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明 細 書

R タグ、R タグの婁呈造方法及びR タグの設置方法

技術分野

０００ この発明は、Rad o e e c de f ca o (以下、R と称す) リーダライ

タから送信されるコマンド信号をR タグが受信し、そのコマンド信号の情報に応じ

てR タグ内のメモリに格納されているタグ情報の更新・書き込み、又はそのタグ情

報をR タグがR リーダライタに読み出し信号として送信し、生体・物品の入退

室管理や物流管理などに利用される 帯及びマイクロ波帯のR システムのR

タグ及びその製造方法並びにその設置方法に関するものである。

背景技術

０００2] R システムは、Cチップを備えたR タグとR リータライタとの間で無線通

信を行なうシステムである。R タグには、バッテリーを搭載し、その電力で駆動す

るアクティブ型タグと、リーダライタからの電力を受けて、これを電源とし駆動するパッ

シブ型タグがある。アクティブ型はパッシブ型に比べ、バッテリーを搭載しているため

、通信距離、通信の安定度などのメリットがある反面、構造の複雑化、サイズの大型

化、高コストなどのデメリットもある。また、近年の半導体技術の向上により、パッシブ

型タグ用 Cチップの小型化、高性能化が進み、パッシブ型タグの幅広い分野での使

用が則待されている。パッシブ型タグにおいて、周波数帯が長波帯、短波帯のR

タグで適用されている電磁誘導方式では、リーダライタの送信アンテナコイルとR

タグのアンテナコイルとの間の電磁誘導作用でR タグに電圧が誘起され、この電

圧により Cチップを起動して通信を可能としている。したがって、R リーダライタに

よる誘導電磁界内でしかR タグが動作せず、通信距離は数十c 程度となってし

まう。

０００3」 また、 帯及びマイクロ波帯などの高い周波数帯のR タグでは、電波通信

方式が適用されており、電波によりR タグの Cチップに電力を供給しているため

、通信距離は ～8 程度と大幅に向上している。したがって、通信距離の短い長波

帯、短波帯のR システムでは実現が困難であった複数枚のR タグの一括読



み取りや移動しているR タグの読み取りなどが可能となり、その利用範囲は、大

幅に広がると考えられる。 帯及びマイクロ波帯などの高い周波数のパッシブ型

タグとして、例えば特許文献 や特許文献2などに開示されている。

」０００4 従来、R タグの技術では、特許文献 の第 2図 (66 はダイポールアンテナ，6 7

は Cチッ ) に示されたダイポールアンテナ6 6に Cチッ 6 7を実装することにより、

R システムのタグとして動作するものや、特許文献2の第2図 ( 3は 2波長マ

イクロストリップ線路共振器， 4は誘電体基板， 5は接地導体板 ) に示された 2

波長マイクロストリップ線路共振器 3と接地導体板 5との間に Cチップを接続したこ

とにより、接地導体板 5側に金属物体 (導体 ) があってもアンテナの放射特性には、

ほとんど影響せず金属物体 (導体 ) に設置や貼り付けが可能なものがある。

０００5」 また、特許文献3の第 図には、基材 の表面に形成された端子部 3、基材 の一部

に形成された Cチップ配置領域9に配置され、端子部 3に接続された Cチップ6を備

えたR タグが開示されている。

そして、それには、Cチップ6を基材 の内部に埋め込む必要はなく、アンテナ上面

に実装できるため、基材 の表面に対する加工だけで簡便な構造のR タグを製

造でき、歩留りの低減・製造コストダウンが可能になるというものが開示されている。

」０００6 さらに、特許文献4の第 9図には、誘電体部材 ０ Cチップ用凹部 ０b、フィルム

基材2０、アンテナパターン3０ Cチッ ０を備えたR タグ5であって、誘電体部

材 ０に Cチップ4０を埋設可能な Cチップ用凹部 ０bを設け、この Cチップ用凹部

０bに Cチッ を埋設させ、フィルム基材2０の内面側に形成したアンテナパター

ン3０と Cチッ ０とが電気的に接続するようにフィルム基材2０を誘電体部材 ０に

巻き付けてアンテナパターン3０により構成したループアンテナにより、電波吸収体の

近傍でも通信距離の低下を抑制したものが開示されている。

０００7」 また、特許文献5の第4図には、アンテナ面3０において、誘電体2０の一部を露出

させる開口3 が形成されているものが記載されている。

開口は、互いに対向するように平行に延びる一対の第 スリット3 aと、該一対のスリ

ット3 a と、該一対のスリット3 aを連通する第2スリット3 bとを有し、前記第2スリット3

bを前記一対の第 スリツト3 aの中間部に位置させたR タグが開示されている。



なお、送受信素子 ( C チッ ) は、第 及び第 2 給電点は4 4 2 に接続されている。

０ 」００8 特許文献 1 : 特開 2 ００3 24982０号公報 ( 第 2 図)

特許文献 2 : 特開 2 ０００ 332523号公報 ( 第 3 図)

特許文献 3 : 特開 2 ００2 9 7 434 号 ( 第 図)

特許文献4 : 特開 2 ００6 53833号 ( 第 9 図)

特許文献 5 : 特開 2 ００6 -237674号公報 ( 第4 図)

０００9 従来の タグ ( 特許文献 に開示されているR タグ) は以上のよぅに構成さ

れているので、金属物体などの導電性物体 ( 導体 ) に貼り付けたり、その近傍に設置

する場合、導電性物体の影響でダイポールアンテナ が動作しなくなったり、通信距

離が極端に低下してしまぅなどの課題があった。

特許文献 2 に開示されているR タグでは、金属物体 ( 導体 ) に設置することは可

能であるが、 2 波長マイクロストリップ線路共振器と接地導体板との間に C チップ

を接続する構造であり、誘電体基板内部に C チップを埋め込む必要があるため、構

造が複雑となって製造が困難になり、製造コストの増大を招くなどの課題があった。

００1 ０」 また、特許文献 3 に開示されているR タグでは、 C チップの小型化が進んでい
たとしても、 C チップの厚みはアンテナパターンや端子部の導体厚と比較すると厚く

、しかも C チップが基材の表面に実装されるためにR タグの表面に突起ができて

しまぅ。したがって、特許文献 3 の ００2 3 項に記載されるように、 C チップの実装部

全体あるいは一部を被覆保護してR タグの表面を平坦にする必要がある。すな

わち、基材にアンテナパターン及び C チップを実装する場合には、衝撃等により C

チップが破損するおそれがあり、R タグの表面 (ｱ面 ) にうベルプリンタを使用し

て直接印刷することが難しくなるれづ課題があった。

また、基材にアンテナパターンと C チップとを実装したフィルムを接着する場合には

C チップによるフィルムの膨らみ ( 突起 ) が生じるため、やはり前記のよぅな課題があ

った。

００ 」
1 1 さらに、特許文献4 に開示されているR タグでは、 C チップによるフィルム ( フィ

ルム基材 ) の膨らみ ( 突起 ) が殆んど生じないが、金属物体などの導電性物体 ( 導体 )

に貼り付けたり、その近傍に設置したりする場合には、導電性物体の影響に。



一プアンテナが動作しなくなったり、通信距離が極端に低下してしまうという課題があ

った。

００ 」
12 また、特許文献5に開示されている タグでは、開口が互いに対向するように平

行に延びる一対の第 スリット3 a と、該一対のスリット3 aと、該一対のスリット3 aを

連通する第2スリット3 bとを有し、該開口3 は、アンテナ面3０のうち該開口3 を介

して露出する誘電体2０によって画される領域36 37が送受信素子に対する整合回

路を形成するように構成されているので、給電方向が横方向に対し、一対のスリット3

aが横長形状となり、第2スリット3 bにおける横方向の正偏波の電界と併せて一対

のスリット3 aに縦方向の交差偏波成分の電界も発生するので、正偏波成分の利得

が低下する。

また、発生した交差偏波が、本来正偏波で意図した方向とは異なる方向に放射さ

れるため、リーダライタと通信する時に通信したくない場所にタグがいるのに通信して

しまう場合があり、タグの設置方法や運用方法が困難になる。

００13
」 さらに、特許文献5のパッチアンテナでは、給電点4 42はアンテナ面3０の中央

付近にあるが、スリットをアンテナ面3０の中央からずらした位置に配置することを基本

としているので、正偏波のパターンも非対称になり、アンテナの放射パターンの対称

性に影響を与える。このことから特許文献 のパッチアンテナは、領域 36 37と送受

信素子 ( Cチッ ) との整合をとることを中心に考えていることが分かる。

一方、本願発明では、図3 3に示すR タグ (パッチアンテナ)のような構成を採れ

ば、スロット(スリット)部に発生する電界方向とパッチアンテナの電界方向が一致して

いるため、交差偏波成分はかなり低く抑えられることに加えて、スロットをパッチアンテ

ナの中央に設置することを基本としているために正偏波のパターンも左右対称となる

ので、アンテナの放射パターンの対称性を良好にすることができる。しかし、これらの

R タグ (パッチアンテナ)では、使用周波数や使用する Cチップのスペックにより

整合をとるためのスリットの長さが決定され、そのスリットの長さにより、パッチアンテナ

の大きさの最小値が決まってしまうために、R タグの設置個所が幅狭である場合

に設置することができない可能性があるとレづ課題があった。

００ 」14 また、特許文献5に開示されているR タグは、Cチップの小型化が進んでいた



としても、Cチップの厚みはアンテナパターンや端子部の導体厚と比較すると厚く、

しかも Cチップが基材の表面に実装されるためにR タグの表面に突起ができてし

まぅ。したがって、R タグに耐環境性が求められる場合は、Cチップの実装部全

体あるいは一部を被覆保護してR タグの表面を平坦にする必要がある。すなわ

ち、基材にアンテナパターン及び Cチップを実装する場合には、衝撃などにより Cチ

ップが破損するおそれがあり、R タグの表面 上面) にうベルプ児ンタを使用して

直接印刷することが難しくなるとしづ課題があった。また、R タグの表面にうベル

を印刷する印刷面を設けるために、基材にアンテナパターンと Cチップとを実装した

フィルムを接着する場合には、Cチップによるフイルムの膨らみ (突起 ) が生じるため

、やはり前記のよぅな課題があった。

００15
」 この発明は上記のよぅな課題を解決するためになされたもので、R タグの表面

にアンテナパターンと Cチップとを設けて、誘電体基板内部に Cチップを埋め込芭

必要がない簡便な構造であると同時に、導電性物体や非導電性物体に関わらず設

置することができるR タグ、R タグの製造方法及び設置方法を得ることを目的

とする。

００ 」
16 また、この発明は、通信距離を短縮することなく、導電性物体や非導電性物体に関

わらずに設置することができるR タグを得ることを目的とする。

さらに、この発明は、衝撃等による Cチップの破損のおそれがなく、しかもうベルプ

児ンタによる印刷が可能なR タグを得ることを目的とする。

また、この発明は、タグの寸法・形状の自由度を高めて、設置個所の自由度を高め

ることができるR タグを得ることを目的とする。

発明の開示

００17
」 この発明に係るR タグは、誘電体基板と、この誘電体基板の一主面に設けられ

た接地導体部と、前記誘電体基板の他の主面に設けられ、スロットを形成するパッチ

導体部と、前記スロットの対向部分から内部にそれぞれ延びている電気接続部と、前

記スロットの内部に配置され、前記電気接続部に接続された Cチップとを備えるよぅ

にしたものである。

００18
」 このことによって、スロットの内部に配置された Cチップが、スロットの対向部分から



内部にそれぞれ延びた電気接続部に接続されるので、誘電体基板の厚み方向の電

界が0の位置に Cチップが配置されることになり、リータライタとの間で無線通信を行

なぅときのパッチ導体部の放射パターンの対称性に与える悪影響が少なく、さらに、1

Cチップが給電点に接続されることにもなる。このため、給電損失を大幅に低減するこ

とができ、通信可能距離が向上した タグを得ることができる効果がある。さらに、

電気接続部を形成したことにより、スロットの寸法変更の幅が限られている場合でも配

置できる Cチップの寸法が限定されないR タグを得ることができる効果がある。

」００19 この発明に係るR タグは、スロットがパッチ導体部の中央部に形成され、形状が

長細形状であるよぅにしたものである。

」００2０ このことによって、パッチ導体部の放射パターンの対称性に与える悪影響が少ない

R タグを得ることができる効果がある。

００2 この発明に係るR タグは、スロットが、Cチップが配置されている位置から相反

方向に幅広になるように形成されたものである。

」００22 このことによって、スロットがテ一パ状になるため、通信可能帯域が広帯域なR

タグを得ることができる効果がある。

００23」 この発明に係るR タグは、接地導体部において、誘電体基板の反対側に金属

と接着可能な接着層が設けられているものである。

００ 」24 このことによって、設置対象が導体や非導体に関わらず設置でき、R リーダライ

タと無線通信が可能なR タグを得ることができる効果がある。

」００25 この発明に係るR タグの製造方法は、誘電体基板の一主面及び他の主面にそ

れぞれ接地導体部及びパッチ導体部を形成する導体部形成工程と、前記パッチ導

体部の内部にスロットを形成するスロット形成工程と、前記スロットの形成と同時に、

前記スロットの対向部分からその内部に延びた電気接続部を形成する電気接続部形

成工程と、前記スロットの内部に Cチップを配置し、その Cチップを前記電気接続部

に接続する接続工程とを備えるよぅにしたものである。

」００26 このことによって、Cチップを誘電体基板内に実装したり、樹脂を Cチップ周辺に

充填したりする必要がなく、さらに、Cチップの接続端子と誘電体基板との接続部 (

接触部 )である電気接続部がパッチ導体部と同時に形成でき、導体パターンが誘電



体基板の他の主面 (表面) に形成されているので、ダイポールアンテナを用いたR

とができる効果がある。

００27」 この発明に係るR タグの設置方法は、誘電体基板の一主面に設けられた接地

導体部と、前記誘電体基板の他の主面に設けられ、スロットを形成するパッチ導体部

と、前記スロットの対向部分から内部にそれぞれ延びている電気接続部と、前記スロ

ットの内部に配置され、前記電気接続部に接続された Cチップとを備えたR タグ

であって、前記接地導体部に前記誘電体基板と反対側に金属と接着可能な接着層

を設けて、前記金属に前記R タグを設置するよぅにしたものである。

」００28 このことによって、設置対象が導体や非導体に関わらず設置が可能なR タグの

設置方法を得ることができる効果がある。

」００29 この発明に係るR タグは、一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基

板の他主面に設けられた接地導体パターンと、フィルム基材と、前記フィルム基材上

に設けられ、スロットを内部に構成する導体パターンと、前記スロットを介して前記導

体パターンと電気的に接続され、前記誘電体基板の前記穴部に挿入された Cチッ

プとを備えるよぅにしたものである。

」００3０ このことによって、スロットを構成する導体パターンがパッチアンテナの放射部として

作用するため、非導電性のみならず導電性の設置物に設置する場合であっても、ア

ンテナ放射特性に殆んど影響を受けることがなく、スロットを介して Cチップを導電パ

ターンに電気的に接続する構成であるから、給電損失を低減することができ、そのた

めに通信可能な距離が短縮することもないといぅ効果を奏する。

また、Cチップを誘電体基板の穴部に挿入する構成により、Cチップによる膨らみ

が生じないため、衝撃等による Cチップの破損やうベルプリンタにより印刷する場合

に、Cチップが口一うやドラムに引っ掛かり、これによる Cチップの破損が少なくなる

れづ効果を奏する。

００3 この発明に係るR タグは、一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基

板の他主面に設けられた接地導体パターンと、フィルム基材と、前記フィルム基材上

に設けられ、前記フィルム基材の端部から所定距離だけ隔ててその内側に設けられ



た導体パターンと、前記導体パターンの内部にスロットを構成し、前記スロットを介し

て前記導体パターンと電気的に接続され、前記誘電体基板の前記穴部に挿入され

た Cチップとを備えるよぅにしたものである。

」００32 このことによって、スロットを構成する導体パターンがパッチアンテナの放射部として

作用するため、非導電性のみならず導電性の設置物に設置する場合であっても、ア

ンテナ放射特性に殆んど影響を受けることがなく、スロットを介して Cチップを導電パ

ターンに電気的に接続する構成であるから、給電損失を低減することができ、そのた

めに通信可能な距離が短縮することもないとレづ効果を奏する。

また、Cチップを誘電体基板の穴部に挿入する構成により、Cチップによる膨らみ

が生じないため、衝撃等による Cチップの破損やうベルプリンタにより印刷する場合

に、Cチップが口一うやドラムにョっ掛かり、これによる Cチップの破損が少なくなる

れづ効果を奏する。

００33」 この発明に係る タグは、一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基

板の他主面に設けられた接地導体パターンと、フィルム基材と、このフィルム基材上

に設けられ、前記フィルム基材の端部から所定距離だけ隔ててその内側に設けられ

た導体パターンと、前記導体パターンの内部にスロットを構成し、前記スロットを構成

する前記導体パターンの両側から前記スロットの内側にそれぞれ延びた電気接続部

と、前記電気接続部と電気的に接続され、前記誘電体基板の前記穴部に挿入され

た Cチップとを備えるよぅにしたものである。

００3 」4 このことによって、スロットを構成する導体パターンがパッチアンテナの放射部として

作用するため、非導電性のみならず導電性の設置物に設置する場合であっても、ア

ンテナ放射特性に殆んど影響を受けることがなく、スロットを介して Cチップを導電パ

ターンに電気的に接続する構成であるから、給電損失を低減することができ、そのた

めに通信可能な距離が短縮することもないとレづ効果を奏する。

また、Cチップを誘電体基板の穴部に挿入する構成により、Cチップによる膨らみ

が生じないため、衝撃等による Cチップの破損やうベルプリンタにより印刷する場合

に、Cチップがロ一うやドラムに引っ掛かり、これによる Cチップの破損が少なくなる

れづ効果を奏する。



００3 」5 この発明に係る タグは、一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基

板の他主面に設けられた接地導体パターンと、フィルム基材と、前記フィルム基材上

に設けられ、その内部にスロットを構成する導体パターンと、前記スロットを介して前

記導体パターンと電気的に接続され、前記誘電体基板の前記穴部に挿入される C

チップと、前記 Cチップを前記誘電体基板の前記穴部に挿入し、前記フイルム基材

の前記導体パターンと前記誘電体基板の一主面とを固定する固定手段とを備えるよ

ぅにしたものである。

００3 」6 このことによって、スロットを構成する導体パターンがパッチアンテナの放射部として

作用するため、非導電性のみならず導電性の設置物に設置する場合であっても、ア

ンテナ放射特性に殆んど影響を受けることがなく、スロットを介して Cチップを導電パ

ターンに電気的に接続する構成であるから、給電損失を低減することができ、そのた

めに通信可能な距離が短縮することもないとレづ効果を奏する。

また、Cチップを誘電体基板の穴部に挿入する構成により、Cチップによる膨らみ

が生じないため、衝撃等による Cチップの破損やうベルプリンタにより印刷する場合

に、Cチップが口一うやドラムにョっ掛かり、これによる Cチップの破損が少なくなる

といぅ効果を奏する。

００37」 この発明に係るR タグは、誘電体基板が熱可塑性樹脂により構成されているも

のである。

００38」 このことによって、基板コスト(製造コスト) を大幅に下げることができる効果がある。

００39」 この発明に係るR タグの製造方法は、誘電体基板の一主面に穴部を形成する

穴部形成工程と、前記誘電体基板の他主面に接地導体パターンを形成する接地パ

ターン形成工程と、フィルム基材上にスロットを有する導体パターンを形成する導体

パターノ形成工程と、前記スロットを介して Cチップを前記導体パターンと電気的に

接続する Cチップ接続工程と、前記 Cチップ接続工程後に、前記 Cチップを前記穴

部に挿入して、前記フイルム基材を前記誘電体基板に固定する固定工程とを備える

よぅにしたものである。

００4０ このことによって、R タグの構成が比較的に簡単であることから、一度に大量生

産することが可能となり、また、製造時間も大幅に削減することができ、歩留りの向上



や製造コストの低減を図ることができるといぅ効果がある。

００4 この発明に係る タグの製造方法は、凹部及びこの凹部の内部に突起部を有

する上側金型と凹部を有する下側金型とを重ね合わせて前記上側金型及び前記下

側金型との間に空間部を形成して、前記空間部に誘電性材料の樹脂を注入し、前

記上側金型の突起部に対応して誘電体基板の一主面に穴部を形成する誘電体基

板形成工程と、前記樹脂の注入前に、前記下側金型の凹部に導体箔を配置して前

記誘電体基板の形成と同時に、前記誘電体基板の他主面に接地導体パターンを形

成する接地導体パターン形成工程と、フィルム基材上にスロットを有する導体パター

ンを形成する導体パターン形成工程と、前記スロットを介して Cチップを前記導体パ

ターンと電気的に接続する Cチップ接続工程と、前記 Cチップを前記穴部に挿入し

て、前記フィルム基材を前記誘電体基板に固定する固定工程とを備えるよぅにしたも

のである。

」００42 このことによって、R タグの構成が比較的に簡単であることから、一度に大量生

産することが可能となり、また、製造時間も大幅に削減することができ、歩留りの向上

や製造コストの低減を図ることができるといぅ効果がある。

００43」 この発明に係るR タグは、誘電体基板と、前記誘電体基板の裏面に設けられた

接地導体層と、前記誘電体基板の表面に設けられ、スロットを有する導体パターンと

、前記スロットを通して電波を送受信する Cチップとを備え、前記スロットが長細状ス

ロットを有するとともに、前記長細状スロットの端部において連続し、前記長細状スロ

ットに対して直交方向に屈曲して延長されている屈曲状スロットとを有するよぅにした

ものである。

００ 」44 このことによって、非導電性のみならず導電性であっても設置可能であり、背面物

体の影響をほとんど受けない構造であるため、通信可能な距離を短縮することもない

れづ効果がある。また、設置個所が幅狭のために、これまでR タグを設置するこ

とができない場合であっても設置することが可能な場合もあり得るため、設置個所の

自由度を、これまで以上に拡大することができるとレづ効果がある。また、Cチップの

寸法や特性インピーダンスなどのスペックが変更されたとしても、スロット形状を変更

することにより、誘電体基板の寸法やスペックの変更を避けることができる効果もある



００ 」45 この発明に係る タグは、誘電体基板と、前記誘電体基板の裏面に設けられた

接地導体層と、長細状スロットを有するとともに、前記長細状スロットの端部において

連続し、前記長細状スロットに対して直交方向に屈曲して延長されている屈曲状スロ

ットとを有するスロットが前記誘電体基板の表面に設けられた導体パターンと、前記

長細状スロットの内部に前記導体パターンの両側から延ばされ、互いに離隔されて

いる電極部と、前記電極部に電気的に接続して前記スロットを通して電波を送受信

する Cチップとを備えるよぅにしたものである。

００ 」46 このことによって、非導電性のみならず導電性であっても設置可能であり、背面物

体の影響をほとんど受けない構造であるため、通信可能な距離を短縮することもない

れづ効果がある。また、設置個所が幅狭のために、これまでR タグを設置するこ

とができない場合であっても設置することが可能な場合もあり得るため、設置個所の

自由度を、これまで以上に拡大することができるといぅ効果がある。また、Cチップの

寸法や特性インピーダンスなどのスペックが変更されたとしても、スロット形状を変更

することにより、誘電体基板の寸法やスペックの変更を避けることができる効果もある

００47」 この発明に係るR タグは、フィルム基材と、長細状スロットを有するとともに、前

記長細状スロットの端部において連続し、前記長細状スロットに対して直交方向に屈

曲して延長されている屈曲状スロットとを有するスロットが前記フィルム基材上に設け

られた導体パターンと、前記長細状スロットの内部に前記導体パターンの両側から延

ばされ、互いに離隔されている電極部と、前記電極部に電気的に接続して前記スロ

ットを通して電波を送受信する Cチップと、溝部を表面に形成して、前記溝部に前記

Cチップを嵌挿する誘電体基板と、前記導体パターンを前記誘電体基板の表面に

固定する固定手段と、前記誘電体基板の裏面に形成された接地導体層とを備えるよ

ぅにしたものである。

」００48 このことによって、設置個所の自由度をこれまで以上に拡大することができるととも

に、Cチップを誘電体基板の溝部に嵌挿する構成により、Cチップによる膨らみが

生じないため、衝撃などによる Cチップの破損やうベルプリンタにより印刷する場合



に、Cチップが口一うやドラムに引っ掛かりこれによる Cチップの破損が少なくなると

いう効果がある。

」００49 この発明に係る タグは、Cチップが長細状スロットの中央部に配置されている

ものである。

００5 」０ このことによって、設置個所の自由度をこれまで以上に拡大することができるととも

に、スロットが導体パターンの中央部に形成され、長細状をなしているので、放射部

である導体パターンによる放射パターンの対称性に与える悪影響が少ないとう効果

がある。

００5 この発明に係るR タグは、屈曲状スロットが長細状スロットに対して直交する一

方向又は両方向に延びているようにしたものである。

」００52 このことによって、設置個所の自由度をこれまで以上に拡大することができるととも

に、スロット形状の設計の自由度が上がるとレづ効果がある。

００5 3」 この発明に係るR タグは、屈曲状スロットが Cチップに対して対称に配置されて

いるものである。

」００54 このことによって、設置個所の自由度をこれまで以上に拡大することができるととも

に、スロット形状の設計の自由度が上がるという効果がある。

」００5 5 この発明に係るR タグは、誘電体基板の表面において、周辺部を除いて導体

パターンを形成するようにしたものである。

」００56 このことによって、設置個所の自由度をこれまで以上に拡大することができるととも

に、より安定したR リータライタとの長距離の無線通信が可能になるという効果が

ある。

図面の簡単な説明

００5 7] 図1にの発明の実施の形態 によるR タグの構成図である。

図2にの発明のR システムの基本構成図である。

図3にの発明のR タグの電界図である。

図4にの発明の実施の形熊 によるR タグの特性インピータンス図である。

図5にの発明の実施の形態 によるR タグの電気接続部露出図である。

図6にの発明の実施の形熊 によるR タグのスロット拡大図である。



図7にの発明の実施形態2によるR タグの構成図である。

図8にの発明の実施形態2によるR タグの構成図である。

図9にの発明の実施の形熊 2によるR タグのスロット拡大図である。

図1０にの発明の実施形態2によるR タグの構成図である。

図皿にの発明の実施の形態 3によるR タグの構成図である。

図12にの発明の実施の形態 3によるR システムの構成図である。

図 3にの発明の実施の形態4に係るR タグの構成図である。

図14]R ンステムの基本構成図である。

図15にの発明の実施の形態4に係るR タグの製造工程図である。

図16にの発明の実施の形態4に係るフィルム基材の構成図である。

図17にの発明の実施の形態4に係るフィルム基材に形成された導体パターン図で

ある。

図18にの発明の実施の形熊4に係るフィルム基材に形成された導体パターン図 ( C

チップ接続済み)である。

図19にの発明の実施の形熊4に係る溝部が形成された誘電体基板構成図である。

図2０にの発明の実施の形熊4に係るR タグの電界図である。

図2 1にの発明の実施の形熊4に係るR タグの特性インピータンス図である。

図22にの発明の実施の形熊 5に係るR タグの構成図 (ダミーパッド付き)である。

図23にの発明の実施の形熊 5に係るR タグのスロット付近拡大図 (タミーパッド

付き)である。

図24にの発明の実施の形熊 6に係る射出成形金型の構成図である。

図25にの発明の実施の形態 6に係る射出成形金型断面図である。

図26にの発明の実施の形態 6に係る下方金型への導体箔載置図である。

図27にの発明の実施の形態 6に係る射出成形金型の重ね合わせ図である。

図28にの発明の実施の形態 6に係る誘電体基板用射出成形金型熱可塑性樹脂注

入図である。

図29にの発明の実施の形態 6に係る射出成形された誘電体基板の取り出し図であ

る。



図3０にの発明の実施の形熊 6に係るR タグの誘電体基板である。

図3 1にの発明の実施の形熊 6に係るR タグの誘電体基板である。

図32にの発明の実施の形熊 7に係るR タグの構成図である。

図33」直線状のスロットを有するR タグ構成図である。

図34にの発明の実施の形態 7に係るスミスチヤート(インピーダンスチヤート)である。

図35にの発明の実施の形態 7に係るR システム基本構成図である。

図36 導体パターンと接地導体層との間の電界図である。

図37]R タグの特性インピーダンスの変化図である。

図38にの発明の実施の形態 7 (変形例) に係るR タグの構成図 ( Cチップ実装

前)である。

図39にの発明の実施の形態 7 (変形例) に係るR タグの構成図 ( Cチップ実装

前)である。

図4０にの発明の実施の形熊 7 (変形例) に係るR タグの構成図はロット形状変

更 )である。

図4 1にの発明の実施の形熊 7 (変形例) に係るR タグの構成図はロット形状変

更 )である。

図42にの発明の実施の形熊 7 (変形例) に係るR タグの構成図はロット形状変

更 )である。

図43にの発明の実施の形熊 7 (変形例) に係るR タグの構成図はロット形状変

更 )である。

図44にの発明の実施の形熊8に係るR タグの構成図である。

図45にの発明の実施の形態8に係るR タグの製造工程図である。

図46にの発明の実施の形態8に係る射出成型金型の構成図である。

図47にの発明の実施の形態8に係る射出成型金型断面図である。

図48にの発明の実施の形態8に係る下方金型への導体箔載置図である。

図49にの発明の実施の形態8に係る射出成型金型の重ね合わせ図である。

図5０にの発明の実施の形態8に係る誘電体基板用射出成型金型熱可塑性樹脂注

入図である。



図5 1にの発明の実施の形熊8に係る射出成型された誘電体基板の取り出し図であ

る。

発明を実施するための最良の形態

００58」 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形

態について、添付の図面に従って説明する。

実施の形態 ・

以下、この発明の実施の形態 について図 ～図6を用いて説明する。図 は、実

施の形態 によるR タグの構成図、図 (a) は、誘電体基板の表面図、図 (b) は

、誘電体基板の線 部分断面図 、図 (c) は、誘電体基板の線 部分断

面図2、図2は、R システムの基本構成図、図2 (a) は、R システム図、図2 (b)

は、R タグの機能ブロック図、図3は、R タグの電界図、図4は、実施の形熊

によるR タグの特性インピーダンス図、図5は、実施の形熊 によるR タグの

電気接続部露出図、図5 (a) は、2端子部図、図5 (b) は、4端子部図、図5 (c) は、図

5 a の誘電体基板の線 部分断面図、図6は、実施の形態 によるR

タグのスロット拡大図、図6 (a) は、Cチップ実装前、図6 (b) は、Cチップ実装後であ

り、図 ～4において は、誘電体基板、2は、誘電体基板 の一主面 (裏面) に形成さ

れた接地導体部、3は、誘電体基板 の他の主面 (表面) に形成されたパッチ導体部

、4は、パッチ導体部 3の一部に形成された長細状の方形のスロット、5は、スロット4

の対向部分から内部にそれぞれ延び、パッチ導体部 3と電気的に連続した電気接続

部、6は、スロット4の内部に配置され、電気接続部 5に接続された Cチップ、7は、C

チップ6に形成された電気接続部 5との接続端子である。なお、Cチップ6の特性イン

ピーダンスによっては、インピーダンス整合を取るために必要なスロット4の形状がパ

ッチ導体部 3の寸法よりも長くなる場合があり得るのでスロット4は長細状に限るもので

はない。

００59] 8は、R タグ、9は、R タグと無線通信を行なうR リーダライタ、 ０は、R

タグ8に設けられたアンテナ部、 は、アンテナ部 ０が受信したR リータライ

タ9からの送信波を後段のディジタル回路に送るアナログ部、 2は、送信波を

変換する 変換部、 3は、アンテナ部 ０が受信した送信波を整流回路で平滑



化し、電力を生成するR タグの各回路に給電および電源制御を行なう電源制御

部、 4は、R タグ8に搭載され、固体識別情報等のタグ情報が格納されたメモり

部、 5は、送信波を復調する復調部、 6は、復調部 5で復調された送信波によりメ

モリ部 4を含芭 Cチップ6内の回路を制御する制御部、 7は、制御部 6によりメモ

リ部 4から引き出された情報を変調する変調部、 8は、復調部 5・制御部 6 ・変調

部 7により構成されるディジタル部、 9は、変調部からきた信号を 変換し、ア

ナログ部 に送る 変換部、2０は、ダミーパッド部である。なお、パッチ導体部 3

は、方形である必要はなく円形や楕円形でもよい。また、R タグ8において、アン

テナ部 の後段の回路は Cチップ6内に構築されている。図中、同一符号は、同一

又は相当部分を示しそれらについての詳細な説明は省略する。

」００6０ まず、R システムの基本的な動作について図2を用いて説明する。R システ

ムを利用する用途 (生体・物品の入退室管理や物流管理) に合わせて、それらのタグ

情報がR タグ8のメモり部 4に格納されており、R リーダライタ9は、自身の送

受信エリア内にR タグ8が (入退室管理や物流管理の対象である生体・物品に貼

り付けられて)存在又は移動しているときにタグ情報の更新・書き込み、又は読み出し

を行なうことができる。R リーダライタ9は、更新・書き込み、又は読み出し等をR

タグ8に命令するコマンド信号を送信波としてR リーダライタ9のアンテナ部か

らR タグ8へ送信する。R タグ8のアンテナ部 ０が送信波を受信し、送信波

は電源制御回路 3により検波・蓄電 (平滑化 ) され、R タグ8の動作電源を生成し

R タグ8の各回路に動作電源を供給する。また、送信波は復調部 5によりコマ

ノド信号が復調される。復調されたコマンド信号の命令内容から制御部 6がデータ

処理し、メモリ部 4ヘタグ情報の更新・書き込みと読み出しとのいずれか一方、又は

両方の指示を行い、この制御部 6の指示によりメモリ部 4が出力した読み出し信号

が変調部 7により変調された返信波がアナログ部 を経由してアンテナ部 ０からR

リーダライタ9のアンテナ部に送信され、R リーダライタ9が読み出し信号を受

信して、所望の情報を得る。

００6 次に、図 ～6を用いて実施の形態 に係るR タグの構造・製造方法及び動作

を説明する。R リーダライタ9と無線通信するためのR タグのアンテナ部 ０を



形成するために、誘電体基板 の主面に導体層を形成する (導体部形成工程 )。一

主面 (裏面)の導体層は、 タグの接地導体部2とし、他の主面 (表面)の導体層

は、スロット4を有するパッチ導体部 3とする。なお、スロット4により、パッチ導体部 3か

ら誘電体基板 が露出してよレセ、誘電体基板 の露出部分は、コーティングされて

いてもよい。スロット4は、パッチ導体部の3の放射パターンが良好となるよぅにパッチ

導体部 3の中央部に形成され(スロット形成工程 ) 、スロット4及びパッチ導体部 3の寸

法は、パッチ導体部3を励振するためにR システムの使用周波数と、後述する C

チップ6とのインピーダンス整合がとれるものに調整されている。なお、調整には誘電

体基板 の厚みや比誘電率も大きく関係するので、これらの条件もあわせて調整して

設計することにより、所望の放射パターンや利得を得る。また、電気接続部 5は、パッ

チ導体部 3の一部に形成され、スロット4の対向部分である二辺 (図 に示されるスロッ
ト4の長辺 )からそれぞれパッチ導体部 3の中央に向かって延伸し、パッチ導体部 3と

電気的に連続して形成されており(電気接続部形成工程 ) 、スロットの形成と同時に

形成してもよい。図 ( ) 示す Cチップ6がスロット4内の電気接続部 5同上の中央

で、基板の厚み方向の電界が0の位置に配置され、接続端子7により電気接続部 5に

電気的に接続されている (接続工程 )。ここで、導体層 (接地導体部2，パッチ導体部

3，電気接続部 5) は、ェッチング・蒸着・ミリング等による形成やフィルムに印刷したも

のを誘電体基板 に接着するなど、一般的なプリント基板の加工方法を用いる。一方

チップ6は、熱圧着などの手法を用いて実装することができるので、誘電体基板

の主面 (表面・裏面) に対する加工だけで、簡便な構造のR タグを製造でき、歩

留りの低減・製造コストダウンが可能である。また、Cチップ6の接続端子7と電気接

続部 5への実装時の位置決めは、スロット4の中央付近近傍に微小スロット(図示せ

ず) を設けるなどして行なえばよく、微小スロットは、R タグ8の電気特性に影響が

殆ど無い。

図3は、接地導体部2とパッチ導体部 3との間の電界を示しており、このよぅな電界が

導体間で形成されるので、スロット4の対向部分の間に電界が走り、電位差が生じる。

したがって、誘電体基板 の厚み方向の電界が0の位置を Cチップの給電点 (電気

接続部 5) とすることができ、給電損失を大幅に低減できる上に、パッチ導体部 3の放



射パターンの対称性に与える悪影響が少なく、通信可能距離が向上したR タグ

が得られる。図4は、接地導体部2とパッチ導体部 3との四隅の寸法差dの変ィビによる

R タグ8の特性インピーダンスの変化を示しており、横軸のdは、寸法差dをR

タグの使用周波数の波長比で表したもの、縦軸のR「臼 とX 」臼 とは、それぞれ特性

インピーダンスの実部と虚部とを指している。ここで、接地導体部2とパッチ導体部 3と

の寸法差とは、図 に示すパッチ導体部 3の端部から誘電体基板 (図4は、誘電体

基板 の面積と接地導体部2とは面積が等しい) の端部までの長さdを指している。し

たがって、dが ・ 几 以上の場合に、R タグ8のインピーダンスがほぼ一定となる

ことが図4から分かるので、dを ・ 以上とすることにより、R タグ8の設置対象が

導体や非導体に関わらず、また、空中に浮かした場合であっても性能が劣化すること

がなく、R リーダライタ9との無線通信が可能になる。

ここで、実施の形態 に係るパッチ導体部 3に励振される Cチップ6を有するR

タグ8を前述のR システムの基本的な動作を用いて説明すると、「R リータラ

イタ9は、更新・書き込み、又は読み出し等をR タグ8に命令するコマンド信号を

送信波としてR リータライタ9のアンテナ部からR タグ8へ送信する。R タ

して、スロット4の対向部分間に電位差が生じ、送信波が Cチップ6に供給される。 C

チップ6に供給された送信波は、電源制御回路 3により検波・蓄電 (平滑化 ) され、R

タグ8の動作電源を生成し、R タグ8の各回路 ( Cチップ6) に動作電源を供

給し、送信波からコマンド信号が復調され、復調されたコマンド信号の命令内容から

メモり部 4ヘタグ情報の更新・書き込みと読み出しとのいずれか一方、又は両方を行

い、メモリ部 4が出力した読み出し信号が返信波として Cチップ6に送信波が供給さ

れた経路と同じ経路を遡り、放射部であるパッチ導体部 3からR リーダライタ9に

返信波が送信され、R リーダライタ9のアンテナ部が返信波を受信して、所望の

情報を得る」とレづことになり、R システムの基本的な動作と同様の動作が問題な

く行なわれることが分かる。なお、R システムが行なぅ無線通信のデータの中身は

、従来からものでもよレセ、新規のものでもよく、誘電体基板 の裏面に接地導体部2

を形成しているので、誘電体基板 の裏面側を設置対象の面に向けることで、設置対



象が導体や非導体に関わらず設置が可能な簡易構造のR タグを安価で製造で

きるため、大量のR タグを必要とする物流管理、倉庫管理、機材管理、自動車の

入退場管理など幅広い分野で利用でき、設置対象や設置対象の面が金属物体など

の導体であっても設置することが可能である。

」００64 図5，図6を用いて、簡易構造で安価な製造が可能なR タグを実現するための

一要素である Cチップ6の実装の詳細を説明する。図5，図6は、図6 を除き、電

気接続部 5へ Cチップ6を実装する前のR タグ8を示している。電気接続部 5は、

パッチ導体部 3及びスロット4を形成するときに同時に形成すると効率よいが、その形

状と寸法は、実装する Cチップ6の接続端子7の数と特性インピーダンスに合わせる

必要がある。例えば、インピーダンス整合をとるために、スロット4の形状の微調整に

加えて、接続端子7の足が2つの場合は、図5 (a) に示すよぅに、スロット4の対向部分

からそれぞれ延伸し、接続端子のインピーダンス整合がとれる幅の2本の電気接続

部 5を形成し、接続端子7の足が4つの場合は、図5 に示すよぅに、スロット4の対

向部分からそれぞれ延伸し、接続端子のインピーダンス整合がとれる幅の2木の電

気接続部 5を形成して、接続端子7の足のうち2つを接続し、残りの2つの足をダミー

パッド部2０に接続する。ダミーパッド部2０は、図5 )，図6 (a) に示すように、パッチ

導体部 3及び電気接続部 5とは電気的に接続されていない。また、図6 は、Cチ

ップ6を実装した場合の Cチップ6を透視した図で、図6 )から、ダミーパッド部2０

は、電気的にだけはなく電波的にも独立した単なるダミーのパッド部で、接続端子7

の残り2つの足を載置するためのパッド部であることが分かる。形成方法は、電気接

続部 5を形成するときに同時に行なぅことが効率的で、前述のよぅに、一般的なプリン

ト基板の加工方法を用いることができ、Cチップ6の仕様の変更に柔軟に対応できる

ので、簡易構造のR タグを安価で製造できる。なお、ダミーパッド部2０の数は、

二つに限定されたものではないし、Cチップ6の接続端子7の数により設けない場合

もある。

００65」 実施の形態2・

この発明の実施の形態 2について図7～図 ０を用いて説明する。図7は、実施の形

態 2によるR タグの構成図、図8は、実施の形態2によるR タグの構成図、図9



は、実施の形熊 2によるR タグのスロット拡大図、図9 (a) は、Cチップ実装前、図

9 は、Cチップ実装後、図 ０は、実施形熊 2によるR タグの構成図であり、図

7～図 ０において、2 は、パッチ導体部 3の端部に切り欠き状に設けられた電気長

調整部、22は、Cチップ6が配置された位置から相反方向に幅広になるよぅに形成し

たテ一パ状のスロット、23は、パッチ導体部 3の辺に対して角度を持たせて形成され

、パッチ導体部 3に縮退分離方式を用いて円偏波を放射させるスロットである。図中、

同一符号は、同一又は相当部分を示しそれらについての詳細な説明は省略する。

」００66 図7～図 ０を用いて実施の形態 2に係るR タグの構造及び動作を説明する。

なお、実施の形態2では、R タグの電気長調整方法・広帯域化・縮退分離による

円偏波送受信に関するもので、基本的な構成や発明の効果は、実施の形態 と同様

である。図7は、R タグの電気長調整方法に関するもので、図 のR タグとの

大きな違いは、図示されるよぅに、パッチ導体部 3の側部に切り欠きのよぅな形状の電

気長調整部2 が形成されたパッチ導体部 3である。電気長調整部2 は、スロット4と

は垂直となる位置に設けられているので、パッチ導体部 3の実効的な電気長が見か

けの長さよりも長くなり、R システムの使用周波数が固定でも、パッチ導体部 3の

大きさを小さくできるので、R タグ8全体の寸法が小さくできる。パッチ導体部 3の

長さ未満であれば、電気長調整部2 の長さは変更できるので、長さや切り込みの程

度を調整して設計することにより、R タグ8全体の寸法を名刺大にすることや設置

対象にあわせた寸法にすることも、ある程度の範囲内では可能である。なお、電気長

調整部2 の調整以外にも、実施の形態 と同様に、誘電体基板 の厚みや比誘電

率，パッチ導体部 3，スロット4の寸法などが大きく関係するので、これらの条件もあわ

せて調整して設計することにより、R タグ8の寸法及び所望の放射パターンや利

得を得ることができる。また、パッチ導体部 3の片側だけに設けてもよい。

００67」 図8，図9は、R タグの広帯域化に関するもので、スロット22は Cチップ6が配置

された位置から相反方向に幅が拡がっていくテ一パ状になっている。図 のスロット4

と比較すると、スロット4の対向部分が電機接続部 5を除き、相反方向ともに一定の幅

が形成されている。このよぅにスロット22がテ一パ状を成していることにより、 タ

グの使用周波数の広帯域化が実現でき、帯域はテ一パの拡がる寸法を調整すること



により選択が可能である。したがって、 システムの通信可能帯域を広帯域ィビで

きるため、インピーダンス整合が容易で製造誤差による歩留りの悪化を低減できるだ

けでなく、R タグ8が設置した周囲の環境により水滴や汚れが付着してインピーダ

ンス変化に強い耐環境性を有したR タグを得ることができる。なお、図g (a) (b) に

示すように Cチップの実装は、実施の形態 の図6 (a) (b)の説明と同様であるので、

説明は省略する。ダミーパッド部2０は、Cチップ6に設けられた接続端子7の足の数

により、必要がない場合もある。

」００68 図 ０は、R タグの縮退分離による円偏波送受信に関するもので、図 のR

タグとの大きな違いは、図 ０に示されるように、スロット23の位置がパッチ導体部 3に

対して、傾斜して設けられている。図 のスロット4と比較すると、スロット23は、Cチッ
。プ6を中心にしておよそ45 傾斜して形成される (傾斜させる方向は、送受信する電

波が、右旋性か左旋性かにより決定する)。このような位置に設けられているので、ス

ロット23はパッチ導体部 3の縮退分離素子 (摂動素子) として動作する。つまり、近似

的に、図 のR タグの放射パターンに同じ放射パターンの位相を几 2ずらして

重ねた放射パターンに近い放射パターンを持つ円偏波が送受信可能であるR タ

グが得られるので、R システムの無線通信に円偏波の電波が使用されても対応

が可能となる。なお、一般的に、縮退分離素子はパッチ導体部 3に対して、およそ45
。程度傾斜して形成させるが、給電点の影響で良好な放射パターンを得るためには

。
、傾斜角度をおよそ45 ではなく、微調整を行なう必要がある。しかし、本発明は、

給電点 ( Cチップ6) を電界が0となる位置に設けているので、比較的、微調整の幅が

狭くなり、調整が容易となる。さらに、実施の形熊 2におけるR タグの電気長調整

方法・広帯域ィ小縮退分離による円偏波送受信は、それぞれを組み合わせて実施す

ることが可能である。

」００69 実施の形態 3・

この発明の実施の形態 3について図 ，図 2を用いて説明する。図 は、実施の

形態 3によるR タグの構成図、図 (a) は、R タグのパッチ導体面、図 (b)

は、R タグの接地導体面 (接着層無し) 、図 (c) は、R タグの接地導体面 (

接着層有り) 、図 2は、実施の形態 3によるR システムの構成図であり、図 ，図



2において、24は、接着層、25は、設置面である。図中、同一符号は、同一又は相

当部分を示しそれらについての詳細な説明は省略する。図 のR タグ8は、接

地導体部2の表面に接着層 24を設けたもので、接着層 24は、接着剤，両面テープ

などを用いればよく、接着が可能であれば塗布の仕方は自由である。図 2に示す設

置面25は、金属や非金属に関わらず物流管理、倉庫管理、機材管理、自動車の入

退場管理などの用途に応じた物品などの表面である。設置面25に接着層24を貼り

付けられたR タグ8は、R リーダライタ9と無線通信を行なうことが可能である

のは、パッチ導体部 3が、誘電体基板 よりも面積が小さいので、接地導体やR タ

グ8の設置位置が導体上であった場合の影響によるR タグ8の特性インピーダン

スの変化が、前述のようなR タグ8の構造をとるので少ないからである。したがって

、設置面25が金属や非金属でも設置可能なR タグの設置方法を得ることができ

る。なお、通信距離は、R タグ8の寸法等により変化する。

実施の形態4・

この発明の実施の形熊4について、以下に説明する。図 3は、この実施の形熊4に

係るR タグの構成図である。図 3 (a ) は、R タグの平面図、図 3 は、図

3 (a )で 線により切断したときの断面図、図 3 c は、図 b の分解断面図

である。これらの図 3において、 ０ は、例えばオレフィン系熱可塑性エラストマ一

により構成している誘電体基板である。 ０2は、誘電体基板 ０ の一主面 (表面)ｱ
に設けられるフィルム基材である。このフィルム基材 ０2は、フィルムボリエチレンテレ

フタラート、ポリイミド、ポリエチレンナフタレート、ポリ塩ィヒビニルなどを使用することが

できる。また、フィルム基材 ０2は、その他の柔軟性のあるものでも、そうでない基板

といえるものでもよく、また、透明でも有色半透明性のものであってもよい。なお、図

3 (a ) では、フィルム基材 ０2が透明性の場合において、フィルム基材 ０2を通して

見える状態を示している。ここでは、フィルム基材 ０2と誘電体基板 ０ とは平面に

おいて同一寸法としている。 ０3は、フィルム基材 ０2上に設けられた導体パターン

である。導体パターン ０3は、図 (a ) に示すように、フィルム基材 ０2の縦及び横

の端部から距離dだけ隔ててその内側に形成している。この場合、導体パターン ０3

は、誘電体基板 ０ の縦及び横の端部から距離dだけ隔てて形成しているともいえる



。一方、フィルム基材 ０2を誘電体基板 ０ の縦及び横の端部から距離dだけ隔て

て、誘電体基板の一主面上に配置することもできる。この場合、導体パターン ０3は

フィルム基材 ０2上の全面に設けることもできる。導体パターン ０3の中央部には、

図 (a ) に示すように、細長形状のスロット ０4を形成している。このスロット ０4は、

導体パターン ０3をエッチング処理により形成することができる。そして、このスロット

０4の長さ及び幅は使用周波数によって決定することができる。 ０5は、誘電体基板

０ の一主面に形成した穴部である。 ０6は、Cチップで、後述するようなメモリ等か

ら構成している。この Cチップ ０6は、スロット ０4を介して導体パターン ０3に電気

的に接続している。

００7 ここで、Cチップ ０6と導体パターン ０3との接続構成について説明する。 ０7は

、図 (a ) 及び (b) に示すように、スロット ０4の両側における導体パターン ０3から

スロット ０4の内部に延びる突起状の電気接続部で、それぞれスロット ０4の両側に

おける導体パターン ０3に連続的に繋がって電気的に接続している。これらの電気

接続部 ０7は、エッチングにより導体パターン ０3の形成と同時に形成すればよい。

Cチッ ０6の端子 (図示せず)は、それらの電気接続部 ０7に接続することとなる。

Cチップ ０6のサイズがスロット ０4の幅と同程度又はこれより小さい場合には、スロ

ット ０4の幅内に入ることになるが、このときに、Cチップ ０6の端子 (図示せず) は電

気接続部 ０7と接続する。ところが、Cチップ ０6のサイズがスロット ０4の幅よりも

大きい場合には、Cチップの端子 (図示せず) はスロットを介する導体パターン ０3

のスロット ０4に近い部分に電気的に接続すればよい。したがって、この場合には、

前記したような電気接続部 ０7を設ける必要はないことになる。

００7 」2 また、図 (a ) においては、Cチップ ０6は、スロット ０4の長さ方向において中央

部に配置しているが、その中央部ではなくスロット ０4の長さ方向の端部に配置して

もよい。前記誘電体基板 ０ の人部 ０5は、Cチップ ０6を挿入するために形成し

たので、その深さやその幅は Cチップの大きさに対応したものとなる。そして、その穴

部 ０5を形成する位置については、スロット ０4のどの位置に Cチップ ０6を配置す

るかに応じて決定されるのは当然である。いずれにしても、スロット ０4の形状と寸法

は、実装する Cチップ ０6の電気接続部 ０7の数と特性インピーダンスに合わせる



必要がある。例えば、インピーダンス整合をとるために、スロット ０4の形状の微調整

に加えて、Cチップ ０6の接続端子の足が2つの場合には、インピーダンス整合がと

れる幅の2木の電気接続部 ０7を形成すればよい。次に、 ０8は、誘電体基板 ０

の他主面 (裏面) に設けた接地導体パターンである。 ０9は、誘電体基板 ０ とフィ

ルム基材 ０2とを接着する接着シートである。接着シート ０9は、図 3 (c) に示すよう

に、誘電体基板 ０上であって、穴部 ０5以外の部分に対応する部分に設け、誘電

体基板 ０ とフィルム基材 ０2とを接着、固定することができる。また、誘電体基板

０ とフィルム基材 ０2とを固定するためには、接着シート ０9でなくても、接着剤を

用いることもできる。

図 4 (a ) は、 タグとR リーダライタとの間で送受信を行なう様子を模式的

に示した概念図である。図 4 (b) は、R タグの構成図であり、特に、Cチップ ０6

の内部構成を機能的に示したブロッ夕構成図である。図 4 (a ) (b) において、 ０は

、図 3に示した構成のR タグである。 は、R タグ ０に設けられたアンテ

ナ部で、図 3においてスロット ０4を形成した導体パターン ０3に相当するものであ

る。R タグ ０のアンテナ部 は、前述した図 (a )及び (b) に示すように、誘

電体基板 ０ の一主面 (表面) にスロット ０4を有する導体パターン ０3を設け、誘

電体基板 ０ の他主面 (裏面) に接地導体パターン ０8を設けているので、R タ

グ ０はパッチアンテナとして機能するものである。すなわち、スロット ０4を有する

導体パターン ０3がアンテナパターン (放射部 ) として機能する。そして、導体パター

ン ０3とスロット ０4とは、励振するようにR システムの使用周波数と Cチップ ０

6とのインピーダンス整合をとるように調整している。この調整は、誘電体基板 ０ の

厚みや比誘電事にも大きく関係するので、これらの条件もあわせて調整、設計するこ

とにより、所望の放射パターンや利得を得ることができる。また、スロット ０4は、導体

パターン ０3の放射パターンが良好となるように導体パターン ０3の中央部に形成し

ているのは前記のとおりである。このような条件をあわせて調整して設計することによ

り、R タグ ０における所望の放射パターンや利得が得られ、R タグ ０、す

なわち、誘電体基板 ０ を大型化することなく、例えば、 ～8 程度の通信距離を

得ることが可能となる。



００7 」4 また、 2は、R リーダライタ、 3は、R リータライタ 2に設けられたアン

テナ部で、R タグ ０のアンテナ部 と無線通信を行なうものである。 ０6は、

図 3において説明した Cチップであり、その具体的構成については、図 4 (b) に示

すような構成としている。 4は、R リーダライタ 2からの送信波をR タグ

0のアンテナ部 により受信し、後段のデイジタル回路 2 に出カするアナログ部

である。 5は、送信波を 変換する 変換部、 6は、アンテナ部 が

受信した送信波を整流回路で平滑化して電力を生成し、R タグ ０の各回路に

給電及び電源制御を行なう電源制御部である。 7は、R タグ ０に搭載され、

固体識別情報等のタグ情報が格納されたメモリ部である。 8は、送信波を復調する

復調部、 9は、復調部 8で復調された送信波によりメモリ部 7を含芭 Cチップ

０6内の回路を制御する制御部である。 2０は、制御部 9によりメモリ部 7から

弓 き出された情報を変調する変調部である。 2 は、復調部 5、制御部 6及び

変調部 7により構成されるヂイジタル部、 22は、変調部 2０から送信 れてきた

信号を 変換し、アナログ部 4に出カする 変換部である。

００7 」5 ここで、このようなR システムについて、その基本的な動作について説明する。

このようなR システムを利用する用途 (生体・物品の入退室管理や物流管理 ) に

合わせて、それらのタグ情報がR タグ ０のメモり部 7に格納 れており、R

リーダライタ 2は、自身の送受信エリア内にR タグ ０が (入退室管理や物

流管理の対象である生体・物品に貼り付けられて)存在又は移動しているときにタグ

情報の更新・書き込み、又は読み出しを行なうことができる。R リータライタ 2は

、更新・書き込み、又は読み出し等をR タグ ０に命令するコマンド信号を送信

波としてR リーダライタ 2のアンテナ部 3からR タグ ０のアンテナ部

へ送信する。R タグ ０のアンテナ部 が送信波を受信し、送信波は電源制

御部 6により検波・蓄電 (平滑ィ幻 され、R タグ ０の動作電源を生成し、R

タグ ０の各回路に動作電源を供給する。また、送信波は復調部 8によりコマン

ド信号が復調される。復調されたコマンド信号の命令内容から制御部 9がデータ

処理し、メモり部 7ヘタグ情報の更新・書き込みと読み出しとのいずれか一方、又

は両方の指示を行ない、この制御部 9の指示によりメモリ部 7が出力した読み出



し信号が変調部 2０により変調された返信波がアナログ部 4を経由してアンテナ

部 からR リーダライタ 2のアンテナ部 3に送信 れ、R リーダライタ

2が読み出し信号を受信して、所望の情報を得る。

００7 」6 さらに、実施の形態4に係るR タグを使用したR システムの動作について、

詳細に説明すると、R リーダライタ 2は、更新・書き込み、又は読み出し等をR

タグ ０に命令するコマンド信号を送信波としてR リーダライタ 2のアンテ

ナ部 3からR タグ ０のアンテナ部 へ送信する。R タグ ０を構成す

る誘電体基板 ０ の電波の放射部である導体パターン ０3が送信波を受信して、ス

ロット ０4の対向部分間に電位差が生じ、送信波が Cチップ ０6に供給され、上述

のよぅに、Cチップ ０6に供給された送信波は、電源制御部 6により検波・蓄電 (

平滑化 ) され、R タグ ０の動作電源を生成し、R タグ ０の各回路 ( Cチッ

０6 ) に動作電源を供給し、送信波からコマンド信号が復調され、復調されたコマ

ノド信号の命令内容からメモり部 7ヘタグ情報の更新・書き込みと読み出しとのい

ずれか一方、又は両方を行ない、メモり部 7が出力した読み出し信号が返信波とし

て Cチッ ０6に送信波が供給された経路と同じ経路を遡り、放射部である導体パ

ターン ０3からR リーダライタ 2に返信波が送信 れ、R リーダライタ 2

のアンテナ部 3が返信波を受信して、所望の情報を得るということになる。なお、R

システムが行なう無線通信のヂ一タの中身は、従来からものでもよいし、新規の

ものでもよく、誘電体基板 ０ の裏面に接地導体パターン ０8を形成しているので、

誘電体基板 ０ の裏面側を設置対象の面に向けることで、設置対象が導体や非導

体に関わらず設置が可能な簡易構造のR タグを安価で製造できるため、大量の

R タグを必要とする物流管理、倉庫管理、機材管理、自動車の入退場管理など

幅広い分野で利用でき、設置対象や設置対象の面が導電性物体などの導体であっ
ても設置することが可能である。

００77」 次に、図 (a) ～(e) で、実施の形態4に係るR タグの製造方法について、そ

の断面図を元に各製造工程を説明する。図 (a) においては、フィルム基材 ０2上

(フィルム基材 ０2の裏面側) に導体層 23を形成する導体層形成工程を示したもの

である。そして、図 b に示すよぅに、導体パターン ０3を形成すべき領域及びス



口ット ０4の内側に電気接続部 ０7を形成すべき領域をマスクし、エッチング等により

導体バターン ０3及び電気接続部 ０7を同時に形成する導体バターン形成工程を

示したものである。なお、フイルム基材 ０2に導体層形成工程を行なわずに、導体パ

ターンをフイルム基材 ０2に印刷してもよい。次に、図 c ) (d) に示すように、Cチ

、ソプ接続工程では、Cチップ ０6の接続端子 24を電気接続部 ０7に半田付けに

より電気的に接続する。この電気的な接続方法としては、リフローによる熱圧着が一

般的であるが、その他の方法により接続してもよい。一方、誘電体基板 ０ の他主面

(裏面側) には、図 5 e に示すように、接地導体パターン ０8を形成するとともに、

一主面 (表面側) には、Cチップを挿入する穴部 ０5を形成する。この穴部 ０5の形

成は、例えば、射出成型法により形成する。その後に、図 5 (e) に示すように、フイル

ム支持工程 (固着工程 )では、誘電体基板 ０ の一主面側において、穴部 ０5を除

いた接着シート ０9を貼り付ける。このように、接着シート ０9を貼り付けた誘電体基

板 ０ に対して、フイルム基材 ０2に導体パターン ０3及び Cチップ ０6を取り付け

たものを、穴部 ０5に Cチッ ０6を挿入するように重ね合わせ、接着シート ０9に

より誘電体基板 ０ に対してフイルム基材 ０2を支持する。こうして、R タグ ０

を構成する。

また、図 6～図 9で、実施の形態4に係るR タグの製造方法について、その

平面図を元に各製造工程を説明する。図 6は、フイルム基材の全面に導体層を形

成した平面図である。図 (a ) は、導体パターン ０3及びスロット ０4を形成した後

のフイルム基材 ０2の裏面図である。図 6に示すように、フイルム基材 ０2の裏面側

に全面的に導体層 23を形成したものにおいて、フイルム基材 ０2の端部から所定

例えばェッチング処理等により除去した導体パターン ０3の構成を示している。この

示している。フイルム基材 ０2が透明又は半透明の場合である。また、図 8 (a ) は、

フイルム基材 ０2上のスロット ０4の内側に Cチップ ０6を取り付けた状態の裏面図

である。図 8 (b) は、Cチップをフイルム基材 ０2に取り付けた状態をフイルム基材

０2の表側から見たときの状態図であり、電気接続部 ０7と Cチッ ０6が透明又は



半透明なフイルム基材 ０2を通して見えている。図 9は、誘電体基板 ０ の一主面

に Cチップ ０6を挿入するための穴部 ０5を形成した誘電体基板 ０ の平面図で

ある。なお、この穴部 ０5は、上述の射出成型法以外に、エッチングやミリング等によ

り形成してもよい。そして、前記したように、その後に、フイルム基材 ０2に取り付けた1

Cチッ ０6を誘電体基板 ０ の穴部 ０5に挿入するようにしてフイルム基材を誘電

体基板 ０ に支持することにより、R タグを完成させる。
。

００7 」9 以上のように、実施の形態4に係るR タグは、Cチッフ ０6が誘電体基板 ０

の一主面に形成した穴部 ０5に挿入するように構成したので、フイルム基材 ０2のた

わみや膨らみが生じにくくなり、そのためにR タグに衝撃等が加わった場合でも、
。

Cチッフ ０6の破損や Cチップ ０6と電気接続部 ０7との電気的な接触不良や接

続の破断等の発生率を大幅に低減させることができる。また、誘電体基板 ０ の穴

部の寸法をどのようにするかは、Cチップ ０6の容積に対して Cチップ ０6を穴部

０5に挿入する際の歩留を考慮して設定すればよい。なお、射出成形法を用いてい

ない誘電体基板 ０ に穴部 ０5の形成するときは、誘電体基板 ０ の一主面を切

削する方法により形成すればよい。

００8０」 図2０は、実施の形熊4に係るR タグの電界 (矢印で記入)を示した電界図であ

る。図2０には、Cチップ ０6周辺の部分拡大図も併せて示すとともに、その部分拡

大図において矢印で電界の様子を示している。図2０に示した矢印は、接地導体パタ

ーン ０8と導体パターン ０3との間の電界を示しており、このような電界が導体間で

形成されるため、スロット ０4の対向部分の間に電界が走り、電位差が生じる。誘電

体基板 ０ の厚さ方向における電界の強 が零の位置を Cチップの給電点としてい
る。図2０に示すように、誘電体基板 ０ の内部において、左右の電界が相互に打ち

消しあうため、スロット ０4の長手方向 (図2０では、奥行き方向) の軸に沿った位置で

は、電界の強さは零となる。したがって、この位置に Cチップ ０6の電気接続部 ０7

を配置すれば、給電損失を大幅に低減することができる。したがって、このように構成

すると、導体パターン ０3の放射パターンの対称性に悪影響を与えることも少なく、

通信可能な距離も大きく延ばすこともでき、また、構成が簡単であっても、性能が大

幅に向上したR タグが得られるとレづ効果を奏する。



」００8 1 図2 は、実施の形熊 こ係る タグ ０における特性インピーダンスの変化の

様子を示した特性図である。前記したところでは、フイルム基材 ０2の端部から所定

距離dだけ隔てて導体パターン ０3を形成する旨を記載したが、このことは、誘電体

基板 ０ の他主面の全面に接地導体パターン ０8を形成しているため、所定距離d

は、図2０に示すように、導体パターン ０3と接地導体パターン ０8との四隅における

寸法差であるとレづことができる。このようにすれば、所定距離dは、接地導体パター

ン ０8が誘電体基板 ０ の他主面の全面に形成していない場合であっても、同じく

導体パターン ０3と接地導体パターン ０8との四隅における寸法差として考えること

ができる。そこで、図2 において、横軸は所定距離又は前記した寸法差dをR タ

グの使用周波数の波長比を表したもので 」、縦軸R「臼 及びX 臼 はそれぞれ特性イ

ンピーダンスの実部及び虚部を表したものである。ただし、横軸の 几 は使用周波数の

波長である。図2 の特性図によれば、所定距離dが ・ 3 几 以上の場合には、R

タグ ０の特性インピーダンスがほぼ一定となっている。したがって、所定距離dを

0・ 3 几 以上とすることにより、R タグの設置対象が導体又は非導体の物体に関

わらず、また、空中に浮かしたような状態であっても、R タグの特性インピーダンス

がほぼ一定であるから、R の性能が劣化することがなく、R リーダライタ 2と

の無線通信を可能とすることができる。なお、誘電体基板 ０ の穴部 ０5の位置に

おける電界の強 が零の位置であるから、穴部 ０5がない場合におけるR タグの

特性インピーダンス変ィビとほぼ同様であるといえる。

」００82 実施の形態 5・

次に、この発明の実施の形態 5について、図22、図23を用いて説明する。図22は

、実施の形態 5に係るR タグの構成を示した平面図であり、図23は、図22に示し

たスロット付近を拡大した平面図である。図23 (a ) は Cチップが未実装の場合の、ま

た、図23 (b) は Cチップが実装済みの場合の平面図である。ここでは、実施の形態4

の場合には、接続端子 24が2つ、すなわち、足が2つの Cチップを用いた場合に

ついて説明したが、接続端子 24が4つの Cチップを実装する場合には、実施の形

態4において説明した2つの電気接続部 ０7のほかに、2つのダミーパッド 25をスロ

ット ０4に内側であって、接続端子の近傍に設けている。これらのダミーパッド 25の



形成方法は、電気接続部 ０7を形成すると同時に、形成する。また、図22，図23か

らフィルム基材 ０2を通して見えるダミーパッド 25は、導体パターン ０3及び電気

接続部 ０7とは電気的に接続されていない単なるダミーとしてのパッドである。このよ

ぅに、 に実装する Cチップ ０6の仕様の変更に柔軟に対応できるので、簡易

構造のR タグを安価で製造することができる。なお、ダミーパッド 25の数は、2つ

に限定されたものではない。

００83」 実施の形態6・

この発明の実施の形態 6について、図24～図3 を用いて射出成型による接地導

体パターン ０8が他主面 (裏面) に形成された誘電体基板 ０ の構造・製造方法を

説明する。なお、これらの図において、同一符号は、同一又は相当部分を示すものと

する。さて、図24は、射出成形金型の構成を説明するための構成図で、図24 (a ) は

射出成形金型の平面図、図24 (b) は射出成形金型の側面図である。図24 (a ) (b) に

おいて、 26は、R タグの誘電体基板を製造するための射出成形金型である。

28は、射出成形金型 26の上方金型、 29は、射出成形金型 26の下方金型であ

る。 27は、上方金型 28に設けられた樹脂を注入するための注入口である。図25

は、射出成形金型の断面図で、図25 (a ) は、図24 (a ) に示す 線で切断したと

きの断面図、図25 (b) は、図24 (a ) に示す 線で切断したときの断面図、図25

(c) は、図24 (b) に示すX 線で切断して上方金型を見たときの平面部、図25 (d

) は、図24 (b) に示すx x 線で切断して下方金型を見たときの平面図である。図2

5 (a )～(d) において、 3０は、上方金型 28の凹部に形成され、穴部 ０5の形状に

対応した突起部である。もちろん、上方金型 28と下方金型 29とを重ね合わせたと

きに、それぞれの凹部と突起部 3０とが作る空間が、図 5に示すR タグに必要

な誘電体基板 ０ とその一主面に形成された溝部 ０5との形状に一致する。 3 は

、下方金型 29に複数個設け、射出成形金型 26内における気体を真空ョ きするた

めの真空ョ き口である。真空引き口 3 は、図25 (d) に示すよぅに複数個設けてレ汚

００8 」4 図26は、下方金型に導体箔を載置したときの状態を示す断面図で、図26 (a ) は、

導体箔を下方金型に固定した状態を示す断面図、図26 (b) は、その導体箔を化成



処理した状熊を示す断面図である。下方金型 29の凹部の底面に接地導体パター

ン用の導体箔 3 2を載置している。そして、この導体箔 3 2は、真空引き口 3 と接

する面と反対側の面 (表面) に誘電体基板 ０ の樹脂と接着性を高めるためにィロ成

処理を施しており、表面に微細な凹凸を形成した化成処理層 3 3としている。図27

は、下方金型に上方金型を重ね合わせる前の状態を示す断面図で、図27 (a ) は下

方金型に導体箔 3 2を設けて図24 (a ) に示す 線で切断したときの断面図、

図27 (b) は下方金型に導体箔 32を設けて図24 a) に示す 線で切断したと

きの断面図である。下方金型 29の凹部 (底 ) のザイズに合わせた寸法の導体箔 3

2を載置して、射出成形により製造された完成後の誘電体基板 ０ の他主面 (裏面)

の接地導体パターン ０8の弛みやぅねりを防止するために、図26 (a ) に示すよぅに、

下方金型 29に複数設けられた真空引き口 3 に真空ポンプ又は吸ョ装置を接続

して、複数の真空引き口 3 からほぼ均等な力で真空引き(吸引)を行ない、下方金

型 29の凹部 (底 ) に導体箔 3 2を密着させて固定する。樹脂を注入して射出成形

金型 26の内部を樹脂で充たすために、射出成形金型 26に導体箔 3 2の下方金

型 29への密着用の真空ョ き口とは別の真空引き口や空気抜き穴を形成する。

００8 」5 ィ日成処理は、樹脂との接着性を高めるために導体箔 23の表面に微細な筋を形成

する、又は、導体箔 23の表面に層を形成するなど、一般的に射出成形基板で用い

られるものを使ぅ。また、ィロ成処理だけでは、接着度が低い場合は、誘電体基板 ０

とフィルム基材 ０2とを接着する接着シート ０9と同様の接着シートを化成処理層の

化成処理済み面に載置する。なお、ィロ成処理を行なわず、導体箔 3 2が真空引き口

と対向する面と反対側の面に接着シート ０9と同様の接着シートを載置するだけでも

、導体箔 3 2と樹脂との接着に十分な接着度が得られれば化成処理は行なぅ必要は

ない。なお、図26 (a ) に関連する手順と図26 (b) に関連する手順は、順序が入れ替

わってもよい(接地導体パターン形成工程の準備工程 )。

」００86 次に、導体箔 3 2の表面に化成処理が施された後に、図27に示すよぅに、射出成

形金型 26の内部 (注入口 27と真空ョき口 3 との開口を除く) の空間が所望の

誘電体基板 ０ となるよぅに、上方金型 28と下方金型 29とを密着させて重ね合わ

せて、上方金型 28と下方金型 29とを固定する。この際に、図示はしていないが、



上方金型 28と下方金型 29とには、それぞれガイドヒノとガイド穴とが設けられて

おり、ガイド穴にガイドピンを嵌合させて、上方金型 28と下方金型 29との位置決

めを行なってから、型締めして固定することが一般的である (射出成形金型の型締め

工程 )。

００87」 図28は、下方金型に上方金型を重ね合わせて熱可塑性の樹脂を注入して誘電体

基板を形成している状態を示した断面図で、図28 (a ) は、図24 (a ) に示す 線

で切断したときの断面図、図28 (b) は、図24 (a ) に示すB 線で切断したときの断

面図、 34は、樹脂 (熱可塑性樹脂 )である。射出成形金型 26の型締めが完了した

後に、図28において、下方金型 29の凹部の表面に接地導体パターン ０8となる化

成処理層 3 3を載置して下方金型 29に上方金型 28を重ね合わせた状態で、注

入口 27から溶融した熱可塑性の樹脂 34を上方金型 28及び下方金型 29との

間の空間部、つまり射出成形金型 26の内部へ注入し、上方金型 28の突起部 3

0に対応して誘電体基板 ０ の一主面に溝部 ０5を形成する。(誘電体基板形成工

程 )。また、樹脂 34の注入前に、ィ日成処理層 3 3を有した導体箔 3 2を下方金型

29の凹部に載置しているので、誘電体基板 ０ の形成と同時に誘電体基板 ０ の

他主面に接地導体パターン ０8が形成される (接地導体パターン形成工程 )。

００88」 図29は、射出成形された誘電体基板の取り出しを説明するための断面図で、図29

(a) は上方金型を下方金型から離した場合の図24 (a ) の 線で切断したときの

断面図、図29 (b) はその場合の図24 (b)の 線で切断したときの断面図、 3 5

は、注入口 27に残留した余剰樹脂である。樹脂 34が固ィビした後に射出成形金型

26の型締めを解除して、図29に示すよぅに、上方金型 28と下方金型 29とを分

工程 )。また、図29 (a ) のよぅに注入された樹脂 34が射出成形金型 26内部の容積

よりも多く注入された場合は、注入口 27に残留した樹脂 34が固化して誘電体基

板 ０ の一主面に注入口 27の内管形状の余剰樹脂 3 5が形成されるので、余剰

樹脂 3 5を誘電体基板 ０から切り離して、その断面を誘電体基板 ０ とフィルム基

材 ０2との接着の妨げにならない程度の表面粗さに研磨する (後処理工程 )。なお、

接地導体パターノ形成工程の準備工程で、導体箔 3 2 (化成処理層 33) を真空引



き ( 吸引) して、下方金型 2 9 に密着させるので、樹脂 3 4 の射出成形中に導体箔

3 2 ( ィ日成処理層 33) が伸長することがなく、樹脂 3 4 の固ィロ後に形成される誘電体

基板 ０ の接地導体パターン ０8 の細りや切れを防止できる効果がある。

００8 9
」 図3 ０(a) は、実施の形態 6 に係るR タグの製造方法により形成した誘電体基板

の図2 4 (a) に示す 線で切断したときの断面図、図3 ０( b ) は、図3 ０(b) は、同

じく誘電体基板の図2 4 (a) に示す B 線で切断したときの断面図である。図3 は

、実施の形態 6 に係るR タグの製造方法により形成した誘電体基板の斜視図で

ある。上述の接地導体パターン形成工程の準備工程から後処理工程までを経て、図

3 ０，図3 に示す誘電体基板 ０ が製造され、その誘電体基板 ０ に実施の形態 4

で説明した製造方法 ( 導体層形成工程 (省略可) ，導体パターン形成工程，C チップ

接続工程 ) で製造したフイルム基材 ０2 を接着する。接着する工程は、実施の形態 4

のフイルム支持工程，固着工程と同様である。また、樹脂 3 4 を低硬度 (例えば、J S

55)のオレフイン系熱可塑性ェラストマ一を用いて、誘電体基板 ０ を製造する

ことで、フレキシブル性を持った誘電体基板によるフレキシブルなR タグが製造

可能なので、ドラム缶などの曲面を持つ物体の曲面に沿って設置可能なR タグ

０を得ることができる。このR タグ ０が設置可能である曲面は、 C チップ ０6 と

導体パターン ０3 との電気的な接続が外れない程度である。なお、導体パターン ０

3 が曲っていても、電気長は変ィビしないなので、放射パターンは多少変形するが導

体パターン ０3 は、R タグ ０の電波放射部としての動作には支障がない。

００9 ０」 このよぅに、射出成形で誘電体基板 ０ を設計・製造することにより、プリント基板数

枚を貼り合せて多層ィビした誘電体基板に対し、樹脂 (熱可塑性樹脂 ) 3 4 を用いて

射出成形した誘電体基板の方が基板コスト( 製造コスト) が大幅に下げることができる

だけでなく、R タグに用いられる誘電体基板の誘電体 (材質 ) が、一般的なプリン

ト基板で使用されるボリテトラフルオロエチレン ( フッ素樹脂系 ) ，セラミック，ガラスェ
ポキシなどの誘電体では、任意の厚さの基板製作が難しく、R タグの設置位置に

よる要求寸法の変化には柔軟に対応できないことに対して、射出成形による誘電体

基板では、金型を変更するだけで容易に厚みや形状の変更が可能であるため、様

々なバリエーションのR タグを容易に製作可能である。また、樹脂 (熱可塑性樹



脂 )のなかでも誘電正接が低い特性をもつオレフィン系ポリマーの樹脂を タグ

の誘電体基板として使用することで、放射効率が向上し、高利得なR タグを製造

可能である。また、オレフィン系ポリマーの樹脂の比重は一般的なプリント基板の半

分程度であり、R タグの軽量化が可能になる。さらに、Cチップ ０6は、一般的な

プリント基板で使用されるポリテトラフルオロエチレン (フッ素樹脂系 ) ，セラミック，ガラ

スエポキシなどで構成される誘電体基板のように硬くて厚みのある材質に実装する場

合、実装する専用設備がなく、一つ一つ実装しなければならず時間がかかり、実装の

する際に必要となる溝部 ０5の形成も煩雑になることに対して、射出成形基板は、フ

ィルム基材 ０2に Cチッ ０6を実装する設備は市場に数多く出回っており、一度

に大量生産が可能であり、溝部 ０5の形成を含めて製造時間およびコストを大幅に

削減できる。

実施の形態7・

この発明の実施の形熊 7について、以下に説明する。図3 2は、この実施の形熊 7に

係るR タグの構成図である。図3 2 (a) は、R タグの平面図、図3 2 (b) は、図3

2 (a) で示すR タグのスロット周辺拡大図、図3 2 (c) は、図3 2 (a) で 線によ

り切断したときの断面図、図3 2 (d) は、図3 2 (c) の分解断面図である。これらの図3 2

において、2０ は、誘電体基板で、例えばプリント基板で使用される誘電体やオレフ

ィン系熱可塑性エラストマ一など熱可塑性樹脂から構成されている。2０2は、誘電体

基板 2０ ｱに設けられたR タグのアンテナ (パッチアンテナ)の放射部として機能

する導体パターンで、図3 2 (a) に示すように、誘電体基板 2０ の縦及び横の端部か

ら距離dだけ隔ててその内側に形成している。なお、この導体パターン2０2は、フィル

ム基材 (図示せず) に印刷したものを誘電体基板 2０ の一主面 (表面)ｱに接着シー

トや接着剤 (図示せず)などを用いて貼り付けたものでもよい。また、この場合には、フ

ィルム基材はフィルムボリエチレンテレフタラート、ボリイミド、ボリエチレンナフタレート

、ボリ塩化ビニルなどを使用することができる。また、フィルム基材を誘電体基板 2０

の縦及び横の端部から距離dだけ隔てて、誘電体基板の一主面上に配置することも

できる。この場合、導体パターン2０2はフィルム基材226 上の全面に設けることもでき

る。



００9 」2 導体パターン2０2の中央部には、図3 (a) (b) に示すように、スロット2０3を形成

している。スロット2０3により、導体パターン2０2から誘電体基板 2０ が露出してよい

し、誘電体基板 2０ の露出部分は、コーティングされていてもよい。スロット2０3は、R

タグの放射パターンが良好となるように導体パターン2０2の中央部に形成され、

長細状スロット2０3aと屈曲状スロット2０3bとからなる (スロット2０3は、導体パターン2

０2の中央部でなくとも動作するが通信距離等の性能が、導体パターン2０2の中央部

にスロット2０3を設けたものよりも劣化する場合がある)。屈曲状スロット2０3bは、長細

状スロット2０3aの端部2０3cにおいて連続し、長細状スロット2０3aに対して両面交方

向に屈曲させて延長している。ここで、図3 2 (b) に示した構成においては、長細状ス

ロット2０3aは、スロット2０3のうち縦方向に延びた点線を付した内側の部分を含むも

のである。また、長細状スロット2０3aの端部2０3cについては、点線により囲まれた部

分を指すものとする。そして、図3 2 (b) に示すように、点線を付した部分である端部2

０3cに連続して横方向に延長した部分を屈曲状スロット2０3bとしている。また、長細

状スロット2０3a及び屈曲状スロット2０3bの長さとその幅は使用周波数や実装する C

チップの特性インピーダンスによって決定することができる。2０4は、スロット2０3を通

して電波を送受信する Cチップであり、後述するメモりなどから構成され、2つの端子
。

2０5を備えている。 Cチッフ2０4は、長細状スロット2０3aを介して導体パターン2０2
。に電気的に接続している。すなわち、Cチッフ2０4は、長細状スロット2０3aの中央部

に配置する。長細状スロット2０3aの内部に導体パターン2０2の両側から延ばして互

いに離隔した電極部2０6を形成している。

００93」 ここで、Cチップ2０4と導体パターン2０2との接続構成について説明する。前述の

2０6は、図3 2 (c) 及び (d) に示すように、スロット2０3 (長細状スロット2０3a) の両側に

おける導体パターン2０2からスロット2０3の内部に延びる突起状の電極部で、それぞ

れスロット2０3の両側における導体パターン2０2に連続的に繋がって電気的に連続

している。 Cチッ 2０4の端子2０5は、それぞれ電極部2０6に半田付けなどにより接

続することとなる。 Cチッ 2０4のザイズがスロット2０3の幅と同程度又はこれより小さ

い場合には、スロット2０3の幅内に入ることになるが、Cチッ ０4のザイズがスロット

2０3の幅よりも大きい場合には、Cチップ2０4の端子2０5は、スロット2０3に近い部



分に跨るように電気的に接続すればよい。したがって、この場合には、電極部2０6を

設ける必、要はないことになる。なお、図3 2においては、Cチップ2０4は、長細状スロ

ット2０3aの中央部に配置しているが、長細状スロット2０3aであって、その中央部でな

い端部2０3cよりに配置してもよい。

」００94 なお、スロット2０3及び電極部2０6はエッチング・蒸着・ミリングなどにより導体パタ

ーン2０2を形成する際に同時に形成すればよい。また、フイルム基材に導体パター

ン2０2を印刷したものを誘電体基板 2０ に貼り付ける場合は、全面に導体層を設け

たフイルム基材をエッチングにより導体パターン2０2 (スロット2０3及び電極部2０6を

含芭) を形成しても、最初から導体パターン2０2 (スロット2０3及び電極部2０6を含芭

) をフイルム基材に印刷してものを用いてもよい。次に、2０7は、誘電体基板 2０ の他

主面 (裏面) に設けた接地導体層であり、導体パターン2０2と同様に、フイルム基材

に印刷したものを誘電体基板 2０ に接着シートや接着剤などにより貼り付けて製造し

てもよいし、誘電体基板 2０ に導体箔を蒸着させるなどの一般的なプリント基板の加

工方法を用いて製造してもよい。

００9 」5 次に、図3 3及び図34を用いて、実施の形熊 7に係る タグが、直線状のスロッ
トを有するR タグと等価な性能を有し、かつ直線状のスロットを有するR タグよ

を短くすることができることを説明する。図3 3は、直線状のスロットを有する タグ

構成図である。図3 3において、2０3dは、導体パターン2０2の中央部に形成された

直線状スロットで、図3 2 記載されているものと同一符号は、同一又は相当部分を

示すものとする。実施の形態7に係るR タグ (以下、R タグ (実施の形態7) と

称す と直線状スロットR タグとの違いは、誘電体基板 2０ の縦方向、つまり、長

直線状スロットR タグの方が長くなっていることと、R タグ (実施の形態 7)のス

ロット2０3は、長細状スロット2０3aと屈曲状スロット2０3bとで構成されていることに対

して、直線状スロットR タグのスロットは、直線状スロット2０3dのみで構成されてお
り、直線状スロット2０3dは、長細状スロ、ソト2０3aを延長したような形状になっている。



変更した場合の変動したそれぞれの特性インピーダンスの値をプロットしたスミスチヤ

ート(インピータンスチヤート)である。

」００96 図34のスミスチヤートから、直線状スロットR タグの直線状スロット2０3dの 、寸去

を変更させることにより、特性インピーダンスの調整ができ Cチッ 2０4と直線状スロ

ットR タグとの整合が取れることが分かると同時に本件発明であるR タグのス

ロット2０3 (長細状スロット2０3a、屈曲状スロット2０3b)を変更させることにより、特性

インピーダンスの変動をプロットした点を直線状スロットR タグと一致させることが

可能であることが分かり、それぞれ形状が異なるスロットを有しているR タグ (実施

の形態7) と直線状スロットR タグとの特性インピーダンスを一致させることができ

ることを示している。これほ、R タグ (実施の形態 7)のスロット2０3は、長細状スロ

ット2０3aと屈曲状スロット2０3bとからなり、屈曲状スロット2０3bは、長細状スロット2０

3aの端部2０3cにおいて連続し、長細状スロット2０3aに対して両面交方向に屈曲さ

せて延長していた構造なので、電気的に見てスロットの見かけの長さが、直線状スロ

ットR タグの直線状スロット2０3dと同じになるからである。したがって、R タグ (

実施の形態7)は、長細状スロット2０3aの延びている方向に誘電体基板 2０ の長さ

を短くすることができるので、誘電体基板 2０ の寸法を小さくすることができる。

００97」 さらに、長細状スロット2０3aの延びている方向と直交する方向に誘電体基板 2０

の長さを短くしたい場合は、図示していないが、長細状スロット2０3aの延びている方

向と直交する方向の導体パターン2０2の例部に切り欠きのような形状の電気長調整

部を形成すればよい。電気長調整部とは、長細状スロット2０3aの延びる方向とは垂

直になる位置に設けられているので、導体パターン2０2の実効的な電気長が見かけ

の長さよりも長くなり、R システムの使用周波数が固定でも、導体パターン2０2の

大きさを小さくできるので、R タグの寸法が小さくできる。また、導体パターン2０2

の長さの範囲であれば電気長調整部の長さは変更できる。電気長調整部は、導体パ

ターン2０2の片側だけに設けても誘電体基板 2０ の長さを短縮する効果が得られる

。なお、これらのスロット形状の変更や電気長調整部による特性インピーダンスの調

整は、誘電体基板2０ R タグ) の小型ィトだけでなく、Cチッ 2０4を異なる特，佳

インピーダンスに変更した場合でも誘電体基板 2０ の誘電率や基板厚などのスペッ



クを変更せずにR タグを構成することが可能であることも示している。

」００98 図3 5 (a ) は、R タグとR リータライタとの間で送受信を行なう様子を模式的

に示したR システム基本構成図である。図3 5 (b) は、R タグの構成図であり、

特に、Cチップ2０4の内部構成を機能的に示したブロッ夕構成図である。図3 5 (a ) (

b) において、2０8は、図3 2に示した構成のR タグである。2０9は、R タグ2０

8に設けられたアンテナ部であり、このアンテナ部2０9は、図3 2において示した長細

状スロット2０3aを形成した導体パターン2０2に相当するものである。R タグ2０8

のアンテナ部2０9は、図3 2及び図3 3に示すように、誘電体基板 2０ の一主面 (表面

) にスロット2０3を有する導体パターン2０2を設け、誘電体基板 2０ の他主面 (裏面)

に接地導体層2０7を設けているので、R タグ2０8はパッチアンテナとして機能す

るものである。すなわち、スロット2０3を有する導体パターン2０2がアンテナパターン (

放射部 ) として機能する。導体パターン2０2とスロット2０3とは、励振するようにR

システムの使用周波数と Cチップ2０4とのインピーダンス整合をとるように調整してい

る。この調整は、誘電体基板 2０ の厚みや比誘電率にも大きく関係するので、これら

の条件もあわせて調整、設計することにより、所望の放射パターンや利得を得ること

ができる。また、スロット2０3は、導体パターン2０2の放射パターンが良好となるように

導体パターン2０2の中央部に形成しているのは前記のとおりである。このような条件

をあわせて調整して設計することにより、R タグ2０8における所望の放射パターン

や利得が得られ、R タグ2０8、すなわち、誘電体基板 2０ を大型化することなく、

例えば、 ～8 程度の通信距離を得ることが可能となる。

」００99 また、2 ０は、R リーダライタ、2 は、R リータライタ2 ０に設けられたアン

テナ部で、R タグ2０8のアンテナ部2０9と無線通信を行なうものである。2０4は、

図3 2において説明した Cチップであり、その具体的構成については、図3 5 (b) に示

すような構成としている。2 2は、R リーダライタ2 ０からの送信波をR タグ2０

8のアンテナ部2０9により受信し、後段のディジタル回路22 に出力するアナログ部

である。2 3は、送信波を 変換する 変換部、2 6は、アンテナ部2０9が

受信した送信波を整流回路で平滑化して電力を生成し、R タグ2０8の各回路に

給電及び電源制御を行なう電源制御部である。2 5は、R タグ2０8に搭載され、



固体識別情報などのタグ情報が格納 れたメモり部である。2 6は、送信波を復調す

る復調部、2 7は、復調部2 6で復調された送信波によりメモり部2 5を含む Cチッ

０4内の回路を制御する制御部である。2 8は、制御部2 7によりメモり部2 5か

ら引き出された情報を変調する変調部である。2 9は、復調部2 5、制御部2 6及

び変調部2 7により構成されるデイジタル部、22０は、変調部2 8から送信されてき

た信号を 変換し、アナログ部2 2に出カする 変換部である。

０ ００ ここで、このよぅな システムについて、その基本的な動作について説明する。

このよぅなR システムを利用する用途 (生体・物品の入退室管理や物流管理 ) に

合わせて、それらのタグ情報がR タグ2０8のメモリ部2 5に格納されており、R

リーダライタ2 ０は、自身の送受信エリア内にR タグ2０8が (入退室管理や物

流管理の対象である生体・物品に貼り付けられて)存在又は移動しているときにタグ

情報の更新・書き込み、又は読み出しを行なぅことができる。R リーダライタ2 ０は

、更新・書き込み、又は読み出しなどをR タグ2０8に命令するコマンド信号を送

信波としてR リータライタ2 ０のアンテナ部2 からR タグ2０8のアンテナ部

2０9へ送信する。R タグ2０8のアンテナ部2０9が送信波を受信し、送信波は電

源制御部2 4により検波・蓄電 (平滑ィ剖 れ、R タグ2０8の動作電源を生成し、

R タグ2０8の各回路に動作電源を供給する。また、送信波は復調部2 6によりコ

マンド信号が復調される。復調されたコマンド信号の命令内容から制御部2 7がヂ

一タ処理し、メモり部2 5ヘタグ情報の更新・書き込みと読み出しとのいずれか一方、

又は両方の指示を行ない、この制御部2 7の指示によりメモり部2 5が出力した読み

出し信号が変調部2 8により変調された返信波がアナログ部2 2を経由してアンテ

ナ部2０9からR リーダライタ2 ０のアンテナ部2 に送信され、R リーダライ

タ2 ０が読み出し信号を受信して、所望の情報を得る。

０1０ 続いて、R タグ (実施の形態 7)や直線状スロットR タグの動作原理と特性を

図36及び図3 7とを用いて説明する。なお、図36及び図3 7は、説明の単純化を優先

して、R タグ (実施の形態 7)ではなく、R タグ (実施の形態 7) と等価である直

線状スロットR タグの構造やデータを図面に反映させているが、R タグ (実施

の形態 )でも同様の特性が得られる。図36は、導体パターン2０2と接地導体層2０7



との間の電界を示しており、このような電界が導体間で形成されるので、スロット2０3

の対向部分の間に電界が走り、電位差が生じる。したがって、誘電体基板 2０ の厚

み方向の電界が0の位置を Cチッ ０4の給電点 (端子2０5) とすることができ、給

電損失を大幅に低減できる上に、導体パターン2０2の放射パターンの対称性に与え

る悪影響が少なく、通信可能距離が向上した タグが得られる。次に、図3 7は、

導体パターン2０2と接地導体層2０7との四隅の寸法差d の変化によるR タグの

特性インピーダンスの変化を示しており、横軸のd は、寸法差d をR タグの使用

周波数の波長比で表したもの、縦軸のR「臼 とX「臼 とは、それぞれ特性インピーダ

ンスの実部と虚部とを指している。ここで、導体パターン2０2と接地導体層 2０7との寸

法差とは、図3 3及び図3 6に示す導体パターン2０2の端部から誘電体基板 2０ (図3

3及び図36は、誘電体基板 2０ の面積と接地導体層2０7とは面積が等しい) の端部

までの長さd を指している。したがって、d が ・ 几 以上の場合に、R タグのイン

ビーダンスがほぼ一定となることが図3 7から分かるので、d を ・ 几 以上とすること

により、R タグの設置対象が導体や非導体に関わらず、また、空中に浮かした場

合であっても性能が劣化することがなく、より安定した長距離のR リーダライタとの

無線通信が可能になる。もちろん、R タグ (実施の形熊 7)の導体パターン2０2と

接地導体層 2０7との四隅の寸法差 (図32) においても同じ傾向の特性がある。

実施の形態 (変形例) ・

図38～図43を用いて、この発明の実施の形熊 (変形例) について、以下に説明

する。図38は、実施の形熊 7に係るR タグの構成図 ( Cチップ実装前) 、図3 9 (

図3 9 (a ) ) は、実施の形態 (変形例) に係るR タグの構成図 ( Cチップ実装前)

であり、図3 9 (b) は、図3 9 (a ) に示したスロット付近を拡大した平面図である。他の図

と同一符号は、同一又は相当部分を示すものとする。実施の形態7では、端子2０5

が2つの Cチップ2０4を用いたR タグについて説明したが、端子2０5が4つの C

チップを実装する場合には、実施の形態 7において説明した電極部2０6のほかに、

スロット2０3に内側であって、電極部2０6の近傍に2つのダミーパッド22 を設けて電

極部2０6に接続されない残りの二つの端子2０5とダミーパッド22 とを接続すればよ

い。この場合、端子2０5とダミーパッド22 とは電気的な接続を行なわなくても、単に



、ダミーパッド22 を端子2０5の足場として使用してもよい。また、ダミーパッド22 の

形成方法は、電極部2０6を形成すると同時に形成すれば効率がよい。ダミーパッド2

2 は、導体パターン2０3及び電極部2０6とは電気的に接続されていない単なるダミ

ーとしてのパッドである。このように、ダミーパッド22 を設けることにより、 に実

装する Cチップ2０4の変更に柔軟にも対応できるので、簡易構造のR タグを安

価で製造することができる。なお、ダミーパッド22 の数は、2つに限定されるものでな

く、Cチッ 2０4の端子2０5の数に応じて設ければよい。スロット2０3の形状と寸法

は、実装する Cチッ 2０4の端子2０5の数と特性インピーダンスに合わせる必要が

ある。インピーダンス整合をとるために、スロット2０3の形状の微調整に加えて、Cチ

ップ2０4の接続端子の足が2つの場合には、インピーダンス整合がとれる幅の2本の

端子2０5を形成すればよい。

０1０3」 次に、図4０～2は、それぞれ実施の形態 (変形例) に係るR タグの構成図 (

スロット形状変更 ) 、各図面の (a) (b)は、それぞれR タグの全体図、R タグ

のスロット周辺拡大図であり、図4０～図43において、222～225 は、導体パターン2

０2の中央部に形成されたスロットであり、他の図と同一符号は、同一又は相当部分を

示すものとする。実施の形態7では、長細状スロット2０3aの端部2０3cにおいて屈曲

状スロット2０3bが連続し、長細状スロット2０3aに対して両面交方向に屈曲させて延

長した 字状のスロット2０3に関して説明したが、このスロット2０3と形状が異なるが、

図3 3に示す直線状スロットR と等価であるが、直線状のスロットを有するR タ

長さを短い実施の形態7 (変形例)の タグを説明する。なお、Cチッ ０4の端

子2０5と導体パターン2０2 (電極部2０6) との接続などは、上述の変形例や実施の形

態 7と同じである。

」０1０4 図4０に示すR タグは、導体パターン2０2の中央部にスロット222 を形成してい

る。このスロット222 は、長細状スロット2０3aと屈曲状スロット2０3bとからなる。屈曲状

スロット2０3bは、長細状スロット2０3aの片方の端部2０3cにおいて連続し、長細状ス

ロット2０3aに対して両直交方向に屈曲させて延長した 字状を成している。ここで、

図4０(b) に示した構成においては、長細状スロット2０3aは、スロット2０3のうち縦方



向に延びた点線を付した内側の部分を含むものである。また、長細状スロット2０3aの

端部2０3cについては、点線により囲まれた部分を指すものとする。そして、図4０(b)

に示すように、点線を付した部分である端部2０3cに連続して横方向に延長した部分

を屈曲状スロット2０3bとしている。また、長細状スロット2０3a及び屈曲状スロット2０3

bの長さとその幅は使用周波数や実装する Cチップの特性インピーダンスによって決

定することができる。これらのことは、図4 (b)～図43 (b) にも共通的にいえることで

ある。

０1０5」 図4 に示すR タグは、導体パターン2０2の中央部にスロット223 を形成してい

る。このスロット223 は、長細状スロット2０3aと屈曲状スロット2０3bとからなる。屈曲状

スロット2０3bは、長細状スロット2０3aの片方の端部2０3cにおいて連続し、長細状ス

ロット2０3aに対して直交方向に片方を屈曲させて延長した 宇状を成している。図4

2に示すR タグは、導体パターン2０2の中央部にスロット224 を形成している。こ

のスロット222 は、長細状スロット2０3aと屈曲状スロット2０3bとからなる。屈曲状スロッ
ト2０3bは、長細状スロット2０3aの端部2０3cにおいて連続し、長細状スロット2０3aに

対して直交方向に片方を異なる方向に屈曲させて延長した Cチッ ０4を中心とし

た点対称の 字状を成している。図43に示すR タグは、導体パターン2０2の中

央部にスロット224 を形成している。このスロット222 は、長細状スロット2０3aと屈曲状

スロット2０3bとからなる。屈曲状スロット2０3bは、長細状スロット2０3aの端部2０3cに

おいて連続し、長細状スロット2０3aに対して直交方向に片方を同じ方向に屈曲させ

て延長したコ字状を成している。以上、図4０～図43に示されるR タグは、スロット

の形状を除き、動作原理や特性は実施の形態7と同様であるので、スロット222～22

5は、導体パターン2０2の中央部でなくとも動作するが通信距離等の性能が、導体パ

ターン2０2の中央部にスロット222～225 を設けたものよりも劣化する場合があること

も、実施の形態7と同様である。

」０1０6 以上のように、実施の形態7に係るR タグは、誘電体基板 2０ の厚み方向の電

界が0の位置に Cチップが配置されることになり、リーダライタとの間で無線通信を行

なうとき、導体パターン2０2の放射パターンの対称性に与える悪影響が少なく、さらに

Cチッ 2０4が給電点に接続されることにもなるので、給電損失を大幅に低減でき



、通信可能距離が向上したR タグを得ることができ、長細状スロット2０3aと屈曲

状スロット2０3bで構成されるスロット2０3 22～225 を設けたことにより、設置場所

の寸法からR タグに求められる誘電体基板 2０ の幅が限られている場合でも配

置できる可能性が増すR タグを得ることができる。

実施の形態8・

この発明の実施の形態8について、実施の形態 7及び実施の形態 (変形例) と同

一符号は、同一又は相当部分を省略して、以下に説明する。図44は、この実施の形

態8に係るR タグの構成図である。図44 (a ) は、R タグの平面図、図3 2 (b) は

、図3 2 (a ) で 線により切断したときの断面図、図3 2 (c) は、図3 2 (b)の分解断

面図である。これらの図44において、226 は、誘電体基板 2０ の一主面 (表面)ｱに

設けられ、誘電体基板 2０ の一主面 (表面)ｱに接着シート(接着シートに関しては

後段のR タグの製造方法において詳説する)や接着剤などを用いて貼り付けら

れたフィルム基材である。このフィルム基材226 は、実施の形熊 7で述べたものと同様

でフィルムボリエチレンテレフタラート、ポリイミド、ポリエチレンナフタレート、ポリ塩ィヒ

ビニルなどを使用することができる。また、フィルム基材226 は、その他の柔軟性のあ

るものでも、そうでない基板といえるものでもよく、また、透明でも有色半透明性のもの

であってもよい。なお、図44 (a )では、フィルム基材226 が透明性の場合において、

フィルム基材226 を通して見える状熊を示している。図44では、フィルム基材226 と

誘電体基板 2０ とは平面において同一寸法としている。227 は、フィルム基材226 に

エッチング又は印刷により形成され、R タグのアンテナ (パッチアンテナ)の放射

部として機能する導体パターンで、図44 (a ) に示すように、誘電体基板 2０ の縦及び

横の端部から距離dだけ隔ててその内側に形成している。もちろん、フィルム基材22

6を誘電体基板 2０ の縦及び横の端部から距離dだけ隔てて、誘電体基板の一主面

上に配置し、導体パターン2０2はフィルム基材226 上の全面に設けることもできる。2

28は、誘電体基板 2０ の表面に形成した溝部であり、Cチッ ０4を嵌挿するため

に形成したので、その深さやその幅は Cチッ ０4の大きさに対応したものとなる。

そして、その溝部228 を形成する位置については、スロット2０3のどの位置に Cチッ

０4を配置するかに応じて決定されるのは当然である。他の図と同一符号は、同



一又は相当部分を示すものとする。

」０1０8 スロット2０3及び電極部2０6は、ェッチング・蒸着などにより導体パターン227 を形

成する際に同時に形成すればよく、フィルム基材226 の全面に導体層を設けたフィ

ルム基材をェッチングすることにより導体パターン2０2 (スロット2０3及び電極部2０6

を含む)を形成しても、最初から導体パターン2０2 (スロット2０3及び電極部2０6を含

芭) をフィルム基材に印刷してものを用いてもよい。また、本実施の形態でも、実施の

形態7 (変形例) と同様に Cチップ2０4の端子2０5の数が2つよりも多い場合は、電

極部2０6のほかに、2つのダミーパッド22 をスロット2０3に内側であって、電極部2０

6の近傍に設けることが可能で、さらに、本実施の形態 (図44) では、スロットの形状が

図3 2と同じものを使っているが、実施の形態 (変形例)で説明した形状のスロット22

2～225 (図4０～図43) でもよレ亡と帥づまでもない。

」０1０9 ここで、実施の形態8に係るR タグの製造方法について、以下に説明する。図4

5は、この実施の形熊8に係るR タグの製造工程図である。図45において、229

は、フィルム基材の裏面に設けられた導体層、23０は、誘電体基板 2０ とフィルム基

材226 とを接着する接着シートである。接着シート23０は、図45 (e ) に示すよぅに、誘

電体基板 2０ であって、溝部228 以外の部分に対応する部分に設け、誘電体基

板 2０ とフィルム基材226 とを接着、固定することができる。つまり、接着シート23０は

、導体パターン2０2を誘電体基板の表面に固定した固定手段であり、誘電体基板 2０

とフィルム基材226 とを固定するためには、接着シート23０でなくても、接着剤を用

いることもできる。他の図と同一符号は、同一又は相当部分を示すものとする。

」０11０ 次に、実施の形熊8に係るR タグの製造方法について、以下に説明する。図45

(a) ～(e) は、R タグの製造方法について、その断面図を元に各製造工程を説明

する。図45 (a ) においては、フイルム基材226 上 (フィルム基材226 の裏面) に導体

層 229 を形成する導体層形成工程を示したものである。そして、図45 (b) に示すよぅ

に、導体層形成工程でフイルム基材226 の裏面側に全面的に導体層223 を形成し

たものにおいて、フィルム基材226 の端部から所定距離dだけ隔てた周囲部分と及び

スロット2０3の内側に電極部2０6を形成すべき領域をマスクし、ェッチング等により導

体パターン227 及び電極部2０6を同時に形成する導体パターン形成工程を示したも



のである。なお、導体層形成工程を行なわずに、フィルム基材226 に導体パターン2

27を印刷してもよい。

０ 」111 続いて、図45 (c) (d) に示すよぅに、Cチップ接続工程では、Cチッ ０4の端子

2０5を電極部2０6に半田付けにより電気的に接続する。この電気的な接続方法とし

ては、リフローによる熱圧着が一般的であるが、その他の方法により接続してもよい。

一方、誘電体基板 2０ の他主面 (裏面) には、図45 (e ) に示すよぅに、接地導体層 2

０7を形成するとともに、一主面 (表面) には、Cチップを嵌挿する溝部228 を形成す

る。この溝部228 の形成は、例えば、射出成型法により形成する。また、射出成型法

以外に、プリント基板に切削やミリング等により形成してもよい。その後に、図34 (e ) に

示すよぅに、フィルム支持工程 (固着工程 )では、誘電体基板 2０ の一主面側におい

て、溝部228 を除いた接着シート23０を貼り付ける。このよぅに、接着シート23０を貝的
付けた誘電体基板 2０ に対して、フィルム基材226 に導体パターン227 及び Cチッ

2０4を取り付けたものを、溝部228 に Cチップ2０4を嵌挿するように重ね合わせ、

接着シート23０により誘電体基板 2０ に対してフィルム基材226 を支持する。こうして

R タグを構成する。なお、図示はしていないがフィルム基材226 を誘電体基板 2

０ の縦及び横の端部から距離dだけ隔てて、誘電体基板の一主面上に配置すること

もできる。この場合、導体パターン2０2はフィルム基材226 上の全面に設けることもで

きる。

」０112 以上のよぅに、実施の形態8に係るR タグは、Cチッ ０4が誘電体基板 2０

の一主面に形成した溝部228 に嵌挿するように構成したので、フィルム基材226 のた

わみや膨らみが生じにくくなり、そのためにR タグに衝撃等が加わった場合でも、

Cチッ 2０4の破損や Cチップ2０4と電極部2０6との電気的な接触不良や接続の

破断等の発生率を大幅に低減させることができる。また、誘電体基板 2０ の溝部22

8の寸法をどのよぅにするかは、Cチップ2０4の容積に対して Cチップ2０4を溝部22

8に嵌挿する際の歩留を考慮して設定すればよい。なお、射出成型法を用いていな

い誘電体基板 2０ に溝部228 の形成方法するときは、誘電体基板 2０ の一主面を

切削する方法により形成すればよい。また、実施の形態7に係るR タグと同様に

実施の形態8に係るR タグは、誘電体基板 2０ の厚み方向の電界が0の位置に1



Cチップが配置されることになり、リーダライタとの間で無線通信を行なぅときの導体パ

ターン2０2の放射パターンの対称性に与える悪影響が少なく、さらに、Cチッ ０4

が給電点に接続されることにもなるので、給電損失を大幅に低減でき、通信可能距

離が向上したR タグを得ることができ、スロット2０3を長細状スロット2０3aと屈曲

状スロット2０3bにより構成することにより、設置場所の寸法からR タグに求められ

るの誘電体基板 2０ の幅が限られている場合でも配置できるR タグを得ることが

できる。

０113」 最後に、図46～図5 を用いて実施の形態8に係るR タグの製造方法 (誘電体

基板の射出成型) による接地導体層2０7が他主面 (裏面) に形成された誘電体基板

の構造・製造方法を説明する。なお、これらの図において、同一符号は、同一又は

相当部分を示すものとする。さて、図46は、射出成型金型の構成を説明するための

構成図で、図46 (a ) は射出成型金型の平面図、図46 (b) は射出成型金型の側面図

である。図46 (a ) (b) において、23 は、R タグの誘電体基板を製造するための

射出成型金型である。232 は、射出成型金型23 の上方金型、233 は、射出成型金

型23 の下方金型である。234 は、上方金型232 に設けられた樹脂を注入するため

の注入口である。図47は、射出成型金型の断面図で、図47 (a ) は、図46 (a ) に示す

線で切断したときの断面図、図47 (b) は、図46 (a ) に示す 線で切断し

たときの断面図、図47 (c) は、図46 (b) に示すX 線で切断して上方金型を見た

ときの平面部、図47 (d) は、図46 (b) に示すx x 線で切断して下方金型を見たと

きの平面図である。図47 (a )～(d) において、23０は、上方金型232 の凹部に形成さ

れ、溝部228 の形状に対応した突起部である。もちろん、上方金型232 と下方金型2

3 3とを重ね合わせたときに、それぞれの凹部と突起部235 とが作る空間が、R タ

グに必要な誘電体基板 2０ とその一主面に形成された溝部228 との形状に一致す

る。236 は、下方金型233 に複数個設け、射出成型金型23 内における気体を真空

引きするための真空引き口である。真空ョ き口236 は、図47 (d) に示すよぅに複数個

設けている。

０ 」114 図48は、下方金型に導体箔を載置したときの状態を示す断面図で、図48 (a ) は、

導体箔を下方金型に固定した状態を示す断面図、図48 (b) は、その導体箔を化成



処理した状熊を示す断面図である。下方金型233 の凹部の底面に接地導体パター

ン用の導体箔237 を載置している。そして、この導体箔237 は、真空引き口236 と接

する面と反対側の面 (表面) に誘電体基板 2０ の樹脂と接着性を高めるためにィロ成

処理を施しており、表面に微細な凹凸を形成した化成処理層 238 としている。図49

は、下方金型に上方金型を重ね合わせる前の状態を示す断面図で、図49 (a ) は下

方金型に導体箔237 を設けて図49 (a ) に示す 線で切断したときの断面図、

図49 (b) は下方金型に導体箔237 を設けて図49 a) に示す 線で切断したと

きの断面図である。下方金型233 の凹部 (底 ) のザイズに合わせた寸法の導体箔23

7を載置して、射出成型により製造された完成後の誘電体基板 2０ の他主面 (裏面)

の接地導体層2０7の弛みやぅねりを防止するために、図48 (a ) に示すよぅに、下方金

型233 に複数設けられた真空引き口236 に真空ポンプ又は吸ョ装置を接続して、複

数の真空引き口236 からほぼ均等な力で真空ョ き(吸引)を行ない、下方金型233

の凹部 (底 ) に導体箔237 を密着させて固定する。樹脂を注入して射出成型金型23

の内部を樹脂で充たすために、射出成型金型23 に導体箔237 の下方金型233

０ 」115 ィ日成処理は、樹脂との接着性を高めるために導体箔237 の表面に微細な筋を形成

する、又は、導体箔237 の表面に層を形成するなど、一般的に射出成型基板で用い

られるものを使ぅ。また、ィロ成処理だけでは、接着度が低い場合は、誘電体基板 2０

とフイルム基材226 とを接着する接着シート23０と同様の接着シートを化成処理層の

化成処理済み面に載置する。なお、ィロ成処理を行なわず、導体箔237 が真空引き口

と対向する面と反対側の面に接着シート23０と同様の接着シートを載置するだけでも

、導体箔237 と樹脂との接着に十分な接着度が得られれば化成処理は行なぅ必要は

ない。なお、図48 (a ) に関連する手順と図48 (b) に関連する手順は、順序が入れ替

わってもよい(接地導体パターン形成工程の準備工程 )。

」０116 次に、導体箔237 の表面に化成処理が施された後に、図49に示すよぅに、射出成

誘電体基板2０ となるよぅに、上方金型232 と下方金型233 とを密着させて重ね合わ

せて、上方金型232 と下方金型233 とを固定する。この際に、図示はしていないが、



上方金型232と下方金型233とには、それぞれガイドヒノとガイド穴とが設けられて

おり、ガイド穴にガイドピンを嵌合させて、上方金型232と下方金型233との位置決

めを行なってから、型締めして固定することが一般的である (射出成型金型の型締め

工程)。

０117」 図5０は、下方金型に上方金型を重ね合わせて熱可塑性の樹脂を注入して誘電体

基板を形成している状態を示した断面図で、図5０(a) は、図49(a) に示す 線

で切断したときの断面図、図5０(b) は、図49(a) に示すB 線で切断したときの断

面図、239は、樹脂 (熱可塑性樹脂 )である。射出成型金型23 の型締めが完了した

後に、図5０において、下方金型233の凹部の表面に接地導体層2０7となる化成処

理層238を載置して下方金型233に上方金型232を重ね合わせた状態で、注入口

234から溶融した熱可塑性の樹脂239を上方金型232及び下方金型233との間の

空間部、つまり射出成型金型23 の内部へ注入し、上方金型232の突起部235に

対応して誘電体基板 2０ の一主面に溝部228を形成する。(誘電体基板形成工程 )

。また、樹脂239の注入前に、ィ日成処理層238を有した導体箔237を下方金型233

の凹部に載置しているので、誘電体基板2０ の形成と同時に誘電体基板 2０ の他

主面に接地導体層2０7が形成される (接地導体パターン形成工程 )。

０118」 図5 は、射出成型された誘電体基板の取り出しを説明するための断面図で、図5

(a) は上方金型を下方金型から離した場合の図49(a)の 線で切断したときの

断面図、図5 (b) はその場合の図49(b)の 線で切断したときの断面図、24０

は、注入口234に残留した余剰樹脂である。樹脂239が固ィビした後に射出成型金型

23 の型締めを解除して、図5 に示すよぅに、上方金型232と下方金型233とを分

工程)。また、図5 (a)のよぅに注入された樹脂239が射出成型金型23 内部の容積

よりも多く注入された場合は、注入口234に残留した樹脂239が固化して誘電体基

板 2０ の一主面に注入口234の内管形状の余剰樹脂 24０が形成されるので、余剰

樹脂 24０を誘電体基板 2０から切り離して、その断面を誘電体基板 2０ とフィルム基

材226 との接着の妨げにならない程度の表面粗さに研磨する (後処理工程 )。なお、

接地導体パターノ形成工程の準備工程で、導体箔237 (化成処理層238) を真空引



き (吸引) して、下方金型 233 に密着させるので、樹脂 239 の射出成型中に導体箔 2

3 7 (ィ日成処理層 238) が伸長することがなく、樹脂 239 の固ィロ後に形成される誘電体

基板 2 ０ の接地導体層 2 ０7 の細りや切れを防止できる効果がある。

０119
」 図4 6～図5 に示した製造方法 (誘電体基板の射出成型 ) により誘電体基板 2 ０ が

製造され、その誘電体基板 2 ０ に図4 5 で説明した製造方法 (導体層形成工程 (省略

可) ，導体パターン形成工程，C チップ接続工程 ) で製造したフイルム基材 226 を接

着する。接着する工程は、実施の形態 7 のフイルム文持工程，固着工程と同様である

。また、樹脂 239 を低硬度 (例えば、J S のオレフイン系熱可塑性エラストマ一

を用いて、誘電体基板 2 ０ を製造することで、フレキシブル性を持った誘電体基板に

よるフレキシブルな タグが製造可能なので、ドラム缶などの曲面を持つ物体の

曲面に沿って設置可能なR タグ2 ０を得ることができる。このR タグ2 ０が設

置可能である曲面は、 C チッ 2０4 と導体パターン227 との電気的な接続が外れな

い程度である。なお、導体パターン227 が曲っていても、電気長は変ィビしないなので

、放射パターンは多少変形するが導体パターン227 は、R タグ2 ０の電波放射

部としての動作には支障がない。

０1 2 ０」 このように、射出成型で誘電体基板 2 ０ を設計・製造することにより、プリント基板数

枚を貼り合せて多層ィビした誘電体基板に対し、樹脂 (熱可塑性樹脂 ) 239 を用いて

射出成型した誘電体基板の方が基板コスト(製造コスト) が大幅に下げることができる

だけでなく、R タグに用いられる誘電体基板の誘電体 (材質 ) が、一般的なプリン

ト基板で使用されるポリテトラフルオロェチレン (フッ素樹脂系 ) ，セラミック，ガラスェ
ポキシなどの誘電体では、任意の厚さの基板製作が難しく、R タグの設置位置に

よる要求寸法の変化には柔軟に対応できないことに対して、射出成型による誘電体

基板では、金型を変更するだけで容易に厚みや形状の変更が可能であるため、様

々なバリエーションのR タグを容易に製作可能である。また、樹脂 (熱可塑性樹

脂 ) のなかでも誘電正接が低い特性をもつオレフイン系ポリマーの樹脂をR タグ

の誘電体基板として使用することで、放射効率が向上し、高利得なR タグを製造

可能である。また、オレフイン系ポリマーの樹脂の比重は一般的なプリント基板の半

分程度であり、R タグの軽量化が可能になる。さらに、 C チップ2 ０4 は、一般的な



プリント基板で使用されるポリテトラフルオロエチレン (フッ素樹脂系 ) ，セラミック，ガラ

ス工ポキシなどで構成される誘電体基板のよぅに硬くて厚みのある材質に実装する場

合、実装する専用設備がなく、一つ一つ実装しなければならず時間がかかり、実装の

する際に必要となる溝部228 の形成も煩雑になることに対して、射出成型装板は、フ

ィルム基材226 に Cチッ ０4を実装する設備は市場に数多く出回っており、一度

に大量生産が可能であり、溝部228 の形成を含めて製造時間およびコストを大幅に

削減できる。

産業上の利用可能性

以上のよぅに、この発明に係るR タグは、生体・物品の入退室管理や物流管理

などに利用されるものなどに適している。



請求の範囲

誘電体基板と、前記誘電体基板の一主面に設けられた接地導体部と、前記誘電体

基板の他の主面に設けられ、スロットを形成するパッチ導体部と、前記スロットの対向

部分から内部にそれぞれ延びている電気接続部と、前記スロットの内部に配置され、

前記電気接続部に接続された Cチップとを備えたR タグ。

」2 スロットは、パッチ導体部の中央部に形成され、形状が長細形状であることを特徴と

する請求項 記載のR タグ。

3」 スロットは、Cチップが配置されている位置から相反方向に幅広になるよぅに形成さ

れていることを特徴とする請求項 記載のR タグ。

4」 接地導体部は、誘電体基板の反対側に金属と接着可能な接着層が設けられてい

ることを特徴とする請求項 記載のR タグ。

」5 誘電体基板の一主面及び他の主面にそれぞれ接地導体部及びパッチ導体部を形

成する導体部形成工程と、前記パッチ導体部の内部にスロットを形成するスロット形

成工程と、前記スロットの形成と同時に、前記スロットの対向部分からその内部に延

びた電気接続部を形成する電気接続部形成工程と、前記スロットの内部に Cチップ

を配置し、前記 Cチップを前記電気接続部に接続する接続工程とを備えたR タ

グの製造方法。

」6 誘電体基板の一主面に設けられた接地導体部と、前記誘電体基板の他の主面に

設けられ、スロットを形成するパッチ導体部と、前記スロットの対向部分から内部にそ

れぞれ延びている電気接続部と、前記スロットの内部に配置され、前記電気接続部

に接続された Cチップとを備えたR タグであって、前記接地導体部に前記誘電

体基板と反対側に金属と接着可能な接着層を設けて、前記金属に前記R タグを

設置するR タグの設置方法。

7」 一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基板の他主面に設けられた接

地導体パターンと、前記誘電体基板の一主面に設けられたフィルム基材と、前記フィ

ルム基材上に設けられ、スロットを内部に構成する導体パターンと、前記スロットを介

して前記導体パターンと電気的に接続された状態で、前記誘電体基板の前記穴部

に挿入された Cチップとを備えたR タグ。



8」 一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基板の他主面に設けられた接

地導体パターンと、前記誘電体基板の一主面に設けられたフィルム基材と、前記フィ

ルム基材上に設けられ、前記フィルム基材の端部から所定距離だけ隔ててその内側

に設けられた導体パターンと、前記導体パターンの内部にスロットを構成して、前記

スロットを介して前記導体パターンと電気的に接続された状態で、前記誘電体基板の

前記穴部に挿入された Cチップとを備えたR タグ。

9 一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基板の他主面に設けられた接

地導体パターンと、前記誘電体基板の一主面に設けられたフィルム基材と、前記フィ

ルム基材上に設けられ、前記フィルム基材の端部から所定距離だけ隔ててその内側

に設けられた導体パターンと、前記導体パターンの内部にスロットを構成し、前記スロ

ットを構成する前記導体パターンの両側から前記スロットの内側にそれぞれ延びてい
る電気接続部と、これらの電気接続部と電気的に接続された状態で、前記誘電体基

板の前記穴部に挿入された Cチップとを備えたR タグ。

０」 一主面に穴部を有する誘電体基板と、前記誘電体基板の他主面に設けられた接

地導体パターンと、前記誘電体基板の一主面に設けられたフィルム基材と、前記フィ

ルム基材上に設けられ、その内部にスロットを構成している導体パターンと、前記スロ

ットを介して前記導体パターンと電気的に接続された状態で、前記誘電体基板の前

記穴部に挿入された Cチップと、前記 Cチップを前記誘電体基板の前記穴部に挿

入し、前記フィルム基材の前記導体パターンと前記誘電体基板の一主面とを固定す

る固定手段とを備えたR タグ。

」
1 誘電体基板が熱可塑性樹脂から構成されていることを特徴とする請求項7記載のR

タグ。

」口2 誘電体基板の一主面に穴部を形成する穴部形成工程と、前記誘電体基板の他主

面に接地導体パターンを形成する接地パターノ形成工程と、フイルム基材上にスロッ
トを有する導体パターンを形成する導体パターン形成工程と、前記スロットを介して1

Cチップを前記導体パターンと電気的に接続する Cチップ接続工程と、前記 Cチッ

プ接続工程により Cチップが導体パターンと電気的に接続された後、前記 Cチップ

を前記穴部に挿入して、前記フイルム基材を前記誘電体基板に固定する固定工程と



を備えた タグの製造方法。

3」 凹部及び前記凹部の内部に突起部を有する上側金型と凹部を有する下側金型と

を重ね合わせて、前記上側金型及び前記下側金型との間に空間部を形成して、前

記空間部に誘電性材料の樹脂を注入し、前記上側金型の突起部に対応して誘電体

基板の一主面に穴部を形成する誘電体基板形成工程と、前記樹脂の注入前に、前

記下側金型の凹部に導体箔を配置して前記誘電体基板の形成と同時に、前記誘電

体基板の他主面に接地導体パターンを形成する接地導体パターン形成工程と、フイ

ルム基材上にスロットを有する導体パターンを形成する導体パターノ形成工程と、前

記スロットを介して Cチップを前記導体パターンと電気的に接続する Cチップ接続工

程と、前記 Cチップを前記穴部に挿入して、前記フイルム基材を前記誘電体基板に

固定する固定工程とを備えたR タグの製造方法。

口4」 上側金型に樹脂を注入する注入口を設け、下側金型に真空ョ き口を設けたことを

特徴とする請求項 3記載のR タグの製造方法。

」
5 導体箔を下側金型の凹部に配置する前に、上面をィロ成処理することを特徴とする

請求項 3記載のR タグの製造方法。

」
6 誘電体基板と、前記誘電体基板の裏面に設けられた接地導体層と、前記誘電体基

板の表面に設けられ、スロットを有する導体パターンと、前記スロットを通して電波を

送受信する Cチップとを備えたR タグにおいて、前記スロットは長細状スロットを

有するとともに、前記長細状スロットの端部において連続し、前記長細状スロットに対

して直交方向に屈曲して延長されている屈曲状スロットとを有することを特徴とするR

タグ。

口7」 誘電体基板と、前記誘電体基板の裏面に設けられた接地導体層と、長細状スロット

を有するとともに、前記長細状スロットの端部において連続し、前記長細状スロットに

対して直交方向に屈曲して延長されている屈曲状スロットとを有するスロットが前記誘

電体基板の表面に設けられた導体パターンと、前記長細状スロットの内部に前記導

体パターンの両側から延ばされ、互いに離隔されている電極部と、前記電極部に電

気的に接続して前記スロットを通して電波を送受信する Cチップとを備えたR タ

グ０



8」 フィルム基材と、長細状スロットを有するとともに、前記長細状スロットの端部におい

て連続し、前記長細状スロットに対して直交方向に屈曲して延長されている屈曲状ス

ロットとを有するスロットが前記フィルム基材上に設けられた導体パターンと、前記長

細状スロットの内部に前記導体パターンの両側から延ばされ、互いに離隔されてレ汚

電極部と、前記電極部に電気的に接続して前記スロットを通して電波を送受信する1

Cチップと、溝部を表面に形成して、前記溝部に前記 Cチップを嵌挿する誘電体基

板と、前記導体パターンを前記誘電体基板の表面に固定する固定手段と、前記誘電

体基板の裏面に形成された接地導体層とを備えたR タグ。

口9] Cチップが長細状スロットの中央部に配置されていることを特徴とする請求項 6記

載のR タグ。

2０」 屈曲状スロットが長細状スロットに対して直交する一方向又は両方向に延びている

ことを特徴とする請求項 6記載のR タグ。

2 屈曲状スロットが Cチップに対して対称に配置されていることを特徴とする請求項

6記載のR タグ。

」22 誘電体基板の表面において、周辺部を除いて導体パターンが形成されていること

を特徴とする請求項 6記載のR タグ。
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