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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質問機から送られてくる信号を受信して前記信号に対する応答信号を送信する応答回路
を含むＩＣチップと、
　前記ICチップに接続される靭性の低い素材の矩形の第１のアンテナ部材と、靭性の高い
素材の矩形の第２のアンテナ部材とを重ね合わせた構造を備えるアンテナと、
　前記ＩＣチップを覆う硬質の第１の保護材と、
　前記アンテナの少なくとも一部を覆う、前記第１の保護材よりも軟質の第２の保護材と
、
を備え、
　前記第１のアンテナ部材には前記アンテナと前記応答回路との間のインピーダンス整合
をとるためのマッチング回路を構成する切り込み部が形成され、
　前記第１のアンテナ部材が、前記切り込み部が前記第２のアンテナ部材に重ならないよ
うに前記第２の部材に重ね合わされてなること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２の保護材は、前記アンテナの長手方向に沿って前記第１の保護材よりも長く外
側に延出していること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
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【請求項３】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２の保護材が、前記第１の保護材の外周側に設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項４】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１の保護材が、前記第２の保護材の外周側に設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項５】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２の保護材が前記アンテナの全体を覆うように設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項６】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２の保護材が前記アンテナの一部のみを覆うように設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項７】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１の保護材は、前記アンテナの表面側に設けられる平面状の第１の部材と、前記
アンテナの裏面側に設けられる平面状の第２の部材とを含み、
　前記第１の部材と前記第２の部材の、前記アンテナの長手方向外側に延出する長さが異
なること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項８】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記ＩＣチップは、前記第１のアンテナ部材の長手方向中央部に設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項９】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記ＩＣチップは、前記第１のアンテナ部材の長手方向端部に設けられていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１０】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１の保護材の素材が、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、非結晶性ポ
リエステル、ナイロン６、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、ナイロン６，６、ポ
リテトラフルオロエチレン、又はエポキシレジンのうちの少なくともいずれかであること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２の保護材の素材が、ウレタン系エラストマ又はシリコンゴムのうちの少なくと
もいずれかであること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１２】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２のアンテナ部材は、導体層と樹脂層とを積層した積層フィルム構造を有するこ
と
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記導体層は、導体箔又は導体蒸着膜の少なくともいずれかからなること
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　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記導体層は、アルミニウム、銅、又は銀のうちの少なくともいずれかからなる層であ
ること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記樹脂層は、無延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、又は高密度ポリ
エチレンのうちの少なくともいずれかからなる層であること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記積層フィルム構造は、ＣＰＰ、導体、及びＰＥＴをこの順に積層した構造、ＨＤＰ
Ｅ、導体、及びＰＥＴをこの順に積層した構造、ＣＰＰ、導体、及びＣＰＰをこの順に積
層した構造、ＣＰＰ、導体、及びＨＤＰＥをこの順に積層した構造、のうちの少なくとも
いずれかの構造であること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１７】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第２のアンテナ部材の中央に切り欠きが設けられ、
　前記第１のアンテナ部材が、前記切り込み部が前記切り欠きに重ならないように前記第
２の部材に重ね合わされていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１８】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１のアンテナ部材は、前記第２のアンテナ部材の長手方向端部に重ね合わされる
こと
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項１９】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１のアンテナ部材に複数の前記第２のアンテナ部材が重ね合わされた構造を有す
ること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項２０】
　請求項１に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記第１の保護材又は前記第２の保護材は、シート状の素材をヒートシール法により接
合した構造からなること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【請求項２１】
　請求項５に記載の無線ＩＣタグであって、
　前記アンテナに所定間隔おきに複数の貫通孔が設けられ、
　前記第２の保護材のうち前記アンテナの表面側を覆う部分と前記第２の保護材のうち前
記アンテナの裏面側を覆う部分とが前記貫通孔に充填される前記第２の保護材によって連
結されていること
　を特徴とする無線ＩＣタグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、過酷な使用環境においても充分な耐性を有する無線ＩＣタグ及びこの無線ＩＣ
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タグに用いるアンテナの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　質問機から送信されてくる質問信号を受信したのに応じて記憶している識別番号等の情
報を載せた応答信号に載せて返信するＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）方式
の無線ＩＣタグが知られている。またそのような無線ＩＣタグの一つとして衣類に取り付
けることを目的とするリネンタグと呼ばれる無線ＩＣタグが知られている。ここでリネン
タグには、例えば特許文献１に記載されているような、ＩＣチップやループアンテナを搭
載したフィルム状回路部の両面にウレタン樹脂を貼り合わせ、その表面全体をシリコン膜
でコーティングした構造からなる短冊形のものがある。また特許文献２には、ハウジング
をボタン状に形成し、ハウジングの一部に糸状部材を掛け止めて固定するための掛け止め
部を設けたボタン形のものが開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－６１５２０号公報
【特許文献２】特開２００５－５６３６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　リネンタグは、例えば洗濯時やクリーニング時等において、高温・高圧の環境に晒され
る。従って、リネンタグにはこのような環境にも耐え得る構造であることが求められる。
ここで上記短冊形のリネンタグは、例えば高圧脱水機（最近では４．４ＭＰａの高圧で脱
水するものも存在する）にかけられると金属疲労によってアンテナ部分が破断してしまう
おそれがある。一方、ボタン形のリネンタグについてはその構造上アンテナの破断は生じ
にくいが、ボタン形のリネンタグは遠心脱水により脱落しやすいという問題があり、また
その形状から適用範囲が特定の衣類に限定されてしまう。
【０００５】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたもので、過酷な使用環境においても充分な耐
性を有する無線ＩＣタグ及びアンテナの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明のうちの主たる発明は、無線ＩＣタグであって、質問
機から送られてくる信号を受信して前記信号に対する応答信号を送信する応答回路を含む
ＩＣチップと、前記応答回路に接続される矩形状のアンテナと、前記ＩＣチップを覆う硬
質の第１の保護材と、前記アンテナの少なくとも一部を覆う、前記第１の保護材よりも軟
質の第２の保護材と、を有することとする。
【０００７】
　本発明の無線ＩＣタグにあっては、ＩＣチップについては硬質の第１の保護材によって
外力等から確実に保護し、外力による折り曲げにより破断を生じやすいアンテナ部分につ
いては折り目を生じさせにくい軟質の第２の保護材で保護するようにしている。このため
、過酷な使用環境においても充分な耐性を有する無線ＩＣタグを提供することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、過酷な使用環境においても充分な耐性を有する無線ＩＣタグを実現す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態につき詳細に説明する。図１は本発明の一実施形態として説明
する無線ＩＣタグ１の斜視図である。また図２は図１の無線ＩＣタグ１のＡ－Ａ’線断面
図である。無線ＩＣタグ１は、ＲＦＩＤの応答回路等が集積化されたＩＣチップ１１、ア
ンテナ９１を構成している第１のアンテナ部材１２及び第２のアンテナ部材１３、ＩＣチ
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ップ１１やアンテナ９１を保護する第１の保護材１４及び第２の保護材１５を有して構成
されている。
【００１０】
　図３に第１のアンテナ部材１２の平面図を示している。第１のアンテナ部材１２は、そ
の大きさが例えば縦２ｍｍ、幅２０ｍｍ、厚さ０．２ｍｍ程度の平面矩形状を呈し、アル
ミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）等の金属の導体箔といった硬質で靭性が低く金属疲労に弱
い素材からなる。第１のアンテナ部材１２の一方の面のほぼ中央には、例えば異方導電性
フィルムや導電ペーストなどの接着剤によってＩＣチップ１１が固定されている。ＩＣチ
ップ１１は、超音波による擦り合わせによってその電極部分を第１のアンテナ部材１２に
固定することもできる。この場合において、金（Ａｕ）バンプからなるＩＣチップ１１の
電極を第１のアンテナ部材１２により強固に接合するには第１のアンテナ部材１２の素材
は硬質であることが好ましく、例えば第１のアンテナ部材１２の素材としてアルミニウム
を用いる場合には軟質アルミニウム（Ａｌ）よりも硬質アルミニウム（Ａｌ）の方が物理
的に強固な接合が得られる。なお、以下の説明において無線ＩＣタグ１の第１のアンテナ
部材１２のＩＣチップ１１が取り付けられている側の面を表面と、また表面に対向するも
う一方の面を裏面と称することとする。
【００１１】
　第１のアンテナ部材１２のほぼ中央には、第１のアンテナ部材１２の表面から裏面に貫
通させて、ＩＣチップ１１から第１のアンテナ部材１２の長手方向に延びる切り込みとＩ
Ｃ１１チップから第１のアンテナ部材１２の長手垂直方向に延びて端面に達する切り込み
とからなる全体がＬ字状の切り込み部１２１が設けられている。この切り込み部１２１は
、ＩＣチップ１１の内部に形成されている容量素子と結合してＩＣチップ１１とアンテナ
９１との間のインピーダンスを整合させるマッチング回路を構成するインダクタとして機
能する。
【００１２】
　図４は第２のアンテナ部材１３の平面図である。第２のアンテナ部材１３は、その大き
さが例えば縦３ｍｍ、幅５０ｍｍ、厚さ８９μｍ程度の平面矩形状を呈する。なお、第２
のアンテナ部材１３の幅は、通常は無線ＩＣタグ１の使用波長λの１／２の長さに設定さ
れる。第２のアンテナ部材１３の長手方向ほぼ中央には、第１のアンテナ部材１２よりも
やや小さな外形を有し、第１のアンテナ部材１２の長手方向に平行な長辺を有する矩形の
切り欠き１３１が形成されている。
【００１３】
　以上に説明した形状からなる第１のアンテナ部材１２と第２のアンテナ部材１３とを重
ね合わせることによって無線ＩＣタグ１のアンテナ９１が構成される。図５にこのように
して構成される無線ＩＣタグ１のアンテナ９１（以下、対称形アンテナと称する）の平面
図を示す。なお、第１のアンテナ部材１２を第２のアンテナ部材１３に重ね合わせる場合
には、第１のアンテナ部材１２の切り込み部１２１の部分が第２のアンテナ部材１３に重
ならないようにする。切り込み部１２１の部分が第２のアンテナ部材１３に重なってしま
うと切り込み部１２１によって形成されるインダクタのインダクタンスが変化してしまう
からである。
【００１４】
　図６は第２のアンテナ部材１３の構造を説明する断面図である。同図に示すように、第
２のアンテナ部材１３は、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ：Casting Poly Propylene）か
らなるＣＰＰ層６１、導体からなる導体層６２、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ：
Poly Ethylene Terephthalate）からなるＰＥＴ層６３を、夫々この順に７０μｍ、７μ
ｍ、１２μｍの厚みで積層した構造（積層フィルム構造）である。導体層６２は、例えば
アルミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）等の金属の導体箔又は蒸着膜である。上記構造からな
る積層フィルムは、例えばレトルトパック用に製造されたものが市販されているので入手
が容易である。なお、第２のアンテナ部材１３の構造は、例えばＨＤＰＥ（High Density
 PolyEthylene）、導体、及びＰＥＴをこの順に積層した構造、ＣＰＰ、導体、及びＣＰ
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Ｐをこの順に積層した構造、ＣＰＰ、導体、及びＨＤＰＥをこの順に積層した構造とする
こともできる。
【００１５】
　以上のような積層フィルム構造からなる第２のアンテナ部材１３は、第１のアンテナ部
材１２に比べて軟質で靭性が高く、折り曲げられた際に折り目がつきにくいという特性を
有する。また積層フィルム構造によって引張強度、引き裂き強度、破裂強度も確保される
。従ってこのような構造からなる第２のアンテナ部材１３と、硬質で靭性が低い素材から
なる第１のアンテナ部材１２とを重ね合わせてアンテナ９１を構成し、これを用いて無線
ＩＣタグ１を構成することで、ＩＣチップ１１や切り込み部１２１については外力から確
実に保護しつつ、アンテナ９１の長手方向に延出する部分については外力や折り曲げに対
する耐性を有する無線ＩＣタグ１を実現することができる。またこのようにして構成され
る無線ＩＣタグ１は平面薄型であるので、衣類はもちろん広範な用途に適用することがで
きる。
【００１６】
　次に第１の保護材１４及び第２の保護材１５について説明する。図２の断面図に示して
いるように、第１の保護材１４は、第１のアンテナ部材１２をその表面側から覆う矩形状
の第１の部材１４１と、第１のアンテナ部材１２をその裏面側から覆う矩形状の第２の部
材１４２とを有して構成されている。ここでこれら第１の部材１４１及び第２の部材１４
２の素材としては、外力や熱等からＩＣチップ１１を確実に保護すべく、ポリエチレン（
融点１３０℃）、ポリプロピレン（融点１７０℃）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ：Poly Ethylene Terephthalate：融点２５０℃）、非結晶性ポリエステル（ＰＥＴＧ
：Polyethylene terephthalate Glycol：融点無し）、ナイロン６（融点２２５℃）、ポ
リビニルアルコール（ＰＶＡ：Poly Vinyl Alcohol：融点２３０℃）、ナイロン６，６（
融点２６７℃）等の高強度かつ耐熱性を有するものが用いられる。また、ポリテトラフル
オロエチレン（融点３２７℃）は耐薬品性が高いため、特に、第１の保護材が第２の保護
材の外側に位置する実施例においては、有用である。なお、第１の保護材１４は、第１の
部材１４１と第２の部材１４２とをヒートシール加工により貼り合わせた構成とすること
もできる。
【００１７】
　一方、第２の保護材１５は、第１のアンテナ部材１１の表面側に当てた第１のシートと
第１のアンテナ部材１１の裏面側に当てた第２のシートとをヒートシール加工によって貼
り合わせた構造からなる。このように第２の保護材１５の内側はヒートシール加工によっ
て密閉状態となるので防水性が確保される。第２の保護材１５としては、ウレタン系エラ
ストマやシリコンゴム等の柔軟性及び弾性が高く充分な耐熱性を有するものが用いられる
。このように第２の保護材１５として柔軟性及び弾性が高いものを用いることで、第２の
保護材１５が外力によって折り曲げられた際にアンテナ９１に折り目がつくのを防ぐこと
ができる。また第２の保護材１５は、アンテナ９１の長手方向に沿って第１の保護材１４
よりも長く外側に延出している。このため、外力によってアンテナが折れ曲がった場合で
も、第２の保護材１５の弾性によって外力が吸収されて応力が付け根部分（支点）に集中
しにくく、このことによっても折り目がつきにくくなっている。
【００１８】
　なお、第２のアンテナ部材１３が外力によって折れ曲がった場合には、例えば図７に示
すように第２のアンテナ部材１３の付け根部分が第１の部材１４１又は第２の部材１４２
の端部に当接して付け根部分に折り目がつき、この部分でアンテナ９１が破断しやすくな
る。これを防ぐには、例えば第１の部材１４１と第２の部材１４２のアンテナ９１の長手
方向に延出する長さを変えておけばよい。すなわちこのようにすることで、第２のアンテ
ナ部材１３が折り曲げられた際にその折れ曲がる方向によって折り目がつく位置が異なる
ためにアンテナ９１の特定の部分に折り目が集中しなくなり（図８を参照）、折り曲げに
対するアンテナ９１の耐性を高めることができる。
【００１９】
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　第１のアンテナ１２に固定されるＩＣチップ１１は、シリコン基板上に上記通信回路や
不揮発性メモリ等の回路を形成したものである。図９にＩＣチップ１１に集積化されてい
る回路のブロック図を示している。同図に示すように、ＩＣチップ１１には、アンテナ回
路９１１、整流回路９２、電源レギュレータ９３、クロック生成回路９４、復調回路９５
、変調回路９６、ロジック回路９７、不揮発性メモリ９８などが集積化されている。同図
に示す回路は例えば次のように動作する。まず質問機から送信された質問信号がアンテナ
回路９１１に受信されると、その受信信号によってアンテナ回路９１１に起電力が生じる
。この起電力の一部は整流回路９２によって整流されて当該無線ＩＣタグ１の駆動電力と
なる。また起電力の他の一部はクロック生成回路９４に供給されてロジック回路９７等を
動作させるためのクロック信号が生成される。一方、アンテナ回路９１１によって受信さ
れた受信信号は復調回路９５によって復調され、その復調信号に基づいてロジック回路９
７が不揮発性メモリ９８に記憶されている情報を読み出す。そして読み出された情報がロ
ジック回路９７によって変調回路９６に供給され、変調回路９６において変調された変調
信号がアンテナ回路９１１から応答信号として外部に送信される。
【００２０】
　図１０は図１乃至図２に示す構造からなる無線ＩＣタグ１を変形した本発明の他の実施
形態として示す無線ＩＣタグ１の断面図であり、第２のアンテナ部材１３を２枚としたも
のである。このように第２のアンテナ部材１３を多層にすることで、外力に対するアンテ
ナ９１の強度を向上させることができる。なお、第２のアンテナ部材１３を２枚とした場
合における、第２のアンテナ部材１３と第１のアンテナ部材１２の重ね合わせ方としては
、例えば２枚の第２のアンテナ部材１３の間に第１のアンテナ部材１２を挟み込む方法（
図１１（ａ））、第２のアンテナ部材１３を２枚重ねたものを第１のアンテナ部材１２の
表面側に配置する方法（図１１（ｂ））、第２のアンテナ部材１３を２枚重ねたものを第
１のアンテナ部材１２の裏面側に配置する方法（図１１（ｃ））などがある。
【００２１】
　無線ＩＣタグ１は、図１２に示すように第２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲の
みを覆うようにすることもできる。この場合でも第２のアンテナ部材１３の付け根部分に
ついては軟質の第２の保護材１５で保護されているので第２のアンテナ部材１３には折れ
目が付きにくく、従ってＩＣチップ１１や切り込み部１２１については外力から確実に保
護しつつ、アンテナ９１の長手方向に延出する部分については折り曲げに対する耐性を持
たせることができる。また第２の保護材１５で保護されない部分を薄くできるので、厚み
が問題となる場合に無線ＩＣタグ１の適用範囲を広げることができる。なお、図１３に示
すように、図１２に示す構造からなる無線ＩＣタグ１において第２のアンテナ部材１３を
２枚積層するようにしてもよい。
【００２２】
　図１４に示す無線ＩＣタグ１は、ＩＣチップ１１に対する第１の保護材１４と第２の保
護材１５とを重ねる順序を入れ換えたもので、第１の保護材１４を第２の保護材１５の外
周側に設けている。このように第１の保護材１４と第２の保護材１５の積層の仕方には、
無線ＩＣタグ１の仕様や用途に応じて様々なバリエーションが考えられる。
【００２３】
　図１５に示す無線ＩＣタグ１は、図１４の構成からなる無線ＩＣタグ１において、第２
のアンテナ部材１３を２枚にしたものである。図１６に示す無線ＩＣタグ１は、図１５の
構成からなる無線ＩＣタグ１において第２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲のみを
覆うようにしたものである。図１７に示す無線ＩＣタグ１は、図１６の構成からなる無線
ＩＣタグ１において第２のアンテナ部材１３を２枚としたものである。
【００２４】
　ところで、アンテナ９１の構造は、上述した対称形アンテナ以外に例えば図１８に示す
構造とすることもできる。同図に示す第２のアンテナ部材１３は、例えば縦３ｍｍ、幅４
５ｍｍ、厚さ８９μｍ程度の大きさの平面矩形状を呈する。なお、同図に示す第２のアン
テナ部材１３には対称形アンテナの場合のように切り欠き１２が設けられていない。また
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同図に示す第２のアンテナ部材１３を用いたアンテナ９１は、例えば図１９に示すように
、図１８に示す形状からなる第２のアンテナ部材１２の長手方向端部から、図３に示した
構成からなる第１のアンテナ部材１２を、ＩＣチップ１１やマッチング回路が設けられて
いる部分を重ねないように、第１のアンテナ部材１１と第２のアンテナ部材１２の夫々の
長手方向が平行になるようにして重ね合わせることにより構成する。
【００２５】
　図２０及び図２１に示す無線ＩＣタグ１は、図１９に示す構成からなるアンテナ９１（
以下、非対称形アンテナと称する）を用いて構成した無線ＩＣタグ１の一例である。なお
、図２０は無線ＩＣタグ１の斜視図であり、図２１は図２０の無線ＩＣタグ１のＡ－Ａ’
線断面図である。
【００２６】
　非対称形アンテナを用いた無線ＩＣタグ１についても対称形アンテナの場合と同様に様
々なバリエーションが考えられる。例えば図２２に示す無線ＩＣタグ１は、非対称形アン
テナを用いた無線ＩＣタグ１において第２のアンテナ部材１３を２枚にしたものである。
また図２３に示す無線ＩＣタグ１は、図２１に示す無線ＩＣタグ１において、第２の保護
材１５が第１の保護材１４の周囲のみを覆うようにした場合である。図２４に示す無線Ｉ
Ｃタグ１は、図２３に示す無線ＩＣタグ１において第２のアンテナ部材１３を２枚にした
ものである。図２５に示す無線ＩＣタグ１は、第１の保護材１４を第２の保護材１５の外
周側に設けている。図２６に示す無線ＩＣタグ１は、図２５に示す無線ＩＣタグ１におい
て第２のアンテナ部材１３を２枚にしたものである。図２７に示す無線ＩＣタグ１は、図
２５に示す無線ＩＣタグ１において第２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲のみを覆
うようにしたものである。さらに図２８に示す無線ＩＣタグ１は、図２７に示す無線ＩＣ
タグ１において第２のアンテナ部材１３を２枚にしたものである。
【００２７】
　次に、以上に説明した対称形アンテナ及び非対称形アンテナの製造方法について説明す
る。対称形アンテナの製造方法の一例を図２９に示している。この方法では、まず、所定
間隔おきに左右対称にその長手方向に平行な長辺を有する矩形の切り欠き１３１が形成さ
れその長手方向中心軸に沿って折り曲げられた第２の素材３０２に、その長手方向に沿っ
て所定間隔おきに切り込み部１２１が形成されたテープ状の第１の素材３０１を、各切り
欠き１３１を塞ぐように各切り込み部１２１が第２の素材に重ならないように重ね合わせ
る（図２９（ａ））。次に重ね合わされた第１の素材３０１及び第２の素材３０２を、切
り欠き１３１の夫々が分離されるように切断して対称形アンテナを切り出す（図２９（ｂ
））。
【００２８】
　一方、図３０は非対称形アンテナの製造方法の一例である。この方法では、まずその長
手方向中心軸に沿って折り曲げられたテープ状の第２の素材３１２に、第２の素材３１２
の長手方向に対して垂直に複数の切り込み部１２１が形成されたテープ状の第１の素材３
１１を挿入し、切り込み部１２１が第２の素材３１２に重ならないように第１の素材３１
１と第２の素材３１２の夫々の長辺が平行になるように第１の素材３１１と第２の素材３
１２を重ね合わせる（図３０（ａ））。次に重ね合わされている第１の素材３１１及び第
２の素材３１２を、各切り込み部１２１の夫々が分離されるように第２の素材３１２の長
手方向がアンテナの短辺となるように短冊状に切り出す（図３０（ｂ））。
【００２９】
　なお、上記対称形アンテナの製造方法では、第１の素材３０１又は第２の素材３０２を
第１のアンテナ部材１２の短辺方向に動かすことにより第１の素材３０１と第２の素材３
０２とを位置決めしている。一方、非対称形アンテナの場合には、第１の素材３１１又は
第２の素材３１２を第１のアンテナ部材１２の長辺方向に動かすことにより第１の素材３
１１と第２の素材３１２とを位置決めしている。従って第１のアンテナ部材１２の長手方
向に動かして調節する非対称形アンテナの方が対称形アンテナに比べて許容誤差が大きく
、非対称形アンテナの方が対象形アンテナに比べて位置決めを容易に行うことができる。



(9) JP 4815891 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

また上記対称形アンテナの製造方法では、第１の素材３０１の各第２のアンテナ部材１３
の間に隣り合う第２のアンテナ部材１３同士を繋ぐ樹脂３０３を介在させる必要があるが
、非対称形アンテナの製造方法においてはその必要がなく、その分、対称形アンテナの製
造方法に比べて材料コストを節約できる。
【００３０】
　以上、本発明の一実施形態につき詳細に説明したが、以上の実施形態の説明は本発明の
理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明はその趣旨
を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に本発明にはその等価物が含まれることは
勿論である。
【００３１】
　例えば、第１の保護材１４は、エポキシレジン等の樹脂をポッティングすることにより
形成することもできる。
【００３２】
　第２の保護材１５の端部に大きな外力が加わって第２の保護材１５が引き延ばされた場
合には、伸縮しにくいアンテナ９１の長さは殆ど変化せずに第２の保護材１５のみが引き
延ばされ、外力が無くなって第２の保護材１５が縮む際にアンテナ９１が第２の保護材１
５に引きずられて波打ったような形に変形してしまうことがある。ここでこの変形は、ア
ンテナ９１の長手方向に沿って所定間隔で孔（以下、スリップ止めホール３３１と称する
）を設け、この孔に第２の保護材１５を充填することによって第２の保護材１５の表面側
と裏面側を連結することにより防止することができる。すなわち、このようにすることで
、第２の保護材１５に外力が加わっても第２の保護材１５はその端部が引き延ばされるだ
けでスリップ止めホール３３１間の部分の第２の保護材１５は殆ど延びず、これにより第
２の保護材１５が縮んでもアンテナ９１が引きずられることもなく、その結果上記のよう
な変形を防ぐことができる。なお、図３１にスリップ止めホール３３１を設けた対称形ア
ンテナの平面図を、図３２にスリップ止めホール３３１を設けた非対称形アンテナの平面
図を夫々示す。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態として説明する無線ＩＣタグ１の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態として説明する、図１に示す無線ＩＣタグ１の断面図である
。
【図３】本発明の一実施形態として説明する第１のアンテナ部材１２の平面図である。
【図４】本発明の一実施形態として説明する第２のアンテナ部材１３の平面図である。
【図５】本発明の一実施形態として説明する対称形アンテナの平面図である。
【図６】本発明の一実施形態として説明する第２のアンテナ部材１３の構造を説明する断
面図である。
【図７】アンテナ９１が外力によって折り曲げられた際の折り目がつく位置を説明する、
アンテナ９１、及び第１の部材１４１と第２の部材１４２の側面図である。
【図８】第１の部材１４１と第２の部材１４２のアンテナの長手方向に延出する長さを変
えた場合における折り目がつく位置を説明する、本発明の一実施形態によるアンテナ９１
、及び第１の部材１４１と第２の部材１４２の側面図である。
【図９】本発明の一実施形態として説明するＩＣチップ１１に集積化されている回路のブ
ロック図である。
【図１０】本発明の一実施形態として説明する無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図１１】（ａ）乃至（ｃ）は、本発明の一実施形態として説明する、第２のアンテナ部
材１３を２枚とした場合における第２のアンテナ部材１３と第１のアンテナ部材１２の重
ね合わせ方の一例を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態として説明する、第２の保護材１５が第１の保護材１４の
周囲のみを覆う構成とした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態として説明する、第２の保護材１５が第１の保護材１４の
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周囲のみを覆う構成とし、さらに第２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の
断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態として説明する、第１の保護材１４を第２の保護材１５の
外周側に設けるようにした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態として説明する、図１４の構成からなる無線ＩＣタグ１に
おいて、第２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態として説明する、図１５の構成からなる無線ＩＣタグ１に
おいて、第２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲のみを覆うようにした無線ＩＣタグ
１の断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態として説明する、図１６の構成からなる無線ＩＣタグ１に
おいて、第２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図１８】本発明の一実施形態として説明する第２のアンテナ部材１３の平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態として説明する非対称形アンテナの平面図である。
【図２０】本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナを用いて構成した無線
ＩＣタグ１の斜視図である。
【図２１】本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナを用いて構成した無線
ＩＣタグ１の断面図である。
【図２２】本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナを用いた無線ＩＣタグ
１において第２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図２３】本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナを用いた無線ＩＣタグ
１において第２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲のみを覆うようにした無線ＩＣタ
グ１の断面図である。
【図２４】本発明の一実施形態として説明する、図２３に示す無線ＩＣタグ１において第
２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図２５】本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナを用いた無線ＩＣタグ
１において第１の保護材１４を第２の保護材１５の外周側に設けた無線ＩＣタグ１の断面
図である。
【図２６】本発明の一実施形態として説明する、図２５に示す無線ＩＣタグ１において第
２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態として説明する、図２５に示す無線ＩＣタグ１において第
２の保護材１５が第１の保護材１４の周囲のみを覆うようにした無線ＩＣタグ１の断面図
である。
【図２８】本発明の一実施形態として説明する、図２７に示す無線ＩＣタグ１において第
２のアンテナ部材１３を２枚にした無線ＩＣタグ１の断面図である。
【図２９】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施形態として説明する、対称形アンテナの
製造方法を説明する図である。
【図３０】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施形態として説明する、非対称形アンテナ
の製造方法を説明する図である。
【図３１】本発明の一実施形態として説明する、スリップ止めホール３３１を設けた対称
形アンテナの平面図である。
【図３２】本発明の一実施形態として説明する、スリップ止めホール３３１を設けた非対
称形アンテナの平面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　無線ＩＣタグ
　１１　ＩＣチップ
　１２　第１のアンテナ部材
　１３　第２のアンテナ部材
　１４　第１の保護材
　１５　第２の保護材
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　６１　ＣＰＰ層
　６２　導体層
　６３　ＰＥＴ層
　９１　アンテナ
１２１　切り込み
１４１　第１の部材
１４２　第２の部材
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