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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一台の質問機と複数のトランスポンダとを備える電子身元確認システムであって、
　該質問機は、
　　該トランスポンダに質問信号を送信するための送信手段を備え、
　各トランスポンダは、
　　該トランスポンダの特性を含むランダムな署名を発生するための乱数発生手段と、
　　該質問信号に応えて、該ランダムな署名を含む応答信号を間欠的に送信するための送
信手段とを備え、
　　各トランスポンダが、複数の該間欠的な各応答信号の送信直後に、タイム・ウィンド
ウを発生するためのタイム・ウィンドウ発生手段と、該タイム・ウィンドウ中に、該各署
名を含む受信通知信号を受信した場合に、トランスポンダを通常のモードから他のモード
に切り換えるためのコントローラとを備え、
　　該質問機が、さらに、該トランスポンダの中の一台から応答信号を受信した場合に、
該質問機の送信手段により送信される受信通知信号であって、一台のトランスポンダの該
ランダムな署名を含む受信通知信号を発生し、それによって該一台のトランスポンダに該
応答信号の受信を通知するための受信通知信号発生手段を備え、
　該乱数発生手段が、該トランスポンダの一部を形成するクロック周波数発生器のプログ
ラム可能なディバイダに対するランダムな除数を間欠的に発生するように動作可能であり
、該クロック周波数発生器は、該トランスポンダに対してランダムに選択したクロック周
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波数を選択的に発生させる電子身元確認システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、該トランスポンダの送信手段が該応答信号で該質
問信号を後方散乱変調するための変調手段を備えるシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のシステムにおいて、該乱数発生器が、該質問信号の最初の受信
の後であって、複数の該間欠的な応答信号の中の最初の間欠的な応答信号が送信される前
に、ランダムな遅延時間又はホールドオフ時間を決定するために動作することができるシ
ステム。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載のシステムにおいて、該乱数発生手段が、該間欠的
な応答信号に対するランダムな反復周期を決定するために動作することができるシステム
。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載のシステムにおいて、該受信通知信号が、該トラン
スポンダを通常の動作モードから他の複数のモードの中の選択した一つのモードに切り換
えるためのコマンドを含むシステム。
【請求項６】
　複数のトランスポンダを備える電子身元確認システムと一緒に使用するための質問機で
あって、
　複数のトランスポンダへ質問信号を送信するための送信手段と、
　各トランスポンダからの各トランスポンダの特性を含む署名を含む応答信号であって、
複数のトランスポンダからの応答信号を受信するための受信手段とを含み、該署名は、各
トランスポンダの乱数発生手段によって生成されるランダムな署名であり、
　受信した該応答信号の中の少なくとも一つを処理し、また該複数のトランスポンダのう
ちの１つから応答信号を受信した場合に署名を含む受信通知信号を送信させるためのコン
トローラとを備え、
　各トランスポンダが、複数の間欠的な各応答信号の送信直後に、タイム・ウィンドウを
発生し、該タイム・ウィンドウ中に、該各署名を含む受信通知信号を受信した場合に、該
トランスポンダが通常のモードから他のモードに切り換わり、
　各トランスポンダの該乱数発生手段が、該トランスポンダの一部を形成するクロック周
波数発生器のプログラム可能なディバイダに対するランダムな除数を間欠的に発生するよ
うに動作可能であり、該クロック周波数発生器は、該トランスポンダに対してランダムに
選択したクロック周波数を選択的に発生させる質問機。
【請求項７】
　トランスポンダであって、
　質問信号を受信するための受信手段と、
　該トランスポンダの特性を含むランダムな署名を発生するための乱数発生手段と、
　該質問信号に応えて、該トランスポンダの特性を持つ該ランダムな署名を含む応答信号
を送信するための送信手段と、
　該応答信号の各々の送信直後にタイム・ウィンドウを発生するためのタイム・ウィンド
ウ発生手段と、
　該ランダムな署名を含む受信通知信号を該タイム・ウィンドウの間に受信した場合に、
該トランスポンダを、ある動作モードから他の動作モードに切り換えることができるコン
トローラとを備え、該受信通知信号は、該応答信号を受信した場合に生成され、
　該乱数発生手段が、該トランスポンダの一部を形成するクロック周波数発生器のプログ
ラム可能なディバイダに対するランダムな除数を間欠的に発生するように動作可能であり
、該クロック周波数発生器は、該トランスポンダに対してランダムに選択したクロック周
波数を選択的に発生させるトランスポンダ。
【請求項８】
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　請求項７に記載のトランスポンダにおいて、該署名発生手段が、乱数発生器を備え、該
署名が一つの数字であるトランスポンダ。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のトランスポンダにおいて、該乱数発生手段が、該質問信号の最
初の受信後であって、該応答信号が送信される前に、ランダムな遅延時間又はホールドオ
フ時間を決定するために動作するトランスポンダ。
【請求項１０】
　請求項７乃至９の何れか１項に記載のトランスポンダにおいて、該乱数発生器が、該応
答信号のランダムな反復周期を決定するために動作するトランスポンダ。
【請求項１１】
　請求項７に記載のトランスポンダにおいて、該乱数発生器が、該トランスポンダの該ク
ロック周波数発生器の該プログラム可能なディバイダに対する除数を選択的に発生するよ
うに動作するトランスポンダ。
【請求項１２】
　一台の質問機と、複数のトランスポンダを備える電子身元確認システムの動作方法であ
って、
　該質問機から該トランスポンダに質問信号を送信するステップと、
　該トランスポンダに該質問信号を受信させ、各トランスポンダに、トランスポンダの特
性関する署名を含む各応答信号で、間欠的に応答させるステップとを含み、該トランスポ
ンダの特性に関する署名は、該各トランスポンダの乱数発生手段によって生成されるラン
ダムな署名であり、各トランスポンダは、複数の該間欠的な各応答信号の送信直後に、タ
イム・ウィンドウを発生し、該方法は、さらに、
　該質問機に、該応答信号を受信させ、トランスポンダの中の少なくとも一つからの応答
信号を処理させるステップと、
　該質問機に、該トランスポンダの中の少なくとも一台の署名を含む受信通知信号を送信
させるステップを含み、該受信通知信号は、該複数のトランスポンダのうちの１つから応
答信号を受信した場合に生成され、該タイム・ウィンドウ中に、該各署名を含む受信通知
信号を受信した場合に、該トランスポンダが通常のモードから他のモードに切り換わるよ
うに構成され、該方法は、さらに、
　受該信通知信号を受信した場合、該トランスポンダの中の少なくとも一台に、ある動作
モードから他の動作モードに切り替えさせるステップを含み、
　各トランスポンダの該乱数発生手段が、該トランスポンダの一部を形成するクロック周
波数発生器のプログラム可能なディバイダに対するランダムな除数を間欠的に発生するよ
うに動作可能であり、該クロック周波数発生器は、該トランスポンダに対してランダムに
選択したクロック周波数を選択的に発生させる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子身元確認システムに関し、特に一台の質問機と複数のトランスポンダと
を備える電子身元確認システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人にとっては周知の、上記種類の電子身元確認システムの場合には、上記質問機
は、複数のトランスポンダに質問信号を送信するための一台の送信機と、上記トランスポ
ンダからの間欠的に反復される別々の応答信号を受信するための受信機とを備える。質問
機のマイクロプロセッサは、上記トランスポンダから受信した応答信号の、データ・スト
リーム内の特性のあるデータから、特定のトランスポンダを読み取り、身元確認をする。
応答信号の送信直後のタイム・ウィンドウにおいて、トランスポンダは、質問機からの、
質問機がトランスポンダを読み取ったことを示す受信通知を待つ。受信通知は、識別でき
るものでもないし、特定のものでもなく、質問機により、励起信号の短い中断という形で
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送られる。そのトランスポンダに関連する上記タイム・ウィンドウ中に、トランスポンダ
が上記中断を検出すると、そのトランスポンダは、上記受信通知が読み取られたことを認
め、スリープ・モードになり、質問機が、まだ読み取っていない他の質問機を読み取るこ
とができるように、トランスポンダは質問機に応答しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０４－２３２４８８号公報
【特許文献２】特開平０８－２７８３６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複数のトランスポンダからの応答信号で衝突が起こる確率は、各トランスポンダに対し
て、質問機により励起が行われた後であって、トランスポンダが第一の応答信号を送信す
る前に、ランダムに発生した各ホールドオフ時間を使用し、ランダムに発生した時間的周
期の後で、応答信号を反復することにより低減することができる。
【０００５】
　衝突を回避し、正確な読み取り、および以降のすでに読み取ったトランスポンダの切換
を容易に行えるように設計されたこれらの手段を使用しても、エラーは依然として発生す
る。例えば、受信通知信号は非特定的なものであるので、タイム・ウィンドウは、受信通
知信号が送信された時能動的であり、任意のおよびすべてのトランスポンダは、読み取ら
れていてもいなくても、オフに切り換えられる。
【０００６】
　従って、本発明の一つの目的は、出願人、がそれにより上記の欠点を少なくとも軽減す
ることができると考える、別のシステムおよび方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、一台の質問機と複数のトランスポンダとを備える電子身元確認システムを提
供する。
【０００８】
　質問機は、
　トランスポンダに質問信号を送信するための送信手段を備え、
　各トランスポンダは、
　そのトランスポンダの特性を含む署名を発生するための署名発生手段と、
　質問信号に応えて、署名を含む応答信号を間欠的に送信するための送信手段とを備える
。
【０００９】
　質問機は、さらに、トランスポンダの中の一台から応答信号を受信した場合に、質問機
の送信手段が送信する、トランスポンダの一意の署名を含む受信通知を発生するための受
信通知信号発生手段を備える。
【００１０】
　トランスポンダの送信手段は、応答信号により、質問信号を後方散乱変調するための、
変調手段を含むことができる。他の実施形態の場合には、送信手段は、応答信号を発生し
、送信するための局部搬送波発生器を含むことができる。
【００１１】
　さらに、本発明の場合には、各トランスポンダは、間欠的な各応答信号の送信直後に、
タイム・ウィンドウを発生するためのタイム・ウィンドウ発生手段と、
　上記タイム・ウィンドウ中に、各署名を含む受信通知信号を受信した場合に、トランス
ポンダを、通常のモードから他のモードに切り換えるためのコントローラを備えることが
できる。
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【００１２】
　署名発生手段は、乱数発生器を備えることができ、署名はランダムに発生した数字であ
ってもよい。上記乱数発生器は、中断後に、再び質問信号を受信する度に、新しい署名を
発生することができる。
【００１３】
　乱数発生器は、質問信号を最初に受信した後であって、上記間欠的応答信号を最初に送
信する前に、ランダム遅延またはホールドオフ周期を決定するために動作することができ
る。
【００１４】
　さらに、乱数発生器は、また間欠的な応答信号に対する、ランダムな反復周期を決定す
るために動作することができる。
【００１５】
　乱数発生器は、またトランスポンダのコントローラに対して、ランダムに選択したクロ
ック周波数を発生するために、トランスポンダのプログラム可能なクロック周波数ディバ
イダに対する除数を時々発生するために動作することもできる。
　上記受信通知信号は、またトランスポンダを通常の動作モードから、他の複数のモード
の中の選択した一つのモードに切り換えるためのコマンドを含むことができる。
【００１６】
　複数のトランスポンダを備える電子身元確認システムと一緒に使用するための質問機も
本発明の範囲内に含まれる。
【００１７】
　この質問機は、
　複数のトランスポンダへ、質問信号を送信するための送信手段と、
　その発信元の各トランスポンダの特性を含む署名を含む、複数のトランスポンダからの
応答信号を受信するための受信手段と、
　受信した応答信号の中の少なくとも一つを処理し、また署名を含む受信通知信号を送信
させるためのコントローラとを備える。
【００１８】
　さらに、質問信号を受信するための受信手段と、
　トランスポンダの特性を含む署名を発生するための署名発生手段と、
　質問信号に応えて、トランスポンダの特性を含む署名を含む応答信号を送信するための
送信手段と、
　署名を含む受信通知信号を受信した場合に、トランスポンダをある動作モードから他の
動作モードに切り換えることができるコントローラとを備えるトランスポンダも、本発明
の範囲内に含まれる。
【００１９】
　署名発生手段は、乱数発生器を備えることができ、署名は一つの数字であってもよい。
【００２０】
　トランスポンダは、また応答信号の送信直後に、タイム・ウィンドウを発生するための
タイム・ウィンドウ発生手段を備えることができる。上記タイム・ウィンドウには、受信
通知信号が含まれている場合がある。
【００２１】
　数字発生器は、質問信号の最初の受信後であって、応答信号が送信される前に、遅延時
間またはホールドオフ時間を決定するために動作する。
【００２２】
　乱数発生器は、応答信号のランダムな反復周期を決定するために動作する。
　乱数発生器は、またトランスポンダのコントローラに対して、ランダムに選択したクロ
ック周波数を発生するために、トランスポンダのプログラム可能なクロック周波数ディバ
イダに対する除数を発生するために、時々動作することもできる。
【００２３】
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　本発明のもう一つの態様は、一台の質問機と、複数のトランスポンダを備える電子身元
確認システムの動作方法を提供する。該方法は、質問機からトランスポンダに質問信号を
送信するステップと、
　トランスポンダに質問信号を受信させ、各トランスポンダに、トランスポンダの特性を
含む応答信号で間欠的に応答させるステップと、
　質問機に、応答信号を受信させ、トランスポンダの中の少なくとも一つからの応答信号
を処理させるステップと、質問機に、トランスポンダの中の少なくとも一台の署名を含む
受信通知信号を送信させるステップと、
　受信通知信号を受信した場合、トランスポンダの中の少なくとも一台を、ある動作モー
ドから他の動作モードに切り替えさせるステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　添付の図面を参照しながら本発明をさらに説明するが、これは単に例示としてのものに
過ぎない。
【図１】一台の質問機と複数のトランスポンダとを備える、本発明の電子身元確認システ
ムの機能ブロック図である。
【図２】上記システムの一部を形成しているトランスポンダの中の一台のより詳細なブロ
ック図である。
【図３】質問機により、その質問信号および受信通知に対するトランスポンダからの応答
時間を示す図面である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、一台の質問機１０と、複数のトランスポンダ、すなわち、それぞれ、参照番号
１２、１４および１６で示す、トランスポンダ＃１、トランスポンダ＃２、およびトラン
スポンダ＃３を備える電子身元確認システム１００である。このシステムは、身元確認ま
たはカウントされる装置（図示せず）上に装着されるか、関連している。
【００２６】
　質問機１０は、トランスポンダ、及びトランスポンダからの応答信号を受信するための
受信機１３に、質問又は励起信号を送信するための送信機１１を備える。デュプレクサ１
５は、送信機１１又は受信機１３をアンテナ７に接続する。質問機は、さらに、コントロ
ーラ１９及び受信通知信号発生器２１を備える。これら装置の機能については後で説明す
る。
【００２７】
　トランスポンダ１４、１６および１８の構成は類似しているので、図２を参照しながら
、以下にトランスポンダ１４だけをより詳細に説明する。各トランスポンダは、仮想バッ
テリー２５、検出器２７および復調器２９を含む受信機２３を含む。仮想バッテリーは、
トランスポンダの他の回路に電力を供給するために、励起信号からエネルギーを受け取り
、貯蔵する。他の実施形態の場合には、超再生受信機、スーパヘテロダイン受信機、ホモ
ダイン受信機のよう他の受信機も使用することができる。
【００２８】
　上記他の回路は、以下に説明するタイム・ウィンドウ発生器３３、およびこれも以下に
説明する乱数発生器３５を含むコントローラ３１を含む。乱数発生器３５は、トランスポ
ンダに対する一意の署名を発生するための署名発生器３７、応答信号の以降の反復の間の
、ランダムな反復周期（ＲＰ）を発生するための、反復周期発生器３９、質問信号の最初
の受信および応答信号の最初の送信後に、ランダムなホールドオフ時間を発生するための
ホールドオフ時間発生器４１、およびトランスポンダの一部を形成するクロック周波数（
ｆｃ）発生器４７のディバイダ４５に対するランダムな除数を、間欠的な発生するための
除数発生器４３の一部を形成するか、上記発生器としての働きをするか、機能を行う。ト
ランスポンダは、さらに、質問信号に対する応答信号を発生するための応答信号発生器４
９、およびデータを記憶するためのメモリ装置５３を含む。応答信号発生器は、質問機に
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応答信号を送信するために、変調器２５により、質問信号を後方散乱変調するための送信
機５１の一部を形成する。他の実施形態の場合には、トランスポンダは、応答信号を発生
し、送信するための局部搬送波発生器（図示せず）を備えることができる。
【００２９】
　図３においては、Ａは励起信号であり、Ｂ－Ｄは、トランスポンダ＃１－＃３からの後
続の応答を示す。Ｂ－Ｄで示すように、励起信号を受信すると、各トランスポンダは、質
問機に間欠的な信号１８を送り返す。この間欠的な信号は、後方散乱変調と呼ばれる励起
信号にエネルギーの一部を含む。上記エネルギーは、図３により詳細に示すデータにより
変調される。残りのエネルギーは、本明細書に記載する機能を実行することができるよう
に、応答回路に電力を供給するために仮想バッテリー２５が使用する。
【００３０】
　各トランスポンダからの応答は、間欠的に反復される応答信号１８を含み、各信号は、
スタート・ビット２０、同期ビット２２、データ・ビット２４、署名またはＩＤコード２
６、ＣＲＣエラー修正コード２８、およびストップ・ビット３０を含む。各トランスポン
ダの応答の信号１８の反復周期ＲＰ２またはＲＰ３は、発生器３９によりランダムに発生
され、トランスポンダに対して一定ではない。さらに、各トランスポンダは、３２でスタ
ートした励起の後であって、トランスポンダが応答を開始する前に、発生器４１がランダ
ムに発生した各ホールドオフ時間（ＨＯＬＤ－ＯＦＦ１からＨＯＬＤ－ＯＦＦ３）を持つ
。各応答信号１８の直後に、発生器３３によりタイム・ウィンドウ３４が発生する。この
タイム・ウィンドウ中に、各トランスポンダは、Ａにおいて、励起信号上で変調された質
問機からの受信通知信号を待ち、それに応答する。上記応答信号は、質問機により受信さ
れ読み取られる。トランスポンダが、受信通知信号をタイム・ウィンドウ３４で受信する
と（トランスポンダ＃１に対するＢ内のＴＷ１参照）、トランスポンダは、あるモードに
切り替わり、このモード中には、質問機信号に応答しない。
【００３１】
　しかし、そのトランスポンダに関連するタイム・ウィンドウ３４で、受信通知信号を受
信しなかった場合には（トランスポンダ＃２および＃３に対するＴＷ２およびＴＷ３参照
）、トランスポンダは、トランスポンダ＃２の場合には、上記のランダムに発生した周期
ＲＰ２の後で、トランスポンダ＃３の場合には、ＲＰ３の後で、以下に説明するように受
信されるまで、ＣおよびＤの１８．１のところに示すように、応答信号を反復する。
【００３２】
　本発明のシステムの場合には、励起信号を受信すると、各トランスポンダは、そのホー
ルドオフ時間の後で応答信号１８を送信する。質問機１０は、複数のトランスポンダから
受信した最も強力な信号にロックし、質問機のクロック（図示せず）を関連トランスポン
ダのクロック４７と同期させるために、同期ビット２２を使用する。データ２４が受信さ
れ、記憶される。質問機は、またそのトランスポンダに関連する署名またはＩＤコード２
６を受信する。
【００３３】
　受信した応答信号の直後のタイム・ウィンドウ３４中に、質問機は、Ａの３６に示すよ
うに、今受信したばかりのＩＤコード２６で、励起信号Ａを変調することにより、受信通
知信号発生器２１が発生した受信通知信号を放送する。
【００３４】
　その後で、上記ＩＤコードに関連するトランスポンダは、受信通知を受信し、解釈し、
それが質問機により読み取られたものと認め、あるモードに切り替わるが、このモードの
間は、Ｂのところに示すように、質問信号には応答しない。各トランスポンダは、一意の
ＩＤコードを持っているので、実際に読み取ったトランスポンダだけがオフに切り換えら
れる。
【００３５】
　すでに説明したとおり、トランスポンダ＃１から＃３に対する各ホールドオフ時間（Ｈ
ＯＬＤ－ＯＦＦ１からＨＯＬＤ－ＯＦＦ３）は、各トランスポンダの一台を形成している
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各乱数発生器３５、４１により、ランダムに発生する。さらに、乱数発生器３５、３９は
、また、各トランスポンダに対する信号反復周期を決定する。その結果、特定のトランス
ポンダに対する信号反復周期（トランスポンダ＃２の場合にはＲＰ２、トランスポンダ＃
３の場合にはＲＰ３）は一定ではなく、ランダムに変化する。さらに、乱数発生器３５、
３７も、トランスポンダに対してＩＤコード２６を発生する。トランスポンダが電力の供
給を受けている間は、署名は変化しないが、電力供給が中断した後で再開された場合には
、発生器は、他のランダムな署名を発生する。
【００３６】
　質問機が、特定のトランスポンダに容易にロックすることができるように、またトラン
スポンダからの同時応答間の干渉を軽減するために、各トランスポンダのクロック速度を
、各トランスポンダの一部を形成している、各プログラム可能なクロック信号発生器の、
ディバイダ４５に対する除数を変化させることにより、変化させることができる。上記除
数は、また上記各乱数発生器３５、４３により決定することができる。
【００３７】
　質問機１０が送信した受信通知３６と一緒に、質問機は、また今読み取ったばかりのト
ランスポンダを、その通常の動作モードから、所定の短い周期用のスリープ・モード、励
起信号には応答しないが、任意の時間に、再び通常の動作モードに切り換えることができ
るモードのような、複数の他のモードの中から選択した一つのモードに切り換えるために
、コマンドまたは信号を送信することができる。
【００３８】
　いわゆる受動的トランスポンダ（すなわち、励起信号からその電力の供給を受ける仮想
バッテリーを備えるトランスポンダ）を重点的に説明してきたが、特許請求の範囲は、ま
たその範囲内に、搭載型電源を持ついわゆる能動トランスポンダも含む。
【００３９】
　添付の特許請求の範囲の精神および範囲から逸脱することなしに、本発明のシステムお
よび方法の詳細な部分を種々に変更することができることを理解されたい。
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