
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後方散乱信号を受け取るように構成したアンテナと、
　そのアンテナに接続し、後方散乱信号を周波数逓降してＩ信号とＱ信号を生成するよう
に構成したＩＱ周波数逓降器と、
　そのＩＱ周波数逓降器に 接続し、Ｉ信号とＱ信号を結合して結合信号を生成する結
合器と、
　その結合器に接続し、結合信号をデジタル信号に変換するように構成したアナログ・デ
ジタル変換器を有する後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項２】
　結合器が直交結合器である請求項１記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項３】
　結合器がアナログ結合器である請求項１記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項４】
　さらに、結合器とアナログ・デジタル変換器の間に接続した増幅器を有し、その増幅器
が、結合信号を増幅するように構成された請求項１記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項５】
　後方散乱信号を受け取るように構成したアンテナと、
そのアンテナに接続し、後方散乱信号を変換してＩ信号とＱ信号を生成するように構成し
た直交周波数逓降器と、
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　その 周波数逓降器に直接接続し、Ｉ信号とＱ信号を結合して結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、
　その結合器に接続し、結合信号を増幅するように構成した自動利得制御回路を有する後
方散乱システム呼びかけ機。
【請求項６】
　結合器がアナログ直交結合器である請求項５記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項７】
　さらに、結合器に接続し、結合信号を増幅するように構成した増幅器を有する請求項５
記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項８】
　後方散乱信号を受け取るように構成したアンテナと、
　そのアンテナに接続し、後方散乱信号を変換してＩ信号とＱ信号を生成するように構成
した直交周波数逓降器と、
　その 周波数逓降器に直接接続し、Ｉ信号とＱ信号を結合して結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、
　その結合器に接続し、結合信号を増幅して増幅信号を生成するように構成した増幅器と
、
　その増幅器に接続し、その増幅信号をさらに増幅するように構成した電圧制御増幅器を
有する後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項９】
　後方散乱信号を受け取るように構成したアンテナと、
　そのアンテナに接続し、後方散乱信号を周波数逓降してＩ信号とＱ信号を生成するよう
に構成したＩＱ周波数逓降器と、
　そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、Ｉ信号とＱ信号を結合して結合信号を生成する結
合器と、
　その結合信号をデジタル信号に変換するように構成した、アナログ・デジタル変換器を
有する後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項１０】
　さらに、結合器とアナログ・デジタル変換器の間に接続した自動利得制御回路を有する
請求項９記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項１１】
　結合器が直交結合器である請求項９記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項１２】
　さらに、結合器とアナログ・デジタル変換器の間に接続した増幅器を有する請求項９記
載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項１３】
　さらに、結合器に接続し、結合信号を増幅して増幅信号を生成するように構成した増幅
器と、最初に述べた増幅器に接続し、その増幅信号をさらに増幅するように構成した電圧
制御増幅器を有する請求項９記載の後方散乱システム呼びかけ機。
【請求項１４】

【請求項１５】

【請求項１６】

【請求項１７】
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　呼びかけ機は、拡張パラレルポート回路を備えている請求項１から１３の何れかに記載
の後方散乱システム呼びかけ機。

　呼びかけ機は、差動位相偏移変調回路を備えている請求項１から１４の何れかに記載の
後方散乱システム呼びかけ機。

　差動位相偏移変調回路は、ビット同期化器を備えている請求項１５記載の後方散乱シス
テム呼びかけ機。

　差動位相偏移変調回路は、ロック検出回路を備えている請求項１５又は１６に記載の後



【請求項１８】

【請求項１９】

【請求項２０】

【請求項２１】

【請求項２２】

【請求項２３】

【請求項２４】

【請求項２５】

【請求項２６】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を、Ｉ信号とＱ信号
に周波数逓降するように構成したＩＱ周波数逓降器と、そのＩＱ周波数逓降器に 接続
し、Ｉ信号とＱ信号を結合して結合信号を生成するように構成した結合器と、その結合器
に接続し、結合信号をデジタル信号に変換するように構成したアナログ・デジタル変換器
を有するシステム。
【請求項２７】
　呼びかけ機が、マイクロ波周波数でコマンドを送信するように構成されている請求項

記載のシステム。
【請求項２８】
　呼びかけ機が、マイクロ波周波数で連続波を送信するように構成されている請求項
記載のシステム。
【請求項２９】
　無線通信装置が、 に接続した内蔵型電源を有する請求項 記載のシス
テム。
【請求項３０】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置から、変調した後方散乱信号を受け取り、Ｉ信号
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方散乱システム呼びかけ機。

　結合器は、差動位相偏移変調回路の一構成要素である請求項１５から１７の何れかに記
載の後方散乱システム呼びかけ機。

　結合器は、増幅器、および位相器を備えている請求項１から１８の何れかに記載の後方
散乱システム呼びかけ機。

　呼びかけ機は、高周波回路を備えている請求項１から１９の何れかに記載の後方散乱シ
ステム呼びかけ機。

　高周波回路は、出力分割器、およびその出力分割器に接続した周波数合成器を備えてい
る請求項２０記載の後方散乱システム呼びかけ機。

　高周波回路は、振幅変調スイッチを備えている請求項２０又は２１に記載の後方散乱シ
ステム呼びかけ機。

　高周波回路は、低雑音増幅器を備えている請求項２０から２２の何れかに記載の後方散
乱システム呼びかけ機。

　送信アンテナを備えている請求項１から２３の何れかに記載の後方散乱システム呼びか
け機。

　受信アンテナを備えている請求項１から２４の何れかに記載の後方散乱システム呼びか
け機。

トランスポンダ

直接

２
６

２７

トランスポンダ ２６

トランスポンダ



とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降器を有し、
　その呼びかけ機がさらに、そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、
　その結合器に接続し、結合信号をデジタル信号に変換するように構成したアナログ・デ
ジタル変換器を有するシステム。
【請求項３１】
　呼びかけ機が、振幅変調信号を送るように構成されている請求項 記載のシステム。
【請求項３２】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置から、変調した後方散乱信号を受け取り、Ｉ信号
とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降器を有し、
　その呼びかけ機がさらに、そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、その結合器に接続し、増幅信号を生成するように構成した自動利
得制御回路と、その自動利得制御回路に接続し、その増幅信号をデジタル信号に変換する
ように構成したアナログ・デジタル変換器を有するシステム。
【請求項３３】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置から、変調した後方散乱信号を受け取り、Ｉ信号
とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降器を有し、
　その呼びかけ機がさらに、そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、結合信号を生成するよ
うに構成したアナログ直交結合器と、その結合器に接続し、その結合信号をデジタル信号
に変換するように構成したアナログ・デジタル変換器を有するシステム。
【請求項３４】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置から、変調した後方散乱信号を受け取り、Ｉ信号
とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降器を有し、
　その呼びかけ機がさらに、そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、その結合器に接続し、増幅信号を生成するように構成した増幅器
と、その増幅器に接続し、その増幅信号をデジタル信号に変換するように構成したアナロ
グ・デジタル変換器を有するシステム。
【請求項３５】
　プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変調器を備
えた を含む無線通信装置と、
　その無線通信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に、後方散乱変調器で変
調するための連続波を送信するように構成した呼びかけ機を有するシステムであって、
　その呼びかけ機が、その無線通信装置から、変調した後方散乱信号を受け取り、Ｉ信号
とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降器を有し、
　その呼びかけ機がさらに、そのＩＱ周波数逓降器に直接接続し、結合信号を生成するよ
うに構成した結合器と、その結合器に接続し、増幅信号を生成するように構成した増幅器
と、その増幅器に接続し、二倍の増幅信号を生成するように構成した電圧制御増幅器と、
その増幅器に接続し、その二倍に増幅された増幅信号をデジタル信号に変換するように構
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成したアナログ・デジタル変換器を有するシステム。
【請求項３６】

【請求項３７】

【請求項３８】

【請求項３９】

【請求項４０】

【請求項４１】

【請求項４２】

【請求項４３】

【請求項４４】

【請求項４５】

【請求項４６】

【請求項４７】

【請求項４８】

【請求項４９】

【請求項５０】

【請求項５１】

【請求項５２】
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　トランスポンダは、スペクトラム拡散処理回路を備えている請求項２６から３５の何れ
かに記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　トランスポンダは、ウエイクアップタイマおよび論理回路を備えている請求項２６から
３６の何れかに記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　トランスポンダは、クロック修復およびデータ修復回路を備えている請求項２６から３
７の何れかに記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　トランスポンダは、マイクロ・コントローラまたはマイクロ・プロセッサを備えている
請求項２６から３８の何れかに記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　マイクロ・コントローラまたはマイクロ・プロセッサは、シリアル・プロセッサまたは
入出力装置を備えている請求項３９記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　無線通信装置は、受信アンテナ、および送信アンテナを備えていることを請求項２６か
ら４０記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　トランスポンダは、集積回路である請求項２６から４１の何れかに記載のアナログ・デ
ジタル変換器を有するシステム。

　呼びかけ機は、拡張パラレルポート回路を備えている請求項２６から４２の何れかに記
載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　呼びかけ機は、差動位相偏移変調回路を備えている請求項２６から４３の何れかに記載
のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　差動位相偏移変調回路は、ビット同期化器を備えている請求項４４記載のアナログ・デ
ジタル変換器を有するシステム。

　差動位相偏移変調回路は、ロック検出回路を備えている請求項４４又は４５に記載のア
ナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　結合器は、差動位相偏移変調回路の一構成要素である請求項４４から４６の何れかに記
載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　結合器は、増幅器、および位相器を備えている請求項２６から４７の何れかに記載のア
ナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　呼びかけ機は、高周波回路を備えている請求項２６から４８の何れかに記載のアナログ
・デジタル変換器を有するシステム。

　高周波回路は、出力分割器、およびその出力分割器に接続した周波数合成器を備えてい
る請求項４９記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

　高周波回路は、振幅変調スイッチを備えている請求項４９又は５０に記載のアナログ・
デジタル変換器を有するシステム。



【請求項５３】

【請求項５４】
　後方散乱システム内の通信方法であって、
　後方散乱信号を受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その Ｉ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換するが、
　デジタル信号に変換する前にその結合信号を増幅する通信方法。
【請求項５５】
　直交結合器を用いて、Ｉ信号とＱ信号を結合する請求項 記載の通信方法。
【請求項５６】
　アナログ結合器を用いて、Ｉ信号とＱ信号を結合する請求項 記載の通信方法。
【請求項５７】
　後方散乱システム内の通信方法であって、
　後方散乱信号を受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その Ｉ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換するが、
　デジタル信号に変換する前にその結合信号を電圧制御増幅器で増幅する通信方法。
【請求項５８】
　後方散乱システム内の通信方法であって、
　後方散乱信号を受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降処理 直後にそのＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号に自動利得制御を行う通信方法。
【請求項５９】
　アナログ直交結合器を用いて、Ｉ信号とＱ信号を結合する請求項 記載の通信方法。
【請求項６０】
　Ｉ信号とＱ信号を結合した後、さらに増幅する請求項 記載の通信方法。
【請求項６１】
　後方散乱システム内の通信方法であって、
　後方散乱信号を受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降処理 直後にそのＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　そのＩ信号とＱ信号の結合後に増幅して増幅信号を生成し、その増幅信号を電圧制御増
幅器でさらに増幅する通信方法。
【請求項６２】
　後方散乱システム内の通信方法であって、
　後方散乱信号を受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 の直後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換する通信方法。
【請求項６３】
　結合信号をデジタル信号に変換する前に、結合信号上でさらに自動利得制御を行う請求
項 記載の通信方法。
【請求項６４】
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　高周波回路は、低雑音増幅器を備えている請求項４９から５１の何れかに記載のアナロ
グ・デジタル変換器を有するシステム。

　呼びかけ機は、送信アンテナ、および受信アンテナを備えている請求項２６から５２の
何れかに記載のアナログ・デジタル変換器を有するシステム。

周波数逓降処理の直後に

５４

５４

周波数逓降処理の直後に

の

５８

５８

の

処理

６２



　結合信号をデジタル信号に変換する前に、アナログ直交結合器を用いてＩ信号とＱ信号
を結合する請求項 記載の通信方法。
【請求項６５】
　Ｉ信号とＱ信号を結合した後、結合信号をデジタル信号に変換する前に、さらに増幅す
る請求項 記載の通信方法。
【請求項６６】
　Ｉ信号とＱ信号を結合した後、増幅して増幅信号を生成し、結合信号をデジタル信号に
変換する前に、その増幅信号を電圧制御増幅器でさらに増幅する請求項 記載の通信方
法。
【請求項６７】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換する通信方法。
【請求項６８】
　コマンド送信時に、マイクロ波周波数でそのコマンドを送信する請求項 記載の通信
方法。
【請求項６９】
　連続波の送信時に、マイクロ波周波数でその連続波を送信する請求項 記載の通信方
法。
【請求項７０】
　さらに に内蔵型電源を接続する請求項 記載の通信方法。
【請求項７１】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 の直後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換する通信方法。
【請求項７２】
　コマンド送信時に、振幅変調信号を送る請求項 記載の通信方法。
【請求項７３】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
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　その周波数逓降 の直後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合信号に自動利得制御を行って増幅信号を生成し、その増幅信号をデジタル信号
に変換するする通信方法。
【請求項７４】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 の直後にアナログ直交結合器を使用することでＩ信号とＱ信号を結
合して、結合信号を生成し、
　その結合信号をデジタル信号に変換するする通信方法。
【請求項７５】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り、
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 の直後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合後に増幅して増幅信号を生成し、その増幅信号をデジタル信号に変換するする
通信方法。
【請求項７６】
　呼びかけ機と無線通信装置を含む後方散乱システム内の通信方法であって、その無線通
信装置が、プロセッサと、そのプロセッサに接続したメモリ、受信器、および後方散乱変
調器を備えた を有し、
　その呼びかけ機から無線通信装置にコマンドを送信し、
　その送信後、後方散乱変調器で変調するために、呼びかけ機から無線通信装置に連続波
を送信し、
　その無線通信装置からの変調した後方散乱信号を呼びかけ機で受け取り
　その後方散乱信号をＩＱ周波数逓降器で周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成し、
　その周波数逓降 の直後にＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成し、
　その結合後に増幅して増幅信号を生成し、その増幅信号を電圧制御増幅器でさらに増幅
して二倍に増幅された増幅信号を生成し、その二倍に増幅された増幅信号をデジタル信号
に変換するする通信方法。
【請求項７７】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、この発明は後方散乱通信システ
ムに関する。
【０００２】
【背景技術及び発明が解決しようとする課題】
後方散乱通信システムは従来から知られている。後方散乱システムでは、呼びかけ機等の
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　トランスポンダは、集積回路である請求項５４から７６の何れかに記載の通信方法。



一つのトランスポンダが、遠隔通信装置にコマンドを送出する。呼びかけ機がコマンドを
送信し応答を待っているとき、その呼びかけ機はＣＷモード（連続波モード）に切り替わ
る。連続波モードでは、呼びかけ機は情報を全く送らない。ただし、その呼びかけ機は、
所定の周波数の電磁波だけを送る。つまり、その呼びかけ機が送る信号は変調されていな
い。遠隔通信装置が呼びかけ機からコマンドを受け取ると、その遠隔通信装置はコマンド
を処理する。後方散乱システムの遠隔通信装置は、ＲＦ波の吸収と反射を切り替えること
で連続波を変調する。例えば、遠隔通信装置は、呼びかけ機からの信号を交互に反射した
り反射しなかったりして、その応答を送る。二等分したダイポール・アンテナを互いに短
くするか遠ざけることにより、その連続波を変調できる。
【０００３】
後方散乱システムの一例は、共通割り当て米国特許出願番号第０８／７０５，０４３号、
出願日１９９６年８月２９日に説明されており、参考のためにここに示す。後方散乱シス
テムの別の例は、米国特許第５，６４９，２９６号、ＭａｃＬｅｌｌａｎなどに説明され
ており、同様に参考のためにここに示す。
【０００４】
後方散乱システムにおいて、反射した後方散乱信号は、遠隔通信装置と呼びかけ機の間の
距離が未知であるので、いずれかの位相で呼びかけ機に戻る。位相は距離の関数である。
従って、ＩＱ周波数逓降変換器（例えば直交周波数逓降変換器）を呼びかけ機内に有する
。ＩＱ周波数逓降変換器において、その反射した後方散乱信号と局所信号を混合して同位
相の信号Ｉを生成する。その局所信号または反射信号のどちらかを９０°位相シフトして
直交信号Ｑを生成した後、その反射した後方散乱信号と局所信号を混合する。その反射し
た後方散乱信号を局所信号と混合すると、その反射した後方散乱信号の位相に応じて、正
の電圧、負の電圧、または電圧が全くない状態になる。周期的な信号がピークに到達した
とき、同じ信号を９０°位相シフトしたものが０になる。位相シフトなしで反射信号を混
合するのと同様に、９０°の位相シフトで混合することにより、信号がＩ出力、Ｑ出力、
または両方の所定のどこかで見出される。ＩＱ周波数逓降変換器は、米国特許第５，６１
７，０６０号、Ｗｉｌｓｏｎなどに説明されており、参考のためここに示す。
【０００５】
回路は一般に、様々な処理段階でＩ信号とＱ信号の各々に接続し、その結果生じる信号は
、一つのチャネルに結合する。これは、回路の重複に関連する。
【０００６】
後方散乱通信の一用途として、高周波識別装置等の無線電子識別システムがある。もちろ
ん、後方散乱通信の他の用途も同様に存在する。現在最も利用されている高周波識別装置
は、磁気結合システムを用いる。識別装置は通常、異なる複数の装置を区別するために固
有の識別コードを有する。一般に、その装置は完全な受動型であり（電源を持たない）、
小型で携帯型のパッケージとなる。しかし、このような識別システムは、装置に電源を供
給し装置とやり取りするために使われる磁場の大きさが制限されるので、比較的狭い範囲
でのみ動作可能である。
【０００７】
他の無線電子識別システムは、大型基板レベルの能動型トランスポンダ装置を用い、監視
する物体に取り付けて、呼びかけ機からの信号を受け取る。装置は、その信号を受け取り
、応答信号を生成して送信する。呼びかけ信号と応答信号は一般に、高周波（ＲＦ）送信
回路で生成されたＲＦ信号である。能動型装置はそれら自体の電源を有し、呼びかけ機ま
たは読み取り機を近接させて、磁気結合を介して電源を受け取る必要はない。従って、能
動型トランスポンダ装置は、鉄道車両等、呼びかけ機に近接させることができないものを
追跡する必要がある用途により適していると言える。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
この発明は、後方散乱システムで用いる呼びかけ機を提供する。この呼びかけ機は、後方
散乱信号を受け取るように構成したアンテナを有する。ＩＱ周波数逓降変換器はそのアン
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テナに接続し、後方散乱信号を周波数逓降して、Ｉ信号とＱ信号を生成するように構成す
る。結合器はそのＩＱ周波数逓降変換器に接続し、Ｉ信号とＱ信号を結合して、結合信号
を生成するように構成する。アナログ・デジタル変換器はその結合器に接続して、結合信
号をデジタル信号に変換するように構成する。
【０００９】
この発明の一形態において、その結合器はアナログ結合器である。この発明の別の形態に
おいて、その結合器はＩＱ周波数逓降変換器に直接接続する。
【００１０】
この発明の別の形態では、無線通信装置を有するシステムを提供する。この無線通信装置
は、プロセッサを備えた集積回路を有する。この集積回路はさらに、メモリ、受信部、お
よびそのプロセッサに接続した後方散乱変調器を有する。このシステムはさらに、無線通
信装置にコマンドを送信し、次にその無線通信装置に連続波を送って、後方散乱変調器で
変調するように構成した呼びかけ機を有する。この呼びかけ機は、変調した後方散乱信号
を無線通信装置から受け取り、Ｉ信号とＱ信号を生成するように構成したＩＱ周波数逓降
変換器を有する。この呼びかけ機はさらに、その周波数逓降変換器に接続し、結合信号を
生成する結合器を有する。
【００１１】
この発明の一形態において、その結合器は周波数逓降変換器に直接接続する。
【００１２】
この発明の別の形態では、後方散乱システムでの通信方法を提供する。この方法では、後
方散乱信号を受け取る。その後方散乱信号は、ＩＱ周波数逓降変換器で周波数逓降して、
Ｉ信号とＱ信号を生成する。このＩ信号とＱ信号を結合して、結合信号を生成する。この
結合信号は、デジタル信号に変換される。
【００１３】
Ｉ信号に接続する回路は、従来の設計ではＱ信号用のものと重複していた。他の設計を行
う前に、Ｉ信号とＱ信号を結合することで回路の重複が減る。
【００１４】
【この発明を実施するための最良の形態および発明の開示】
図１は、この発明を具現化した無線通信システム１０を示している。通信システム１０は
、呼びかけ機２６と、その呼びかけ機２６とやり取りするホストコンピュータ４８を有す
る。通信システム１０はさらに、米国特許出願番号第０８／７０５，０４３号、出願日１
９９６年８月２９日で開示されている装置のような無線通信装置１２を有する。一実施例
において、無線通信装置１２は、Ｍｉｃｒｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ
．，３１７６　Ｓ．Ｄｅｎｖｅｒ　Ｗａｙ，Ｂｏｉｓｅ，Ｉｄａｈｏ　８３７０５から入
手可能なＭｉｃｒｏｓｔａｍｐ（登録商標）集積回路等の無線識別装置を有する。呼びか
け機２６は、ＲＦリンク（例えば一実施例ではマイクロ波周波数）等の電磁リンクを介し
て、通信装置１２とやり取りする。他の実施例も可能であるが、図の実施例では、通信装
置１２は受信器３０と送信器３２を備えたトランスポンダ１６を有する。通信装置１２は
さらに、トランスポンダ１６に接続して、そのトランスポンダ１６に電力を供給する電源
１８を有する。通信装置１２はさらに、トランスポンダ１６に接続した少なくとも一つの
無線送受信用のアンテナを有する。図の実施例では、通信装置１２は、トランスポンダ１
６に接続し、トランスポンダ１６で高周波送信するための少なくとも一つのアンテナ４６
と、トランスポンダ１６に接続し、トランスポンダ１６で高周波受信するための少なくと
も一つのアンテナ４４を有する。図の実施例において、送信アンテナ４６はダイポール・
アンテナであり、受信アンテナ４４はループアンテナである。図の実施例において、トラ
ンスポンダ１６は集積回路形態である。しかし、別の実施例では、トランスポンダ１６の
全ての回路を単一の集積回路に有する必要はない。
【００１５】
電源１８は、図の実施例では薄膜電池であるが、別の実施例では、他の形態の電源を用い
ることができる。電源１８が電池である場合、その電池は適切な形態をとることができる
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。好ましくは電池の種類は、特定の用途での重さ、大きさ、および寿命要件に応じて選択
される。一実施例において、電源１８は断面の薄いボタン型セルであり、小さく薄いエネ
ルギセルの形態であって、薄い断面が要求される腕時計や小型電子装置で広く用いられて
いる。既存のボタン型セルは、一対の電極、つまり一方の面を構成する陽極と、他方の面
を構成する陰極を有する。別の実施例では、その電池は、直列接続したボタン型電池の対
を有する。
【００１６】
通信装置１２は、適切なハウジングまたはパッケージ内に有することができる。
【００１７】
図２は、プラスチックまたは他の適切な材料を有するカード１１の形態のハウジングの一
例である。プラスチックカード１１は、通信装置１２を内蔵し、通信装置１２を有する社
員識別バッジ１３を構成する。一実施例において、バッジ１３の前面は識別文字に加えて
、社員の写真または指紋等の視覚的な識別形状を有する。
【００１８】
図３は、装置１２を支持する別のハウジングの一例である。より詳細には図３は、装置１
２を取り囲み、所定の物体で支持可能な（例えば、物体から吊す、物体に取り付ける）タ
グを構成する小さなハウジング２０を示している。
【００１９】
二つの特定の種類のハウジングを開示したが、通信装置１２は、適切ないずれのハウジン
グにも有することができる。通信装置１２は小さく、カード、小型タグ等の小さなハウジ
ングを用いる用途で役立つ。より大きなハウジングを用いることもできる。通信装置１２
は、適切なハウジングに内蔵され、所望の方法で物体から支持されたり、物体に取り付け
られる。
【００２０】
呼びかけ機２６は、装置１６に実装したものと同様、送受信回路と共に複数のアンテナを
有する。ホストコンピュータ４８は、呼びかけ機２６とのマスタスレーブ関係のマスタと
して機能する。ホストコンピュータ４８は、呼びかけ機２６を制御し応答を解釈するアプ
リケーション・プログラムと、高周波識別装置のアプリケーションまたはファンクション
用ライブラリを有する。それらの機能の多くは、呼びかけ機２６とやり取りする。これら
の機能は、呼びかけ機２６と通信装置１２の間の高周波通信に影響する。
【００２１】
通信システム１０は、呼びかけ機２６に接続した送信アンテナＸ１と受信アンテナＲ１を
有する。動作中、呼びかけ機２６は、アンテナＸ１を介して呼びかけ信号またはコマンド
２７を送信する（「送信リンク」）。通信装置１２は、そのアンテナ４４を介して入力呼
びかけ信号を受け取る。信号２７を受け取ると、通信装置１２は、応答信号またはリプラ
イ２９を生成して送信することで応答する（「返信リンク」）。呼びかけ機２６は、下記
により詳しく説明する。
【００２２】
一実施例において、通信装置１２に接続した物体または人間を識別できるように、応答信
号２９は、送信中の特定の装置１２を一意的に識別またはラベル付けする情報と共にコー
ド化される。
【００２３】
図１に示した実施例では、複数の通信装置１２を用いることもできるが、複数の装置１２
の間ではやり取りはない。ただし、複数の通信装置１２は、呼びかけ機２６とやり取りす
る。図１は、図３のハウジング２０内にある通信装置１２を示している。この装置は、装
置１２が図２のハウジング１０や他の適切なハウジング内に配置されていれば同様な方法
で動作する。複数の通信装置１２は、呼びかけ機２６の同じ領域内（つまり、呼びかけ機
２６の通信範囲内）で用いることができる。同様に、複数の呼びかけ機２６は、一つまた
は複数の装置１２に近接させることができる。
【００２４】
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上記のシステム１０は、そのシステム１０を用いてより広範囲が有効となり、（識別番号
だけでなく）より多くの情報が得られるので、磁場効果システムを用いる従来の装置より
有利である。
【００２５】
その結果、このようなシステム１０を用いて、例えば、個別に識別する必要がある多くの
個々の製品を備えた大型倉庫の在庫品を監視し、大口のタグ付き製品内に特定の品目があ
るかどうかを確認できる。
【００２６】
図４は、図１～３の装置内で用いられるトランスポンダ１６の概略的な回路図である。図
４に示した実施例において、トランスポンダ１６はモノリシック集積回路である。より詳
細には、図の実施例において、集積回路１６は、大きさ２０９ｍｉｌ×１１６ｍｉｌ（約
５．３１ｍｍ×２．９５ｍｍ）の単一のダイを有し、受信器３０、送信器３２、マイクロ
・コントローラまたはマイクロ・プロセッサ３４、ウェイクアップタイマおよび論理回路
３６、クロック修復およびデータ修復回路３８、バイアス電圧および電流源４２を有する
。
【００２７】
一実施例において、通信装置１２は、「スリープ」モード動作と高出力モードを切り替え
て、装置１２が呼びかけ信号２７を受け取っていない時間帯には、ウェイクアップタイマ
および論理回路３６を用いて、エネルギーを節約し電池寿命を伸ばす。
【００２８】
一実施例において、スペクトラム拡散処理回路４０をトランスポンダ１６内に有する。こ
の実施例において、呼びかけ機２６と通信装置１２で送受信される信号は、変調したスペ
クトラム拡散信号である。他の実施例も可能である。
【００２９】
多くの変調技術では、必要な伝送帯域幅を最小にする。しかし、図の実施例で用いられる
スペクトラム拡散変調技術は、必要最低限の信号帯域幅より数桁大きな伝送帯域幅を必要
とする。スペクトラム拡散変調技術は、使用者が一人の場合は帯域的に非効率であるが、
簡単な高周波識別システム２４において複数の使用者がいる場合は有利である。図の実施
例のスペクトラム拡散変調技術は、呼びかけ信号を、同じ周波数で動作する他の信号（例
えば、レーダ、電子レンジなど）と区別できるので有利である。通信装置１２と呼びかけ
機２６から送られるスペクトラム拡散信号は擬似ランダムであり、デジタル・コマンドま
たはリプライと比べて擬似雑音性を有する。拡散波形は、擬似雑音つまり擬似乱数（ＰＮ
）数列またはコードで制御する。ＰＮコードは、ランダムに現れる２進数列であるが、装
置１２によって所定の方法で再生される。より詳細には、入力スペクトラム拡散信号は、
通信装置１２自体または呼びかけ機２６自体の各々で生成した所定の種類の擬似ランダム
・キャリアとの相互相関を介して、通信装置１２と呼びかけ機２６で復調する。正確なＰ
Ｎ数列との相互相関は、スペクトラム拡散信号を収束させ、同じ狭い帯域で変調したメッ
セージを元のデータに復元する。
【００３０】
擬似雑音つまり擬似ランダム数列（ＰＮ数列）は、一定期間にわたってランダム２進数列
の自己相関と類似する自己相関を備えた２進数列である。擬似雑音数列の自己相関はまた
、帯域制限された白色雑音の自己相関ともほぼ類似する。擬似雑音数列は、ランダム２進
数列と類似する多くの特徴を有する。例えば、擬似雑音数列はほぼ等しい数の０と１を有
し、その数列をシフトしたものとの間の相関が非常に低く、いずれの二つの数列の間の相
互相関も非常に低い。擬似雑音数列は通常、順序論理回路を用いて生成される。例えば、
擬似雑音数列は、フィードバック・シフトレジスタを用いて生成される。
【００３１】
フィードバック・シフトレジスタは、二つの状態メモリとフィードバック論理の連続的な
段階を有する。２進数列は、クロックパルスに応じてシフトレジスタを介してシフトされ
、様々な段階の出力を論理的に結合し、第一段階の入力にフィードバックする。記憶段階
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とフィードバック論理回路の最初の内容が、そのメモリの連続的な内容を決定する
【００３２】
図の実施例は、直接シーケンス・スペクトラム拡散変調を用いている。直接シーケンス・
スペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）システムは、擬似雑音生成器で生成した擬似雑音数列に、
ベースバンド・データパルスを直接乗算することでベースバンドデータを拡散する。単一
のパルス、つまりＰＮ波形シンボルは、「チップ」と呼ばれる。同期化したデータシンボ
ルは、情報ビットまたは２進チャネル・コードシンボルであるが、変調前にそのチップに
２を法として加算される。その受信器は復調を行う。例えば、一実施例においてデータは
振幅変調される。コード同期化が受信器で行われると仮定すると、その受け取った信号は
広帯域フィルタを通過し、ＰＮコード数列の局所複製と乗算される。この乗算によって収
束信号が得られる。
【００３３】
擬似雑音数列は通常、奇数のチップ長である。図の実施例において、１ビットのデータは
３１チップの数列で表現する。０ビットのデータは、擬似雑音数列を反転することで表現
する。
【００３４】
スペクトラム拡散技術も、「Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」（スペ
クトラム拡散システム）、Ｒ．Ｃ．Ｄｉｘｏｎ、出版Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓ
ｏｎｓ，Ｉｎｃ．に開示されている。
【００３５】
動作中、呼びかけ機は、所定の中心周波数（例えば、２．４４ＧＨｚ）の周りで拡散する
コマンドを送出する。呼びかけ機がそのコマンドを受け取り、応答を待っているとき、そ
の呼びかけ機はＣＷモード（連続波モード）に切り替わる。連続波モードにおいて、その
呼びかけ機は２．４４ＧＨｚの電磁波のみを送る。つまり、呼びかけ機から送られる信号
は変調されていない。通信装置１２が呼びかけ機からのコマンドを受け取ると、通信装置
１２はそのコマンドを処理する。通信装置１２が後方散乱モードであれば、その呼びかけ
機からの信号を交互に反射したり反射しなかったりして、そのリプライを送信する。例え
ば、図の実施例では、二等分したダイポール・アンテナを互いに短くするか遠ざけること
によりリプライを送信する。
【００３６】
呼びかけ機がコマンドを通信装置１２に送るとき、そのコマンドが通信装置１２で実行さ
れたかどうか、そのコマンドが実行されたことを呼びかけ機が知っているかどうかという
ことが重要である。従って、呼びかけ機がコマンドを通信装置１２に送ったとき、その呼
びかけ機が十分確実にリプライを得られるように、送信リンクより返信リンク上により多
くのマージンを有することが望ましい。そうでない場合、通信装置１２が通信範囲の周辺
にあると、呼びかけ機からコマンドを受け取り、その動作モードを変更しても、その呼び
かけ機は通信装置１２からの承認を受け取ることができないかもしれない。返信リンクよ
り送信リンク上により多くのマージン後有することが望まれるシナリオもあり得る。従っ
て、図の実施例では、下記に詳しく説明するように、送信リンク用の出力レベルは、受信
リンク上の出力レベルとは独立に設定できる。
【００３７】
一実施例において、集積回路１６全体のクロックは、クロック修復およびデータ修復回路
３８によって、入力メッセージ自体から抽出する。このクロックは、入力メッセージから
修復され、マイクロ・コントローラ３４およびチップ上の他の全てのクロック回路のタイ
ミング用として用いられ、送信器がアクティブモードで動作しているか、後方散乱モード
で動作しているかに応じて、送信器キャリアまたはサブキャリアを抽出するためにも用い
られる。
【００３８】
クロックの修復に加えて、クロック修復およびデータ修復回路３８は、有効な入力信号上
でのデータの修復も行う。有効スペクトラム拡散入力信号は、スペクトラム拡散処理回路

10

20

30

40

50

(13) JP 3764958 B2 2006.4.12



４０を通過し、スペクトラム拡散処理回路４０は、その入力信号から実際の１と０のデー
タを抽出する。より詳細には、スペクトラム拡散処理回路４０は、スペクトラム拡散信号
からチップを取り出し、３１個のチップ領域を１ビットの１または０まで減らし、マイク
ロ・コントローラ３４に送る。
【００３９】
マイクロ・コントローラ３４は、そのビットをスペクトラム拡散処理回路４０から受け取
るシリアル・プロセッサまたは入出力装置を有する。マイクロ・コントローラ３４は、さ
らに誤り訂正を行う。より詳細には、修正ハミングコードを用い、ここでは、各８ビット
のデータは、誤り訂正用のマイクロ・コントローラ３４が用いる５個のチェックビットを
伴っている。マイクロ・コントローラ３４はさらにメモリを有し、データ訂正の実行後、
そのマイクロ・コントローラ３４が、メモリ内にバイト毎にそのデータビットを格納する
。これらのバイトは、呼びかけ機２６から送られたコマンドを有する。マイクロ・コント
ローラ３４は、そのコマンドに応答する。
【００４０】
例えば、呼びかけ機２６は、その領域内の通信装置１２であればどれでも、その装置の識
別番号で応答するように要求するコマンドを送信することができる。その通信装置１２が
応答するとき、状態情報も通信装置１２から呼びかけ機２６に返される。
【００４１】
送られたリプライは、入力メッセージのフォーマットと同様のフォーマットを有する。よ
り詳細には、リプライは導入部（例えば、アクティブモードでは全て０、後方散乱モード
では００１１の繰返し）で始まり、Ｂａｒｋｅｒコードまたはスタートコードと実際のデ
ータが続く。
【００４２】
入力メッセージと出力リプライは好ましくはさらに、集積回路１６または呼びかけ機１２
がメッセージまたはリプライ全体を受け取ったことを確認できるように、チェックサムま
たは冗長コードを有する。
【００４３】
呼びかけ機２６は、ホストコンピュータとトランスポンダ１６の間の通信リンクを提供す
る。呼びかけ機２６は、ＩＥＥＥ－１２８４拡張パラレルポート（ＥＰＰ）を介してホス
トコンピュータ４８に接続する。呼びかけ機は、ＲＦアンテナＸ１、Ｒ１を介してトラン
スポンダ１６とやり取りする。
【００４４】
最長擬似雑音（ＰＮ）数列は、送信リンク内の直接シーケンス・スペクトラム（ＤＳＳＳ
）通信スキームで使われる。一実施例において、この数列は線形フィードバック・シフト
レジスタで生成される。これは、循環する複数の「チップ」数列を生成する。
【００４５】
０ビットは、ＰＮ数列全体の１サイクルを反転させたものとして送られる。１ビットは、
ＰＮ数列全体の１サイクルを反転させないものとして送られる。
【００４６】
コマンドを送った後、その呼びかけ機は、周波数２．４４１７５ＧＨｚで非変調の連続Ｒ
Ｆ信号を送る。返信リンクのデータは、周波数５９６．１ｋＨｚの方形波のサブキャリア
上で変調された差動位相偏移変調（ＤＰＳＫ）である。データ０は任意の位相に対応し、
データ１は第一の位相から１８０°シフトさせた別のものに対応する。このサブキャリア
は、トランスポンダ１６のアンテナ・インピーダンスを変調するために用いられる。単一
のダイポール・アンテナの場合、そのダイポール・アンテナを二等分した間のスイッチを
開閉する。スイッチを閉にすると、アンテナは単一の１／２波長アンテナと電気的に等価
となり、呼びかけ機から送られた出力の一部を反射する。スイッチを開にすると、アンテ
ナは１／４波長アンテナと電気的に等価となり、呼びかけ機から送られた出力をほとんど
反射しない。一実施例において、ダイポール・アンテナは、印刷式マイクロ・ストリップ
１／２波長ダイポール・アンテナである。
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【００４７】
一実施例において（図５参照）呼びかけ機２６は、拡張パラレルポート（ＥＰＰ）回路５
０、ＤＰＳＫ（差動位相偏移変調）回路５２、およびＲＦ（高周波）回路５４を有し、同
様に電源（図示せず）およびハウジングまたはシャーシ（図示せず）を有する。図の実施
例において、拡張パラレルポート回路５０、ＤＰＳＫ回路５２、およびＲＦ回路５４は各
々、回路カード・アセンブリ（ＣＣＡ）を構成する。呼びかけ機は、ＥＰＰモードでＩＥ
ＥＥ－１２８４互換ポートを用いて、ホストコンピュータ４８とやり取りする。ＥＰＰ回
路５０は、トランスポンダ１６を用いてメッセージの送受信を調整するために必要なデジ
タル論理を提供する。ＥＰＰ回路５０は、ホストコンピュータ４８から送るデータを蓄え
て、そのデータをシリアルデータに変換しコード化する。ＥＰＰ回路５０は、次にトラン
スポンダ１６からのデータを待ち、それをパラレルデータに変換し、ホストコンピュータ
４８に送る。一実施例において、メッセージは最大６４バイトのデータを有する。
【００４８】
ＥＰＰモードインタフェースは、ホスト装置で制御した非同期、インタロック、バイト幅
、双方向チャネルを提供する。このＥＰＰモードによって、ホストコンピュータは、ホス
トコンピュータの１ＣＰＵ　Ｉ／Ｏサイクル（一般に０．５μｓ／ｂｙｔｅ）内で、呼び
かけ機と１データバイトを高速で転送できる。
【００４９】
ＤＰＳＫ回路５２は（図６参照）は、ＲＦ回路５４（下記に説明）から信号Ｉ、Ｑを受け
取り、これらの信号はＤＰＳＫ変調したサブキャリアを含む。ＤＰＳＫ回路５２は、Ｉ信
号とＱ信号に接続した結合器６４を有し、アナログ信号を結合して結合信号８５を生成す
る。結合器６４は、信号Ｉ、Ｑの一方を９０°シフトするように構成した移相器８７を有
し、その後、それらの信号は加算器８９内で結合される。結合器６４は、アナログ直交結
合器である。図の実施例において、結合器６４は、直交周波数逓降器８４（図７）に直接
接続する。
【００５０】
ＤＰＳＫ回路５２はさらに、結合器６４に接続し、結合信号８５を増幅して、増幅信号９
０を生成するように構成した増幅器８６を有する。ＤＰＳＫ回路５２はさらに、増幅器８
６に接続し増幅信号９０を増幅して、二倍に増幅した信号９１を生成するように構成した
自動利得制御回路８８を有する。図の実施例において、自動利得制御回路８８は電圧制御
増幅器を有する。
【００５１】
ＤＰＳＫ回路５２はさらに、自動利得制御回路８８に接続し、結合信号をデジタル信号に
変換するように構成したアナログ・デジタル変換器７２を有する。
【００５２】
ＤＰＳＫ回路５２はさらに、自動利得制御回路８８に接続し、信号９１をアナログ信号か
らデジタル信号に変換するアナログ・デジタル変換器７２を有する。ＤＰＳＫ回路５２は
さらに、 ７２に接続し、データクロックを再生するビット同期
化器７４を有する。ＤＰＳＫ回路５２はさらに、ローパス・フィルタ７２に接続し、ロッ
ク検出信号を生成するロック検出回路７６を有する。このデータ、クロック、およびロッ
ク検出信号は、ＥＰＰ回路５０に送られる。
【００５３】
ＲＦ回路５４（図７参照）は、送受信アンテナＸ１、Ｒ１と接続する。このＲＦ回路は、
トランスポンダ１６に送信するデータを変調し、トランスポンダ１６に後方散乱通信を行
う連続波（ＣＷ）キャリアを提供し（後方散乱通信が用いられている場合）、トランスポ
ンダ装置から信号を受け取り、受け取った信号を周波数逓降する（これは一実施例では後
方散乱信号である）。
【００５４】
ＲＦ回路５４はさらに、出力分割器７３と、その出力分割器７３に接続した周波数合成器
７５を有する。周波数合成器７５は、ＲＦ連続波キャリアを調整する。ＲＦ回路は送信器
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を構成し、ＥＰＰ回路５０からのデータを受け取る。ＲＦ回路５４は、ＥＰＰ回路５０か
らのデータを受け取り、そのデータをキャリア上で振幅変調する振幅変調（ＡＭ）スイッ
チ７７を有する。より詳細には、ＡＭスイッチ７７が、ＲＦのオンとオフを変える（オン
オフキー）ＲＦ回路５４はさらに、ＡＭスイッチ７７に接続した出力増幅器７９を有し、
その信号を増幅する。
【００５５】
後方散乱モードの連続波（ＣＷ）送信中、ＡＭスイッチ７４は閉のままである。呼びかけ
機２６がＣＷモードで送信しているとき、トランスポンダ１６は、ＤＰＳＫ変調サブキャ
リアでその信号を後方散乱する。この信号は、受信アンテナＲ１を介して受け取る。ＲＦ
回路５４はさらに、アンテナＲ１に接続し、受け取った信号を増幅する低雑音増幅器（Ｌ
ＮＡ）８２を有する。ＲＦ回路５４はさらに、ＬＮＡ８２に接続し、受け取った信号を一
体的に周波数逓降する直交周波数逓降器８４を有する。この直交周波数逓降器は、受け取
った信号を、周波数合成器７５と９０°位相シフトした信号から局所的に生成した信号と
混合して、ベースバンド信号Ｉ、Ｑを生成する（同相信号と直交信号）。Ｉ信号とＱ信号
は、ＤＰＳＫ変調サブキャリアを有し、復調用のＤＰＳＫ回路５２（図６）に送られる。
【００５６】
呼びかけ機２６から通信装置１２に送られるコマンドの一例はＩｄｅｎｔｉｆｙコマンド
である。
【００５７】
Ｉｄｅｎｔｉｆｙコマンドは、一つまたは複数の装置１２の識別確認を試みるときに用い
られる。各通信装置１２は、それ自体の識別番号「ＴａｇＩｄ」を有する。複数のタグが
リプライに反応すれば、その呼びかけ機は誤ったリプライを受け取るだろう。複数のタグ
からのリプライを受け取ると、単一の通信装置１２を分離するために裁定スキームが用い
られる。
【００５８】
ＷｒｉｔｅＤｉｇｉｔａｌＰｏｒｔコマンドは、通信装置１２の同期式シリアルポートに
データを書き込むために用いられる。
【００５９】
ＷｒｉｔｅＴａｇＩｄコマンドは、通信装置１２のＴａｇＩｄを更新するために用いられ
る。
【００６０】
ＩｄｅｎｔｉｆｙＡｌｌコマンドは、そのシステムの通信範囲内に見出された通信装置１
２の数を返す。
【００６１】
従って、呼びかけ機は、直交周波数逓降器に接続した結合器を有するように提供される。
他の設計の前に、呼びかけ機内でＩ信号とＱ信号を結合することで、回路の重複が減らさ
れる。
【図面の簡単な説明】
この発明の好ましい実施例は、次の添付の図面を参照しながら説明する。
【図１】　この発明を具現化する通信システムを示すブロック図である。
【図２】　この発明の一実施例の社員バッジの正面図である。
【図３】　この発明の別の実施例の高周波識別タグの正面図である。
【図４】　図１のシステム内のトランスポンダの回路図である。
【図５】　この発明の一実施例の呼びかけ機のブロック図である。
【図６】　図５の呼びかけ機内のＤＰＳＫ回路の回路図である。
【図７】　図５の呼びかけ機内のＲＦ回路の回路図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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