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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂フィルムと、
　前記樹脂フィルム上に形成された撥水層と、
　前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性
を有するストライプ状パターン領域と、
　前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体が配向し集合して形成された磁性体スト
ライプ状パターンとを備えた磁性体ストライプ状配列シート。
【請求項２】
　前記ストライプ状パターン領域は、前記撥水層が平面形状においてストライプ状に欠如
した領域である、請求項１に記載の磁性体ストライプ状配列シート。
【請求項３】
　複数層積層された樹脂フィルムと、
　各々の前記樹脂フィルム上に形成された撥水層と、
　前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性
を有するストライプ状パターン領域と、
　前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体が配向し集合して形成された磁性体スト
ライプ状パターンとを備え、
　各々の前記樹脂フィルム上には、互いに分離された複数条の前記磁性体ストライプ状パ
ターンが形成され、
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　各々の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状パターンは、他の前記樹脂フィル
ム上の前記磁性体ストライプ状パターンと平面形状において互いに交差するように互いの
配置関係が設定されている、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）システムに用
いられるＲＦＩＤ磁性シート。
【請求項４】
　互いに異なる層の前記樹脂フィルム上に各々形成された、第１の方向へ延びる前記磁性
体ストライプ状パターンと、第２の方向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンとによ
って格子パターンが形成されている、請求項３に記載のＲＦＩＤ磁性シート。
【請求項５】
　前記第１および第２の方向とは異なる第３の方向へ延びる磁性体ストライプ状パターン
が形成された前記樹脂フィルムを更に含む、請求項４に記載のＲＦＩＤ磁性シート。
【請求項６】
　請求項３に記載のＲＦＩＤ磁性シートと、
　前記ＲＦＩＤ磁性シートに隣接して配置されたＲＦＩＤ用アンテナコイルと、
　前記ＲＦＩＤ用アンテナコイルに接続されたＩＣチップとを備えた非接触型ＩＣカード
。
【請求項７】
　請求項３に記載のＲＦＩＤ磁性シートと、
　前記ＲＦＩＤ磁性シートに隣接して配置されたＲＦＩＤ用アンテナコイルと、
　前記ＲＦＩＤ用アンテナコイルに接続されたＩＣチップとを備えた、携帯用移動通信機
器。
【請求項８】
　樹脂フィルムと、
　前記樹脂フィルム上に形成された撥水層と、
　前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性
を有するストライプ状パターン領域と、
　前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体が配向し集合して形成された磁性体スト
ライプ状パターンとを備え、
　前記ストライプ状パターン領域は、格子状に形成された格子状パターン領域であり、
　前記格子状パターン領域内に針状磁性体が配向し集合して磁性体格子状パターンが形成
された、ディスプレイに取り付けるための電磁遮蔽シート。
【請求項９】
　請求項８に記載の電磁遮蔽シートがディスプレイパネルの前面に取り付けられたフラッ
トパネルディスプレイ。
【請求項１０】
　樹脂フィルム上に、撥水層及び前記撥水層の面領域内に配置され前記撥水層が有する撥
水性に対して相対的に親水性を有するストライプ状パターン領域を形成する工程（ａ）と
、
　前記ストライプ状パターン領域に針状磁性体を含有する溶液を付与し、前記ストライプ
状パターン領域内に針状磁性体を配向させ集合させて磁性体ストライプ状パターンを形成
する工程（ｂ）とを含む、磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１１】
　前記ストライプ状パターン領域は、前記撥水層で囲まれ前記樹脂フィルムが露出した領
域である、請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ａ）は、
　前記樹脂フィルムに、前記工程（ｂ）における溶液に対して撥水性を示す撥水層を形成
する工程と、
　前記ストライプ状パターン領域を規定するマスクを用いて、前記撥水層を露光すること
によって親水領域を形成する工程とを含む、請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列
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シートの製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ａ）は、
　露光により親水性に変化する表面を有するフィルムを、前記ストライプ状パターン領域
を規定するマスクを用いて露光することによって親水領域を形成する工程を含む、請求項
１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（ｂ）は、
　前記ストライプ状パターン領域が形成された前記樹脂フィルムの上に溶液を付与する工
程と、
　前記樹脂フィルム上に付与された前記溶液中に、前記針状磁性体を導入する工程とを含
む、請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ｂ）は、
　前記溶液に前記針状磁性体を分散する工程と、
　前記針状磁性体が分散された溶液を前記樹脂フィルム上に塗布する工程とを含む、請求
項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｂ）において、前記針状磁性体は、前記ストライプ状パターン領域内で前記
溶液の表面張力によって配列される、請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シート
の製造方法。
【請求項１７】
　前記工程（ｂ）の後、前記磁性体ストライプ状パターンを他のフィルムに転写する工程
を含む、請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１８】
　前記工程（ａ）および（ｂ）を、ロール・ツー・ロール法によって連続して実行する、
請求項１０に記載の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法。
【請求項１９】
　樹脂フィルム上に、撥水層及び前記撥水層の面領域内に配置され前記撥水層が有する撥
水性に対して相対的に親水性を有するストライプ状パターン領域を形成する工程（ａ）と
、
　前記樹脂フィルム上に形成された前記ストライプ状パターン領域に、針状磁性体を含有
する溶液を付与し、前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体を配向させ集合させて
磁性体ストライプ状パターンを形成する工程（ｂ）と、
　前記磁性体ストライプ状パターンが形成された前記樹脂フィルムを積層する工程（ｃ）
とを含み、
　前記工程（ａ）において、前記ストライプ状パターン領域を複数条、互いに分離された
状態に形成し、
　前記工程（ｃ）において、各々の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状パター
ンが、他の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状パターンと平面形状において互
いに交差するように互いの配置関係を設定する、ＲＦＩＤ磁性シートの製造方法。
【請求項２０】
　前記樹脂フィルムの積層体の平面形状において、第１の方向へ延びる前記磁性体ストラ
イプ状パターンと、第２の方向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンとによって格子
パターンが形成されるように前記積層体を形成する、請求項１９に記載のＲＦＩＤ磁性シ
ートの製造方法。
【請求項２１】
　樹脂フィルム上に、撥水層及び前記撥水層の面領域内に配置され前記撥水層が有する撥
水性に対して相対的に親水性を有するストライプ状パターン領域を形成する工程（ａ）と
、



(4) JP 4836899 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

　前記樹脂フィルム上に形成された前記ストライプ状パターン領域に、針状磁性体を含有
する溶液を付与し、前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体を配向し集合させて磁
性体ストライプ状パターンを形成する工程（ｂ）とを含み、
　前記工程（ａ）において、前記ストライプ状パターン領域を格子状に形成し、
　前記工程（ｂ）において、前記格子状のストライプ状パターン領域内に前記針状磁性体
を配向させ集合させて磁性体格子状パターンを形成する、電磁遮蔽シートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性体が直線状あるいは格子状等の所定のストライプ状パターンに配列され
た磁性体ストライプ状配列シートに関する。また、その用途例であるＲＦＩＤ（Radio Fr
equency Identification）システムに用いられるＲＦＩＤ磁性シート、およびディスプレ
イ等に用いられる電磁遮蔽シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＲＦＩＤ磁性シートあるいは電磁遮蔽シート等、フレキシブルな基板上に磁性体
層が付設された薄い磁性シートの用途が知られている。
【０００３】
　まず、従来のＲＦＩＤ磁性シートについて説明する。近年、外部機器から放射される特
定の周波数の電磁界を信号搬送波として使用し、外部機器との間でＩＤ（Identification
）情報および各種データの通信を行う自動認識技術の一つであるＲＦＩＤシステムが広く
利用されるようになってきている。ＲＦＩＤシステムを利用した非接触型ＩＣカードの例
としては、ＩＣテレホンカード、電子乗車券、電子マネーカードなどがあるが、このＲＦ
ＩＤは、最近では携帯電話にも搭載されて使用されるようになっている。
【０００４】
　携帯電話のような携帯用移動通信機器にＲＦＩＤシステムを搭載して使用する場合には
、通信距離の確保が必要であり、そのため、磁路障害物による影響の排除が求められる。
より具体的に説明すると、ＲＦＩＤシステムでは、ＲＦＩＤアンテナに金属が隣接すると
、通信ができなくなってしまうという欠点がある。特に、１３．５６ＭＨｚのような高周
波の電磁界信号を用いる場合には、ＲＦＩＤシステムはその欠点による問題の発生が顕著
である。この問題を解決するために、透磁率の高いフェライトを含む磁性シートがＲＦＩ
Ｄアンテナに貼り付けられることが多い。（例えば、特許文献１参照）
　図１から図３を参照しながら、ＲＦＩＤアンテナに金属が隣接する場合に通信できなく
なる問題について説明する。
【０００５】
　図１は、一般的なＲＦＩＤシステム１００の動作を示す断面図である。このＲＦＩＤシ
ステム１００では、非接触型ＩＣカードの一例であるＩＣタグ１０１にＲＦＩＤアンテナ
（タグアンテナ）１０２が取り付けられており、リーダ・ライタ１０３にリーダ・ライタ
アンテナ１０４が取り付けられている。通信する場合は、ＩＣタグ１０１をリーダ・ライ
タ１０３の近くに位置する。リーダ・ライタ１０３のリーダ・ライタアンテナ１０４から
は、磁束ループ１０５が発生する。両アンテナ（タグアンテナ１０２及びリーダ・ライタ
アンテナ１０４）を貫通する磁束ループ１０５ａによって、ＩＣタグ１０１とリーダ・ラ
イタ１０３との間のＲＦＩＤ無線通信が可能となる。図１は、ＩＣタグ１０１の近くに金
属製品が無い場合における通信状態の様子を模式的に示す。
【０００６】
　図２は、図１と同様のＲＦＩＤシステム１１０において、ＩＣタグ１０１の近くに金属
製品１０６がある場合の通信状態の様子を模式的に示す。この場合には、リーダ・ライタ
１０３からの磁界によって、ＩＣタグ１０１近傍に位置する金属製品１０６に渦電流が発
生し、そして、この渦電流により生じる磁界（反磁界）１０７が、通信に必要な磁束ルー
プ１０５ｂをキャンセルする。そのため、通信が困難になる。
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【０００７】
　そこで、金属製品１０６がＩＣタグ１０１に近接する場合には、図３に示すように、Ｉ
Ｃタグ１０１と金属製品１０６との間に磁性シート１０８を配置する対策が採られている
。磁性シート１０８は透磁率の高いフェライトを含んでいるので、磁束ループ１０５ｃを
磁性シート１０８に集中させることができる。その結果、金属製品１０６に渦電流が発生
することを抑制し、通信距離を改善することができる。
【０００８】
　磁性シート１０８による作用について、図４Ａおよび４Ｂを参照しながら、より詳細に
説明する。まず、図４Ａに示すように磁性シートが無い場合は、リーダ・ライタからの磁
界によってＩＣタグ（ＩＣタグアンテナ１０２）近傍にある金属製品１０６に渦電流が発
生すると、この渦電流により生じる磁界（反磁界）の影響により、破線で示す磁束ループ
１０５ｄが喪失する。その結果、通信に必要な磁界がキャンセルされる。
【０００９】
　一方、図４Ｂに示すように磁性シート１０８を用いると、磁性シート１０８の透磁率の
μ’（実部）が高いため磁束ループ１０５ｅが磁性シート１０８に集中する。しかも、磁
性シート１０８の透磁率のμ”（虚部）が低いため、磁束ループ１０５ｅは磁気損失する
ことなく流れる。この結果、通信距離を改善することができる。
【００１０】
　次に、従来の電磁遮蔽シートについて説明する。近年各種の電気設備や電子応用設備の
利用が増加するのに伴い、電磁気的なノイズ妨害も増加の一途をたどっている。ノイズは
大きく分けて、伝導ノイズと放射ノイズに分けられ、伝導ノイズの対策としてはノイズフ
ィルタなどを用いる方法がある。一方、放射ノイズ対策としては、電磁気的に空間を絶縁
する必要があるため、筐体を金属体または高伝導体にするとか、回路基板と回路基板との
間に金属板を挿入するとか、ケーブルを金属箔で巻き付けるなどの方法が取られている。
【００１１】
　これらの方法は、回路や電源ブロックの電磁波シールド効果を期待できるが、一方、Ｃ
ＲＴ、ＰＤＰ、液晶、ＥＬなどのディスプレイ前面より発生する電磁波シールド用途とし
ては、不透明であるため適用できなかった。
【００１２】
　ディスプレイ前面から発生する電磁波のシールド性については、１ＧＨｚにおける３０
ｄＢ以上のＥＭＩシールド機能が求められ、家庭用ＴＶ向けのＰＤＰには特に厳しい規格
の取得が要求されている。それに加えて、ディスプレイ用の電磁遮蔽シートには、良好な
可視光透過性なども求められる。電磁波シールド性と透明性を両立させる方法として、い
くつかのものが提案されている。
【００１３】
　例えば、特許文献２には、透明プラスチック基材の表面に導電性材料で描かれた幾何学
図形を設けた電磁遮蔽シートが開示されている。特許文献３には、透明基材の上に接着剤
層が積層され、この接着剤層に幾何学図形の導電層が埋設された電磁遮蔽シートが開示さ
れている。特許文献４には、透明導電膜に、金属微粒子の連鎖状凝集体が分散した塗料を
塗布して形成された導電層を設けた電磁遮蔽シートが開示されている。通常は、高透明フ
ィルムに金属をスパッタリングで設けたタイプ、高透明フィルムに金属メッシュを設けた
タイプのものが多く用いられている。
【特許文献１】特開２００４－２２７０４６号公報
【特許文献２】特開平１０－４１６８２号公報
【特許文献３】特開２０００－３２３８９１号公報
【特許文献４】特開２０００－１２４６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、フェライトを含む磁性シート１０８は、次のような問題を持っている。
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まず、フェライトを樹脂に分散させた磁性シートの場合、樹脂中に磁性材料（フェライト
）を分散させた構造のために、実効的な透磁率μの上限に限界がある。樹脂中にフェライ
トを分散させるのではなく、フェライト（セラミック）の焼結体を用いた構造の場合は、
実効的な透磁率μは向上するが、その磁性シートは、焼結体であるため脆くなる。そして
、その焼結体の磁性シートは、薄くするにも限界があるとともに、フレキシブル性にも限
界がある。
【００１５】
　フレキシブル性と高い透磁率μとを両立させるために、本願発明者は、磁性シートに金
属磁性材料を用いることを検討した。そのような磁性シートは、フェライトを用いた場合
よりも高いμを示すものの、導電性があるため渦電流を発生してしまい、通信を阻害する
結果になる。したがって現実問題として、金属磁性材料を磁性シートに用いることは困難
であった。
【００１６】
　また、上記従来の電磁遮蔽シートは、十分な電磁波シールド性を持ったものとは言えな
かった。この問題を解決するために、本願発明者は、高い透磁率を有する良好な電磁波シ
ールド性を持った電磁遮蔽シートを、異方性の軟磁性材料の特性を示す針状結晶を配列さ
せることによって作製することを検討した。しかしながら、異方性の針状結晶は、配列を
ランダムにするとその効果は顕著に低下するため、針状結晶の配列を制御する必要があっ
た。
【００１７】
　上記従来技術の問題点に鑑みて、本発明は、針状磁性体が所定のストライプ状パターン
に良好な状態に配列され、高い透磁率を有し、製造が容易な磁性体ストライプ状配列シー
トを提供することを目的とする。
【００１８】
　また、そのような磁性体ストライプ状配列シートの基本構成を用い、高い透磁率ととも
に、薄型でフレキシブル性に富んだＲＦＩＤ磁性シート、あるいは電磁波シールド性と透
明性を両立させた、ディスプレイに取り付けるための電磁遮蔽シートを提供することを目
的とする。
【００１９】
　また、それらのシートを簡易な工程で高性能に製造するための製造方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シートは、樹脂フィルムと、前記樹脂フィルム上に形
成された撥水層と、前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する撥水性に対し
て相対的に親水性を有するストライプ状パターン領域と、前記ストライプ状パターン領域
内に針状磁性体が配向し集合して形成された磁性体ストライプ状パターンとを備える。
【００２１】
　本発明のＲＦＩＤ磁性シートは、複数層積層された樹脂フィルムと、各々の前記樹脂フ
ィルム上に形成された撥水層と、前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する
撥水性に対して相対的に親水性を有するストライプ状パターン領域と、前記ストライプ状
パターン領域内に針状磁性体が配向し集合して形成された磁性体ストライプ状パターンと
を備え、各々の前記樹脂フィルム上には、互いに分離された複数条の前記磁性体ストライ
プ状パターンが形成され、各々の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状パターン
は、他の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状パターンと平面形状において互い
に交差するように互いの配置関係が設定されている。
【００２２】
　本発明の電磁遮蔽シートは、樹脂フィルムと、前記樹脂フィルム上に形成された撥水層
と、前記撥水層の面領域内に配置され、前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水
性を有するストライプ状パターン領域と、前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体
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が配向し集合して形成された磁性体ストライプ状パターンとを備え、前記ストライプ状パ
ターン領域は、格子状に形成された格子状パターン領域であり、前記格子状パターン領域
内に針状磁性体が配向し集合して磁性体格子状パターンが形成されている。
【００２３】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法は、樹脂フィルム上に、撥水層及び
前記撥水層の面領域内に配置され前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性を有
するストライプ状パターン領域を形成する工程（ａ）と、前記ストライプ状パターン領域
に針状磁性体を含有する溶液を付与し、前記ストライプ状パターン領域内に針状磁性体を
配向させ集合させて磁性体ストライプ状パターンを形成する工程（ｂ）とを含む。
【００２４】
　本発明のＲＦＩＤ磁性シートの製造方法は、樹脂フィルム上に、撥水層及び前記撥水層
の面領域内に配置され前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性を有するストラ
イプ状パターン領域を形成する工程（ａ）と、前記樹脂フィルム上に形成された前記スト
ライプ状パターン領域に、針状磁性体を含有する溶液を付与し、前記ストライプ状パター
ン領域内に針状磁性体を配向させ集合させて磁性体ストライプ状パターンを形成する工程
（ｂ）と、前記磁性体ストライプ状パターンが形成された前記樹脂フィルムを積層する工
程（ｃ）とを含み、前記工程（ａ）において、前記ストライプ状パターン領域を複数条、
互いに分離された状態に形成し、前記工程（ｃ）において、各々の前記樹脂フィルム上の
前記磁性体ストライプ状パターンが、他の前記樹脂フィルム上の前記磁性体ストライプ状
パターンと平面形状において互いに交差するように互いの配置関係を設定する。
【００２５】
　本発明の電磁遮蔽シートの製造方法は、樹脂フィルム上に、撥水層及び前記撥水層の面
領域内に配置され前記撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性を有するストライプ
状パターン領域を形成する工程（ａ）と、前記樹脂フィルム上に形成された前記ストライ
プ状パターン領域に、針状磁性体を含有する溶液を付与し、前記ストライプ状パターン領
域内に針状磁性体を配向し集合させて磁性体ストライプ状パターンを形成する工程（ｂ）
とを含み、前記工程（ａ）において、前記ストライプ状パターン領域を格子状に形成し、
前記工程（ｂ）において、前記格子状のストライプ状パターン領域内に前記針状磁性体を
配向させ集合させて磁性体格子状パターンを形成する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シートの構成によれば、撥水層の面領域内に配置され
た親水性を有するストライプ状パターン領域内に針状磁性体が配向して集合しているので
、高い透磁率を容易に得ることができる。針状磁性体が配向した構造は、ストライプ状パ
ターン領域の親水性の領域に、表面張力を利用して針状磁性体を集合させることで容易に
得ることが可能である。
【００２７】
　本発明のＲＦＩＤ磁性シートの構成によれば、針状磁性体により磁性ストライプを形成
することにより、渦電流の発生の影響を回避し、高い透磁率を確保しつつ、薄型でフレキ
シブル性に富んだＲＦＩＤ磁性シートを得ることができる。
【００２８】
　本発明の電磁遮蔽シートの構成によれば、異方性の軟磁性材料の特性を示す針状磁性体
を配列させることにより、高い透磁率を有し良好な電磁波シールド性を発揮できる特性と
、透明性を両立させることができる。
【００２９】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シート、ＲＦＩＤ磁性シート、あるいは電磁遮蔽シー
トの製造方法によれば、親水性のストライプ状パターン領域に針状磁性体を表面張力によ
って配列集合させることにより、上述のような特性を有する各シートを、簡易な工程で高
性能に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３０】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シートによれば、樹脂フィルムに形成された撥水層の
面領域内に、撥水層が有する撥水性に対して相対的に親水性を有するストライプ状パター
ン領域が配置され、そのストライプ状パターン領域内に針状磁性体が配向して集合してい
るので、高い透磁率を容易に得ることができる。ストライプ状パターン領域が相対的に親
水性の領域となっているので、表面張力を利用して当該親水性の領域に針状磁性体を集合
させることで、針状磁性体を容易に配向させることができる。
【００３１】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シートの構成は、ＲＦＩＤ磁性シートに適用した場合
に特に有効である。すなわち、本発明のＲＦＩＤ磁性シートは、導電性があるために渦電
流による不利な影響を発生する金属磁性材料にあえて着目し、利用上の障害を排除するた
めの構成を着想して、高い透磁率を確保しつつ、薄型でフレキシブル性に富んだＲＦＩＤ
磁性シートを得ることを可能としたものである。渦電流の問題を解消するために、本発明
では、金属磁性材料を磁性ストライプにして渦電流の発生の影響を回避した。そして、そ
の磁性ストライプを積層して格子状パターンを作ることにより磁束ループの通過を容易に
したものである。
【００３２】
　また、本発明の電磁遮蔽シートは、等方性の磁性材料ではなく、異方性の軟磁性材料の
特性を示す針状結晶を配列させることにより、高い透磁率を有する良好な電磁波シールド
性を得たものである。異方性の針状結晶は、配列をランダムにするとその効果は顕著に低
下するため、針状結晶の配列を制御する必要がある。本願発明者は、親水性の格子状パタ
ーンに針状結晶を表面張力によって配列集合させること見出し、本発明の電磁遮蔽シート
を得ることができた。
【００３３】
　本発明は、上記の構成を基本として、以下のような様々な態様を採ることができる。
【００３４】
　すなわち、上記構成の本発明の磁性体ストライプ状配列シートにおいて、前記ストライ
プ状パターン領域は、前記撥水層が平面形状においてストライプ状に欠如した領域として
形成することができる。
【００４１】
　上記構成の本発明のＲＦＩＤ磁性シートにおいて、互いに異なる層の前記樹脂フィルム
上に各々形成された、第１の方向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンと、第２の方
向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンとによって格子パターンが形成されている構
成とすることができる。
【００４２】
　また、前記第１および第２の方向とは異なる第３の方向へ延びる磁性体ストライプ状パ
ターンが形成された前記樹脂フィルムを更に含む構成とすることができる。
【００４３】
　上記構成のＲＦＩＤ磁性シートと、前記ＲＦＩＤ磁性シートに隣接して配置されたＲＦ
ＩＤ用アンテナコイルと、前記ＲＦＩＤ用アンテナコイルに接続されたＩＣチップとを備
えた非接触型ＩＣカードを構成することができる。
【００４４】
　また、上記構成のＲＦＩＤ磁性シートと、前記ＲＦＩＤ磁性シートに隣接して配置され
たＲＦＩＤ用アンテナコイルと、前記ＲＦＩＤ用アンテナコイルに接続されたＩＣチップ
とを備えた、携帯用移動通信機器を構成することができる。
【００４７】
　上記構成の電磁遮蔽シートがディスプレイパネルの前面に取り付けられたフラットパネ
ルディスプレイを構成することができる。
【００４８】
　上記構成の本発明の磁性体ストライプ状配列シートの製造方法において、前記ストライ
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プ状パターン領域は、前記撥水層で囲まれ前記樹脂フィルムが露出した領域により形成す
ることができる。
【００４９】
　前記工程（ａ）は、前記樹脂フィルムに、前記工程（ｂ）における溶液に対して撥水性
を示す撥水層を形成する工程と、前記ストライプ状パターン領域を規定するマスクを用い
て、前記撥水層を露光することによって親水領域を形成する工程とを含むことができる。
【００５０】
　また、前記工程（ａ）は、露光により親水性に変化する表面を有するフィルムを、前記
ストライプ状パターン領域を規定するマスクを用いて露光することによって親水領域を形
成する工程を含むことができる。
【００５１】
　前記工程（ｂ）は、前記ストライプ状パターン領域が形成された前記樹脂フィルムの上
に溶液を付与する工程と、前記樹脂フィルム上に付与された前記溶液中に、前記針状磁性
体を導入する工程とを含むことができる。
【００５２】
　また、前記工程（ｂ）は、前記溶液に前記針状磁性体を分散する工程と、前記針状磁性
体が分散された溶液を前記樹脂フィルム上に塗布する工程とを含むことができる。
【００５３】
　前記工程（ｂ）において、前記針状磁性体は、前記ストライプ状パターン領域内で前記
溶液の表面張力によって配列されるこのが好ましい。
【００５４】
　前記工程（ｂ）の後、前記磁性体ストライプ状パターンを他のフィルムに転写する工程
を含むことができる。
【００５５】
　前記工程（ａ）および（ｂ）を、ロール・ツー・ロール法によって連続して実行するこ
とができる。
【００５６】
　上記構成の本発明のＲＦＩＤ磁性シートの製造方法において、前記樹脂フィルムの積層
体の平面形状において、第１の方向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンと、第２の
方向へ延びる前記磁性体ストライプ状パターンとによって格子パターンが形成されるよう
に前記積層体を形成することができる。
【００５７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。以下の実施の形態
は、ＲＦＩＤ磁性シート、および電磁遮蔽シートの場合に関するものであるが、より一般
的な対象である、本発明の磁性体ストライプ状配列シートの構成およびその製造方法の説
明が実質的に含まれる。以下の図面においては、説明の簡潔化のため、実質的に同一の機
能を有する構成要素については、同一の参照符号を付して説明の繰り返しを省略する。な
お、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
【００５８】
　（実施の形態１）
　図５Ａ、５Ｂ、および図６Ａ、６Ｂを参照しながら、本発明の実施の形態１におけるＲ
ＦＩＤ磁性シートについて説明する。
【００５９】
　図５Ａは、本実施の形態のＲＦＩＤ磁性シートが用いられたＩＣタグ１の上面構成を模
式的に示す。図５Ｂは、そのＩＣタグ１にＲＦＩＤ磁性シート２が貼り付けられた状態の
断面構造を模式的に示す。
【００６０】
　ＩＣタグ１は、基体であるカード３と、カード３上に配置されたＩＣチップ４と、ＩＣ
チップ４に電気的に接続されたコイルアンテナ（ＲＦＩＤ用アンテナコイル）５とから構
成されている。このＩＣタグ１は、非接触型ＩＣカードとして用いられ、ＩＣチップ４の
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メモリには固有のＩＤ番号が記憶されており、またそのメモリに様々な情報を記憶させる
ことができる。ＩＣチップ４は、ＣＰＵとメモリとを内蔵しており、暗号処理、認証、記
憶の処理を行うことができる。
【００６１】
　ＩＣタグ１のカード３には、本実施の形態のＲＦＩＤ磁性シート２が貼り付けられてい
る。カード３と磁性シート２との間に、他の層が介在していてもよく、例えば、図示した
ように接着層６を設けることができる。
【００６２】
　図６Ａは、ＲＦＩＤ磁性シート２の断面構成を模式的に示す。図６Ｂは、磁性シート２
を分解して示した斜視図である。磁性シート２は、磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂ
が交互に積層された構造を有する。各磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂは、樹脂フィ
ルム１１と、樹脂フィルム１１上に形成された撥水層１２と、撥水層１２の面領域中に形
成された針状磁性体からなる磁性ストライプ１３とから構成されている。なお、図中、樹
脂フィルム１１については、見易さを考慮して断面のハッチングが省略されている。
【００６３】
　この構造において、磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂの各層内の複数本の磁性スト
ライプ１３は、互いに離間して配列され電気的に絶縁されている。また、上下の位置関係
にある磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂに各々配列された磁性ストライプ１３は、各
層間で、互いに樹脂フィルム１１により離間され電気的に絶縁されている。
【００６４】
　図６Ａ、６Ｂの積層構造においては、磁性ストライプ１３が行パターンに配列された磁
性ストライプシート１０ａと、磁性ストライプ１３が列パターンに配列された磁性ストラ
イプシート１０ｂとの組合せにより、平面形状としては、格子状パターンが形成されてい
る。なお、磁性ストライプシート１０ａと磁性ストライプシート１０ｂは、磁性ストライ
プ１３の配列の方向きが異なるだけで、材質・構造は同一の部材である。従って、以降の
説明において磁性ストライプシートを総称する場合には、参照符号として１０を付して磁
性ストライプシート１０と記述する。
【００６５】
　図７は、磁性ストライプシート１０における、撥水層１２が形成された樹脂フィルム１
１の上面構成を模式的に示している。
【００６６】
　樹脂フィルム１１上には、撥水層１２が欠如して樹脂フィルム１１が露出した複数のス
トライプ状の領域（ストライプ領域）１４からなるストライプパターンが形成されている
。このストライプ領域１４内には、針状磁性体１５が配向して集合し、磁性ストライプ１
３を形成している。
【００６７】
　本実施形態における針状磁性体１５は、異方性の軟磁性金属材料であり、そのような材
料としては、鉄系金属磁性体を挙げることができ、具体的には、例えば、Ｆｅ、Ｆｅ－Ａ
ｌ－Ｓｉ、Ｆｅ－Ｎｉなどの針状メタル粉を用いることができる。また、針状磁性体１５
は、Ｆｅ、Ｎｉ及びＣｏからなる群から選択される少なくとも一つの元素を含む磁性体（
例えば、当該元素を含有する合金）であってもよい。ここでは、針状磁性体１５として、
Ｆｅ－Ｎｉメタル磁性粉（粒子径１０～２０μｍ、粒子長さ５０～１００μｍの針状結晶
）を用いた場合について説明する。
【００６８】
　ストライプ領域１４は、撥水層１２が有する撥水性に対して相対的に親水性領域となっ
ている。針状磁性体１５は、後述するように、製造工程で表面張力を作用させることによ
ってストライプ領域１４に集合し、配向している。ストライプ領域１４の幅Ｌは、針状磁
性体１５の長手方向の長さＡよりも狭いことが、針状磁性体１５の配列集合のために好ま
しい。なお、図７に模試的に示したように、本実施形態における針状磁性体１５は、スト
ライプ領域１４の長手方向に、針状磁性体１５の長手方向が揃うように配向している。
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【００６９】
　針状磁性体１５の長手方向の長さＡは、例えば、１００μｍ以上（一例を挙げると、５
０～２００μｍ）とする。針状磁性体１５の長手方向の長さＡは、複数の針状磁性体１５
についての平均値（長手方向の平均結晶粒径）であってもよい。したがって、個々の針状
磁性体１５について言えば、針状磁性体１５の長手方向の長さＡがストライプ領域１４の
幅Ｌよりも短いものが存在することもあり得る。
【００７０】
　なお、親水性のストライプ領域１４に針状磁性体１５が配向する様子や、ある溶液に対
する親水性と撥水性の関係、表面張力の作用などは、後述するＲＦＩＤ磁性シート２の製
造方法に関する記述において説明する。
【００７１】
　ストライプ領域１４（細線）の幅Ｌ（ライン）は、使用する針状磁性体１５の種類、Ｒ
ＦＩＤ磁性シート２に要求される性能などによって適宜決定され得る。例えば、０．５ｍ
ｍ以下（一例を挙げると、５０μｍ～３００μｍ）である。ストライプ領域１４（細線）
間の隙間Ｓ（スペース）は、例えば、０．５ｍｍ以下（一例を挙げると、５０μｍ～３０
０μｍ）である。細線のラインとスペースは、種々の使用する条件にあわせて適宜適切な
ものを設定することができる。
【００７２】
　ここで、針状磁性体１５が導電性を有している場合には、ストライプ領域１４（細線）
の幅Ｌ（ライン）については、Ｌが大きくなると発生する渦電流が流れやすくなり，Ｌが
小さくなるほど渦電流の発生を妨げることができる。したがって、幅Ｌは渦電流と相関が
あり、渦電流を抑制するように設定され、Ｌは細ければ細いほどよい。実際には、ストラ
イプ領域１４の加工限界・加工精度を考慮すると、例えば２０μｍ～３００μｍに設定す
ることが望ましい。
【００７３】
　また、ストライプ領域１４（細線）の隙間Ｓ（スペース）については、Ｓが大きくなる
と磁束（実際には電波と一緒に存在し、かつ、周波数変動している電磁波）が漏れやすく
なる一方で、Ｓが小さくなるほど磁束の漏れを防ぐことができる。したがって、隙間Ｓは
電磁波の漏れ（シールド効果）と相関があり、漏れを抑制するように設定され、Ｓも小さ
ければ小さいほどよい。実際には、ストライプ領域１４の加工限界・加工精度を考慮する
と、５０μｍ～３００μｍとなる。
【００７４】
　渦電流の抑制と電磁波漏れの抑制という機能を考慮すれば、幅Ｌ、隙間Ｓとも小さけれ
ば小さいほどよいことになる。これは細線が高密度である程良いということであり、ひい
ては、単位体積あたりの磁性体量増加に繋がり、その結果、正味の透磁率も高い磁性シー
トを実現することができることを意味する。
【００７５】
　行パターンの磁性ストライプシート１０ａと列パターンの磁性ストライプシート１０ｂ
との間では、典型的には、磁性ストライプ１３が９０°で交差するが、必ずしも９０°で
交差させなくてもよい。例えば、６０°や４５°の角度で交差させて磁性ストライプの格
子状パターンを形成することも可能である。また、行パターンの磁性ストライプシート１
０ａと列パターンの磁性ストライプシート１０ｂに、さらにもう一つのパターンの磁性ス
トライプシートを重ねることも可能である。
【００７６】
　要するに磁性ストライプシートの積層構造により形成される格子状パターンとは、各々
の磁性ストライプシートにおける磁性ストライプが、他の磁性ストライプシートにおける
磁性ストライプと平面形状において互いに交差するように配置されたものである。それに
より、磁束ループの通過を容易にする機能を発揮できることが必要である。
【００７７】
　図６Ａに示した例では、磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂは各々、樹脂フィルム１
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１上に形成されているが、樹脂フィルム１１や磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂの上
に、他の層（例えば、接着層）を介在させることも可能である。また、樹脂フィルム１１
の内部に磁性ストライプを形成することも可能である。いずれの場合であっても、各層の
磁性ストライプシート１０の間は、電気的に絶縁されるように構成されることが望ましい
。
【００７８】
　樹脂フィルム１１は、用途・性能・条件にあわせて適宜好ましいものを選定すればよく
、例えば、アラミド樹脂フィルム、ポリイミド樹脂フィルム、ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂フィルム、ポリエチレンナフタレート樹脂フィルムなどを用いることができる。ア
ラミド樹脂フィルムは、耐熱性が高く、かつ、薄いもの（例えば、３μｍ以下）を入手可
能であるので、積層枚数を考えて、薄さの観点からアラミド樹脂フィルムを用いることが
好ましい場合がある。
【００７９】
　本実施形態における樹脂フィルム（絶縁フィルム）１１の厚さは、例えば、４μｍ又は
それ以上のものである。最終的には各フィルムを積層するため、フィルム１１の厚さが薄
いと、ＲＦＩＤ磁性シート２の厚さを薄くできるメリットがある。本実施形態におけるフ
ィルム１１は、アラミド樹脂、または、ポリイミド樹脂からなる。
【００８０】
　以上のように、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２では、樹脂フィルム１１に形成され
た撥水層１２から露出した領域である親水性のストライプ領域１４によってストライプパ
ターンが形成され、そのストライプ領域１４内に針状磁性体１５が配向して集合しするこ
とにより、磁性ストライプ１３が形成されている。樹脂フィルム１１に形成されたストラ
イプ領域１４内に針状磁性体１５が配向集合しているので、セラミック焼結体（例えば、
フェライト）と比較して、薄型でフレキシブル性に富んだＲＦＩＤ磁性シート２が得られ
る。そして、ストライプ領域１４は撥水層１２に対して相対的に親水性となっており、針
状磁性体１５の配列は、表面張力を利用して当該親水性領域に集合させることで得ること
ができる。表面張力を利用することにより、針状磁性体１５の配列は、磁性体の粒子毎に
製造機器を用いて制御することを要さず、自己整合的に行うことができる。
【００８１】
　針状磁性体１５が異方性の軟磁性金属材料である場合、高い透磁率を有するＲＦＩＤ磁
性シート２を実現することができるとともに、その軟磁性金属材料からなる針状磁性体１
５は、各樹脂フィルム１１のストライプ領域１４内に配列されているので、その金属材料
が導電性を有していても、渦電流の発生を抑制することができる。また、本実施形態の構
成では、磁性ストライプシート１０の積層体において、行のパターンと列のパターンとの
組合せにより格子パターンを形成しているので、互いに離間した個別の細線（ストリップ
）のストライプ領域１４に金属磁性材料が位置している。そのため、金属磁性材料が持つ
導電性によって渦電流が発生したとしても、その渦電流の発生の影響が十分に小さく抑制
される。ここで、漏れ磁界を小さくした効果が、渦電流による反磁界の効果よりも顕著に
上回れば、通信距離の改善を図ることができる。
【００８２】
　さらに、上述したように、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２は、セラミックの磁性材
料（フェライト）と比較して、薄型にできるとともに、フレキシブル性に富むものを構築
することが容易である。従って、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２は、非接触型ＩＣカ
ード（特に、携帯電話内に内蔵されるもの）に適している。
【００８３】
　次に、図８Ａから図８Ｄを参照しながら、本実施の形態におけるＲＦＩＤ磁性シート２
の製造方法の一部である、磁性ストライプシートを作製するための工程の一例について説
明する。
【００８４】
　まず、図８Ａに示すように、樹脂フィルム１１の上に、撥水層１２で囲まれた親水性の
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ストライプ領域１４のパターンを形成する。換言すると、液滴形成領域である親水性のス
トライプ領域１４を除いて撥水層１２のパターンを形成する。
【００８５】
　本実施形態では、樹脂フィルム１１上の所定の箇所（ストライプ領域１４）に液滴を確
実に且つ簡便に形成するために、撥水層１２を形成する。撥水層１２は、例えば、感光性
撥水撥油樹脂からなる。本実施の形態における撥水層１２の一実施例は、日本ペイント製
のＵＶ硬化型のレジスト膜からなる。この材料は、シリコーンとアクリルブロック重合体
からなる。より詳細には、シリコーンとアクリルの海島構造（いわゆるシリコーン島）の
構造を有している。ここで、シリコーンは低表面張力の特性を持ち、アクリルは、樹脂の
変性・硬度・接着性・ＵＶ硬化性の制御のための役割を果たしている。形成された撥水膜
の水との接触角は１００°～１０５°であり、撥水膜上に形成した水について、撥水膜を
傾斜させることで測定される転落角は２０°～４０°である。一方撥水膜を除去した部分
の水の濡れ性は、水との接触角が４０°～４５°である。
【００８６】
　撥水層１２で囲まれた親水性のストライプ領域１４の形成は、例えば、次のようにする
ことができる。まず、樹脂フィルム１１の全面に撥水材料を塗布する。具体的には、スピ
ンコートを用いて、１～２μｍ厚に塗布する。次いで、塗布した材料をプリベーク（１２
０℃で３０分）した後、所定パターンとなるように、親水性のストライプ領域１４を規定
するマスクを用いて露光する。露光は、ＵＶを用いて、３００ｍｊ／ｃｍ2にて行うこと
ができる。次に、１２０℃で３０分のベークを行い、トルエンに１～２分間、浸漬して現
像する。最後に１２０℃で１０分のポストベークを行うと、撥水層１２が得られる。
【００８７】
　なお、感光性撥水撥油樹脂として、旭硝子株式会社製のフッ素・アクリルブロック重合
体を用いると、ｉ線でのフォトリソ工程で、撥水撥油性の撥水層１２で囲まれた親水性の
ストライプ領域１４を形成することもできる。
【００８８】
　次に、図８Ｂに示すように、撥水処理加工が終わった樹脂フィルム１１の上に液滴１６
を形成する。液滴１６の形成は、例えば、スプレーで樹脂フィルム１１の全体に液滴１６
用の液体を霧吹くことによって行うことができる。これにより、撥水層１２で囲まれた親
水性のストライプ領域１４に液滴１６が形成される。なお、ここで、「親水性」または「
疎水性」とは、液滴１６を構成する液体に対する性質のことを言う。典型的には、水に対
する親和性が良好なことを「親水性」と呼び、水と親和性が悪いことを「疎水性」と呼ぶ
。液滴１６を構成する液体が水以外のときには、その液体に対する親和性で判断すればよ
い。したがって、液滴１６が水以外の液体のときには、「親液性」または「疎液性」と表
現してもよい場合がある。ただし、本明細書では、表現を平易にするために、基本的に「
親水性」、「疎水性」の表現を用いて説明を行う。
【００８９】
　撥水層１２に囲まれたストライプ領域１４に液滴１６を形成した後、その液滴に針状磁
性体１５を導入すると、図８Ｃおよび８Ｄに示すように、親水性であるストライプ領域１
４の中に針状磁性体１５は配列し、磁性材料からなる磁性ストライプ１３が形成される。
なお、図８Ｄでは、液滴１６の図示が省略されている。
【００９０】
　図９の（ａ）に示すように、縦長の親水性であるストライプ領域１４に付与された液滴
１６に、針状磁性体１５を導入すると、図９の（ｂ）に示すように、針状磁性体１５の長
手方向は、液滴１６の表面張力の作用によって、ストライプ領域１４の縦長の方向へ揃う
ように移動（回転）する。それにより、針状磁性体１５の配向を自己整合（セルフアライ
ン）的に行うことができる。針状磁性体１５が異方性の軟磁性材料である場合には、針状
磁性体１５のそれぞれの長手方向を自己整合的に揃えることにより、ランダムに配向させ
た場合よりも、磁性シートの透磁率を顕著に向上させることができる。
【００９１】
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　針状磁性体の配向を効率よく自己整合させるために、針状磁性体の表面を処理してその
表面エネルギーを増大させ、親水性をより高めることも好ましい。例えば、針状磁性体の
表面に、オゾン雰囲気中で紫外線を照射することによって親水性を高めることが可能であ
る。磁性体に親水処理をすることによって、より確実に集合させることができ、より緻密
な磁性膜を形成することが可能になる。
【００９２】
　また、針状磁性体の表面に親液性の薄膜（たとえば親水膜）を形成することによっても
、針状磁性体の親水性を増大させることが可能である。例えば、酸化珪素、酸化窒素、酸
化チタンなどの薄膜を、真空スパッタリング法や熱ＣＶＤ法によって針状磁性体の表面に
形成してもよい。それらの薄膜を形成した後、オゾン雰囲気で紫外線を照射させることも
有効である。また、末端にアミノ基、カルボキシル基または水酸基を持つシランカップリ
ング剤で針状磁性体の表面を修飾することによっても、親水性を増大させることが可能で
ある。金属のみを表面処理する場合は、末端にアミノ基、カルボキシル基または水酸基を
有するチオールで表面を修飾してもよい。
【００９３】
　なお、図８Ｂに示した液滴１６の形成は、スプレーによる霧散布でなく、図１０に示す
ようにすることも可能である。まず、樹脂フィルム１１の表面全体に液滴１６用の液体１
７を滴下し、次いで、スライド板（例えば、スライドガラス）１８を押し付ける。樹脂フ
ィルム１１の全面に液体が広がってから、所定のギャップでスライド板１８をスライドさ
せることによって（矢印１９参照）、撥水層１２に囲まれた領域（ストライプ領域１４）
に液滴１６が形成される。
【００９４】
　針状磁性体１５の導入方法としては、図１１Ａ、１１Ｂに示す方法を用いることができ
る。すなわち、図１１Ａに示すような液滴１６が形成された後の樹脂フィルム１１に対し
て、図１１Ｂに示すように、針状磁性体１５を上方から落下させて、それにより、液滴１
６に針状磁性体１５を導入する。あるいは、液滴１６用の溶液に針状磁性体１５を分散し
ておいて、その溶液を用いて、針状磁性体１５を含有した液滴１６を樹脂フィルム１１上
に形成することもできる。
【００９５】
　なお、上述の形成方法で、樹脂フィルム１１上に直接、針状磁性体１５を配向集合させ
て磁性ストライプ１３を形成するのではなく、一度、他のキャリアフィルム上に針状磁性
体１５を配向集合させた後、それを樹脂フィルム１１上に転写して磁性ストライプ１３を
形成することも可能である。
【００９６】
　上述のようにして形成した、針状磁性体１５がストライプ状に配列集合した磁性ストラ
イプシート１０を積層することにより、図６Ａ、６Ｂに示した積層体からなるＲＦＩＤ磁
性シート２を作製することができる。
【００９７】
　次に、磁性ストライプシート１０の積層方法について説明する。まず、図１２Ａに示す
ように、各樹脂フィルム１１上に形成された磁性ストライプ１３が格子パターンを形成す
るように積層する。図では、行パターンの磁性ストライプシート１０ａと列パターンの磁
性ストライプシート１０ｂとが交互になるように配置される。また、各樹脂フィルム１１
間には、接着層２０が設けられる。接着層２０は、例えば、エポキシ樹脂のような接着剤
からなる。なお、接着層２０を設けずに、樹脂フィルム１１の所定面に接着機能を付与し
たものを用いることもできる。
【００９８】
　その後、積層工程を実行し、各樹脂フィルム１１を接着させて積層体を形成すると、図
１２Ｂに示すように、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２が得られる。磁性ストライプシ
ート１０の積層数（樹脂フィルム１１の積層数）は、ＲＦＩＤ磁性シート２の所望の特性
にあわせて決定すればよいが、例えば、６層以上（一例を挙げると、１０～１５層）にす



(15) JP 4836899 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

ることができる。
【００９９】
　なお、行パターンの磁性ストライプシート１０ａと列パターンの磁性ストライプシート
１０ｂとを交互に規則的に積層するのが典型例であるが、積層体を上方（積層方向）から
見て格子パターンとなるのであれば、磁性ストライプシート１０ａ、１０ｂを正確に交互
に配置しなくてもよい場合もある。
【０１００】
　本実施の形態のＲＦＩＤ磁性シート２では、複数の磁性ストライプ１３を互いに９０°
に直交させた例に限らず、複数の磁性ストライプ１３を互いに斜めに交差させてもよい。
また、磁性ストライプ１３を、一方は矩形の樹脂フィルム１１に平行で、他方を斜めに延
びるようにさせて、９０°以外の角度で交差させてもよい。
【０１０１】
　あるいは、図１３に示すように、ＲＦＩＤ磁性シート２の格子パターンを、第１の方向
へ延びるパターンの磁性ストライプ１３ａと、第２の方向へ延びるパターンの磁性ストラ
イプ１３ｂと、第３の方向へ延びるパターンの磁性ストライプ１３ｃとによって構成する
こともできる。このパターンの磁性ストライプ１３ａ～１３ｃの配置を模式的に拡大して
、図１４に示す。
【０１０２】
　なお、行パターンの磁性ストライプシート１０ａと列パターンの磁性ストライプシート
１０ｂとを交差させる場合、すべての層で、磁性ストライプ１３の細線のライン幅及びス
ペース（間隔）を統一しなくてもよい場合もあるが、製法の観点からすると、各層で同じ
ライン＆スペースの磁性ストライプ１３を用いる方が効率がよい。
【０１０３】
　上記の製造方法の例では、撥水層１２をパターニングして、撥水層１２に囲まれた親水
性のストライプ領域１４を形成したが、それに限らず他の方法で親水性のストライプ領域
１４を形成することも可能である。例えば、図１５Ａおよび１５Ｂに示すように、光触媒
を用いて撥水・親水パターンを形成することもできる。
【０１０４】
　まず、図１５Ａに示すように、有機機能材料から構成された有機機能材料層２１が表面
に形成されているフィルムを用意する。次いで、そこに親水性のストライプ領域１４のパ
ターンを規定するマスク２２を介して、紫外線（ＵＶ）を照射する。この有機機能材料層
２１を構成する材料は、ＵＶの照射によって分子鎖が切断して親水基を形成するものであ
る。従ってＵＶの照射の後は、図１５Ｂに示すように、マスク２２のパターンに対応した
親水性のストライプ領域１４が形成されることとなる。この例では、ＵＶによって発生し
た活性酸素種によってアルキル鎖の一部が切断され、それによって親水性領域が形成され
る。なお、ＵＶの照射によって親水性のストライプ領域１４を形成する場合の他、所定領
域にプラズマを照射することによって親水性のストライプ領域１４を形成することも可能
である。
【０１０５】
　また、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２は、ロール・ツー・ロール法によって連続し
て製造することもできる。図１６は、ロール・ツー・ロール法によってＲＦＩＤ磁性シー
ト２を製造する場合の一例を示している。
【０１０６】
　巻き出しロール３０には、撥水層１２が形成された樹脂フィルム１１が巻回されている
。巻き出しロール３０から引き出された樹脂フィルム１１は、複数のテンションロール３
１で支持されながら、露光器３２へと送られる。露光器３２へ送られる樹脂フィルム１１
に形成されている撥水層１２には、例えば、ＵＶ式の露光器３２によって疎水パターン・
親水パターンが形成される。露光器３２から出された樹脂フィルム１１には、スキージ３
３と溶液３４によって洗い流されて、ストライプ領域１４が露出して形成される。次いで
、ロール３５の回転にあわせて樹脂フィルム１１が移動して、針状磁性体の溶液（懸濁液
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）３６に浸漬される。その後、乾燥機３７を通って樹脂フィルム１１は乾燥し、針状磁性
体１５からなる磁性ストライプ１３が形成された樹脂フィルム１１が、巻き取りロール３
８に巻き取られる。針状磁性体の溶液（懸濁液）３６は、水と有機バインダ（ポリビニル
アルコール；ＰＶＡ）とが含まれており、この有機バインダは、乾燥後の針状磁性体１５
の固定のための機能を有している。
【０１０７】
　なお、露光器３２内で樹脂フィルム１１を前後に移動させるために、さらに可動式のテ
ンションロールを追加導入してもよいし、あるいは、露光器３２内のマスクを可動式にし
て所望のパターンを形成するようにすることも可能である。
【０１０８】
　図１７は、本実施形態のＲＦＩＤ磁性シート２を搭載した携帯電話４０の構成を示す分
解斜視図である。この携帯電話４０には、上述の実施形態におけるＲＦＩＤ磁性シート２
が搭載されている。すなわち、携帯電話４０の本体４１には電池パック４２が搭載され、
その上にＲＦＩＤ磁性シート２を介してＩＣタグ１が装着されて、蓋４３により封鎖され
ている。
【０１０９】
　携帯電話４０の本体４１には、金属製の電池パック４２が搭載されているので、何も対
処しなければ、ＩＣタグ１の通信状態は悪化する。しかし、本実施の形態では、ＲＦＩＤ
磁性シート２が配置されるので、通信状態の悪化を抑制することができる。ＲＦＩＤ磁性
シート２は、高い透磁率を示しながら、薄く、そして、フレキシブル性を持たせることが
できる。従って、携帯電話４０の蓋４３を用いて、ＩＣタグとＲＦＩＤ磁性シート２とを
収納したとしても、薄型の携帯電話４０を実現するのは容易である。
【０１１０】
　本発明の実施形態のＲＦＩＤ磁性シートは、携帯電話に限らず、ＰＤＡなどの携帯用移
動通信機器に用いることができる。また、携帯用移動通信機器に搭載する形態でなくても
、本発明の実施形態のＲＦＩＤ磁性シートを、非接触型ＩＣカード（または、ＩＣタグ）
に貼り付けて用いることもできる。
【０１１１】
　また、図１２Ａ及び１２Ｂに示した積層工程の時に、磁性ストライプ１３が形成された
樹脂フィルム１１の積層体の上に、ＲＦＩＤ用アンテナコイルのパターンが形成されたフ
ィルム（樹脂フィルム）を積層して、磁性シート付のＩＣタグを作製することも可能であ
る。あるいは、積層体の上に、金属層（例えば、銅層）を形成して、その金属層を加工し
て、ＲＦＩＤ用アンテナコイルのパターンを形成することも可能である。
【０１１２】
　以上の本実施の形態に関する記載は限定的ではなく、種々の改変が可能である。例えば
、上記の例では、磁性ストライプ１３を構成する細線が直線の場合を示したが、各細線が
接触しないのであれば、曲線を含む細線によって磁性ストライプ１３を構成してもよい。
【０１１３】
　以上の本実施の形態に記載された磁性ストライプシート１０は、本発明の磁性体ストラ
イプ状配列シートに相当し、磁性ストライプシート１０の構成は、磁性体ストライプ状配
列シートの一例を示すものである。また、上述の磁性ストライプシート１０の製造方法に
より、より一般的な構成の磁性体ストライプ状配列シートを作製できることは容易に理解
できるであろう。
【０１１４】
　（実施の形態２）
　図１８および図１９を参照しながら、本発明の実施の形態２における電磁遮蔽シートに
ついて説明する。図１８は、本実施形態の電磁遮蔽シート５０の上面構成を模式的に示す
平面図。図１９は、図１８に示した電磁遮蔽シート５０の一部を拡大して示した平面図で
ある。電磁遮蔽シート５０の構成要素は、実施の形態１における磁性シート２と同様であ
り、従って、同様の要素については同一の参照符号を付して説明する。
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【０１１５】
　本実施形態の電磁遮蔽シート５０は、樹脂フィルム１１と、樹脂フィルム１１上に形成
された撥水層１２と、撥水層１２中に形成された針状磁性体１５からなる磁性格子５１と
から構成されている。撥水層１２には、撥水材料がストライプ状に欠如して樹脂フィルム
１１面が露出した格子状パターンの領域（格子領域）５２が形成され、その格子領域５２
内に針状磁性体１５が配向して集合することにより、磁性格子５１が形成されている。
【０１１６】
　本実施形態の電磁遮蔽シート５０は、ディスプレイに取り付けられるものであり、特に
、ディスプレイの前面に取り付けられるための、電磁波シールド性と透明性との両方の特
性を有している。電磁遮蔽シート５０を取り付ける対象としては、ＣＲＴ、ＰＤＰ（プラ
ズマディスプレイパネル）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、ＥＬなど、どのような表示装
置でもよいが、本実施形態の電磁遮蔽シート５０は、ＰＤＰやＬＣＤのようなフラットパ
ネルディスプレイに好適に用いられる。特に、ＰＤＰは、ディスプレイ前面から電磁波を
放出するためにその遮蔽が必要であり、それゆえにさらに好適である。
【０１１７】
　電磁遮蔽シート５０における格子領域５２は、実施の形態１における磁性シート２のス
トライプ領域１４と同様、撥水層１２が有する撥水性に対して相対的に親水性の領域とな
っており、針状磁性体１５は、製造工程で表面張力を作用させることによって親水性の格
子領域５２に集合し配向している。図２に示すように、親水性の格子領域５２の幅Ｌは、
針状磁性体１５の長手方向の長さＡよりも狭いことが、針状磁性体１５の配列集合のため
に好ましい。なお、模式的に図示したように、本実施形態における針状磁性体１５は、格
子領域５２を構成するストライプ状パターン（ストリップ）の長手方向に、針状磁性体１
５の長手方向が揃うように配向している。
【０１１８】
　針状磁性体１５の長手方向の長さＡは、例えば、１００μｍ以上（一例を挙げると、５
０～２００μｍ）である。針状磁性体１５の長手方向の長さＡは、複数の針状磁性体１５
の平均値（長手方向の平均結晶粒径）であってもよい。したがって、個々の針状磁性体１
５について言えば、針状磁性体１５の長手方向の長さＡが親水性の格子領域５２の幅Ｌよ
りも短いものが存在することもあり得る。
【０１１９】
　格子領域５２（細線）の幅Ｌは、使用する針状磁性体１５の種類、および、適用するフ
ラットパネルディスプレイ（例えば、ＰＤＰ）の画素設計などに応じて適宜決定され得る
が、例えば、０．５ｍｍ以下（一例を挙げると、５０μｍ～３００μｍ）である。格子領
域５２（細線）間の撥水層１２の寸法は、基本的に、フラットパネルディスプレイ（例え
ば、ＰＤＰ）の画素に対応して決定され得る。
【０１２０】
　本実施形態における針状磁性体１５は、異方性の軟磁性材料である。そのような材料と
しては、鉄系金属磁性体を挙げることができ、具体的には、Ｆｅ、Ｆｅ－Ａｌ－Ｓｉ、Ｆ
ｅ－Ｎｉなどの針状メタル粉を用いることができる。また、針状磁性体１５は、Ｆｅ、Ｎ
ｉ及びＣｏからなる群から選択される少なくとも一つの元素を含む磁性体（例えば、当該
元素を含有する合金）であってもよい。あるいは、ＦｅとＳｒ，Ｎｉ，Ｃｏなどからなる
ペロブスカイト型酸化物磁性粉（フェライト磁性体）を用いることもできる。ここでは、
針状磁性体５１として、Ｆｅ－Ｎｉメタル磁性粉（粒子径１０～２０μｍ、粒子長さ５０
～１００μｍの針状結晶）を用いた例について説明する。
【０１２１】
　樹脂フィルム１１は、用途・性能・条件にあわせて適宜好ましいものを選定すればよく
、例えば、ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム（ＰＥＴフィルム）、アラミド樹脂
フィルム、ポリイミド樹脂フィルム、ポリエチレンナフタレート樹脂フィルムなどを用い
ることができる。本実施形態では、樹脂フィルム１１として、透光性のＰＥＴフィルムを
用いた場合について説明する。樹脂フィルム１１の厚さは、透光性と強度などを考慮して
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選択され、例えば、１５０μｍ以下（一例を挙げると、２５～１００μｍ）である。
【０１２２】
　なお、図示した例の磁性格子５１は、樹脂フィルム１１上に形成されているが、樹脂フ
ィルム１１や、撥水層１２及び／又は磁性格子５１の上に、他の層（例えば、接着層、又
は、粘着層）を配置させることも可能である。また、他の層を利用して樹脂フィルム１１
の内部に磁性格子５１を形成することも可能である。
【０１２３】
　本発明の電磁遮蔽シート５０では、樹脂フィルム１１に形成された撥水層１２から露出
した親水性の格子領域５２が形成され、その格子領域５２内に針状磁性体１５が配向して
集合している。配向した針状磁性体１５のメッシュである磁性格子５１によって、ディス
プレイの電磁波遮蔽を行うことができる。針状磁性体１５が異方性の軟磁性材料である場
合、高い透磁率を有する良好な電磁波シールド性を示すことができるので、特にＰＤＰパ
ネルの前面の電磁波遮蔽フィルムとして好適なものを実現できる。格子領域５２は、撥水
層１２に対して相対的に親水性の領域となっているので、針状磁性体１５の配列は、製造
工程で作用させる表面張力によって当該親水性の領域に集合させることで、所望の状態が
得られる。表面張力を利用することにより、針状磁性体１５の配列を、磁性体の粒子毎に
製造機器を用いて制御しなくても、表面張力の作用で自己整合的に行うことができる。
【０１２４】
　電磁遮蔽シート５０は、ＰＤＰなどから発生する電磁波を十分に遮蔽する特性が得られ
る上、さらに、微細な針状磁性体を用いることによって、極めて良好な光透過性を得るこ
とができる。本実施の形態の電磁遮蔽シート５０の電磁遮蔽効果としては、ＰＤＰからの
電磁放射を２０ｄＢ以上低減する効果があり、光透過性も８０％近い性能が確保できる。
【０１２５】
　本実施の形態の電磁遮蔽シート５０の製造方法としては、実施の形態１におけるＲＦＩ
Ｄ磁性シート２の製造方法と同様の方法を用いることができる。すなわち、電磁遮蔽シー
ト５０の製造には、図８Ａから図８Ｄに示した磁性ストライプシートを作製するための工
程を適用することができる。磁性体が配列されたシートの製造方法としては共通している
からである。
【０１２６】
　但し、図８Ａに示した、樹脂フィルム１１の上に、撥水層１２で囲まれた親水性領域を
形成する工程では、ストライプ領域１４に代えて親水性の格子領域５２を形成する。すな
わち、液滴形成領域である親水性の格子領域５２を除いて撥水層１２のパターン（ここで
は、矩形パターン）を形成する。
【０１２７】
　従って、撥水層１２に囲まれた親水性領域２２に液滴１６を形成した後、その液滴（溶
液）に針状磁性体１５を導入すると、図８Ｃに示された状態では、親水性である格子領域
の中に針状磁性体１５が配列し、磁性格子のメッシュが形成される
　本実施の形態における電磁遮蔽シート５０では、格子領域５２の縦ラインと横ラインと
が交差する箇所は、針状磁性体１５が交差する状況となるが、夫々の磁性体の接触による
電気的導通で渦電流が生じ、交差する部分での熱エネルギーとして消費されるので、電磁
気遮蔽の特性上有効である。
【０１２８】
　針状磁性体１５として、その表面に導電性に優れる金属が形成されたものを用いてもよ
い。導電性の良好な銅やニッケル、銀などのメッキ処理を行うことにより、針状磁性体１
５の電磁遮蔽効果と、針状磁性体同士の接触による渦電流の発生による電磁放射エネルギ
ーの熱エネルギー変換により、より良好な電磁遮蔽効果が得られる。
【０１２９】
　なお、実施の形態１と同様、図８Ｂに示した液滴１６の形成は、スプレーによる霧散布
でなく、図１０を参照して説明したようにすることも可能である。また、針状磁性体１５
の導入方法としても、実施の形態１と同様、図１１Ａ、１１Ｂを参照して説明したように
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することも可能である。
【０１３０】
　また、樹脂フィルム１１上に直接、針状磁性体１５が格子状に配列集合させて磁性格子
５１を形成するのではなく、一度、他のキャリアフィルム上に針状磁性体１５を配向集合
させた後、それを樹脂フィルム１１上に転写して磁性格子５１を形成することも可能であ
る。
【０１３１】
　また、上記の例では、撥水層１２をパターニングして、撥水層１２に囲まれた親水性の
格子領域５２を形成したが、それに限らず、実施の形態１と同様、図１５Ａおよび１５Ｂ
を参照して説明したように、光触媒を用いて撥水・親水パターンを形成することもできる
。
【０１３２】
　また、本実施形態の電磁遮蔽シート５０は、実施の形態１と同様、図１６を参照して説
明したように、ロール・ツー・ロール法によって連続して製造することもできる。ロール
・ツー・ロール法によって電磁遮蔽シート５０を製造することにより、大きなサイズを連
続的に高速に生産することができるため、大きなコストダウンも図ることができる。
【０１３３】
　以上に説明した本実施の形態に関する記述は限定的ではなく、種々の改変が可能である
。例えば、上記の例では、格子領域５２を構成する細線は直線のものを示し、撥水層１２
は矩形のものを示したが、ディスプレイの画素設計に電磁遮蔽シートが影響されないので
あれば、針状磁性体からなるメッシュによる電磁遮蔽特性に基づいて他の形状の電磁遮蔽
シートを構築することも可能である。
【０１３４】
　また本実施の形態の電磁遮蔽シート５０に加え、全面に透明導電性膜を更に形成するこ
とも可能である。樹脂フィルム上に予め透明導電性膜を形成したものを利用しても良いし
、電磁遮蔽シート５０形成後に設けても良い。
【０１３５】
　更に、本実施の形態の電磁遮蔽シート５０に、反射防止膜を組み合わせても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明の磁性体ストライプ状配列シート、ＲＦＩＤ磁性シート、及び電磁遮蔽シートは
、高い透磁率を有し、薄型でフレキシブル性に富んだ構造が得られるので、非接触型ＩＣ
カード、ディスプレイ等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】ＲＦＩＤシステムにおける通信状態の様子を説明するための断面図
【図２】ＲＦＩＤシステムにおける通信状態の様子を説明するための断面図
【図３】ＲＦＩＤシステムにおける磁性シートの効果を説明するための断面図
【図４Ａ】磁性シートが無い状態での通信時の作用を説明するための断面図
【図４Ｂ】磁性シートの効果を詳しく説明するための断面図
【図５Ａ】ＩＣタグの上面構成を模式的に示す平面図
【図５Ｂ】ＩＣタグに貼り付けられるＲＦＩＤ磁性シートの断面構成を模式的に示す断面
図
【図６Ａ】本発明の実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートの構成を模式的に示す断面
図
【図６Ｂ】同ＲＦＩＤ磁性シートの分解斜視図
【図７】撥水層のパターンが形成された樹脂フィルムの構成を模式的に示す上面図
【図８Ａ】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートの製造方法の一部である、磁性スト
ライプシートの製造方法の工程を説明するための断面図
【図８Ｂ】同製造方法の図８Ａの工程に続く工程を説明するための断面図
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【図８Ｃ】同製造方法の図８Ｂの工程に続く工程を説明するための断面図
【図８Ｄ】図８Ｃに対応する平面図
【図９】表面張力によって針状磁性体が自己整合的に配向する様子を説明するための上面
図
【図１０】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートの製造方法の他の例を説明するため
の工程断面図
【図１１Ａ】ＲＦＩＤ磁性シートの製造方法における液滴に針状磁性体を導入する工程を
説明するための断面図
【図１１Ｂ】図１１Ａに続く工程を説明するための断面図
【図１２Ａ】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートの製造方法の一部である、磁性ス
トライプシートを積層する工程を説明するための断面図
【図１２Ｂ】図１２Ａの工程に続く工程を説明するための断面図
【図１３】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートの改変例を示す上面透視図
【図１４】図１３に示したＲＦＩＤ磁性シートの部分拡大図
【図１５Ａ】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シート構成及び製造方法の他の例を説明
するための工程断面図
【図１５Ｂ】図１５Ａに続く工程を説明するための断面図
【図１６】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートのロール・ツー・ロール法を用いた
製造方法を説明するための工程図
【図１７】実施の形態１におけるＲＦＩＤ磁性シートが搭載された携帯電話の分解斜視図
【図１８】本発明の実施の形態２における電磁遮蔽シートの構成を模式的に示す上面図
【図１９】同電磁遮蔽シートにおける針状磁性体の配列状態を説明するための部分拡大図
【符号の説明】
【０１３８】
　１　ＩＣタグ
　２　ＲＦＩＤ磁性シート
　３　カード
　４　ＩＣチップ
　５　コイルアンテナ
　６　接着層
　１０、１０ａ、１０ｂ　磁性ストライプシート
　１１　樹脂フィルム
　１２　撥水層
　１３、１３ａ～１３ｃ　磁性ストライプ
　１４　ストライプ領域
　１５　針状磁性体
　１６　液滴
　１７　液体
　１８　スライド板
　１９　矢印
　２０　接着層
　２１　有機機能材料層
　２２　マスク
　３０　巻き出しロール
　３１　テンションロール
　３２　露光器
　３３　スキージ
　３４　溶液
　３５　ロール
　３６　針状磁性体の溶液（懸濁液）
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　３７　乾燥機
　３８　巻き取りロール
　４０　携帯電話
　４１　本体
　４２　電池パック
　４３　蓋
　５０　電磁遮蔽シート
　５１　磁性格子
　５２　格子領域
　１００　ＲＦＩＤシステム
　１０１　ＩＣタグ
　１０２　ＩＣタグアンテナ
　１０３　リーダ・ライタ
　１０４　リーダ・ライタアンテナ
　１０５、１０５ａ～１０５ｅ　磁束ループ
　１０６　金属製品
　１０７　磁界
　１０８　磁性シート

【図１】

【図２】

【図３】



(22) JP 4836899 B2 2011.12.14

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図８Ｄ】
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【図１３】

【図１４】

【図１５Ａ】
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【図１８】 【図１９】



(26) JP 4836899 B2 2011.12.14

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｑ  17/00     (2006.01)           Ｈ０５Ｋ   9/00    　　　Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｑ  17/00    　　　　          　　　　　

(72)発明者  平野　浩一
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  中田　誠二郎

(56)参考文献  特開平１０－３０８５９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０５９５５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２２７０４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－４１６８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

