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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報を記憶する集積回路と、前記識別情報を無線通信によって送受信するためのア
ンテナ素子とを備える無線タグを配置することによって、無線タグの無線通信に用いられ
る電波と同じ周波数の電波に共振して補助アンテナとして機能し、物品に取り付け可能で
、かつシート状の複数の層が積層して形成される無線通信改善シート体において、
　前記複数の層として、
　　導電性の導体層を有する補助アンテナ層と、
　　絶縁性を有する誘電体層と、
　　誘電体層を介して前記補助アンテナ層に対向して配置され、かつ前記補助アンテナ層
よりも前記物品側に配置される遮蔽層とを含み、
　前記複数の層は、互いに分離することが阻止され、前記複数の層のうちの少なくとも一
部の層には、厚み方向に垂直な各表面の一部に、厚み方向に隣接する他の層に対して摺動
可能な摺動可能領域が形成されることを特徴とする無線通信改善シート体。
【請求項２】
　前記複数の層が互いに分離することを阻止する保持手段をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の無線通信改善シート体。
【請求項３】
　前記保持手段は、前記複数の層の一部または全部を外囲する被覆膜を含むことを特徴と
する請求項２に記載の無線通信改善シート体。
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【請求項４】
　前記保持手段は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの層
を互いに接合する接合部を含むことを特徴とする請求項２または３に記載の無線通信改善
シート体。
【請求項５】
　前記接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの層を
互いに接合する接合層であることを特徴とする請求項４に記載の無線通信改善シート体。
【請求項６】
　前記接合層は、接着性または粘着性を有する材料により構成されることを特徴とする請
求項５に記載の無線通信改善シート体。
【請求項７】
　前記接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの層を
溶着または融着させ、互いに接合されていることを特徴とする請求項４に記載の無線通信
改善シート体。
【請求項８】
　前記接合部のうちの少なくとも一部は、厚み方向に垂直な一表面の面積が、前記複数の
層の厚み方向に垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成され、前記接合部以外の領域に
おいて前記摺動可能領域が形成されることを特徴とする請求項４～７のいずれか１つに記
載の無線通信改善シート体。
【請求項９】
　前記接合部は、前記複数の層の厚み方向に垂直ないずれかの方向を長手方向とする帯状
に形成されることを特徴とする請求項４～８のいずれか１つに記載の無線通信改善シート
体。
【請求項１０】
　前記接合部は、前記複数の層の厚み方向に見て円形状に形成されることを特徴とする請
求項４～９のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項１１】
　前記接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の間に１箇所設けられるこ
とを特徴とする請求項４～１０のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項１２】
　前記各接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の間において、前記無線
タグが配置されるときに、各層の厚み方向に見て集積回路が配置される位置と同じ位置に
形成されることを特徴とする請求項４～１１のいずれか１つに記載の無線通信改善シート
体。
【請求項１３】
　前記誘電体層は、前記無線タグが配置されるときに、厚み方向に見て集積回路が配置さ
れる位置と同じ位置に、空孔または凹所が形成されることを特徴とする請求項１～１２の
いずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項１４】
前記誘電体層は、誘電体層を厚み方向に垂直に見たときの一部の領域が、厚み方向に分離
可能に切り込みが形成されていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１つに記載
の無線通信改善シート体。
【請求項１５】
　前記誘電体層の厚み方向に垂直な２つの端面部のうち少なくともいずれか一方の端面部
は、前記厚み方向に交差する１または複数の方向に分離可能な複数の領域を含み、
　前記複数の領域は、前記誘電体層のうちの前記端面部を除く部分によって連なって形成
されることを特徴とする請求項１～１４のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項１６】
　前記誘電体層は、複数設けられることを特徴とする請求項１～１５のいずれか１つに記
載の無線通信改善シート体。



(3) JP 5535752 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　前記誘電体層は複数設けられ、各誘電体層の誘電率が、互いに異なる複数種類の誘電率
のうちのいずれか１つに設定されることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１つに記
載の無線通信改善シート体。
【請求項１８】
　前記誘電体層は、２つ以上の板状体と前記板状体の間に設けられる中空構造体とによっ
て構成される複合構造をとることを特徴とする請求項１～１７のいずれか１つに記載の無
線通信改善シート体。
【請求項１９】
　前記中空構造体は、前記厚み方向に垂直な１または複数の方向に並ぶ、前記厚み方向を
軸線とする複数の筒状体を含むことを特徴とする請求項１８記載の無線通信改善シート体
。
【請求項２０】
　前記補助アンテナ層は、前記導体層に少なくとも１つの空孔または切り欠きを有するこ
とを特徴とする請求項１～１９のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項２１】
　前記無線タグは、前記補助アンテナ層に関して前記物品とは反対側に配置されることを
特徴とする請求項１～２０のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項２２】
　前記無線タグは、前記補助アンテナ層と前記遮蔽層との間に配置されることを特徴とす
る請求項１～２１のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体。
【請求項２３】
　前記無線タグと、
　請求項１～２２のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体とを含むことを特徴とす
る無線通信改善シート体付き無線タグ。
【請求項２４】
　請求項１～２２のいずれか１つに記載の無線通信改善シート体、または請求項２３に記
載の無線通信改善シート体付き無線タグを含むことを特徴とする無線タグ通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線による通信を行う無線タグを使用するときに、無線タグが取り付けられ
る部材の導電率、誘電率および透磁率などの材料特性による通信特性の悪化を防止するた
めの無線通信改善シート体、無線通信改善シート体付き無線タグおよび無線タグ通信シス
テムに関する。無線タグは、物流管理において物品の情報が記録される集積回路（
Integrated Circuit：略称「ＩＣ」）を備え、前記物品の情報を非接触な無線通信を介し
てＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification：無線による識別）リーダからの読み書き
命令に応答する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣチップの通信特性を改善するための従来技術として、ＩＣチップと、第１のアンテ
ナと、第１のスペーサと、第２のアンテナと、第２のスペーサとを有する無線用ＩＣタグ
が知られる。この無線用ＩＣタグにおいて、第１のアンテナは、ＩＣチップに接続して設
けられ、第１のスペーサは、ＩＣチップおよびＩＣチップが取り付けられる部材との間に
配置される。第２のアンテナは、通信に用いられる電波に共振し、第２のスペーサは、第
１のアンテナおよび第２のアンテナの間に配置されて、第１および第２のアンテナの間の
距離を保持する（たとえば特許文献１参照）。
【０００３】
　この第２アンテナは、ＩＣチップおよび第１のアンテナに対して第２のスペーサを介し
て配置されるので、ＩＣチップと電気的に接続されず、かつＩＣチップの通信特性を改善
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する。したがって、第２のスペーサおよび第２のアンテナは、ＩＣチップの通信特性を改
善する無線通信改善シートであると考えることもできる。これら第２のスペーサおよび第
２のアンテナは、たとえばポリイミド樹脂材料からなる板状の基材とともに、無線用ＩＣ
タグが取り付けられる物品に対して配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２１０６７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術の第２のスペーサおよび第２のアンテナは、無線用ＩＣタグが取り付けられる
物品に対して、剛性が高くて厚みのある基材とともに配置されるので、第２のスペーサお
よび第２のアンテナを含む複数の層は、容易に曲げることができない。したがって、従来
の技術の無線用ＩＣタグは、湾曲した物品に貼り付けるとき、湾曲した物品の曲面形状に
沿って変形することができないという問題点がある。
【０００６】
　本発明の目的は、湾曲した物品の曲面上に容易に貼り付けることができ、無線タグの通
信特性を改善することのできる、無線通信改善シート体、無線通信改善シート体付き無線
タグおよび無線タグ通信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、識別情報を記憶する集積回路と、前記識別情報を無線通信によって送受信す
るためのアンテナ素子とを備える無線タグを配置することによって、無線タグの無線通信
に用いられる電波と同じ周波数の電波に共振して補助アンテナとして機能し、物品に取り
付け可能で、かつシート状の複数の層が積層して形成される無線通信改善シート体におい
て、
　前記複数の層として、
　　導電性の導体層を有する補助アンテナ層と、
　　絶縁性を有する誘電体層と、
　　誘電体層を介して前記補助アンテナ層に対向して配置され、かつ前記補助アンテナ層
よりも前記物品側に配置される遮蔽層とを含み、
　前記複数の層は、互いに分離することが阻止され、前記複数の層のうちの少なくとも一
部の層には、厚み方向に垂直な各表面の一部に、厚み方向に隣接する他の層に対して摺動
可能な摺動可能領域が形成されることを特徴とする無線通信改善シート体である。
【０００８】
　また本発明において、前記複数の層が互いに分離することを阻止する保持手段をさらに
含むことを特徴とする。
【０００９】
　また本発明において、前記保持手段は、前記複数の層の一部または全部を外囲する被覆
膜を含むことを特徴とする。
【００１０】
　また本発明において、前記保持手段は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互
いに隣り合う２つの層を互いに接合する接合部を含むことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明において、前記接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互い
に隣り合う２つの層を互いに接合する接合層であることを特徴とする。
【００１２】
　また本発明において、前記接合層は、接着性または粘着性を有する材料により構成され
ることを特徴とする。
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【００１３】
　また本発明において、前記接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互い
に隣り合う２つの層を溶着または融着させ、互いに接合されていることを特徴とする。
【００１４】
　また本発明において、前記接合部のうちの少なくとも一部は、厚み方向に垂直な一表面
の面積が、前記複数の層の厚み方向に垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成され、前
記接合部以外の領域において前記摺動可能領域が形成されることを特徴とする。
【００１５】
　また本発明において、前記接合部は、前記複数の層の厚み方向に垂直ないずれかの方向
を長手方向とする帯状に形成されることを特徴とする。
【００１６】
　また本発明において、前記接合部は、前記複数の層の厚み方向に見て円形状に形成され
ることを特徴とする。
【００１７】
　また本発明において、前記接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の間
に１箇所設けられることを特徴とする。
【００１８】
　また本発明において、前記各接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の
間において、前記無線タグが配置されるときに、各層の厚み方向に見て集積回路が配置さ
れる位置と同じ位置に形成されることを特徴とする。
【００１９】
　また本発明において、前記誘電体層は、前記無線タグが配置されるときに、厚み方向に
見て集積回路が配置される位置と同じ位置に、空孔または凹所が形成されることを特徴と
する。
【００２０】
　また本発明において、前記誘電体層は、誘電体層を厚み方向に垂直に見たときの一部の
領域が、厚み方向に分離可能に切り込みが形成されていることを特徴とする。
【００２１】
　また本発明において、前記誘電体層の厚み方向に垂直な２つの端面部のうち少なくとも
いずれか一方の端面部は、前記厚み方向に交差する１または複数の方向に分離可能な複数
の領域を含み、
　前記複数の領域は、前記誘電体層のうちの前記端面部を除く部分によって連なって形成
されることを特徴とする。
【００２２】
　また本発明において、前記誘電体層は、複数設けられることを特徴とする。
　また本発明において、前記誘電体層は複数設けられ、各誘電体層の誘電率が、互いに異
なる複数種類の誘電率のうちのいずれか１つに設定されることを特徴とする。
【００２３】
　また本発明において、前記誘電体層は、２つ以上の板状体と前記板状体の間に設けられ
る中空構造体とによって構成される複合構造をとることを特徴とする。
【００２４】
　また本発明において、前記中空構造体は、前記厚み方向に垂直な１または複数の方向に
並ぶ、前記厚み方向を軸線とする複数の筒状体を含むことを特徴とする。
【００２５】
　また本発明において、前記補助アンテナ層は、前記導体層に少なくとも１つの空孔また
は切り欠きを有することを特徴とする。
【００２６】
　また本発明において、前記無線タグは、前記補助アンテナ層に関して前記物品とは反対
側に配置されることを特徴とする。
【００２７】
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　また本発明において、前記無線タグは、前記補助アンテナ層と前記遮蔽層との間に配置
されることを特徴とする。
【００２８】
　また本発明は、前記無線タグと、
　前記無線通信改善シート体とを含むことを特徴とする無線通信改善シート体付き無線タ
グである。
【００２９】
　また本発明は、前記無線通信改善シート体または前記無線通信改善シート体付き無線タ
グを含むことを特徴とする無線タグ通信システムである。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の無線通信改善シート体は、物品に取り付け可能で、かつシート状の複数の層が
積層して形成される。無線通信改善シート体は、前記複数の層として、補助アンテナ層と
、誘電体層と、遮蔽層とを含んで構成される。補助アンテナ層は、導電性の導体層を有す
る。誘電体層は、絶縁性を有する。遮蔽層は、誘電体層を介して補助アンテナ層に対向し
て配置される。遮蔽層は、補助アンテナ層よりも物品側に配置される。
【００３１】
　無線通信改善シート体の補助アンテナ層、誘電体層、遮蔽層によって金属面で動作可能
なマイクロストリップアンテナが構成される。無線タグのアンテナはダイポールアンテナ
を基本としたアンテナであることが多く、ダイポールアンテナは貼る物品の影響を受けや
すいので導電率や誘電率が大きい物品に貼ると放射特性が低下する。それに対し、無線通
信改善シート体のマイクロストリップアンテナは貼り付ける物品の影響を受けにくいとい
う特徴がある。無線通信改善シート体のマイクロストリップアンテナは、無線タグを配置
した状態において無線タグの通信周波数の電波に共振するよう調整されており、無線タグ
のアンテナと無線通信改善シートのマイクロストリップアンテナとがそれぞれ無線タグの
通信周波数で共振する。無線通信改善シート体に無線タグを配置する場合、無線タグのア
ンテナと無線通信改善シートのマイクロストリップアンテナは電磁的に結合しており、無
線タグからの電波の送受信は無線通信改善シートのマイクロストリップアンテナを介して
行われる。したがって、本発明の無線通信改善シート体は貼る物品の影響を受けにくく、
無線タグに対して補助アンテナとして機能する。本発明を用いることにより、無線タグを
導電率や誘電率の高い物品に貼る場合の通信を改善することができる。
【００３２】
　また、本発明の前記複数の層は、互いに分離することが阻止される。前記複数の層のう
ちの少なくとも一部の層には、厚み方向に垂直な各表面の一部に、厚み方向に隣接する他
の層に対して摺動可能な摺動可能領域が形成される。
【００３３】
　無線通信改善シート体が曲面を成す物品の表面に貼付された状態において、無線通信改
善シート体は、物品の曲面に沿った形状に変形される。このとき、無線通信改善シート体
の片面は圧縮され、もう片面は伸長される。無線通信改善シート体が弾性変形するならば
、無線通信改善シート体には弾性復元力が生じ、弾性復元力は無線通信改善シート体の曲
げ剛性が大きいほど大きくなる。弾性復元力が大きくなると無線通信改善シート体を曲げ
づらくなり、曲面の物品面に貼ることが困難になる。仮に、物品面に貼ることができたと
しても、無線通信改善シート体に長期的な弾性復元力が生じ、無線通信改善シート体が、
貼付された物品から剥離するおそれがある。特に無線通信改善シート体と物品とを粘着剤
によって貼り付けた場合、長期的な弾性復元力の発生によってクリープ現象が発生して粘
着剤自体が分離する可能性がある。
【００３４】
　これに対し、前記複数の層の一部の層に摺動可能領域が形成される無線通信改善シート
体においては、摺動可能領域にてひずみが開放されるので、無線通信改善シート体を曲げ
たときに生じるひずみを小さくすることができる。したがって、無線通信改善シート体を
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曲げたときに生じる弾性復元力を可及的に小さくすることができる。また複数の層は、互
いに分離することが阻止されるので、無線通信改善シート体の各層が摺動可能な摺動可能
領域において互いに分離することを防止することができる。
【００３５】
　また、曲げた状態の無線通信改善シート体には、曲げモーメントが付与されている。曲
げモーメントが大きいと無線通信改善シート体を曲げたときに生じる弾性復元力が大きく
なり、無線通信改善シート体の曲げ剛性が大きな場合や曲率半径が小さい条件では、曲げ
モーメントはより大きくなる。無線通信改善シート体の曲げ剛性は、無線通信改善シート
体の縦弾性係数と断面２次モーメントとの積で表すことができる。以下「縦弾性係数」を
、「ヤング率」とも称す。曲げた状態の無線通信改善シート体では、曲げの内側には圧縮
力によるひずみが生じ、外側では引張力によるひずみが生じる。また、曲げた状態の無線
通信改善シート体では、曲げの内側には圧縮応力が付与され、外側では引張応力が付与さ
れ、この両者の間に圧縮応力および引張応力が付与されない中立軸が存在する。断面二次
モーメントは、無線通信改善シート体の断面について、中立軸からの距離の厚み方向成分
の２乗値を断面全体で積分する値をとる。
【００３６】
　本発明が対象とする無線通信改善シート体には、導電性材料からなる層を含む補助アン
テナ層と遮蔽層の間に絶縁体からなる１層以上の誘電体層が位置する構成が含まれている
。無線タグのアンテナ部分、無線通信改善シート体の補助アンテナ層および遮蔽層は、導
電材料から構成されており、過重負荷によるアンテナパターン配線の形状変形や断線、チ
ップ接合部の破壊を防止するために、これらの導体層は、通常、縦弾性係数の大きな基材
とともに配置される。
【００３７】
　この導体層とともに配置される基材は、縦弾性係数が大きくても、厚みが非常に薄いの
で、導体層を単独で曲げる場合においては断面２次モーメントが小さく、曲げ剛性は大き
くならない。しかし、仮に、厚みのある誘電体層に補助アンテナ層や遮蔽層などの導体層
の面の全体が接合された状態では、誘電体層内に曲げ応力の中立軸ができるので、導体層
の断面は中立軸から離れた場所に位置することとなり、導体層の断面２次モーメントおよ
び曲げ剛性が大きくなって、無線通信改善シート体全体の曲げ剛性も大きくなる。誘電体
層の片側のみに導体層を貼り付けた場合は、誘電体層内でも導体層に近い位置に曲げ応力
の中立軸ができるけれども、両側に貼り付けた場合は、曲げ応力の中立軸が誘電体の中央
付近に位置してしまうので、導体層の断面２次モーメントおよび曲げ剛性がさらに大きく
なってしまう。
【００３８】
　これに対し、本無線通信改善シート体では、各層が他の層に対して摺動可能な領域であ
る摺動可能領域が形成されているので、無線通信改善シート体を曲げたとき、摺動可能領
域において各層が互いに摺動することによって、各層が単独で曲がるようになり、各層の
断面内部に曲げの中心軸ができる。断面外部に曲げの中心軸がある場合と比べて、断面内
部に曲げの中心軸がある場合は断面２次モーメントが小さくなる。導体層については縦弾
性係数の大きな基材とともに配置されるため、断面２次モーメントを小さくさせることに
より、曲げ剛性を著しく小さくすることができる。したがって、曲率半径が各層の厚み方
向に定められる曲げモーメントを、無線通信改善シート体に付与したときの、無線通信改
善シート体の曲げ剛性を小さくすることができる。
【００３９】
　また、無線通信改善シート体に曲げモーメントを付与したときには、各層は、摺動可能
領域において互いに摺動しながら曲げられる。これによって、各層が互いに摺動できない
場合に比べて、無線通信改善シート体を変形させやすくなる。無線通信改善シート体を曲
面に追従させるように貼り付けたときの各層に付与される引張応力および圧縮応力の最大
値を、小さくすることができる。したがって、無線通信改善シート体の損傷を防止するこ
とができ、曲げ剛性も小さいので、無線通信改善シート体を、物品の曲面部分に容易に貼
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り付けることができる。
【００４０】
　無線タグが配置された無線通信改善シート体は、無線通信改善シート体の曲げ剛性が小
さいので、曲げやすく、湾曲した物品の表面にも追従しやすくて、貼った後も剥がれにく
いので、物品の曲面部分に容易に貼り付けることができる。したがって、無線タグが配置
された無線通信改善シート体は、様々な形状の面に貼り付けて、様々な物品の管理を行う
ことが可能となり、無線タグの用途を拡大することができる。
【００４１】
　また、前記複数の層の各層の熱膨張率の差によって温度変化時の生じるひずみについて
も摺動可能領域によって低減することができる。前記複数の層は樹脂材料と金属材料から
なっており、一般に樹脂材料は金属材料よりも線膨張係数が大きい。たとえば、シートの
温度を上げていくと線膨張係数の大きな樹脂材料によって金属材料は伸張され、シートの
温度を下げると圧縮される。温度変化が繰り返し行われると、シートにそりやしわやクラ
ックなどが発生する可能性がある。本発明では、材料の異なる層の間に摺動可能領域があ
り、熱によるひずみを低減することができる。したがって、温度変化に強い金属対応シー
トを提供することができる。
【００４２】
　また本発明によれば、無線通信改善シート体は、前記複数の層が互いに分離することを
阻止する保持手段をさらに含む。したがって、保持手段は、無線通信改善シート体が物品
の曲面部分に貼付されたときに、各層が分離することを阻止して、無線通信改善シート体
の取扱いを容易にすることができる。
【００４３】
　また、保持手段は、各層が分離することを阻止しつつ、各層の摺動可能領域を確保する
ことによって、各層の曲げ剛性が大きくなることを抑制することができる。これによって
、無線通信改善シート体は、曲げ剛性が大きくならないので、物品の曲面部分に容易に貼
付することができる。
【００４４】
　また本発明によれば、保持手段は、前記複数の層の一部または全部を外囲する被覆膜を
含む。したがって、被覆膜は、前記複数の層を外囲して一体に保持することができる。こ
れによって、無線通信改善シート体を曲げたときの厚み方向の寸法変化が小さくなるため
、無線通信改善シート体を曲げたときの補助アンテナの性能変化が小さくなる。したがっ
て、本発明によれば貼り付ける物品の材質や場所を選ばずに使用できる無線通信改善シー
ト体を提供することができる。
【００４５】
　また被覆膜は、各層を外囲して保持することによって互いの分離を阻止するので、無線
通信改善シート体の各層が摺動可能領域において互いに分離することを防止することがで
きる。また、無線通信改善シート体は、被覆膜によって各層を保護し、各層の耐久性、耐
候性、耐衝撃性などを高めることができる。
【００４６】
　また本発明によれば、保持手段は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに
隣り合う２つの層を互いに接合する接合部を含む。したがって、前記複数の隣り合う２つ
の層は互いに接合され、無線通信改善シートが互いに分離されることが阻止される。
【００４７】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣
り合う２つの層を互いに接合する接合層であることを特徴とする。したがって、前記複数
の隣り合う２つの層がともに直接接合できない材料同士であったとしても接合層を介して
接合することができ、無線通信改善シートが互いに分離されることが阻止される。
【００４８】
　また本発明によれば、接合層は、接着性または粘着性を有する材料により構成されるこ
とを特徴とする。したがって、前記接着性または粘着性を有する材料を介して前記複数の
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隣り合う２つの層を接合することができ、無線通信改善シートが互いに分離されることが
阻止される。
【００４９】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣
り合う２つの層を溶着または融着させ、互いに接合されていることを特徴とする。したが
って、前記複数の隣り合う２つの層は互いに接合され、無線通信改善シートが互いに分離
されることが阻止される。
【００５０】
　また本発明によれば、接合部のうちの少なくとも一部は、厚み方向に垂直な一表面の面
積が、前記複数の層の厚み方向に垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成され、前記接
合部以外の領域おいて前記摺動可能領域が形成される。
【００５１】
　したがって、本無線通信改善シート体では、厚み方向に隣接する層間が接合されない領
域を形成することができる。これによって、各層を拘束する面積が少なくなり、各層の変
形自由度が増す。無線通信改善シート体を曲げると各層が独立して曲がるので、各層の全
面を接合する場合と比べて、無線通信改善シート体の曲げ剛性を低下させることができる
。
【００５２】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層の厚み方向に垂直ないずれかの方向を長
手方向とする帯状に形成される。したがって、接合部を可及的に小さい点として形成する
場合に比べて、接合部が配置される領域の面積を大きくすることができる。中立軸が、接
合部の長手方向に垂直な面内に設定される曲げモーメントが付与されたときに、接合部が
配置されない領域における各層の互いの摺動を、許容することができる。これによって、
無線通信改善シート体が、接合部の長手方向に延びる軸線まわりに、容易に曲げられるこ
とを許容することができる。
【００５３】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層の厚み方向に見て円形状に形成される。
したがって、無線通信改善シート体が、いずれの方向に曲げモーメントが付与される状態
で配置された場合にも、各層間の摺動を許容することができる。これによって、無線通信
改善シート体は、等方性を確保して曲げ剛性を低下させることができる。
【００５４】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の間に１
箇所設けられる。したがって、接合部によって接合される領域を除く残余の領域において
、互いに隣り合う２つの層が摺動することを、容易にすることができる。
【００５５】
　また本発明によれば、各接合部は、前記複数の層のうち互いに隣り合う２つの層の間に
おいて、無線タグが配置されるときに、各層の厚み方向に見て集積回路が配置される位置
と同じ位置に形成される。接合部によって各層が一体に接合された部分は、曲げ剛性が高
くなっているのに対し、接合されていない部分は、曲げ剛性が低くなっている。したがっ
て、無線通信改善シート体は、全体的な無線通信改善シート体の曲げ剛性が低く、かつ集
積回路が配置される領域については、最も曲げ剛性が高い。これによって、無線タグが配
置された無線通信改善シート体は、曲げられたときに、集積回路部分に曲げモーメントが
付与されることを抑制することができる。したがって、無線タグが配置された無線通信改
善シート体は、無線タグが動作不良を起こすことを防止することができる。
【００５６】
　また本発明によれば、誘電体層は、無線タグが配置されるときに、厚み方向に見て集積
回路が配置される位置と同じ位置に、空孔または凹所が形成される。
【００５７】
　したがって、無線タグが無線通信改善シート体に配置されている状態において、各層の
厚み方向の外方から集積回路に外力が付与されたときに、集積回路に付与される反力を小
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さくすることができる。これによって、無線通信改善シート体は、集積回路が破損するこ
とを防止することができる。したがって、無線通信改善シート体は、無線ＩＣタグの耐衝
撃性を高めることができる。
【００５８】
　また本発明によれば、誘電体層は、誘電体層を厚み方向に垂直に見たときの一部の領域
が、厚み方向に分離可能に切り込みが形成されている。したがって、誘電体層の切り込み
が形成されている領域において、誘電体層は、摺動することができる。これによって、誘
電体層に切り込みが形成されていないときに比べて、切り込みが形成される誘電体層は、
曲げ剛性を小さくすることができる。
【００５９】
　また本発明によれば、誘電体層の厚み方向に垂直な２つの端面部のいずれか一方の端面
部は、厚み方向に交差する１または複数の方向に分離可能な複数の領域を含む。この複数
の領域は、誘電体層のうちの一方の端面部を除く部分によって連なって形成される。
【００６０】
　したがって、曲率半径が各層の厚み方向に定められる曲げモーメントが無線通信改善シ
ート体に付与されるとき、曲げの外側の端面部では、引張応力が与えられて前記複数の領
域が分離することができる。これによって、無線通信改善シート体は、曲げの外側の端面
部に付与される引張応力を低下させることができるので、曲げ剛性が飛躍的に低下し、容
易に折り曲げることができる。
【００６１】
　また本発明によれば、誘電体層は、複数設けられる。したがって、補助アンテナ層およ
び遮蔽層の間に、同一の厚みの誘電体層を設けるときには、単一の誘電体層を設ける場合
に比べて、複数の誘電体層を設け、接合部によって互いに接合されていない領域を誘電体
層に形成することができる。誘電体層を単一の層として設ける場合には、誘電体層全体の
厚み寸法が、誘電体層の断面２次モーメントに寄与する。これに対し、誘電体層を複数の
層とすることによって、誘電体層全体の断面２次モーメントを、誘電体層の厚み方向の合
計寸法によって決定される値ではなく、各誘電体層の断面２次モーメントの合計とするこ
とができる。断面形状が長方形の場合の断面２次モーメントは、厚み方向の寸法の３乗に
比例するので、各誘電体層の断面２次モーメントの合計は、誘電体層が単一の層として形
成される場合に比べて、小さくなる。
【００６２】
　したがって、曲率半径が各誘電体層の厚み方向に定められる曲げモーメントを、誘電体
層に付与したときの、誘電体層の曲げ剛性を小さくすることができる。また、誘電体層に
曲げモーメントを付与したときには、複数の誘電体層が互いに摺動することができる。こ
れによって、各誘電体層が互いに摺動できない場合に比べて、各誘電体層に付与される引
張応力および圧縮応力の最大値を、小さくすることができる。したがって、誘電体層の損
傷を防止することができる。また誘電体層の曲げ剛性を小さくすることができるので、無
線通信改善シート体全体の曲げ剛性を小さくすることができる。
【００６３】
　また本発明によれば、誘電体層は複数設けられ、各誘電体層の誘電率が、互いに異なる
複数種類の誘電率のうちのいずれか１つに設定される。したがって、複数の誘電体層は、
誘電体層を単一の絶縁材料で形成するときに比べて、誘電体層全体の実効誘電率を細かく
調整することができる。これによって、無線通信改善シート体は、無線タグが配置された
ときに、無線タグの通信特性が悪化して通信距離が短くなることを確実に防止することが
できる。
【００６４】
　また本発明によれば、誘電体層は、２つ以上の板状体と板状体の間に設けられる中空構
造体とによって構成される複合構造をとる。
【００６５】
　したがって、無線通信改善シート体は、誘電体層が均一なシート状に形成される場合よ
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りも、誘電体層を構成する部材の量を減少させ、誘電体層を軽量化させることができる。
また、誘電体層は、外力が付与されて厚み寸法が変化すると、無線タグの通信特性が変化
することになる。無線通信改善シート体では、誘電体層に含まれる中空構造体の形状およ
び厚み寸法を変化させることによって、圧縮強度を設定することができる。これによって
、無線通信改善シート体は、無線タグの通信特性を変化させることのない圧縮強度を有し
、かつ軽量化を図ることができる。
【００６６】
　また本発明によれば、中空構造体は、厚み方向に垂直な１または複数の方向に並ぶ、前
記厚み方向を軸線とする複数の筒状体を含むことを特徴とする。
【００６７】
　したがって、無線通信改善シート体の圧縮強度をさらに高めることができ、圧縮荷重に
よる性能変化を減らせることができる。
【００６８】
　また本発明によれば、補助アンテナ層は、導体層に少なくとも１つの空孔または切り欠
きを有する。したがって、無線通信改善シート体は、導体層の空孔または切り欠きを介し
て、無線タグとの間で、電磁的に結合することができる。また、導体層の空孔または切り
欠きの寸法および無線タグとの位置関係を調整することにより、電磁結合強度を調整でき
、無線タグおよび無線通信改善シート体のアンテナインピーダンスを制御することが可能
である。これによって、無線通信改善シート体は、より効率の良い無線タグの補助アンテ
ナとして機能することができる。
【００６９】
　また本発明によれば、無線タグは、補助アンテナ層に関して物品とは反対側に配置され
る。したがって、無線通信改善シート体は、無線タグが配置されたとき、遮蔽層によって
物品から無線タグへの電磁的な影響を遮蔽し、無線タグの補助アンテナとして機能するこ
とができる。また、無線タグを無線通信改善シート体に容易に配置することができる。
【００７０】
　また本発明によれば、無線タグは、補助アンテナ層と遮蔽層との間に配置される。した
がって、無線通信改善シート体は、無線タグが配置されたとき、遮蔽層によって物品から
無線タグへの電磁的な影響を遮蔽し、無線タグの補助アンテナとして機能することができ
る。また、無線通信改善シート体は、補助アンテナ層および遮蔽層によって、無線タグを
挟んで配置するので、無線タグを衝撃などから保護することができる。
【００７１】
　また本発明によれば、無線通信改善シート体付き無線タグは、前記無線タグと前記無線
通信改善シート体とを含んで構成される。したがって、無線通信改善シート体は、各層が
互いに分離することを防止することができるので、無線通信改善シート体付き無線タグの
取扱いを容易にすることができる。
【００７２】
　また、無線通信改善シート体付き無線タグが曲面を成す物品の表面に貼付された状態に
おいて、無線通信改善シート体付き無線タグは、物品の曲面に沿った形状に変形される。
このとき、無線通信改善シート体付き無線タグが弾性変形するならば、無線通信改善シー
ト体付き無線タグには弾性復元力が生じる。仮に、無線通信改善シート体付き無線タグに
長期的な弾性復元力が生じ続けた場合、これによって、無線通信改善シート体付き無線タ
グが、貼付された物品から剥離するおそれがある。特に無線通信改善シート体付き無線タ
グと物品とを粘着剤によって貼り付けた場合に、粘着剤を成す高分子がクリープ現象を生
じる場合には、長期的な弾性復元力の発生によって粘着剤自体が分離する可能性がある。
これに対し、各層が互いに摺動可能に一体化される無線通信改善シート体付き無線タグに
おいて、各層が互いに摺動するので、無線通信改善シート体付き無線タグをフレキシブル
に変形させることができる。したがって、無線通信改善シート体付き無線タグに生じる弾
性復元力を可及的に小さくすることができる。また被覆膜は各層を外囲して保持すること
によって互いの分離を阻止するので、無線通信改善シート体付き無線タグの各層が摺動可
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能領域において互いに分離することを防止することができる。
【００７３】
　また、仮に各層の面の全体が接合された状態では、曲率半径が各層の厚み方向に定めら
れる曲げモーメントを、無線通信改善シート体付き無線タグに付与すると、各層全体の厚
み寸法が、断面２次モーメントに寄与する。これに対し、接合部の面積を、各層の厚み方
向に垂直な面の面積よりも小さく形成することによって、本無線通信改善シート体付き無
線タグでは、摺動可能領域、すなわち厚み方向に隣接する層間が接合されない領域を形成
することができる。
【００７４】
　これによって、無線通信改善シート体付き無線タグ全体の断面２次モーメントを、無線
通信改善シート体付き無線タグの厚み寸法全体で決定される値ではなく、各層の断面２次
モーメントの合計とすることができる。断面２次モーメントは、厚み方向の寸法の３乗に
比例するので、各層の断面２次モーメントの合計は、各層の面全体が接合された場合に比
べて小さくなる。したがって、曲率半径が各層の厚み方向に定められる曲げモーメントを
、無線通信改善シート体付き無線タグに付与したときの、無線通信改善シート体付き無線
タグの曲げ剛性を小さくすることができる。
【００７５】
　また、無線通信改善シート体付き無線タグに曲げモーメントを付与したときには、各層
は、摺動可能領域、すなわち接合部によって接合されていない領域において互いに摺動し
ながら曲げられる。これによって、各層が互いに摺動できない場合に比べて、各層に付与
される引張応力および圧縮応力の最大値を、小さくすることができる。したがって、無線
通信改善シート体付き無線タグの損傷を防止することができる。また、曲げ剛性を小さく
することができるので、無線通信改善シート体付き無線タグを、物品の曲面部分に容易に
貼り付けることができる。
【００７６】
　無線通信改善シート体付き無線タグは、曲げ剛性が小さいので、物品の曲面部分に容易
に貼り付けることができる。したがって、無線通信改善シート体付き無線タグは、様々な
形状の面に貼り付けて、様々な物品の管理を行うことが可能となり、無線タグの用途を拡
大することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１実施形態である無線通信改善シート体１の断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態である無線通信改善シート体１の平面図である。
【図３】比較例の無線通信改善シート体１の断面図である。
【図４】比較例の無線通信改善シート体１および無線ＩＣタグ２２の断面図である。
【図５】比較例の無線通信改善シート体１を曲げた状態の断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態である補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１
３の断面図である。
【図７】本発明の第１実施形態である補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１
３を曲げた状態の断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面図
である。
【図９】本発明の実施例１の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面図である。
【図１０】本発明の実施例１の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を分解した平面
図である。
【図１１】本発明の第３実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１２】本発明の実施例２の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面図である
。
【図１３】本発明の実施例２の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を分解した平面
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図である。
【図１４】本発明の第４実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１５】本発明の第５実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１６】本発明の第６実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１７】本発明の第７実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１８】本発明の第８実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図１９】本発明の第９実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。
【図２０】本発明の第１０実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。
【００７８】
【図２１】本発明の第１０実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に外
力が付与されている状態を示す断面図である。
【図２２】本発明の第１１実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。
【図２３】本発明の第１１実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の曲
げ剛性を説明するための断面図である。
【図２４】本発明の第１２実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。
【図２５】図２４に示す誘電体層１２を切断面線Ｂ－Ｂで切断した部分断面図である。
【図２６】本発明の第１３実施形態である無線タグ通信システム８の構成を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施するための形態を、複数の形態について説明す
る。以下の説明においては、各形態に先行する形態ですでに説明している事項に対応して
いる部分には同一の参照符を付し、重複する説明を略す場合がある。構成の一部のみを説
明している場合、構成の他の部分は、先行して説明している形態と同様とする。実施の各
形態で具体的に説明している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなけ
れば、実施の形態同士を部分的に組合せることも可能である。またそれぞれの実施形態は
、本発明における技術を具体化するために例示するものであり、本発明の技術的範囲を限
定するものではない。本発明における技術内容は、特許請求の範囲に記載された技術的範
囲内において、種々の変更を加えることが可能である。
【００８０】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態である無線通信改善シート体１の断面図である。図２は
、本発明の第１実施形態である無線通信改善シート体１の平面図である。無線通信改善シ
ート体１は、厚み方向に垂直な面が長方形に形成される。図１は、図２に示す切断面線Ａ
－Ａで無線通信改善シート体１を切断した断面図である。図１に示した無線通信改善シー
ト体１は、後述する「空孔」または「切り欠き」１９を図示しておらず、後に示す他の断
面図においても同様に切り欠き１９は図示しない。
【００８１】
　無線タグは、識別情報を記憶する集積回路と、識別情報を無線通信によって送受信する
ためのアンテナ素子とを備える。以下、無線タグを「無線ＩＣタグ」と称し、集積回路を
「ＩＣチップ」と称する。無線ＩＣタグは、様々な物品に貼り付けられて、物流管理など
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に利用されている。識別情報とは、商品を識別するための情報である。無線ＩＣタグは、
予め定める周波数の電波によって通信を行う。無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタグ
と物品との間に介在して、無線ＩＣタグの通信特性を改善する。本実施形態において、無
線ＩＣタグは、ＵＨＦ（Ultra High Frequency）帯の周波数の電波によって、無線通信を
行う。
【００８２】
　無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタグを配置することによって、無線ＩＣタグの通
信に用いられる電波と同じ周波数の電波に共振して補助アンテナとして機能する。無線通
信改善シート体１は、物品に取り付け可能で、かつシート状の複数の層が積層して形成さ
れる。無線通信改善シート体１は、前記複数の層として、補助アンテナ層１１と、誘電体
層１２と、遮蔽層１３とを含んで構成される。
【００８３】
　補助アンテナ層１１は、少なくとも１層の導電性の導体層１７を有する。誘電体層１２
は、少なくとも１層からなり、絶縁性を有する。遮蔽層１３は、少なくとも１層の誘電体
層１２を介して補助アンテナ層１１に対向して配置される。遮蔽層１３は、補助アンテナ
層１１よりも物品側に配置される。前記複数の層１１，１２，１３は、互いに完全に分離
することが阻止される。前記複数の層１１，１２，１３のうちの少なくとも一部の層には
、厚み方向に垂直な各表面の一部に、厚み方向に隣接する他の層に対して摺動可能な領域
が形成される。
【００８４】
　無線通信改善シート体１は、板状に形成される。無線通信改善シート体１は、厚み方向
に垂直な面が長方形に形成される。無線通信改善シート体１の厚み方向を「厚み方向」Ｚ
と称する。厚み方向Ｚのうち、遮蔽層１３から補助アンテナ層１１に向かう向きを「厚み
方向一方」Ｚ１と称し、補助アンテナ層１１から遮蔽層１３に向かう向きを「厚み方向他
方」Ｚ２と称す。無線通信改善シート体１の長辺方向を「長辺方向」Ｘと称し、短辺方向
を「短辺方向」Ｙと称す。
【００８５】
　無線通信改善シート体１は、前記複数の層１１，１２，１３が互いに分離することを阻
止する保持手段１６をさらに含む。保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，１３の一
部または全部を外囲する被覆膜１５を含む。保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，
１３のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの層を互いに接合する接合部を含
む。接合部は、前記複数の層１１，１２，１３のうち、少なくともいずれかの互いに隣り
合う２つの層を互いに接合する接合層１４である。
【００８６】
　接合部のうちの少なくとも一部は、厚み方向に垂直な一表面の面積が、前記複数の層１
１，１２，１３の厚み方向Ｚに垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成され、接合部以
外の領域おいて摺動可能領域が形成される。接合層１４は、接着性または粘着性を有する
材料により構成される。接合層１４は、厚み方向Ｚに垂直な一表面の面積が、前記複数の
層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成される。無
線ＩＣタグは、補助アンテナ層１１に関して物品とは反対側に配置される。
【００８７】
　誘電体層１２は、補助アンテナ層１１よりも物品側に、補助アンテナ層１１と平行に配
置される。誘電体層１２は、絶縁性の材料からなる。遮蔽層１３は、誘電体層１２に関し
て補助アンテナ層１１と反対側に、補助アンテナ層１１および誘電体層１２に平行に配置
される。遮蔽層１３は、導電性の材料からなり、電磁的な遮蔽を行なう。
【００８８】
　接合層１４は、たとえば接着剤によって形成される接着層、または粘着剤によって形成
される粘着層である。接合層１４は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１
３を含む複数の層１１，１２，１３のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの
層を互いに接合する。さらに接合層１４は、遮蔽層１３と被覆膜１５とを互いに接合する
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。接合層１４は、厚み方向Ｚに垂直な一表面の面積が、補助アンテナ層１１、誘電体層１
２および遮蔽層１３の、厚み方向Ｚに垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成される。
本実施形態では、被覆膜１５は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および
接合層１４を外囲して一体に保持する。
【００８９】
　補助アンテナ層１１は、導体層１７と、絶縁体層１８とから構成される。導体層１７は
、補助アンテナ層１１の厚み方向他方Ｚ２に形成され、絶縁体層１８は、補助アンテナ層
１１の厚み方向一方Ｚ１に形成される。導体層１７は、金属などの導電体によって形成さ
れ、板状に形成される。導体層１７は、厚み方向Ｚに垂直な面が長方形に形成される。
【００９０】
　絶縁体層１８は、厚み方向Ｚに垂直な面が、補助アンテナ層１１と同一の寸法の長方形
に形成される。絶縁体層１８の厚み方向一方Ｚ１に臨む面は、無線ＩＣタグが配置される
。絶縁体層１８は、絶縁材料によって形成され、無線ＩＣタグと補助アンテナ層１１との
間を絶縁する。導体層１７と絶縁体層１８とは、接着剤または粘着剤のいずれかによって
接合される。無線ＩＣタグは、補助アンテナ層１１の厚み方向一方Ｚ１に臨む面のほぼ中
央の位置に、被覆膜１５を介して配置される。
【００９１】
　補助アンテナ層１１は、導体層１７に少なくとも１つの空孔または切り欠きを有する。
補助アンテナ層１１は、中央に空孔または切り欠き１９が形成される。空孔または切り欠
き１９は、長方形に形成される。空孔または切り欠き１９の長手方向と、無線通信改善シ
ート体１の短辺方向Ｙとは一致する。空孔または切り欠き１９は、補助アンテナ層１１の
長辺のうち一方の長辺の中央の端部から他方の長辺の中央に向かって形成される。空孔ま
たは切り欠き１９は、補助アンテナ層１１のうち、無線ＩＣタグ２２が無線通信改善シー
ト体１に配置される状態で無線通信改善シート体１の厚み方向Ｚに見てＩＣチップおよび
アンテナ素子が配置される位置に形成される。
【００９２】
　無線通信改善シート体１の厚み方向Ｚの厚み寸法はたとえば１～１０ミリメートル（
millimeters：略号「ｍｍ」）である。補助アンテナ層１１は、長辺方向Ｘおよび短辺方
向Ｙの寸法が、無線通信改善シート体１の長辺方向Ｘおよび短辺方向Ｙの寸法と同じかそ
れ以下である。たとえば補助アンテナ層１１の寸法は、長辺方向Ｘが４０～２００ｍｍで
あり、短辺方向Ｙが１０～１００ｍｍである。切り欠き１９の厚み方向Ｚの厚み寸法は、
補助アンテナ層１１の厚み寸法と同じであり、たとえば０１～２ｍｍである。切り欠き１
９の長辺の寸法は、無線通信改善シート体１の短辺方向Ｙの寸法に対して、３０～９５％
となる寸法に形成され、たとえば１０～８０ｍｍである。切り欠き１９の長手方向の寸法
は、配置される無線ＩＣタグによって異なるけれども、たとえば２～８０ｍｍである。
【００９３】
　他の実施の形態においては、補助アンテナ層１１に切り欠き１９を形成するのではなく
、補助アンテナ層１１に空孔を形成してもよい。空孔または切り欠き１９は、補助アンテ
ナ層１１の導体板の内側に導体部分が存在しない部分があればよく、空孔や切り欠き１９
のみに限定されることない。また、空孔または切り欠き１９は、形状に制限はなく、少な
くともＩＣチップと無線通信改善シート体１とが電磁結合できるものであれば、どのよう
な形状であってもよい。空孔または切り欠き１９は、たとえば多角形状、曲線形状、直線
および曲線からなるもの、不定形などでもよい。
【００９４】
　また、空孔または切り欠き１９は、複数の補助アンテナの間隙部分やメッシュ部分、文
字や記号の打ち抜き部分などでもよく、空孔または切り欠き１９の寸法や無線ＩＣタグと
の位置関係によって補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３から構成される
マイクロストリップアンテナとの結合強度を調節することができ、空孔または切り欠き１
９自体の形状および大きさとＩＣタグとの位置関係も電気特性に寄与している。したがっ
て、これらの寸法をうまく調整することによって、無線ＩＣタグと無線通信改善シート体
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１とを組み合わせるときのＩＣチップやアンテナ素子が配置される位置のインピーダンス
を制御することができ、アンテナの通信特性を改善することができる。
【００９５】
　誘電体層１２は、補助アンテナ層１１に関して物品側に、補助アンテナ層１１と平行に
配置される。誘電体層１２は、絶縁材料によって形成され、補助アンテナ層１１と遮蔽層
１３との間を絶縁する。誘電体層１２は、厚み方向Ｚに垂直な面が、補助アンテナ層１１
と同一の寸法の長方形に形成される。
【００９６】
　遮蔽層１３は、金属などの導電体によって形成される。遮蔽層１３は、厚み方向Ｚに垂
直な面が、補助アンテナ層１１および誘電体層１２と同一の寸法の長方形に形成される。
遮蔽層１３は、グラウンドとして機能し、通信妨害部材から無線ＩＣタグおよび無線通信
改善シート体１への電磁的な影響を遮断する。
【００９７】
　接合層１４は、補助アンテナ層１１と誘電体層１２との間、および誘電体層１２と遮蔽
層１３との間に配置される。接合層１４は、粘着性または接着性による接合力を有する材
料で形成される。接合層１４の材料は、柔軟性を有するものが好ましい。
【００９８】
　接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３の厚み方向に垂直ないずれかの方向を長
手方向とする帯状に形成される。接合層１４は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２およ
び遮蔽層１３の各層の厚み方向Ｚに垂直ないずれかの方向を長手方向とする帯状に形成さ
れる。接合層１４は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層に平行
な予め定める方向に長い形状に形成される。接合層１４の長手方向は、予め定める方向に
垂直に設定される。帯状の接合層１４は、各層のほぼ中央に形成され、無線通信改善シー
ト体１の短辺方向Ｙに長く形成される。
【００９９】
　接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３のうち互いに隣り合う２つの層の間に１
箇所設けられる。接合層１４は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３を
含む複数の層１１，１２，１３のうち互いに隣り合う２つの層の間に１箇所設けられる。
接合層１４は、補助アンテナ層１１と誘電体層１２との間に１箇所設けられ、誘電体層１
２と遮蔽層１３との間に１箇所設けられる。
【０１００】
　被覆膜１５は、ポリ塩化ビニルなどの樹脂によって形成される。被覆膜１５の材料は、
柔軟性および伸縮性を有するものが好ましい。さらに被覆膜１５の材料は、高誘電率の材
料など無線ＩＣタグの通信特性の悪化を防止するものが好ましい。被覆膜１５は、接合層
１４によって接合された補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３を、すべて
方向から外囲する。被覆膜１５は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３
のいずれの面にも、接着または粘着されずに摺動可能に形成される。
【０１０１】
　被覆膜１５は、たとえば複数の層１１，１２，１３のいずれの層よりも面積の広い２枚
の樹脂シートで複数の層を挟み、複数の層１１，１２，１３からはみ出した周囲部分を導
電性の金型で上下から挟んで、金型間に高周波電流を流して被覆膜１５となる樹脂シート
界面を発熱させて溶着させるといった高周波ウェルダー加工によって形成される。
【０１０２】
　無線通信改善シート体１の長辺方向Ｘおよび短辺方向Ｙの寸法は、補助アンテナ層１１
、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層の寸法とほぼ同じであり、被覆膜１５の厚み分だ
け僅かに大きい。無線通信改善シート体１の厚み寸法は、約０．５～１０ｍｍである。本
実施形態において、無線通信改善シート体１は、長辺を２等分する仮想面に対して対称と
なる形状である。
【０１０３】
　無線ＩＣタグは、無線通信改善シート体１の厚み方向一方Ｚ１に臨む面に被覆膜１５を
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介して配置される。無線ＩＣタグは、接着剤または粘着剤のいずれかによって、被覆膜１
５に固定される。無線通信改善シート体１は、厚み方向一方Ｚ１に臨む面が、物品に貼り
付けられる。無線通信改善シート体１は、接着剤または粘着剤のいずれかによって、物品
に固定される。
【０１０４】
　絶縁体からなる誘電体層１２は、補助アンテナ層１１および遮蔽層１３と組み合わせて
マイクロストリップアンテナとして動作する。誘電体層１２の絶縁体に誘電率の大きな材
料を用いると誘電体として波長を短縮する効果を有し、補助アンテナ層１１を小型化する
ことができる。絶縁体層１８および誘電体層１２は、無線ＩＣタグと補助アンテナ層１１
との位置関係、および補助アンテナ層１１と遮蔽層１３との位置関係を保つことができれ
ば、電磁エネルギの損失の低い、すなわち通信周波数帯域で誘電正接または磁性正接の低
い材料を用いることが好ましい。絶縁体層１８および誘電体層１２は、下記に例示するよ
うな有機材料を用いる。
【０１０５】
　有機材料としては、たとえばゴム、熱可塑性エラストマー、各種プラスチック、木材、
紙材、などの高分子有機材料などの多孔質体が挙げられる。前記ゴムとしては、天然ゴム
のほか、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、エチレン－プロ
ピレンゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭゴム）、エチレン－酢酸ビニ
ル系ゴム、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、アク
リルゴム、エチレンアクリル系ゴム、エピクロロヒドリンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴ
ム、シリコーンゴム、塩素化ポリエチレンゴム、水素添加ニトリルゴム（ＨＮＢＲ）など
の合成ゴム単独、それらの誘導体、もしくはこれらを各種変性処理にて改質したものなど
が挙げられる。これらのゴムは、単独で使用するほか、複数をブレンドして用いることが
できる。
【０１０６】
　熱可塑性エラストマーとしては、たとえば塩素化ポリエチレンのような塩素系、エチレ
ン系共重合体、アクリル系、エチレンアクリル共重合体系、ウレタン系、エステル系、シ
リコーン系、スチレン系、アミド系、オレフィン系などの各種熱可塑性エラストマーおよ
びそれらの誘導体が挙げられる。
【０１０７】
　さらに、各種プラスチックとしては、たとえばポリエチレン、ポリプロピレン、ＡＳ樹
脂、ＡＢＳ樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンなどの塩素系樹脂
；ポリ酢酸ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、アク
リル系樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、アルキド樹脂
、不飽和ポリエステル、ポリスルホン、ポリイミド樹脂、ウレタン系樹脂、フェノール樹
脂、尿素樹脂、エポキシ樹脂などの熱可塑性樹脂または熱硬化性樹脂およびこれらの誘導
体、さらには共重合体やリサイクル樹脂などが挙げられる。
【０１０８】
　絶縁体層１８および誘電体層１２は、以上の材料をそのままか、複合化、変性化して用
いることができ、発泡することが好ましい。典型的な低密度の誘電体材料は、発泡スチロ
ール樹脂などの発泡樹脂である。絶縁体層１８および誘電体層１２を形成する誘電体材料
は、たとえば密度が１．０ｇ／ｃｍ3未満であることが好ましい。
【０１０９】
　このような低密度の誘電体材料としては、多孔質有機材料、多孔質無機材料から選ばれ
る１または複数の材料を使用する。発泡しない材料を用いてもよいし、発泡しない材料と
発泡材料を組み合わせてもよい。
【０１１０】
　発泡方法として手段は問わないが、発泡剤添加、または熱膨張性微粒子添加などに分類
される。発泡剤は有機系発泡剤と無機系発泡剤がある。有機系発泡剤としては、たとえば
ジニトロソペンタメチレンテトラミン（ＤＰＴ）、アゾジカルボンアミド（ＡＤＣＡ）、
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ｐ，ｐ’－オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド（ＯＢＳＨ）、ヒドラジドジカルボ
ンアミド（ＨＤＣＡ）などが添加されるが、それに限られたものではない。
【０１１１】
　無機系発泡剤としては、炭酸水素ナトリウムなどが添加されるがそれに限られたもので
はなく、材料に応じて適宜選択して添加してもよい。また熱膨張性微粒子としては、マイ
クロカプセル化した熱膨張性微粒子小球などが添加される。
【０１１２】
　発泡倍率も特に限定されるものではないが、吸収体の厚み変化が少なく、強度が保持さ
れ、かつ軽量化ができるような形態にする必要がある。これらから好ましくは、発泡倍率
は２～３０倍程度が好ましい。発泡構造については特に限定されるものではないが、圧縮
方向に強い構成、たとえば厚み方向Ｚに扁平発泡された発泡形態が好ましい。
【０１１３】
　絶縁体層１８および誘電体層１２は、受信した電波エネルギを損失無く送信エネルギに
変える必要があるので、材料によるエネルギ損失が少ない材料を選定する必要がある。そ
のためには無線ＩＣタグが無線通信に利用する電磁波の周波数において誘電正接が０．２
以下であることが好ましく、より好ましくは０．０５以下である。
【０１１４】
　絶縁体層１８および誘電体層１２を形成する誘電体は、低密度と低誘電正接とを兼ねて
いるものがよいけれども、より重要なのはＵＨＦ帯などの通信周波数帯域で低い誘電正接
を示すことである。
【０１１５】
　補助アンテナ層１１および遮蔽層１３は、導電性を有する導電材料から構成される。導
電材料は、アルミニウム、銅、金、白金、銀、ニッケル、クロム、亜鉛、鉛、タングステ
ン、鉄などの金属であってもよく、樹脂に上記金属の粉末、導電性カーボンブラックの混
入された樹脂混合物、あるいは導電性樹脂のフィルムなどであってもよい。上記金属など
を、箔状、板状、シート状、フィルム状などに加工されたものであってもよい。あるいは
また合成樹脂性フィルム上に、膜厚たとえば６００オングストローム（angstrom：略号「
Å」）の金属薄層が形成された構成を有してもよい。金属箔をフィルムもしくはクロスな
どの基材に転写したものでもよい。
【０１１６】
　接合層１４は、主に有機系接着剤を用いられ、たとえばアクリル系粘着テープである。
有機系接着剤としては熱可塑性樹脂系、熱硬化性樹脂系、エラストマー系などが挙げられ
、熱可塑性樹脂系としては、酢酸ビニル系、ポリビニルアルコール系、ポリビニルアセタ
ール系、エチレン・酢酸ビニル系、塩化ビニル系、アクリル系、ポリアミド系、セルロー
ス系、α-オレフィン系などが挙げられ、熱硬化性樹脂系としてはユリア樹脂系、メラミ
ン樹脂系、フェノール樹脂系、レゾルシノール樹脂系、エポキシ樹脂系、構造用アクリル
系、ポリエステル系、ポリウレタン系、ポリアロマティック系などがあり、エラストマー
系にはクロロブレンゴム系、ニトリルゴム系、スチレンブタジエンゴム系、ポリサルサイ
ド系、ブチルゴム系、シリコーンゴム系、アクリルゴム系、変性シリコーンゴム系、ウレ
タンゴム系などが挙げられる。
【０１１７】
　被覆膜１５は、誘電体層１２と同様の材料によって構成される。被覆膜１５の材料は、
有機材料としては、たとえばゴム、熱可塑性エラストマー、各種プラスチック、木材、紙
材などの高分子有機材料等の多孔質体が挙げられる。本実施形態では、被覆膜１５は、塩
化ビニル樹脂によって構成される。
【０１１８】
　一般に無線ＩＣタグは、識別番号などのデータを記録するＩＣチップと、電波を送受信
するためのアンテナ素子とからなる。無線ＩＣタグは、ＲＦＩＤ技術の一翼を担う製品と
して広く知られ、物流管理などの分野にも応用されている。無線ＩＣタグは、安価な情報
記憶媒体であり、物流管理など用途が多岐にわたることから、様々な使用環境に置かれる
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ことになる。
【０１１９】
　無線ＩＣタグは、薄型、軽量で実現できることが大きな利点となっている。このような
利点を十分に生かすためには、タグの貼り付け位置に制限がなく、どこにどのように貼り
付けても、通信可能に構成されていることが好ましい。しかしながら、無線ＩＣタグは、
通信妨害部材の近傍に配置されると、通信特性が悪化し、通信可能な距離が短くなるとい
う問題がある。
無線ＩＣタグの通信を妨害する通信妨害部材は、たとえば金属などの導電性部材、ガラス
などの誘電体、および磁性部材などがある。通信妨害部材の誘電性部材としては、ガラス
以外にも、紙および液体などが挙げられる。
【０１２０】
　無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタグを配置したときに、無線ＩＣタグが無線通信
を行う周波数の電波に補助アンテナ層１１が共振する構成である。補助アンテナ層１１は
、無線ＩＣタグが通信する周波数の電波の波長をλとすると、少なくとも一つの辺長がλ
／８～３λ／４の範囲に入る共振寸法に形成される。
【０１２１】
　ここで、本発明でいう無線ＩＣタグを無線通信改善シート体１に配置するときの「配置
」とは、無線ＩＣタグのアンテナ素子と無線通信改善シート体１とを結線などで電気的に
接触することなく、無線ＩＣタグのアンテナ素子と無線通信改善シート体１とが、導体周
りの電磁界を介して互いに電磁結合を行える状態にすることをいう。
【０１２２】
　無線ＩＣタグを無線通信改善シート体１に配置した状態、すなわち無線ＩＣタグと無線
通信改善シート体１とを組み合わせた状態で補助アンテナ層１１の導体層１７と誘電体層
１２と遮蔽層１３は、無線ＩＣタグによる通信に用いられる電波の周波数で共振するマイ
クロストリップアンテナを構成し、無線ＩＣタグの通信を補助する補助アンテナとして機
能する。マイクロストリップアンテナでは補助アンテナ層１１と遮蔽層１３との間の誘電
体層１２が共振し、共振周波数において誘電体層１２内の電磁界が強められる。遮蔽層１
３は、仮に無線ＩＣタグが通信妨害部材に無線通信改善シート体１を介して貼り付けられ
たときに、通信妨害部材と無線通信改善シート体１とを電磁的に遮蔽し、通信妨害部材か
ら無線通信改善シート体１に与える影響を小さくする。
【０１２３】
　無線ＩＣタグのアンテナ素子と補助アンテナとは、無線ＩＣタグのＩＣチップまたはア
ンテナ素子が対向する位置にある空孔または切り欠き１９を通じて電磁結合を行う。また
、この空孔または切り欠き１９によって、無線ＩＣタグと無線通信改善シート体１とを組
み合わせたときのＩＣチップ位置から見たアンテナのインピーダンスを調節でき、ＩＣチ
ップのインピーダンスと共役整合させることにより、チップとアンテナ間の電力伝達を効
率化させることができる。したがって、無線ＩＣタグは、補助アンテナ層１１によって無
線通信を行うことが可能となる。これによって、無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタ
グの通信特性を改善し、通信可能な距離を延ばすことができる。
【０１２４】
　（比較例）
　図３は、比較例の無線通信改善シート体１の断面図である。図３に示した無線通信改善
シート体１は、図１および図２に示した無線通信改善シート体１と接合層１４および被覆
膜１５が異なる構成である。
【０１２５】
　無線通信改善シート体１は、接合層１４が補助アンテナ層１１と誘電体層１２との間、
および誘電体層１２と遮蔽層１３との間に形成される。無線通信改善シート体１は、各層
１１，１２，１３の厚み方向Ｚに垂直な面の全体が、接合層１４によって互いに接合され
る。無線通信改善シート体１は、被覆膜１５を有さず、補助アンテナ層１１、誘電体層１
２および遮蔽層１３が、無線通信改善シート体１の外表面として露出する。



(20) JP 5535752 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

【０１２６】
　図４は、比較例の無線通信改善シート体１および無線ＩＣタグ２２の断面図である。無
線ＩＣタグ２２は、厚み方向Ｚに垂直な面が長方形に形成される。無線ＩＣタグ２２は、
無線通信改善シート体１の厚み方向一方Ｚ１に臨む面に配置される。無線ＩＣタグ２２は
、厚み方向Ｚに垂直な面の全体が、接合層１４によって無線通信改善シート体１に接合さ
れる。無線ＩＣタグ２２の長手方向と無線通信改善シート体１の長辺方向Ｘとは、一致す
る。
【０１２７】
　図５は、比較例の無線通信改善シート体１を曲げた状態の断面図である。図５に示した
無線通信改善シート体１は、曲率半径が各層の厚み方向Ｚに定められる曲げモーメントが
付与されている状態を示す。
【０１２８】
　補助アンテナ層１１および遮蔽層１３は、ポリエチレンテレフタラート（polyethylene
 terephthalate：以下「ＰＥＴ」と称す）などの縦弾性係数の高い基材とともに形成され
るので、ゴム、熱可塑性エラストマーなどの材料によって形成される誘電体層１２と比べ
て、剛性が大きい。無線通信改善シート体１は、曲率半径の最も外側に位置する補助アン
テナ層１１において、最も大きな引張応力が与えられ、曲率半径の最も内側に位置する補
助アンテナ層１１において、最も大きな圧縮応力が与えられる。図５において、引張応力
を矢符３１で示し、圧縮応力を矢符３２で示す。また、一点鎖線は、引張応力および圧縮
応力が付与されない中立面３４を示す。
【０１２９】
　無線通信改善シート体１は、各層が全面で接合されているので、無線通信改善シート体
１全体の厚み寸法は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４
の各厚み寸法の和となる。また、中立面３４から離れた位置に縦弾性係数の高い補助アン
テナ層１１および遮蔽層１３が位置している。したがって、無線通信改善シート体１は、
曲げ剛性が大きくなり、柔軟性に欠けるので、曲面に貼ることが困難であるという問題を
有している。
【０１３０】
　また、無線通信改善シート体１の厚み寸法を大きくすると無線ＩＣタグ２２の通信特性
を向上させることが可能である。また誘電体層１２に誘電率の高い材料を用いると無線通
信改善シート体１を小型化することが可能であるけれども、誘電率の高い材料には剛性の
高いものが多い。いずれも無線通信改善シート体１の曲げ剛性が大きくなるという問題を
有している。
【０１３１】
　図６は、本発明の第１実施形態である補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層
１３の断面図である。図７は、本発明の第１実施形態である補助アンテナ層１１、誘電体
層１２および遮蔽層１３を曲げた状態の断面図である。図６および図７に示した補助アン
テナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、曲げ剛性の説明をするために図１に示し
た無線通信改善シート体１から被覆膜１５を取り除いている。
【０１３２】
　図６に示した補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、曲げモーメント
が付与されていない状態を示す。したがって、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および
遮蔽層１３は、厚み方向Ｚに垂直な面が、平面状となっている。
【０１３３】
　図７に示した補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、曲率半径が各層
の厚み方向Ｚに定められる曲げモーメントが付与されている状態を示す。補助アンテナ層
１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層は、曲率半径を半径とする仮想円の中心を軸
線として、曲げモーメントが付与される。補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽
層１３の曲げ剛性は、両端が支持される「はり」である両端支持ばりの曲げ剛性に近似す
るとして、次のように計算できる。
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　補助アンテナ層１１は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の外側の面、すなわち厚
み方向一方Ｚ１に臨む面において、最も大きい引張応力が付与される。補助アンテナ層１
１は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の内側の面、すなわち厚み方向他方Ｚ２に臨
む面において、最も大きい圧縮応力が付与される。図７において、引張応力を矢符３１で
示し、圧縮応力を矢符３２で示す。補助アンテナ層１１は、接合層１４が形成されていな
い領域において、引張応力と圧縮応力とがいずれも付与されない面である中立面３４が形
成される。補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層のうち、接合層１
４によって接合されていない領域を、以後「摺動可能領域」とも称す。
【０１３５】
　補助アンテナ層１１と同様に、誘電体層１２は、引張圧力と圧縮応力とが付与され、摺
動可能領域において中立面３４が形成される。遮蔽層１３は、引張圧力と圧縮応力とが付
与され、摺動可能領域において中立面３４が形成される。図７では、補助アンテナ層１１
、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層の摺動可能領域に形成される中立面３４は、同時
に各層の中立軸３５をも示している。各中立軸３５は、曲率半径を半径とする仮想円の円
弧を表す。誘電体層１２および遮蔽層１３の厚み方向Ｚに垂直なそれぞれの面に付与され
る引張応力を矢符３１で示し、圧縮応力を矢符３２で示す。
【０１３６】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４は、補助アンテナ層
１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層が接合層１４によって互いに接合されている
領域において一体となり、各層全体の中に１つの中立面３４および中立軸３５が形成され
る。
【０１３７】
　曲げ剛性は、曲げ剛性を「Ｄ」、ヤング率を「Ｅ」、断面２次モーメントを「Ｉ」とし
て、数式（１）で表わされる。
【０１３８】
【数１】

【０１３９】
　また、断面が長方形に形成される補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３
の各層の曲げの中立軸に対する断面２次モーメントＩは、はりの軸方向であるＸ軸に直交
するＹＺ方向の断面「Ａ」について、断面上の微小面積部分の中立軸からの距離「ｚ」の
２乗と面積「ｄＡ」との積を断面全体で積分する値をとり、数式（２）で表わされる。
【０１４０】
【数２】

【０１４１】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層の断面が長方形に形成され
、中立軸が長方形の中央に位置する場合の断面２次モーメントＩは、厚み方向Ｚ、すなわ
ち曲率半径と等しい方向の断面の寸法を「ｈ」、短辺方向Ｙの断面の寸法を「ｂ」として
、数式（３），（４）で表わされる。
【０１４２】

【数３】

【０１４３】
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【数４】

【０１４４】
　数式（１）～（４）より、断面２次モーメントは、各層の断面の厚み寸法の３乗に比例
して大きくなり、曲げ剛性も各層の断面の厚み寸法の３乗に比例して大きくなる。補助ア
ンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層は、断面が長方形に形成されるので
、数式（２）を用いて、各層の断面２次モーメントを求めることができる。
【０１４５】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層は、曲率半径が各層の厚み
方向Ｚに定められる曲げモーメントが付与されると、各層が接着されていない領域におい
て互いに摺動しながら曲がることが可能である。したがって、各層は、各層の厚み寸法に
応じた断面２次モーメントを各層ごとに計算できる。接着層が配置されていない領域での
無線通信改善シート体１全体の断面２次モーメントは、補助アンテナ層１１、誘電体層１
２および遮蔽層１３のそれぞれの断面２次モーメントの和となる。
【０１４６】
　無線通信改善シート体１は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各
層の各層が接着接合されて互いに摺動可能な構成の方が、各層の全面が接合されて各層が
一体に形成される構成と比べて、断面２次モーメントの値が小さくなり、曲げ剛性が小さ
くなる。
【０１４７】
　無線通信改善シート体１の補助アンテナ層、誘電体層、遮蔽層によって金属面で動作可
能なマイクロストリップアンテナが構成される。無線ＩＣタグのアンテナはダイポールア
ンテナを基本としたアンテナであることが多く、ダイポールアンテナは貼る物品の影響を
受けやすいので導電率や誘電率が大きい物品に貼ると放射特性が低下する。それに対し、
無線通信改善シート体のマイクロストリップアンテナは貼り付ける物品の影響を受けにく
いという特徴がある。無線通信改善シート体のマイクロストリップアンテナは、無線ＩＣ
タグ配置した状態において無線ＩＣタグの通信周波数の電波に共振するよう調整されてお
り、無線ＩＣタグのアンテナと無線通信改善シートのマイクロストリップアンテナとがそ
れぞれ無線ＩＣタグの通信周波数で共振する。無線通信改善シート体に無線ＩＣタグを配
置する場合、無線ＩＣタグのアンテナと無線通信改善シートのマイクロストリップアンテ
ナは電磁的に結合しており、無線ＩＣタグからの電波の送受信は無線通信改善シートのマ
イクロストリップアンテナを介して行われる。したがって、本発明の無線通信改善シート
体は貼る物品の影響を受けにくく、無線ＩＣタグに対して補助アンテナとして機能する。
本発明を用いることにより、無線ＩＣタグを導電率や誘電率の高い物品に貼る場合の通信
を改善することができる。
【０１４８】
　このように、無線通信改善シート体１は、前記複数の層１１，１２，１３が、互いに分
離することが阻止される。また、前記複数の層１１，１２，１３のうちの少なくとも一部
の層には、厚み方向Ｚに垂直な各表面の一部に、厚み方向Ｚに隣接する他の層に対して摺
動可能な領域が形成される。
【０１４９】
　無線通信改善シート体１が曲面を成す物品の表面に貼付された状態において、無線通信
改善シート体１は、物品の曲面に沿った形状に変形される。このとき、無線通信改善シー
ト体１の片面は圧縮され、もう片面は伸長される。無線通信改善シート体１が弾性変形す
るならば、無線通信改善シート体１には弾性復元力が生じ、弾性復元力は無線通信改善シ
ート体１の曲げ剛性が大きいほど大きくなる。弾性復元力が大きくなると無線通信改善シ
ート体１を曲げづらくなり、曲面の物品面に貼ることが困難になる。仮に、物品面に貼る
ことができたとしても、無線通信改善シート体１に長期的な弾性復元力が生じ、無線通信
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改善シート体１が、貼付された物品から剥離するおそれがある。特に無線通信改善シート
体１と物品とを粘着剤によって貼り付けた場合、長期的な弾性復元力の発生によってクリ
ープ現象が発生して粘着剤自体が分離する可能性がある。
【０１５０】
　これに対し、前記複数の層１１，１２，１３の一部の層に摺動可能領域が形成される無
線通信改善シート体１においては、摺動可能領域にてひずみが開放されるので、無線通信
改善シート体を曲げたときに生じるひずみを小さくすることができる。したがって、無線
通信改善シート体１を曲げたときに生じる弾性復元力を可及的に小さくすることができる
。また複数の層１１，１２，１３は、互いに分離することが阻止されるので、無線通信改
善シート体１の各層が摺動可能な領域において互いに分離することを防止することができ
る。
【０１５１】
　また、曲げた状態の無線通信改善シート体１には、曲げモーメントが付与されている。
曲げモーメントが大きいと無線通信改善シート体１を曲げたときに生じる弾性復元力が大
きくなり、無線通信改善シート体１の曲げ剛性が大きな場合や曲率半径が小さい条件では
、曲げモーメントはより大きくなる。曲げた状態の無線通信改善シート体では、曲げの内
側には圧縮力によるひずみが生じ、外側では引張力によるひずみが生じる。また、曲げた
状態の無線通信改善シート体では、曲げの内側には圧縮応力が付与され、外側では引張応
力が付与され、この両者の間に圧縮応力および引張応力が付与されない中立軸が存在する
。
【０１５２】
　本発明が対象とする無線通信改善シート体１には、導電性材料からなる層を含む補助ア
ンテナ層１１と遮蔽層１３との間に絶縁体からなる１層以上の誘電体層１２が位置する構
成が含まれている。無線ＩＣタグ２２のアンテナ部分、無線通信改善シート体１の補助ア
ンテナ層１１および遮蔽層１３は、導電材料から構成されており、過重負荷によるアンテ
ナパターン配線の形状変形や断線、チップ接合部の破壊を防止するために、これらの導体
層１７は、通常、縦弾性係数の大きな基材とともに配置される。仮に、厚みのある誘電体
層１２に補助アンテナ層１１や遮蔽層１３などの導体層１７の面の全体が接合された状態
では、誘電体層１２内に曲げ応力の中立軸ができるため、導体層１７の断面は中立軸から
離れた場所に位置することとなり、導体層１７の断面２次モーメントおよび曲げ剛性が大
きくなって、無線通信改善シート体１全体の曲げ剛性も大きくなる。誘電体層１２の片側
のみに導体層１７を貼り付けた場合は、誘電体層１２内でも導体層１７に近い位置に曲げ
応力の中立軸ができるけれども、両側に貼り付けた場合は、曲げ応力の中立軸が誘電体の
中央付近に位置してしまうので、導体層１７の断面２次モーメントおよび曲げ剛性がさら
に大きくなってしまう。
【０１５３】
　これに対し、本無線通信改善シート体１では、各層１１，１２，１３が他の層に対して
摺動可能な領域である摺動可能領域が形成されているので、無線通信改善シート体１を曲
げたとき、摺動可能領域において各層が互いに摺動することによって、各層が単独で曲が
るようになり、各層の断面内部に曲げの中心軸ができる。断面外部に曲げの中心軸がある
場合と比べて、断面内部に曲げの中心軸がある場合は断面２次モーメントが小さくなる。
縦弾性係数の大きな基材とともに配置される導体層１７の断面２次モーメントを小さくさ
せることによって、導体層１７部分の曲げ剛性を小さくすることができる。したがって、
曲率半径が各層の厚み方向Ｚに定められる曲げモーメントを、無線通信改善シート体１に
付与したときの、無線通信改善シート体１の曲げ剛性を小さくすることができる。
【０１５４】
　また、無線通信改善シート体１に曲げモーメントを付与したときには、各層１１，１２
，１３は、摺動可能領域において互いに摺動しながら曲げられる。これによって、各層が
互いに摺動できない場合に比べて、無線通信改善シート体１を変形させやすくなる。無線
通信改善シート体１を曲面に追従させるように貼り付けたときの各層に付与される引張応
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力および圧縮応力の最大値を、小さくすることができる。したがって、無線通信改善シー
ト体１の損傷を防止することができ、曲げ剛性も小さいので、無線通信改善シート体１を
、物品の曲面部分に容易に貼り付けることができる。
【０１５５】
　無線ＩＣタグが配置された無線通信改善シート体１は、無線通信改善シート体１の曲げ
剛性が小さいので、曲げやすく、湾曲した物品の表面にも追従しやすくて、貼った後も剥
がれにくいので、物品の曲面部分に容易に貼り付けることができる。したがって、無線Ｉ
Ｃタグが配置された無線通信改善シート体１は、様々な形状の面に貼り付けて、様々な物
品の管理を行うことが可能となり、無線ＩＣタグの用途を拡大することができる。
【０１５６】
　また、前記複数の層の熱膨張率の差によって温度変化時の生じるひずみについても摺動
可能領域によって低減することができる。前記複数の層は樹脂材料と金属材料からなって
おり、一般に樹脂材料は金属材料よりも線膨張係数が大きい。たとえば、シートの温度を
上げていくと線膨張係数の大きな樹脂材料によって金属材料は伸張され、シートの温度を
下げると圧縮される。温度変化が繰り返し行われると、シートにそりやしわやクラックな
どが発生する可能性がある。本発明では、材料の異なる層の間に摺動可能領域があり、熱
によるひずみを低減することができる。したがって、温度変化に強い金属対応シートを提
供することができる。
【０１５７】
　また本発明によれば、無線通信改善シート体１は、前記複数の層１１，１２，１３が互
いに分離することを阻止する保持手段１６をさらに含む。したがって、保持手段１６は、
無線通信改善シート体１が物品の曲面部分に貼付されたときに、各層１１，１２，１３が
分離することを阻止して、無線通信改善シート体１の取扱いを容易にすることができる。
【０１５８】
　また、保持手段１６は、各層１１，１２，１３が分離することを阻止しつつ、各層の摺
動可能領域を確保することによって、各層の曲げ剛性が大きくなることを抑制することが
できる。これによって、無線通信改善シート体１は、曲げ剛性が大きくならないので、物
品の曲面部分に容易に貼付することができる。
【０１５９】
　また本発明によれば、保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，１３，１４の一部ま
たは全部を外囲する被覆膜１５を含む。したがって、被覆膜１５は、前記複数の層１１，
１２，１３，１４を外囲して一体に保持することができる。これによって、無線通信改善
シート体１を曲げたときの厚み方向Ｚの寸法変化が小さくなるので、無線通信改善シート
体１を曲げたときの補助アンテナの性能変化が小さくなる。したがって、本発明によれば
貼り付ける物品の材質や場所を選ばずに使用できる無線通信改善シート体１を提供するこ
とができる。
【０１６０】
　また被覆膜１５は、各層１１，１２，１３，１４を外囲して保持することによって互い
の分離を阻止するので、無線通信改善シート体１の各層が摺動可能領域において互いに分
離することを防止することができる。また、無線通信改善シート体１は、被覆膜１５によ
って各層１１，１２，１３，１４を保護し、各層の耐久性、耐候性、耐衝撃性などを高め
ることができる。
【０１６１】
　また本発明によれば、保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，１３のうち、少なく
ともいずれかの互いに隣り合う２つの層を互いに接合する接合層１４を含む。接合層１４
は、厚み方向Ｚに垂直な一表面の面積が、前記複数の層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに
垂直ないずれの面の面積よりも小さく形成される。
【０１６２】
　したがって、本無線通信改善シート体１では、厚み方向Ｚに隣接する層間が接合されな
い領域を形成することができる。これによって、各層１１，１２，１３を拘束する面積が
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少なくなり、各層の変形自由度が増す。無線通信改善シート体１を曲げると各層が独立し
て曲がるので、各層の全面を接合する場合と比べて、無線通信改善シート体の曲げ剛性を
低下させることができる。
【０１６３】
　接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに垂直ないずれかの方向を
長手方向とする帯状に形成される。したがって、接合層１４を可及的に小さい点として形
成する場合に比べて、接合層１４が配置される領域の面積を大きくすることができる。中
立軸が、接合層１４の長手方向に垂直な面内に設定される曲げモーメントが付与されたと
きに、接合層１４が配置されない領域における各層の互いの摺動を、許容することができ
る。これによって、無線通信改善シート体１が、接合層１４の長手方向に延びる軸線まわ
りに、容易に曲げられることを許容することができる。
【０１６４】
　接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３のうち互いに隣り合う２つの層の間に１
箇所設けられる。したがって、接合層１４によって接合される領域を除く残余の領域にお
いて、互いに隣り合う２つの層が摺動することを、容易にすることができる。
【０１６５】
　補助アンテナ層１１は、導体層１７に少なくとも１つの空孔または切り欠き１９を有す
る。したがって、無線通信改善シート体１は、導体層１７の空孔または切り欠き１９を介
して、無線ＩＣタグとの間で、電磁的に結合することができる。また、導体層の空孔また
は切り欠きの寸法および無線ＩＣタグとの位置関係を調整することにより、電磁結合強度
を調整でき、無線ＩＣタグおよび無線通信改善シート体のアンテナインピーダンスを制御
することが可能である。これによって、無線通信改善シート体１は、より効率の良い無線
ＩＣタグの補助アンテナとして機能することができる。
【０１６６】
　無線ＩＣタグは、補助アンテナ層１１に関して物品とは反対側に配置される。したがっ
て、無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタグが配置されたとき、遮蔽層１３によって物
品から無線ＩＣタグへの電磁的な影響を遮蔽し、無線ＩＣタグの補助アンテナとして機能
することができる。また、無線ＩＣタグを無線通信改善シート体１に容易に配置すること
ができる。
【０１６７】
　また本発明によれば、保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，１３のうち、少なく
ともいずれかの互いに隣り合う２つの層を互いに接合する接合部を含む。したがって、前
記複数の隣り合う２つの層は互いに接合され、無線通信改善シート体１が互いに分離され
ることを阻止することができる。
【０１６８】
　また本発明によれば、接合部は、前記複数の層１１，１２，１３のうち、少なくともい
ずれかの互いに隣り合う２つの層を互いに接合する接合層１４であることを特徴とする。
したがって、前記複数の隣り合う２つの層がともに直接接合できない材料同士であったと
しても接合層１４を介して接合することができ、無線通信改善シート体１が互いに分離さ
れることを阻止することができる。
【０１６９】
　また本発明によれば、接合層１４は、接着性または粘着性を有する材料により構成され
ることを特徴とする。したがって、前記接着性または粘着性を有する材料を介して前記複
数の隣り合う２つの層を接合することができ、無線通信改善シート体１が互いに分離され
ることを阻止することができる。
【０１７０】
　（第２実施形態）
　図８は、本発明の第２実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面
図である。無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、前記無線ＩＣタグ２２と、前記
無線通信改善シート体１とを含んで構成される。無線ＩＣタグ２２は、補助アンテナ層１
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１の厚み方向一方Ｚ１に臨む面に配置される。被覆膜１５は、無線ＩＣタグ２２、補助ア
ンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４を外囲して一体に保持する。
【０１７１】
　無線ＩＣタグ２２は、ＩＣチップ２３とアンテナ素子２４とからなる。各接合層１４は
、前記複数の層１１，１２，１３のうち互いに隣り合う２つの層の間において、無線ＩＣ
タグ２２が配置されるときに、各層の厚み方向Ｚに見てＩＣチップ２３が配置される位置
と同じ位置に形成される。
【０１７２】
　ＩＣチップ２３は、識別番号などのデータを記録する。アンテナ素子２４は、ＩＣチッ
プ２３に電気的に接続され、リーダからの電波を受信するとともに、リーダへ電波を送信
する。ＩＣチップ２３は、アンテナ素子２４を介して、リーダとの間でデータの送受信を
行う。リーダは、無線ＩＣタグ２２と予め定める周波数、たとえばＵＨＦ帯の電波を放射
して、無線ＩＣタグ２２と通信を行い、無線ＩＣタグ２２との間でデータを送受信する。
【０１７３】
　無線ＩＣタグ２２は、たとえばUPM Raflatac社製のShort Dipoleタグやbeltタグである
。Short Dipoleタグの寸法は９２ｍｍ×１１ｍｍであり、beltタグは７０２ｍｍ×１５ｍ
ｍである。ＩＣチップ２３は、たとえばNXP社製のUCODE G2XMである。
【０１７４】
　無線ＩＣタグ２２は、厚み方向Ｚに見て長方形に形成される。無線ＩＣタグ２２は、絶
縁体層１８の厚み方向一方Ｚ１に臨む面のほぼ中央に配置される。無線ＩＣタグ２２は、
接合層１４よって、絶縁体層１８に固定される。無線ＩＣタグ２２と被覆膜１５との間は
、接合剤または粘着剤によって接合されず、摺動可能である。ＩＣチップ２３は、矩形に
形成される。ＩＣチップ２３は、無線通信改善シート体１の厚み方向一方Ｚ１に臨む面の
ほぼ中央、すなわち厚み方向Ｚに見て接合層１４が形成される位置に配置される。
【０１７５】
　接合層１４は、厚み方向Ｚに見て矩形に形成される。接合層１４は、厚み方向Ｚに見て
各辺の寸法がＩＣチップ２３よりも大きく形成される。また接合層１４は、他の実施形態
において、厚み方向Ｚに見て矩形の形状に限らず、たとえば円、楕円などで形成されても
よい。円は、これに内接しかつＩＣチップ２３の外形に対して相似である四角形が、ＩＣ
チップ２３よりも大きくなる大きさとして設定される。
【０１７６】
　このように、無線ＩＣタグ２２は、ＩＣチップ２３とアンテナ素子２４とからなる。各
接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３のうち互いに隣り合う２つの層の間におい
て、無線ＩＣタグ２２が配置されるときに、各層の厚み方向Ｚに見てＩＣチップ２３が配
置される位置と同じ位置に形成される。接合層１４によって無線通信改善シート体付き無
線ＩＣタグ６が一体に接合された部分は、曲げ剛性が高くなっているのに対し、接合され
ていない部分は、曲げ剛性が低くなっている。したがって、無線通信改善シート体付き無
線ＩＣタグ６は、全体的な無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の曲げ剛性が低く、
かつＩＣチップ２３が配置される領域については、最も曲げ剛性が高い。これによって、
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、曲げられたときに、ＩＣチップ２３部分に
曲げモーメントが付与されることを抑制することができる。したがって、無線通信改善シ
ート体付き無線ＩＣタグ６は、無線ＩＣタグ２２が動作不良を起こすことを防止すること
ができる。
【０１７７】
　無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、前記無線ＩＣタグ２２と前記無線通信改
善シート体１とを含んで構成される。したがって、無線通信改善シート体１は、各層１１
，１２，１３が互いに分離することを防止することができるので、無線通信改善シート体
付き無線ＩＣタグ６の取扱いを容易にすることができる。
【０１７８】
　また、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６が曲面を成す物品の表面に貼付された
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状態において、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、物品の曲面に沿った形状に
変形される。このとき、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６が弾性変形するならば
、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６には弾性復元力が生じる。各層が互いに摺動
可能に一体化される無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６において、各層が互いに摺
動するので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６をフレキシブルに変形させること
ができる。したがって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に生じる弾性復元力を
可及的に小さくすることができる。また被覆膜１５は各層を外囲して保持することによっ
て互いの分離を阻止するので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の各層が摺動可
能領域において互いに分離することを防止することができる。
【０１７９】
　また、仮に各層の面の全体が接合された状態では、曲率半径が各層の厚み方向Ｚに定め
られる曲げモーメントを、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に付与すると、各層
全体の厚み寸法が、断面２次モーメントに寄与する。これに対し、接合層１４の面積を、
各層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに垂直な面の面積よりも小さく形成することによって
、本無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６では、厚み方向Ｚに隣接する層間が接合さ
れない領域を形成することができる。
【０１８０】
　これによって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６全体の断面２次モーメントを
、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の厚み寸法全体で決定される値ではなく、各
層１１，１２，１３の断面２次モーメントの合計とすることができる。断面２次モーメン
トは、厚み方向Ｚの寸法の３乗に比例するので、各層の断面２次モーメントの合計は、各
層の面全体が接合された場合に比べて小さくなる。したがって、曲率半径が各層の厚み方
向Ｚに定められる曲げモーメントを、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に付与し
たときの、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の曲げ剛性を小さくすることができ
る。
【０１８１】
　また、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に曲げモーメントを付与したときには
、各層１１，１２，１３は、接合層１４によって接合されていない領域において互いに摺
動しながら曲げられる。これによって、各層が互いに摺動できない場合に比べて、各層に
付与される引張応力および圧縮応力の最大値を、小さくすることができる。したがって、
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の損傷を防止することができる。また、曲げ剛
性を小さくすることができるので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を、物品の
曲面部分に容易に貼り付けることができる。
【０１８２】
　無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、曲げ剛性が小さいので、物品の曲面部分
に容易に貼り付けることができる。したがって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ
６は、様々な形状の面に貼り付けて、様々な物品の管理を行うことが可能となり、無線Ｉ
Ｃタグの用途を拡大することができる。
【０１８３】
　（実施例１）
　図９は、本発明の実施例１の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面図である
。図１０は、本発明の実施例１の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を分解した平
面図である。
【０１８４】
　図１０（ｆ）は、遮蔽層１３を厚み方向一方Ｚ１から見た状態を示す。図１０（ｅ）は
、図１０（ｆ）の遮蔽層１３の厚み方向一方Ｚ１に接合層１４を配置した状態を示す。図
１０（ｄ）は、図１０（ｅ）の遮蔽層１３および接合層１４の厚み方向一方Ｚ１に誘電体
層１２を配置した状態を示す。図１０（ｃ）は、図１０（ｄ）の誘電体層１２の厚み方向
一方Ｚ１に接合層１４を配置した状態を示す。図１０（ｂ）は、図１０（ｃ）の誘電体層
１２および接合層１４の厚み方向一方Ｚ１に補助アンテナ層１１を配置した状態を示す。
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図１０（ａ）は、図１０（ｂ）の補助アンテナ層１１および接合層１４の厚み方向一方Ｚ
１に無線ＩＣタグ２２を配置した状態を示す。
【０１８５】
　実施例１では、第２実施形態の構成で、無線ＩＣタグ２２と無線通信改善シート体１と
を組み合わせて、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を形成した。無線通信改善シ
ート体付き無線ＩＣタグ６を物品に取り付けるときの物品側から、厚み寸法が１２０マイ
クロメートル（micrometers：略号「μｍ」）のアクリル系粘着テープからなる接合層１
４、厚み寸法が４２０μｍのエチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（Ethylence-Vinyl 
Acetate：略称「ＥＶＡ」）含有ポリエチレンからなる被覆膜１５、厚み寸法が３０μｍ
のアクリル系粘着テープからなる接合層１４、厚み寸法が５０μｍのアルミ箔とからなる
遮蔽層１３、厚み寸法が１２０μｍのアクリル系粘着テープからなる接合層１４、厚み寸
法が２ｍｍの発泡ポリエチレンからなる誘電体層１２、厚み寸法が１２０μｍのアクリル
系粘着テープからなる接合層１４、アルミ箔テープからなる補助アンテナ層１１の導体層
１７、厚み寸法が１００μｍのＰＥＴからなる補助アンテナ層１１の絶縁体層１８、厚み
寸法が１２０μｍのアクリル系粘着テープからなる接合層１４、Raflatac社製のShort Di
poleタグからなる無線ＩＣタグ２２、厚み寸法が４２０μｍ ＥＶＡ含有ポリエチレンか
らなる被覆膜１５を積層した。前面側と背面側の被覆膜１５の外周部分を高周波ウェルダ
ーによって融着した。
【０１８６】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、長辺方向Ｘおよび短辺方向Ｙ
の寸法がそれぞれ同じであり、長辺方向Ｘの寸法を１００ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法を２８
ｍｍとした。補助アンテナ層１１には、中央部分に長辺方向Ｘの寸法が４２ｍｍ、短辺方
向Ｙの寸法が２２ｍｍの空孔１９を設けた。
【０１８７】
　遮蔽層１３と誘電体層１２との間の接合層１４は、無線通信改善シート体付き無線ＩＣ
タグ６の中央部分に長辺方向Ｘの寸法が１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が２８ｍｍの帯状に
設けた。誘電体層１２と補助アンテナ層１１の導体層１７との間の接合層１４は、無線通
信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の中央部分の長辺方向Ｘの寸法が１０ｍｍ、短辺方向
Ｙの寸法が２８ｍｍの帯状領域のうち空孔１９以外の部分に設けた。補助アンテナ層１１
の絶縁体層１８と無線ＩＣタグ２２との間の接合層１４は、無線ＩＣタグ２２の中央部分
に長辺方向Ｘの寸法が１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が１１ｍｍの領域と、補助アンテナ層
１１の空孔１９部分を介して誘電体層１２の中央部分との間に設けた。
【０１８８】
　被覆膜１５の融着部分は、長辺方向Ｘの寸法が２ｍｍである。無線通信改善シート体付
き無線ＩＣタグ６全体の外形寸法は、長辺方向Ｘが１０７ｍｍ、短辺方向Ｙが３５ｍｍ、
厚み方向Ｚが３５２ｍｍとなった。無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の裏面の接
合層１４、すなわち被覆膜１５と物品とを接合する接合層１４は、全面に設けた。
【０１８９】
　ＲＦＩＤリーダ（オムロン社製V750 - BA50C04-JP、円偏波アンテナV750 - HS01CA-JP
）を用いて出力２２５ｄＢｍＥＩＲＰ実効輻射電力約１Ｗにて、このタグを金属板に貼っ
て通信距離を測定したところ２３ｍであった。「ｄＢｍ」とは、１ｍＷを０ｄＢｍとして
対数表記したものである。
【０１９０】
　（第３実施形態）
　図１１は、本発明の第３実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した無
線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と、誘電体層１２が異なる構成である。
【０１９１】
　誘電体層１２は、複数設けられる。誘電体層１２は、各誘電体層１２の誘電率が、全て
同じでもよいし、互いに異なる複数種類の誘電率のうちのいずれか１つに設定されてもよ
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い。誘電体層１２は、第１の誘電体層２７と第２の誘電体層２８とからなる。第１の誘電
体層２７と第２の誘電体層２８とは、同一または異なる材料によって形成される。第１の
誘電体層２７の厚み寸法、および第２の誘電体層２８の厚み寸法は、各誘電体層２７，２
８の材料の誘電率に応じて、無線ＩＣタグ２２の通信特性を高める最適な寸法に設定され
る。以後、第１の誘電体層２７と第２の誘電体層２８とを合わせて、単に「誘電体層」１
２とも称す。
【０１９２】
　接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに見て円形状に形成される
。接合層１４は、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３の各層の厚み方向
Ｚに見て円形状に形成される。接合層１４は、無線ＩＣタグ２２と補助アンテナ層１１と
の間、補助アンテナ層１１と第１の誘電体層２７との間、第１の誘電体層２７と第２の誘
電体層２８との間、第２の誘電体層２８と遮蔽層１３との間、および遮蔽層１３と被覆膜
１５との間にそれぞれ１箇所ずつ形成される。
【０１９３】
　このように、接合層１４は、前記複数の層１１，１２，１３の厚み方向Ｚに見て円形状
に形成されるので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６が、いずれの方向に曲げモ
ーメントが付与される状態で配置された場合にも、各層１１，１２，１３間の摺動を許容
することができる。これによって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、等方性
を確保して曲げ剛性を低下させることができる。
【０１９４】
　誘電体層１２は、複数設けられる。したがって、補助アンテナ層１１および遮蔽層１３
の間に、同一の厚みの誘電体層１２を設けるときには、単一の誘電体層１２を設ける場合
に比べて、複数の誘電体層１２を設け、接合層１４によって互いに接合されていない領域
を誘電体層１２に形成することができる。誘電体層１２を単一の層として設ける場合には
、誘電体層１２全体の厚み寸法が、誘電体層１２の断面２次モーメントに寄与する。これ
に対し、誘電体層１２を複数の層とすることによって、誘電体層１２全体の断面２次モー
メントを、誘電体層１２の厚み方向Ｚの合計寸法によって決定される値ではなく、各誘電
体層１２の断面２次モーメントの合計とすることができる。断面形状が長方形の場合の断
面２次モーメントは、厚み方向Ｚの寸法の３乗に比例するので、各誘電体層１２の断面２
次モーメントの合計は、誘電体層１２が単一の層として形成される場合に比べて、小さく
なる。
【０１９５】
　したがって、曲率半径が各誘電体層１２の厚み方向Ｚに定められる曲げモーメントを、
誘電体層１２に付与したときの、誘電体層１２の曲げ剛性を小さくすることができる。ま
た、誘電体層１２に曲げモーメントを付与したときには、複数の誘電体層１２が互いに摺
動して変位することができる。これによって、各誘電体層１２が互いに摺動できない場合
に比べて、各誘電体層１２に付与される引張応力および圧縮応力の最大値を、小さくする
ことができる。したがって、誘電体層１２の損傷を防止することができる。また誘電体層
１２の曲げ剛性を小さくすることができるので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ
６全体の曲げ剛性を小さくすることができる。
【０１９６】
　誘電体層１２は複数設けられ、各誘電体層１２の誘電率が、互いに異なる複数種類の誘
電率のうちのいずれか１つに設定される。したがって、複数の誘電体層１２は、誘電体層
１２を単一の絶縁材料で形成するときに比べて、誘電体層１２全体の誘電率を細かく調整
することができる。これによって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、無線Ｉ
Ｃタグ２２の通信特性が悪化して通信距離が短くなることを確実に防止することができる
。
【０１９７】
　円形状に形成される接合層１４は、可及的に小さく形成される。したがって、各層１１
，１２，１３の接合されていない部分は、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６が曲
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げられた際に、円形状の接合層１４が可及的に小さく形成されていないときに比べて、接
合層１４の短手方向に大きく摺動することができる。これによって、無線通信改善シート
体付き無線ＩＣタグ６は、接合層１４の長手方向を軸線として、さらに容易に曲げること
が可能になる。
【０１９８】
　（実施例２）
　図１２は、本発明の実施例２の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断面図であ
る。図１３は、本発明の実施例２の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を分解した
平面図である。
【０１９９】
　図１３（ｇ）は、遮蔽層１３を厚み方向一方Ｚ１から見た状態を示す。図１３（ｆ）は
、図１３（ｇ）の遮蔽層１３の厚み方向一方Ｚ１に接合層１４を配置した状態を示す。図
１３（ｅ）は、図１３（ｆ）の遮蔽層１３および接合層１４の厚み方向一方Ｚ１に誘電体
層１２を配置した状態を示す。図１３（ｄ）は、図１３（ｅ）の誘電体層１２の厚み方向
一方Ｚ１に接合層１４を配置した状態を示す。図１３（ｃ）は、図１３（ｄ）の誘電体層
１２および接合層１４の厚み方向一方Ｚ１に補助アンテナ層１１を配置した状態を示す。
図１３（ｂ）は、図１３（ｃ）の補助アンテナ層１１および接合層１４の厚み方向一方Ｚ
１に接合層１４を配置した状態を示す。図１３（ａ）は、図１３（ｂ）の補助アンテナ層
１１および接合層１４の厚み方向一方Ｚ１に無線ＩＣタグ２２を配置した状態を示す。
【０２００】
　実施例２では、第３実施形態の構成で、無線ＩＣタグ２２と無線通信改善シート体１と
を組み合わせて、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を形成した。無線通信改善シ
ート体付き無線ＩＣタグ６を物品に取り付けるときの物品側から、厚み寸法が１２０μｍ
のアクリル系粘着テープからなる接合層１４、厚み寸法が２００μｍ 塩化ビニルシート
からなる被覆膜１５、厚み寸法が３０μｍのアクリル系粘着テープからなる接合層１４、
厚み寸法が５０μｍのアルミ箔からなる遮蔽層１３、厚み寸法が１２０μｍのアクリル系
粘着テープからなる接合層１４、厚み寸法が１ｍｍの軟質ポリエチレンからなる誘電体層
１２、厚み寸法が１２０μｍのアクリル系粘着テープからなる接合層１４、厚み寸法が１
ｍｍの軟質ポリエチレンからなる誘電体層１２、厚み寸法が１２０μｍのアクリル系粘着
テープからなる接合層１４、アルミ箔テープからなる補助アンテナ層１１の導体層１７、
厚み寸法が１００μｍのＰＥＴからなる補助アンテナ層１１の絶縁体層１８、厚み寸法が
１２０μｍのアクリル系粘着テープからなる接合層１４、Raflatac社製のbeltタグからな
る無線ＩＣタグ２２、厚み寸法が２００μｍ 塩化ビニルシートからなる被覆膜１５を積
層した。前面側と背面側の被覆膜１５を高周波ウェルダーによって融着した。
【０２０１】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、長辺方向Ｘおよび短辺方向Ｙ
の寸法がそれぞれ同じであり、長辺方向Ｘの寸法を８０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法を２０ｍ
ｍとした。補助アンテナ層１１には、中央部分に長辺方向Ｘの寸法が１６ｍｍ、短辺方向
Ｙの寸法が４ｍｍの切り欠き１９を設けた。
【０２０２】
　遮蔽層１３と誘電体層１２との間の接合層１４は、無線通信改善シート体付き無線ＩＣ
タグ６の中央部分に長辺方向Ｘの寸法が１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が２０ｍｍの帯状に
設けた。２層の誘電体層１２の間の接合層１４は、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタ
グ６の中央部分に長辺方向Ｘが１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が２０ｍｍの帯状に設けた。
誘電体層１２と補助アンテナ層１１の導体層１７との間の接合層１４は、無線通信改善シ
ート体付き無線ＩＣタグ６の中央部分に長辺方向Ｘが１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が２０
ｍｍの帯状領域のうち切り欠き１９以外の部分に設けた。
【０２０３】
　補助アンテナ層１１の絶縁体層１８と無線ＩＣタグ２２との間の接合層１４は、無線Ｉ
Ｃタグ２２の中央部分に長辺方向Ｘが１０ｍｍ、短辺方向Ｙの寸法が１５ｍｍの領域に設
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けた。絶縁体層１８と無線ＩＣタグ２２との間の接合層１４は、補助アンテナ層１１の中
央部分に設け、切り欠き１９については切り欠き１９を介して誘電体層１２に貼りつける
形で設けた。
【０２０４】
　被覆膜１５の融着部分は、長辺方向Ｘの寸法が１ｍｍである。無線通信改善シート体付
き無線ＩＣタグ６全体の外形寸法は、長辺方向Ｘが８５ｍｍ、短辺方向Ｙが２５ｍｍ、厚
み方向Ｚが３５２ｍｍとなった。無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の裏面の接合
層１４、すなわち被覆膜１５と物品とを接合する接合層１４は、全面に設けた。
【０２０５】
　前述のＲＦＩＤリーダを用いて出力２２５ｄＢｍＥＩＲＰ実効輻射電力約１Ｗにて、こ
のタグを金属板に貼って通信距離を測定したところ１５ｍであった。
【０２０６】
　（第４実施形態）
　図１４は、本発明の第４実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図１１に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と、接合層１４の位置および接合層１４の形状
が異なる構成である。
【０２０７】
　接合層１４は、補助アンテナ層１１と第１の誘電体層２７との間、および第２の誘電体
層２８と遮蔽層１３との間において、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の長辺方
向一方Ｘ１の端部に形成される。接合層１４は、第１の誘電体層２７と第２の誘電体層２
８との間において、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の長辺方向他方Ｘ２の端部
に形成される。
【０２０８】
　接合層１４は、図１に示した無線通信改善シート体１と同様に、帯状に形成される。接
合層１４は、可及的に細い帯状に形成される。したがって、各層１１，１２，１３の接合
されていない部分は、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６が曲げられた際に、接合
層１４が可及的に細い帯状に形成されていない場合に比べて、接合層１４の短手方向に大
きく摺動することができる。これによって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は
、接合層１４の長手方向を軸線として、さらに容易に曲げることが可能になる。
【０２０９】
　（第５実施形態）
　図１５は、本発明の第５実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図１１に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と、接合層１４の位置が異なる構成である。
【０２１０】
　接合層１４は、補助アンテナ層１１と第１の誘電体層２７との間、第１の誘電体層２７
と第２の誘電体層２８との間および第２の誘電体層２８と遮蔽層１３との間において、そ
れぞれ長辺方向一方Ｘ１の端部に形成される。
【０２１１】
　無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６のうち、接合層１４が形成される長辺方向一
方Ｘ１の端部を物品に最初に接触させる部位と定め、この部位を明示する表記を無線通信
改善シート体付き無線ＩＣタグ６に付す。無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を物
品に貼付するときには、前記表記によって明示された部位を最初に接触させ、長辺方向一
方Ｘ１から長辺方向他方Ｘ２に順次、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を物品に
貼付することによって、接合層１４に外力が付与されることを防止することができる。し
たがって、接合層１４によって互いに接合される各層１１，１２，１３は、その面方向に
関して互いにずれる向きには外力が付与されず、摺動可能領域においては、必要な摺動が
貼付のときに行われる。これによって、一旦貼付した無線通信改善シート体付き無線ＩＣ
タグ６に、物品から剥離しようとする応力が発生することを防止することができる。
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【０２１２】
　したがって、接合層１４は無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の長辺方向一方Ｘ
１のみに形成されるので、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を物品の曲面部に貼
り付けるとき、接合層１４が形成される長辺方向一方Ｘ１の端部から容易に貼り付けるこ
とができる。
【０２１３】
　（第６実施形態）
　図１６は、本発明の第６実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した無
線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と、被覆膜１５の形状が異なる構成である。
【０２１４】
　保持手段１６は、前記複数の層１１，１２，１３，１４の一部または全部を外囲する被
覆膜１５を含む。被覆膜１５は、無線ＩＣタグ２２、補助アンテナ層１１、誘電体層１２
、無線ＩＣタグ２２と補助アンテナ層１１との間の接合層１４、補助アンテナ層１１と誘
電体層１２との間の接合層１４、および誘電体層１２と被覆膜１５との間の接合層１４を
外囲して一体に保持する。遮蔽層１３は、被覆膜１５よりも物品側に配置され、接合層１
４によって被覆膜１５と接合されている。無線ＩＣタグ２２と補助アンテナ層１１との間
の接合層１４、補助アンテナ層１１と誘電体層１２との間の接合層１４、および誘電体層
１２と被覆膜１５との間の接合層１４については接合層１４の面積を、各層１１，１２，
１３の厚み方向Ｚに垂直な面の面積よりも小さく形成されるので、無線ＩＣタグ２２，補
助アンテナ層１１，誘電体層１２，において摺動可能領域が形成される。遮蔽層１３と被
覆膜１５については全体が接合層１４よって接合されるが、厚みが薄いため曲げ剛性への
影響は小さいと考えられる。
【０２１５】
　他の実施形態において、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、被覆膜１５が、
無線ＩＣタグ２２、補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３のうち少なくと
も１つを外囲する構成にしてもよい。
【０２１６】
　（第７実施形態）
　図１７は、本発明の第７実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図１１に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と比べて、第１の誘電体層２７と第２の誘電体
層２８との接合の方法が異なる構成である。
【０２１７】
　接合部は、前記複数の層のうち、少なくともいずれかの互いに隣り合う２つの層を溶着
または融着させ、互いに接合されている。複数の誘電体層１２のうち少なくともいずれか
の互いに隣り合う２つの層は、厚み方向Ｚに見て一部の領域において、互いに融着されて
いる。この誘電体層１２が融着されている領域を、「融着領域」３６と称す。したがって
、複数の誘電体層１２は、融着領域３６において、各誘電体層１２が互いに分離すること
を阻止することができる。また、各誘電体層１２は、誘電体層１２の融着されていない領
域において、摺動することができる。
【０２１８】
　（第８実施形態）
　図１８は、本発明の第８実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８の無線通信
改善シート体付き無線ＩＣタグ６に類似する構成である。
【０２１９】
　誘電体層１２は、誘電体層１２を厚み方向Ｚに垂直に見たときの一部の領域が、厚み方
向Ｚに分離可能に切り込み３７が形成されている。切り込み３７は、誘電体層１２を厚み
方向Ｚに見たときの一部の領域において、厚み方向Ｚに垂直に形成される。したがって、
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誘電体層１２の切り込み３７が形成されている領域において、誘電体層１２は、摺動する
ことができる。これによって、誘電体層１２に切り込み３７が形成されていないときに比
べて、切り込み３７が形成される誘電体層１２は、曲げ剛性を小さくすることができる。
【０２２０】
　（第９実施形態）
　図１９は、本発明の第９実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図１１に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と比べて、無線ＩＣタグ６を配置する位置が異
なる構成である。
【０２２１】
　無線ＩＣタグ２２は、補助アンテナ層１１と遮蔽層１３との間に配置される。したがっ
て、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、遮蔽層１３によって物品から無線ＩＣ
タグ２２への電磁的な影響を遮蔽し、無線ＩＣタグ２２の補助アンテナとして機能するこ
とができる。また、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、補助アンテナ層１１お
よび遮蔽層１３によって、無線ＩＣタグ２２を挟んで配置するので、無線ＩＣタグ２２を
衝撃などから保護することができる。
【０２２２】
　（第１０実施形態）
　図２０は、本発明の第１０実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の
断面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と比べて、誘電体層１２の形状が異なる構成で
ある。
【０２２３】
　誘電体層１２は、無線ＩＣタグ２２が配置されるときに、厚み方向Ｚに見てＩＣチップ
２３が配置される位置と同じ位置に、凹所４１または空孔が形成される。凹所４１および
空孔は、ＩＣチップ２３の長辺方向Ｘおよび短辺方向Ｙのそれぞれの寸法よりも大きく形
成される。
【０２２４】
　凹所４１とは、誘電体層１２の厚み方向一方Ｚ１に臨む表面に形成される有底の穴であ
る。凹所４１は、円柱状および角柱状などの柱体や円錐および四角錐などの錐体や半球な
どの形状に形成される。たとえば凹所４１は、厚み方向Ｚの軸線を有する四角柱状に形成
され、長辺方向Ｘの寸法が８ｍｍに形成され、短辺方向Ｙの寸法が８ｍｍに形成され、厚
み方向Ｚの寸法が３ｍｍに形成される。
【０２２５】
　また、誘電体層１２は、空孔が形成される構成でもよい。この空孔とは、誘電体層１２
を厚み方向Ｚに貫通する孔である。空孔は、円柱状および角柱状などの形状に形成される
。
【０２２６】
　図２１は、本発明の第１０実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に
外力が付与されている状態を示す断面図である。厚み方向他方Ｚ２に向かう外力が、被覆
膜１５を介してＩＣチップ２３に付与されると、ＩＣチップ２３の厚み方向他方Ｚ２側に
位置するアンテナ素子２４、補助アンテナ層１１、および接合層１４は、弾性変形して凹
所４１内に突出する。
【０２２７】
　本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した凹所４１が形
成されない無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６に比べて、外力がＩＣチップ２３に
付与された場合、ＩＣチップ２３が凹所４１内に収まることにより外力を凹所４１以外の
部分に分散することができる。これによって、ＩＣチップ２３に付与される外力を低減さ
せ、この外力に対する反力を低減させることができる。したがって、無線通信改善シート
体付き無線ＩＣタグ６は、ＩＣチップ２３に付与される厚み方向一方Ｚ１へ向かう反力を
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小さくすることができる。
【０２２８】
　このように、誘電体層１２は、無線ＩＣタグ２２が配置されるときに、厚み方向Ｚに見
てＩＣチップ２３が配置される位置と同じ位置に、凹所４１または空孔が形成される。し
たがって、無線ＩＣタグ２２が無線通信改善シート体１に配置されている状態において、
各層の厚み方向Ｚの外方からＩＣチップ２３に外力が付与されたときに、ＩＣチップ２３
に付与される反力を小さくすることができる。これによって、無線通信改善シート体１は
、ＩＣチップ２３が破損することを防止することができる。したがって、無線通信改善シ
ート体１は、無線ＩＣタグ２２の耐衝撃性を高めることができる。
【０２２９】
　（第１１実施形態）
　図２２は、本発明の第１１実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の
断面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した
無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と比べて、誘電体層１２の形状が異なる構成で
ある。
【０２３０】
　誘電体層１２には、長辺方向Ｘに垂直な方向に、切り込み３７ａ，３７ｂが形成される
。切り込み３７ａは、平面状でもＶ字状でも良く、誘電体層１２の厚み方向一方Ｚ１に臨
む表面から厚み方向他方Ｚ２へ向けて形成され、切り込み３７ｂは、誘電体層１２の厚み
方向他方Ｚ２に臨む表面から厚み方向一方Ｚ１へ向けて形成される。切り込み３７ａ，３
７ｂは、短辺方向Ｙの寸法が、誘電体層１２の短辺方向Ｙの寸法と一致し、厚み方向Ｚの
寸法が、たとえば
７．５ｍｍに形成される。
【０２３１】
　誘電体層１２の厚み方向Ｚに垂直な２つの端面部のいずれか一方の端面部は、厚み方向
Ｚに交差する１または複数の方向に分離可能な複数の領域を含む。端面部とは、厚み方向
Ｚに臨む表面のことをいう。複数の領域は、一方の端面部から厚み方向Ｚに平行に形成さ
れる切り込み３７ａ，３７ｂによって、分離可能に形成される。この複数の領域は、誘電
体層１２のうちの一方の端面部を除く部分によって連なって形成される。複数の領域は、
一方の端面部とは反対側の他方の端面部によって連なって形成される。
【０２３２】
　本実施形態では、前記分離可能な複数の領域は、第１分離可能領域３８ａ，３８ｂおよ
び第２分離可能領域３９ａ，３９ｂを含んで実現される。第１分離可能領域３８ａと第２
分離可能領域３９ａとは、切り込み３７ａによって分離される。第１分離可能領域３８ｂ
と第２分離可能領域３９ｂとは、切り込み３７ｂによって分離される。第１分離可能領域
３８ａ，３８ｂおよび第２分離可能領域３９ａ，３９ｂは、摺動可能領域内に形成される
。
【０２３３】
　誘電体層１２において、第１分離可能領域３８ａ，３８ｂは、切り込み３７ａ，３７ｂ
よりも長辺方向Ｘの一方側、すなわち図２２で示す切り込み３７ａ，３７ｂの左側の領域
であり、第２分離可能領域３９ａ，３９ｂは、切り込み３７ａ，３７ｂよりも長辺方向Ｘ
の他方側、すなわち図２２で示す切り込み３７ａ，３７ｂの右側の領域である。
【０２３４】
　誘電体層１２は、第１分離可能領域３８ａ，３８ｂおよび第２分離可能領域３９ａ，３
９ｂを含んで、一体に形成される。３７ａ，３７ｂ第１分離可能領域３８ａおよび第２分
離可能領域３９ａは、厚み方向他方Ｚ２側の端面部を含む領域によって、接続されている
。第１分離可能領域３８ｂおよび第２分離可能領域３９ｂは、厚み方向一方Ｚ１側の端面
部を含む領域によって、接続されている。
【０２３５】
　図２３は、本発明の第１１実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の
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曲げ剛性を説明するための断面図である。図２３では、本実施形態の無線通信改善シート
体付き無線ＩＣタグ６から無線ＩＣタグ２２および被覆膜１５を取り除き、補助アンテナ
層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４を示している。図２３に示す補助ア
ンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４は、図７に示した補助アンテ
ナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４と比べて、誘電体層１２の形状が
異なる構成である。
【０２３６】
　補助アンテナ層１１、誘電体層１２および遮蔽層１３は、曲率半径が各層の厚み方向Ｚ
に定められる曲げモーメントが付与されている状態を示す。補助アンテナ層１１、誘電体
層１２および遮蔽層１３の各層は、曲率半径を半径とする仮想円の中心を軸線として、曲
げモーメントが付与される。
【０２３７】
　図２３（ａ）は、仮想円の中心が誘電体層１２よりも厚み方向他方Ｚ２側に位置すると
きの補助アンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４を示す。誘電体層
１２は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の外側の面、すなわち厚み方向一方Ｚ１に
臨む面において、最も大きい引張応力３１が付与される。この引張応力３１の付与によっ
て、厚み方向一方Ｚ１に臨む面では、第１分離可能領域３８ａと第２分離可能領域３９ａ
とが、仮想円の円周方向のうちの互いに離間する向きに分離する。
【０２３８】
　第１分離可能領域３８ａおよび第２分離可能領域３９ａが摺動可能領域に形成されてい
るので、第１分離可能領域３８ａおよび第２分離可能領域３９ａの厚み方向一方Ｚ１側が
互いに分離するときに、補助アンテナ層１１と誘電体層１２とが摺動することができる。
これによって、第１分離可能領域３８ａと第２分離可能領域３９ａとの間での分離が容易
になり、誘電体層１２の曲げ剛性を低下させることができる。
【０２３９】
　誘電体層１２は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の内側の面、すなわち厚み方向
他方Ｚ２に臨む面において、最も大きい圧縮応力３２が付与される。厚み方向他方Ｚ２に
臨む面では、圧縮応力３２が付与されるので、第１分離可能領域３８ｂと第２分離可能領
域３９ｂとが、分離することはない。
【０２４０】
　図２３（ｂ）は、仮想円の中心が誘電体層１２よりも厚み方向一方Ｚ１側に位置すると
きの補助アンテナ層１１、誘電体層１２、遮蔽層１３および接合層１４を示す。誘電体層
１２は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の外側の面、すなわち厚み方向他方Ｚ２に
臨む面において、最も大きい引張応力３１が付与される。この引張応力３１の付与によっ
て、厚み方向他方Ｚ２に臨む面では、第１分離可能領域３８ｂと第２分離可能領域３９ｂ
とが、仮想円の円周方向のうちの互いに離間する向きに分離する。
【０２４１】
　第１分離可能領域３８ｂおよび第２分離可能領域３９ｂが摺動可能領域に形成されてい
るので、第１分離可能領域３８ｂおよび第２分離可能領域３９ｂの厚み方向他方Ｚ２側が
互いに分離するときに、誘電体層１２と遮蔽層１３とが摺動することができる。これによ
って、第１分離可能領域３８ｂと第２分離可能領域３９ｂとの間での分離が容易になり、
誘電体層１２の曲げ剛性を低下させることができる。
【０２４２】
　誘電体層１２は、厚み方向Ｚに垂直な面のうち曲率半径の内側の面、すなわち厚み方向
一方Ｚ１に臨む面において、最も大きい圧縮応力３２が付与される。厚み方向一方Ｚ１に
臨む面では、圧縮応力３２が付与されるので、第１分離可能領域３８ａと第２分離可能領
域３９ａとが、分離することはない。
【０２４３】
　このように、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６では、第１分離可能領域３８ａ
，３８ｂおよび第２分離可能領域３９ａ，３９ｂが形成されるので、曲率半径が各層の厚
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み方向Ｚに定められる曲げモーメントが無線通信改善シート体１に付与されるとき、曲げ
の外側の端面部では、引張応力３１が与えられて前記複数の領域が分離することができる
。これによって、無線通信改善シート体１は、曲げの外側の端面部に付与される引張応力
３１を低下させることができるので、曲げ剛性が飛躍的に低下し、容易に折り曲げること
ができる。
【０２４４】
　また、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６では、複数の領域は、一方の端面部か
ら厚み方向Ｚに平行に形成される切り込み３７ａ，３７ｂによって、分離可能に形成され
る。したがって、分離可能な複数の領域を、切り込み３７ａ，３７ｂを形成するなどの簡
易な加工によって形成することができる。これによって、無線通信改善シート体１は、切
り込み３７ａ，３７ｂの数、誘電体層１２の厚み寸法に対する切り込み３７ａ，３７ｂの
厚み方向Ｚの寸法の比率、および切り込み３７ａ，３７ｂを形成する位置などを変化させ
ることによって、曲げ剛性を自由に設定することができる。
【０２４５】
　（第１２実施形態）
　図２４は、本発明の第１２実施形態である無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６の
断面図である。図２５は、図２４に示す誘電体層１２を切断面線Ｂ－Ｂで切断した部分断
面図である。本実施形態の無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、図８に示した無
線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６と比べて、誘電体層１２の形状が異なる構成であ
る。
【０２４６】
　誘電体層１２は、複合体４６を含んで構成される。複合体４６は、中空構造体４７と板
状体４８との複合構造によって構成される。複合体４６は、中空構造体４７と２つの板状
体４８とを含む。中空構造体４７は、板状体４８と面の向きが異なる板状の壁で、中空構
造体４７の壁面が厚み方向Ｚに平行に形成される場合に誘電体層１２の圧縮強度がより強
くなる。中空構造体４７の材料は、絶縁体であれば何でも良いが、たとえば熱可塑性樹脂
材料のポリプロピレンである。
【０２４７】
　本実施形態では、誘電体層１２は、ハニカム構造によって構成され、中空構造体４７の
空間部分は、正六角柱状に形成される。中空構造体４７の空間部分は、軸線が厚み方向Ｚ
に一致する。２つの板状体４８は、中空構造体４７を厚み方向Ｚに挟んで配置される。中
空構造体４７および各板状体４８は、一体に形成される。たとえば板状体４８は、厚み寸
法が０．４ｍｍであり、中空構造体４７は、厚み寸法が０．３ｍｍであり、高さ寸法が６
．７ｍｍである。
【０２４８】
　このように、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６は、誘電体層１２が、２つ以上
の板状体と板状体の間に設けられる中空構造体とによって構成される複合構造をとる。し
たがって、無線通信改善シート体１は、誘電体層１２が均一なシート状に形成される場合
よりも、誘電体層１２を構成する部材の量を減少させ、誘電体層１２を軽量化させること
ができる。また、誘電体層１２は、外力が付与されて厚み寸法が変化すると、無線ＩＣタ
グ２２の通信特性が変化することになる。無線通信改善シート体１では、誘電体層１２に
含まれる中空構造体４７の形状および厚み寸法を変化させることによって、圧縮強度を設
定することができる。これによって、無線通信改善シート体１は、無線ＩＣタグ２２の通
信特性を変化させることのない圧縮強度を有し、かつ軽量化を図ることができる。
【０２４９】
　本実施形態では、中空構造体４７の空間部分４７が、正六角柱状に形成されるけれども
、他の実施形態では、中空構造体４７の空間部分４７は、正三角柱、正四角柱などの正六
角柱以外の角柱状、および円柱状に形成されてもよい。
【０２５０】
　また他の実施形態では、中空構造体４７は、厚み方向Ｚに垂直な１または複数の方向に
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並ぶ、厚み方向Ｚを軸線とする複数の筒状体を含んで構成されてもよい。各筒状体は、中
空の正六角柱状に形成され、また、正三角柱、正四角柱などの正六角柱以外の角柱状、お
よび円柱状に形成されてもよい。これによって、無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ
６の圧縮強度をさらに高めることができ、圧縮荷重による性能変化を減らせることができ
る。
【０２５１】
　また他の実施形態では、複合体４６は、厚み方向一方Ｚ１および厚み方向他方Ｚ２の少
なくともいずれか一方から、切り込みが形成される構成であってもよい。これによって、
前述の第１１実施形態と同様に、曲率半径が各層の厚み方向Ｚに定められる曲げモーメン
トが誘電体層１２に付与されるとき、曲げの外側の端面部では、引張応力３１が与えられ
て前記複数の領域が分離することができる。したがって、無線通信改善シート体１は、曲
げ剛性が低下し、容易に折り曲げることができる。
【０２５２】
　（第１３実施形態）
　図２６は、本発明の第１３実施形態である無線タグ通信システム８の構成を示すブロッ
ク図である。無線タグ通信システム８は、無線タグ装置５１と、読取り部５２と、制御部
５３と、データベース５４とを含んで構成される。
【０２５３】
　無線タグ装置５１は、無線ＩＣタグ２２と無線通信改善シート体１とを組み合わせて構
成されるタグ、または無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６からなる。無線通信改善
シート体１、および無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６を用いることによって、管
理する対象となる被着物質の表面が曲面の導電体であっても容易に無線ＩＣタグ２２を取
り付けることができる。
【０２５４】
　読取り部５２は、無線ＩＣタグ２２のＩＣチップ２３に記憶される情報を読取る読取装
置であり、たとえば無線タグリーダによって実現される。読取り部５２は、無線ＩＣタグ
２２および無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ６から、識別情報を読出し、読出した
識別情報を制御部５３に送信する。他の実施形態では、読取り部５２は、読取り機能およ
び書込み機能を有するリーダライタによって実現されてもよい。
【０２５５】
　制御部５３およびデータベース５４は、コンピュータによって実現される。コンピュー
タは、図示しない中央処理装置（Central Processing Unit：略称「ＣＰＵ」）および記
憶装置を含む。制御部５３と読取り部５２とは、無線または有線によって通信可能に構成
される。制御部５３は、読取り部５２から送信された識別情報を受信し、受信した識別所
法と、データベース５４内の管理情報とを照合して必要なデータを呼び出し、画面表示や
管理情報の更新などの処理を行う。管理情報は、内容について制限はなく、たとえば被着
物質の情報管理、位置管理、状態把握、在庫管理、電子決済などいずれでもよい。
【符号の説明】
【０２５６】
　１　無線通信改善シート体
　６　無線通信改善シート体付き無線ＩＣタグ
　８　無線タグ通信システム
　１１　補助アンテナ層
　１２　誘電体層
　１３　遮蔽層
　１４　接合層
　１５　被覆膜
　１６　保持手段
　１７　導体層
　１８　絶縁体層
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　１９　切り欠き
　２２　無線ＩＣタグ
　２３　ＩＣチップ
　２４　アンテナ素子
　２７　第１の誘電体層
　２８　第２の誘電体層
　３１　引張応力
　３２　圧縮応力
　３４　中立面
　３５　中立軸
　３６　融着領域
　３７　切り込み
　３８　第１分離可能領域
　３９　第２分離可能領域
　４１　凹所
　４６　複合体
　４７　中空構造体
　４８　板状体
　５１　無線タグ装置
　５２　読取り部
　５３　制御部
　５４　データベース
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