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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＩＣと、
　前記無線ＩＣと結合するとともに放射板に電気的に接続される基板と、を備え、
　前記基板には静電気対策素子が配置されており、
　前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板との間に並列に接続されたインダクタ
を有し、
　静電気の周波数における前記インダクタのインピーダンスが、前記無線ＩＣのインピー
ダンスよりも小さいこと、
　を特徴とする高周波デバイス。
【請求項２】
　前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板との間に直列に接続された容量を有す
ることを特徴とする請求項１に記載の高周波デバイス。
【請求項３】
　前記無線ＩＣは前記基板と結合する二つの結合部を有し、
　前記静電気対策素子は前記二つの結合部と前記放射板との間に直列に接続された二つの
容量を有し、該二つの容量の容量値は同じであること、
　を特徴とする請求項２に記載の高周波デバイス。
【請求項４】
　前記基板は複数の電極層を含むことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに
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記載の高周波デバイス。
【請求項５】
　前記複数の電極層は平面視で重なっていることを特徴とする請求項４に記載の高周波デ
バイス。
【請求項６】
　前記基板はフレキシブルな材料で形成されていることを特徴とする請求項１ないし請求
項５のいずれかに記載の高周波デバイス。
【請求項７】
　無線ＩＣと、
　放射板と、
　前記無線ＩＣと結合するとともに前記放射板に電気的に接続される基板と、を備え、
　前記基板には静電気対策素子が配置されており、
　前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板との間に並列に接続されたインダクタ
を有し、
　静電気の周波数における前記インダクタのインピーダンスが、前記無線ＩＣのインピー
ダンスよりも小さいこと、
　を特徴とする無線ＩＣデバイス。
【請求項８】
　前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板との間に直列に接続された容量を有す
ることを特徴とする請求項７に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項９】
　前記無線ＩＣは前記基板と結合する二つの結合部を有し、
　前記静電気対策素子は前記二つの結合部と前記放射板との間に直列に接続された二つの
容量を有し、該二つの容量の容量値は同じであること、
　を特徴とする請求項８に記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１０】
　前記放射板は少なくとも一対の端部において前記静電気対策素子と結合している環状電
極を有していることを特徴とする請求項７ないし請求項９いずれかに記載の無線ＩＣデバ
イス。
【請求項１１】
　前記放射板は少なくとも一対の端部において前記静電気対策素子と結合している環状電
極を有し、
　前記環状電極と前記インダクタ及び／又は前記容量とで形成する共振周波数はＲＦＩＤ
の使用高周波信号の周波数に実質的に相当すること、
　を特徴とする請求項７ないし請求項１０のいずれかに記載の無線ＩＣデバイス。
【請求項１２】
　前記放射板は、少なくとも一対の端部において前記静電気対策素子と結合している環状
電極と、該環状電極と結合するダイポール電極とを有していること、を特徴とする請求項
７ないし請求項１１のいずれかに記載の無線ＩＣデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波デバイス及び無線ＩＣデバイス、特に、ＲＦＩＤ（Radio Frequency 
Identification）システムに用いられる高周波デバイス及び無線ＩＣデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、物品の管理システムとして、電磁波を発生するリーダライタと物品や容器などに
付された所定の情報を記憶した無線ＩＣ（ＩＣタグ、無線ＩＣチップ、高周波デバイスな
どと称する）とを非接触方式で通信し、情報を伝達するＲＦＩＤシステムが開発されてい
る。無線ＩＣはアンテナ（放射板）と結合されることによりリーダライタとの通信が可能
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になる。
【０００３】
　この種の無線ＩＣは、非特許文献１に記載されているロールツーロールによって製造さ
れるのが一般的である。しかしながら、ロールツーロールによると、非特許文献１にも記
載されているが、ＰＥＴフィルムを用いるために静電気が発生し、無線ＩＣが静電破壊さ
れるおそれがある。また、アンテナにあってもその両端部に電位差を生じる場合には静電
破壊されるおそれを有していた。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】永井定夫　「ロールツーロールによるＲＦＩＤの実装技術」　ＭＡＴＥ
ＲＩＡＬ　ＳＴＡＧＥ　技術情報協会　ＶＯＬ．７　ＮＯ．９　２００７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、絶縁破壊を回避できて信頼性の高い高周波デバイス及び無線
ＩＣデバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の目的を達成するため、本発明の第１の形態である高周波デバイスは、無線ＩＣと
、該無線ＩＣと結合するとともに放射板に電気的に接続される基板と、を備え、前記基板
には静電気対策素子が配置されており、前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板
との間に並列に接続されたインダクタを有し、静電気の周波数における前記インダクタの
インピーダンスが、前記無線ＩＣのインピーダンスよりも小さいこと、を特徴とする。
【０００７】
　本発明の第２の形態である無線ＩＣデバイスは、無線ＩＣと、放射板と、前記無線ＩＣ
と結合するとともに前記放射板に電気的に接続される基板と、を備え、前記基板には静電
気対策素子が配置されており、前記静電気対策素子は前記無線ＩＣと前記放射板との間に
並列に接続されたインダクタを有し、静電気の周波数における前記インダクタのインピー
ダンスが、前記無線ＩＣのインピーダンスよりも小さいこと、を特徴とする。
【０００８】
　静電気対策素子としては、無線ＩＣと放射板との間に並列に接続されたインダクタ及び
／又は、無線ＩＣと放射板との間に直列に接続された容量を用いることができる。インダ
クタは、静電気の周波数におけるインピーダンスが無線ＩＣのインピーダンスよりも小さ
いことが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、基板に静電気対策素子を備えているため、製造工程で不可避的に生じ
る静電気によって無線ＩＣやアンテナが破壊されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】高周波デバイスの第１実施形態を示す等価回路図である。
【図２】高周波デバイスの第２実施形態を示す等価回路図である。
【図３】高周波デバイスの第３実施形態を示す等価回路図である。
【図４】周波数とリアクタンスとの関係を示すグラフである。
【図５】前記第１実施形態における基板の第１例を示す説明図である。
【図６】前記第１実施形態における基板の第２例を示す説明図である。
【図７】前記第２実施形態における基板の一例を示す説明図である。
【図８】前記第３実施形態における基板の一例を示す説明図である。
【図９】無線ＩＣデバイスの第１実施形態を示す斜視図である。
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【図１０】無線ＩＣデバイスの第２実施形態を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示した無線ＩＣデバイスの要部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る高周波デバイス及び無線ＩＣデバイスの実施形態について、添付図
面を参照して説明する。なお、各図面において、同じ部材、部分には共通する符号を付し
、重複する説明は省略する。
【００１２】
　（高周波デバイスの実施形態、図１ないし図４参照）
　本発明に係る高周波デバイスは、無線ＩＣと、該無線ＩＣと結合するとともに放射板に
電気的に接続される基板と、を備えており、前記基板には静電気対策素子が配置されてい
る。無線ＩＣは、従来から知られているように、クロック回路、ロジック回路、メモリ回
路などを含み、必要な情報がメモリされており、入力端子電極と出力端子電極が設けられ
ている。以下に、高周波デバイスの第１実施形態、第２実施形態及び第３実施形態を説明
する。
【００１３】
　第１実施形態は、図１に示すように、無線ＩＣチップ１０と基板２０Ａとからなり、基
板２０Ａには静電気対策素子としてのインダクタＬが内蔵されている。インダクタＬは無
線ＩＣチップ１０の入出力端子電極１１，１２と、放射板３１，３２との間に並列に接続
されている。
【００１４】
　インダクタＬは、静電気の周波数（通常、２００ＭＨｚ以下）のインピーダンスが無線
ＩＣチップ１０のインピーダンスよりも小さく設定されている。それゆえ、放射板３１，
３２を通じて侵入する静電気はインダクタＬを通過し、無線ＩＣチップ１０には侵入する
ことがなく、無線ＩＣチップ１０の静電破壊が防止される。
【００１５】
　なお、インダクタＬの特性は以下のように表現することもできる。即ち、静電気の周波
数におけるインダクタＬの誘導性リアクタンス（ＸL）によるインピーダンス（ＺL）は、
無線ＩＣチップ１０の容量性リアクタンス（ＸC）によるインピーダンス（ＺC）よりも小
さい。また、ＵＨＦ帯におけるインダクタＬの誘導性リアクタンス（ＸL）によるインピ
ーダンス（ＺL）は、無線ＩＣチップ１０の容量性リアクタンス（ＸC）によるインピーダ
ンス（ＺC）よりも大きい。
【００１６】
　インピーダンスには実数部（Ｒ：レジスタンス）と虚数部（Ｘ：リアクタンス）がある
。そして、無線ＩＣチップ１０は容量（Ｃ）成分を持っている。虚数部に関して、誘導性
リアクタンス（ＸL）によるインピーダンス（ＺL）は、ＺL＝ωＬで決まるので、図４に
示すように、周波数が高くなるほど大きくなる。一方、容量性リアクタンス（ＸC）によ
るインピーダンス（ＺC）はＺC＝１／ωＣで決まるので、周波数が高くなるほど小さくな
る。これにより、静電気の周波数帯において、誘導性リアクタンス（ＸL）によるインピ
ーダンス（ＺL）は容量性リアクタンス（ＸC）によるインピーダンス（ＺC）よりも小さ
くなり、ＵＨＦ帯において、誘導性リアクタンス（ＸL）によるインピーダンス（ＺL）は
容量性リアクタンス（ＸC）によるインピーダンス（ＺC）よりも大きくなる。
【００１７】
　なお、実数部に関して、無線ＩＣチップ１０は静電気の周波数では起動しないので、静
電気の周波数帯における無線ＩＣチップ１０のレジスタンス（ＲC）は無限大となる。Ｕ
ＨＦ帯において、無線ＩＣチップ１０は起動し、１０Ω、２０Ωなどのレジスタンス（Ｒ

C）を有する。インダクタＬは、静電気の周波数において数ｍΩ～数百ｍΩのレジスタン
ス（ＲL）を有し、ＵＨＦ帯においては数十ｍΩ～数Ωのレジスタンス（ＲL）を有する。
これは表皮効果によって周波数が高くなるほどレジスタンス（ＲL）が大きくなるためで
あるが、レジスタンス（ＲL）は周波数帯によって大きく変化しない。なお、ＵＨＦ帯に
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おいては、前述のように、インダクタＬの誘導性リアクタンス（ＸL）によるインピーダ
ンス（ＺL）が無線ＩＣチップ１０の容量性リアクタンス（ＸC）によるインピーダンス（
ＺC）よりも十分に大きい。
【００１８】
　即ち、静電気の周波数帯においては、無線ＩＣチップ１０のインピーダンスがインダク
タＬのインピーダンスよりも大きくなり、信号がインダクタＬを通過して無線ＩＣチップ
１０の静電気破壊が防止される。また、ＵＨＦ帯においては、インダクタＬのインピーダ
ンスが無線ＩＣチップ１０のインピーダンスよりも大きくなり、信号は無線ＩＣチップ１
０を通過することになる。なお、インダクタＬの実数部が数十ｍΩ～数Ωであることが必
要な理由は、数十ｍΩ以上でないとノイズを熱に変換して消費できず、数Ω以下でないと
伝達効率が低くなってしまうことによる。
【００１９】
　インダクタＬが配置されていない場合、即ち、静電気対策が施されていない場合、無線
ＩＣチップ１０の耐静電電圧特性は３００Ｖであった。インダクタＬのインダクタンス値
を１２０ｎＨとした場合には耐静電電圧特性は７００Ｖ、３０ｎＨとした場合には２８０
０Ｖに向上した。
【００２０】
　第２実施形態は、図２（Ａ）に示すように、無線ＩＣチップ１０と基板２０Ｂとからな
り、基板２０Ｂには静電気対策素子として二つの容量Ｃが内蔵されている。容量Ｃは無線
ＩＣチップ１０の入出力端子電極１１，１２と、放射板３１，３２との間に直列に接続さ
れている。また、図２（Ｂ）に示すように、容量Ｃが複数の電極で形成されていてもよい
。さらに、図２（Ｃ）に示すように、容量Ｃ１，Ｃ２で結合されていてもよい。これらの
高周波デバイスにおいて、放射板３１，３２を通じて侵入する静電気は容量Ｃ，Ｃ１，Ｃ
２によって遮られ、無線ＩＣチップ１０には侵入することがなく、無線ＩＣチップ１０の
静電破壊が防止される。
【００２１】
　第３実施形態は、図３に示すように、無線ＩＣチップ１０と基板２０Ｃとからなり、基
板２０Ｃには静電気対策素子としてのインダクタＬ及び容量Ｃが内蔵されている。インダ
クタＬは無線ＩＣチップ１０の入出力端子電極１１，１２と、放射板３１，３２との間に
並列に接続され、容量Ｃは無線ＩＣチップ１０の入出力端子電極１１，１２と、放射板３
１，３２との間に直列に接続されている。インダクタＬ及び容量Ｃの機能は前記第１及び
第２実施形態と同様である。
【００２２】
　ところで、高周波デバイスとしての構成は、図１、図２及び図３に示したように、無線
ＩＣチップ１０と基板２０（２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ）とで構成されていてもよく、ある
いは、無線ＩＣの回路と基板２０の回路（インダクタＬ又は容量Ｃ）が一つの基板に一体
的に内蔵されていてもよい。あるいは、ＲＦＩＤシステムの使用周波数と共振する共振回
路を備えた給電回路基板が無線ＩＣチップ１０と基板２０に加えて配置されていてもよい
。あるいは、無線ＩＣが給電回路基板に一体的に構成されていてもよい。あるいは、一つ
の基板に、無線ＩＣと静電気対策素子と給電回路とが一体的に構成されていてもよい。
【００２３】
　前記第１～第３実施例のように、放射板３１，３２の端部にそれぞれの基板２０Ａ，２
０Ｂ，２０Ｃが結合している構成においては、信号の伝達経路が一つになり、効率よく信
号が無線ＩＣチップ１０に伝達されるので、静電破壊防止の効果が良好である。また、図
２や図３に示した左右一対の容量Ｃ，Ｃ１，Ｃ２の容量値は同じである。左右一対の容量
の容量値を均しくすることにより、無線ＩＣチップ１０のバランス性を保つことができる
。
【００２４】
　（基板の具体例、図５ないし図８参照）
　以下に、前記第１、第２及び第３実施形態における基板２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃの具体
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例を図５ないし図８を参照して説明する。
【００２５】
　第１実施形態の基板２０Ａの第１例は、図５に示すように、それぞれ電極を形成した複
数枚のシート４１ａないし４１ｉを積層したもので、各シートはセラミック製あるいは樹
脂製である。セラミック製の基板は剛性を有している。樹脂製の基板はフレキシブル性を
有し、ロールツーロールによる製法に適している。
【００２６】
　シート４１ａには電極４２ａ～４２ｄとビアホール導体４３が形成されている。シート
４１ｂにはビアホール導体４３が形成されている。シート４１ｃには電極４４ａ，４４ｂ
とビアホール導体４３が形成されている。シート４１ｄ～シート４１ｇにはそれぞれ電極
４５～４８とビアホール導体４３が形成されている。シート４１ｈにはビアホール導体４
３が形成されている。シート４１ｉには電極４９とビアホール導体４３が形成されている
。
【００２７】
　各シート４１ａ～４１ｉを積層することにより、それぞれの電極がビアホール導体４３
を介して電気的に接続され、電極４５～４８によって前記インダクタＬが形成される。シ
ート４１ａ上の電極４２ａ，４２ｂはそれぞれ無線ＩＣチップ１０の入力端子電極１１及
び出力端子電極１２に接続される。なお、シート４１ａ上の電極４２ｃ，４２ｄは無線Ｉ
Ｃチップ１０の実装用端子電極（図示せず）と接続される。シート４１ｉは基板２０Ａの
裏面を示しており、その電極４９は放射板３１，３２に接続される。
【００２８】
　第１実施形態の基板２０Ａの第２例は、図６に示すように、それぞれ電極を形成した複
数枚のシート５１ａないし５１ｉを積層したもので、各シートはセラミック製あるいは樹
脂製である。
【００２９】
　シート５１ａには電極５２ａ～５２ｄとビアホール導体５３が形成されている。シート
５１ｂには電極５４ａ，５４ｂとビアホール導体５３が形成されている。シート５１ｃに
は電極５５ａ，５５ｂとビアホール導体５３が形成されている。シート５１ｄ～シート５
１ｇにはそれぞれ電極５６～５９とビアホール導体５３が形成されている。シート５１ｈ
にはビアホール導体５３が形成されている。シート５１ｉには電極６０とビアホール導体
５３が形成されている。
【００３０】
　各シート５１ａ～５１ｉを積層することにより、それぞれの電極がビアホール導体５３
を介して電気的に接続され、電極５６～５９によって前記インダクタＬが形成される。シ
ート５１ａ上の電極５２ａ，５２ｂはそれぞれ無線ＩＣチップ１０の入力端子電極１１及
び出力端子電極１２に接続される。なお、シート５１ａ上の電極５２ｃ，５２ｄは無線Ｉ
Ｃチップ１０の実装用端子電極（図示せず）と接続される。シート５１ｉは基板２０Ａの
裏面を示しており、その電極６０は放射板３１，３２に接続される。
【００３１】
　第２実施形態の基板２０Ｂの一例は、図２（Ｂ）に示した等価回路を有するもので、図
７に示すように、それぞれ電極を形成した複数枚のシート６１ａないし６１ｅを積層した
もので、各シートはセラミック製あるいは樹脂製である。
【００３２】
　シート６１ａには電極６２ａ～６２ｄとビアホール導体６３が形成されている。シート
６１ｂ～６１ｅにはそれぞれ電極６４ａ～６７ａ，６４ｂ～６７ｂとビアホール導体６３
が形成されている。
【００３３】
　各シート６１ａ～６１ｅを積層することにより、それぞれの電極がビアホール導体６３
を介して電気的に接続され、電極６４ａ～６７ａ間及び電極６４ｂ～６７ｂ間にそれぞれ
前記容量Ｃが形成される。シート６１ａ上の電極６２ａ，６２ｂはそれぞれ無線ＩＣチッ
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プ１０の入力端子電極１１及び出力端子電極１２に接続される。なお、シート６１ａ上の
電極６２ｃ，６２ｄは無線ＩＣチップ１０の実装用端子電極（図示せず）と接続される。
シート６１ｅに形成したビアホール導体６３は放射板３１，３２に接続される。
【００３４】
　第３実施形態の基板２０Ｃの一例は、図８に示すように、シート７１ａ～７１ｋを積層
したもので、各シートはセラミック製あるいは樹脂製である。
【００３５】
　シート７１ａには電極７２ａ～７２ｄとビアホール導体７３が形成されている。シート
７１ｂには電極７４ａ，７４ｂが形成されている。シート７１ｃには電極７５ａ，７５ｂ
とビアホール導体７３が形成されている。シート７１ｄにはビアホール導体７３が形成さ
れている。シート７１ｅには電極７６ａ，７６ｂとビアホール導体７３が形成されている
。シート７１ｆ～シート７１ｉにはそれぞれ電極７７～８０とビアホール導体７３が形成
されている。シート７１ｊにはビアホール導体７３が形成されている。シート７１ｋには
電極８１とビアホール導体７３が形成されている。
【００３６】
　各シート７１ａ～７１ｋを積層することにより、それぞれの電極がビアホール導体７３
を介して電気的に接続され、電極７４ａ，７５ａ間及び電極７４ｂ，７５ｂ間にそれぞれ
前記容量Ｃが形成され、電極７７～８０によって前記インダクタＬが形成される。シート
７１ａ上の電極７２ａ，７２ｂはそれぞれ無線ＩＣチップ１０の入力端子電極１１及び出
力端子電極１２に接続される。なお、シート７１ａ上の電極７２ｃ，７２ｄは無線ＩＣチ
ップ１０の実装用端子電極（図示せず）と接続される。シート７１ｋは基板２０Ｃの裏面
を示しており、その電極８１は放射板３１，３２に接続される。
【００３７】
　前記基板２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃは、静電気対策素子であるインダクタＬ及び／又は容
量Ｃを備えているために、無線ＩＣチップ１０が静電気によって破壊されることを防止す
ることができる。さらに、複数の電極層を含んでいるため、これらの基板を放射板３１，
３２に搭載した場合の衝撃を吸収することができる。さらに、複数の電極層が平面視で重
なっていることにより、この衝撃吸収効果がより向上する。
【００３８】
　（無線ＩＣデバイスの実施形態、図９～図１１参照）
　次に、本発明に係る無線ＩＣデバイスは、前記高周波デバイスを放射板に接続したもの
である。高周波デバイスは放射板にはんだなどで電気的に接続される以外に、接着剤など
で貼着されてもよい。以下に、無線ＩＣデバイスの１実施形態及び第２実施形態を説明す
る。
【００３９】
　第１実施形態は、図９に示すように、無線ＩＣチップ１０を搭載した基板２０（２０Ａ
，２０Ｂ，２０Ｃ）を放射板３３，３４に接続させたもので、前記インダクタＬ及び／又
は前記容量Ｃが放射板３３，３４と結合している。放射板３３，３４はダイポール型であ
る。
【００４０】
　第２実施形態は、図１０及び図１１に示すように、無線ＩＣチップ１０を搭載した基板
２０（２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ）を放射板３５に接続させたものである。放射板３５は一
対の端部３５ａにおいて前記インダクタＬ及び／又は容量Ｃと結合している。放射板３５
は、端部３５ａを含む環状電極３５ｂと、該環状電極３５ｂと結合するミアンダ状のダイ
ポール電極３５ｃとを有している。
【００４１】
　図９及び図１０に示した無線ＩＣデバイスにおいて、無線ＩＣチップ１０の静電破壊が
防止されるのみならず、インダクタＬと放射板３３，３４，３５の一対の端部とを電気的
に接続した場合には、放射板３３，３４，３５にあっても両端部に電位差を生じても基板
２０を通じて閉ループとなるので絶縁破壊を生じることがない。また、ダイポール型は利
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【００４２】
　さらに、環状電極３５ｂと前記インダクタＬ及び／又は前記容量Ｃとで形成する共振周
波数をＲＦＩＤの使用高周波信号の周波数に実質的に相当するように設定することにより
、放射板３５の寸法、形状などによらずリーダライタとの通信が可能になり、また、環状
電極３５ｂの形状に拘わらずインダクタＬのインダクタンス値や容量値を調整することに
より、所定の共振周波数に設定することができる。
【００４３】
　インダクタＬと環状電極とで共振周波数を決定する場合、ＵＨＦ帯でのインダクタＬの
インピーダンス（ＸL）を無線ＩＣの入出力端子電極間で形成される容量のインピーダン
ス（ＸC）よりも大きくして、必要帯域より低周波側に共振点を設定しておき、インダク
タＬを環状電極と結合させることにより、所定の共振点を得る。これにて、基板２０を変
更するだけで、必要帯域で共振点を得ることができる。共振周波数は、環状電極のインダ
クタンス値が大きければインダクタＬのインダクタンス値を小さくする、環状電極のイン
ダクタンス値が小さければインダクタＬのインダクタンス値を大きくすればよい。また、
容量Ｃと環状電極とで共振周波数を決定する場合には、反対に、必要帯域よりも高周波側
に共振点を設定しておけばよい。
【００４４】
　（他の実施例）
　なお、本発明に係る高周波デバイス及び無線ＩＣデバイスは前記実施例に限定するもの
ではなく、その要旨の範囲内で種々に変更できることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明は、ＲＦＩＤシステムに用いる高周波デバイス及び無線ＩＣデバ
イスに有用であり、特に、絶縁破壊を回避できて信頼性を高めることができる点で優れて
いる。
【符号の説明】
【００４６】
　１０…無線ＩＣチップ
　２０（２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ）…基板
　３１～３５…放射板
　３５ａ…端部
　３５ｂ…環状電極
　３５ｃ…ダイポール電極
　Ｌ…インダクタ
　Ｃ…容量
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