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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信用アンテナが配線された面を有する、曲げ戻し自在のベースと、
　前記アンテナに電気的に接続され、該アンテナを介して無線通信を行う回路チップと、
　前記回路チップと前記アンテナの配線の一部とを覆うチップ補強体とを備え、
　前記チップ補強体は、前記アンテナが配線された面に対して垂直な方向から見て、縁が
曲線から成り、前記ベースの変形を抑止する複数の凸部と、該複数の凸部の間に形成され
る凹部とを有し、前記凹部から前記アンテナが延びる様に配設されることを特徴とするＲ
ＦＩＤタグ。
【請求項２】
　前記ベースが所定方向に長尺のものであり、
　前記アンテナが、長尺方向に沿って前記凹部から延びる様に配設されることを特徴とす
る請求項１記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項３】
　前記チップ補強体に対し前記ベースを挟んで位置する裏側補強体をさらに備えたことを
特徴とする請求項１記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項４】
　前記アンテナは複数であり、前記チップ補強体は、複数の前記アンテナが前記凹部から
延びる様に配設されることを特徴とする請求項１記載のＲＦＩＤタグ。
【請求項５】
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　通信用アンテナが配線された面を有する、曲げ戻し自在のベースと、
　前記アンテナに電気的に接続され、該アンテナを介して無線通信を行う回路チップと、
　前記回路チップと前記アンテナの配線の一部とを覆うチップ補強体とを備え、
　前記アンテナが、互いに配線の太さが異なる２種類のアンテナ部分を有し、
　前記チップ補強体は、前記アンテナが配線された面に対して垂直な方向から見て、複数
の凸部と、該複数の凸部の間に形成される凹部とを有し、該２種類のアンテナ部分のうち
配線の太さが相対的に細いアンテナ部分の配線が前記凹部から出て延びて見える位置に配
設されることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項６】
　前記凹部は、前記チップ補強体における対向する２辺にのみ設けられることを特徴とす
る請求項５記載のＲＦＩＤタグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触で外部機器との間で情報のやり取りを行うＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ＿Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ＿ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグに関する。なお、本技術分野に
おける当業者間では、本明細書で使用する「ＲＦＩＤタグ」のことを、「ＲＦＩＤタグ」
用の内部構造部材（インレイ；ｉｎｌａｙ）であるとして「ＲＦＩＤタグ用インレイ」と
称する場合もある。あるいは、この「ＲＦＩＤタグ」のことを「無線ＩＣタグ」と称する
場合もある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、リーダライタに代表される外部機器と、電波によって非接触で情報のやり取りを
行なう種々のＲＦＩＤタグが提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２、および
特許文献３参照。）。このＲＦＩＤタグの一種として、プラスチックや紙からなるベース
シート上に電波通信用のアンテナパターンと回路チップが搭載された構成のものが提案さ
れており、このようなタイプのＲＦＩＤタグについては、物品などに取り付けられ、その
物品に関する情報を外部機器とやり取りすることで物品の識別などを行なうという利用形
態が考えられている。
【０００３】
　図８は、ＲＦＩＤタグの一例を示す図である。
【０００４】
　この図８のパート（ａ）には、ＲＦＩＤタグの一例であるＲＦＩＤタグ８００の上面図
が示されており、パート（ｂ）には、このＲＦＩＤタグ８００のパート（ａ）における切
断線Ｈ－Ｈに沿った断面図が示されている。
【０００５】
　この図８に示すＲＦＩＤタグ８００は、ＰＥＴフィルムで形成された長尺のベース８０
１と、そのベース８０１上に長手方向に沿って配線された通信用のアンテナ８０２と、そ
のアンテナ８０２に電気的に接続されて、そのアンテナ８０２を介して無線通信を行う回
路チップ８０３と、ベース８０１に回路チップ８０１を接着固定している接着剤８０４と
で構成されている。
【０００６】
　このＲＦＩＤタグ８００を構成する回路チップ８０３は、アンテナ８０２を介して外部
機器と無線通信を行うことができる。
【０００７】
　このようなＲＦＩＤタグについては、上述のような利用形態を含む広範な利用形態が考
えられているが、例えば衣服のように変形し易い物品に貼り付ける利用形態の場合には、
ベース８０１の曲がり易さに対して回路チップ８０３が曲がり難いために曲げ応力が回路
チップ８０３にかかり、回路チップ８０３が割れることや回路チップ８０３が剥がれるこ
と等が大きな問題の１つになっている。そこで、回路チップ８０３にかかる曲げ応力の低
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減のための手法の一例として、従来、次のような手法が提案されている。
【０００８】
　図９は、回路チップ８０３にかかる曲げ応力を低減するための従来の手法の一例を示す
図である。
【０００９】
　この図９のパート（ａ）には、ＲＦＩＤタグ９００の上面図が示されており、パート（
ｂ）には、このＲＦＩＤタグ９００のパート（ａ）におけるＪ－Ｊ切断線に沿った断面図
が、ＲＦＩＤタグ９００が曲げられた状態で示されている。
【００１０】
　尚、この図９では、上述した図８に示す構成要素と同等な構成要素については図８と同
じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明を省略する。
【００１１】
　この図９に示すＲＦＩＤタグ９００には、回路チップ８０３の上方を覆う繊維強化樹脂
製の補強体９０１が設けられている。この補強体９０１は、回路チップ８０３を埋める熱
硬化性の接着剤９０２でベース８０１に接着固定されている。
【００１２】
　このＲＦＩＤタグ９００では、図９のパート（ｂ）に示すように、繊維強化樹脂という
硬い物質で形成された補強体９０１によって、ＲＦＩＤタグ９００の変形が回路チップ８
０３の近辺に及ぶことが防がれており、これにより、回路チップ８０３にかかる曲げ応力
が低減されている。
【特許文献１】特開２０００－３１０２２６号公報
【特許文献２】特開２０００－２００３３２号公報
【特許文献３】特開２００１－３５１０８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、図９に示すＲＦＩＤタグ９００には、補強体９０１をベース８０１に接着固定
されている接着剤９０２の、補強体９０１からはみ出した縁とアンテナ８０２とが交わる
ところに曲げ応力が集中してアンテナ８０２が断線する恐れがあるという問題がある。
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑み、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアンテナの
断線も回避されるＲＦＩＤタグ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】
【００１５】
　上記目的を達成する本発明のＲＦＩＤタグは、
　曲げ戻し自在のベースと、
　上記ベース上に配線された通信用のアンテナと、
　上記アンテナに電気的に接続された、そのアンテナを介して無線通信を行う回路チップ
と、
　上記回路チップの少なくとも周囲と上記アンテナの配線の一部とを、上記ベースを下と
したときの少なくとも上方については覆うチップ補強体であって、上記ベースが内接して
曲がる第１の縁部と、その第１の縁部よりも、上記ベースの曲がりにおける内側に位置し
、上記アンテナの配線と交わる第２の縁部とを有するチップ補強体とを備えたことを特徴
とする。
【００１６】
　本発明のＲＦＩＤタグによれば、上記チップ補強体によって上記ベースの変形が上記回
路チップに及ぶことが防がれ、これにより、その回路チップにかかる曲げ応力が低減され
る。さらに、本発明のＲＦＩＤタグによれば、上記ベースが曲がるときには、そのベース
における上記アンテナ周辺の部分については、上記ベースが曲がるときには、上記第１の
縁部には当接せずに緩く曲がるので、上記第１の縁部に接する部分よりも曲がりの半径が
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大きくなりこのアンテナに対する曲げ応力が分散された状態となる。これにより、上記ア
ンテナにかかる曲げ応力が低減されて断線が回避される。つまり、本発明のＲＦＩＤタグ
によれば、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアンテナの断線も回避される。
【００１７】
　ここで、本発明のＲＦＩＤタグは、「上記チップ補強体が、凹凸形状の縁を有する、そ
の凹凸形状の凸部が上記第１の縁部となり、その凹凸形状の凹部が上記第２の縁部となっ
たものである」という形態は好ましい形態であり、あるいは、
　「上記ベースが所定方向に長尺のものであり、
　上記アンテナが、上記所定方向に沿って延びたものであり、
　上記チップ補強体は、上記第２の縁部が上記アンテナの配線上を、上記所定方向に対し
て斜めに横切ったものである」という形態も好ましい形態である。
【００１８】
　これらの形態によれば、上記ベースにおける上記アンテナ周辺の部分を他の部分よりも
大きな曲げ半径で曲げることが容易に実現できる。また、後者の形態によれば、上記第２
の縁部が上記アンテナの配線上を斜めに横切ることから、このアンテナにおけるこの第２
の縁部と交わる部分の太さが実質的に太くなる。これにより、このアンテナ自体が、この
第２の縁部と交わる部分について曲げ応力に対して強くなることとなる。
【００１９】
　また、「上記アンテナが、互いに配線の太さが異なる２種類のアンテナ部分を有するも
のであり、
　上記チップ補強体は、上記第１の縁部で上記２種類のアンテナ部分のうち配線の太さが
相対的に太いアンテナ部分の配線と交わり、上記第２の縁部でその２種類のアンテナ部分
のうち配線の太さが相対的に細いアンテナ部分の配線と交わったものである」という形態
も好ましい形態である。
【００２０】
　この好ましい形態のＲＦＩＤタグによれば、上記第１の縁部と交わり曲げ応力の集中が
懸念されるアンテナ部分については太さが相対的に太くされることで曲げ応力に対する強
度が強化されている。これにより、複数のアンテナ部分を有し、それらのうちの幾つかが
例えば配線上の制約等により上記上記第１の縁部と交わらざるを得ないといった場合であ
っても、全てのアンテナ部分について断線が回避されることとなる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上、説明したように、本発明によれば、回路チップへの曲げ応力が低減されるととも
にアンテナの断線も回避されるＲＦＩＤタグを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２３】
　まず、本発明のＲＦＩＤタグの第１実施形態について説明する。
【００２４】
　図１は、本発明のＲＦＩＤタグの第１実施形態を示す図である。
【００２５】
　この図１のパート（ａ）には、本発明のＲＦＩＤタグの第１実施形態であるＲＦＩＤタ
グ１００の上面図が示されており、パート（ｂ）には、このＲＦＩＤタグ１００のパート
（ａ）の切断線Ａ－Ａに沿った断面図が、ＲＦＩＤタグ１００が曲げられた状態で示され
ている。
【００２６】
　この図１に示すＲＦＩＤタグ１００は、ＰＥＴフィルムで形成された長尺のベース１０
１と、そのベース１０１上に長手方向に沿って配線された通信用のアンテナ１０２と、そ
のアンテナ１０２に電気的に接続されて、そのアンテナ１０２を介して無線通信を行う回
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路チップ１０３と、ベース１０１に回路チップ１０３を接着固定している接着剤１０４と
、回路チップ１０３の上方を覆う繊維強化樹脂製の補強体１０５と、ベース１０１に補強
体１０５を接着固定している熱硬化性の接着剤１０６とで構成されている。ここで、接着
剤１０６は、回路チップ１０３を埋めるようにベース１０１上に盛った状態となっており
、硬化後は補強体１０５と同程度の硬さを有している。ベース１０１、アンテナ１０２、
および回路チップ１０３は、それぞれ本発明にいうベース、アンテナ、および回路チップ
の各一例に相当する。また、補強体１０５と、この補強体１０５をベース１０１に接着固
定している接着剤１０６とを合わせたものは、本発明にいうチップ補強体の一例に相当す
る。
【００２７】
　ＲＦＩＤタグ１００では、繊維強化樹脂という硬い物質で形成された補強体１０５によ
って、ＲＦＩＤタグ１００の変形が回路チップ１０３に及ぶことが防がれており、これに
より、回路チップ１０３にかかる曲げ応力が低減される。
【００２８】
　また、このＲＦＩＤタグ１００における補強体１０５は凹凸形状の縁を有する板であり
、凹凸形状の凹部の縁がアンテナ１０２と交わるように配置される。その結果、この補強
体１０５をベースに接着固定している接着剤１０６の縁は補強体１０５の縁に沿って凹凸
形状を有することとなり、その接着剤１０６の縁の凹部（本発明にいう第２の縁部の一例
に相当）がアンテナ１０２上を横切ることとなる。
【００２９】
　ここで、このＲＦＩＤタグ１００は、ベース１０１がＰＥＴフィルム製であって曲げ戻
し自在の柔軟性を有していることから、このＲＦＩＤタグ１００が取り付けられた物品の
変形に従って曲がる。そして、このＲＦＩＤタグ１００は、補強体１０５をベースに接着
固定している接着剤１０６の縁の凸部（本発明にいう第１の縁部の一例に相当）に内接す
る曲げ線Ｌに沿って曲がることが多い。このとき、アンテナ１０２周辺のベース部分１０
１ａは、接着剤１０６の縁には当接せずに緩く曲がる。そのため、このアンテナ１０２周
辺のベース部分１０２ａの曲げ半径は、接着剤１０６の縁の凸部に内接して曲がる他のベ
ース部分１０１ｂの曲げ半径よりも大きく、アンテナ１０２に対する曲げ応力が分散され
た状態となる。これにより、アンテナ１０２にかかる曲げ応力が低減されて断線が回避さ
れる。つまり、本実施形態のＲＦＩＤタグ１００においては、回路チップ１０３への曲げ
応力が低減されるとともにアンテナ１０２の断線も回避される。
【００３０】
　次に、本発明のＲＦＩＤタグの第２実施形態について説明する。
【００３１】
　図２は、本発明のＲＦＩＤタグの第２実施形態を示す図である。
【００３２】
　この図２のパート（ａ）には、本発明のＲＦＩＤタグの第２実施形態であるＲＦＩＤタ
グ２００の上面図が示されており、パート（ｂ）には、このＲＦＩＤタグ２００のパート
（ａ）の切断線Ｂ－Ｂに沿った断面図が、ＲＦＩＤタグ２００が曲げられた状態で示され
ている。
【００３３】
　尚、この図２では、上述した図１に示す第１実施形態の構成要素と同等な構成要素につ
いては図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明
を省略する。
【００３４】
　本実施形態のＲＦＩＤタグ２００では、補強体２０２の形状が第１実施形態とは異なる
。また、この本実施形態のＲＦＩＤタグ２００では、この補強体２０２の形状に応じて、
ベース１０１上のアンテナ２０１の位置が第１実施形態とは異なる。この図２に示す補強
体２０２と、この補強体２０２をベース１０１に接着固定している接着剤１０６とを合わ
せたものも、本発明にいうチップ補強体の一例に相当する。
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【００３５】
　このＲＦＩＤタグ２００の補強体２０２も、上記の第１実施形態と同様に繊維強化樹脂
の板であり、ＲＦＩＤタグ１００の変形が回路チップ１０３に及ぶことを防いでおり、こ
れにより、回路チップ１０３にかかる曲げ応力が低減される。
【００３６】
　ここで、本実施形態の補強体２０２は、図２のパート（ａ）に示すように、上面形状が
、４つの角が丸められた形となっており、補強体２０２の縁におけるその丸い角の部分が
アンテナ２０１の配線上を斜めに横切るように配置される。その結果、この補強体２０２
をベースに接着固定している接着剤１０６の縁のうち、補強体２０２の縁に沿った丸い角
の部分（本発明にいう第２の縁部の一例に相当）がアンテナ２０１上を斜めに横切ること
となる。
【００３７】
　この図２のＲＦＩＤタグ２００は、上記の接着剤１０６の縁のうちＲＦＩＤタグ２００
の長手方向に最も張り出した部分（本発明にいう第１の縁部の一例に相当）に内接する曲
げ線Ｌで曲がることが多い。このとき、本実施形態では、アンテナ２０１周辺のベース部
分１０１ｃは、接着剤１０６の縁に当接せずに緩く曲がる。そのためアンテナ２０１周辺
のベース部分１０１ｃの曲げ半径は、上記の長手方向に最も張り出した部分に内接して曲
がる他のベース部分１０１ｄの曲げ半径よりも大きく、アンテナ２０１に対する曲げ応力
が分散された状態となる。これにより、アンテナ２０１にかかる曲げ応力が低減されて断
線が回避される。さらに、本実施形態では、接着剤１０６の縁がアンテナ２０１上を斜め
に横切ることから、このアンテナ２０１におけるこの縁と交わる部分の太さが実質的に太
くなる。これにより、このアンテナ２０１自体が、この縁と交わる部分について曲げ応力
に対して強くなることとなる。このように、本実施形態のＲＦＩＤタグ２００においても
、上記の第１実施形態と同様に、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアンテナ
の断線も回避される。
【００３８】
　次に、本発明のＲＦＩＤタグの第３実施形態について説明する。
【００３９】
　図３は、本発明のＲＦＩＤタグの第３実施形態を示す図である。
【００４０】
　この図３のパート（ａ）には、本発明のＲＦＩＤタグの第３実施形態であるＲＦＩＤタ
グ３００の上面図が示されており、パート（ｂ）には、このＲＦＩＤタグ３００のパート
（ａ）の切断線Ｃ－Ｃに沿った断面図が、ＲＦＩＤタグ３００が曲げられた状態で示され
ている。
【００４１】
　尚、この図３では、上述した図２に示す第２実施形態の構成要素と同等な構成要素につ
いては図２と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明
を省略する。
【００４２】
　本実施形態のＲＦＩＤタグ３００では、補強体３０１の形状が、第２実施形態における
補強体２０２の形状とは異なっている。さらに、このＲＦＩＤタグ３００では、ベース１
０１の回路チップ１０３側とは反対の裏面側に回路チップ１０３への曲げ応力を低減させ
る補強体（裏側補強体３０２）が設けられている点が第２実施形態とは異なっている。こ
の図３に示す補強体３０１と、この補強体３０１をベース１０１に接着固定している接着
剤１０６とを合わせたものも、本発明にいうチップ補強体の一例に相当する。
【００４３】
　このＲＦＩＤタグ３００の補強体３０１は、図２に示す第２実施形態における補強体２
０２に、図３に示すように回路チップ１０３が収納される孔が設けられた形状となってい
る。この補強体３０１が、ベース１０１に、孔の中に回路チップ１０３が収納されるよう
に熱硬化性の接着剤１０６で固着されている。また、回路チップ１０３が収納された孔の
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中は接着剤１０６で埋められた状態となっている。本実施形態では、補強体３０１の孔の
中に回路チップ１０３が収納されることにより、回路チップ１０３の上方が開放されるこ
ととなり、この開放された分だけ薄型化が図られている。また、本実施形態では、孔が設
けられていないことを除いて補強体３０１と同形状の裏側補強体３０２が、ベース１０１
の、回路チップ１０３が位置する表側とは反対の裏側に、補強体３０１に対しベース１０
１を挟む位置に熱硬化性の接着剤１０６で固着されている。この裏側補強体３０２も補強
体３０１と同様に繊維強化樹脂で形成されており、本実施形態では、回路チップ１０３に
かかる曲げ応力の低減が強化されている。
【００４４】
　本実施形態における補強体３０１は、上記の第２実施形態と同様に、アンテナ２０１周
辺のベース部分１０１ｃの曲げ半径は、上記の長手方向に最も張り出した部分に内接して
曲がる他のベース部分１０１ｄの曲げ半径よりも大きく、アンテナ２０１に対する曲げ応
力が分散された状態となる。さらに、接着剤１０６の縁がアンテナ２０１上を斜めに横切
ることから、このアンテナ２０１におけるこの縁と交わる部分の太さが実質的に太くなる
。これにより、このアンテナ２０１自体が、この縁と交わる部分について曲げ応力に対し
て強くなることとなる。このように、本実施形態のＲＦＩＤタグ３００においても、上記
の第１および第２実施形態と同様に、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアン
テナの断線も回避される。
【００４５】
　続いて、本発明のＲＦＩＤタグの第４から第７実施形態までの４つの実施形態について
順次に説明するが、以下では、断面図については、第１から第３実施形態までの３つの実
施形態の説明で参照した断面図とほぼ同様なものとなるため図示を省略し、上面図のみを
参照して説明する。
【００４６】
　まず、本発明のＲＦＩＤタグの第４実施形態について説明する。
【００４７】
　図４は、本発明のＲＦＩＤタグの第４実施形態を示す上面図である。
【００４８】
　尚、この図４では、上述の図２に示す第２実施形態の構成要素と同等な構成要素につい
ては図２と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明を
省略する。
【００４９】
　この図４に示すＲＦＩＤタグ４００では、回路チップへの曲げ応力を低減させる役割を
果たす補強体４０１の形状が、第２実施形態における補強体２０２の形状とは異なってい
る。このＲＦＩＤタグ４００の補強体４０１と、この補強体４０１をベース１０１に接着
固定している接着剤１０６とを合わせたものも、本発明にいうチップ補強体の一例に相当
する。
【００５０】
　本実施形態における補強体４０１は、上面形状における角が直線状に面取りされた形と
なっており、補強体４０１の縁におけるその面取り部分がアンテナ２０１の配線上を斜め
に横切るように配置される。その結果、接着剤１０６の縁も、補強体４０１の縁における
この面取り部分に沿った部分（本発明にいう第２の縁部の一例に相当）がアンテナ２０１
の配線上を斜めに横切ることとなる。これにより、このＲＦＩＤタグ４００が、接着剤１
０６の縁のうちの、長手方向に最も張り出した部分（本発明にいう第１の縁部の一例に相
当）に内接する曲げ線Ｌで曲がるときには、アンテナ２０１周辺のベース部分１０１ｅは
、接着剤１０６の縁に当接せずに、上記の長手方向に最も張り出した部分に内接して曲が
る他のベース部分１０１ｆよりも曲げ半径が大きい、曲げ応力が分散された状態で曲がる
。さらに、接着剤１０６の縁がアンテナ２０１上を斜めに横切ることから、このアンテナ
２０１自体が、この縁と交わる部分について曲げ応力に対して強くなることとなる。この
ように、本実施形態のＲＦＩＤタグ４００においても、上記の第１から第３実施形態と同
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様に、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアンテナの断線も回避される。
【００５１】
　次に、本発明のＲＦＩＤタグの第５実施形態について説明する。
【００５２】
　図５は、本発明のＲＦＩＤタグの第５実施形態を示す上面図である。
【００５３】
　尚、この図５では、上述した図１に示す第１実施形態の構成要素と同等な構成要素につ
いては図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明
を省略する。
【００５４】
　この図５に示すＲＦＩＤタグ５００は、ベース１０１上に互いに並行するアンテナ部分
５０１ａを有するアンテナ５０１が配線されている点と、回路チップへの曲げ応力を低減
させる役割を果たす補強体５０２の凹凸形状の縁における凹部の幅が若干広い点とが、図
１に示す第１実施形態のＲＦＩＤタグ１００と異なっている。この図５に示す補強体５０
２と、この補強体５０２をベース１０１に接着固定している接着剤１０６とを合わせたも
のも、本発明にいうチップ補強体の一例に相当する。また、この図５に示すアンテナ５０
１は、本発明にいうアンテナの一例に相当する。
【００５５】
　このＲＦＩＤタグ５００では、補強体５０２は、この補強体５０２の縁のうちの凹部の
縁が２本のアンテナ部分５０１ａと交わるように配置される。その結果、この補強体５０
２をベース１０１に接着固定している接着剤１０６の縁のうち、補強体５０２の縁に沿っ
た凹部（本発明にいう第２の縁部の一例に相当）が２本のアンテナ部分５０１ａ上を横切
ることとなる。これにより、ＲＦＩＤタグ５００が上記の第１実施形態と同様の曲げ線Ｌ
に沿って曲がるときには、２本のアンテナ部分５０１ａ周辺のベース部分１０１ｇは、接
着剤１０６の縁の凸部（本発明にいう第１の縁部の一例に相当）に内接して曲がる他のベ
ース部分１０１ｈよりも曲げ半径が大きい、曲げ応力が分散された状態で曲がり、アンテ
ナ５０１にかかる曲げ応力が低減されて断線が回避される。つまり、本実施形態のＲＦＩ
Ｄタグ５００においても、上記の第１から第４実施形態と同様に、回路チップへの曲げ応
力が低減されるとともにアンテナの断線も回避される。
【００５６】
　次に、本発明のＲＦＩＤタグの第６実施形態について説明する。
【００５７】
　図６は、本発明のＲＦＩＤタグの第６実施形態を示す上面図である。
【００５８】
　尚、この図６でも、上述した図１に示す第１実施形態の構成要素と同等な構成要素につ
いては図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明
を省略する。
【００５９】
　この図６に示すＲＦＩＤタグ６００は、ベース１０１上に互いに太さが異なる２種類の
アンテナ部分６０１ａ，６０１ｂを有するアンテナ６０１が配線されている点と、回路チ
ップへの曲げ応力を低減させる役割を果たす補強体６０２の凹凸形状の縁における凸部の
幅が若干広い点とが、図１に示す第１実施形態のＲＦＩＤタグ１００と異なっている。こ
の図６に示す補強体６０２と、この補強体６０２をベース１０１に接着固定している接着
剤１０６とを合わせたものも、本発明にいうチップ補強体の一例に相当する。また、この
図６に示すアンテナ６０１は、本発明にいうアンテナの一例に相当する。
【００６０】
　本実施形態では、補強体６０２は、この補強体６０２の縁のうちの凹部の縁が、相対的
に細いアンテナ部分６０１ａと交わり、凸部の縁が、相対的に太いアンテナ部分６０１ｂ
と交わるように配置される。その結果、この補強体６０２をベース１０１に接着固定して
いる接着剤１０６の縁では、補強体６０２の縁に沿って、その接着剤１０６の縁の凹部（
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本発明にいう第２の縁部の一例に相当）が、相対的に細いアンテナ部分６０１ａ上を横切
り、接着剤１０６の縁の凸部（本発明にいう第１の縁部の一例に相当）が、相対的に太い
アンテナ部分６０１ｂ上を横切ることとなる。
【００６１】
　相対的に細いアンテナ部分６０１ａ周辺のベース部分１０１ｊは、ＲＦＩＤタグ６００
が上記の第１実施形態と同様の曲げ線Ｌに沿って曲がるときには、接着剤１０６の縁の凸
部に内接して曲がる、相対的に太いアンテナ部分６０１ｂ周辺のベース部分１０１ｋや他
のベース部分１０１ｍよりも曲げ半径が相対的に大きい、曲げ応力が分散された状態で曲
がり曲げ応力が低減されて断線が回避される。ここで、相対的に太いアンテナ部分６０１
ｂ周辺のベース部分１０１ｋについては、曲げ半径が相対的に小さくこのアンテナ部分６
０１ｂへの曲げ応力の集中が懸念されるが、本実施形態ではこのアンテナ部分６０１ｂが
太く曲げ応力に対する強度が強化されているため、このアンテナ部分６０１ｂについても
断線が回避されることとなる。つまり、本実施形態のＲＦＩＤタグ６００においても、上
記の第１から第５実施形態と同様に、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアン
テナの断線も回避される。
【００６２】
　次に、本発明のＲＦＩＤタグの第７実施形態について説明する。
【００６３】
　図７は、本発明のＲＦＩＤタグの第７実施形態を示す上面図である。
【００６４】
　尚、この図７でも、上述した図１に示す第１実施形態の構成要素と同等な構成要素につ
いては図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説明
を省略する。
【００６５】
　この図７に示すＲＦＩＤタグ７００は、回路チップへの曲げ応力を低減させる役割を果
たす補強体７０２の形状が、図１に示す第１実施形態における補強体１０５の形状とは異
なっている。さらに、ベース１０１上に４本のアンテナ部分７０１ａ，７０１ｂ，７０１
ｃ，７０１ｄからなるアンテナ７０１が配線されている点が、図１に示す第１実施形態の
ＲＦＩＤタグ１００と異なっている。このＲＦＩＤタグ７００の補強体７０２と、この補
強体７０２をベース１０１に接着固定している接着剤１０６とを合わせたものも、本発明
にいうチップ補強体の一例に相当する。また、この図７に示すアンテナ７０１は、本発明
にいうアンテナの一例に相当する
　この図７に示すＲＦＩＤタグ７００の補強体７０２は、上面形状において、図中の右側
に２箇所の凹部を備える曲線状の凹凸形状の縁を有し、左側に２箇所の直線状の面取部分
を有している。そして、この補強体７０２は、２箇所の凹部の縁が、図中右側に延びる２
本のアンテナ部分７０１ａ，７０１ｂそれぞれと交わり、下側の面取り部分が、左側に延
びるアンテナ部分７０１ｃと交わり、上側の面取り部分が、左斜め上方に延びるアンテナ
部分７０１ｄと交わるように配置される。その結果、この補強体７０２をベース１０１に
接着固定している接着剤１０６の縁では、補強体７０２の縁に沿って、その接着剤１０６
の縁の２箇所の凹部（本発明にいう第２の縁部の一例に相当）が図中右側に延びる２本の
アンテナ部分７０１ａ，７０１ｂそれぞれの上を横切り、下側の面取り部分に沿った縁（
本発明にいう第２の縁部の一例に相当）が左側に延びるアンテナ部分７０１ｃ上を斜めに
横切り、上側の面取り部分に沿った縁（本発明にいう第２の縁部の一例に相当）が左斜め
上方に延びるアンテナ部分７０１ｄ上を横切ることとなる。
【００６６】
　そして、このＲＦＩＤタグ７００が、接着剤１０６の図中右側の縁のうち長手方向に最
も張り出した部分に沿った曲げ線Ｌ１で曲がるときには、各凹部が横切る２本のアンテナ
部分７０１ａ，７０１ｂそれぞれの周辺のベース部分１０１ｎは曲げ応力が分散された状
態で曲がる。また、このＲＦＩＤタグ７００が、接着剤１０６の図中左側の縁のうち長手
方向に最も張り出した部分に沿った曲げ線Ｌ２で曲がるときには、面取り部分に沿った縁
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が横切る２本のアンテナ部分７０１ｃ，７０１ｄそれぞれの周辺のベース部分１０１ｐも
曲げ応力が分散された状態で曲がる。さらに、面取り部分に沿った縁が斜めに横切るアン
テナ部分７０１ｃ，７０１ｄについては曲げ応力に強くなっている。以上により、４本の
アンテナ部分７０１ａ，…，７０１ｄを有するアンテナ７０１の断線が回避される。つま
り、本実施形態のＲＦＩＤタグ７００においても、上記の第１から第６実施形態と同様に
、回路チップへの曲げ応力が低減されるとともにアンテナの断線も回避される。
【００６７】
　尚、上記では、回路チップが収納される孔は、４つの角が丸められたタイプの補強体に
ついてのみ例示したが（図３の補強体３０１）、本発明はこれに限るものではない。この
ような孔は、図１や図５や図６に示すような凹凸形状の縁を有するタイプの補強体に設け
ても良く、あるいは、図４に示すような４つの角に面取りが施されたタイプの補強体に設
けても良く、あるいは、図７に示すような凹凸形状の縁と面取り部分とを有するタイプの
補強体等に設けても良い。
【００６８】
　また、上記では、回路チップへの曲げ応力の低減を強化する裏側補強体は、図３に示す
回路チップが収納される孔が設けられたタイプの補強体３０１についてのみ例示したが、
本発明はこれに限るものではない。このような裏側補強体は、図１や図５や図６に示すよ
うな凹凸形状の縁を有するタイプの補強体と共に用いても良く、あるいは、図４に示すよ
うな４つの角に面取りが施されたタイプの補強体と共に用いても良く、あるいは、図７に
示すような凹凸形状の縁と面取り部分とを有するタイプの補強体等と共に用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明のＲＦＩＤタグの第１実施形態を示す図である。
【図２】本発明のＲＦＩＤタグの第２実施形態を示す図である。
【図３】本発明のＲＦＩＤタグの第３実施形態を示す図である。
【図４】本発明のＲＦＩＤタグの第４実施形態を示す上面図である。
【図５】本発明のＲＦＩＤタグの第５実施形態を示す上面図である。
【図６】本発明のＲＦＩＤタグの第６実施形態を示す上面図である。
【図７】本発明のＲＦＩＤタグの第７実施形態を示す上面図である。
【図８】ＲＦＩＤタグの一例を示す図である。
【図９】回路チップ８０３にかかる曲げ応力を低減するための従来の手法の一例を示す図
である。
【符号の説明】
【００７０】
　１００，２００，３００，４００，５００，６００，７００，８００，９００　　ＲＦ
ＩＤタグ
　１０１，８０１　　ベース
　１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，１０１ｄ，１０１ｅ，１０１ｆ，１０１ｇ，１０１ｈ
，１０１ｊ，１０１ｋ，１０１ｍ，１０１ｎ，１０１ｐ　　ベース部分
　１０２，２０１，５０１，６０１，７０１，８０２　　アンテナ
　１０３，８０３　　回路チップ
　１０４，１０６，８０４，９０２　　接着剤
　１０５，２０２，３０１，４０１，５０２，６０２，７０２，９０２　　補強体
　３０２　　裏側補強体
　５０１ａ，６０１ａ，６０１ｂ，７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃ，７０１ｄ　　アンテ
ナ部分
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