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(57)【要約】
【課題】無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグおよび追加のデ
ータ入力装置から受信したデータを調整するためのシス
テムおよび技術を提供する。
　【解決手段】　ＲＦＩＤリーダは、ＲＦＩＤタグと通
信し、またＲＦＩＤデータと関連付けることができる追
加の入力装置からデータを受信する。リーダは、種々の
データ源から受信した情報を関連付ける。関連付けは、
他の装置から受信した対応するデータによるＲＦＩＤデ
ータの確認を含むことができる。データを受信し、関連
付けが行われると、関連付けたおよび確認したデータに
基づいて取引入力が作成される。取引入力は、処理また
はログのために、またはデータ・ステーションがとるべ
き適切な行動を表示することができるように、データ・
ステーションに送ることができる。リーダが使用する適
切なソフトウェア・モジュールは、リーダと一緒に使用
するデータ入力装置またはデータ・ステーションへの変
更に応じて変更される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＦＩＤタグと通信するためのＲＦＩＤ通信ユニットと、
　前記ＲＦＩＤ通信ユニットの動作を管理するためのコントローラであって、取引の際に
使用するための情報を収集し、追加のデータ入力装置および前記ＲＦＩＤタグから受信し
たデータを調整するために使用する前記追加のデータ入力装置との通信を管理するために
動作するコントローラとを備えるＲＦＩＤリーダ。
【請求項２】
　前記ＲＦＩＤコントローラが、前記ＲＦＩＤリーダが収集したデータを使用して前記Ｒ
ＦＩＤリーダとデータ・ステーションとの間の通信を調整し、前記ＲＦＩＤコントローラ
が、種々の装置から受信した前記データを調整および処理し、それ以上の最小限度の処理
で、前記データ・ステーションが使用することができる形で前記データ・ステーションに
前記データを提供するために動作する、請求項１に記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項３】
　前記ＲＦＩＤコントローラが、取引入力の形で前記データ・ステーションにデータを提
供する、請求項２に記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項４】
　取引に入る物品の存在を確認するために、前記ＲＦＩＤコントローラが、ＲＦＩＤタグ
から受信した情報と、１つまたは複数の追加のデータ入力装置から受信したデータを関連
付けるために動作する、請求項２に記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項５】
　取引に入る物品に関連する所定の規則を適用し、前記所定の規則に従って取引入力を処
理するために前記ＲＦＩＤコントローラが動作する、請求項２に記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項６】
　所定の規則が、取引で一緒に入力された商品の組合せの処理に関連し、前記ＲＦＩＤコ
ントローラが、取引入力を検査し、前記規則が適用される商品を識別し、特定の規則の適
用をトリガする商品の組合せの存在を確認した場合に、取引入力を行うかまたは更新する
、請求項５に記載のＲＦＩＤリーダ。
【請求項７】
　取引情報を受信し、前記取引情報を１つまたは複数の中央データ・レポジトリに送るた
めのＰＯＳ端末装置と、
　前記ＰＯＳ端末装置が情報を受信する取引に関連するデータを受信するための複数のデ
ータ入力装置と、
　前記ＰＯＳ端末装置の近傍のＲＦＩＤタグからのデータを通信し、受信し、また前記デ
ータ入力装置からデータを受信し、前記ＲＦＩＤタグおよび前記データ入力装置からのデ
ータを調整し、取引情報を前記ＰＯＳ端末装置に提供するためのＲＦＩＤリーダとを備え
るＰＯＳシステム。
【請求項８】
　データ入力を管理するためのシステムであって、
　複数のデータ入力装置と、
　１つまたは複数の無線周波識別（ＲＦＩＤ）リーダであって、各ＲＦＩＤリーダが、１
つまたは複数の前記データ入力装置および前記リーダの近傍の１つまたは複数のＲＦＩＤ
タグと通信し、各リーダが、前記ＲＦＩＤリーダが通信することができるデータ・ステー
ションが便利に使用することができるデータ要素を作成するために、１つまたは複数の前
記データ入力装置およびＲＦＩＤタグから受信したデータを調整する１つまたは複数の無
線周波識別（ＲＦＩＤ）リーダとを含むデータ入力管理システム。
【請求項９】
　各リーダが自身が過度の作業負荷を負担していることを示すために動作し、他のリーダ
が自身が過度の作業負荷を負担していることを示した場合に、少なくとも１つのリーダが
、他のリーダに割り当てられた前記作業負荷の一部を引き受けるために動作する、請求項



(3) JP 2008-59579 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

８に記載のシステム。
【請求項１０】
　１つまたは複数の前記ＲＦＩＤタグからデータ要素を受信し、データ要素情報をログし
、前記データ要素情報に基づいて適切な処置を行うためのデータ管理サーバをさらに備え
る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ＲＦＩＤリーダのうちの少なくとも１つが、倉庫入力セキュリティに関連するデー
タを管理し、前記リーダが、倉庫の入口または出口の近傍の商品に貼付されているＲＦＩ
ＤタグからＲＦＩＤデータを受信し、適切なセキュリティが維持されているのを確認する
ために、格納しているデータと追加のデータ入力装置から受信したデータとを比較する際
に前記ＲＦＩＤデータを検査する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記リーダが、ＲＦＩＤデータが検出された商品を運んでいる従業員に関連する従業員
識別情報を受信し、前記商品を運び出す前に前記従業員情報の認証を行う、請求項１０に
記載のシステム。
【請求項１３】
　データ管理のための方法であって、
　ＲＦＩＤタグから無線周波識別（ＲＦＩＤ）データを読み取るステップと、
　前記ＲＦＩＤデータが関連するエンティティを識別する情報要素を構成するステップと
、
　追加のデータ入力装置からデータを受信するステップであって、前記データが、前記Ｒ
ＦＩＤリーダに提供中の前記追加のデータ入力装置からのデータであるステップと、
　前記ＲＦＩＤデータおよび前記追加のデータ入力装置から受信した前記データに基づい
て取引入力を作成するステップとを含むデータ管理方法。
【請求項１４】
　前記第１のリーダが、自身が過度の作業負荷を負担し、１つまたは複数の追加のＲＦＩ
Ｄリーダが追加の利用可能な処理容量を有している場合に、処理作業負荷を１つのＲＦＩ
Ｄリーダから前記１つまたは複数の追加のＲＦＩＤリーダに再分配するステップをさらに
含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　取引が進行するにつれて追加のデータを受信し、前記追加のデータに基づいて追加取引
入力を追加し、以前に作成した入力を更新するステップをさらに含む、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１６】
　データ・ステーションに取引入力を前記ＲＦＩＤタグからの情報として提供し、前記追
加のデータ入力装置が関連付けられ、前記取引入力が生成されるステップをさらに含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　ＲＦＩＤリーダと一緒に使用するデータ入力装置への変更に対応するために、ＲＦＩＤ
リーダのソフトウェア・モジュールを修正するステップをさらに含む、請求項１５に記載
の方法。
【請求項１８】
　ＲＦＩＤリーダを使用するデータ・ステーションへの変更に対応するために、ＲＦＩＤ
リーダのソフトウェア・モジュールを修正するステップをさらに含む、請求項１６に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、データ入力および通信装置から受信したデータの管理の改善に関す
る。より詳細には、本発明は、データ通信装置およびこのデータを利用するデータ処理設



(4) JP 2008-59579 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

備間の通信を容易にするために、無線周波識別（ＲＦＩＤ）リーダおよび他のデータ入力
および通信装置からのデータ通信を管理するための、およびＲＦＩＤリーダのような共通
の媒体を使用するための改良形システムおよび技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線周波装置は、商品に関連する取引によく使用される。無線周波装置は、例えば、小
売チェックアウト処理に関連する商品、倉庫内で管理中の商品のような所定の商品を識別
するために、非常にたくさんの量になる場合がある情報を提供する。多くの場合、小売チ
ェックアウト処理または在庫管理システムにより行われる商品の探索または識別のような
商品に関連する取引の際には、商品に関連するＲＦＩＤ情報は、他の入力装置からの情報
と一緒に受信される。このような装置は、バーコード・スキャナ、データ端末装置、クレ
ジット・カードまたはデビット・カード・リーダのような財務情報取込装置、および処理
を行うために必要な場合があるすべての追加のデータを取り込み、または受信するために
使用する他の装置を含むことができる。多くの場合、すべてのこれらの装置からのデータ
は、例えば、チェックアウト取引端末装置のようなデータ処理設備に送られる。
【０００３】
　ＲＦＩＤ技術については、現在急速な変革と開発が行われている。他のデータ入力装置
についても、引き続き開発および改良が行われている。データ入力装置が収集したデータ
を使用するシステムは、通常比較的成熟期にある。例えば、改良形ＲＦＩＤリーダ、また
は新しいまたは改良形ＲＦＩＤ技術に適合しているリーダのような新しいまたは改良形デ
ータ入力装置が開発されると、装置の開発および設置の間の遅延のかなりの部分は、装置
とこの装置からデータを受信するデータ処理ステーションとの間で相互作用を行うことが
できるように、ソフトウェアを適合させなければならないために起こる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の用途の場合には、新しいデータ入力装置を実施するには、多くの場合、デー
タ処理ステーションがデータ入力装置と相互作用を行うことができるようにするために、
データ処理ステーションにソフトウェアを適合させなければならなかった。
【０００５】
　ＲＦＩＤリーダは、ＲＦＩＤタグと通信することにより情報を受信する。ＲＦＩＤタグ
は、製品または他の対象物またはエンティティに取り付けたり、または埋め込んだりまた
は組み込むことができ、無線送信により情報を通信することができる対象物である。ＲＦ
ＩＤタグは、タグ内に格納している識別および他の情報をリーダに提供するために、ＲＦ
ＩＤリーダと通信する。ＲＦＩＤタグは、多くの異なる形で市販されている。例えば、Ｒ
ＦＩＤタグは、製品に貼付することもできるし、キーフォブ、識別カードまたはバッジに
埋め込むこともできるし、または任意の数の他の形をとることもできる。
【０００６】
　ＲＦＩＤリーダは、通常、非常に高速でデータを要求し、受信することにより動作する
。リーダは１秒当たり数百回程度の速度で通信範囲内のＲＦＩＤタグに問合せを行うこと
ができる。リーダは、一意のＲＦＩＤタグからの応答を識別するために、問合せに対する
応答を分析する。例えば、１つの装置からの控えの応答を間違ってまたは不完全に受信す
ると、この応答を異なるタグからのものと間違って解釈する恐れがある。このような間違
いを避けるために、リーダは、装置からの応答を確実に適切に解釈するために、各応答に
対して間違いを修正したり、他の処理を行うことができる。多くのＲＦＩＤリーダの動作
に固有のこのような機能は、ＲＦＩＤリーダが通常有意の処理能力を有することを意味す
る。ＲＦＩＤリーダの処理能力は、通常、そのＲＦＩＤ通信機能を行い、取引の際に使用
する他のデータ取込装置からのデータを受信および処理し、ＲＦＩＤリーダおよび１つま
たは複数のＲＦＩＤタグ、ならびに追加のデータ取込装置および他のデータ取込装置、お
よび取引を行うために使用するＰＯＳ端末装置の間の通信を管理するのに十分余裕のある
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ものである。通常、ＰＯＳ端末装置、ＲＦＩＤリーダ、および追加のデータ取込装置の複
数の組合せを使用する複数の同時取引を行うために十分な処理能力を使用することができ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ＲＦＩＤリーダの動作および通信の両方、およびＲＦＩＤリーダと一緒に使
用する他のデータ入力および通信装置の動作および通信を管理するＲＦＩＤリーダ・コン
トローラを実施するために、典型的なＲＦＩＤリーダ固有の処理能力を利用する。本発明
のある態様によれば、好ましくは、ＲＦＩＤリーダは、ＲＦＩＤリーダおよびリーダと一
緒に使用することができる種々の入力装置のために集中型通信インタフェースを提供する
コントローラ・ソフトウェアの指示の下で動作するコントローラを含む。好ましくは、通
信インタフェースは、コントローラの有意な変更または再プログラミングを行わないで、
必要に応じて装置を追加および除去できる状態で、入力装置の多数の異なる組合せの使用
をサポートするために、設けられている種々の異なるモジュール、および多数の異なるイ
ンタフェースと一緒に、異なる入力装置のための多数の個々のモジュールを含む。好まし
くは、コントローラ・ソフトウェアは、種々の入力装置およびデータ・ステーション間の
通信を仲介する。好ましくは、コントローラ・ソフトウェアは、データ入力装置への変更
またはデータ入力装置の置換、または異なるデータ・ステーションと一緒にコントローラ
により動作するＲＦＩＤリーダの使用を、変更した装置に対してだけ適合が必要で、引き
続き使用中の装置には適合が必要でない比較的簡単なソフトウェアの変更で行うことがで
きるように、層の形で実施する。
【０００８】
　好ましくは、取引入力の準備のために必要な処理のかなりの部分を、データ・ステーシ
ョンがコントローラ・ソフトウェアが調整しフォーマットしたデータを単に受信する状態
で、コントローラ・ソフトウェアにより行う。
【０００９】
　下記の詳細な説明および添付の図面を見れば、本発明、ならびに他の機能および利点を
よりよく理解することができるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、本発明のある態様により動作する小売チェックアウト・ステーション１００で
ある。チェックアウト・ステーション１００は、好ましくは情報を格納し、価格および在
庫情報のような取引を管理するために必要なサービスを提供する中央データベース１０４
と通信することができるＰＯＳ端末装置１０２を含む。好ましくは、ＰＯＳ端末装置１０
２は、ローカル・エリア・ネットワーク１０６のような通信システムを通してデータベー
ス１０４と通信する。
【００１１】
　好ましくは、チェックアウト・ステーション１００は、また複数のデータ入力および通
信装置を含むことができる。これらの装置は、本明細書においてはＲＦＩＤリーダ１０８
と呼ぶ無線周波識別（ＲＦＩＤ）通信装置、ならびに種々の他のデータ入力および通信装
置を含むことができる。この例示としての実施形態の場合には、装置は、バーコード・ス
キャナ１１０と、セキュリティ・タグ非活性化装置（ｄｅａｃｔｉｖａｔｏｒ）１１２と
、決済処理インタフェース１１４とを含む。ＲＦＩＤリーダ１０８は、取引を行うために
ＲＦＩＤタグと通信する。ＲＦＩＤリーダ１０８は、かなりの処理能力を有しているので
、典型的なＲＦＩＤ通信により発生した大量のデータを処理することができる。ＲＦＩＤ
リーダは、通常、通信範囲内のＲＦＩＤタグの多くの問合せを処理し、これらのタグから
多くの応答を受信する。問合せおよび応答は、１秒間に数百回程度の速度で行われ、処理
し分析するための大量のデータを発生する。リーダ１０８は、リーダ・コントローラ１１
６の制御下で動作する。装置１１０、１１２および１１４のようなデータ入力および通信
装置および端末装置１０２の間の調整を行うために必要な処理は、ＲＦＩＤ通信を行うの
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に必要な処理への無視できる程度の追加を表す。それ故、コントローラ１１６で実施する
処理ハードウェアは、ＲＦＩＤ通信ならびに任意の追加のデータ調整およびステーション
１００のところで、小売取引を行うために必要な通信機能を実行するのに十分なものであ
ることを予想することができる。コントローラ１１６を実施する特定のハードウェアおよ
びソフトウェアについては以下にさらに詳細に説明する。
【００１２】
　小売取引を開始する場合、ユーザは、好ましくはユーザ・インタフェース１１８を使用
するＰＯＳ端末装置１０２のところで適切な入力を行う。好ましくは、ユーザ・インタフ
ェース１１８は、キーパッド１２０およびディスプレイ１２２を含む。ディスプレイ１２
２はタッチスクリーンであってもよい。通常、取引は、一連のデータ入力と、データ入力
が終了したという表示と、合計の計算および提示と、決済処理と、取引の終了とを含む。
【００１３】
　リーダから情報と一緒に提供することができるデータ入力が予想される度に、ＰＯＳ端
末装置１０２は、リーダ１０８に適切な表示を送る。リーダ・コントローラ１１６は、情
報を受信するために種々の入力装置と通信する。リーダ・コントローラ１１６は、受信し
た情報を調整し、次に、端末装置１０２に供給される取引入力を形成する。端末装置１０
２は、取引への入力を追加し、取引入力に肯定応答し、ユーザ入力またはリーダ１０８か
らの追加のデータ入力のような他のデータを受信するために待機する。
【００１４】
　リーダ１０８のようなリーダを使用して行うことができる取引の一例を挙げて説明する
ために、ユーザが小売取引を開始したとする。端末装置１０２は、データ入力の受信を待
機しているリーダ１０８に信号を送り、リーダ・コントローラ１１６は、種々の装置から
着信データを受信し、調整する。例えば、顧客が、それぞれＲＦＩＤタグ１２６Ａ～１２
６Ｃが付いている３つの同一のシャツ１２４Ａ～１２４Ｃを提示したとする。
【００１５】
　各ＲＦＩＤタグは、問合せに応じてＲＦＩＤ情報を返送する。好ましくは、このＲＦＩ
Ｄ情報は、一意のＲＦＩＤ識別子を含み、このＲＦＩＤ情報は、また、記述情報、および
価格情報のような格納している製品情報を検索するために使用することができる製品識別
子を含む比較的広範な製品情報を含むことができ、また、他のデータ入力装置から取り出
した製品識別子と関連付けることができる。例えば、各ＲＦＩＤタグ１２６Ａ～１２６Ｃ
が返送したＲＦＩＤ情報は、シャツのバーコード・タグ上に表示されているコードに対応
する万国製品コード（ＵＰＣ）を含むことができる。
【００１６】
　通常、リーダ１０８は、通信範囲内のすべてのタグを読み取るために、ステーション１
００のところに提示されていないタグを不用意に識別する場合がでてくる。この例示とし
ての場合には、シャツ１２４Ａ～１２４Ｃも、各シャツに関連するＵＰＣ情報をコード化
するバーコード１２８Ａ～１２８Ｃを含む。コントローラ１１６は、バーコード・スキャ
ナ１１０が走査し、復号したバーコード情報とＲＦＩＤタグから受信した情報を関連付け
る。好ましくは、コントローラ１１６は、ＲＦＩＤタグ１２６Ａ～１２６Ｃから情報を受
信し、一意のＲＦＩＤコードを含む３つの製品が提示されたことを確認し、ＲＦＩＤコー
ドと関連するＵＰＣコードを識別する。次に、コントローラ１１６は、好ましくは名前ま
たは記述により製品を識別する製品を走査するためにユーザに要求を発行することができ
る。この要求は、ユーザに提示するためにＰＯＳ端末装置１０２に発行することができる
。別の方法としては、コントローラ１１６は、通常の取引中に走査される製品を単に待機
することもできる。その場合、すべてのシャツ１２４Ａ～１２４Ｃの走査が終了する前に
、追加の製品が潜在的に検出され、走査される。
【００１７】
　シャツ１２４Ａ～１２４Ｃが走査されると、コントローラ１１６は、バーコード・スキ
ャナ１１０から情報を受信し、バーコードから受信した万国製品コードとＲＦＩＤタグか
ら受信した情報を関連付ける。コントローラ１１６は、所定のＵＰＣ情報が、バーコード
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と同じ数だけＲＦＩＤタグ上に表示されたことを確認し、製品を取引への入力のために提
示したものとして受け入れる。バーコードまたはＲＦＩＤ情報に対応する他のデータ入力
の一致を受信しなかった場合には、好ましくは、コントローラは、ユーザに提示するため
にＰＯＳ端末装置１０２に警告を発する。好ましくは、このような警告は、取引入力が終
了した場合にだけ発する。何故なら、製品に対するＲＦＩＤ情報は、製品がリーダ１０８
の通信範囲内に入った場合すぐに受信することができるが、バーコード・リーダ１１０の
ような他のソースからのデータは、取引中いつでも受信することができるからである。
【００１８】
　コントローラ１１６が製品が適切に提示されたと確認すると、コントローラは、取引に
入る準備をするために、ＲＦＩＤタグから入手した情報をＰＯＳ端末装置１０２に提供す
る。好ましくは、入力は、製品識別子および記述情報、ならびにタイムスタンプ情報およ
び同期コードを含む。ＰＯＳ端末装置１０２は、受信した場合、情報の信頼性を確保し、
必要なすべての追加機能を実行するためにこの情報を使用する。例えば、ＰＯＳ端末装置
１０２は、取引を終了する目的で価格データを検索するためにサーバ１０２に問合せを行
って、価格を参照することができる。
【００１９】
　ＲＦＩＤタグから単に情報を読み取り、取引に入る準備をするためにこの情報を使用す
る別の方法または追加的方法として、コントローラ１１６は、例えば、サーバ１０２上に
ホストとして位置する製品データベース１３０から製品情報を検索するために、ＲＦＩＤ
識別子または製品コードを使用することができる。コントローラ１１６は、必要に応じて
、価格情報を検索することができ、また製品情報を探すために製品のＲＦＩＤ識別子を使
用することもできる。場合によっては、製品に貼付されているＲＦＩＤタグは、単に製品
情報を検索するために索引として使用することができる識別子を含むことができる。この
場合、コントローラ１１６は、必要な情報を検索し、取引開始の準備のためにそれを使用
する。
【００２０】
　取引開始の準備中、コントローラ１１６は、製品情報の他に追加情報を使用することが
できる。このような情報は、取引処理のための規則を含む。例えば、指定数量を購入する
ことにより、１つのアイテムを無料で入手することができる。本明細書に記載するシャツ
の場合には、シャツを２枚購入することにより１枚のシャツを無料で入手することができ
る。コントローラ１１６は、サーバ１０４上にホストとして位置する規則データベース１
３２内に便宜上格納することができる一組の規則について問合せを行うことができ、規則
に従って取引入力を評価することができる。多くの場合、規則は一緒に考慮する複数の取
引開始に影響を与える場合がある。
【００２１】
　例えば、上記例の場合のように２枚のシャツを購入すると、顧客は１枚のシャツを無料
で入手し、ネクタイの割引を受けることができる。好ましくは、コントローラ１１６は、
取引全体に基づいて端末装置１０２に適切な情報を送るために動作することができる。す
なわち、すべての取引入力が終了すると、コントローラ１１６は、販売促進規則に基づい
て取引を評価し、規則が定める条件に適合する製品の組合せを識別することができる。コ
ントローラ１１６は、製品の組合せを識別および評価し、販売促進を適用できるかどうか
を判定し、識別した製品の組合せに基づいて、更新した取引情報を端末装置１０２に提供
する。また、コントローラ１１６は、取引が進行するにつれて、ある規則または他の規則
が定める条件を満たした場合に、すべての取引入力が終了するのを待たないで、端末装置
１０２に更新した取引情報を送信することができる。コントローラ１１６によるこのよう
な動作により、端末装置１０２または類似のＰＯＳシステムのために必要なプログラミン
グが簡単になる。何故なら、コントローラ１１６が分析を行い、分析の結果に基づいて端
末装置１０２に情報を転送するからである。
【００２２】
　この例の場合には、例えば、タグ１２６Ａ～１２６ＣからのＲＦＩＤ情報を取引開始時
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に読み取ることができるが、すべてのバーコード１２８Ａ～１２８Ｃを取引開始の時に走
査することはできない。代わりに、バーコード１２８Ａおよび１２８Ｂが走査され、次に
、値引きのために選ぶことができるネクタイ１３４に貼付されているバーコード１３２が
走査され、ネクタイについての情報が取引に入力される場合がでてくる。引き続き取引が
行われると、バーコード１２８Ｃを走査することができる。コントローラ１１６は、行わ
れた取引入力を再検討した場合に、無料のシャツおよびネクタイ購入の値引きに対する条
件が満たされていると判定し、それにより取引入力を更新する。
【００２３】
　また、リーダ１０８は、セキュリティ・タグ非活性化装置１１２と通信し、セキュリテ
ィ・タグ非活性化装置１１２の動作を制御することができる。リーダ１０８は、その近傍
のＲＦＩＤタグの存在を感知することができ、それ故、ステーション１００のところの製
品の存在を検出することができる。また、リーダ１０８は、製品に対応する取引入力が生
成されたかどうかを判定し、その製品に対応する取引入力が生成されていない場合で、製
品に対するセキュリティ・タグを非活性化する試みが行われた場合には、セキュリティ・
タグ非活性化装置１１２が動作するのを禁止することができる。
【００２４】
　すべての取引入力が終了した場合、好ましくは、ＰＯＳ端末装置１０２は、すべてをユ
ーザに提示し、決済に対する要求を提示する。この例の場合、決済は、決済処理インタフ
ェース１１４により処理される。端末装置１０２は、決済を行うようにとの命令をリーダ
１０８に通信し、リーダ１０８は、決済処理インタフェース１１４を制御し、決済処理イ
ンタフェース１１４から適切なデータを受信する。例えば、クレジット・カードで決済が
行われる場合、クレジット・カードを読み取り、顧客の署名を取り込むために決済処理イ
ンタフェース１１４を使用することができる。リーダ・コントローラ１１６は、例えば、
遠隔地のクレジット・カード処理センターに確認要求を送信するために、サーバ１０４と
通信することによりクレジット・カードを確認することもできるし、または別の方法とし
ては、処理のためにＰＯＳ端末装置にクレジット・カードおよび署名情報を送ることもで
きる。決済を確認した場合、好ましくは、ＰＯＳ端末装置１０２は、項目別レシートを作
成し、適切な取引入力および在庫更新を行うために、サーバ１０４と通信する。
【００２５】
　ステーション１００のところで、リーダ１０８と一緒に多数の追加のデータ入力および
通信装置を使用することができることを理解することができるだろう。例えば、指紋また
は掌紋読取装置、虹彩または網膜読取装置、および他の類似の装置のような種々のタイプ
の識別装置を使用することができる。使用することができる他の例としては、在庫制御装
置、カメラによる光学認識ユニットのような製品認識装置、およびこのような用途に使用
することができる任意の数のデータ入力および通信装置がある。通信が特に有利な装置の
１つの追加の範疇は、取引および個人情報の通信および管理のために消費者がますます盛
んに使用している携帯電話および類似の装置がある。消費者は、取引に対する決済を行う
目的で使用する識別情報を格納するために、携帯電話または他の装置を使用することがで
きる。格納した情報は、転送の場合にユーザが情報を手動で入力しなくても、互換性を有
する装置に転送することができる。このような装置は、当業者であれば周知のものであっ
て、ますます盛んに使用されるようになってきていて、都合のよいことに、リーダ１０８
に備えることができ、このような装置と通信するためにプログラムすることができる。
【００２６】
　以下にさらに詳細に説明するように、好ましくは、リーダ１００は、標準接続インタフ
ェースを含む種々様々な任意の装置をサポートしているソフトウェアを含む任意の数の装
置を収容することができる。同様に以下に説明するように、好ましくはコントローラ１１
６用のソフトウェアは、比較的簡単な適合を含む新しいかまたは更新した装置を収容する
ように構成する。
【００２７】
　図にはＰＯＳステーション１００は１つしか示していないが、このようなステーション
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を使用するシステムで、ステーションの近傍においてＲＦＩＤタグと通信するために、ま
たステーションで使用している他のデータ入力装置からデータを受信し調整するために、
各ステーションのところで使用しているリーダ１０８のようなＲＦＩＤリーダと一緒に、
ステーション１００のようなステーションを複数使用することができることを理解するこ
とができるだろう。
【００２８】
　図２は、本発明のある態様によるＲＦＩＤリーダ１０８の追加詳細図である。リーダ１
０８は、ＲＦＩＤ通信ユニット２０２を含む。ＲＦＩＤ通信ユニット２０２は、送信機２
０６および受信機２０８を含むトランシーバ２０４を含む。また、ＲＦＩＤ通信ユニット
２０２は、ダウンコンバージョン・ユニット２１０と、アナログ－デジタル変換器２１２
とを含む。ＲＦＩＤ通信ユニット２０２の構成要素は、当業者であれば周知の方法で動作
し、ＲＦＩＤタグからの信号を受信し、デジタル化する。
【００２９】
　また、リーダ１０８は、コントローラ１１６を含む。コントローラ１１６は、プロセッ
サ２１４と、高速メモリ２１６と、長期メモリ２１８とを含む。コントローラ１１６の構
成要素は、バス２２０を通して相互におよびＲＦＩＤ通信ユニット２０２と通信する。
【００３０】
　また、リーダ１０８は、バス２２０にリンクしていて、装置１１０、１１２および１１
４、ならびにＰＯＳ端末装置２０２、または本発明による任意の適切な用途に適している
他の装置と一緒に使用することができるデータ入力装置と通信する多数のデータ・ポート
２２２Ａ～２２２Ｅを含む。
【００３１】
　プロセッサ２１２、高速メモリ２１４および長期メモリ２１６は、ＲＦＩＤリーダで通
常使用されるもので、リーダ１０８により通信を管理し、リーダ１０８が収集したデータ
を処理するのに十分な処理能力を提供する。ＲＦＩＤリーダの場合通常そうであるように
、リーダ１０８はキャリア信号を送信し、通信範囲内の装置から応答を受信することによ
りＲＦＩＤタグと通信する。１秒間に数百回程度の速度で、キャリア信号が送信され、応
答が受信され、応答を受信する装置からの情報を識別し、受信するためにコントローラは
、このデータを受信し、解釈する。
【００３２】
　コントローラ１１６は、長期記憶装置２１６上に適切にホストされ、必要に応じてプロ
セッサ２１２により実行するために高速メモリ２１４に転送される種々のソフトウェア・
モジュールの制御下で動作する。好ましくは、ソフトウェア・モジュールは、装置インタ
フェース・モジュール２４０Ａ～２４０Ｄと、データ調整モジュール２４２と、データ・
ステーション・インタフェース・モジュール２４４とを含む。
【００３３】
　この図に示す例示としての実施形態の場合には、モジュール２４０Ａは、ＲＦＩＤリー
ダ・インタフェースおよび制御モジュールであり、モジュール２４０Ｂは、バーコード・
スキャナ・インタフェース・モジュールであり、モジュール２４０Ｃは、セキュリティ・
タグ非活性化モジュールであり、モジュール２４０Ｄは、決済処理インタフェース・モジ
ュールである。
【００３４】
　モジュール２４０Ａ～２４０Ｄ、モジュール２４２およびモジュール２４４は、１つの
層に影響を与える変更が影響を受ける層への変更だけですむように、本質的に層を形成す
るために実施することができる。例えば、このような配置を使用した場合であって、ＲＦ
ＩＤリーダ１０８をＰＯＳ端末装置１０２、バーコード・スキャナ１１０、セキュリティ
・タグ非活性化装置１１２および決済処理インタフェース１１４と一緒に使用し、バーコ
ード・スキャナ１１０を改良形モデルで置換する場合には、他のモジュールを全然変更し
ないでモジュール２４０Ｂを変更することができる。
【００３５】
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　好ましくは、モジュール２４２は、モジュール２４０Ａ～２４０Ｃから受信したデータ
および通信を仲介し、データをモジュール２４４に提供する。好ましくは、モジュール２
４４は、ＰＯＳ端末装置１０２のようなデータ・ステーションに適合しているフォーマッ
トでデータおよび通信を提供する。端末装置１０２を新しい端末装置に交換した場合には
、それに適応するようにモジュール２４４を変更することができるが、新しい端末装置を
受け入れるために他のモジュールを変更する必要はない。
【００３６】
　多数の異なる用途にリーダ１０８類似の１つまたは複数のリーダを使用することができ
ることを理解することができるだろう。他の例として、図３は、本発明のある態様による
複数のＲＦＩＤリーダ３０２Ａ～３０２Ｃを用いて実施する小売取引処理システム３００
を示す。リーダ３０２Ａ～３０２Ｃは、それぞれ小売チェックアウト・ステーション３０
４Ａ～３０４Ｃに接続して動作する。チェックアウト・ステーション３０４Ａ～３０４Ｃ
は、ステーションが使用するリーダと通信する種々の追加のデータ入力装置を含む各ステ
ーション３０４Ａ～３０４Ｃと一緒に、それぞれＰＯＳ端末装置３０６Ａ～３０６Ｃを含
む。例えば、好ましくは、ステーション３０４Ａ～３０４Ｃは、それぞれスキャナ３０８
Ａ～３０８Ｃ、セキュリティ・タグ非活性化装置３１０Ａ～３１０Ｃ、およびクレジット
／デビット・カード・リーダ３１２Ａ～３１２Ｃを含む。好ましくは、リーダ３０２Ａ～
３０２Ｃおよびチェックアウト・ステーション３０４Ａ～３０４Ｃは、図１および図２の
ところで説明した方法と類似の方法で動作することができる。リーダ３０４Ａ～３０４Ｃ
のような複数のリーダを使用すると、リーダ間で協調動作を行うことができる。例えば、
リーダ３０２Ａが高作業負荷を負担していて、リーダ３０２Ｃが低作業負荷を負担してい
る場合には、リーダ３０４Ａの処理負荷の一部をリーダ３０２Ｃに分担させることができ
る。好ましくは、リーダ３０２Ａ～３０２Ｃは、データベース３１６および規則テーブル
３１８のような情報へのアクセスを提供する中央サーバ３１４と通信することができる。
また、好ましくは、サーバ３１４は、リーダ制御モジュール３２０のホストとなることが
できる。リーダ制御モジュール３２０は、種々のリーダ３０２Ａ～３０２Ｃから作業負荷
情報を受信し、必要に応じてリーダ間の作業負荷分配を管理することができる。別の方法
としては、リーダ３０２Ａ～３０２Ｃは、自身間で通信し、仲介手段としてリーダ制御モ
ジュール３２０を使用しないで、作業負荷の協同共有を管理することができる。
【００３７】
　図４は、本発明のある態様による複数のＲＦＩＤリーダ４０２Ａ～４０２Ｃを用いて実
施した倉庫制御システム４００を示す。システム４００は、倉庫４０３内に保管している
商品、倉庫４０３に搬入され、倉庫４０３から搬出される商品を管理する。
【００３８】
　リーダ４０２Ａおよび４０２Ｂは、ドア４０４Ａおよび４０４Ｂのところに設置され、
リーダ４０２Ｃはフォークリフト４０６に搭載されている移動リーダである。すべてのリ
ーダは、倉庫管理サーバ４０８と通信する。リーダ４０２Ａおよび４０２Ｂは、必要な動
作を行うために、複数の異なるソースから情報を受信し、情報を関連付けることができる
。例えば、リーダ４０２Ａは、ドア４０４Ａの近傍に運ばれた商品に貼付されているＲＦ
ＩＤタグを検出するために動作することができる。また、リーダ４０２Ａは、識別カード
・リーダ４１０、キーパッド４１２、および指紋読取装置４１４のような認証装置からデ
ータを受信することができる。リーダ４０２Ａが、倉庫内に保管している商品を含むコン
テナ４１６に貼付されているＲＦＩＤタグ４１５を検出したとする。好ましくは、リーダ
４０２Ａは、ドア４０４Ａが閉まっていることを確認し、ドア４０４Ａの警備が解除され
る前にドア４０４Ａが開いた場合には、例えば、アラームを鳴らすことにより警報を発す
るように、ドア４０４Ａが警備されていることを確認するために、ドア４０４Ａのドア制
御インタフェースを検査する。リーダ４０２Ａは、コンテナ４１６を運び出すことができ
るかどうかを判定するために、倉庫管理サーバ４０８と通信する。また、リーダ４０２Ａ
は、コンテナ４１６を移動している従業員を識別し、従業員のアイデンティティを認証す
るために、識別カード・リーダ４１０およびキーパッド４１２または指紋読取装置４１４
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のような装置からデータを受信する。また、リーダ４０２Ａは、コンテナ４１６が倉庫４
０３から運び出されていることを示す従業員からの入力を受信するために、入場および出
場報告ステーション４１８を作動することもできる。次に、リーダ４０２Ａは、ドア４０
４Ａを解除し、サーバ４０８への報告を作成し、コンテナ４１６を識別し、搬出時間およ
びコンテナ４１６が搬出されたドア４０４Ａを表示し、商品の運び出しを報告している従
業員を識別する。リーダ４０２Ａは、多数の別々のデータ入力装置からのデータを受信し
、関連付け、サーバ４０８への１枚の報告書を作成する。図３のところですでに説明した
ように、システム４００で使用するリーダは、作業負荷を共有するように設計することが
できる。この場合、このような共有の管理は、リーダ間の直接の通信により、またはサー
バ４０８のような仲介装置により行われる。
【００３９】
　図５は、本発明のある態様によるデータの受信、関連付け、および管理のプロセス５０
０を示す。ステップ５０２において、ＲＦＩＤタグ情報が、通信範囲内の１つまたは複数
のＲＦＩＤタグからＲＦＩＤリーダにより受信される。リーダは、装置で使用する複数の
リーダのうちの１つであってもよい。好ましくは、タグ情報は、各装置用のＲＦＩＤタグ
識別子を含み、また各装置が関連するエンティティに対する記述および識別情報のような
追加情報を含む。このエンティティは、例えば、ＲＦＩＤタグが貼付されている製品、ま
たはＲＦＩＤ識別カードを保持している従業員を含むことができる。
【００４０】
　ステップ５０４において、タグ情報は、装置が関連するエンティティを識別する情報要
素を構成するために使用される。情報要素の構成は、関連情報を検索するためのＲＦＩＤ
識別子を使用することにより、ＲＦＩＤ識別子内に格納しているおよびＲＦＩＤ識別子か
ら受信する記述および識別情報を使用することにより、または両方を使用することにより
行うことができる。ステップ５０６において、他のデータ入力装置からの情報が、ＲＦＩ
Ｄタグから受信した情報と一緒に受信され、関連付けられる。一例を挙げて説明すると、
この情報は、そのステーションを使用する取引に対する特定のＰＯＳステーションのとこ
ろで、そのＲＦＩＤタグが検出された製品が提示されたことをバーコードの走査で確認す
るように、製品に貼付されているバーコードのようなＲＦＩＤタグを有する製品のための
他の形の情報であってもよい。他の例を挙げて説明すると、情報は、その存在が検出され
た商品を移動する許可を受けている従業員についての識別情報であってもよい。ステップ
５０８において、適切なデータ入力が作成され、受信データ処理装置に転送される。ステ
ップ５１０において、取引およびイベントを管理するために、ＲＦＩＤリーダにより追加
のデータ入力が受信され、行動がとられる。例えば、ＲＦＩＤリーダは、取引に対する決
済を行うためにクレジット・カード・リーダから入力を受信することができ、サーバ上の
販売および在庫情報を更新することができる。他の例を挙げて説明すると、ＲＦＩＤリー
ダは、商品を取り出すために出場報告を受信し、出口ドアを解除し、倉庫用の出口ログお
よび在庫ファイルを更新することができる。ステップ５１２において、ＲＦＩＤリーダに
過度の作業負荷がかかり、他のリーダのところで使用していない処理容量が使用すること
ができる場合にはいつでも、リーダ全体への作業負荷のバランスをとるために、作業負荷
が再分配される。ステップ５１４において、それによりＲＦＩＤリーダが通信を行う既存
のデータ入力装置に変更が行われると、またはリーダと通信するための新しいデータ入力
装置が追加されると、データ入力装置とのリーダの通信を管理しているソフトウェア・モ
ジュールに対して適切なソフトウェア変更が行われる。ステップ５１６において、例えば
、データ・ステーションをアップグレードした場合に、新しいまたは変更したデータ・ス
テーションと一緒にリーダを使用すると、リーダとこのデータ・ステーションとの間の通
信を仲介しているソフトウェア・モジュールが、必要に応じて修正され置換される。
【００４１】
　現在の好ましい実施形態の種々の態様に関連して本発明を説明してきたが、上記説明お
よび添付の特許請求の範囲により、通常の当業者であれば種々様々な実施態様を使用する
ことができることを理解することができるだろう。
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【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明のある態様による取引を調整するＲＦＩＤリーダを使用するＰＯＳ端末装
置である。
【図２】図１のＰＯＳ端末装置が使用するＲＦＩＤリーダのさらなる詳細図である。
【図３】本発明のある態様によるＲＦＩＤリーダを使用する複数のＰＯＳステーションを
含むシステムである。
【図４】本発明のある態様による取引を調整するＲＦＩＤリーダを使用する倉庫制御シス
テムである。
【図５】本発明のある態様によるデータ収集および調整のプロセスである。

【図１】 【図２】
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【図５】
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