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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグ基材と、
　このタグ基材に設けられ、情報の送受信を行うアンテナと、
　タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前記アンテナの複数のアンテ
ナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回路部を保持するための保持
部材とを有し、
　前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成された無線タグＩＣ回路保持体であって
、
　前記複数の接続端子を前記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記
アンテナに接合するための位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設け、
　前記位置決め部材は、前記保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることを特
徴とする無線タグＩＣ回路保持体。
【請求項２】
　タグ基材と、
　このタグ基材に設けられ、情報の送受信を行うアンテナと、
　タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前記アンテナの複数のアンテ
ナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回路部を保持するための保持
部材とを有し、
　前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成された無線タグＩＣ回路保持体であって
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、
　前記複数の接続端子を前記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記
アンテナに接合するための位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設け、
　前記保持部材は、略正方形形状を備えており、
　前記複数の接続端子は、前記略正方形形状の保持部材において、前記略正方向の対角線
上に非存在領域を介在させつつ互いに対向するように２つ設けられており、
　前記複数のアンテナ素子は、互いに対向する前記ＩＣ回路部側の端部に、略三角形状の
端部電極部をそれぞれ備えるように２つ設けられている
ことを特徴とする無線タグＩＣ回路保持体。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の無線タグＩＣ回路保持体において、
　前記位置決め部材は、前記保持部材の取り付け状態において前記保持部材の外周側に位
置するように、設けられることを特徴とする無線タグＩＣ回路保持体。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項記載の無線タグＩＣ回路保持体において、
　前記位置決め部材は、前記保持部材のうち、少なくとも角部を保持可能な形状を備える
ことを特徴とする無線タグＩＣ回路保持体。
【請求項５】
　請求項４記載の無線タグＩＣ回路保持体において、
　前記位置決め部材は、前記保持部材の外周縁部略全域を取り囲む形状を備えることを特
徴とする無線タグＩＣ回路保持体。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項記載の無線タグＩＣ回路保持体において、
　タグラベルを作成するために用いるタグテープに設けられることを特徴とする無線タグ
ＩＣ回路保持体。
【請求項７】
　タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情報の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記
憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続
するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回路部を保持するための保持部材とを有し、
前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成された無線タグＩＣ回路保持体をテープ長
手方向に複数個配置したタグテープを巻回したタグテープロールであって、
　前記タグテープに備えられた前記無線タグＩＣ回路保持体は、前記複数の接続端子を前
記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記アンテナに接合するための
位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設けており、
　前記位置決め部材は、前記保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることを特
徴とするタグテープロール。
【請求項８】
　タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情報の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記
憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続
するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回路部を保持するための保持部材とを有し、
前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成された無線タグＩＣ回路保持体をテープ長
手方向に複数個配置したタグテープを巻回したタグテープロールを収納し、
　このタグテープロールから繰り出した前記タグテープを用いてタグラベルを作成するタ
グラベル作成装置に対し着脱可能に構成された無線タグカートリッジであって、
　前記タグテープに備えられた前記無線タグＩＣ回路保持体は、前記複数の接続端子を前
記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記アンテナに接合するための
位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設けており、
　前記位置決め部材は、前記保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることを特
徴とする無線タグカートリッジ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部と情報の無線通信が可能な無線タグに係わり、特に、その無線タグに備
えられる無線タグＩＣ回路保持体、これを用いたタグテープロール、及び無線タグカート
リッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小型の無線タグとリーダ（読み取り装置）／ライタ（書き込み装置）との間で非接触で
情報の読み取り／書き込みを行うＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）システム
が知られている。例えばラベル状の無線タグに備えられた無線タグ回路素子は、所定の無
線タグ情報を記憶するＩＣ回路部とこのＩＣ回路部に接続されて情報の送受信を行うアン
テナとを備えており、無線タグが汚れている場合や見えない位置に配置されている場合で
あっても、リーダ／ライタ側よりＩＣ回路部の無線タグ情報に対してアクセス（情報の読
み取り／書き込み）が可能であり、商品管理や検査工程等の様々な分野において実用が期
待されている。
【０００３】
　このような無線タグは、通常、ラベル状又はシート状の素材（基材）上に無線タグ回路
素子を設けて形成されることが多い。この無線タグの構成としては、例えば特許文献１に
記載のものが知られている。この従来技術では、１つのＩＣ回路部（ＩＣチップ）の両側
に２つの電極（接触パッド）をそれぞれ設け、さらにそれら２つの電極を導電性接着剤を
介して２つのアンテナ素子（アンテナ部分）にそれぞれ接続している。このとき、上記Ｉ
Ｃ回路部及び２つの電極を基材（基盤）上に実装したものを１つのモジュールとして、こ
のモジュールを碁盤目状（マトリクス状ウェブ）に多数配置したものを予め製造しておき
、これより各モジュールを１つ１つ切り離した後、切り離した各モジュールの２つの電極
を導電性接着剤を介し２つのアンテナ素子にそれぞれ接続して無線タグ回路素子を完成さ
せるようにしている。
【特許文献１】特開２０００－３１１２３３号公報（図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術には以下の課題が存在する。すなわち、ＩＣ回路部及びこ
れに接続された電極を備えたモジュールをアンテナに取り付けて無線タグ回路素子を完成
させる際に、２つの電極を２つのアンテナ素子に（導電性接着剤を介し）正しく接合する
ためには、精度の良い位置決めを行わなければならない。上記従来技術では、このアンテ
ナへの取り付け作業を効率よく行う点については特に配慮されておらず、このため、無線
タグ回路素子の製造工程における生産性を向上することが困難であった。
【０００５】
　本発明の目的は、ＩＣ回路部をアンテナ側へ接合し無線タグ回路素子を完成させるとき
の取り付け作業を容易にし、製造工程における生産性を向上することができる無線タグＩ
Ｃ回路保持体、タグテープロール、及び無線タグカートリッジを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、第１の発明は、タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情
報の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と
前記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ
回路部を保持するための保持部材とを有し、前記保持部材と前記アンテナとを接合して構
成された無線タグＩＣ回路保持体であって、前記複数の接続端子を前記複数のアンテナ素
子に接合するために、前記保持部材を前記アンテナに接合するための位置決めを行う位置
決め部材を、前記タグ基材に設け、前記位置決め部材は、前記保持部材を、４方向に位置
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決め可能な形状を備えることを特徴とする。
 
【０００７】
　本願第１発明においては、アンテナとＩＣ回路部とからなる無線タグ回路素子を構成す
る際、タグ基材上に無線通信用のアンテナを設けておき、その一方で、タグ情報記憶する
ＩＣ回路部を保持部材で保持しておき、この状態で、保持部材をタグ基材に取り付けるこ
とによって保持部材の電極（接続端子）とアンテナとを接合導通させ、無線タグ回路素子
を完成させる。このとき、タグ基材に位置決め部材を設けて、保持部材をタグ基材上に位
置決めするようにすることにより、上記保持部材のタグ基材への取り付けをきわめて容易
に行うことができる。この結果、製造工程における生産性を向上することができる。
　また、保持部材が複数の接続端子を備えていることにより、保持部材をタグ基材に取り
付けることによって保持部材の接続端子とアンテナとを接合導通させ、その際に位置決め
部材で保持部材の位置決めを行うことにより、上記保持部材のタグ基材への取り付けをき
わめて容易に行うことができる。
　また、位置決め部材が、保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることにより
、保持部材を位置決め部材で位置決めしつつタグ基材に取り付ける際、保持部材の設置向
きの方向決め制御の精度を大幅に緩和できる（４方向のいずれに方向決めしても許容され
る）ため、さらに容易にタグ基材への取り付けを行うことができる。
　上記目的を達成するために、第２の発明は、タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情
報の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と
前記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ
回路部を保持するための保持部材とを有し、前記保持部材と前記アンテナとを接合して構
成された無線タグＩＣ回路保持体であって、前記複数の接続端子を前記複数のアンテナ素
子に接合するために、前記保持部材を前記アンテナに接合するための位置決めを行う位置
決め部材を、前記タグ基材に設け、前記保持部材は、略正方形形状を備えており、前記複
数の接続端子は、前記略正方形形状の保持部材において、前記略正方向の対角線上に非存
在領域を介在させつつ互いに対向するように２つ設けられており、前記複数のアンテナ素
子は、互いに対向する前記ＩＣ回路部側の端部に、略三角形状の端部電極部をそれぞれ備
えるように２つ設けられていることを特徴とする。
　保持部材を略正方形形状とすることにより、保持部材の当該略正方形形状を９０°ずつ
回転させた４つの姿勢のうちどの姿勢であっても、確実に位置決め部材によって位置決め
を行い、上記保持部材のタグ基材への取り付けをきわめて容易に行うことができる。
　また複数の接続端子が、略正方形形状の保持部材において、略正方向の対角線上に非存
在領域を介在させつつ互いに対向するように２つ設けられ、複数のアンテナ素子は、互い
に対向するＩＣ回路部側の端部に、略三角形状の端部電極部をそれぞれ備えるように２つ
設けられている。これにより、略正方形形状の４辺を４方向のうちいずれに向けて保持部
材を配置するようにしても、２つの接続端子の一方側は２つのアンテナ素子の端部電極部
のうち一方側にのみ確実に導通され、また２つの接続端子の他方側は２つのアンテナ素子
の端部電極のうち他方側にのみ確実に導通される構造を実現することができる。したがっ
て、保持部材を位置決め部材で位置決めしつつタグ基材に取り付ける際、保持部材の設置
向きを上記４方向のうちいずれかに方向決め制御する必要がなくなるため、さらに容易に
タグ基材への取り付けを行うことができる。
 
【００１０】
　第３発明は、上記第１又は第２発明において、前記位置決め部材は、前記保持部材の取
り付け状態において前記保持部材の外周側に位置するように、設けられることを特徴とす
る。
 
【００１１】
　位置決め部材で保持部材の外周側をガイドし、保持部材をタグ基材へ取り付け、保持部
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材のタグ基材への取り付けを容易に行うことができる。
【００１２】
　第４発明は、上記第１乃至第３発明のいずれかにおいて、前記位置決め部材は、前記保
持部材のうち、少なくとも角部を保持可能な形状を備えることを特徴とする。
 
【００１３】
　保持部材の少なくとも角部を保持して位置決めを行い、保持部材のタグ基材への取り付
けを容易に行うことができる。
【００１４】
　第５発明は、上記第４発明において、前記位置決め部材は、前記保持部材の外周縁部略
全域を取り囲む形状を備えることを特徴とする。
【００１５】
　保持部材の外周縁部略全域を取り囲むようにして位置決めを行い、保持部材のタグ基材
への取り付けを確実に容易に行うことができる。また、製造時に大きさまたは形状の異な
る保持部材が混入しても位置決めができないので、誤って接合してしまう懼れを解消でき
る。
【００２６】
　第６発明は、上記第１乃至第５発明のいずれか１つにおいて、タグラベルを作成するた
めに用いるタグテープに設けられることを特徴とする。
 
【００２７】
　これにより、保持部材をタグ基材へ容易に取り付けた無線タグＩＣ回路保持体を備えた
タグテープを用いて、タグラベルを作成することが可能となる。
【００２８】
　上記目的を達成するために、第７発明は、タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情報
の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前
記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回
路部を保持するための保持部材とを有し、前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成
された無線タグＩＣ回路保持体をテープ長手方向に複数個配置したタグテープを巻回した
タグテープロールであって、前記タグテープに備えられた前記無線タグＩＣ回路保持体は
、前記複数の接続端子を前記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記
アンテナに接合するための位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設けており、
前記位置決め部材は、前記保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることを特徴
とする。
 
【００２９】
　本願第７発明のタグテープロールにおいては、巻回したタグテープに複数個配置した無
線タグＩＣ回路保持体が、それぞれ、保持部材をアンテナに接合するための位置決めを行
う位置決め部材を、タグ基材に設けている。これにより、連続して保持部材をアンテナに
接合する製造時において、保持部材のタグ基材への取り付けをきわめて容易に行うことが
でき、製造工程における生産性を向上することができる。
　また、保持部材が複数の接続端子を備えていることにより、保持部材をタグ基材に取り
付けることによって保持部材の接続端子とアンテナとを接合導通させ、その際に位置決め
部材で保持部材の位置決めを行うことにより、上記保持部材のタグ基材への取り付けをき
わめて容易に行うことができる。
　また、位置決め部材が、保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることにより
、保持部材を位置決め部材で位置決めしつつタグ基材に取り付ける際、保持部材の設置向
きの方向決め制御の精度を大幅に緩和できる（４方向のいずれに方向決めしても許容され
る）ため、さらに容易にタグ基材への取り付けを行うことができる。
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【００３０】
　上記目的を達成するために、第８発明は、タグ基材と、このタグ基材に設けられ、情報
の送受信を行うアンテナと、タグ情報を記憶するＩＣ回路部、及び、前記ＩＣ回路部と前
記アンテナの複数のアンテナ素子とを接続するための複数の接続端子を備え、前記ＩＣ回
路部を保持するための保持部材とを有し、前記保持部材と前記アンテナとを接合して構成
された無線タグＩＣ回路保持体をテープ長手方向に複数個配置したタグテープを巻回した
タグテープロールを収納し、このタグテープロールから繰り出した前記タグテープを用い
てタグラベルを作成するタグラベル作成装置に対し着脱可能に構成された無線タグカート
リッジであって、前記タグテープに備えられた前記無線タグＩＣ回路保持体は、前記複数
の接続端子を前記複数のアンテナ素子に接合するために、前記保持部材を前記アンテナに
接合するための位置決めを行う位置決め部材を、前記タグ基材に設けており、前記位置決
め部材は、前記保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることを特徴とする。
 
【００３１】
　本願第８発明の無線タグカートリッジにおいては、タグテープロールとして巻回された
タグテープに複数個配置した無線タグＩＣ回路保持体が、それぞれ、保持部材をアンテナ
に接合するための位置決めを行う位置決め部材を、タグ基材に設けている。これにより、
製造時において、保持部材のタグ基材への取り付けをきわめて容易に行うことができ、製
造工程における生産性を向上することができる。
　また、保持部材が複数の接続端子を備えていることにより、保持部材をタグ基材に取り
付けることによって保持部材の接続端子とアンテナとを接合導通させ、その際に位置決め
部材で保持部材の位置決めを行うことにより、上記保持部材のタグ基材への取り付けをき
わめて容易に行うことができる。
　また、位置決め部材が、保持部材を、４方向に位置決め可能な形状を備えることにより
、保持部材を位置決め部材で位置決めしつつタグ基材に取り付ける際、保持部材の設置向
きの方向決め制御の精度を大幅に緩和できる（４方向のいずれに方向決めしても許容され
る）ため、さらに容易にタグ基材への取り付けを行うことができる。
 
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、ＩＣ回路部をアンテナ側へ接合し無線タグ回路素子を完成させるとき
の取り付け作業を容易にし、製造工程における生産性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。この実施形態は、本発明を
無線タグラベルの生成システムに適用した場合の実施形態である。
【００３４】
　図１は、本実施形態の無線タグＩＣ回路保持体及び無線タグカートリッジを備えるタグ
ラベル作成装置が適用される無線タグ生成システムを表すシステム構成図である。
【００３５】
　図１に示すこの無線タグ生成システム１において、タグラベル作成装置（無線タグ情報
通信装置)２は、有線あるいは無線による通信回線３を介してルートサーバ４、端末５、
汎用コンピュータ６、及び複数の情報サーバ７に接続されている。
【００３６】
　図２は、上記タグラベル作成装置２の詳細構造を表す概念的構成図である。
【００３７】
　図２において、タグラベル作成装置２の装置本体８には、凹所としてのカートリッジホ
ルダ部（図示せず）が設けられ、このホルダ部にカートリッジ１００が着脱可能に取り付
けられている。
【００３８】
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　装置本体８は、カートリッジ１００を嵌合させる上記カートリッジホルダ部を備えると
ともに外郭を構成する筐体９と、カバーフィルム１０３に所定の印字（印刷）を行う印字
ヘッド（サーマルヘッド）１０と、カバーフィルム１０３への印字が終了したインクリボ
ン１０５を駆動するリボン巻取りローラ駆動軸１１と、カバーフィルム（被印字テープ）
１０３と帯状の基材テープ（タグテープ）１０１とを貼り合わせつつ印字済タグラベル用
テープ１１０としてカートリッジ１００から繰り出すためのテープ送りローラ駆動軸１２
と、印字済タグラベル用テープ１１０に備えられる無線タグ回路素子Ｔo（詳細は後述）
との間でＵＨＦ帯等の高周波を用いて無線通信により信号の授受を行うアンテナ１４と、
上記印字済タグラベル用テープ１１０を所定のタイミングで所定の長さに切断しラベル状
の無線タグラベルＴ(詳細は後述)を生成するカッタ１５と、上記無線通信による信号授受
時において無線タグ回路素子Ｔoをアンテナ１４に対向する所定のアクセスエリアに設定
保持するとともに切断後の各無線タグラベルＴを案内するための一対の搬送ガイド１３と
、その案内された無線タグラベルＴを搬出口（排出口）１６へと搬送し送出する送出ロー
ラ１７と、搬出口１６における無線タグラベルＴの有無を検出するセンサ１８とを有して
いる。
【００３９】
　センサ１８は、例えば投光器及び受光器からなる反射型の光電センサである。投光器と
受光器との間に無線タグラベルＴが存在しない場合には、その投光器から出力された光が
受光器に入力される。一方、投光器と受光器との間に無線タグラベルＴが存在する場合に
は、投光器から出力された光が遮蔽されて受光器からの制御出力が反転させられるように
なっている。
【００４０】
　一方、装置本体８はまた、上記アンテナ１４を介し上記無線タグ回路素子Ｔoへアクセ
スする（読み取り又は書き込みを行う）ための高周波回路２１と、無線タグ回路素子Ｔo
から読み出された信号を処理するための信号処理回路２２と、前述したリボン巻取りロー
ラ駆動軸１１及びテープ送りローラ駆動軸１２を駆動するカートリッジ用モータ２３と、
このカートリッジ用モータ２３の駆動を制御するカートリッジ駆動回路２４と、上記印字
ヘッド１０への通電を制御する印刷駆動回路２５と、上記カッタ１５を駆動して切断動作
を行わせるソレノイド２６と、そのソレノイド２６を制御するソレノイド駆動回路２７と
、上記送出ローラ１７を駆動する送出ローラ用モータ２８と、この送出ローラ用モータ２
８を制御する送出ローラ駆動回路２９と、上記高周波回路２１、信号処理回路２２、カー
トリッジ駆動回路２４、印刷駆動回路２５、ソレノイド駆動回路２７、送出ローラ駆動回
路２９等を介し、タグラベル作成装置２全体の動作を制御するための制御回路３０とを有
する。
【００４１】
　制御回路３０は、いわゆるマイクロコンピュータであり、詳細な図示を省略するが、中
央演算処理装置であるＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等から構成され、ＲＡＭの一時記憶機
能を利用しつつＲＯＭに予め記憶されたプログラムに従って信号処理を行うようになって
いる。またこの制御回路３０は、入出力インターフェイス３１を介し例えば通信回線３に
接続され、この通信回線３に接続された前述のルートサーバ４、他の端末５、汎用コンピ
ュータ６、及び情報サーバ７等との間で情報のやりとりが可能となっている。
【００４２】
　図３は、上記タグラベル作成装置２に備えられた本実施形態によるカートリッジ１００
の詳細構造を説明するための説明図である。
【００４３】
　この図３において、カートリッジ（無線タグカートリッジ）１００は、上記基材テープ
１０１が巻回された第１ロール（タグテープロール）１０２と、上記基材テープ１０１と
略同じ幅である透明な上記カバーフィルム１０３が巻回された第２ロール１０４と、上記
インクリボン１０５（熱転写リボン、但しカバーフィルム１０３が感熱テープの場合は不
要）を繰り出すリボン供給側ロール１１１と、印字後のインクリボン１０５を巻き取る上
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記リボン巻取りローラ１０６と、上記基材テープ１０１とカバーフィルム１０３とを押圧
し接着させ上記印字済タグラベル用テープ１１０としつつ矢印Ａで示す方向にテープ送り
をする圧着ローラ１０７とを有している。
【００４４】
　第１ロール１０２は、リール部材１０２ａの周りに、長手方向に複数の無線タグ回路素
子Ｔoが所定の等間隔で順次形成された上記基材テープ１０１を巻回している。
【００４５】
　基材テープ１０１はこの例では４層構造となっており（図３中部分拡大図参照）、内側
に巻かれる側（図３中右側）よりその反対側（図３中左側）へ向かって、適宜の粘着材か
らなる粘着層１０１ａ、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）等から成る色付きのベー
スフィルム１０１ｂ（タグ基材）、適宜の粘着材からなる粘着層１０１ｃ、剥離紙１０１
ｄの順序で積層され構成されている。
【００４６】
　ベースフィルム１０１ｂの裏側（図３中左側）には、情報の送受信を行うアンテナ１５
２（アンテナ部）を構成する２つのアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂが一体的に設けられ
ており、これに接続するように保持部材としての保護フィルム１６０（ＩＣ保護フィルム
）が設けられている。保護フィルム１６０は、上記ＩＣ回路部１５１と、このＩＣ回路部
１５１とアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂとを接続する接続端子１５９Ａ，１５９Ｂ（例
えば銀ペーストによってＩＣ回路部１５１の電極と接続されている）とを備えており、そ
れらを略覆うように配置されている。このとき、上記接続端子１５９Ａ，１５９Ｂが接着
剤層Ｊを介しアンテナ１５２Ａ，１５２Ｂの端部に接着されることによって、保護フィル
ム１６０はアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂに接合されている。これらＩＣ回路部１５１
及び接続端子１５９Ａ，１５９Ｂを備えた保護フィルム１６０と、アンテナ素子１５２Ａ
，１５２Ｂと、接着剤層Ｊ等によって無線タグＩＣ回路保持体Ｈが構成されている。なお
、ＩＣ回路部１５１とアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂとによって無線タグ回路素子Ｔo
が構成されている。
【００４７】
　ベースフィルム１０１ｂの表側（図３中右側）には、後にカバーフィルム１０３を接着
するための上記粘着層１０１ａが形成され、またベースフィルム１０１ｂの裏側（図３中
左側）には、無線タグＩＣ回路保持体Ｈを内包するように設けた上記粘着層１０１ｃによ
って上記剥離紙１０１ｄがベースフィルム１０１ｂに接着されている。なお、この剥離紙
１０１ｄは、最終的にラベル状に完成した無線タグラベルＴが所定の商品等に貼り付けら
れる際に、これを剥がすことで粘着層１０１ｃにより当該商品等に接着できるようにした
ものである。
【００４８】
　第２ロール１０４は、リール部材１０４ａの周りに上記カバーフィルム１０３を巻回し
ている。カバーフィルム１０３は、その裏面側（すなわち上記基材テープ１０１と接着さ
れる側）に配置されたリボン供給側ロール１１１及びリボン巻取りローラ１０６で駆動さ
れるインクリボン１０５が、上記印字ヘッド１０に押圧されることで当該カバーフィルム
１０３の裏面に当接させられるようになっている。
【００４９】
　リボン巻取りローラ１０６及び圧着ローラ１０７は、それぞれカートリッジ１００外に
設けた例えばパルスモータである上記カートリッジ用モータ２３（前述の図２参照）の駆
動力が上記リボン巻取りローラ駆動軸１１及び上記テープ送りローラ駆動軸１２に伝達さ
れることによって回転駆動される。
【００５０】
　上記構成のカートリッジ１００において、上記第１ロール１０２より繰り出された基材
テープ１０１は、圧着ローラ１０７へと供給される。一方、第２ロール１０４より繰り出
されるカバーフィルム１０３は、上述したようにその裏面にインクリボン１０５が当接さ
せられるようになっている。
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【００５１】
　そして、カートリッジ１００が上記装置本体８のカートリッジホルダ部に装着されロー
ルホルダ（図示せず）が離反位置から当接位置に移動されると、カバーフィルム１０３及
びインクリボン１０５が印字ヘッド１０とプラテンローラ１０８との間に狭持されるとと
もに、基材テープ１０１及びカバーフィルム１０３が圧着ローラ１０７とサブローラ１０
９との間に狭持される。そして、カートリッジ用モータ２３の駆動力によってリボン巻取
りローラ１０６及び圧着ローラ１０７が矢印Ｂ及び矢印Ｄで示す方向にそれぞれ同期して
回転駆動される。このとき、前述のテープ送りローラ駆動軸１２と上記サブローラ１０９
及びプラテンローラ１０８はギヤ（図示せず）にて連結されており、テープ送りローラ駆
動軸１２の駆動に伴い圧着ローラ１０７、サブローラ１０９、及びプラテンローラ１０８
が回転し、第１ロール１０２から４層構造の基材テープ１０１が繰り出され、上述のよう
に圧着ローラ１０７へ供給される。一方、第２ロール１０４からはカバーフィルム１０３
が繰り出されるとともに、上記印刷駆動回路２５により印字ヘッド１０の複数の発熱素子
が通電される。この結果、カバーフィルム１０３の裏面（＝粘着層１０１ａ側の面）に所
定の文字、記号、バーコード等の印字Ｒ（後述の図１２参照）が印刷（但し裏面から印刷
するので印刷側から見て鏡面対称の文字等を印刷している）される。そして、上記４層構
造の基材テープ１０１と上記印刷が終了したカバーフィルム１０３とが上記圧着ローラ１
０７及びサブローラ１０９により接着されて一体化され、印字済タグラベル用テープ１１
０として形成され、カートリッジ１００外へと搬出される。なお、カバーフィルム１０３
への印字が終了したインクリボン１０５は、リボン巻取りローラ駆動軸１１の駆動により
リボン巻取りローラ１０６に巻取られる。
【００５２】
　図４は、上記高周波回路２１の詳細機能を表す機能ブロック図である。この図４におい
て、高周波回路２１は、アンテナ１４を介し無線タグ回路素子Ｔoに対して信号を送信す
る送信部３２と、アンテナ１４により受信された無線タグ回路素子Ｔoからの反射波を入
力する受信部３３と、送受分離器３４とから構成される。
【００５３】
　送信部３２は、無線タグ回路素子ＴoのＩＣ回路部１５１の無線タグ情報にアクセスす
る(読み取り又は書き込みを行う)ための搬送波を発生させる水晶振動子３５、ＰＬＬ（Ph
ase
Locked Loop）３６、及びＶＣＯ（Voltage Controlled　Oscillator）３７と、上記信号
処理回路２２から供給される信号に基づいて上記発生させられた搬送波を変調（この例で
は信号処理回路２２からの「ＴＸ＿ＡＳＫ」信号に基づく振幅変調）する送信乗算回路３
８（但し振幅変調の場合は増幅率可変アンプ等を用いてもよい）と、その送信乗算回路３
８により変調された変調波を増幅する送信アンプ３９とを備えている。そして、上記発生
される搬送波は、好適にはＵＨＦ帯やマイクロ波帯の周波数を用いており、上記送信アン
プ３９の出力は、送受分離器３４を介してアンテナ１４に伝達されて無線タグ回路素子Ｔ
oのＩＣ回路部１５１に供給される。
【００５４】
　受信部３３は、アンテナ１４により受信された無線タグ回路素子Ｔoからの反射波と上
記発生させられた搬送波とを乗算して復調する受信第１乗算回路４０と、その受信第１乗
算回路４０の出力から必要な帯域の信号のみを取り出すための第１バンドパスフィルタ４
１と、この第１バンドパスフィルタ４１の出力を増幅する受信第１アンプ４３と、この受
信第１アンプ４３の出力をさらに増幅してデジタル信号に変換する第１リミッタ４２と、
上記アンテナ１４により受信された無線タグ回路素子Ｔoからの反射波と上記発生された
後に移相器４９で位相が９０°が遅れた搬送波とを乗算する受信第２乗算回路４４と、そ
の受信第２乗算回路４４の出力から必要な帯域の信号のみを取り出すための第２バンドパ
スフィルタ４５と、この第２バンドパスフィルタ４５の出力を増幅する受信第２アンプ４
７と、この受信第２アンプ４７の出力をさらに増幅してデジタル信号に変換する第２リミ
ッタ４６と備えている。そして、上記第１リミッタ４２から出力される信号「ＲＸＳ－Ｉ
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」及び第２リミッタ４６から出力される信号「ＲＸＳ－Ｑ」は、上記信号処理回路２２に
入力されて処理される。
【００５５】
　また、受信第１アンプ４３及び受信第２アンプ４７の出力は、ＲＳＳＩ（Received　Si
gnal　Strength　Indicator)回路４８にも入力され、それらの信号の強度を示す信号「Ｒ
ＳＳＩ」が信号処理回路２２に入力されるようになっている。このようにして、本実施形
態に係るタグラベル作成装置２では、Ｉ－Ｑ直交復調によって無線タグ回路素子Ｔoから
の反射波の復調が行われる。
【００５６】
　図５は、上記した第１ロール１０２のより詳細な構造を表す概念的側面図である。前述
したように、第１ロール１０２に巻回された基材テープ１０１は、その長手方向に無線タ
グ回路素子Ｔoを備えた複数の上記無線タグＩＣ回路保持体Ｈが例えば等間隔で順次形成
されている。
【００５７】
　図６は、上記第１ロール１０１に巻回された基材テープ１０１に備えられた上記無線タ
グＩＣ回路保持体Ｈ及びその周辺部の詳細構造を表す図で、図３の部分拡大図中VI－VI′
断面による矢視断面図である。また図７は、図６中Ａ部を抽出して示す部分拡大上面図で
あり、図８は、図７中VIII－VIII′断面による側断面図である。
【００５８】
　これら図６、図７、及び図８において、ベースフィルム１０１ｂ上にはその長手方向に
沿って、上記のアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂが対向して設けられており、アンテナ素
子１５２Ａ，１５２Ｂの相対する側には、ハンマー状に突出した矩形の接続端部（端部電
極部）１５２ａ，１５２ｂが形成されている。ベースフィルム１０１ｂ上にはさらに、保
護フィルム１６０を収容する位置決め部材としての矩形状の位置決め枠１７０が設けられ
ている。この位置決め枠１７０は、アンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ
，１５２ｂを内側に位置するように設けられる。また位置決め枠１７０は、内面が保護フ
ィルム１６０の周囲４辺に略接する寸法を有し、その内側に収容した保護フィルム１６０
を保持し、ベースフィルム１０１ｂに対し位置決めを行うものである。
【００５９】
　保護フィルム１６０は、ＩＣ回路部１５１とその接続端子１５９Ａ，１５９Ｂとを上方
から覆って、これらを保持した薄厚・幅広の矩形体に形成されており、ＩＣ回路部１５１
は、保護フィルム１６０の中央部に図８中の下面を該保護フィルム１６０から露出した態
様で包埋され、保護フィルム１６０の下部に位置する接続端子１５９Ａ，１５９Ｂの四角
形の基部から三角形状に延びた対向部先端が、ＩＣ回路部１５１の下面の電極部に接続さ
れている（図７参照）。一方、接続端子１５９Ａ，１５９Ｂとアンテナ素子１５２Ａ，１
５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂとの間には、これらを接着する接着剤層Ｊが介挿さ
れている。そして、位置決め枠１７０内に収容して、ベースフィルム１０１ｂに対し位置
決め状態に保持された上記保護フィルム１６０は、接着剤層Ｊにより接続端子１５９Ａ，
１５９Ｂと接続されたアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂを介してベースフィルム１０１ｂ
に取り付けられている。
【００６０】
　図９は、図８に示した無線タグＩＣ回路保持体Ｈを構成するための製造手順の一例を表
す説明図である。図９において、ベースフィルム１０１ｂ上の所定位置にアンテナ素子１
５２Ａ，１５２Ｂを設置する。一方、あらかじめ所定の位置にＩＣ回路部１５１及びこれ
に接続するように接続端子１５９Ａ，１５９Ｂを取り付け、その接続端子１５９Ａ，１５
９Ｂの下部に所定の接着剤（例えば熱可塑性樹脂）の未固化状態の接着剤層Ｊoを形成し
、その状態の保護フィルム１６０を図中白矢印のように位置決め枠１７０内に入れ、アン
テナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂに対し図中上方から押圧しつ
つ密着させる。この押圧により、保護フィルム１６０の接続端子１５９Ａ，１５９Ｂとア
ンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂとの間に位置した接着剤層
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Ｊoの大部分が比較的薄く平面状に広がって接着剤層Ｊを形成し、接続端子１５９Ａ，１
５９Ｂと接続端部１５２ａ，１５２ｂが接着される。このようにして位置決め枠１７０は
、保護フィルム１７０をアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂに接合するための位置決め機能
を果たすものである。
【００６１】
　図１０は、上記無線タグ回路素子Ｔoの機能的構成を表す機能ブロック図である。この
図１１において、無線タグ回路素子Ｔoは、タグラベル作成装置２側のアンテナ１４とＵ
ＨＦ帯やマイクロ波帯等の高周波を用いて非接触で信号の送受信を行う上記アンテナ１５
２と、このアンテナ１５２に接続された上記ＩＣ回路部１５１とを有している。
【００６２】
　ＩＣ回路部１５１は、アンテナ１５２により受信された搬送波を整流する整流部１５３
と、この整流部１５３により整流された搬送波のエネルギを蓄積しＩＣ回路部１５１の駆
動電源とするための電源部１５４と、上記アンテナ１５２により受信された搬送波からク
ロック信号を抽出して制御部１５５に供給するクロック抽出部１５６と、所定の情報信号
を記憶し得る情報記憶手段として機能するメモリ部１５７と、上記アンテナ１５２に接続
された変復調部１５８と、上記整流部１５３、クロック抽出部１５６、及び変復調部１５
８等を介して上記無線タグ回路素子Ｔoの作動を制御するための上記制御部１５５とを備
えている。
【００６３】
　変復調部１５８は、アンテナ１５２により受信された上記タグラベル作成装置２のアン
テナ１４からの通信信号の復調を行うと共に、上記制御部１５５からの応答信号に基づき
、アンテナ１５２が受信した搬送波を変調し、アンテナ１５２より反射波として再送信す
る。
【００６４】
　制御部１５５は、上記変復調部１５８により復調された受信信号を解釈し、上記メモリ
部１５７において記憶された情報信号に基づいて返信信号を生成し、上記変復調部１５８
により返信する制御等の基本的な制御を実行する。
【００６５】
　クロック抽出部１５６は受信した信号からクロック成分を抽出して制御部１５５にクロ
ックを抽出するものであり、受信した信号のクロック成分の速度に対応したクロックを制
御部１５５に供給する。
【００６６】
　図１１は、上述のようにして無線タグ回路素子Ｔoの情報読み取り（又は書き込み）及
び印字済タグラベル用テープ１１０の切断が完了し形成された無線タグラベルＴの外観の
一例を表す図であり、図１１（ａ）は上面図、図１１（ｂ）は下面図である。また図１２
は、図１１中XII－XII′断面(前述の図６においてはxii－xii′断面に相当)による横断面
図であり、図１２は、図１１中XIII－XIII′断面(前述の図６においてはxiii－xiii′断
面に相当)による横断面図である。
【００６７】
　これら図１１（ａ）、（ｂ）、図１２及び図１３において、無線タグラベルＴは、図３
に示した４層構造にカバーフィルム１０３が加わった５層構造となっており、カバーフィ
ルム１０３側（図１２及び図１３中上側）よりその反対側（図１２及び図１３中下側）へ
向かって、カバーフィルム１０３、粘着層１０１ａ、ベースフィルム１０１ｂ、粘着層１
０１ｃ、剥離紙１０１ｄで５層を構成している。そして、前述のようにベースフィルム１
０１ｂの裏側に設けられたアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂとこれに接着剤層Ｊを介し（
位置決め枠１７０による位置決めを経て）接合された保護フィルム１６０とが粘着層１０
１ｃ内に備えられるとともに、カバーフィルム１０３の裏面に印字Ｒ（この例では無線タ
グラベルＴの種類を示す「ＲＦ－ＩＤ」の文字）が印刷されている。
【００６８】
　図１４は、上述したようなタグラベル作成装置２による無線タグ回路素子ＴoのＩＣ回
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路部１５１の無線タグ情報へのアクセス(読み取り又は書き込み)に際して、上記した端末
５又は汎用コンピュータ６に表示される画面の一例を表す図である。
【００６９】
　図１４において、この例では、タグラベル種別、無線タグ回路素子Ｔoに対応して印刷
された印字文字Ｒ、その無線タグ回路素子Ｔoに固有のＩＤであるアクセス（読み取り又
は書き込み）ＩＤ、上記情報サーバ７に記憶された物品情報のアドレス、及び上記ルート
サーバ４におけるそれらの対応情報の格納先アドレス等が前記端末５又は汎用コンピュー
タ６に表示可能となっている。そして、タグ作成時に、その端末５又は汎用コンピュータ
６の操作によりタグラベル作成装置２が作動されて、カバーフィルム１０３に上記印字文
字Ｒが印刷されると共に、ＩＣ回路部１５１に予め記憶された上記読み取りＩＤ及び物品
情報等の無線タグ情報が読みとられる（又はＩＣ回路部１５１に上記書き込みＩＤ及び物
品情報等の情報が書き込まれる）。
【００７０】
　なお、上記においては、印刷動作に伴い搬送ガイド１３を移動中の印字済タグラベル用
テープ１１０に対してアクセスエリア内に保持してアクセス（読み取り又は書き込み）す
るようにした例を示したが、これに限られず、その印字済タグラベル用テープ１１０を所
定位置で停止させて搬送ガイド１３にて保持した状態で上記アクセスを行うようにしても
よい。
【００７１】
　また、上記のような読み取り又は書き込みの際、生成された無線タグラベルＴのＩＤと
その無線タグラベルＴのＩＣ回路部１５１から読みとられた情報（又はＩＣ回路部１５１
に書き込まれた情報）との対応関係は、前述のルートサーバ４に記憶され、必要に応じて
参照できるようになっている。
【００７２】
　上記のように構成した本実施形態においては、カートリッジ１００から印刷済みタグラ
ベル用テープ１１０として取り出され搬送ガイド１３によってアンテナ１４に対向する所
定位置(アクセスエリア)に設定保持された無線タグ回路素子Ｔoに対し、順次アクセス(Ｉ
Ｃ回路部１５１の無線タグ情報の読み取り又はＩＣ回路部１５１への書き込み)が行われ
、カッタ１５により各無線タグＩＣ回路保持体Ｈごとに切断されて無線タグラベルＴが生
成される。生成された無線タグラベルＴは、ユーザによって上記剥離紙１０１ｄが剥がさ
れて粘着層１０１ｃが露出された後、この粘着層１０１ｃを介し対象となる各種物品等に
貼り付けられ使用される。
【００７３】
　ここで本実施形態の無線タグＩＣ回路保持体Ｈでは、接続端子１５９Ａ，１５９Ｂを設
けたベースフィルム１０１ｂに、ＩＣ回路部１５１を保持した保護フィルム１６０を位置
決めするための位置決め枠１７０が備えられている。そして、その位置決め枠１７０内に
保護フィルム１６０を収容して保持することによって、ベースフィルム１０１ｂに対し保
護フィルム１６０の外周側をガイドし位置決めした状態で、保護フィルム１６０の接続端
子１５９Ａ，１５９Ｂとアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂ
とを、その間に介挿した接着剤層Ｊで接着する。この結果、保護フィルム１６０の接続端
子１５９Ａ，１５９Ｂとアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂ
との平面形状同士の単なる面接着によって、保護フィルム１６０をベースフィルム１０１
ｂに位置決めして接合することができ、保護フィルム１６０のベースフィルム１０１ｂへ
の取り付けをきわめて容易に行うことができる。これにより、製造工程における生産性を
向上することができる。
【００７４】
　また、図６及び図７等に示したように、この実施形態では特に、保護フィルム１６０が
矩形形状（この例では長方形）であって、保護フィルム１６０、接続端子１５９Ａ，１５
９Ｂ、及びＩＣ回路部１５１からなる一体構造体は、図６中の上下方向中間位置の左右方
向の線に関して上下に線対称な形状（言い換えれば図７中の左右方向中間位置の上下方向
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の線に関して左右に線対称な形状）である。そして、位置決め枠１７０は上記線対称形状
に対応して長方形枠形状であることから、図６における上記保護フィルム１６０等の一体
構造体を上下逆向きに設置（言い換えれば図７における上記保護フィルム１６０等の一体
構造体を左右逆向きに設置）してもよい（＝上下・左右に関し２方向に位置決め可能な形
状となっている）。この結果、保護フィルム１６０等の上記一体構造体を位置決め枠１７
０で位置決めしつつベースフィルム１０１ｂに取り付ける際、上記一体構造体の設置向き
の方向決め制御の精度が緩和される（当該２方向のいずれに方向決めしても許容される）
ため、さらに容易に取り付けを行える効果がある。
【００７５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸
脱しない範囲内で、種々の変形が可能である。以下、そのような変形例を説明する。
【００７６】
　（１）位置決め枠のバリエーション
　図１５は、異なる形状の位置決め枠を備えた変形例における無線タグＩＣ回路保持体及
びその周辺部の詳細構造を表す部分拡大上面図であり、上記実施形態の図６に相当する図
である。上記実施形態と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００７７】
　図１５では、上記実施形態における横断面形状矩形の位置決め枠１７０に代え、ベース
フィルム１０１ｂ上に横断面形状Ｌ字状の小さい位置決め枠１７２を、保護フィルム１６
０の四隅の角部を保持可能に４つ設けている。
【００７８】
　本変形例によれば、４つの位置決め枠１７２で保護フィルム１６０の四隅の角部を保持
することにより、保護フィルム１６０をベースフィルム１０１ｂに対し位置決めすること
ができ、上記実施形態同様、保護フィルム１６０をベースフィルム１０１ｂに容易に位置
決めした状態で取り付けることができる。言い換えれば、上記実施形態のように保護フィ
ルム１６０の外周縁部略全域を取り囲むような形状としなくても、少なくとも保護フィル
ム１６０の角部を保持することで、上記のベースフィルム１０１ｂへの取り付けを容易に
する効果を得ることができる。
【００７９】
　（２）保護フィルム等を４方向に位置決め可能とした場合（その１）
　図１６は、この変形例における無線タグＩＣ回路保持体及びその周辺部の詳細構造を表
す部分拡大上面図であり、上記実施形態の図６にほぼ相当する図である。また、図１７は
、この変形例における保護フィルムの接続端子を表す下面図であり、図１８は、この変形
例におけるベースフィルム上のアンテナの接続端部を表す上面図である。上記実施形態と
同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００８０】
　これら図１６、図１７、及び図１８において、この変形例では、保護フィルム１６０は
略正方形をしており、保護フィルム１６０の２つの接続端子１５９Ａ，１５９Ｂは、略正
方形の一方の対角線ｋ上に非存在領域Ｘを介在させつつ互いに対向するように設けられ、
該対角線ｋに対し線対称な略三角形状を備えている。またこれら接続端子１５９Ａ，１５
９Ｂは、保護フィルム１６０の中央部に設けられたＩＣ回路部１５１の下面に接続されて
いる。そして、ベースフィルム１０１ｂ上の２つのアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接
続端部１５２ａ，１５２ｂ（端部電極部）は、ベースフィルム１０１ｂ上の略正方形の位
置決め枠１７０内に互いに対向する略三角形状に設けられている。言い換えれば、図１７
に示す構成（下面図）を上下裏返して、図１８に示す構成（上面図）の上に載置したもの
が、図１６の構成に相当している。
【００８１】
　本変形例によっても、上記実施形態と同様の効果を得る。また、特に本変形例において
は、保護フィルム１６０の略正方形形状を９０°ずつ回転させて、略正方形状の４辺を４
方向のうちいずれに向けて保護フィルム１６０を配置するような姿勢にしても、２つの接
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続端子１５９Ａ，１５９Ｂの一方側は２つのアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの端部端部
１５２ａ，１５２ｂのうち一方側にのみ確実に導通され、また２つの接続端子１５９Ａ，
１５９Ｂの他方側は２つのアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの端部端部１５２ａ，１５２
ｂの他方側にのみ確実に導通される構造を実現することができる。したがって、保護フィ
ルム１６０、接続端子１５９Ａ，１５９Ｂ、及びＩＣ回路部１５１からなる一体構造体を
位置決め枠１７０で位置決めしつつベースフィルム１０１ｂに取り付ける際、それら一体
構造体の設置の向きを上記４方向のうちいずれかに方向決めする必要がなくなる。この結
果、さらに容易にベースフィルム１０１ｂへ取り付けることができ、また自動制御で取り
付けを行う際には方向決め制御の精度を大幅に緩和できる効果を得る。
【００８２】
　（３）保護フィルム等を４方向に位置決め可能とした場合（その２）
　図１９は、この変形例における無線タグＩＣ回路保持体及びその周辺部の詳細構造を表
す部分拡大上面図であり、上記実施形態の図６にほぼ相当する図である。また、図２０は
、この変形例における保護フィルムの接続端子を表す下面図であり、図２１は、この変形
例におけるベースフィルム上のアンテナの接続端部を表す上面図である。上記実施形態と
同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００８３】
　これら図１９、図２０、及び図２１において、この変形例でも、上記（２）の変形例同
様、保護フィルム１６０は略正方形をしている。このとき、保護フィルム１６０に備えら
れた２つの接続端子１５９Ａ，１５９Ｂは、略正方形のうち相対する２辺に平行で互いに
間隔を開け、かつ残りの相対する２辺に対し互いに反対方向に片寄させて配置した細長矩
形状（又は長円状）に形成されており、保護フィルム１６０の中央部に設けられたＩＣ回
路部１５１の下面にそれぞれ接続されている。そして、ベースフィルム１０１ｂ上の２つ
のアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂの接続端部１５２ａ，１５２ｂは、ベースフィルム１
０１ｂ上の略正方形の位置決め枠１７０内に、上記略正方形状内において図２１中左上側
と右下側とに対向するように設けられている。言い換えれば、図２０に示す構成（下面図
）を上下裏返して、図２１に示す構成（上面図）の上に載置したものが、図１９の構成に
相当している。
【００８４】
　本変形例によっても、上記実施形態と同様の効果を得る。また、特に本変形例において
は、上記（２）の変形例と同様、保護フィルム１６０の略正方形形状を９０°ずつ回転さ
せて、略正方形状の４辺を４方向のうちいずれに向けて保護フィルム１６０を配置するよ
うな姿勢にしても、２つの接続端子１５９Ａ，１５９Ｂの一方側は２つのアンテナ素子１
５２Ａ，１５２Ｂの端部端部１５２ａ，１５２ｂのうち一方側にのみ確実に導通され、ま
た２つの接続端子１５９Ａ，１５９Ｂの他方側は２つのアンテナ素子１５２Ａ，１５２Ｂ
の端部端部１５２ａ，１５２ｂの他方側にのみ確実に導通される構造を実現することがで
きる。したがって、上記（２）の変形例と同様、保護フィルム１６０、接続端子１５９Ａ
，１５９Ｂ、及びＩＣ回路部１５１からなる一体構造体を位置決め枠１７０で位置決めし
つつベースフィルム１０１ｂに取り付ける際、それら一体構造体の設置の向きを上記４方
向のうちいずれかに方向決めする必要がなくなるため、さらに容易にベースフィルム１０
１ｂへ取り付けることができ、また自動制御で取り付けを行う際には方向決め制御の精度
を大幅に緩和できる効果を得る。
【００８５】
　（４）その他
　以上においては、アンテナ１５２の複数の（上記の例では２つの）アンテナ素子１５２
Ａ，１５２Ｂと、複数の（上記の例では２つの）接続端子１５９Ａ，１５９Ｂとをそれぞ
れ（１対１に）接続した場合を例にとって説明したが、これに限られない。すなわち、接
続端子の数がアンテナ素子より多い場合には、一部の１つのアンテナ素子に複数の接続端
子が接続されるようにしてもよい。これらの場合も上記実施形態と同様の効果を得る。
【００８６】
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　また、カートリッジ１００等の内部を移動中の基材テープ１０１に対して無線タグ情報
の書き込み・読み取りや印字を行う例を示したが、これに限られず、基材テープ１０１等
を所定位置で停止させて（さらに読み取り・書き込みについては所定の搬送ガイドにて保
持した状態としてもよい）上記印字や読み取り・書き込みを行うようにしてもよい。
【００８７】
　さらに、以上において、長手方向に複数の無線タグ回路素子Ｔoが順次形成された基材
テープ１０１を第１ロール１０２に巻き回したカートリッジ１００を用いたが、これに限
られず、それぞれに１つの無線タグ回路素子Ｔoが形成された平紙状の複数のラベル素材
を、平積み方向に積層して収納するトレイ部材（いわゆるスタックタイプのもの）を無線
タグ回路素子収納部として用いてもよい。
【００８８】
　また、カートリッジ１００のようなタグラベル作成装置本体側に着脱可能なものにも限
られず、装置本体側に着脱不能のいわゆる据え付け型あるいは一体型のものを用い、その
中に上記第１ロール１０２を設けてもよい。この場合も同様の効果を得る。
【００８９】
　また、以上において、印字及び無線タグ回路素子Ｔoへのアクセス（読み取り又は書き
込み）の終了した印字済みタグラベル用テープ１１０をカッタ１５で切断してタグラベル
Ｔを作成した場合を例にとって説明したが、これに限られない。すなわち、ラベルに対応
した所定の大きさに予め分離されたラベル台紙（いわゆるダイカットラベル）がロールか
ら繰り出されるテープ上に連続配置されているような場合には、カッタ１５で切断しなく
ても、テープが排出口１６から排出されてきた後にラベル台紙（アクセス済みの無線タグ
回路素子Ｔoが備えられかつ対応する印字がなされたもの）のみをテープから剥がしてタ
グラベルＴを作成しても良く、本発明はこのようなものに対しても適用できる。
【００９０】
　また、以上においては、無線タグ回路素子Ｔoを備えた基材テープ１０１とは別のカバ
ーフィルム１０３に印字を行ってこれらを貼り合わせる方式であったが、これに限られず
、タグテープに備えられたカバーフィルムに印字を行う方式（貼りあわせを行わないタイ
プ）に本発明を適用してもよい。さらに、無線タグ回路素子ＴoのＩＣ回路部１５１から
無線タグ情報の読み取り又は書き込みを行うと共に、印字ヘッド１０によってその無線タ
グ回路素子Ｔoを識別するための印刷を行うものにも限られない。この印刷は必ずしも行
われなくともよく、無線タグ情報の読み取り又は書き込みのみを行うものに対し本発明を
適用することもできる。
【００９１】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ
て利用しても良い。
【００９２】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施形態の無線タグＩＣ回路保持体及びタグラベル作成装置用カート
リッジを備えるタグラベル作成装置が適用される無線タグ生成システムを表すシステム構
成図である。
【図２】図１に示したタグラベル作成装置の詳細構造を表す概念的構成図である。
【図３】図１に示したタグラベル作成装置に備えられた本発明の一実施形態によるカート
リッジの詳細構造を説明するための説明図である。
【図４】図２に示した高周波回路の詳細機能を表す機能ブロック図である。
【図５】図３に示した第１ロールのより詳細な構造を表す概念的側面図である。
【図６】無線タグＩＣ回路保持体及びその周辺部の詳細構造を表す、図３の部分拡大図中
VI－VI′断面による矢視断面図である。
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【図７】図６中Ａ部を抽出して示す部分拡大上面図である。
【図８】図７中VIII－VIII′断面による側断面図である。
【図９】図８に示した無線タグＩＣ回路保持体を構成するための製造手順の一例を表す説
明図である。
【図１０】無線タグ回路素子の機能的構成を表す機能ブロック図である。
【図１１】無線タグラベルの外観の一例を表す上面図及び下面図である。
【図１２】図１１中XII－XII′断面による横断面図である。
【図１３】図１１中XIII－XIII′断面による横断面図である。
【図１４】無線タグ回路素子のＩＣ回路部の無線タグ情報へのアクセスに際して、端末又
は汎用コンピュータに表示される画面の一例を表す図である。
【図１５】異なる形状の位置決め枠を備えた変形例における無線タグＩＣ回路保持体及び
その周辺部の詳細構造を表す部分拡大上面図である。
【図１６】保護フィルム等を４方向に位置決め可能とした変形例における無線タグＩＣ回
路保持体及びその周辺部の詳細構造を表す部分拡大上面図である。
【図１７】図１６に示した保護フィルムの接続端子を表す下面図である。
【図１８】図１６に示したベースフィルム上のアンテナの接続端部を表す上面図である。
【図１９】保護フィルム等を４方向に位置決め可能とした他の変形例における無線タグＩ
Ｃ回路保持体及びその周辺部の詳細構造を表す部分拡大上面図である。
【図２０】図１９に示した保護フィルムの接続端子を表す下面図である。
【図２１】図１９に示したベースフィルム上のアンテナの接続端部を表す上面図である。
【符号の説明】
【００９４】
　２　　　　　タグラベル作成装置
　１００　　　カートリッジ（無線タグカートリッジ）
　１０１　　　基材テープ（タグテープ）
　１０１ｂ　　ベースフィルム（タグ基材）
　１０２　　　第１ロール（タグテープロール）
　１５１　　　ＩＣ回路部
　１５２Ａ　　アンテナ素子
　１５２ａ　　接続端部
　１５２Ｂ　　アンテナ素子
　１５２ｂ　　接続端部
　１５９Ａ　　接続端子
　１５９Ｂ　　接続端子
　１６０　　　保護フィルム（保持部材）
　１７０　　　位置決め枠（位置決め部材）
　１７２　　　位置決め枠（位置決め部材）
　Ｈ　　　　　無線タグＩＣ回路保持体
　Ｊ　　　　　接着剤層
　Ｔ　　　　　無線タグラベル（タグラベル）
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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