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電磁結合モジユール付き物品
行技 庁分野

０００1 本発明は、電磁結合モジュール付き物品、特に、 (Rad o F eq enc d e n nn Ca

o n)システムに用いられる無線 C チップを有する電磁結合モジュール付き物品に関

する。

背景 行技 庁

０００2 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 C タグ (以下、無線 C 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 システムが開発されている。 システムに使用さ

れる無線 C デバイスとしては、例えば、特許文献 ，2 に記載のものが知られている。

０００3 即ち、図6 ０示すよぅに、プラスチックフイルム6 ００上にアンテナパターン6 ０を設け

、該アンテナパターン6 ０の一端に無線 C チッ ０を取り付けたもの、図6 に示

すよぅに、プラスチックフイルム6 2０上にアンテナパターン6 2 と放射用電極622 とを

設け、アンテナパターン6 2 の所定箇所に無線 C チッ ０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 C デバイスにおいては、無線 C チッ ０をアンテナパ

ターン6 ０ 6 2 に バンプを用いて直接電気的に接続、搭載するため、大面積の

フイルム6 ００ 62０に微小な無線 C チッ ０を位置決めする必要がある。しかし、

大面積のフイルム6 ００ 62０に微小な無線 C チッ ０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ィビすると

いぅ問題点を有している。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6 ０ 6 2 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

み込まれるにとでも変ィビする。

０００5 無線 C デバイスの用途は無限に広がっているが、アンテナの配置状態などによっ
て共振周波数特性が変化するので、様々な物品に取り付けることが困難であるのが

現状である。



特許文献 1 特開2 ００5 36528 号公報

特許文献2 特開2 ００5 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 C チップを有して安定した周波数特性を有する電

磁結合モジュールを備えた電磁結合モジュール付き物品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、本発明に係る電磁結合モジュール付き物品は、無線 C

チップと、該無線 C チップを搭載し、所定の共振周波数を有する共振回路を含む給

電回路を設けた給電回路基板とからなる電磁結合モジュールが物品に取り付けられ

ており、該物品は前記電磁結合モジュールの給電回路から電磁結合を介して供給さ

れた送信信号を放射する、及び 又は、受け取った受信信号を電磁結合を介して給

電回路に供給する放射板とを備えていること、を特徴とする。

０００8 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品において、無線 C チップは給電回路

基板上に搭載され、該給電回路基板を介して放射板と一体ィビされる。給電回路基板

は放射板に比べるとかなり刀心な面積であるため、無線 C チップを給電回路基板上

に極めて精度ょく搭載することが可能である。

０００9 そして、放射板から放射する送信信号の周波数及び無線 C チップに供給する受信

信号の周波数は、給電回路基板における共振回路の共振周波数で実質的に決まる

。実質的に決まるとは、給電回路基板と放射板の位置関係などで周波数が微少にず

れることがあることにょる。つまり、無線 C チップを高精度に搭載した給電回路基板に

おいて送受信信号の周波数が決まるため、放射板の形状やサイズ、配置位置などに

ょらず、例えば、放射板を丸めたり、誘電体で挟んだりしても周波数特性が変ィビする

ことがなく、安定した周波数特性が得られる。従って、様々な種類の物品を シス

テムに組み入れることができる。

００1０ 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品において、放射板は物品そのものが本

来有している金属物であってもょく、例えば、自動車を物品とするとその金属製ボディ

を放射板としたり、携帯端末機器を物品とするとその金属製箇体を放射板とすること



ができる。また、放射板は放射板用に物品に付与された金属パターンであってもよい
。例えば、包装紙に収容された衣類を物品とすると包装紙に金属膜の模様を設け、こ

の金属膜模様を放射板としてもよい。

００11 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品において、放射板は誘電体であっても

よく、ここで誘電体とは誘電率が 以上のもの利づ。電磁結合モジュールの入出力

部の特性インピーダンスと誘電体界面の特性インピーダンスを合わせることで誘電体

内に電磁波が入力され、誘電体が電磁放射体として機能する。即ち、通常金属製で

あるアンテナの機能を、セラミック、ガラス、ペットボトルなどの樹脂である誘電体に持

たせることができる。誘電体が放射板として機能することで、様々な種類の物品を幅

広く システムに組み入れることができる。

００12 無線 Cチップは、電磁結合モジュールが取り付けられた物品の情報がメモりされて

いる以外に、情報が書き換え可能であってもよく、 システム以外の情報処理機

能を有していてもよい。

００13 また、本発明に係る電磁結合モジュール付き物品において、前記共振回路はコン

デンサ素子とインダクタ素子とで構成された集中定数型共振回路であることが好まし

い。集中定数型共振回路は C直列共振回路又は C並列共振回路であってもよく、

あるいは、複数の C直列共振回路又は複数の C並列共振回路を含んで構成され

ていてもよい。共振回路は分布定数型共振回路で構成することも可能であり、その場

合共振回路のインダクタはストリップラインなどで形成することになる。しかし、コンデ

ンサ素子とインダクタ素子とで形成できる集中定数型共振回路で構成すれば、小型

ィビを容易に達成でき、放射板などの他の素子からの影響を受けにくくなる。共振回路

を複数の共振回路で構成すれば、各共振回路が結合することにより、送信信号が広

帯域化する。

００14 また、前記コンデンサ素子は、無線 Cチップの後段であって、無線 Cチップと前記

インダクタ素子との間に配置すると、耐サージ性が向上する。サージは2００ zまで

の低周波電流なので、コンデンサによってかソトすることができ、無線 Cチップのサー

ジ破壊を防止することができる。

００15 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



ってもよく、この場合、コンデンサ素子とインダクタ素子は多層基板の表面及び 又

は内部に形成される。共振回路を多層基板で構成することにより、共振回路を構成

する素子 (電極パターンなど)を基板の表面のみならず内部にも形成することができ、

基板の小型ィビを図ることができる。また、共振回路素子のレイアウトの自由度が高くな

り、共振回路の高性能ィビを図ることも可能になる。多層基板は、複数の樹脂層を積層

してなる樹脂多層基板であってもよく、あるいは、複数のセラミック層を積層してなるセ

ラミック多層基板であってもよい。また、薄膜形成技術を利用した薄膜多層基板であ

ってもよい。セラミック多層基板である場合、セラミック層は低温焼結セラミック材料で

形成することが好ま 、。抵抗値の低い銀や銅を共振回路部材として用いることがで

きるからである。

００16 一方、前記給電回路基板は誘電体又は磁性体の単層基板であってもよく、この場

合、コンデンサ素子及び 又はインダクタ素子は単層基板の表面に形成されること

になる。単層基板の材料は樹脂であってもセラミックであってもよい。コンデンサ素子

による容量は単層基板の表裏に形成した平面形状電極の間で形成してもよく、ある

いは、単層基板の一面に並置した電極の間で形成することもできる。

００17 給電回路基板はり、ジ、ソドな樹脂製又はセラミック製の基板であることが好ま 、。基

板がり、ジ、ソドであれば、無線 Cデバイスをどのよぅな形状の物に貼り付けた場合でも

送信信号の周波数が安定する。しかも、り、ジ、ソドな基板に対しては無線 Cチップを安

定して搭載することができる。

００18 ところで、放射板の電気長は共振周波数の半波長の整数倍であることが好ましく、

利得が最も大きくなる。但し、周波数は共振回路で実質的に決められているので、放

射板の電気長は必ずしも共振周波数の半波長の整数倍である必要はない。このこと

は、放射板が特定の共振周波数を有するアンテナ素子である場合に比べて、大きな

利点となる。

００19 また、無線 Cチップと給電回路基板との接続は種々の形態を採用できる。例えば、

無線 Cチップにチップ側電極パターンを設けるとともに、給電回路基板に第 基板側

電極パターンを設け、チップ側電極パターンと第 基板側電極パターンとを直接電気

的に接続してもよい。この場合、半田や導電性樹脂、金バンプなどで接続することが



できる。

００2０ あるいは、チップ側電極パターンと第 基板側電極パターンとの間を容量結合又は

磁気結合により接続してもよい。容量結合又は磁気結合による接続であれば、半田

や導電性樹脂を使用する必要はなく、樹脂などの接着剤を用いて貼り付ければよい
。この場合、チップ側電極パターンや第 基板側電極パターンは、無線 Cチップの表

面、給電回路基板の表面に形成されている必要はない。例えば、チップ側電極パタ

ーンの表面に樹脂膜が形成されていてもよく、あるいは、第 基板側電極パターンは

多層基板の内層に形成されていてもよい。

００2 1 容量結合の場合、第 基板側電極パターンの面積がチップ側電極パターンの面積

よりも大きレ亡とが好ま 、。無線 Cチップを給電回路基板に搭載するときの位置精

度が多少ばらついても、両電極パターンの間に形成される容量のばらつきが緩和さ

れる。しかも、 心な無線 Cチップに大きな面積の電極パターンを形成することは困

難であるが、給電回路基板は比較的大きいので大きな面積の電極パターンを形成す

ることに何の支障もない。

００22 磁気結合の場合、容量結合に比べて、給電回路基板への無線 Cチップの搭載精

度がそれほど高く要求されないので、搭載がさらに容易になる。また、チップ側電極

パターン及び第 基板側電極パターンはそれぞれコイル状電極パターンであることが

好ま 、。スパイラルやへリカルなどのコイル状電極パターンであれば設計が容易で

ある。周波数が高くなればミアンダ状とすることが効果的である。

００23 一方、給電回路基板と放射板との接続にも種々の形態を採用できる。例えば、第2

基板側電極パターンと放射板との間を容量結合又は磁気結合により接続してもよい
。容量結合又は磁気結合による接続であれば、半田や導電性樹脂を使用する必要

はなく、樹脂などの接着剤を用いて貼り付ければよい。この場合、第2基板側電極パ

ターンは給電回路基板の表面に形成されている必要はない。例えば、第2基板側電

極パターンは多層基板の内層に形成されていてもよい。

００24 磁気結合の場合、第2基板側電極パターンはコイル状電極パターンであることが好

ま 、。スパイラルやへリカルなどのコイル状電極パターンが磁束をコントロールしや

すいので設計が容易である。周波数が高くなればミアンダ状とすることも可能である。



なお、磁気結合の場合、第2基板側電極パターン (コイル状電極パターン) にて生じ

る磁束の変化を妨げないよぅにすることが好ましく、例えば、放射板に開口部を形成

することが望ま 、。これにより、信号エネルギーの伝達効率を向上させるとともに、

給電回路基板と放射板の貼り合わせによる周波数のずれを低減できる。

発明の効果

００25 本発明によれば、無線 C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、また、送信信号や受信信号の周波数は、給電回路基板に設けられた給電回

路にて決められているため、電磁結合モジュールを種々の形態の放射板と組み合わ

せても周波数特性が変ィビすることはなく、安定した周波数特性が得られる。従って、

物品そのものが本来有している金属物あるいは物品に付与された金属パターンを放

射板として利用することにより、種々の物品を システムに組み込み、物品の資

産管理などをォ〒ぅことが可能となる。

００26 図 電磁結合モジュールの第 例を示す斜視図である。

図2 前記第 例の断面図である。

図3 前記第 例の等価回路図である。

図4 前記第 例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図5 ( ) ( ) ともに無線 cチップと給電回路基板との接続状態を示す斜視図であ

る。

図6 電磁結合モジュールの第2例を示す斜視図である。

図7 電磁結合モジュールの第3例を示す斜視図である。

図8 電磁結合モジュールの第4例を示す断面図である。

図9 電磁結合モジュールの第5例を示す等価回路図である。

図1０電磁結合モジュールの第6例を示す等価回路図である。

図11 電磁結合モジュールの第7例を示す等価回路図である。

図12 電磁結合モジュールの第8例を示す断面図である。

図13 前記第8例の等価回路図である。

図14 前記第8例の給電回路基板を示す分解斜視図である。



図15 電磁結合モジュールの第9例を示す等価回路図である。

図16 電磁結合モジュールの第 ０例を示す等価回路図である。

図17 前記第 ０例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図18 電磁結合モジュールの第皿例を示す斜視図である。

図19 電磁結合モジュールの第 2例を示す断面図である。

図2０前記第 2例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図2 1 第 3例を示す等価回路図である。

図22 前記第 3例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図23 電磁結合モジュールの第 4例を示す等価回路図である。

図24 前記第 4例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図25 前記第 4例の反射特性を示すグラフである。

図26 電磁結合モジュールの第 5例を示す等価回路図である。

図27 前記第 5例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図28 前記第 5例の無線 cチップを示し、( ) は底面図、( ) は拡大断面図である

図29 電磁結合モジュールの第 6例を示す等価回路図である。

図3０前記第 6例の給電回路基板を示す分解斜視図である。

図3 1 電磁結合モジュールの第 7例を示す分解斜視図である。

図32 前記第 7例において、無線 cチップを搭載した給電回路基板の底面図であ

る。

図33 前記第 7例の側面図である。

図34 前記第 7例の変形例を示す側面図である。

図35 電磁結合モジュールの第 8例を示す分解斜視図である。

図36 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 実施例を示す斜視図である

図37 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第2実施例を示す斜視図である

図38 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第3実施例を示す正面図である



図39 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第4実施例を示す斜視図である

図4０本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第5実施例を示す斜視図である

図41 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第6実施例を示す斜視図である

図42 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第7実施例を示す斜視図である

図43 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第8実施例を示す斜視図である

図44 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第9実施例を示す正面図である

図45 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 ０実施例を示す斜視図であ

る。

図46 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第皿実施例を示す平面図であ

る。

図47 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 2実施例を示す斜視図であ

る。

図48 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 3実施例を示す斜視図であ

る。

図49 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 4実施例を示す斜視図であ

る。

図5０本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 5実施例を示す斜視図であ

る。

図5 1 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 6実施例を示す斜視図であ

る。

図52 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 7実施例を示す斜視図であ



る。

図53 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 8実施例を示す斜視図であ

る。

図54 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第 9実施例を示す斜視図であ

る。

図55 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第2０実施例を示す斜視図であ

る。

図56 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第2 実施例を示す斜視図であ

る。

図57 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第22実施例を示す斜視図であ

る。

図58 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第23実施例を示す正面図であ

る。

図59 本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の第24実施例を示す斜視図であ

る。

図6０従来の無線 cデバイスの第 例を示す平面図である。

図6 1 従来の無線 cデバイスの第2例を示す平面図である。

発明を実施するための最良の形態

００27 以下、本発明に係る電磁結合モジュール付き物品の実施例について添付図面を

参照して説明する。なお、以下に説明する各種電磁結合モジュール及び各種物品

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。

００28 (電磁結合モジュールの第 例、図 ～図5参照)

第 例である電磁結合モジュール aは、モノポールタイプの放射板2０と組み合わ

せたものであり、図 及び図2に示すよぅに、無線 cチップ5と、上面に無線 cチップ

5を搭載した給電回路基板 ０とで構成され、放射板2０上に貼着されている。無線 c
チップ5は、クロック回路、ロ、がソク回路、メモり回路を含み、必要な情報がメモりされて

おり、給電回路基板 ０に内蔵された給電回路 6と直接電気的に接続されている。

００29 給電回路 6は、所定の周波数を有する送信信号を放射板2０に供給するための回



路、及び 又は、放射板2０で受けた信号から所定の周波数を有する受信信号を選

択し、無線 Cチップ5に供給するための回路であり、送受信信号の周波数で共振す

る共振回路を備えている。

００3０ 給電回路基板 ０には、図2及び図3に示すよぅに、ヘリカル型のインダクタンス素子

及びキヤパシタンス素子C C2からなる集中定数型の C直列共振回路にて構成

した給電回路 6が内蔵されている。詳しくは、図4に示すよぅに、給電回路基板 ０は

誘電体からなるセラミックシート ～ Gを積層、圧着、焼成したもので、接続用電

極 2とビアホール導体 3aを形成したシート 、キヤパシタ電極 4aを形成したシ

ート 、キヤパシタ電極 4bとビアホール導体 3bを形成したシート 、ビアホー

ル導体 3cを形成したシート 、導体パターン 5aとビアホール導体 3dを形成し

たシート 、ビアホール導体 3eを形成したシート ( 枚もしくは複数枚) 、導体

パターン 5bを形成したシート Gからなる。なお、各セラミックシート ～ Gは

磁性体のセラミック材料からなるシートであってもよく、給電回路基板 ０は従来から

用いられているシート積層法、厚膜印刷法などの多層基板の製作工程により容易に

得ることができる。

００3 1 以上のシート ～ Gを積層することにより、ヘリカルの巻回軸が放射板2０と平

行なインダクタンス素子 と、該インダクタンス素子 の両端にキヤパシタ電極 4bが

接続され、かつ、キヤパシタ電極 4aがビアホール導体 3aを介して接続用電極 2

に接続されたキヤパシタンス素子C C2が形成される。そして、基板側電極パター

一ン (図示せず) と直接電気的に接続される。

００32 即ち、給電回路を構成する素子のぅち、コイル状電極パターンであるインダクタンス

素子 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 に給電される。そのため、給電回路

基板 ０において、共振回路を構成するインダクタンス素子、キヤパシタンス素子のぅ

ち、インダクタンス素子が放射板2０に近くなるよぅにレイアウトすることが望ま 、。

００33 放射板2０は、本例では、アルミ箔や銅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、P などの絶縁性のフレキシブルな樹脂フィルム2 を素



体とする物品上に形成されている。前記給電回路基板 ０はその下面が接着剤 8か

らなる絶縁性接着層を介して放射板2０上に貼着されている。

００34 サイズ的にその一例を示すと、無線 Cチップ5の厚さは5０～００ 、半田バンプ

6の厚さは約2０4 、給電回路基板 ０の厚剖ま2００～5０ 、接着剤 8の厚さ

は ・ ～０ 、放射板2０の厚さは ～5 、フィルム2 の厚さは ０～００ば

である。また、無線 Cチップ5のサイズ (面積) は、 ・4 XO 4 、O・g X

・8 など多様である。給電回路基板 ０のサイズ (面積) は、無線 Cチップ5と同

じサイズから3 X3 程度のサイズで構成できる。

００35 図5に無線 Cチップ5と給電回路基板 ０との接続形態を示す。図5 ( ) は無線 C

チップ5の裏面及び給電回路基板 ０の表面に、それぞれ、一対のアンテナ (バラン

ス)端子7"， 7"を設けたものである。図5 は他の接続形態を示し、無線 Cチップ

5の裏面及び給電回路基板 ０の表面に、それぞれ、一対のアンテナ (バランス)端子

7a 7aに加えて、グランド端子7b 7bを設けたものである。但し、給電回路基板

のグランド端子 7bは終端しており、給電回路基板 ０の他の素子に接続されてい
るわけではない。

００36 図3に電磁結合モジュール aの等価回路を示す。この電磁結合モジュール a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、 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 (インダクタ

ンス素子 とキヤパシタンス素子C C2からなる C直列共振回路 )を共振させ、所

定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメ

モりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路 6

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送信、転送する。

００37 なお、給電回路 6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。本発明において、「電磁界結合」とは、電界

及び 又は磁界を介しての結合を意味する。

００38 第 例である電磁結合モジュール aにおいて、無線 Cチップ5は給電回路 6を内



蔵した給電回路基板 ０上に直接電気的に接続されており、給電回路基板 ０は無

線 Cチップ5とほぼ同じ面積であり、かつ、り、ジ、ソドであるため、従来の如く広い面積

のフレキシブルなフィルム上に搭載するよりも無線 C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。しかも、給電回路基板 ０はセラミック材料からな

り、耐熱性を有するため、無線 Cチップ5を給電回路基板 ０に半田付けすることがで

きる。つまり、従来の如く超音波接合法を用いないため、安価につき、かつ、超音波

接合時に加わる圧力で無線 Cチップ5が破損するおそれはなく、半田リフローによる

セルフアライメント作用を利用することもできる。

００39 また、給電回路 6においては、インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C C2

で構成された共振回路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 6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 6のサイズ、形状、給電回路 6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 例において

、放射板2０の電気長は共振周波数 几 の 2とされている。但し、放射板2０の電気

長は几 2の整数倍でなくてもよい。即ち、本発明において、放射板2０から放射され

る信号の周波数は、共振回路 (給電回路 6)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2０の電気長に実質的に依存しない。放射板2

の電気長が 几 2の整数倍であると、利得が最大になるので好ま 、。

００4０ 以上のごとく、給電回路 6の共振周波数特性は給電回路基板 ０に内蔵されてい
るインダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C C2で構成された共振回路にて決定

されるため、電磁結合モジュール aを書籍の間に挟んだりしても共振周波数特性が

変ィビすることはない。また、電磁結合モジュール aを丸めて放射板2０の形状を変ィビ

させたり、放射板2０のサイズを変ィビさせても、共振周波数特性が変ィビすることはない
。また、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れづ利点を有している

。また、無線 Cチップ5の後段に、キヤパシタンス素子C C2が挿入されているため

、この素子C ，C2で低周波数のサージをヵットすることができ、無線 Cチップ5をサ

ージから保護できる。



００41 さらに、給電回路基板 ０はり、ジ、ソドな多層基板であるために、無線 Cチップ5を半

田付けする際の取扱いに便利である。しかも、放射板2０は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、衣類の包装用フイルム上に形成したり、ペットボ

トルのよぅな円柱状体の表面に何ら支障なく形成することができる。

００42 なお、本発明において、共振回路は無線 Cチップのインピーダンスと放射板のイン

ピーダンスを整合させるためのマッチング回路を兼ねていてもよい。あるいは、給電

回路基板は、インダクタンス素子やキヤパシタンス素子で構成された、共振回路とは

別に設けられたマッチング回路をさらに備えていてもよい。共振回路にマッチング回

路の機能をも付加しよぅとすると、共振回路の設計が複雑になる傾向がある。共振回

路とは別にマッチング回路を設ければ、共振回路、マッチング回路をそれぞれ独立し

て設計できる。

００43 (電磁結合モジュールの第2例、図6参照)

第2例である電磁結合モジュール bは、図6に示すよぅに、広い面積の絶縁性・可

撲性を有するプラスチックフイルム2 を素体とした物品上に広い面積のアルミ箔など

で形成した放射板2０上に取り付けたもので、無線 Cチップ5を搭載した給電回路基

板 ０が放射板2０の任意の位置に接着されている。

００44 なお、電磁結合モジュール bの構成、即ち、給電回路基板 ０の内部構成は前記

第 例と同様である。従って、本第2例の作用効果は基本的に第 例と同様であり、さ

らに、給電回路基板 ０の接着位置にそれほど高い精度が要求されない利点を有し

ている。

００45 (電磁結合モジュールの第3例、図7参照)

第3例である電磁結合モジュール cは、図7に示すよぅに、アルミ箔などで形成した

広い面積の放射板2０のメッシュ状部分に取り付けたものである。メッシュは放射板2０

の全面に形成されていてもよく、あるいは、部分的に形成されていてもよい。

００46 電磁結合モジュールの構成は前記第2例と同様であり、給電回路基板 ０の接着位

置に高精度が要求されない利点に加えて、コイル状電極パターンの磁束がメッシュ
の開口部を抜けるので給電回路基板 ０から発生する磁束の変ィ引減少) が少なくな

り、より多くの磁束が放射板2０を通過できるよぅになる。従って、信号エネルギーの伝



達効率を向上させることができるとともに、貼り合わせによる周波数のずれを少なくで

きる。

００47 (電磁結合モジュールの第4例、図8参照)

第4例である電磁結合モジュール dは、図8に示すよぅに、フィルム2 を素体とする

物品上の給電回路基板 ０との接合面を含めてそれ以外の面にこでは全面) に放射

板2０を介して接着剤 8が塗布されている。この接着剤 8にて、電磁結合モジュー

ル dを備えた物品を他の物品に電磁結合モジュール dを内側にして接着可能であ

る。

００48 なお、電磁結合モジュール dの構成、即ち、給電回路基板 ０の内部構成は前記

第 例と同様である。従って、本第4例の作用効果は基本的に第 例と同様である。

００49 (電磁結合モジュールの第5例、図9参照)

第5例である電磁結合モジュール eは、図9に等価回路として示すよぅに、給電回

路基板 ０に給電回路 6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 を

内蔵したものである。 C並列共振回路を構成するキヤパシタンス素子Cはインダクタ

ンス素子 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。

００5０ 即ち、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 成分と線間浮遊容量であるC成分とで C並列共振回路として

作用し、給電回路 6を構成することができる。従って、この電磁結合モジュール e

、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、 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 (インダク

タンス素子 とキヤパシタンス素子Cからなる C並列共振回路 )を共振させ、所定の

周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメモりさ

れている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路 6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

らリーダライタに送信、転送する。

００5 (電磁結合モジュールの第6例、図 ０参照

第6例である電磁結合モジュール fは、図 ０に等価回路として示すよぅに、ダイポ



一ルタイプの放射板2０に対応した給電回路 6を備えたものであり、給電回路基板

に二つの C並列共振回路からなる給電回路 6を内蔵している。インダクタンス素子

及びキヤパシタンス素子 は無線 Cチップ5の第 ポート側に接続され、インダク

タンス素子 2及びキヤパシタンス素子C2は無線 Cチップ5の第2ポート側に接続さ

れ、それぞれ、放射板2０ 2０と対向している。インダクタンス素子 とキヤパシタンス

素子 の端部は開放端とされている。なお、第 ポートと第2ポートは差動回路の

を構成している。

００52 本第6例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モジ

ュール f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、 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 6

所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5に

メモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路 6

のインダクタンス素子 2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送信、転送する。

００53 (電磁結合モジュールの第7例、図皿参照)

第7例である電磁結合モジュール は、図皿に等価回路として示すよぅに、ダイポ

ールタイプの放射板2０に対応した給電回路 6を備えたものであり、給電回路基板

に二つの C直列共振回路からなる給電回路 6を内蔵している。各インダクタンス素

子 2は放射板2０ 2０と対向し、各キヤパシタンス素子C C2はグランドに接

続される。

００54 本第7例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モジ

ュール 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、 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 6



所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5に

メモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路 6

のインダクタンス素子 2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送信、転送する。

００55 (電磁結合モジュールの第8例、図 2～図 4参照)

第8例である電磁結合モジュール は、図 2に示すよぅに、モノポールタイプの放

射板2０と組み合わせたものであり、給電回路基板 ０に内蔵したインダクタンス素子

ある。図 3に示すよぅに、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2０と垂直に形成され、給電回路 6は放射板2０と主として磁気

的に結合している。

００56 給電回路基板 ０は、詳しくは、図 4に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート

3 ～3 を積層、圧着、焼成したもので、接続用電極32とビアホール導体33aを

形成したシート3 、キヤパシタ電極34aとビアホール導体33bを形成したシート3

、キヤパシタ電極34bとビアホール導体33c 33bを形成したシート3 C、導体パタ

ーン35aとビアホール導体33d 33bを形成したシート3 ( 枚もしくは複数枚)、導

体パターン35bとビアホール導体33e 33bを形成したシート3 ( 枚もしくは複数

枚)、導体パターン35cを形成したシート3 からなる。

００57 以上のシート3 ～3 を積層することにより、ヘリカルの巻回軸が放射板2０と垂

直なインダクタンス素子 と、該インダクタンス素子 と直列にキヤパシタンス素子Cが

接続された C直列共振回路からなる給電回路 6が得られる。キヤパシタ電極34aは

ビアホール導体33 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 Cチップ5と接続され、インダクタンス素子 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 Cチップ5と接続され

る。

００58 本第8例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モジ

ュール 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、 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 6

(インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子Cからなる C直列共振回路 )を共振させ

、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5

にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路

6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送信、転送する。

００59 特に、本第8例においては、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、利得が大きいれづ利点を有している。

００6０ (電磁結合モジュールの第9例、図 5参照)

第9例である電磁結合モジュール は、図 5に等価回路として示すよぅに、前記第

8例で示したインダクタンス素子 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8例と同様

である。

００6 1 本第9例は前記第8例と同様の作用効果を奏し、加えて、インダクタンス素子 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。

００62 (電磁結合モジュールの第 ０例、図 6及び図 7参照)

第 ０例である電磁結合モジュール は、図 6に等価回路として示すよぅに、ダイポ

ールタイプの放射板2０に対応したものであり、給電回路基板 ０に二つの C直列共

振回路からなる給電回路 6を内蔵したものである。

００63 給電回路基板 ０は、詳しくは、図 7に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート

4 ～4 を積層、圧着、焼成したもので、接続用電極42とビアホール導体43aを

形成したシート4 、キヤパシタ電極44aを形成したシート4 、キヤパシタ電極44b

とビアホール導体43bを形成したシート4 C、導体パターン45a とビアホール導体43

cを形成したシート4 ( 枚もしくは複数枚) 、導体パターン45bとビアホール導体4

3dを形成したシート4 ( 枚もしくは複数枚) 、導体パターン45cを形成したシート4



からなる。

００64 以上のシート4 ～4 を積層することにより、ヘリカルの巻回軸が放射板2０と垂

直なインダクタンス素子 ， 2と、該インダクタンス素子 2と直列にキヤパシタ

ンス素子C C2が接続された二つの C直列共振回路からなる給電回路 6が得ら

れる。キヤパシタ電極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 Cチップ5と接続される。

００65 本第 ０例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

ジュール 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、 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

、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 Cチップ5に供給する。一方、この受信信

号から所定のェネルギーを取り出し、このェネルギーを駆動源として無線 Cチップ5

にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路

6のインダクタンス素子 2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送信、転送する。
。

００66 また、キヤパシタンス素子C C2が無線 Cチップ5の後段であって、無線 Cチッフ

5とインダクタンス素子 2との間に配置されているため、耐サージ性が向上する

。サージは2００ zまでの低周波電流であるためにキヤパシタンス素子C C2に

よってカットすることができ、無線 Cチップ5のサージ破壊が防止されることになる。

００67 なお、本第 ０例では、キヤパシタンス素子 とインダクタンス素子 からなる共振

回路とキヤパシタンス素子C2とインダクタンス素子 2からなる共振回路は互いに結

合しているわけではない。

００68 (電磁結合モジュールの第皿例、図 8参照)

第皿例である電磁結合モジュール は、図 8に示すように、セラミックあるいは耐

熱性樹脂からなるり、ジ、ソドな給電回路基板5０の表面にコイル状電極パターン、即ち、

スパイラル型のインダクタンス素子からなる給電回路 56を単層の基板5 に設けた

ものである。給電回路 56の両端部は無線 C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2 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 と導体

パターン56b 56c は図示しない絶縁膜によって隔てられている。

００69 本第皿例における給電回路 56は、スパイラルに巻かれた導体パターン間に形成さ

。また、給電回路基板5０は誘電体又は磁性体からなる単層基板である。

００7０ 第皿例である電磁結合モジュール 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 C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 Cチップ5にメモりされている情報

を、給電回路 56にて所定の周波数に整合した後、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

送信、転送する。

００7 1 そして、無線 Cチップ5はり、ジ、ソドで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 例と同様に、位置決め精度が良好であり、給電回路基板5０と半田

バンプによって接続することが可能である。

００72 (電磁結合モジュールの第 2例、図 9及び図2０参照)

第 2例である電磁結合モジュール 、図 9に示すよぅに、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2

に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート5 ～5 を積層、圧着、焼成した

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5 、導体パターン5

4aとビアホール導体5 3b 53c を形成したシート5 、導体パターン54bを形成した

シート5 C、無地のシート5 (複数枚)からなる。

００73 以上のシート5 ～5 を積層することによりコイル状電極パターンにおいて、ス

パイラル状に巻かれたインダクタンス素子とスパイラル状導体の線間の浮遊容量で形

成されたキヤパシタンス成分とで構成された共振回路を含む給電回路 56を内蔵した

給電回路基板5０が得られる。そして、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 Cチップ5に接続される。本第 2例の作用効果は前記

第皿例と同様である。

００74 (電磁結合モジュールの第 3例、図2 及び図22参照)

第 3例である電磁結合モジュール は、図2 に等価回路として示すよぅに、給電

回路基板 ０と放射板2０とを容量結合したものである。給電回路基板 ０には、二つ

の C直列共振回路からなる給電回路 6を内蔵している。インダクタンス素子 ，

2の一端は無線 Cチ、ソプ5に接続され、他端は基板 ０の表面に設けられたキヤパシ

タンス素子C C2を構成するキヤパシタ電極72a 72b (図22参照) に接続されてい
る。また、キヤパシタンス素子C C2を構成するいま一つのキヤパシタ電極は放射

板2０の端部2０a 2０bが担っている。

００75 給電回路基板 ０は、詳しくは、図22に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート

7 ～7 を積層、圧着、焼成したもので、キヤパシタ電極72a 72bとビアホール

導体73a 73bを形成したシート7 、導体パターン74a 74bとビアホール導体73c

73dを形成したシート7 ～7 、一面に導体パターン74a 74bを形成し、他面

に接続用電極75a 75bを形成してビアホール導体73e 73fで接続したシート7

からなる。

００76 以上のシート7 ～7 を積層することにより、インダクタンス素子 2と、該イ

ンダクタンス素子 2と直列にキヤパシタンス素子C C2が接続された二つの

C直列共振回路からなる給電回路 6が得られる。給電回路基板 ０が放射板2０に接

着剤で貼り付けられることにより、絶縁性接着層を介して、放射板2０に対して平行に

配置された平面電極パターンであるキヤパシタ電極72a 72bが放射板2０の端部2０

a，2０bと対向して、キヤパシタンス素子C 2を形成する。また、接続用電極75a

75bが半田バンプを介して無線 Cチップ5と接続されることにより、インダクタンス素子

2の一端が無線 Cチップ5に接続され、無線 Cチップ5と給電回路基板 ０とは

直接電気的に接続されることになる。

００77 なお、接着剤が、例えば、誘電体粉末を含んでいると、接着層が誘電体としての性

質を持つよぅになり、キヤパシタンス素子C C2の容量を大きくすることができる。ま

た、第2基板側電極パターンであるキヤパシタ電極72a 72bは、本第 3例では給電



回路基板 ０の裏面側表面に形成したが、給電回路基板 ０の内部 (但し、放射板2０

に近い側) に形成してもよい。また、キヤパシタ電極72a 72bは基板 ０の内層に設

けられていてもよい。

００78 本第 3例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

、ジュール 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、

周波数帯)を放射板2０で受信し、放射板2０と容量結合している給電回路 (インダ

ス素子 2とキヤパシタンス素子C2からなる C直列共振回路 )を共振させ、所定の周

波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメモりされ

ている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、キヤパシタンス素子

C2による容量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

タに送信、転送する。

００79 (電磁結合モジュールの第 4例、図23～図25参照)

第 4例である電磁結合モジュール は、図23に等価回路として示すよぅに、給電

回路 6は互いに磁気結合するインダクタンス素子 2を備え、インダクタンス素

子 キヤパシタンス素子 ，C bを介して無線 Cチップ5と接続され、かつ、イ

ンダクタンス素子 2とキヤパシタンス素子C2a C2bを介して並列に接続されている

。換言すれば、給電回路 6は、インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C a C

bとからなる C直列共振回路と、インダクタンス素子 2とキヤパシタンス素子C2a，C

2bとからなる C直列共振回路を含んで構成されており、各共振回路は図23で で

示される磁界結合によって結合されている。そして、インダクタンス素子 2の双

方が放射板2０と磁気的に結合している。

００8０ 給電回路基板 ０は、詳しくは、図24に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート

8 ～8 を積層、圧着、焼成したもので、無地のシート8 、導体パターン82a

82bとビアホール導体83a 83b 84a 84bを形成したシート8 、導体パターン82

a，82bとビアホール導体83c 84c 83e 84eを形成したシート8 C、導体パターン

82a 82bとビアホール導体83d 84d 83e 84eを形成したシート8 、キヤパシタ



電極85a 85bとビアホール導体83eを形成したシート8 、キヤパシタ電極86a，8

6bを形成したシート8 、無地のシート8 G、裏面にキヤパシタ電極87a 87bを形

成したシート8 からなる。

００81 以上のシート8 ～8 を積層することにより、導体パターン82aがビアホール導

体83b 83cを介して接続されてインダクタンス素子 が形成され、導体パターン82

bがビアホール導体84b 84cを介して接続されてインダクタンス素子 2が形成され

る。キヤパシタ電極86a 87aにてキヤパシタンス素子C aが形成され、キヤパシタ電

極86aはビアホール導体83eを介してインダクタンス素子 の一端に接続されてい
る。キヤパシタ電極86b 87bにてキヤパシタンス素子C bが形成され、キヤパシタ電

極86bはビアホール導体83dを介してインダクタンス素子 の他端に接続されてい
る。さらに、キヤパシタ電極85a 86aにてキヤパシタンス素子C2aが形成され、キヤパ

シタ電極85aはビアホール導体84eを介してインダクタンス素子 2の一端に接続さ

れている。キヤパシタ電極85b 86bにてキヤパシタンス素子C2bが形成され、キヤパ

シタ電極85bはビアホール導体84dを介してインダクタンス素子 2の他端に接続さ

れている。

００82 本第 4例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

ジュール 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、 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

(インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C a C bからなる C直列共振回路

及びインダクタンス素子 2とキヤパシタンス素子C2a C2bからなる C直列共振回

路 )を共振させ、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合し

た後、給電回路 6のインダクタンス素子 2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送信、転送する。

００83 特に、本第 4例では、反射特性が図25の帯域幅Xとして示すよぅに周波数帯域が

広くなる。これは、給電回路 6を互いに高い結合度をもって磁気結合するインダクタ

ンス素子 2を含む複数の C共振回路にて構成したことに起因する。また、無



線 Cチップ5の後段にキヤパシタンス素子C a C bが挿入されているため、耐サ一
、ジ注能が向上する。

００84 (電磁結合モジュールの第 5例、図26～図28参照)

第 5例である電磁結合モジュール は、図26に等価回路として示すよぅに、給電

回路 6は互いに高い結合度をもって磁気結合するインダクタンス素子 2を備

えている。インダクタンス素子 は無線 Cチップ5に設けたインダクタンス素子 5と

磁気結合し、インダクタンス素子 2はキヤパシタンス素子C2とで C並列共振回路を

形成している。また、キヤパシタンス素子 は放射板2０と容量結合し、キヤパシタン

ス素子C C2の間にいま一つのキヤパシタンス素子C3が挿入されている。

００85 給電回路基板 ０は、詳しくは、図27に示すよぅに、誘電体からなるセラミックシート

g ～g を積層、圧着、焼成したもので、導体パターン92a g2bとビアホール導

体93a 93b 94a 94bを形成したシートg 、キヤパシタ電極95とビアホール導体

93c 93d 94cを形成したシートg 、キヤパシタ電極96とビアホール導体93c 93

dを形成したシートg C、キヤパシタ電極97とビアホール導体93cを形成したシート9

、キヤパシタ電極98を形成したシートg からなる。

００86 これらのシートg ～g を積層することにより、導体パターン92aにてインダクタン

ス素子 が形成され、導体パターン92bにてインダクタンス素子 2が形成される。キ

ヤパシタ電極97 98にてキヤパシタンス素子 が形成され、インダクタンス素子

の一端はビアホール導体93a 93cを介してキヤパシタ電極98に接続され、他端は

ビアホール導体93b 93dを介してキヤパシタ電極97に接続されている。キヤパシタ

電極95 96にてキヤパシタンス素子C2が形成され、インダクタンス素子 2の一端は

ビアホール導体94a 94cを介してキヤパシタ電極96に接続され、他端はビアホール

導体94bを介してキヤパシタ電極95に接続されている。さらに、キヤパシタ電極96，9

7にてキヤパシタンス素子C3が形成される。

００87 また、図28に示すよぅに、無線 Cチップ5の裏面側にはチップ側電極パターンとし

てのコイル状電極パターン99が設けられ、該コイル状電極パターン99にてインダクタ

ンス素子 5が形成されている。なお、コイル状電極パターン99の表面には樹脂など

による保護膜が設けられている。これによって、基板側電極パターンであるコイル状



電極パターンで形成されたインダクタンス素子 2とコイル状電極パターン99と

が磁気結合する。

００88 本第 5例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

、ジュール 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、 周

波数帯)を放射板2０で受信し、放射板2０と容量結合及び磁気結合している給電回

共振させ、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 Cチップ5に供給する。一方、こ

の受信信号から所定のェネルギーを取り出し、このェネルギーを駆動源として無線1

Cチップ5にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、

容量結合及び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

ライタに送信、転送する。給電回路 6と無線 Cチップ5はインダクタンス素子 5

によって磁気結合され、電力、送受信信号が伝送される。

００89 (電磁結合モジュールの第 6例、図29及び図3０参照)

第 6例である電磁結合モジュール は、図29に等価回路として示すように、給電

回路 6は互いに高い結合度をもって磁気結合するインダクタンス素子 2 3

を備えている。インダクタンス素子 は無線 Cチップ5に設けたインダクタンス素子

5と磁気結合し、インダクタンス素子 2はキヤパシタンス素子C a C bとで C直列

共振回路を形成し、インダクタンス素子 3はキヤパシタンス素子C2a C2bとで C直

列共振回路を形成している。また、インダクタンス素子 2 3はそれぞれ放射

板2０と磁気結合している。

００9０ 給電回路基板 ０は、詳しくは、図3０に示すように、誘電体からなるセラミックシート

～ を積層、圧着、焼成したもので、導体パターン ０2aとビアホール導体

０3a ０3bを形成したシート 、キヤパシタ電極 ０4a ０4bを形成したシート

０ 、キヤパシタ電極 ０5a ０5bとビアホール導体 ０3c ０3dを形成したシート

０C、キヤパシタ電極 ０6a ０6bとビアホール導体 ０3c ０3d ０3e ０3fを

形成したシート ０ 、導体パターン ０2b ０2cを形成したシート ０ からなる。

即ち、インダクタンス素子 による磁束がインダクタンス素子 2 3、さらには、放射

板2０に到達するように、キヤパシタンス素子C a C2a C b C2bを構成する電極



０4a ０5a ０6aと電極 ０4b ０5b ０6bとの間にスペースが空けられている

００91 これらのシート ０ ～ェ０ を積層することにより、導体パターン ０2aにてインダ

クタンス素子 が形成され、導体パターン ０2bにてインダクタンス素子 2が形成さ

れ、導体パターン ０2cにてインダクタンス素子 3が形成される。キヤパシタ電極 ０4

a，０5aにてキヤパシタンス素子C aが形成され、キヤパシタ電極 ０4b ０5bにて

キヤパシタンス素子C bが形成される。また、キヤパシタ電極 ０5a ０6aにてキヤパ

シタンス素子C2aが形成され、キヤパシタ電極 ０5b ０6bにてキヤパシタンス素子

bが形成される。

００92 インダクタンス素子 の一端はビアホール導体 ０3aを介してキヤパシタ電極 ０4a

に接続され、他端はビアホール導体 ０3bを介してキヤパシタ電極 ０4bに接続され

ている。インダクタンス素子 2の一端はビアホール導体 ０3cを介してキヤパシタ電

極 ０5aに接続され、他端はビアホール導体 ０3fを介してキヤパシタ電極 ０6bに接

続されている。インダクタンス素子 3の一端はビアホール導体 ０3eを介してキヤパ

シタ電極 ０6aに接続され、他端はビアホール導体 ０3dを介してキヤパシタ電極 ０

5bに接続されている。

００93 また、図28に示したよぅに、無線 Cチップ5の裏面側にはチップ側電極パターンとし

てのコイル状電極パターン99が設けられ、該コイル状電極パターン99にてインダクタ

ンス素子 5が形成されている。なお、コイル状電極パターン99の表面には樹脂など

による保護膜が設けられている。これによって、基板側電極パターンであるコイル状

電極パターンで形成されたインダクタンス素子 とコイル状電極パターン99とが磁気

結合する。

００94 本第 6例の作用効果は基本的に前記第 4例と同様である。即ち、この電磁結合

モジュール 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、

周波数帯)を放射板2０で受信し、放射板2０と磁気結合している給電回路 (インダ

クタンス素子 2とキヤパシタンス素子C a C bからなる C直列共振回路及びイン

ダクタンス素子 3とキヤパシタンス素子C2a C2bからなる C直列共振回路 を共振

させ、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチッ
プ5にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電

回路 6のインダクタンス素子 2 3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送信、転送する。給電回路 6と無線 Cチ

、ソプ5はインダクタンス素子 5によって磁気結合され、電力、送受信信号が伝送

される。

００95 特に、本第 6例では、給電回路 6を互いに磁気結合するインダクタンス素子 2

3を含む複数の C共振回路にて構成したため、前記第 4例と同様に周波数帯域

が広くなる。

００96 (電磁結合モジュールの第 7例、図3 ～図34参照)

本第 7例である電磁結合モジュール は、給電回路基板 ０を単層基板で構成

したものであり、その等価回路は図3と同様である。即ち、給電回路 6はインダクタン

ス素子 の両端にキヤパシタンス素子C C2が接続された C直列共振回路にて構

成されている。給電回路基板 ０は、誘電体からなるセラミック基板であり、図3 に

示すよぅに、表面にはキヤパシタ電極 a bが形成され、裏面にはキヤパシタ

電極 2a 2bと導体パターン 3が形成されている。キヤパシタ電極 a 2

aにてキヤパシタンス素子 が形成され、キヤパシタ電極 b 2bにてキヤパシ

タンス素子C2が形成される。

００97 本第 7例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

ジュール 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、 周

波数帯)を放射板2０で受信し、放射板2０と磁気結合している給電回路 6 (インダク

タンス素子 とキヤパシタンス素子C C2からなる C直列共振回路 )を共振させ、所

定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメ

モりされている情報を、給電回路 6にて所定の周波数に整合した後、給電回路 6

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送信、転送する。

００98 特に、本第 7例においては、図32及び図33に示すよぅに、インダクタンス素子 は



無線 Cチップ5に対して平面視で部分的にしか重ならないよぅに配置されている。こ

れにて、インダクタンス素子 で発生する磁束のほとんどが無線 Cチップ5に遮られる

ことがなく、磁束の立ち上がりが良好になる。

００99 なお、本第 7例においては、図34に示すよぅに、無線 Cチップ5を搭載した給電

回路基板 ０を放射板2０ 2０にて表裏で挟み込んでもよい。給電回路 6と放射板

2０ 2０との磁気結合効率が向上し、利得が改善される。

０1００ (電磁結合モジュールの第 8例、図35参照)

本第 8例である電磁結合モジュールレは、インダクタンス素子 をミアンダ状のライ

ン電極パターンで形成したものであり、その等価回路は図3と同様である。即ち、給電

回路 6はインダクタンス素子 の両端にキヤパシタンス素子C C2が接続された

C直列共振回路にて構成されている。給電回路基板 ０は、誘電体からなるセラミ、ソ

クの単層基板であり、図35に示すよぅに、表面にはキヤパシタ電極 2 a 2 bが形

成され、裏面にはキヤパシタ電極 22a 22bとミアンダ状の導体パターン 23が形

成されている。キヤパシタ電極 2 a 22aにてキヤパシタンス素子 が形成され、

キヤパシタ電極 2 b 22bにてキヤパシタンス素子C2が形成される。

０1０1 本第 8例の作用効果は基本的に前記第 例と同様である。即ち、この電磁結合モ

ジュールトは、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、 周

波数帯)を、導体パターン 23に対向する放射板 (図示省略)で受信し、放射板と磁

気結合している給電回路 (インダクタンス素子 とキヤパシタンス素子C C2から

なる C直列共振回路 )を共振させ、所定の周波数帯の受信信号のみを無線 C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 Cチップ5にメモりされている情報を、給電回路 6にて所定

の周波数に整合した後、給電回路 6のインダクタンス素子 から、磁界結合を介して

放射板に送信信号を伝え、放射板からリーダライタに送信、転送する。

０1０2 特に、本第 8例においては、インダクタンス素子 をミアンダ状の導体パターン 23

で構成しているため、高周波信号の送受信に効果的である。

０1０3 なお、前記第 7例及び本第 8例においては、給電回路基板 ０を多層基板で構

成することも可能である。



０1０4 次に、以上説明した電磁結合モジュールを取り付けた各種物品の実施例について

説明する。

０1０5 (第 実施例、図36参照)

第 実施例は、図36に示すよぅに、自動車2００に適用したもので、自動車2００の鋼

板からなる車体2０を放射板として使用している。前記電磁結合モジュール を車体

2０の鋼板部分に貼着し、前記給電回路を鋼板部分 (放射板) に電磁結合させる。

電磁結合モジュール に設けた無線 Cチップに格納された車検情報や自動車登録

情報、使用者情報などに基づいて自動車2００の資産管理を〒ぅことができる。なお、

ナンバープレート2０2に電磁結合モジュール を貼着 (内蔵 )して該ナンバープレート

2０2を放射板としてもよく、あるいは、ディフホソガ一 (くもり止め導体パターン)などの

金属物を放射板としてもよい。

０1０6 ナンバープレート2０2に電磁結合モジュール を貼着した場合、無線 Cチップに自

動車2００の登録番号、登録年月 日、車検情報などの情報をメモりしておき、リーダを

備えた路側機と情報を伝達する。この場合、ナンバープレート2０2は電子ナンバープ

レート(スマートプレート) として機能する。電磁結合モジュール はパッシブ方式、即

ち、電池を内蔵することなく、外部から入力される電磁波を駆動源として電流を生じさ

せる方式であるため、電池切れなどの不具合を生じることはない。また、捜査車両に

リーダを搭載すれば、路側機の非設置領域であっても偽造ナンバープレートを

持った車や盗難車などを容易に発見することができる。

０1０7 また、自動車2００のフロントガラス2０3に貼着される車検標章2０4に電磁結合モジ

ュール を貼着してもよい。電磁結合モジュール は誘電体であるフロントガラス2０3

と電磁結合し、フロントガラス2０3が放射板として機能する。即ち、電磁結合モジュー

ル の入出力部の特性インピーダンスと誘電体 (フロントガラス2０3)界面の特性イン

ピーダンスを合わせることで誘電体 (フロントガラス2０3) 内に電磁波が入力され、誘

電体 (フロントガラス2０3) が電磁放射体として機能する。この場合、電磁結合モジュ
ール は車検標章2０4とともに車内に配置されるため、車外に配置されるよりも低い
耐環境性能であってもよく、低コスト化が可能であり、盗難の可能性が低くなる。また

、フロントガラス2０3とレづ広い放射板を使用できるため、広い指向性と高い利得を得



ることができる。また、フロントガラスやリアガラスに直接電磁結合モジュール を貼着

してもよく、貼着する場所についても図36 に示すよぅにガラス上であればどこでも構

わない。

０1０8 なお、本第 実施例は、自動車2００に限らず、電車、航空機、船舶、バス、クレーン

などの建設用機器、フオークリフト、単車、自転車などの乗り物にも適用し、その資産

管理を行ぅことができる。

０1０9 (第2実施例、図3 7参照)

第2実施例は、図3 7に示すよぅに、高速道路に設置されている照明灯2 ０に適用

したもので、照明灯2 ０の金属製のポール部分2 に前記電磁結合モジュール を

貼り付け、ポール部分2 を放射板として使用している。電磁結合モジュール は給

電回路がポール部分2 と電磁結合する。無線 Cチップに格納された照明灯2 ０

の設置年月 日、設備情報、使用材料などに基づいて資産管理を行ぅことができる。照

明灯2 ０以外にも、公園に設置された遊戯具や公共建造物などの資産管理も可能

である。

０11０ (第3実施例、図38参照)

第3実施例は、図38 に示すよぅに、表示画面22 と額縁部分222 とからなる電子ぺ

一パー22０に適用したもので、電子パ一パー22０の金属製の額縁部分222 を放射

板として使用している。電磁結合モジュール は、給電回路が額縁部分222 と電磁結

合する。無線 Cチップに格納された電子ぺ一パー22０の購入日、購入金額、購入者

などに基づいて資産管理を行ぅことができる。

０111 (第4実施例、図3 9参照)

第4実施例は、図3 9に示すよぅに、デスクトップパソコンの本体23０やノートパソコン

235 の金属製の箇体部分23 236 を放射板として利用している。電磁結合モジュ
ール は給電回路が箇体部分23 236 と電磁結合する。プリンタ245 の箇体部分2

46を放射板として利用したものであってもよい。本体23０、ノートパソコン235 やプリ

ノタ245 の購入日、購入金額などの資産管理を行ぅことができる。

０112 (第5実施例、図4０参照)

第5実施例は、図4０に示すよぅに、腕時計25０の金属製のケース25 やバンド252



を放射板として利用している。電磁結合モジュール は給電回路がケース25 やバン

ド252 と電磁結合する。腕時計25０の購入日、購入金額などの資産管理を〒ぅことが

できる。

０113 (第6実施例、図4 参照)

第6実施例は、図4 に示すよぅに、携帯電話26０の金属製箇体部分26 (箇体部

分が非金属製であれば、箇体に塗布された導電性塗料) を放射板として利用してい
る。電磁結合モジュール は給電回路が箇体部分26 あるいは導電性塗料と電磁結

合する。携帯電話26０の購入日や購入金額などの資産管理を〒ぅことができる。なお

、このよぅな資産管理は、携帯電話26０に限らず、P 、デジタルカメラ、携帯ゲーム

機、通信機などのモバイル機器にも適用することができる。

０114 (第7実施例、図4 2参照)

第7実施例は、図4 2に示すよぅに、食品などを保存するビン27０のアルミ製の蓋27

を放射板として利用している。電磁結合モジュール は、給電回路が蓋27 と電磁

結合し、 システムのリーダライタと交信する。第7実施例では、製造 日や製造年

月 日、食品の種類などを資産管理できる。さらに、無線 Cチップに食品の流通履歴

などを記憶させて適時更新すれば、在庫管理が容易になる。

０115 蓋27 が樹脂製などで放射板として利用できない場合は、ビン27０のうベル272 な

どにデザインの一部として導電性塗料などで放射板273 を印刷して電磁結合モジュ
ール を貼着すればよい。

０116 (第8実施例、図4 3参照)

第8実施例は、図4 3に示すよぅに、牛乳やジュースのパック28０にデザインの一部

として導電性塗料などで放射板28 を印刷して電磁結合モジュール を貼着したもの

であり、使用形態は前記第7実施例と同様である。肉類などの缶詰の缶を放射板とし

て利用してもよく、ポテトチップスの包装に印刷した導電性塗料などを放射板として利

用してもよい。即ち、本第8実施例は包装された食品一般に利用できる。

０117 (第9実施例、図44参照)

第9実施例は、図44に示すよぅに、衣類の包装用袋29０にデザインの一部として導

電性塗料などで放射板29 を印刷して電磁結合モジュール を貼着したものであり、



使用形態は前記第7実施例と同様である。なお、包装用袋2 9０に収容される物品は

衣類に限定するものではなく、文房具や日用雑貨などであってもよい。

０118 (第 ０実施例、図4 5参照)

第 ０実施例は、図4 5に示すよぅに、ペンダント3００の金属製トッ 3０や指輪3０5

の金属製台座3０6及び金属製リング3０7を放射板として利用している。電磁結合モ

、ジュール は、給電回路がトッ 3０や台座3０6と電磁結合し、 システムのリー

ダライタと交信する。第 ０実施例でも、購入日、購入金額などの資産管理を行ぅこと

ができる。さらに、無線 Cチップに流通履歴などを記憶させて適時更新すれば、在庫

管理が容易になる。

０119 (第皿実施例、図46参照)

第皿実施例は、図46に示すよぅに、有価証券3 ０にデザインの一部として導電性

塗料などで放射板3 を印刷して電磁結合モジュール を貼着したものであり、

システムとして無線 Cチップに格納された価格情報などに基づいて資産管理に利

用できるばかりか、有価証券3 ０の真贋判定にも利用できる。

０12０ なお、第皿実施例は、有価証券3 ０に限らず、紙幣、重要書類、送り状、封筒、レ

シート用紙、貨物うベル、書籍などの紙製品にも適用することができる。また、書類な

どを2重のシートのラミネート構造とし、放射板3 と電磁結合モジュール とを内部

に挟み込んでもよい。あるいは、封筒や書籍などでは内側に放射板3 と電磁結合

モジュール を設けてもよい。

０121 (第 2実施例、図4 7参照)

第 2実施例は、図4 7に示すよぅに、テレビ3 3０やう、ジオ335 の金属製箇体部分3 3

，336 (箇体部分が非金属製であれば、箇体に塗布された導電性塗料) を放射板と

して利用している。電磁結合モジュール は給電回路が箇体部分3 3 336 あるいは

導電性塗料と電磁結合する。テレビ3 3０やう、ジオ335 の システムを利用した資

産管理が可能である。なお、本第 2実施例はテレビやう、ジオ以外の 家電製品に

も適用可能である。

０ 22 (第 3実施例、図48参照

第 3実施例は、図48に示すよぅに、冷蔵庫34０の金属製箇体部分34 を放射板



として利用している。電磁結合モジュール は給電回路が箇体部分34 と電磁結合

し、冷蔵庫34０の資産管理が可能である。なお、本第 3実施例は冷蔵庫34０以外

の白物家電にも適用できる。

０123 (第 4実施例、図4 9参照)

第 4実施例は、図4 9に示すよぅに、机3 5０や椅子355 の金属製箇体部分3 5 や

金属製脚部356 を放射板として利用している。電磁結合モジュール は、それぞれ給

電回路が箇体部分3 5 や脚部356 と電磁結合し、 システムのリーダライタと交

信する。第 4実施例では、主に、盗難予防などの固定資産管理として用いられる。

勿論、無線 Cチップに流通履歴などを記憶させて適時更新すれば、流通段階での

在庫管理として使用することも可能である。なお、第 4実施例は、机3 5０や椅子355

以外に種々の事務用家具に幅広く適用することができる。

０124 (第 5実施例、図5０参照)

第 5実施例は、図5０に示すよぅに、ベッド36０やキヤビネット365 の金属製の支柱

36 や箇体部分366 を放射板として利用している。電磁結合モジュール は、それぞ

れ給電回路が支柱36 や箇体部分366 と電磁結合し、 システムのリーダライタ

と交信する。第 5実施例の使用形態は前記第 4実施例と同様である。なお、第 5

実施例は、ベッド36０やキヤビネット365 以外の種々の家庭用家具やホテルの備品

などに幅広く適用することができる。

０125 (第 6実施例、図5 参照)

第 6実施例は、図5 に示すよぅに、パレソト3 7０の金属製板部3 7 (板部が非金

属製であれば、板部に塗布された導電性塗料) 、段ボール375 に導電性塗料などで

付与された放射板376 、物流コンテナ38０の金属製箇体部分38 を放射板として利

用している。電磁結合モジュール は、それぞれ給電回路が金属製板部3 7 、放射

板376 、箇体部分38 と電磁結合し、 システムのリーダライタと交信する。固定

資産管理や商品の流通管理として用いられる。

０126 (第 7実施例、図5 2参照)

第 7実施例は、図5 2に示すよぅに、スーツケース39０の金属製ファスナ部分39

やバッグ395 の表面にデザインの一部として導電性塗料などを印刷した放射板396



に電磁結合モジュール を貼着したものである。電磁結合モジュール は、給電回路

がファスナ部分3 9 や放射板396 と電磁結合し、 システムのリーダライタと交信

する。第 7実施例はスーツケース3 9０やバッグ395 の資産管理のみならず、空港な

どでの物流管理としても用いることができる。

０127 (第 8実施例、図5 3参照)

第 8実施例は、図5 3に示すよぅに、ゴルフクラブ4 ０のカーボン製シヤフト4 や

テニスラケット4 5のカーボン製シヤフト4 6を放射板として利用している。電磁結合

モジュール は、それぞれ給電回路がシヤフト4 4 6と電磁結合し、 システ

ムのリーダライタと交信する。第 8実施例は、前述の固定資産管理や商品の物流管

理に使用され、他のスポーツ用具にも幅広く適用することができる。

０128 (第 9実施例、図54参照)

第 9実施例は、図54に示すよぅに、衣類4 2０にデザインの一部として導電性塗料

などで設けた放射板4 2 に電磁結合モジュール を貼着したものである。電磁結合

モジュール は、給電回路が放射板4 2 と電磁結合し、 システムのリーダライタ

と交信し、無線 Cチップに衣類4 2０の製造番号や製造年月 日、価格などを格納して

おくことで固定資産管理や商品の物流管理に使用される。

０129 (第2０実施例、図5 5参照)

第2０実施例は、図5 5に示すよぅに、 C などの記録メディア4 3０のアルミ蒸

着膜4 3 を放射板として利用している。電磁結合モジュール は、給電回路がアルミ

蒸着膜4 3 と電磁結合し、 システムのリーダライタと交信する。

０13０ 本第2０実施例において、電磁結合モジュール は資産管理や物流管理に使用さ

れる以外に、再生機を無線 Cチップによる情報がなければ再生できないよぅに構成

することで、不正コピー防止用としても使用可能である。

０131 (第2 実施例、図5 6参照)

第2 実施例は、図5 6 に示すよぅに、医薬品のパッケージ44０ 44 5のアルミフィル

ム44 446 を放射板として利用している。パッケージ44０は頬粒状医薬用であり、

パッケージ445 はタブレソト状医薬用である。電磁結合モジュール は、それぞれの

給電回路がアルミフィルム44 446 と電磁結合し、 システムのリーダライタと交



信する。本第2 実施例においては、無線 Cチップに医薬品の製造年月 日、成分や

投与方法、服用方法などを格納しておくことで、資産管理や物流管理に使用される

以外に、正規 不正医薬の識別をパッケージ単位で可能としている。

０132 (第22実施例、図5 7参照)

第22実施例は、図5 7に示すよぅに、金属製のねじ4 5０、釘455 、ピン46０自体を放

射板として利用している。電磁結合モジュール はそれぞれの頭部4 5 456 46

に取り付けられ、給電回路がねじ4 5０、釘455 、ピン46０と電磁結合し、 システ

ムのリーダライタと交信する。本第2 2実施例では、ねじ4 5０などの資産管理に利用で

き、また、航空機など精密な施工を必要とするねじ4 5０などであれば、無線 Cチップ

に締め付けトルク、施工時期、施工工法などを記憶させて管理することも可能である

０133 (第23実施例、図5 8参照)

第23実施例は、図5 8 に示すよぅに、電動工具4 7０の金属製ケース4 7 を放電板と

して利用している。電磁結合モジュール はその給電回路がケース4 7 と電磁結合し

R システムのリーダライタと交信する。本第23実施例において、電磁結合モジ

ュール は電動工具4 7０など工具類の資産管理や物流管理に使用される以外に、

工具箱内の管理にも使用可能である。

０134 (第24実施例、図5 9参照)

第24実施例は、図5 9に示すよぅに、ばね式紙押さえ48０の金具48 を放射板とし

て利用している。電磁結合モジュール はその給電回路が金具48 と電磁結合し、

システムのリーダライタと交信する。本第24実施例において、電磁結合モジュー

ル は紙押さえ48０など事務用品の資産管理や物流管理に使用される以外に、紙押

さえ48０などを保管するキヤビネットに設けた電磁結合モジュール との交信により、

キヤビネット内での保管管理、収納位置管理などにも使用可能である。

０135 (他の実施例)

なお、本発明に係る電磁結合モジュール付き物品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。

０136 特に、電磁結合モジュールを取り付ける物品は前記実施例に示したものに限定す



ることはなく、様々な種類の物品に取り付けることが可能である。また、給電回路基板

の内部構成の細部、放射板の細部形状は任意である。さらに、無線 C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。

産業上の利用可能，性

以上のよぅに、本発明は、 システムに用いられる無線 Cチップを有する電磁

結合モジュール付き物品に有用であり、特に、無線 Cチップを有して安定した周波

数特性を有する電磁結合モジュールを備えている点で優れている。



請求の範囲

無線 cチップと、該無線 cチップを搭載し、所定の共振周波数を有する共振回路

を含む給電回路を設けた給電回路基板とからなる電磁結合モジュールが物品。に取り

付けられており、

前記物品は前記電磁結合モジュールの前記給電回路から電磁結合を介して供給

された送信信号を放射する、及び 又は、受け取った受信信号を電磁結合を介して

前記給電回路に供給する放射板を備えていること、

を特徴とする電磁結合モジュール付き物品。

2 前記放射板は物品そのものが本来有している金属物であることを特徴とする請求の

範囲第 項に記載の電磁結合モジュール付き物品。

3 前記放射板は放射板用に物品。に付与された金属パターンであることを特徴とする

請求の範囲第 項に記載の電磁結合モジュール付き物品。

4 前記放射板は誘電体であることを特徴とする請求の範囲第 項に記載の電磁結合

モジュール付き物品。

5 前記共振回路はコンデンサ素子とインダクタ素子とで構成された集中定数型共振

回路であることを特徴とする請求の範囲第 項ないし第4項のいずれかに記載の電

磁結合モジュール付き物品。

6 前記集中定数型共振回路は c直列共振回路又は c並列共振回路であることを

特徴とする請求の範囲第5項に記載の電磁結合モジュール付き物品。

7 前記集中定数型共振回路は複数の c直列共振回路又は複数の c並列共振回

路を含んで構成されていることを特徴とする請求の範囲第6項に記載の電磁結合モ

、ジュール付き物品。

8 前記コンデンサ素子は、前記無線 cチップの後段であって、前記無線 cチップと

前記インダクタ素子との間に配置されていることを特徴とする請求の範囲第5項ない
し第7項のいずれかに記載の電磁結合モジュール付き物品。

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、前記コンデンサ素子と前記インダクタ素子は前記多層基板の表面及び 又は内

部に形成されていること、を特徴とする請求の範囲第5項ないし第8項のいずれかに



記載の電磁結合モジュール付き物品。

０ 前記給電回路基板は誘電体又は磁性体の単層基板であり、前記コンデンサ素子

及び 又はインダクタ素子は前記単層基板の表面に形成されていること、を特徴と

する請求の範囲第5項ないし第8項のいずれかに記載の電磁結合モジュール付き物

口
口
ロ。

前記給電回路基板はり、ジ、ソドな樹脂製又はセラミック製の基板であることを特徴とす

る請求の範囲第 項ないし第 ０項のいずれかに記載の電磁結合モジュール付き物

口ロ。

2 前記放射板の電気長は前記共振周波数の半波長の整数倍であることを特徴とする

請求の範囲第 項ないし第皿項のいずれかに記載の電磁結合モジュール付き物品

3 前記無線 Cチップにチップ側電極パターンが設けられており、かつ、前記給電回

路基板に第 基板側電極パターンが設けられており、前記無線 Cチップと前記給電

回路基板とは前記チップ側電極パターンと前記第 基板側電極パターンとにより直

接電気的に接続されていること、を特徴とする請求の範囲第 項ないし第 2項のい
ずれかに記載の電磁結合モジュール付き物品。

4 前記無線 Cチップにチップ側電極パターンが設けられており、かつ、前記給電回

路基板に第 基板側電極パターンが設けられており、前記無線 Cチップと前記給電

回路基板とは前記チップ側電極パターンと前記第 基板側電極パターンとの間の容

量結合により接続されていること、を特徴とする請求の範囲第 項ないし第 2項のい
ずれかに記載の電磁結合モジュール付き物品。

5 前記チップ側電極パターン及び前記第 基板側電極パターンはそれぞれ互いに平

行な平面電極パターンであり、前記無線 Cチップと前記給電回路基板とは誘電性接

着層を介して接合されていること、を特徴とする請求の範囲第 4項に記載の電磁結

合モジュール付き物品。

6 前記無線 Cチップにチップ側電極パターンが設けられており、かつ、前記給電回

路基板に第 基板側電極パターンが設けられており、前記無線 Cチップと前記給電

回路基板とは前記チップ側電極パターンと前記第 基板側電極パターンとの間の磁



気結合により接続されていること、を特徴とする請求の範囲第 項ないし第 2項のい
ずれかに記載の電磁結合モジュール付き物品。

7 前記チップ側電極パターン及び前記第 基板側電極パターンはそれぞれコイル状

電極パターンであり、前記無線 Cチップと前記給電回路基板とは絶縁性又は磁性接

着層を介して接合されていること、を特徴とする請求の範囲第 6項に記載の電磁結

合モジュール付き物品。

8 前記給電回路基板に第2基板側電極パターンが設けられており、前記給電回路基

板と前記放射板とは前記第2基板側電極パターンと前記放射板との間の容量結合に

より接続されていること、を特徴とする請求の範囲第 項ないし第 7項のいずれかに

記載の電磁結合モジュール付き物品。

9 前記第2基板側電極パターンは前記放射板に対して平行に配置された平面電極

パターンであり、前記給電回路基板と前記放射板とは誘電性接着層を介して接合さ

れていること、を特徴とする請求の範囲第 8項に記載の電磁結合モジュール付き物

口ロ。

2０ 前記給電回路基板に第2基板側電極パターンが設けられており、前記給電回路基

板と前記放射板とは前記第2基板側電極パターンと前記放射板との間の磁気結合に

より接続されていること、を特徴とする請求の範囲第 項ないし第 7項のいずれかに

記載の電磁結合モジュール付き物品。

2 前記第2基板側電極パターンはコイル状電極パターンであり、前記給電回路基板と

前記放射板とは絶縁性又は磁性接着層を介して接合されていること、を特徴とする

請求の範囲第2０項に記載の電磁結合モジュール付き物品。
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