップ５の厚さは５０～１００μｍ、半田バン
プ６の厚さは約２０μｍ、給電回路基板１０の厚さは２００～５００μｍ、接着剤１７の
厚さは０．１～１０μｍ、放射板２０の厚さは１～５０μｍ、フィルム２１の厚さは１０
～１００μｍである。また、無線ＩＣチップ５のサイズ（面積）は、０．４ｍｍ×０．４
ｍｍ、０．９ｍｍ×０．８ｍｍなど多様である。給電回路基板１０のサイズ（面積）は、
無線ＩＣチップ５と同じサイズから３ｍｍ×３ｍｍ程度のサイズで構成できる。
【００２２】
　図３に無線ＩＣデバイス１ａの等価回路を示す。この無線ＩＣデバイス１ａ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、ＵＨＦ周波数帯）を放射板２０で
受信し、放射板２０と主として磁気的に結合している給電回路１６を共振させ、所定の周
波数帯の受信信号のみを無線ＩＣチップ５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ＩＣチップ５にメモリされてい
る情報を、給電回路１６にて所定の周波数に整合させ、給電回路１６のインダクタンス素
子Ｌから、磁界結合を介して放射板２０に送信信号を伝え、放射板２０からリーダライタ
に転送する。
【００２３】
　なお、給電回路１６と放射板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（電磁界結合）。
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【００２４】
　第１実施例である無線ＩＣデバイス１ａにおいて、無線ＩＣチップ５は給電回路１６を
内蔵した給電回路基板１０上に直接的に接続されており、給電回路基板１０はかなり小さ
い面積であるため、従来の如く広い面積のフィルム上に搭載するよりも無線ＩＣチップ５
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。
【００２５】
　また、給電回路１６はインダクタンス素子Ｌとキャパシタンス素子Ｃにて共振周波数特
性が決定される。放射板２０から放射される信号の共振周波数は、給電回路１６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１６のサイズ、形状、給電回路
１６と放射板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、本第１実施例において、放射板２０の電気長は共振周波数に相当する波長λの
１／２とされている。但し、放射板２０の電気長はλ／２の整数倍でなくてもよい。即ち
、本発明において、放射板から放射される信号の周波数は、共振回路を構成している給電
回路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、放射板の電気長
に実質的に依存しない。放射板の電気長がλ／２の整数倍であると、利得が最大になるの
で好ましい。
【００２６】
　以上のごとく、給電回路１６の共振周波数特性は給電回路基板１０に内蔵されているイ
ンダクタンス素子Ｌとキャパシタンス素子Ｃにて決定されるため、無線ＩＣデバイス１ａ
を書籍の間に挟んだりしても共振周波数特性が変化することはない。また、無線ＩＣデバ
イス１ａを丸めたり、放射板２０のサイズを変化させても、共振周波数特性が変化するこ
とはない。また、インダクタンス素子Ｌを構成するコイル状電極パターンは、その巻回軸
が放射板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という利点を有して
いる。また、無線ＩＣチップ５の後段に、キャパシタンス素子Ｃが挿入されているため、
この素子Ｃで低周波サージをカットすることができ、無線ＩＣチップ５をサージから保護
できる。
【００２７】
　さらに、給電回路基板１０はフレキシブルな基板であり、放射板２０はフレキシブルな
フィルム２１に保持された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、
プラスチックフィルム製のやわらかい袋やペットボトルのような円柱状体に何ら支障なく
貼着することができる。
【００２８】
　さらに、給電回路基板１０を有機材料で作製することにより、焼成工程が必要なくなっ
て安価に作製でき、基板を全体的に薄くして無線ＩＣデバイス１ａの低背化を達成できる
。また、無線ＩＣチップ５をフレキシブルな半導体で作製することにより、さらに取扱い
が容易となり、無線ＩＣデバイス１ａの貼着対象を増やすことができる。
【００２９】
　（第２実施例、図５参照）
　第２実施例である無線ＩＣデバイス１ｂは、図５に示すように、広い面積の絶縁性を有
するフレキシブルなプラスチックフィルム２１上に広い面積の放射板２０をアルミ箔など
で形成したもので、該放射板２０の任意の位置に無線ＩＣチップ５を搭載した給電回路基
板１０が接着されている。
【００３０】
　なお、無線ＩＣデバイス１ｂの他の構成、即ち、給電回路基板１０の内部構成は前記第
１実施例と同様である。従って、本第２実施例の作用効果は基本的に第１実施例と同様で
ある。
【００３１】
　（第３実施例、図６参照）
　第３実施例である無線ＩＣデバイス１ｃは、図６に示すように、フィルム２１上の全面
に放射板２０を介して接着剤１７が塗布されている。この接着剤１７にて無線ＩＣデバイ
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ス１ｃを物品の任意の部分に貼着可能である。
【００３２】
　なお、無線ＩＣデバイス１ｃの他の構成、即ち、給電回路基板１０の内部構成は前記第
１実施例と同様である。従って、本第３実施例の作用効果は基本的に第１実施例と同様で
ある。
【００３３】
　（第４実施例、図７参照）
　第４実施例である無線ＩＣデバイス１ｄは、図７に等価回路として示すように、アンテ
ナ基板に給電回路１６としてコイル状電極パターンからなるインダクタンス素子Ｌを内蔵
したものである。ＬＣ共振回路を構成するキャパシタンス素子Ｃはインダクタンス素子Ｌ
の導体パターン間の浮遊容量（分布定数型の容量）として形成される。
【００３４】
　一つのコイル状電極パターンであっても自己共振を持っていれば、コイル状電極パター
ン自身のＬ成分と線間浮遊容量であるＣ成分とでＬＣ並列共振回路として作用し、給電回
路１６を構成することができる。
【００３５】
　（第５実施例、図８参照）
　第５実施例である無線ＩＣデバイス１ｅは、図８に等価回路として示すように、ダイポ
ールタイプの給電回路１６及び放射板２０を備えたデバイスであり、給電回路基板１０に
一対のＬＣ並列共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂを内蔵している。給電回路１６
ａは無線ＩＣチップ５のホット側に接続され、給電回路１６ｂは無線ＩＣチップ５のグラ
ンド側に接続され、それぞれ、放射板２０，２０と対向している。給電回路１６ａの端部
は開放端とされている。このようなＬＣ並列共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂの
作用は前記ＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６と同様であり、基本的に前記第１実施
例と同様の作用効果を奏する。
【００３６】
　（第６実施例、図９参照）
　第６実施例である無線ＩＣデバイス１ｆは、図９に等価回路として示すように、ダイポ
ールタイプの給電回路１６及び放射板２０を備えたデバイスであり、給電回路基板１０に
一対のＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂを内蔵している。各給電回路１
６ａ，１６ｂは、放射板２０，２０と対向し、キャパシタンス素子Ｃはグランドに接続さ
れる。このようなＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂの作用は前記ＬＣ直
列共振回路からなる給電回路１６と同様であり、基本的に前記第１実施例と同様の作用効
果を奏する。
【００３７】
　（第７実施例、図１０～図１２参照）
　第７実施例である無線ＩＣデバイス１ｇは、図１０に示すように、モノポールタイプで
あり、給電回路基板１０に内蔵したインダクタンス素子Ｌとキャパシタンス素子ＣとでＬ
Ｃ直列共振回路からなる給電回路１６を構成したものである。図１１に示すように、イン
ダクタンス素子Ｌを構成するコイル状電極パターンは、その巻回軸が放射板２０と垂直に
形成され、給電回路１６は放射板２０と主として磁気的に結合している。
【００３８】
　給電回路基板１０は、詳しくは、図１２に示すように、ポリイミドや液晶ポリマーなど
の誘電体からなるフレキシブルなシート３１Ａ～３１Ｆを積層、接着したもので、接続用
電極３２とビアホール導体３３ａを形成したシート３１Ａ、キャパシタ電極３４ａとビア
ホール導体３３ｂを形成したシート３１Ｂ、キャパシタ電極３４ｂとビアホール導体３３
ｃ，３３ｂを形成したシート３１Ｃ、導体パターン３５ａとビアホール導体３３ｄ，３３
ｂを形成したシート３１Ｄ（複数枚）、導体パターン３５ｂとビアホール導体３３ｅ，３
３ｂを形成したシート３１Ｅ（複数枚）、導体パターン３５ｃを形成したシート３１Ｆか
らなる。
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【００３９】
　以上のシート３１Ａ～３１Ｆを積層することにより、巻回軸が放射板２０と垂直なイン
ダクタンス素子Ｌと、該インダクタンス素子Ｌと直列にキャパシタンス素子Ｃが接続され
たＬＣ共振回路からなる給電回路１６が得られる。キャパシタ電極３４ａはビアホール導
体３３ａを介して接続用電極３２に接続され、さらに半田バンプ６を介して無線ＩＣチッ
プ５と接続され、インダクタンス素子Ｌの一端はビアホール導体３３ｂを介して接続用電
極３２に接続され、さらに半田バンプ６を介して無線ＩＣチップ５と接続される。
【００４０】
　このようなＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６の作用は前記ＬＣ直列共振回路から
なる給電回路１６と同様であり、基本的に前記第１実施例と同様の作用効果を奏する。特
に、本第７実施例において、コイル状電極パターンはその巻回軸が放射板２０と垂直に形
成されているため、放射板２０への磁束成分が増加して信号エネルギーの伝達効率が向上
し、利得が大きいという利点を有している。
【００４１】
　（第８実施例、図１３参照）
　第８実施例である無線ＩＣデバイス１ｈは、図１３に等価回路として示すように、前記
第７実施例で示したインダクタンス素子Ｌのコイル状電極パターンの巻回幅（コイル径）
を放射板２０に向かって徐々に大きく形成したものである。他の構成は前記第７実施例と
同様である。
【００４２】
　本第８実施例は前記第７実施例と同様の作用効果を奏し、加えて、インダクタンス素子
Ｌのコイル状電極パターンの巻回幅（コイル径）が放射板２０に向かって徐々に大きく形
成されているため、信号の伝達効率が向上する。
【００４３】
　（第９実施例、図１４及び図１５参照）
　第９実施例である無線ＩＣデバイス１ｉは、図１４に等価回路として示すように、ダイ
ポールタイプであり、給電回路基板１０に一対のＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６
ａ，１６ｂを内蔵したものである。
【００４４】
　給電回路基板１０は、詳しくは、図１５に示すように、ポリイミドや液晶ポリマーなど
の誘電体からなるフレキシブルなシート４１Ａ～４１Ｆを積層、接着したもので、接続用
電極４２とビアホール導体４３ａを形成したシート４１Ａ、キャパシタ電極４４ａを形成
したシート４１Ｂ、キャパシタ電極４４ｂとビアホール導体４３ｂを形成したシート４１
Ｃ、導体パターン４５ａとビアホール導体４３ｃを形成したシート４１Ｄ（複数枚）、導
体パターン４５ｂとビアホール導体４３ｄを形成したシート４１Ｅ（複数枚）、導体パタ
ーン４５ｃを形成したシート４１Ｆからなる。
【００４５】
　以上のシート４１Ａ～４１Ｆを積層することにより、巻回軸が放射板２０と垂直なイン
ダクタンス素子Ｌと、該インダクタンス素子Ｌと直列にキャパシタンス素子Ｃが接続され
たＬＣ共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂが得られる。キャパシタ電極４４ａはビ
アホール導体４３ａを介して接続用電極４２に接続され、さらに半田バンプを介して無線
ＩＣチップ５と接続される。
【００４６】
　このような一対のＬＣ直列共振回路からなる給電回路１６ａ，１６ｂの作用は前記ＬＣ
直列共振回路からなる給電回路１６と同様であり、基本的に前記第１及び第７実施例と同
様の作用効果を奏する。
【００４７】
　（第１０実施例、図１６参照）
　第１０実施例である無線ＩＣデバイス１ｊは、図１６に示すように、耐熱性樹脂などか
らなるフレキシブルな給電回路基板５０の表面にコイル状電極パターンからなる給電回路
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５６を設けたものである。給電回路５６の両端部は無線ＩＣチップ５と半田バンプを介し
て直接的に接続され、給電回路基板５０は放射板２０を保持するフィルム２１上に接着剤
にて貼着されている。また、給電回路５６を構成する互いに交差する導体パターン５６ａ
，５６ｂ，５６ｃは図示しない絶縁膜によって隔てられている。
【００４８】
　第１０実施例である無線ＩＣデバイス１ｊにおいては、給電回路５６は放射板２０と主
として磁気的に結合されている。従って、前記各実施例と同様に、リーダライタから放射
される高周波信号を放射板２０で受信し、給電回路５６を共振させ、所定の周波数帯の受
信信号のみを無線ＩＣチップ５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ＩＣチップ５にメモリされている情報を、
給電回路５６にて所定の周波数に整合し、給電回路５６のインダクタンス素子から、磁界
結合を介して放射板２０に送信信号を伝え、放射板２０からリーダライタに転送する。
【００４９】
　そして、給電回路５６は小さな面積の給電回路基板５０上に設けられている点で前記第
１実施例と同様に、位置決め精度が良好であり、無線ＩＣチップ５と半田バンプによって
接続することが可能である。
【００５０】
　（第１１実施例、図１７及び図１８参照）
　第１１実施例である無線ＩＣデバイス１ｋは、図１７に示すように、給電回路５６のコ
イル状電極パターンを給電回路基板５０に内蔵したものである。給電回路基板５０は、図
１８に示すように、ポリイミドや液晶ポリマーなどの誘電体からなるフレキシブルなシー
ト５１Ａ～５１Ｄを積層、接着したもので、接続用電極５２とビアホール導体５３ａを形
成したシート５１Ａ、導体パターン５４ａとビアホール導体５３ｂ，５３ｃを形成したシ
ート５１Ｂ、導体パターン５４ｂを形成したシート５１Ｃ、無地のシート５１Ｄ（複数枚
）からなる。
【００５１】
　以上のシート５１Ａ～５１Ｄを積層することによりコイル状の給電回路５６を内蔵した
給電回路基板５０が得られ、給電回路５６の両端に位置する接続用電極５２が半田バンプ
６を介して無線ＩＣチップ５に接続される。そして、本第１１実施例の作用効果は前記第
１０実施例と同様である。
【００５２】
　（他の実施例）
　なお、本発明に係る無線ＩＣデバイス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。
【００５３】
　例えば、給電回路基板の内部構成の細部、放射板や樹脂フィルムの細部形状は任意であ
る。また、無線ＩＣチップを給電回路基板上に接続するのに、半田バンプ以外の処理を用
いてもよい。
【００５４】
　また、前記各実施例では、給電回路基板は放射板に直接的に貼着した例を示したが、給
電回路基板は放射板に対して近接した位置に配置されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　以上のように、本発明は、ＲＦＩＤシステムに用いられる無線ＩＣデバイスに有用であ
り、特に、無線ＩＣチップを容易かつ精度よく搭載でき、共振周波数特性が変化すること
がない点で優れている。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第１実施例を示す斜視図である。
【図２】前記第１実施例の断面図である。
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【図３】前記第１実施例の等価回路図である。
【図４】前記第１実施例の給電回路基板を示す分解斜視図である。
【図５】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第２実施例を示す斜視図である。
【図６】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第３実施例を示す断面図である。
【図７】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第４実施例を示す等価回路図である。
【図８】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第５実施例を示す等価回路図である。
【図９】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第６実施例を示す等価回路図である。
【図１０】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第７実施例を示す断面図である。
【図１１】前記第７実施例の等価回路図である。
【図１２】前記第７実施例の給電回路基板を示す分解斜視図である。
【図１３】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第８実施例を示す等価回路図である。
【図１４】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第９実施例を示す等価回路図である。
【図１５】前記第９実施例の給電回路基板を示す分解斜視図である。
【図１６】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第１０実施例を示す斜視図である。
【図１７】本発明に係る無線ＩＣデバイスの第１１実施例を示す断面図である。
【図１８】前記第１１実施例の給電回路基板を示す分解斜視図である。
【図１９】従来の無線ＩＣデバイスの第１例を示す平面図である。
【図２０】従来の無線ＩＣデバイスの第２例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１ａ～１ｋ…無線ＩＣデバイス
　５…無線ＩＣチップ
　６…半田バンプ
　１０，５０…給電回路基板
　１６，１６ａ，１６ｂ，５６…給電回路
　２０…放射板
　２１…樹脂フィルム
　Ｌ…インダクタンス素子
　Ｃ…キャパシタンス素子
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