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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルム状部材と、
　該フィルム状部材に形成されるアンテナ部と、
　該フィルム状部材に、前記アンテナ部に接続するように実装されるＩＣチップと、
　を備えるＩＣタグにおいて、
　少なくとも前記ＩＣタグにおける前記ＩＣチップが実装されている面を覆っており、且
つ、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分が該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う部
分よりも厚く形成された弾性体製の被覆部が設けられており、
　さらに、前記被覆部が、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分と該ＩＣチップ付近より
も外側の部位を覆う部分との境界部分の少なくとも一部が湾曲した形状となるように形成
されているＩＣタグ。
【請求項２】
　フィルム状部材と、
　該フィルム状部材に形成されるアンテナ部と、
　該フィルム状部材に、前記アンテナ部に接続するように実装されるＩＣチップと、
　を備えるＩＣタグにおいて、
　少なくとも、前記ＩＣタグにおける前記ＩＣチップが実装されている面を覆っており、
且つ、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分が該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う
部分よりも厚く形成された弾性体製の被覆部が設けられており、
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　さらに、前記被覆部が、前記ＩＣタグに外力が加わった際に、前記ＩＣチップ付近の部
位を覆う部分と該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う部分との境界部分の少なくとも
一部においては応力が集中する位置が連続的に変化するように形成されているＩＣタグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤに用いられるＩＣタグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、製品管理を行うためにＲＦＩＤ技術が広く用いられている。このＲＦＩＤ技術を
利用するために、ユニフォームやホテルで使用されるシーツなどのリネン製品にＩＣタグ
を取付ける場合がある。このような製品に取り付けられるＩＤタグには柔軟性が求められ
る。そのため、アンテナ部が形成されたフィルム状部材にＩＣチップが実装されたものが
用いられている。
【０００３】
　また、ＩＣタグがリネン製品に取り付けられた場合、該ＩＣタグはリネン製品と共にク
リーニングに供されることになる。そのため、かかる製品に取付けるＩＣタグは、外力に
強く、かつクリーニングに使用される溶液に対する耐性を有する必要がある。このような
要求を満たすべく、ＩＣタグ本体をゴムや樹脂等からなる被覆部によって覆う技術が知ら
れている（例えば、特許文献１又は２参照）。
【０００４】
　しかしながら、ＩＣタグ本体の全体を覆う被覆部の厚さが不十分であると、ＩＣチップ
が破損したり、或いは、クリーニングにおける脱水工程等において大きな曲げやねじりの
力や押し荷重が加わった場合に、ＩＣチップとアンテナ部との接続部に応力が集中するこ
とで、該接続部が破損したりする虞がある。一方、ＩＣタグ本体の全体を覆う被覆部が厚
すぎると、ＩＣタグの柔軟性が低下するという問題が生じる。
【０００５】
　そこで、ＩＣタグ本体におけるＩＣチップ付近の部位を覆う被覆部を、該ＩＣチップ付
近の部位よりも外側の部位を覆う被覆部よりも厚くしたものが知られている（例えば、特
許文献３又は４参照）。これよれば、ＩＣチップとアンテナ部との接続部を相対的に厚い
被覆部によって保護しつつ、ＩＣタグ全体としての柔軟性を確保することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－０５６３６２号公報
【特許文献２】特開２００７－１４８７３５号公報
【特許文献３】特開２００７－００４３２３号公報
【特許文献４】特開２０１０－１２２７６４号公報
【特許文献５】特開２０１０－２５０５０４号公報
【特許文献６】特開２００９－２７７２５６号公報
【特許文献７】特開２０００－１４８９４８号公報
【特許文献８】特開２０１０－０６７１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＩＣタグ本体を覆う被覆部の厚さがＩＣチップ付近とその外側とで異な
ると、ＩＣタグに外力が加わった際に、その境界部分に応力が集中し、該境界部分での折
れ曲りが発生し易くなる。この点について、図１２を参照して説明する。図１２は従来例
に係るＩＣタグの概略構成を示す図であって、図１２（ａ）は平面図であり、図１２（ｂ
）は図１２（ａ）中のＡＡ断面図である。
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【０００８】
　この従来例に係るＩＣタグ２００は、フィルム状部材２１０、アンテナ部２２０、ＩＣ
チップ２３０、及び被覆部２４０を備えている。アンテナ部２２０はフィルム状部材２１
０に形成されている。ＩＣチップ２３０は、フィルム状部材２１０に実装されており、ア
ンテナ部２２０に接続されている。被覆部２４０は、弾性体製であって、ＩＣタグ本体に
おけるＩＣチップ２３０が実装されている面の全体を覆っている。また、ＩＣチップ２３
０付近の部位を覆う被覆部２４０ａが、ＩＣチップ２３０付近よりも外側の部位を覆う被
覆部２４０ｂよりも厚く形成されている。そして、相対的に厚さが大きい被覆部２４０ａ
と相対的に厚さが小さい被覆部２４０ｂとの境界部分（図１２において破線で示す部分）
は略直線状に形成されている。
【０００９】
　このように構成されたＩＣタグ２００に曲げやねじりの力のような外力が加わると、被
覆部２４０ａと被覆部２４０ｂとの境界部分に応力が集中し、該境界部分に沿った折れ曲
りが発生し易い。そして、この境界部分でのＩＣタグ２００の折れ曲りが繰り返されると
、該境界部分においてアンテナ部２２０の断線やフィルム状部材２１０の破損、被覆部２
４０の剥がれ等が発生する虞がある。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、ＩＣタグ全体としての柔
軟性を確保しつつ、ＩＣタグの破損をより高い確率で抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一の態様に係るＩＣタグは、
　フィルム状部材と、
　該フィルム状部材に形成されるアンテナ部と、
　該フィルム状部材に、前記アンテナ部に接続するように実装されるＩＣチップと、
　を備えるＩＣタグにおいて、
　少なくとも前記ＩＣタグにおける前記ＩＣチップが実装されている面を覆っており、且
つ、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分が該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う部
分よりも厚く形成された弾性体製の被覆部が設けられており、
　さらに、前記被覆部が、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分と該ＩＣチップ付近より
も外側の部位を覆う部分との境界部分の少なくとも一部が湾曲した形状となるように形成
されている。
【００１２】
　本発明の第二の態様に係るＩＣタグは、
　フィルム状部材と、
　該フィルム状部材に形成されるアンテナ部と、
　該フィルム状部材に、前記アンテナ部に接続するように実装されるＩＣチップと、
　を備えるＩＣタグにおいて、
　少なくとも、前記ＩＣタグにおける前記ＩＣチップが実装されている面を覆っており、
且つ、前記ＩＣチップ付近の部位を覆う部分が該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う
部分よりも厚く形成された弾性体製の被覆部が設けられており、
　さらに、前記被覆部が、前記ＩＣタグに外力が加わった際に、前記ＩＣチップ付近の部
位を覆う部分と該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う部分との境界部分の少なくとも
一部においては応力が集中する位置が連続的に変化するように形成されている。
【００１３】
　本発明によれば、ＩＣチップ付近の部位を覆う被覆部が該ＩＣチップ付近よりも外側の
部位を覆う被覆部よりも厚く形成されているため、ＩＣチップとアンテナ部との接続部を
相対的に厚い被覆部によって保護しつつ、ＩＣタグ全体としての柔軟性を確保することが
できる。
【００１４】
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　また、本発明においても、ＩＣタグに曲げやねじりの力のような外力が加わった場合は
、ＩＣチップ付近の部位を覆う被覆部が該ＩＣチップ付近よりも外側の部位を覆う被覆部
との境界部分（被覆部における相対的に厚い部分と薄い部分との境界部分）に応力が集中
し易い。しかしながら、本発明では、この境界部分の少なくとも一部においては、その形
状が湾曲しているため、又は、応力が集中する位置が連続的に変化するように形成されて
いるため、ＩＣタグの折れ曲りが発生する位置が変化する。
【００１５】
　つまり、本発明によれば、ＩＣタグの同一箇所において繰り返し折れ曲りが発生するこ
とを抑制することができる。そのため、ＩＣタグにおいてアンテナ部の断線やフィルム状
部材の破損、被覆部の剥がれ等が発生することをより高い確率で抑制することができる。
【００１６】
　尚、本発明では、ＩＣチップ付近の部位を覆う被覆部において、ＩＣチップを挟んで対
向するような位置に、又は、ＩＣチップの周囲を囲うような位置に、ＩＣチップを覆う被
覆部の上面よりも上方に突出する突出部を設けてもよい。このような構成によれば、ＩＣ
タグに対しＩＣチップの上方から押し荷重が加わった場合、被覆部において突出部が形成
された部分に応力が集中する。そのため、ＩＣチップ及び該ＩＣチップとアンテナ部との
接続部にかかる応力を低減することができる。従って、ＩＣチップ及び該ＩＣチップとア
ンテナ部との接続部の破損をより高い確率で抑制することができる。
【００１７】
　また、ＩＣタグにおけるＩＣチップが実装されている面に加えて、それとは反対側の面
も弾性体製の被覆部で覆う場合は、該反対側の面を覆う被覆部の厚さを、ＩＣチップが実
装されている面を覆う被覆部の厚さよりも小さくしてもよい。これによれば、該ＩＣタグ
が、ＩＣチップが実装されている面とは反対側の面から破損することを抑制しつつ、ＩＣ
タグの柔軟性を確保することができる。
【００１８】
　また、ＩＣタグにおけるＩＣチップが実装されている面とは反対側の面を樹脂フィルム
で覆ってもよい。これによっても、該ＩＣタグが、ＩＣチップが実装されている面とは反
対側の面から破損することを抑制しつつ、ＩＣタグの柔軟性を確保することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ＩＣタグ全体としての柔軟性を確保しつつ、ＩＣタグの破損をより高
い確率で抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図２】実施例１に係るＩＣタグにおいて、外力が加わった際に折れ曲りが発生し易い部
位の例を示す第一の図である。
【図３】実施例１に係るＩＣタグにおいて、外力が加わった際に折れ曲りが発生し易い部
位の例を示す第二の図である。
【図４】実施例１の変形例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図５】実施例２に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図６】実施例２の第一の変形例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図７】実施例２の第二の変形例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図８】実施例２の第三の変形例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図９】実施例３に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図１０】実施例３の変形例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図１１】実施例４に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【図１２】従来例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。本実施例に記載さ
れている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置等は、特に記載がない限りは発明の
技術的範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００２２】
　＜実施例１＞
　（ＩＣタグの概略構成）
　図１は、本実施例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。尚、本実施例に係るＩＣ
タグは、ＲＦＩＤに用いられるもので、特に、リネン製品に取付けられるＩＣタグとして
、好適に用いられる。図１（ａ）は本実施例に係るＩＣタグを、ＩＣチップが実装されて
いる面から見た場合の平面図である。図１（ｂ），（ｃ）は本実施例に係るＩＣタグの模
式的断面図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）中のＡＡ断面図であり、図１（ｃ）は、図
１（ａ）中のＢＢ断面図である。
【００２３】
　ＩＣタグ１００は、樹脂フィルムなどのフィルム状部材１１０と、フィルム状部材１１
０に形成されるアンテナ部１２０と、フィルム状部材１１０に、アンテナ部１２０に接続
するように実装されるＩＣチップ１３０とを備えている。
【００２４】
　フィルム状部材１１０に用いる材料の例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレンナフタレート又はポリイミドを挙げることができる。アンテナ部１２０は、一般
的なＦＰＣ（フレキシブルプリント回路）の製造技術によりフィルム状部材１１０に形成
することができる。かかる技術は公知であるので、その詳細な説明は省略するが、例えば
、樹脂フィルムに銅箔をエッチングしたり、樹脂フィルムにスクリーン印刷を行ったりす
ることで、アンテナ部１２０を形成することができる。尚、フィルム状部材１１０はベー
スフィルムとカバーフィルムとを重ね合わせた構成であり、これらベースフィルムとカバ
ーフィルムとの間にアンテナ部１２０が形成されている。
【００２５】
　そして、アンテナ部１２０が形成されたフィルム状部材１１０の略中央部分にＩＣチッ
プ１３０が実装されている。このＩＣチップ１３０における、フィルム状部材１１０の短
手方向側の側面の一方に、アンテナ部１２０が接続されている。
【００２６】
　また、本実施例においては、ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装されてい
る面の全面が弾性体製の被覆部１４０によって覆われている。被覆部１４０を形成する材
料としては、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ニトリルゴム、ブチルゴム及びＥＰＤＭ等を
例示することができる。尚、必ずしも、ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装
されている面の全面を被覆部１４０によって覆う必要はないが、ＩＣチップ１３０及びア
ンテナ部１２０を保護するために、ＩＣチップ１３０及びフィルム状部材１１０における
アンテナ部１２０が形成されている部分は被覆部１４０によって覆う必要がある。
【００２７】
　そして、本実施例に係る被覆部１４０は、ＩＣタグ１００の長手方向において、ＩＣチ
ップ１３０付近の部位を覆う部分（以下、この部分を中央付近被覆部と称する）１４０ａ
が該ＩＣチップ１３０付近よりも外側の部位を覆う部分（以下、この部分を外側被覆部と
称する）１４０ｂよりも厚く形成されている。
【００２８】
　さらに、本実施例では、中央付近被覆部１４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分（
図１（ａ），（ｂ），（ｃ）において破線で示す部分）Ｘの一部が湾曲した形状となるよ
うに被覆部１４０が形成されている。詳細には、中央付近被覆部１４０ａのＩＣタグ１０
０の短手方向における中央付近が内側に凹むように形成されることで、中央付近被覆部１
４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｘが内側に向って湾曲している。この中央付近
被覆部１４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｘの湾曲部は、ＩＣチップ１３０を挟
み込むような位置に形成されている。
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【００２９】
　（本実施例に係るＩＣタグの優れた点）
　本実施例に係るＩＣタグの優れた点について図２及び３に基づいて説明する。図２及び
３は、本実施例に係るＩＣタグにおいて、外力が加わった際に折れ曲りが発生し易い部位
の例を示す図である。図２及び３においては、一点鎖線が、外力が加わった際に折れ曲り
が発生し易い部位を表している。
【００３０】
　本実施例に係るＩＣタグ１００においては、中央付近被覆部１４０ａが外側被覆部１４
０ｂよりも厚く形成されている。そのため、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接
続部を相対的に厚い被覆部によって保護しつつ、ＩＣタグ１００全体としての柔軟性を確
保することができる。
【００３１】
　また、ＩＣタグ１００に曲げやねじりの力のような外力が加わった場合は、中央付近被
覆部１４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｘに応力が集中し易い。そして、この境
界部分Ｘの湾曲部に応力が集中した場合、図２に示すように、その応力が集中した点にお
ける接線に沿ってＩＣタグ１００が折れ曲がることになる。
【００３２】
　しかしながら、この境界部分Ｘにおける湾曲部に応力が集中した場合、その応力が集中
する位置は連続的に変化する。そして、それに伴って、ＩＣタグ１００における折れ曲り
の位置が変化する。
【００３３】
　つまり、本実施例に係る構成によれば、ＩＣタグ１００の同一箇所において繰り返し折
れ曲りが発生することを抑制することができる。そのため、ＩＣタグ１００においてアン
テナ部１２０の断線やフィルム状部材１１０の破損、被覆部１４０の剥がれ等が発生する
ことをより高い確率で抑制することができる。
【００３４】
　また、本実施例に係るＩＣタグ１００では、中央付近被覆部１４０ａと外側被覆部１４
０ｂとの境界部分Ｘにおける湾曲部が形成されている部分において、中央付近被覆部１４
０ａのＩＣタグ１００の長手方向の幅が小さくなっている。そのため、ＩＣタグ１００に
対し、その長手方向に沿って折れ曲がるような外力が加わった場合、該ＩＣタグ１００は
、図３に示すように、中央付近被覆部１４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｘにお
ける湾曲部が形成されている位置Ｐで折れ曲がり易い。従って、このような外力が加わっ
た場合であっても、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続部が形成されている位
置ではＩＣタグ１００は折れ曲り難い。そのため、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０
との接続部の破損を抑制することができる。
【００３５】
　（変形例）
　本実施例に係るＩＣタグの被覆部における中央付近被覆部と外側被覆部との境界部分の
形状は図１に示すような形状に限られるものではない。以下、本実施例に係るＩＣタグの
変形例について図４に基づいて説明する。図４は、本変形例に係るＩＣタグをＩＣチップ
が実装されている面から見た場合の平面図である。尚、本変形例に係るＩＣタグは、被覆
部の形状のみが図１に示すＩＣタグと異なっている。そのため、図１に示した構成と同一
の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００３６】
　本変形例においては、ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装されている面の
全面が弾性体製の被覆部１４１によって覆われている。この被覆部１４１は、図１に示し
た構成における被覆部１４０と同様、ＩＣチップ１３０付近の部位を覆う中央付近被覆部
１４１ａが該ＩＣチップ１３０付近よりも外側の部位を覆う外側被覆部１４１ｂよりも厚
く形成されている。
【００３７】
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　ただし、被覆部１４１においては、中央付近被覆部１４１ａと外側被覆部１４１ｂとの
境界部分Ｙの形状が、図１に示した構成における被覆部１４０における中央付近被覆部１
４０ａと外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｘの形状と異なっている。つまり、図４に示す
ように、この境界部分Ｙが波状の形状となるように被覆部１４１が形成されている。また
、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続部が形成されている位置での中央付近被
覆部１４１ａのＩＣタグ１００の長手方向の幅が、その位置からＩＣタグ１００の短手方
向にずれた部分の該幅よりも大きくなっている。
【００３８】
　本変形例に係る構成のように、中央付近被覆部１４１ａと外側被覆部１４１ｂとの境界
部分Ｙの全体が湾曲している場合であっても、ＩＣタグ１００に曲げやねじりの力のよう
な外力が加わると、該境界部分Ｙにおけるいずれかの部分に応力が集中し易い。そして、
この境界部分Ｙにおけるいずれかの部分に応力が集中すると、その応力が集中した点にお
ける接線に沿ってＩＣタグ１００が折れ曲がることになる。
【００３９】
　ただし、境界部分Ｙは湾曲しているため、該境界部分Ｙにおいて応力が集中する位置は
連続的に変化する。そして、それに伴って、ＩＣタグ１００における折れ曲りの位置が変
化する。従って、本変形例のような構成であっても、ＩＣタグ１００の同一箇所において
繰り返し折れ曲りが発生することを抑制することができる。そのため、ＩＣタグ１００に
おいてアンテナ部１２０の断線やフィルム状部材１１０の破損、被覆部１４０の剥がれ等
が発生することをより高い確率で抑制することができる。
【００４０】
　また、本変形例に係る構成の場合も、ＩＣタグ１００に対し、その長手方向に沿って折
れ曲がるような外力が加わった場合、中央付近被覆部１４１ａのＩＣタグ１００の長手方
向の幅が小さい位置でＩＣタグ１００が折れ曲がり易い。そのため、中央付近被覆部１４
１ａのＩＣタグ１００の長手方向の幅が大きいＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との
接続部が形成されている位置ではＩＣタグ１００は折れ曲り難い。そのため、ＩＣチップ
とアンテナ部との接続部の破損を抑制することができる。
【００４１】
　尚、本実施例に係るＩＣタグの被覆部における中央付近被覆部と外側被覆部との境界部
分の形状は図１又は４に示す形状に限られるものでもなく、少なくともその一部が湾曲し
ており、その湾曲部において応力が集中する位置が連続的に変化するような形状であれば
よい。ただし、ＩＣタグ１００に対し、その長手方向に沿って折れ曲がるような外力が加
わった場合に、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続部が形成された位置でＩＣ
タグ１００が折れ曲がることを抑制するためには、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０
との接続部が形成された位置からＩＣタグ１００の短手方向にずれた位置での中央付近被
覆部のＩＣタグ１００の長手方向の幅を、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続
部が形成された位置での該幅よりも小さくする必要がある。
【００４２】
　＜実施例２＞
　（ＩＣタグの概略構成）
　図５は、本実施例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。尚、上述した実施例１に
係るＩＣタグと同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。図
５（ａ）は本実施例に係るＩＣタグを、ＩＣチップが実装されている面から見た場合の平
面図である。図５（ｂ）は本実施例に係るＩＣタグの模式的断面図であり、図５（ａ）中
のＡＡ断面図である。
【００４３】
　本実施例に係るＩＣタグ１００は、中央付近被覆部１４０ａにおいて、ＩＣチップ１３
０を覆う部分の上面よりも上方（図５（ｂ）における上方）に突出する突出部１４０ｃを
設けた点で実施例１に係るＩＣタグと異なっている。この突出部１４０ｃは、ＩＣタグ１
００の長手方向においてＩＣチップ１３０を挟んで互いに対向するような位置に設けられ
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ており、それぞれがＩＣタグ１００の短手方向に延びている。
【００４４】
　尚、図５では、各突出部１４０ｃが、ＩＣタグ１００の長手方向の一方の辺から他方の
辺まで延びているが、必ずしもその必要はなく、ＩＣチップ１３０を挟んで互いに対向す
るような位置に設けられていれば、ＩＣタグ１００の長手方向の辺まで達していなくても
よい。
【００４５】
　（本実施例に係るＩＣタグの優れた点）
　本実施例に係る構成によれば、ＩＣタグ１００に対しＩＣチップ１３０の上方から押し
荷重が加わった場合、中央付近被覆部１４０ａにおいて突出部１４０ｃが形成された部分
に応力が集中する。そのため、ＩＣチップ１３０及び該ＩＣチップ１３０とアンテナ部１
２０との接続部にかかる応力を低減することができる。従って、ＩＣチップ１３０及び該
ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続部の破損をより高い確率で抑制することが
できる。
【００４６】
　（変形例）
　本実施例に係るＩＣタグにおける中央付近被覆部の突出部の構成は図５に示すような構
成に限られるものではない。以下、本実施例に係るＩＣタグの変形例について図６から８
に基づいて説明する。図６から８は、各変形例に係るＩＣタグをＩＣチップが実装されて
いる面から見た場合の平面図である。尚、これらに示す各変形例は、中央付近被覆部の突
出部の構成のみが図５に示すＩＣタグと異なっている。そのため、図５に示した構成と同
一の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００４７】
　図６に示す変形例では、中央付近被覆部１４０ａにおいて、突出部１４０ｄが、ＩＣタ
グ１００の短手方向においてＩＣチップ１３０を挟んで互いに対向するような位置に設け
られており、それぞれがＩＣタグ１００の長手方向に延びている。
【００４８】
　図７に示す変形例では、中央付近被覆部１４０ａにおいて、突出部１４０ｅが、ＩＣチ
ップ１３０を囲うようにコの字に形成されている。コの字状の突出部１４０ｅは、互いに
対向する二辺がＩＣタグ１００の長手方向においてＩＣチップ１３０を挟んで対向しつつ
ＩＣタグ１００の短手方向に延びており、他の一辺が、ＩＣチップ１３０とアンテナ部１
２０との接続部が位置する方とは反対側においてＩＣタグ１００の長手方向に延びている
。
【００４９】
　図８に示す変形例では、中央付近被覆部１４０ａにおいて、突出部１４０ｆが、ＩＣチ
ップ１３０の全周を囲うように形成されている。つまり、突出部１４０ｆは、互いに対向
する一組の二辺がＩＣタグ１００の長手方向においてＩＣチップ１３０を挟んで対向しつ
つＩＣタグ１００の短手方向に延びており、互いに対向する他の一組の二辺がＩＣタグ１
００の短手方向においてＩＣチップ１３０を挟んで対向しつつＩＣタグ１００の長手方向
に延びている。
【００５０】
　中央付近被覆部おける突出部を図６～８に示すような構成とした場合であっても、該Ｉ
Ｃタグ１００に対しＩＣチップ１３０の上方から押し荷重が加わった際には、中央付近被
覆部１４０ａにおいて突出部が形成された部分に応力が集中する。そのため、ＩＣチップ
１３０及び該ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との接続部にかかる応力を低減するこ
とができる。従って、ＩＣチップ１３０及び該ＩＣチップ１３０とアンテナ部１２０との
接続部の破損をより高い確率で抑制することができる。
【００５１】
　尚、本実施例に係るＩＣタグの中央付近被覆部における突出部の構成は図５から８に示
す構成に限られるものでもなく、ＩＣチップ１３０を挟んで対向するような位置に、又は
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、ＩＣチップ１３０の周囲を囲うような位置に設けられ、ＩＣチップ１３０を覆う部分の
上面よりも上方に突出していればよい。
【００５２】
　＜実施例３＞
　（ＩＣタグの概略構成）
　図９は、本実施例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。尚、上述した実施例１に
係るＩＣタグと同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。図
９（ａ）は本実施例に係るＩＣタグを、ＩＣチップが実装されている面から見た場合の平
面図である。図９（ｂ）は本実施例に係るＩＣタグの模式的断面図であり、図９（ａ）中
のＡＡ断面図である。
【００５３】
　本実施例に係るＩＣタグ１００は、該ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装
されている面に加え、それとは反対側の面の全面が弾性体製の被覆部１５０によって覆わ
れている点で実施例１に係るＩＣタグと異なっている。そして、この被覆部１５０の厚さ
は、ＩＣチップ１３０が実装されている面を覆う被覆部１４０の厚さよりも小さくなって
いる。
【００５４】
　（本実施例に係るＩＣタグの優れた点）
　本実施例に係る構成によれば、ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装されて
いる面とは反対側の面も被覆部１５０によって覆われることで、ＩＣタグ１００がクリー
ニングに供された際に、ＩＣタグ１００本体におけるＩＣチップ１３０が実装されている
面とは反対側の面（フィルム状部材１１０におけるＩＣチップ１３０が実装されている面
とは反対側の面）が、クリーニングに使用される溶液に直接晒されることを抑制すること
ができる。そのため、ＩＣタグ１００が、ＩＣチップ１３０が実装されている面とは反対
側の面から破損することを抑制することができる。
【００５５】
　また、ＩＣチップ１３０が実装されている面とは反対側の面を覆う被覆部１５０の厚さ
を、ＩＣチップ１３０が実装されている面を覆う被覆部１４０の厚さよりも小さくするこ
とで、ＩＣチップ１３０全体としての厚さが増すことを抑制することができる。そのため
、被覆部１５０を設けた場合であっても、ＩＣタグ１００の柔軟性を確保することができ
る。
【００５６】
　さらに、被覆部１５０を摩擦係数の大きいゴム材によって形成した場合、ＩＣタグ１０
０がリネン製品に取付けられた際に、該リネン製品上における該ＩＣタグ１００の動きを
摩擦抵抗によって制限することができる。そのため、ＩＣタグ１００の折れ曲がりの発生
を抑制することができる。
【００５７】
　（変形例）
　以下、本実施例に係るＩＣタグの変形例について図１０に基づいて説明する。図１０（
ａ）は本変形例に係るＩＣタグを、ＩＣチップが実装されている面から見た場合の平面図
である。図１０（ｂ）は本変形例に係るＩＣタグの模式的断面図であり、図１０（ａ）中
のＡＡ断面図である。尚、本変形例に係るＩＣタグは、ＩＣチップが実装されている面と
は反対側の面を覆う被覆部の構成のみが図９に示すＩＣタグと異なっている。そのため、
図９に示した構成と同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する
。
【００５８】
　本変形例では、ＩＣタグ１００におけるＩＣチップ１３０が実装されている面とは反対
側の面の全面が、ＩＣタグ１００が取り付けられるリネン製品のクリーニングに使用され
る溶液に対して耐性を有する樹脂フィルム１６０によって覆われている。この樹脂フィル
ムに用いる材料の例としては、フィルム状部材１１０に用いる材料と同様、ポリエチレン
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テレフタレート、ポリエチレンナフタレート又はポリイミドを挙げることができる。尚、
これらの材料の中でも、特に、ポリエチレンナフタレートを用いるのが好ましい。これは
、ポリエチレンナフタレートが耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れており、また、水蒸気の
透過率が低く、また機械的強度も高いためである。
【００５９】
　本変形例に係る構成によっても、ＩＣタグ１００が、ＩＣチップ１３０が実装されてい
る面とは反対側の面から破損することを抑制しつつ、ＩＣタグ１００の柔軟性を確保する
ことができる。
【００６０】
　尚、本実施例に係る構成は、上述した実施例２に係るＩＣタグにも採用することができ
る。即ち、ＩＣタグにおいて、ＩＣチップが実装されている面を覆う中央付近被覆部に突
出部を設け、さらに、ＩＣチップが実装されている面とは反対側の面を本実施例に係る弾
性体製の被覆部又は樹脂フィルムによって覆うこともできる。
【００６１】
　＜実施例４＞
　図１１は、本実施例に係るＩＣタグの概略構成を示す図である。尚、上述した実施例１
に係るＩＣタグと同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。
図１１（ａ）は本実施例に係るＩＣタグの斜視図である。図１１（ｂ）は本実施例に係る
ＩＣタグの模式的断面図であり、図１１（ａ）中のＡＡ断面図である。尚、図１１におい
ては、アンテナ部の図示を省略している。
【００６２】
　本実施例に係るＩＣタグ１００では、被覆部１４０における中央付近被覆部１４０ａと
外側被覆部１４０ｂとの境界部分Ｚが、図１に示す構成と同様、そのＩＣタグ１００の短
手方向における中央付近において内側に向って湾曲している。さらに、本実施例では、こ
の境界部分Ｚが、中央付近被覆部１４０ａ側から外側被覆部１４０ｂ側の方向に外側に向
って傾斜する傾斜面となるように形成されている。
【００６３】
　また、本実施例に係るＩＣタグ１００では、図８に示す構成と同様、中央付近被覆部１
４０ａにおいて、ＩＣチップ１３０を覆う部分の上面よりも上方に突出する突出部１４０
ｇがＩＣチップ１３０の全周を囲うように形成されている。さらに、本実施例では、この
突出部１４０ｇの外周壁面Ｗが、上方から下方の方向に外側に向って傾斜する傾斜面とな
るように形成されている。
【００６４】
　また、本実施例に係るＩＣタグ１００では、図９に示す構成と同様、該ＩＣタグ１００
におけるＩＣチップ１３０が実装されている面とは反対側の面の全面が、ＩＣチップ１３
０が実装されている面を覆う被覆部１４０よりも厚さの小さい弾性体製の被覆部１５０に
よって覆われている。
【００６５】
　（本実施例に係るＩＣタグの優れた点）
　本実施例のように、被覆部１４０における中央付近被覆部１４０ａと外側被覆部１４０
ｂとの境界部分Ｚ及び中央付近被覆部１４０ａにおける突出部１４０ｇの外周壁面Ｗを上
記のような傾斜面とすることで、ＩＣチップ１３０が実装されたフィルム状部材１１０に
対し被覆部１４０を設ける際の加工が容易となる。
【００６６】
　尚、被覆部における中央付近被覆部と外側被覆部との境界部分を上記のような傾斜面と
する構成は、実施例１のように、中央付近被覆部に突出部を設けていない構成にも採用す
ることができる。また、中央付近被覆部における突出部の外周壁面を上記のような傾斜面
とする構成は、該突出部の形状を実施例２に例示したような他の形状とした場合にも採用
することができる。また、本実施例においても、実施例３の変形例と同様、ＩＣタグにお
けるＩＣチップが実装されている面とは反対側の面の全面を、弾性体製の被覆部に代えて
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樹脂フィルムによって覆うこともできる。
【符号の説明】
【００６７】
１００・・ＩＣタグ
１１０・・フィルム状部材
１２０・・アンテナ部
１３０・・ＩＣチップ
１４０，１４１・・被覆部
１４０ａ，１４１ａ・・中央付近被覆部
１４０ｂ，１４１ｂ・・外側被覆部
１４０ｃ，１４０ｄ，１４０ｅ，１４０ｆ，１４０ｇ・・突出部
１５０・・被覆部
１６０・・樹脂フィルム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】
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