
(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

  ＣＰ Ｕお よび記憶手段を有し、通信回線に接続されたサーバと、

  該サ ーバ に接続され 、導電性インクを被プリント体に印刷するインクジェットプリンタ

と、

  該サ ーバ に接続され、導電性インクを被プリント体に印刷する熱転写プリンタと、

  該通 信回 線に接続される発注者端末とを備える通信媒体の受注／発注／製造システムで

あっ て、

  該記 憶手 段は、熱転写法のために導電性インクの層の厚みが抵抗値に対応して整理され

、か つイ ンクジェット法のために電気伝導度ごとに分類された導電性インクの種類が抵抗

値に 対応 して整理されたプリント媒体選択用データであって、該プリント媒体選択用デー

タは 抵抗 値に応じて該熱転写法または該インクジェット法とが一意に選択されるような該

プリ ント 媒体選択用データを格納しており、

  該Ｃ ＰＵ は、該発注者端末から送信された図形用座標データと、抵抗値を含む要求特性

情報 とを 受信して該記憶手段に格納し、

  該Ｃ ＰＵ は、該図形用座標データをドットイメージデータに変換し、該要求特性情報の

該抵 抗値に 基づいて、 該プリント媒体選択用データから熱転写法またはインクジェット法

を決 定し 、該プリント媒体選択用データから、熱転写法が選択された場合にはインクの厚

みを 決定 して該熱転写プリンタに送信し、またはインクジェット法が選択された場合には

イン クの 種類を特定して該インクジェットプリンタに送信し、

10

20

JP  4794349  B2  2011.10.19



  該熱 転写 法が決定された場合には、該熱転写プリンタは、決定された導電性インクの厚

みで 、該ド ットイメージデータ に応じて導電性インクを該プリント体に印刷し、またはイ

ンク ジェ ット法が指示された場合には、該インクジェットプリンタは、該ドットイメージ

デー タに 応じて特定された種類の導電性インクを被プリント体に印刷して通信媒体を製造

するこ とを 特徴とする通信媒体の受注／発注 ／製造システム。

【請 求項 ２】

  請求 項１ に記載の通信媒体の受注／発注 ／製造システムであって、さらに、

  該通 信回 線に接続され る 下請け業者端末を備え、

  該記 憶手 段は、予め下請け 業者 を選定する基準として入力された下請け業者選定情報と

、該 発注 者端末から送信された発注基本情報とを格納しており、

  該Ｃ ＰＵ は、該発注基本情報を該下請け業者端末に送信し、これに対して下請け業者が

作成 した該 下請け業者端末から送信された見積もり情報を受信して該記憶手段に格納し、

  該記 憶手 段に格納された見積もり情報 に基づいて該下請け業者選定情報に応じて下請け

業者 を決 定することを特徴とする通信媒体の受注／発注／製造システム。

【請 求項 ３】

  ＣＰ Ｕお よび記憶手段を有し、通信回線に接続されたサーバと、

  該サ ーバ に接続され 、導電性インクを被プリント体に印刷するインクジェットプリンタ

と、

  該サ ーバ に接続され、導電性インクを被プリント体に印刷する熱転写プリンタと、

  該通 信回 線に接続される発注者端末と を備え、

  該記 憶手 段は、熱転写法のために導電性インクの層の厚みが抵抗値に対応して整理され

、か つイ ンクジェット法のために電気伝導度ごとに分類された導電性インクの種類が抵抗

値に 対応 して整理されたプリント媒体選択用データであって、該プリント媒体選択用デー

タは 抵抗 値に応じて該熱転写法または該インクジェット法とが一意に選択されるような該

プリ ント 媒体選択用データを格納してい る通信媒体の受注／発注／製造システムにより、

通信 媒体 の受注／発注 ／製造 を行う方法であって、

  該方 法は 、

  該Ｃ ＰＵ により、該発注者端末から送信された図形用座標データと、抵抗値を含む要求

特性 情報 とを受信して該記憶手段に格納する工程と、

  該Ｃ ＰＵ は、該図形用座標データをドットイメージデータに変換し、該要求特性情報の

該抵 抗値に 基づいて、 該プリント媒体選択用データから熱転写法またはインクジェット法

を決 定し 、該プリント媒体選択用データから、熱転写法が選択された場合にはインクの厚

みを 決定 して該熱転写プリンタに送信し、またはインクジェット法が選択された場合には

イン クの 種類を特定して該インクジェットプリンタに送信する工程と、

  該熱 転写 法が決定された場合には、該熱転写プリンタにより、決定された導電性インク

の厚 みで 、該ドットイメージデータ に応じて導電性インクを該プリント体に印刷し、また

はイ ンク ジェット法が指示された場合には、該インクジェットプリンタにより、該ドット

イメ ージ データに応じて特定された種類の導電性インクを被プリント体に印刷する工程と

を備 えるこ とを特徴とする通信媒体の受注／発注／製造方法。

【請 求項 ４】

  請求 項３ に記載の通信媒体の受注／発注 ／製造方法であって、さらに、

  通信 媒体 の受注／発注 ／製造 システムは、該通信回線に接続される下請け業者端末とを

備え 、

  該記 憶手 段は、予め下請けを選定する基準として入力された下請け業者選定情報と、該

発注 者端 末から送信された発注基本情報とを格納しており、

  該発 注基 本情報を該下請け業者端末に送信する工程と、

  これ に対 して下請け業者が作成して該下請け業者端末から送信された見積もり情報を受

信し て該 記憶手段に格納する工程と、

  該記 憶手 段に格納された見積もり情報 に基づいて該下請け業者選定情報に応じて下請け

業者 を決 定する工程とを備えることを特徴とする通信媒体の受注／発注／製造方法。
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【発 明の 詳細な説明】

【技 術分 野】

【０ ００ １】

  本発 明は 通信媒体、特に非接触通信媒体または非接触通信媒体用アンテナの受注／発注

シス テム およびその方法に関する。詳しくは、通信媒体用アンテナまたは通信媒体の試作

段階 にお ける受注／発注にかかるコストを飛躍的に低減できる受注／発注システムおよび

その 方法 を提供することを目的とする。

【背 景技 術】

【０ ００ ２】

  近年 、車 載用アンテナなど、薄膜フィルムにパターンを組み込んだ通信媒体が盛んに使

用さ れて いる。

  また 、様 々な情報を書き込んだ超小型のＩＣチップを組み込んだいわゆるＩＣタグ（荷

札） やＩ Ｃカードは、商品管理や流通管理、また各種証明書などの幅広い分野での応用が

期待 され ている。このＩＣタグやＩＣカード等は、小さな送受信用の無線アンテナが取り

付け られ 、ＩＣタグやＩＣカード等に接触せずに専用の読みとり装置と通信できる機能を

有す る。 これらは、非接触通信媒体（カード化やタグ化していないインレットの状態も含

む） と呼 ばれている。

【０ ００ ３】

  この 通信 媒体、また特に非接触通信媒体に用いられているアンテナの製造方法は、１）

エッ チン グによる方法、２）スクリーン印刷による方法等がある。この中でエッチングに

よる 方法 については、感光性樹脂皮膜形成用の塗布装置や露光装置、現像乾燥装置等の高

額な 設備 が必要であり、少量生産の場合は非常にコストが高いものとなる。又、使用する

中間 材料 も高価であり、塗布した材料はエッチングで除去される部分がアンテナとして残

る部 分よ りも圧倒的に多く、この点でもコスト高となる。

【０ ００ ４】

  スク リー ン印刷による方法では、スクリーン版を変更することによりパターンを変更で

きる 自由 度は高いものの、アンテナを形成する材料である導電性ペースト自体が高価であ

る。 また スクリーン版を作成するのに長時間を要し、さらにペーストを塗布した後の硬化

に長 時間 に渡る熱処理が必要となるため、大量生産を行わなければ結果的にコスト高とな

る。

【０ ００ ５】

  たと えば 、特許文献１から特許文献４に開示されるように、これらの製造方法の他に熱

転写 技術 を利用したアンテナの製造方法が、近年提案されている。しかし、この方法によ

り製 造可 能なアンテナ回路は非常に限られており、また未だこの方法によるアンテナ回路

は製 造さ れていない。

【０ ００ ６】

【特 許文 献１】特開２００１－１６０１２３号公報

【特 許文 献２】特開２０００－２６８１４９号公報

【特 許文 献３】特開２００３－   ３０６１９号公報

【特 許文 献４】特開２００３－２４３９１８号公報

【発 明の 開示】

【発 明が 解決しようとする課題】

【０ ００ ７】

  従来 、エ ッチングによる方法や、スクリーン印刷による方法を採って、アンテナ回路の

製造 を行 う場合に、発注者が製造者に製造依頼を行う流れは以下の通りである。

（エ ッチ ングによる方法）

（１ ）発 注者は必要な特性を考慮しアンテナ配線図を例えばＣＡＤ図面等で作成する。

（２ ）発 注者は製造可能な製造者を調査し、ＣＡＤ図面や要求特性等を元に製造者に試作

依頼 を行 う。

（３ ）製 造者は試作依頼に基づき、中間材料を選択し、塗布装置により感光性皮膜の形成
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、露 光、 現像、乾燥、エッチングを行い、試作品を作成する。

（４ ）作 成した試作品の緒特性を発注者及び／又は製造者が測定し、必要により仕様変更

を行 う。

（５ ）上 記（１）から（４）を繰り返す。

（６ ）要 求仕様に到達したところで、発注者は最終仕様を作成し、その最終仕様に基づい

て本 製品 の製造を依頼する。

（７ ）製 造者は依頼された本製品を最終仕様に基づいて製造する。

【０ ００ ８】

（ス クリ ーン印刷による方法）

（１ ）発 注者は必要な特性を考慮しアンテナ配線図を例えばＣＡＤ図面等で作成する。

（２ ）発 注者は製造可能な製造者を調査し、ＣＡＤ図面や要求特性等を元に製造者に試作

依頼 を行 う。

（３ ）製 造者は試作依頼に基づき、スクリーン版を作成及び中間材料を選択し、スクリー

ン印 刷に より導電性ペーストによりアンテナ配線描画、熱処理硬化し、試作品を作成する

。

（４ ）作 成した試作品の緒特性を発注者及び／又は製造者が測定し、必要により仕様変更

を行 う。

（５ ）上 記（１）から（４）を繰り返す。

（６ ）要 求仕様に到達したところで、発注者は最終仕様を作成し、その最終仕様に基づい

て本 製品 の製造を依頼する。

（７ ）製 造者は依頼された本製品を最終仕様に基づいて製造する。

【０ ００ ９】

  この よう な従来の受注／発注方法において、少量生産の場合、コスト高であるのは先に

述べ た通 りである。また、大量生産であっても試作段階は少量生産であり、試作段階で非

常に 高い コストとなる。またいずれの方法においても、少量生産（試作段階での少量生産

を含 む） では試作品が完成するまでに長時間を要し（エッチングによる場合は工程が多い

ため 、ス クリーン印刷の場合は特にスクリーン版を製造しなければならないため）、試作

段階 での レスポンスが悪く、近年の開発時間短縮の潮流に対応することが困難であった。

  本発 明は 上記従来の問題点を鑑みてなされたもので、試作段階から本製品製造までのレ

スポ ンス がよく、かつ安価に少量生産（試作段階での少量生産も含む）、適切な製造方法

を選 択す ることができる通信媒体の製造の受注／発注するためのシステムおよび通信媒体

の受 注／ 発注するための方法を提供することを目的とする。

【課 題を 解決するための手段】

【０ ０１ ０】

  ＣＰ Ｕお よび記憶手段とを有し、通信回線に接続されたサーバと、該サーバに接続され

るプ リン タと、該通信回線に接続される発注者端末とを備える通信媒体の受注／発注シス

テム であ って、該ＣＰＵは該発注者端末から送信された図形用座標データと、抵抗値を含

む要 求特 性情報とを受信して該記憶手段に格納し、該ＣＰＵは、該図形用座標データをド

ット イメ ージデータに変換し、該要求特性情報に基づいて、該ドットイメージデータを該

プリ ンタ で印刷するように指示することを特徴とする通信媒体の受注／発注システムによ

り解 決す る。

  さら に、 ＣＰＵおよび記憶手段を有し、通信回線に接続されたサーバと、該サーバに接

続さ れる プリンタと、該通信回線に接続される発注者端末とを備える通信媒体の受注／発

注シ ステ ムにより、通信媒体の受注／発注を行う方法であって、該発注者端末から送信さ

れた 図形 用座標データと、抵抗値を含む要求特性情報とを受信して該記憶手段に格納する

工程 と、 該図形用座標データをドットイメージデータに変換し、該要求特性情報に基づい

て、 該ド ットイメージデータを該プリンタで印刷するように指示する工程とを備えること

を特 徴と する通信媒体の受注／発注を行う方法により解決する。

【発 明を 実施するための最良の形態】

【０ ０１ １】
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＜実 施の 形態１＞

  以下 、図 １を参照して、本発明の実施の形態１における通信媒体の受注／発注システム

（以 下、 「通信媒体受注／発注システム」とよぶ）の構成について説明する。なお、通信

媒体 には 、非接触通信媒体，非接触通信媒体を用いたアンテナを含むものである。通信媒

体受 注／ 発注システム１は、たとえばインターネットなどの通信回線２に接続されたサー

バ３ と、 熱転写プリンタなど、サーバ３に接続されるプリンタ４とを有している。サーバ

３は 、中 央処理装置（ＣＰＵ）７と、記憶手段８とを備えている。また、通信回線２には

、通 信媒 体の発注者の発注者端末５（５ａ，５ｂ，５ｃ）がサーバ３と通信可能に接続さ

れて いる 。発注者は企業または個人である。発注者の発注者端末５の数は、サーバ３の処

理能 力お よび通信回線２の通信能力が許す限り制限はない。

【０ ０１ ２】

  発注 者は 、任意の発注者端末５ａから、発注者基本情報と、発注基本情報と、発注依頼

品情 報と 要求特性情報とを電子データとしてサーバ３に送信する。これらの送信は、例え

ばイ ンタ ーネット上に開設された通信媒体受注／発注システム１を使用する企業のＷｅｂ

サイ トを 通じて送信する、またはこの企業向けへの個別の電子メールにより送信する等、

さま ざま な送信の手段をとることができる。

【０ ０１ ３】

  サー バ３ のＣＰＵ７は、発注者端末５ａから受信した発注者基本情報，発注基本情報，

発注 依頼 品情報および要求特性情報を記憶手段８に格納する。ここで、発注者基本情報は

、例 えば 、発注者名、住所、担当者名、メールアドレス、電話番号等の情報である。発注

基本 情報 とは、たとえば、納期、予算等の情報である。発注依頼品情報は、ＣＡＤ、また

はガ ーバ ー等で描かれた回路図面の電子データなどの図面情報である。要求特性情報は、

発注 者の 要求するインダクタンス値、または直流抵抗値またはインピーダンス値（以下、

「抵 抗値 」とする）である。

【０ ０１ ４】

  続い て、 実施の形態１の通信媒体受注／発注システム１をいかに使用するかを説明する

。サ ーバ ３のＣＰＵ７は、記憶手段８から回路図面の電子データを取出す。回路図面は通

常、 ＣＡ Ｄやガーバー等で描画された図形用座標データである。熱転写プリンタでパター

ンを 印刷 するためには、その図形用座標データをドットイメージデータに変換する必要が

ある 。そ こで、サーバ３のＣＰＵ７は、記憶手段８から回路図面の電子データを取り出し

た後 に、 ドットイメージデータに変換する。その際に、サーバ３のＣＰＵ７は、記憶手段

８か ら要 求特性情報を取り出し、それに基づいて、例えば、最適なプリント法の選択と、

プリ ント 媒体の選択と、転写条件の選択を行う。これらの選択は以下のように行う。

【０ ０１ ５】

  最適 なプ リントの選択を説明する。記憶手段８にはすでに、抵抗値に対応して整理され

た最 適な プリント法選択用データが格納されている。最適なプリント法選択用データとは

、た とえ ば、熱転写法であるか、インクジェット法であるかのデータであって、これらが

抵抗 値に 対応して整理されている。たとえば、ある抵抗値であれば、熱転写法が一意に選

択さ れる ようなデータである。サーバ３のＣＰＵ７は、取り出した要求特性情報の中の抵

抗値 に応 じて、最適なプリント法選択用データに照らして最適なプリント法を決定する。

なお 、最 適なプリント法選択用データが一意に決まらない場合には、ユーザの選択が必要

にな る。 この場合には、サーバ３のＣＰＵ７は、ユーザに対して、その選択を促す情報を

提供 し、 サーバの端末９のディスプレイにその旨を表示する。その後、ユーザが端末９か

らそ の選 択したプリント法を受信し、その後の選択のプロセスを継続する。

【０ ０１ ６】

  プリ ント 媒体の選択を説明する。記憶手段８には決定された最適なプリント毎に、プリ

ント 媒体 選択用データが格納されている。プリント媒体選択用データは、熱転写法が選択

され てい る場合には、「転写される導電性のインク層の厚み」または「金属蒸着層等の厚

み」 が抵 抗値に対応して整理されたデータである。さらに、これらのそれぞれに最適に対

応す るよ うに整理された被プリント媒体も含ませることができる。これらに対応して選択
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され るイ ンクジェット法が選択された場合には、「電気伝導度」の異なるインクが抵抗値

毎に 対応 して整理されたデータである。サーバ３のＣＰＵ７は、選択されたプリント法に

対応 し、 取り出した抵抗値をプリント媒体選択用データに照らして、熱転写法が選択され

てい る場 合には「転写される導電性のインク層の厚み」または「金属蒸着層等の厚み」を

、イ ンク ジェット法が選択されている場合には「インク」を選択する。また、被プリント

媒体 もこ れらに対応して選択される。なお、プリント媒体選択用データを抵抗値から直接

対応 つけ ることができない場合も多い。この場合には、ドットイメージデータに変換され

た際 に、 前記の回路図面の電子データを取り出されたドットイメージデータの回路の任意

の部 分の パターン幅および長さをサーバ３のＣＰＵ７が記憶しておき、これらと取り出し

た抵 抗値 とから必要厚みを計算して、「転写される導電性のインク層の厚み」または「金

属蒸 着層 等の厚み」を、インクジェット法が選択されている場合には「インク」を選択し

ても よい 。

【０ ０１ ７】

  転写 条件 の選択を説明する。記憶手段８には決定された最適なプリント毎に、熱転写条

件選 択用 データが格納されている。転写条件とは、熱転写法であれば加熱条件であり、ま

たイ ンク ジェット法であれば噴霧条件である。

  サー バ３ のＣＰＵ７は、これらを決定した後に、「変換されたドットイメージデータ」

，「 選択 されたプリント法」，「選択されたプリント媒体」，「選択された熱転写条件」

を含 むド ットイメージプリント情報を作成する。サーバ３のＣＰＵ７は、ドットイメージ

プリ ント 情報をプリンタ４に送信する。ドットイメージプリント情報を受信したプリンタ

４は 、ド ットイメージプリント情報に基づいて、それにしたがったプリント法に従ってプ

ロセ スを 開始し，プリント媒体と被プリント体を供給して、選択された熱転写条件に沿っ

てド ット イメージとしてその印刷を行って非接触通信媒体のアンテナ部分が製造できる。

これ によ り、非接触通信媒体のアンテナの試作品などを得ることができる。

【０ ０１ ８】

  さら に、 この印刷された非接触通信媒体の回路にＩＣモジュールを接着し、または超音

波に より カシメなどの実装を施し、非接触通信媒体（インレットの状態も含む）の試作品

を作 るこ とも可能である。

【０ ０１ ９】

  なお 、ユ ーザが図面情報に必要な修正を行う必要がある場合には、記憶手段８に格納さ

れた 図面 情報を取出し、別のアプリケーションソフトによって適宜変更をし、図面情報の

更新 を行 う。この場合、サーバ３のＣＰＵ７は、記憶手段８から更新されている最新の回

路図 面の 電子データを取出せば、更新された図面情報に基づいてドットイメージデータへ

の変 換が できる。

【０ ０２ ０】

  試作 段階 で熱転写プリンタによる描画を行うことで、飛躍的に試作品製造の納期短縮、

コス ト低 減を行うことができる。熱転写プリンタは、前記したエッチングによる方法やス

クリ ーン 印刷による方法で必要な設備より遙かに低コストであることは言うまでもなく、

また 中間 材料においても低コストであることは言うまでもない。但し、前記のエッチング

によ る方 法またはスクリーン印刷する方法のいずれにも比べて大量生産には向かない点が

ある が、 むしろ試作段階は少量生産であるので全く問題ない。尚、プリンタ４を熱転写プ

リン タと しているが、オンデマンド印刷が可能で、かつ導電性回路の描画が可能であれば

どの よう なプリンタでもよいので、例えばインクジェットプリンタとしてもよい。

【０ ０２ １】

  つい で、 作成した試作品の特性を必要により測定する。測定は受注者側で行ってもよい

し、 発注 者側で行ってもよい。得られた測定結果に基づいて、発注者側は必要により再度

プリ ンタ ４による試作依頼を回路図の変更等とともに行う。このやり取りを所望の特性が

得ら れる まで、必要に応じて繰り返す。そして、所望の特性に到達した時点で最終試作の

発注 を行 う。すなわち、前記したプリンタ４での試作はいわゆる当たりを付けるための試

作と 考え てもよい。
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【０ ０２ ２】

  熱転 写プ リンタで最終品としての諸特性が確保できるのであれば熱転写プリンタでの試

作を 行う 。この場合には、すでに最後に試作したものが最終試作品となるので、あらため

て最 終試 作品の製作の必要がない場合もある。この場合は、前記の試作結果を受けて、コ

スト 、納 期等を確定し、サーバ３の記憶手段８に入力する。ＣＰＵ７は、これを見積もり

デー タと して発注者端末５ａに送信する。なお、場合によっては、発注者基本情報に見積

もり 時に ドットイメージの納入する旨が含まれていれば、これも提示し、本製造に移行す

るこ とと なる。

【０ ０２ ３】

  一方 、熱 転写プリンタでは諸特性が確保できない場合は、他の方法での最終試作を行う

。し かし 、最終試作までに熱転写プリンタで安価に諸特性の改良を行っているので、例え

他の 方法 （エッチングによる方法、スクリーン印刷による方法等）で試作を行うとしても

、す でに 確度の高い試作を行っているので、その後にさらに試作が必要となっても、そも

そも 、長 時間かつ高価であった試作の回数の低減ができるので、結果として、短納期、低

コス トで 試作を完了することができる。

  この 結果 を受けて、コストおよび納期を確定し、サーバ３の記憶手段８に入力する。Ｃ

ＰＵ ７は 、これを見積もりデータとして発注者端末５ａに送信する。なお、場合によって

は、 発注 基本情報に見積もり時にドットイメージの納入する旨が含まれていれば、これも

提示 し、 本製造に移行することとなる。

【０ ０２ ４】

＜実 施の 形態２＞

  続い て、 実施の形態２について説明する。受注者が仲介者として通信媒体受注／発注シ

ステ ム１ を使用する構成とすることもできる。

  すな わち 、実施の形態２においては、受注者は、すべての方法（エッチングによる方法

、ス クリ ーン印刷による方法、熱転写による方法を含むオンデマンドな方法）による製造

者で ある 必要はない。例えば受注者が熱転写による方法でのみ通信媒体を製造することが

可能 であ り、他の方法の設備を有していない場合などは、次のように仲介者として通信媒

体の 受注 ／発注システム１を使用することが考えられる。

【０ ０２ ５】

  以下 、図 ２を参照して、本発明の実施の形態２における通信媒体受注／発注システム１

につ いて 説明する。通信媒体受注／発注システム１は、基本的に実施の形態１と同じであ

る。 実施 の形態１と、特に異なっているのは次の点である。通信回線２に、下請け製造会

社の 下請 け端末６（６ａ，６ｂ，６ｃ）がサーバ３と通信可能に接続されている点が異な

る。 すな わち、たとえば、実施の形態１において説明したように、プリンタ４で製作した

前記 試作 により、例えばスクリーン印刷で製造を行うのが最適である、又はスクリーン印

刷か 熱転 写による方法のいずれかで製造を行うほうがよいと判断される場合がある。この

場合 には 、発注者の意向を確認後、委託する下請け製造業者（以下、単に、「下請け業者

」と する ）を募る必要がある。そこで、下請け製造業者をＷｅｂ会員として登録し、下請

け端 末６ （６ａ，６ｂ，６ｃ）がサーバ３と通信可能に接続される。発注者の発注者端末

５の 数、 および下請け業者の下請け端末６の数は、サーバ３の処理能力および通信回線２

の通 信能 力が許す限り、それぞれの端末数に制限が無い点で実施の形態１と同じである。

また 、サ ーバ３のＣＰＵ７が、発注者端末５ａから受信した発注者基本情報，発注基本情

報お よび 発注依頼品情報を記憶手段８に格納する点も実施の形態１と同じである。さらに

、サ ーバ ３の記憶手段８には、下請け業者情報を入力し格納しておく。下請け業者情報は

、た とえ ば、下請け業者の製造設備，製造能力，所在地または連絡先アドレスのデータで

ある 。

【０ ０２ ６】

  続い て、 実施の形態１の通信媒体受注／発注システム１をいかに使用するかを説明する

。サ ーバ ３のＣＰＵ７は、発注者端末５ａから受信した発注者基本情報，発注基本情報，

発注 依頼 品情報および要求特性情報を記憶手段８に格納する。ここで、発注者基本情報は
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、例 えば 、発注者名、住所、担当者名、メールアドレス、電話番号等の情報である。発注

基本 情報 とは、たとえば、納期、予算等の情報である。発注依頼品情報および要求特性情

報も 実施 の形態１と同じである。

【０ ０２ ７】

  サー バ３ のＣＰＵ７は、発注基本情報と、下請け業者情報とを取り出し、発注基本情報

のう ち、 納期および予算の情報から該当する下請け業者を事前に選択して絞り込み、リス

ト化 する 。そのリストに列挙された登録されている下請け業者に対して、記憶手段８に格

納さ れて いる発注者基本情報，発注基本情報および発注依頼品情報を送信する。発注基本

情報 には 、さらに、最終試作仕様として（スクリーン版、数量、納期等）および全体発注

予定 内容 （月間製造量、納期、将来への予想推移等）が含まれる。

【０ ０２ ８】

  下請 け業 者のそれぞれは、その情報に基づいて見積もりを行う。見積もりを終了した下

請け 業者 は、それぞれの自己の端末である下請け端末６ａ，６ｂ，６ｃで見積もり情報を

作成 し、 そこから見積もり情報をサーバ３に向けて送信する。サーバ３は下請け端末６ａ

，６ ｂ， ６ｃから送信された見積もり情報を受信し、記憶手段８に格納する。また、記憶

手段 ８に は、たとえば、最も価格が安い、最も納期が短い等の下請けを選定するための基

準と して の下請け業者選定基準情報が予め格納されている。下請け業者選定基準情報は、

受注 に応 じて受注ごとに、適宜更新され記憶手段８に格納される。サーバ３のＣＰＵ７は

、見 積も り情報と下請け業者選定基準情報とを取り出し、見積もり情報を下請け業者選定

基準 情報 に応じて、もっとも条件のよい業者を選定する。すなわち、下請け業者選定基準

情報 が、 最も価格が安いものを選択するように指定されている場合には、見積もり情報の

うち 価格 に注目して最も価格の安いものから順に並べ替えて下請け業者の選定を行う。な

お、 ここ で下請け業者の数は、下請け業者選定基準情報の中で決定しておくことができる

。こ れに より、複数の下請け業者を選定することもできる。

【０ ０２ ９】

  下請 け業 者が指定されれば、その下請け業者に、下請け業者として選定された旨を連絡

する 。そ して、発注者基本情報，発注基本情報，発注依頼品情報，要求特性情報を送信す

る。 それ を受信したサーバ３の下請け端末６ａは、下請け端末６ａの記憶手段、または下

請け 業者 の記憶手段に格納する。下請け業者は、これらのデータから、前記「エッチング

によ る方 法」または「スクリーン印刷による方法」にしたがって、通信媒体のアンテナを

製造 する 。

【０ ０３ ０】

  なお 、下 請け業者を事前に選択する段階で、最適な委託製造者に製造を依頼する形をと

って もよ い。このような形態であれば、発注者は初期から製造方法を限定せずに、試作依

頼を 出し 、試作結果から最終製造方法を決定し、最終製造者選定等をワンストップで行う

こと がで きる。これにより、研究開発から現実に製造を行うまでにある「見積もり」、「

製造 者選 定」の煩わしい作業も効率的に行うことができる。

【０ ０３ １】

  また 、実 施の形態２においても、下請け業者の選定および下請け業者へのデータの送信

とと もに 、実施の形態１と同様に、プリンタ４で印刷を併せて実行することも可能である

。

【０ ０３ ２】

  試作 につ いても実施の形態１と同様で、試作の結果を受けて、コストおよび納期を確定

し、 サー バ３の記憶手段８に入力する。ＣＰＵ７は、これを見積もりデータとして発注者

端末 ５ａ に送信する。なお、場合によっては、発注基本情報に見積もり時にドットイメー

ジの 納入 する旨が含まれていれば、これも提示する。

【図 面の 簡単な説明】

【０ ０３ ３】

【図 １】 本願発明の実施の形態１を示した図である。

【図 ２】 本願発明の実施の形態２を示した図である。
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【符 号の 説明】

【０ ０３ ４】

  １   通信 媒体受注／発注システム

  ２   通信 回線

  ３   サー バ

  ４   プリ ンタ

  ５   発注 者端末

  ６   下請 け業者端末

  ７   ＣＰ Ｕ

  ９   記憶 手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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