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(57)【要約】
非接触式支払カードリーダは、切頭円錐状の動作容積を
有する。切頭円錐形状の動作容積は、近接型支払カード
に電力を供給し、かつ通信を行うための磁界強度を規定
する。カードリーダは、非接触式支払カードシステムに
配備される製品リーダを代表する基準リーダとして仕え
て、カードの現場使用を模擬する条件下で、非接触式支
払カード製品をテストすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非接触式支払カード読取用のリーダであって、該リーダが、
　ＲＦアンテナ回路と、
　該ＲＦアンテナから固定距離の個所に位置する着地面とを備え、
切頭円錐形状の動作容積内に磁界ＨＯＶを生成するように前記ＲＦアンテナ回路を構成し
、前記切頭円錐形状の動作容積の径の小さい底面を成すように前記着地面を構成し、さら
に、前記切頭円錐形状の動作容積内に位置させる非接触式支払カードに電力を供給し、か
つ通信を行うように、前記切頭円錐形状の動作容積内の磁界ＨＯＶを特定する、
ことを特徴とする非接触式支払カード読取用のリーダ。
【請求項２】
　請求項１に記載のリーダにおいて、前記切頭円錐形状の動作容積が、
　軸長がＳ１、小さい方の底面の径がＤ１および大きい方の底面の径がＤ２である切頭円
錐と、
　径がＤ２および軸長がＳ２である円柱部とを備える、
ことを特徴とするリーダ。
【請求項３】
　請求項２に記載のリーダにおいて、
前記ＲＦアンテナが約７ｃｍの径を有し、
前記着地面が前記ＲＦアンテナから約１５ｃｍの固定距離の個所に位置し、さらに、
前記パラメータＳ１，Ｓ２，Ｄ１およびＤ２がそれぞれ約１，３，３および５ｃｍの公称
値を有する、
ことを特徴とするリーダ。
【請求項４】
　請求項１に記載のリーダにおいて、
前記磁界ＨＯＶが、前記ＲＦアンテナ回路上の或る位置で測定される電力伝達電圧ＶＯＶ

に対応し、さらに、ｚを前記着地面から支払カードまでのｃｍ単位での距離、αを０．３
５に等しいとしたときに、前記ＲＦアンテナ回路上で測定したＶｏｖが、ＲＦアンテナ回
路上で約（３－αｚ）ボルトの公称値を有する、
ことを特徴とするリーダ。
【請求項５】
　電子支払システムに配備される任意の幾つかのカードリーダで用いることができる、非
接触式支払カードをテストするための基準リーダであって、該基準リーダが、
　外的振る舞いが、電子支払システムに配備される幾つかのリーダの動作を代表するＲＦ
アンテナ回路を備え、
テスト下にある非接触式支払カードに対し代表的な外的振る舞いを呈し、かつ、切頭円錐
形状の動作容積内に磁界Ｈｏｖを生成するように前記ＲＦアンテナ回路を構成し、さらに
、前記切頭円錐形状の動作容積内に置く前記非接触式支払カードに電力を供給し、かつ通
信を行うように、前記切頭円錐形状の動作容積における磁界Ｈｏｖを特定する、
ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項６】
　請求項５に記載の基準リーダにおいて、
前記幾つかのリーダが、非接触式支払カードリーダであり、さらに、
前記ＲＦアンテナ回路が、約１３．５６ＭＨｚの共振周波数を有するアンテナを備える、
ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項７】
　請求項６に記載の基準リーダにおいて、
　前記ＲＦアンテナが、回路基板上に加工した円形アンテナであり、さらに、
　前記基準リーダが、前記プリント回路基板から約１５ｃｍの固定距離の個所に位置し、
テスト用のカードを上に置く着地面をさらに備える、
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ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項８】
　請求項７に記載の基準リーダにおいて、
　前記ＲＦアンテナが、前記現場に配備される前記幾つかのリーダの前記アンテナの寸法
の平均である約７ｃｍの径を有し、現場に配備されるリーダを代表する磁界を発生する円
形アンテナである、
ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項９】
　請求項８に記載の基準リーダにおいて、前記切頭円錐形状の動作容積が、
　軸長がＳ１、小さい方の底面の径がＤ１および大きい方の底面の径がＤ２である切頭円
錐と、
　径がＤ２および長さがＳ２である円柱部とを備えることを特徴とする基準リーダ。
【請求項１０】
　請求項９に記載の基準リーダにおいて、
　前記着地面が、前記ＲＦアンテナから約１５ｃｍの固定距離の個所に位置し、
　前記パラメータＳ１，Ｓ２，Ｄ１およびＳ２が、それぞれ、約１，３，３および５ｃｍ
の公称値を有する、
ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の基準リーダにおいて、
　前記磁界ＨＯＶが、前記ＲＦアンテナ回路上の或る位置で測定される電力伝達電圧ＶＯ

Ｖに対応し、さらに、ｚを前記着地面から支払カードまでのｃｍ単位での距離、αを０．
３５に等しいとしたときに、前記ＲＦアンテナ回路上で測定したＶｏｖが、ＲＦアンテナ
回路上で約（３－αｚ）ボルトの公称値を有する、ことを特徴とする基準リーダ。
【請求項１２】
　電子支払システムに配備される任意の幾つかのカードリーダで用いることができる、非
接触式支払カードの動作をテストする方法であって、
　切頭円錐状の動作容積を有する基準リーダであって、
　外的振る舞いが、電子支払システムに配備される幾つかのリーダの動作を代表するＲＦ
アンテナ回路を備え、
　テスト下にある非接触式支払カードに対し代表的な外的振る舞いを呈し、かつ、切頭円
錐形状の動作容積内に磁界Ｈｏｖを生成するように、前記ＲＦアンテナ回路を構成し、さ
らに、前記切頭円錐形状の動作容積内に置く前記非接触式支払カードに電力を供給し、か
つ、通信を行うように、前記切頭円錐形状の動作容積における磁界Ｈｏｖを特定する、前
記基準リーダを用立てるステップと、
　前記切頭円錐形状の動作容積における第１の位置に、前記非接触式支払カードを設置す
るステップと、
　前記動作容積内に置く前記非接触式支払カードのデータ受信および電力感度を測定する
ステップとを含む、
ことを特徴とする非接触式支払カードの動作をテストする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記切頭円錐形状の動作容積における一連の位置に、前記非接触式支払カードを置くス
テップと、
　前記切頭円錐形状の動作容積における各一連の位置で、製品カードのデータ受信および
電力感度を測定するステップとをさらに含む、
ことを特徴とする非接触式支払カードの動作をテストする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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［関連出願の相互参照］
　本願は、２００４年７月１５日に出願した米国特許仮出願第６０／５８８２７０号の利
点を請求するものである。本願はさらに、同日に出願した米国特許出願第　　号、第　　
号、第　　号および第　　号にも関連するものであり、それらはすべて、前述の特許出願
第６０／５８８２７０号の利点を請求している。ここでは、前述の特許出願の全てを、参
照として組み込むものとする。
【背景技術】
【０００２】
　無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグは、アンテナに接続された微小な集積回路（ＩＣｓ）で
あり、簡単な識別情報、または、ＩＣのサイズに依存して多少複雑な信号を有する問い合
わせＲＦ信号に応答することができる。ＲＦＩＤ技術は、通信用の見地での接点または線
路を必要としない。無線周波識別（ＲＦＩＤ）技術は、今日経済的に発展し得るものであ
り、商業および産業用途にますます展開されつつある。例えば、ＲＦＩＤ技術は今や、倉
庫、店舗における品目のタグや、ＩＤまたはアクセスカード等に広く用いられている。さ
らに、支払カード業界（例えば、マスターカード、アメリカン・エクスプレスおよびビザ
）では、ＲＦＩＤタグを内蔵した“非接触式”支払カードまたはクレジットカードの形式
で、ＲＦＩＤ技術を導入している。これら非接触式支払カードは、ＲＦＩＤ対応支払端末
との無線通信による電子支払トランザクションを行うのに使用できる。この非接触式支払
カードは、例えば小売店、店およびスーパーマーケットでの、品物およびサービスに対す
る簡単、高速かつ便利な支払方法を、消費者に提供する。
【０００３】
　ＲＦＩＤ技術のいくつかは、非接触式支払カードおよびカードリーダ／端末において使
用可能である。非接触式システムの主要な構成要素は、非接触式リーダ（または、近接型
結合装置（ＰＣＤ））およびトランスポンダである。この非接触式リーダは、電子回路に
接続したアンテナである。トランスポンダは、誘導性アンテナ、およびこのアンテナの端
部に接続した集積回路から成る。リーダとトランスポンダとの組合せは、変成器として機
能する。交流が主コイル（リーダのアンテナ）を流れると、電磁界が生成され、この電磁
界が、第２のコイル（トランスポンダのアンテナ）に電流を誘起する。トランスポンダは
、非接触式リーダ（ＰＣＤ）によって伝送される電磁界（またはＲＦフィールド）を、ダ
イオード整流器を用いて直流電圧に変換する。この直流電圧は、トランスポンダの内部回
路を附勢する。両アンテナの相対的配置および同調によって、一方の装置から他方の装置
への結合効率が決まる。トランスポンダは、非接触式支払カードとすることができる。
【０００４】
　非接触式支払カードシステムを経済的に発展させ、かつ商業的な承認を得るためには、
カードおよび端末が有する技術的特徴がカード提供者／発行人、ベンダーまたは端末製造
者に固有の独自のものであっても、非接触式支払カードは、全てのまたは大部分のＲＦＩ
Ｄ対応支払端末で共通して使用できるものでなければならない。業界全体にわたる相互運
用性が求められている。このような目的で、業界標準化機構および団体（例えば、国際標
準化機構（ＩＳＯ）および国際電気標準機関（ＩＥＣ））は、自発的に、非接触式支払技
術の実施に関する業界標準を策定してきた。ＩＳＯ／ＩＥＣが定めた標準の３つの例は、
密着型、近接型および近傍型カードにそれぞれ適用できる、ＩＳＯ／ＩＥＣ１０５３６，
ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３およびＩＳＯ／ＩＥＣ１５６９３標準である。
【０００５】
　ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３近接型カード標準（ＩＳＯ１４４４３）は、世界中で展開し
ている幾つかの非接触式カードに用いられている。ＩＳＯ１４４４３近接型カード向けの
目標動作範囲は、１０ｃｍ以下であるが、この範囲は、電力要件、メモリサイズ、ＣＰＵ
、およびコプロセッサに応じて変化する。
【０００６】
　このＩＳＯ１４４４３標準仕様は、以下の４つの別個のパートを含む。
・パート１：物理特性。近接型ＩＣカード（ＰＩＣＣ）の物理的寸法を規定する。このカ
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ードは、ＩＤ－１サイズ（８５．６ｍｍ×５４．０ｍｍ×０．７６ｍｍ）である。これは
、銀行カードと同一サイズである。
・パート２：無線周波出力および信号インタフェース。周波数、データ転送速度、変調方
式、およびビット符号化手順といった項目を含む、非接触式ＩＣチップの主要な技術特性
を規定する。パート２では、タイプＡのインターフェースとタイプＢのインターフェース
という、２つのバリエーションを詳述している。両者とも同一周波数で動作し、かつ、同
一データ転送速度を用いるが、変調方式およびビット符号化手順が互いに異なる。
・パート３：初期設定および衝突防止。初期設定は、カードをリーダの無線周波（ＲＦ）
フィールド内にもたらした際に通信を確立するための、近接型結合装置（ＰＣＤ）（即ち
、リーダ）およびカードに対する要件を記述している。衝突防止は、多数のカードが同時
に磁界に入った場合に、どのようなことが起こるかを規定し、システムがどのカードをト
ランザクションにどのように用いるかを識別し、かつ、存在する全てのカードを確実に一
覧化して処理することを規定している。
・パート４：伝送プロトコル。トランザクション期間に通信を可能にするデータフォーマ
ットおよびデータ要素を規定する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＩＳＯ１４４４３に準拠すべき非接触式支払カードおよびカードリーダのシステムの場
合、それらのカードおよびリーダは、自主基準の少なくともいくつかのパート要件を満た
さなければならない。ＩＳＯ１４４４３の下で標準化されている非接触技術に加え、業界
では、複数のメーカ独自の非接触式インターフェースも用いられている（例えば、Ｃｕｂ
ｉｃのＧｏ－CａｒｄおよびＳｏｎｙのＦｅｌｉｃａカード等）。既存のカード技術の展
開に伴って、相互運用性が課題となり得る。市場にてベンダーが展開するカードリーダは
、幾つかの種類の異なるカードに適合するのが好適である。例えば、ＩＳＯ１４４４３の
タイプＡおよびタイプＢのカード、ＩＳＯ１５６９３カード、ならびに、さらに他の任意
のメーカ独自のカード種類に対応するカードリーダが求められている。
【０００８】
　単一のＩＳＯ標準（例えば、ＩＳＯ１４４４３）に準拠するカード展開でさえも、おそ
らく相互運用性の課題が生じ得る。ＩＳＯ１４４４３標準において、非接触式ＩＣカード
およびリーダシステムにおけるＲＦ電力および信号インターフェースに関連する要件また
は仕様の全て（即ち、システムに関する開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデル）は
、カードおよびリーダ用の別個の標準化テストを用いて規定される。ＩＳＯ／ＩＥＣ１０
３７３標準のパート６（ＩＳＯ１０３７３－６）は、非接触式の集積回路カード技術（近
接型カード）に特有のテスト手法を扱っている。基準装置を用いて、非接触式カードおよ
びリーダの、ＩＳＯ１４４４３への準拠が検証される。ＩＳＯ１０３７３－６によれば、
非接触式カードの特性を示す一組の“基準”カード（例えば、基準ＰＩＣＣ）を、非接触
式リーダの、仕様書への準拠を評価するのに用いる（例えば図１ａを参照されたい）。例
えば基準ＰＩＣＣは、ＰＣＤが発生または伝送する磁界をテストし、かつ、ＰＩＣＣを附
勢する能力をテストするに用いる。同様に、典型的な非接触式リーダの特性を表すことが
できる“基準”リーダ（即ち、テストまたは基準ＰＣＤ）は、非接触式カードの仕様準拠
を測定するのに用いる。例えば、一対の外部センスコイルとつないだ基準ＰＣＤは、テス
ト期間中にカードが生成する負荷変調をテストするのに用いる。
【０００９】
　ＩＳＯ１０３７３－６の下での、個別のカードおよびリーダの準拠テスト手順では、配
備する製品装置の個々の特性が、カードまたはリーダ用に設計した仕様範囲のどちらにも
収まるも、この手順は、現場での相互運用性を保証するものではない。準拠するものとし
て検証したカードおよび／またはリーダは、（例えば、設計仕様範囲の境界または縁部で
の特性値を有するだけで）辛うじて準拠しているだけにすぎない。このような標準準拠手
法は、現場での動作不良となり得る。例えば、辛うじて準拠するカードは、辛うじて準拠
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するだけであるカードリーダを用いては読取れなかったり、または、読取りが困難となる
可能性がある。
【００１０】
　さらに、非接触式装置にとって重要なデータ送信および受信機能の検証に関して、ＩＳ
Ｏ１０３７３－６は、カードによって生成される負荷変調データ信号を間接的に測定する
だけの対策をしている。ＩＳＯ１０３７３－６が製品カードのテスト用に規定したＰＣＤ
テストアセンブリは、基準ＰＣＤリーダの外部に一対のセンスコイルを有している。これ
らの外部センスコイルは、テストしているカードが生成して送信する、負荷変調データ信
号を測定するのに用いられる。しかしながら、これらのセンスコイルによって測定される
負荷変調信号と、基準ＰＣＤのアンテナが物理的に受信する信号との間には、直接の、ま
たは、明確な関係はない。従って、外部センスコイルを用いて製品カードのデータ送信機
能をテストすることは、ＩＳＯに準拠すると推定される製品カードのデータ信号変調が、
その変調データ信号を適切に受信または処理する製品リーダの能力にとって十分であるか
、または適合するという保証を直接与えるものではない。
【００１１】
　米国特許出願第　　号、第　　号、第　　号および第　　号は、仕様書の定義における
改良点、基準装置、ならびに、相互作用するカードとリーダ装置間のＲＦ電力および信号
インターフェイスに関する準拠テストに基づいて、装置の相互運用性を高めるための解決
策を開示している。
【００１２】
　ここでは、電子支払装置の相互運用性を高め、かつ、非接触式の電子支払システムの動
作を、強固で耐故障性のあるものにするための、さらに別の手法を考察する。そこで、非
接触式支払装置の物理的特性および寸法に関連する、電子支払システムに注目する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　非接触式カードリーダは、“切頭円錐状”の動作容積（frusto-conical operating vol
ume）を有し、これは、切頭円錐形へと先細になる円筒状を成している。ＲＦアンテナ回
路は、切頭円錐状動作容積内に配置した支払カードを附勢し、かつこれと通信するための
、動作ＲＦ電磁界を生成する。ＲＦアンテナは、約１３．５６ＭＨｚに同調させ、リーダ
の着地面として仕えるカバープレートの約１５ｃｍ下に配置する。切頭円錐状動作容積の
径の小さい底面が、着地面の上に載っている。切頭円錐形状の動作容積におけるＲＦアン
テナが生成する動作ＲＦ電磁界（即ち、近傍磁界ＨＯＶ）は、切頭円錐形状の動作容積内
に位置させる、由来の異なる非接触式の支払カードを附勢（電力を供給）し、かつ通信を
行うように特定する。
【００１４】
　リーダの一態様では、ＲＦアンテナの直径を約７ｃｍとして、着地面の約１５ｃｍ下の
固定距離の個所に位置付ける。切頭円錐状動作容積の切頭円錐部は、約１ｃｍの軸長を有
し、小さい方の底部の径は約１ｃｍ、大きい方の底部の径は約３ｃｍである。切頭円錐状
の動作容積の円柱部は、約３ｃｍの直径と約５ｃｍの軸長を有している。
【００１５】
　切頭円錐状動作容積を有するリーダは、外的振る舞いが、電子支払システムに配備され
ている幾つかのリーダの動作を代表するものとなる、基準リーダとして構成することがで
きる。ＲＦアンテナ回路は、電子支払システムに配備される幾つかのリーダの動作容積の
磁界を代表する磁界となるような磁界ＨＯＶを、切頭円錐形状の動作容積内に生成するよ
うに構成する。基準リーダは、支払カードの機能上または動作上の作用を特徴づけるため
のテスト手順において使用できる。テスト手順においては、切頭円錐状の動作容積内に位
置させる製品カードの、データ受信および電力感度を測定する。テスト下にある支払カー
ドは、カードの現場使用を模擬するために、異なる向きおよび異なる位置で切頭円錐状の
動作容積内に配置する。
【００１６】
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　本発明のさらなる機能、その性質および種々の利点を、添付の図面およびこれ以降の詳
細の説明にて明らかにしていく。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、切頭円錐形状の動作容積を有するカードリーダ装置を提供する。この切頭円
錐形状の動作容積は、動作容積内に存在または位置させる近接型支払カードと強固に、か
つ堅実に相互作用するのに適する、磁界強度を規定する。図１は、リーダ用に規定した切
頭円錐状の動作容積の一例を示している。
【００１８】
　リーダ装置は、製品支払カードの仕様準拠をテストするための基準装置として使用する
ことができる。一例として、米国特許出願第　　号に記載されているＰａｙＰａｓｓ基準
リーダ（図２）は、支払カードの動作および性能の評価または観測用に、切頭円錐形状の
動作容積を有するように設計することができる。
【００１９】
　ここでは、本発明によるリーダ装置を、電子支払システムの模範的な実施例において記
述するものであり、その実施例では、非接触式支払装置の仕様を、個々の非接触式支払装
置の仕様を検証するための標準化テスト手法（即ち、ＩＳＯ１０３７３－６テスト手法、
近接型カード）をさらに特定するＩＳＯ１４４４３標準のような、一般的な業界標準に準
拠させることを目的としている。近年、出願人のマスターカード　インターナショナル　
コーポレイテッド（“ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ”）は、（例えば、カードおよびカードリー
ダの発行人、ベンダーまたは製造元による）近接型支払カード技術を実現するために、独
自の仕様であるＭａｓｔｅｒＣａｒｄ　ＰａｙＰａｓｓ　ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３（“
ＰａｙＰａｓｓ”）実施仕様を開発してきた。このＰａｙＰａｓｓの実現は、ＩＳＯ１４
４４３標準と整合性がとれており、本発明の原理を説明する例として都合がよい。本願で
説明用に選択したＰａｙＰａｓｓは模範例に過ぎず、本発明の原理を、他の業界または企
業独自の標準の下で動作する電子支払い装置およびシステムにより一般的に適用できるこ
とを理解されたい。
【００２０】
　図２を参照するに、ＰａｙＰａｓｓ基準リーダは、１３．５６ＭＨｚで共振するように
設計したＲＦアンテナ２００を備えている。このリーダアンテナ２００は、カバープレー
ト４００の下の固定距離の個所に位置付けた回路基板２１０上にプリントしている（図４
）。カバープレート４００は、着地面、即ちリーダ面として仕えることができ、カード保
持者は、その上を彼または彼女の支払カードで軽く叩いたり、またはカードを置いて、処
理することができる。現場使用時には、カバープレート４００に適切なガイドマークまた
はロゴを設けて、カード保持者を、彼または彼女の支払カードで軽く叩いたり、またはカ
ードを置くための選択位置に視覚的に誘導して、トランザクション処理を行わせることが
できる。
【００２１】
　着地面は、切頭円錐状動作容積の中心線が着地面の表面に対して通常垂直となるように
、逆切頭円錐状動作容積の底面を規定する。リーダアンテナは円形状をしており、通常は
、着地面に対する法線方向の周囲に、円柱状に対称な磁界を生成する。リーダアンテナの
寸法および巻き数は、近接型支払カード装置の駆動および通信用の１３．５６ＭＨｚにて
動作磁界（ＨＯＶ）を生成するために、既知のＲＦアンテナ設計原理を用いて適切に設計
することができる。ＨＯＶの強さは、少なくとも逆切頭円錐状動作容積の内部の指定範囲
内にする。この指定範囲は、支払カードが様々なカード発行者またはベンダーによって異
なる仕様で製造され得ることを留意して、現場に配置した場合に動作範囲内にあるように
選択する。例えば、異なるベンダーが発行した近接型カードにおける誘導結合アンテナま
たはＲＦＩＤタグは、異なる寸法および形状を有し得る。切頭円錐状動作容積における磁
界強度の指定範囲は、相互に作用する、由来および動作が異なる様々な支払カードを駆動
し、かつ通信するのに、十分な電力を供給するように選択する。
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　切頭円錐状動作容積は、幾何学的パラメータ（例えば、図１に図示するような底面の直
径Ｄ１およびＤ２、円錐軸長Ｓ１、ならびに、円筒軸長Ｓ２等）によって規定される。表
１に、図２のＰａｙＰａｓｓ基準リーダ用の切頭円錐状動作容積の一定義例に選択したこ
れらのパラメータの公称値を記載している。
【００２３】
【表１】

【００２４】
　模範的なＰａｙＰａｓｓ基準リーダでは、リーダアンテナの直径を約７ｃｍとして、着
地面の約１５ｃｍ下に位置させている。このアンテナは、アクティブとダミーの２つの部
分から成る巻き線を有し、これらは、電流が供給されると、指定された切頭円錐状動作容
積の内部に位置する支払カードに電力を供給し、かつ通信するのに少なくとも必要な、最
小強度の磁界Ｈｍｉｎを供給する。同時に、アンテナが生成する動作磁界（ＨＯＶ）は、
所定の最大強度Ｈｍａｘ以下に留まるように制限をかける。Ｈｍａｘの値は、支払カード
における電力消費を制限し、装置の損傷を避けるために、一般に容認されている閾値を下
回るように適切に選択する。さらに、動作容積の内側および外側の両方における磁界強度
も、そのような磁界放射に対する安全使用および暴露限度に関する、あらゆる国際および
国内の規制および法律に準拠するように制限をかける。
【００２５】
　模範的なＰａｙＰａｓｓ基準リーダの動作容積は、例えば、同時係属出願の米国特許出
願第　　号にも記載されているＰａｙＰａｓｓ基準カード（図３）のような、適切な基準
カードを用いて、特徴付けまたは校正することができる。切頭円錐状動作容積内の動作磁
界強度（ＨＯＶ）は、リーダから支払カードへの所要電力の伝達（電圧Ｖｏｖ）と等価な
もので特定または測定することができる。
【００２６】
　表２に、ＰａｙＰａｓｓ基準リーダの切頭円錐状動作容積における電力伝達電圧Ｖｏｖ

に対する、最小および最大値の明細を示す。カードが動作容積内に持ち込まれると、カー
ドとリーダアンテナとの間の電磁的結合（即ち、相互インダクタンス）が、動作磁界を乱
す。特に、動作容積内部の磁界強度は、カードに起因する外部負荷によって低減する。リ
ーダおよびカードに対するＶｏｖの値は、それぞれ、基準リーダおよび基準カードのアン
テナ回路における適切な規定位置にて測定することができる。カードの負荷は、ＰａｙＰ
ａｓｓ基準リーダのアンテナ回路における適切な個所にて、回路の電圧降下ΔＶｏｖ（Ｖ

ｏｖ，ＦＲＥＥ　ＡＩＲ－ＶＯＶ，ｃａｒｄ）を観察することで測定することができる。
表２は、公称カード負荷に対応するΔＶｏｖの最大許容値も示している。
【００２７】
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【表２】

【００２８】
　規定の切頭円錐状動作容積を有する本発明のリーダ装置（例えば、ＰａｙＰａｓｓ基準
リーダ）は、同時係累出願の米国特許出願第　　号に記載されているシステムおよび方法
と共に用いることができ、例えば仕様準拠の検証といった製品支払カードのテストに用い
られる。製品カードの仕様準拠を検証する模範的な手順は、以下のステップ、すなわち：
（ａ）ＰａｙＰａｓｓ基準リーダが作り出す電力レベルおよびコマンド特性の両者を基準
カードに対して校正するために、リーダが「平均」値コマンドを製品カードに送信し、か
つ、ＰａｙＰａｓｓ基準リーダが「平均」レベルの電力を提供している状態で、ＰａｙＰ
ａｓｓ基準リーダ上での製品カードによるデータ送信を測定するステップと、
（ｂ）ＰａｙＰａｓｓ基準リーダを用いたテスト下で、製品カードのデータ受信および電
力感度を測定するステップと、
を含むことができる。
【００２９】
　動作中、現場に配置した大部分のＰａｙＰａｓｓリーダの代表値である±６００ｍＷの
信号を、リーダアンテナの５０Ωインピーダンスの入力端子に供給して、磁界を生成する
ことができる。製品カードは、現場でのカード使用条件を模擬した条件下で特徴付けるこ
とができる。製品カードの動作は、例えばリーダアンテナから異なる距離で、かつ、リー
ダアンテナに対して異なる向きで、特徴付けまたは測定することができる。模範的なテス
トルーチンでは、測定の際、リーダを静止位置に置いて、対象の製品カードを、１つのテ
スト位置から次のテスト位置へと動作容積を経てゆっくりと動かしていく。図５は、模範
的なテストルーチンで用いる、そのような一連のテスト位置を示している。一連のテスト
位置は、切頭円錐状動作容積の３次元空間にわたって分布している。図５において、テス
ト位置は、４軸座標（ｒ、φ、ｚおよびθ）で示しており、極座標ｒ、φおよびｚが、テ
スト下にある対象製品カードの中心を表す。図１を参照すると、（ｒ，φ，ｚ）＝（０，
０，０）が、着地面の中心を表している。模範的なテストルーチンでは、対象製品カード
上での測定は全て、Ｚ軸に対して垂直に持ったカードに対して行われる。座標ｚは、支払
カードの着地面からの高さを表す。座標θは、φ＝０軸に対するカードの向きを表す。
【００３０】
　本発明を特に模範的な実施例につき記述してきたが、当業者には本発明の趣旨および範
囲を逸脱することなく、様々な修正および変更を行い得ることに留意されたい。従って、
本発明で開示した実施態様は単に例示にすぎず、本発明は添付の請求の範囲においてのみ
制限される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の原理により設計した模範的なリーダの、最小動作容積の切頭円錐構成を
示す図である。
【図２】本発明の原理により設計した模範的なＰａｙＰａｓｓ基準リーダを示す図である
。
【図３】本発明の原理により設計した模範的なＰａｙＰａｓｓ基準カードを示す図である
。
【図４】図２のＰａｙＰａｓｓ基準リーダ用の着地面として仕えるカバープレートを示す
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図である。
【図５】本発明の原理に係るカードテスト手順における支払カードの現場使用を模擬する
ために対象支払カードを配置する、ＰａｙＰａｓｓ基準リーダの切頭円錐状動作容積内の
一連の幾何学位置を示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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