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(57)【要約】
Ｈブリッジ回路のコイルアンテナを用いて、Ｈブリッジ
回路によりアンテナから正の増加磁界、正の減少磁界、
負の増加磁界及び負の減少磁界を発生させて電子式物品
監視（ＥＡＳ）ラベルを活性化、非活性化又は再活性化
する方法、装置及びシステムを開示する。正負磁界は、
Ｈブリッジ構成のアンテナに連結した４つのスイッチに
よってアンテナに流れるように指向された正負電流によ
って創成される。方法と装置は、低電圧、例えば、１２
乃至２４ＶＤＣの電圧レベルでのＥＡＳタグの活性化、
非活性化又は再活性化を可能にし、外部電力の損失の場
合の無停止電力及び、大きな非活性化装置の設計で通常
必要とされる高電圧コンデンサの無い携帯性を確立する
。活性化と再活性化は、極性を変更することのない増加
磁界及びその後に続く減少磁界による。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源に結合されてそれから電流を受けるように設けたＨブリッジ回路と；前記Ｈブリッ
ジ回路と結合されたアンテナであって、電流が少なくとも第１及び第２方向にアンテナを
通って流れるように設けたアンテナと；を含んでなるＥＡＳ（電子式物品監視）タグ活性
化、非活性化又は再活性化装置であって：
　前記Ｈブリッジ回路は、
　増加電流を前記アンテナに前記第１方向に流すように構成され、それにより、前記アン
テナから正の増加磁界を発生させ；減少電流を前記アンテナに前記第１方向に流すように
構成され、それにより、前記アンテナから正の減少磁界を発生させ；前記アンテナを通る
電流を逆方向に流すために、増加電流を前記アンテナに前記第２方向に流すように構成さ
れ、それにより、前記アンテナから負の増加磁界を発生させ；かつ、減少電流を前記アン
テナに前記第２方向に流すように構成され、それにより、アンテナから負の減少磁界を発
生させる；
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記Ｈブリッジ回路は第１、第２、第３及び第４スイ
ッチを含み；前記アンテナは該アンテナに電流を流すための第１及び第２端部を有し；
　前記第１及び第３スイッチは第１接点と結合され、前記第２及び第４スイッチは第２接
点と結合され、前記第４スイッチは前記第２接点と結合され、前記第１及び第４スイッチ
は第３接点と結合され、前記第２及び第３スイッチは第４接点と結合され、前記アンテナ
の前記第１端部は前記第３接点と結合され、前記アンテナの前記第２端部は前記第４接点
と結合され；
　前記第１スイッチは前記第１接点と前記第３接点の間の電流を制御し；
　前記第２スイッチは前記第２接点と前記第４接点の間の電流を制御し；
　前記第３スイッチは前記第１接点と前記第４接点の間の電流を制御し；
　前記第４スイッチは前記第２接点と前記第３接点の間の電流を制御する、
装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置であって、前記Ｈブリッジ回路と電気的に協働し、かつ、前記Ｈ
ブリッジ回路を制御するように構成された回路コントローラをさらに含んでなる装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、前記電流源は直流電源である装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であって、前記回路コントローラは、前記第１及び第２接点間に
前記直流電源を接続した後に、
　前記第３及び第４スイッチを開き；
　前記第１スイッチを閉じて前記第１接点から前記第３接点へ電流を指向させ；かつ、
　前記第２スイッチを閉じて第４接点から第２接点へ電流を指向させて、前記第３接点か
ら前記第４接点まで増加電流を前記アンテナに前記第１方向に流す；ことにより、
前記Ｈブリッジ回路をさらに制御して、少なくとも第１サイクルにおいて、正の増加磁界
を前記アンテナから発生させる装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置であって、前記回路コントローラは、
　前記第１及び第２接点間の直流電源を切断し；
　前記第１、第３及び第４スイッチを開き；かつ、
　前記第２スイッチを閉じて、減少電流を前記第３接点から前記第４接点へ指向させて前
記アンテナに前記第１方向に流す；ことにより、
前記Ｈブリッジ回路をさらに制御して、少なくとも第１サイクルにおいて、正の減少磁界
を前記アンテナから発生させる装置。
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【請求項７】
　請求項６に記載の装置であって、前記回路コントローラは、
　前記第１及び第２接点間に直流電源を連結し；
　前記第１及び第２スイッチを開き；
　前記第３スイッチを閉じて電流を前記第１接点から前記第４接点へ指向させ；かつ、
　前記第４スイッチを閉じて電流を前記第３接点から前記第２接点へ指向させ、それによ
り、増加電流を前記第４接点から前記第３接点へ指向させ前記第前記アンテナに前記２方
向に流す；ことにより、
前記Ｈブリッジ回路をさらに制御して、少なくとも第１サイクルにおいて、負の増加磁界
を前記アンテナから発生させる装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、前記回路コントローラは、
　前記第１及び第２接点間の直流電源を切断し；
　前記第１スイッチを開き；
　前記第２スイッチを開き；
　前記第３スイッチを開き；かつ、
　前記第４スイッチを閉じて減少電流を前記第４接点から前記第３接点まで前記アンテナ
に前記第２方向に流す；ことにより、
前記Ｈブリッジ回路をさらに制御して、少なくとも第１サイクルにおいて、負の減少磁界
を前記アンテナから発生させる装置。
【請求項９】
　請求項５に記載の装置であって、少なくとも第１サイクルのサイクルタイムは２サイク
ルのサイクルタイムを超え、後に続く各サイクルのサイクルタイムが前記第２サイクルの
サイクルタイムに関して連続して減少する装置。
【請求項１０】
　請求項６に記載の装置であって、少なくとも第１サイクルのサイクルタイムは第２サイ
クルのサイクルタイムを超え、後に続く各サイクルのサイクルタイムが前記第２サイクル
のサイクルタイムに関して連続して減少する装置。
【請求項１１】
　請求項７に記載の装置であって、少なくとも第１サイクルのサイクルタイムは第２サイ
クルのサイクルタイムを超え、後に続く各サイクルのサイクルタイムが前記第２サイクル
のサイクルタイムに関して連続して減少する装置。
【請求項１２】
　請求項８に記載の装置であって、少なくとも第１サイクルのサイクルタイムは前記第２
サイクルのサイクルタイムを超え、後に続く各サイクルのサイクルタイムが前記第２サイ
クルのサイクルタイムに関して連続して減少する装置。
【請求項１３】
　請求項４に記載の装置であって、前記直流電源は、交流電源に接続可能なＡＣ／ＤＣ変
換器を含む装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置であって、前記直流電源は、前記ＡＣ／ＤＣ変換器と結合され
前記第１及び第２接点に直流高電圧出力を提供するＤＣ／ＤＣ高電圧変換器をさらに含む
装置。
【請求項１５】
　請求項４に記載の装置であって、前記直流電源はバッテリーを含む装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置であって、前記直流電源は前記バッテリーと結合されたＡＣ／
ＤＣ充電器をさらに含み、該ＡＣ／ＤＣ充電器は交流電源に結合可能である装置。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の装置であって、前記ＡＣ／ＤＣ変換器の電圧出力は、１２ＶＤＣ、
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２４ＶＤＣ及び１１０ＶＤＣの１つである装置。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の装置であって、前記ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器から出力されるＤＣ高
電圧出力は１１０ＶＤＣを超える装置。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の装置であって、前記バッテリーの電圧出力は１２ＶＤＣ又は２４Ｖ
ＤＣである装置。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の装置であって、前記ＡＣ／ＤＣ充電器の電圧出力は１２ＶＤＣ又は
２４ＶＤＣである装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、電子式物品監視（ＥＡＳ）タグを活性化、非活性化又は再活性化するための
Ｈブリッジスイッチネットワークを利用するＨブリッジ非活性化装置に関し、特に、音響
磁気的に活性化されたＥＡＳタグの活性化、非活性化又は再活性化に関する。
【０００２】
　関連出願への相互参照
　本願は、３５米国連邦法第１１９セクションに基づいて、２００４年１１月２２日に出
願された、発明の名称「Ｈブリッジ非活性化装置」の米国仮特許出願６０／６２９，９５
６の優先権を請求するものである。この出願の全内容は参照のためにここに組み入れられ
る。
【背景技術】
【０００３】
　音響磁気式に活性化されたＥＡＳタグは、ゆっくり減衰する磁界強さを持つ強磁気交番
磁界によって通常消磁される。逆に、音響磁気式に活性化されたＥＡＳタグは、ゆっくり
減衰する磁界強さを持つ常に正又は常に負の強磁界により磁化させることによって最初に
活性化され、あるいは、後に再活性化されるだけである。
【０００４】
　したがって、既存の音響磁気式（ＡＭ）非活性化装置は、ＥＡＳタグを非活性化できる
くらいの強さの磁界を発生するのに必要である高電流を発生させるために、高電圧（１１
０ＶＡＣ［交流電圧］）又は非常に高い電圧（２００－５００ＶＤＣ［直流電圧］）のど
ちらかを必要とする。必要とされる電圧は、デザインを拘束する傾向を持つ安全に関する
特別な条件である。その上、電力が遮断され又は損失されると、その間、非活性化装置は
動作しないし、また、そのような非活性化装置を携帯することはできない。今までの解決
策は、小さなハンドヘルド非活性化装置に関する無停止電力と、携帯性を扱うものである
が、大きい非活性化装置や低電圧非活性化装置を扱うものではない。
【発明の開示】
【０００５】
　本開示の１目的は、音響磁気的に活性化されたＥＡＳタグを活性化、非活性化又は再活
性化するために必要な交番減衰電流を発生させるためにＨブリッジ回路を利用することに
よって、該ＥＡＳタグを活性化、非活性化又は再活性化する代替方法を提供することであ
る。
【０００６】
　本開示の別の目的は、ＥＡＳタグの低電圧、例えば、１２～２４ＶＤＣの電圧レベルで
の活性化、非活性化又は再活性化を可能にすることである。
【０００７】
　本開示のさらに別の目的は、外部電力損の場合に、ＥＡＳタグの活性化、非活性化又は
再活性化のために無停止電力を確実にすることである。
【０００８】
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　本開示のさらに別の目的は、ＥＡＳタグの活性化、非活性化又は再活性化のための携帯
用の装置を提供することとである。
【０００９】
　例えば、本開示の１実施の形態では、大きな非活性化装置の設計に通常必要である高電
圧コンデンサなしで、ＥＡＳタグの活性化、非活性化又は再活性化を実現できるので、コ
ストを下げ、かつ、安全性を高めることができる。
【００１０】
　設計者が特定の環境に最適化できるように、活性化、非活性化又は再活性化の代替方法
を提供することが本開示の１目的である。
【００１１】
　特に、本開示は、アンテナと結合されたＨブリッジ回路により電子式物品監視（ＥＡＳ
）タグを活性化、非活性化又は再活性化する装置に関する。Ｈブリッジ回路は、それに電
流を与える電流源に連結されるように設けられ、かつ、増加電流をアンテナに第１方向に
流してアンテナから正の増加磁界を発生させるように構成されている。特に役立つ１実施
の形態では、Ｈブリッジは、減少電流をアンテナに第１方向に流してアンテナから正の減
少磁界を発生させるように構成される。Ｈブリッジ回路をまた、アンテナを流れる電流の
向きが逆になるように、増加電流をアンテナに第２方向に流し、それにより、アンテナか
ら負の増加磁界を発生させるように構成することができる。特に役に立つ別の実施の形態
では、Ｈブリッジ回路は、減少電流をアンテナに第２方向に流してアンテナから負の減少
磁界を発生させるように構成される。
【００１２】
　１実施の形態では、Ｈブリッジ回路は少なくとも４つのスイッチを有し、アンテナは第
１及び第２端部を有し、これらの端部から電流をアンテナに流して指向させる。第１と第
３スイッチは第１接点と結合され、第２と第４スイッチは第２接点と結合される。第１と
第４スイッチは第３接点と結合され、第２と第３スイッチは第４接点と結合される。アン
テナの第１端部は第３接点と結合され、アンテナの第２端部は第４接点と結合される。そ
の結果、第１スイッチは第１接点と第３接点の間の電流を制御し、第２スイッチは第２接
点と第４接点の間の電流を制御し、第３スイッチは第１接点と第４接点の間の電流を制御
し、第４スイッチは第２接点と第３接点の間の電流を制御する。
【００１３】
　装置はまた、Ｈブリッジ回路を制御して少なくとも第１サイクルにおいてアンテナから
正の増加磁界を発生させる回路コントローラを含むことができる。回路コントローラは、
第１と第２接点の間に直流電源を接続することに続き、第３と第４スイッチを開き、第１
スイッチを閉じて第１接点から第３接点まで電流を指向させ；かつ、第２スイッチを閉じ
て電流を第４接点から第２接点まで指向させ、それにより、増加電流を第３接点から第４
接点へ指向させてアンテナに第１方向に流す。回路コントローラはまた、さらにＨブリッ
ジ回路を制御して、第１と第２接点の間の直流電源を切断し；第１、第３、及び第４スイ
ッチを開き；第２スイッチを閉じ、その結果、第３接点から第４接点まで減少電流を指向
させてアンテナに第１方向に流す；ことによって、第１サイクルにおいて、アンテナから
正の減少磁界を発生させるように構成される。
【００１４】
　Ｈブリッジ回路を制御し続けて、少なくとも第１サイクルにおいて、アンテナから負の
増加磁界を発生させるように回路コントローラを特に構成することができる。具体的には
、回路コントローラは、第１と第２接点の間に直流電源を連結すると、第１と第２スイッ
チを開き；第３スイッチを閉じて第１接点から第４接点へ電流を指向させ；第４スイッチ
を閉じて第３接点から第２接点へ電流を指向させ、その結果、増加電流を第４接点から第
３接点へ指向させてアンテナに第２方向に流す。
【００１５】
　Ｈブリッジ回路を制御して、少なくとも第１サイクルにおいてアンテナから負の減少磁
界を発生させるように回路コントローラをまた構成することができる。具体的には、回路
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コントローラは、第１と第２接点の間の直流電源を切断すると、第１、第２と第３スイッ
チを開き；第４スイッチを閉じ、その結果、減少電流を第４接点から第３接点へ指向させ
てアンテナに第２方向に流す。
【００１６】
　第２サイクルと、その後のサイクルは第１サイクルの間に生じる動作、即ち、正の増加
磁界を発生させ、正の減少磁界を発生させ、負の増加磁界を発生させて、負の減少磁界を
発生させることを同じように繰り返すことが考えられる。第１サイクルのサイクルタイム
が第２サイクルのサイクルタイムを超え、続くそれぞれのサイクルのサイクルタイムは第
２サイクルのサイクルタイムに関して連続して減少することが考えられる。
【００１７】
　通常、アンテナがインダクタンスコイルアンテナであり、スイッチは高電流トランジス
タか電界効果トランジスタである。電流源はＤＣ出力を提供するＡＣ／ＤＣ変換器を含む
ことができ、該ＡＣ／ＤＣ変換器は交流電源と結合される。電流源はさらにＡＣ／ＤＣ変
換器と結合されたＤＣ／ＤＣ高電圧変換器を含むことができ、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器は
ＤＣ高電圧出力を提供する。代替的に、電流源はバッテリーを含むことができ、又はさら
にＤＣ出力を提供するために該バッテリーと結合されかつ交流電源に結合されたＡＣ／Ｄ
Ｃ充電器を含むことができる。
【００１８】
　ＡＣ／ＤＣ変換器のＤＣ出力を１２ＶＤＣ、２４ＶＤＣ、１１０ＶＤＣのいずれにする
ことができる。ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器からのＤＣ高電圧出力を１１０ＶＤＣ以上とする
ことができる。バッテリーの電圧出力を１２ＶＤＣか２４ＶＤＣのどちらかにすることが
できる。ＡＣ／ＤＣ充電器の電圧出力を１２ＶＤＣか２４ＶＤＣのどちらかにすることが
できる。交流電源を１１０～１２０ＶＡＣとすることができる。
【００１９】
　本開示はさらに、以下のステップを含んでなる電子式物品監視（ＥＡＳ）タグの非活性
化方法に向けられる。即ち、アンテナと結合されたＨブリッジ回路を提供し；Ｈブリッジ
回路に電流源を供給し；増加電流をアンテナに第１方向に指向させて流し、その結果、ア
ンテナから正の増加磁界を発生させ；減少電流第をアンテナに第１方向に指向させて流し
、その結果、アンテナから正の減少磁界を発生させ；アンテナに通す電流の流れが逆にな
るように増加電流をアンテナに第２方向に指向させて流し、その結果、アンテナから負の
増加磁界を発生させ；減少電流をアンテナに第２方向に指向させて流し、その結果、アン
テナから負の減少磁界を発生させる。
【００２０】
　特に役に立つ別の実施の形態では、本開示は以下のステップを含んでなる電子式物品監
視（ＥＡＳ）タグを活性化又は再活性化する方法に向けられる。即ち、アンテナと結合さ
れたＨブリッジ回路を提供し；Ｈブリッジ回路に電流源を供給し；増加電流をアンテナに
所定方向に指向させて流し、その結果、アンテナから増加磁界を発生させ；減少電流をア
ンテナに前記所定方向に指向させて流し、その結果、アンテナから減少磁界を発生させる
。
【００２１】
　特に役に立つ１実施の形態では、所定方向は、増加磁界が正の増加磁界であり、減少磁
界が正の減少磁界である第１方向である。特に役に立つ１実施の形態では、所定方向は、
増加磁界が負の増加磁界であり、減少磁界が負の減少磁界である前記第１方向と逆方向の
第２方向である。
【００２２】
　特に、方法を実施する１実施の形態では、アンテナはアンテナに電流を指向させて流す
ための第１と第２端部を含むことができ、Ｈブリッジ回路は少なくとも第１、第２、第３
及び第４スイッチを含む。第１と第３スイッチは第１接点と結合される。第２と第４スイ
ッチは第２接点と結合される。第１と第４スイッチは第３接点と結合される。第２スイッ
チと第３スイッチは第４接点と結合される。アンテナの第１端部は第３接点と結合され、
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アンテナの第２端部は第４接点と結合される。第１スイッチは第１接点と第３接点の間の
電流を制御し、第２スイッチは第２接点と第４接点の間の電流を制御し、第３スイッチは
第１接点と第４接点の間の電流を制御し、第４スイッチは第２接点と第３接点の間の電流
を制御する。
【００２３】
　具体的には、増加電流をアンテナに第１方向に指向させて流すステップを少なくとも第
１サイクルにおいて：第１と第２接点の間に電流源を連結し；第３と第４スイッチを開き
；第１スイッチを閉じて電流を第１接点から第３接点に指向させ；第２スイッチを閉じて
第４接点から第２接点まで電流を指向させ、その結果、増加電流を第３接点から第４接点
まで指向させてアンテナに第１方向に流して正の増加磁界を発生させる；ことによって方
法を実行することができる。
【００２４】
　その上、減少電流をアンテナに第１方向に指向させて流すステップを少なくとも第１サ
イクルにおいて：第１と第２接点の間の電流源を切断し；第１、第３、及び第４スイッチ
を開き；第２スイッチを閉じて減少電流を第３接点から第４接点へ指向させてアンテナに
第１方向に流して正の減少磁界を発生させる；ことによって方法をまた実行することがで
きる。
【００２５】
　さらに、増加電流をアンテナに第２方向に指向させて流すステップを少なくとも第１サ
イクルにおいて：第１と第２接点の間に電流源を連結し；第１と第２スイッチを開き；第
３スイッチを閉じて電流を第１接点から第４接点へ指向させ；第４スイッチを閉じて電流
を第３接点から第２接点へ指向させ、それにより、増加電流を第４接点から第３接点へ指
向させてアンテナに第２方向に流して負の増加磁界を発生させる；ことによって方法をま
た実行することができる。
【００２６】
　さらに、減少電流をアンテナに第２方向に指向させて流すステップを少なくとも第１サ
イクルにおいて：第１と第２接点の間の電流源を切断し；第１、第２、及び第３スイッチ
を開き；第４スイッチを閉じて減少電流を第４接点から第３接点へ指向させてアンテナに
第２方向に流して負の減少磁界を発生させる；ことによって方法をまた実行することがで
きる。
【００２７】
　通常、方法は、少なくとも第１サイクルのサイクルタイムが第２サイクルのサイクルタ
イムを超え、それ以後の各サイクルのサイクルタイムは第２サイクルのサイクルタイムに
関して連続して減少するように実行される。通常、アンテナはインダクタンスコイルアン
テナである。
【００２８】
　本開示のシステムは、本開示の装置の以上の特徴と制限に関連するＥＡＳラベルかタグ
を含むことが理解される。
【００２９】
　開示は代替の活性化、非活性化又は再活性化方法を提供する。Ｈブリッジ活性化、非活
性化又は再活性化は、低電圧（１２／２４ＶＤＣ）での活性化、非活性化又は再活性化を
可能にし、かつ、外部電力損の場合の無停止電力と携帯性を備える。その上、Ｈブリッジ
非活性化装置は他のほとんどの大きい非活性化装置の設計で必要であるような高電圧コン
デンサなしで、活性化、非活性化又は再活性化を実現できる。
【００３０】
　実施の形態の内容は、特に指摘されて、明細書の結論部で明瞭に請求される。しかしな
がら、構成と操作方法の両方に関する実施の形態は、その目的と、特徴及びその利点と共
に、添付図面を参照すると共に以下の詳細な説明を読むことによって特に理解されるであ
ろう。
【発明の詳細な説明】
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【００３１】
　本願と同時係属で同所有者の以下の複数の米国非仮特許出願は参照のために、ここに組
み入れられる。即ち、２００３年１０月１７日出願の米国特許出願Ｎｏ．１０／６８８，
８２２、発明の名称「位相制御非活性化を使用する電子式物品監視マーカ非活性化装置」
と、２００４年８月１１日に出願の米国特許出願Ｎｏ．１０／９１５，８４４、発明の名
称「誘導充電を使用する非活性化装置」と、２００５年９月２０日に発行の米国特許第６
，９４６，９６２号、発明の名称「誘導放電を使用する電子式物品監視マーカ非活性化装
置」。
【００３２】
　開示の実施の形態の万全な理解を与えるために、多くの特定の詳細をここに詳しく説明
する。しかしながら、開示の様々な実施の形態がこれらの特定の詳細を用いることなくし
で実施できることが当業者によって理解される。他の例では、公知の方法、手順、構成要
素及び回路は、開示の様々な実施の形態をあいまいにしないように詳細には説明されてい
ない。開示された特定の構造的機能的な詳細はここでの代表的なものであり、開示の範囲
を必ず制限するというわけではないことを理解できる。
【００３３】
　明細書における本開示による「１実施の形態」又は「実施の形態」へのいかなる言及は
、実施の形態に関して説明された特定の特徴、構造又は特性が少なくとも１実施の形態に
含まれていることを意味することを述べることは妥当である。明細書における様々な場所
での「１実施の形態」は必ずしも同じ実施の形態を意味するものではない。
【００３４】
　いくつかの実施の形態において、「結合され（言語は"coupled"）」、「連結され（言
語は"connected"）という表現をそれらの派生物と共に使用して説明されるかもしれない
。例えば、いくつかの実施の形態で、２つ以上の要素が互いに直接物理的又は電気的に接
触していることを示すために用語「連結した」を使用して説明されるかもしれない。別の
例のいくつかの実施の形態で、２つ以上の要素が直接物理的又は電気的に接触しているこ
とを示すために用語「結合され」を使用して説明されるかもしれない。しかしながら、用
語「結合され」はまた、２つ以上の要素が互いに直接的に接触していないが、協働し又は
互いに相互作用していることを意味するかもしれない。ただし、実施の形態はこのように
は制限されない。
【００３５】
　ここで、図に詳細に言及し（全体を通して同様な部品には同様な参照番号を使用）、異
なる入力電力条件の場合の、Ｈブリッジ非活性化装置の主な構成要素を図ｌａ乃至１ｃに
示す。図１ａは本開示の１実施の形態によるＡＣ（交流電流）によって給電されて作動す
るＨブリッジの音響磁気式非活性化装置１００ａのブロックダイアグラムを示す。非活性
化装置１００ａを多くの異なる要素を含むように構成でき、あるいは、追加要素を非活性
化装置１００ａに加えることができ又は図１ａに示す典型的な要素を代置することもでき
るであろう。それらの要素はここに説明される実施の形態の範囲内である。
【００３６】
　特に、交流電流入力電源１０２は電流を供給し、ＡＣ／ＤＣ変換器１０４と結合される
。通常、交流電流入力電圧を約１１０～約１２０ＶＡＣ、あるいは、約２２０～約２４０
ＶＡＣの範囲とすることができる。ＡＣ／ＤＣ変換器１０４は、配線１０６を介してＨブ
リッジ１０８に給電する。アンテナ１１０は、ＥＡＳタグ１３０の非活性化のために磁界
「Ｍ」を発生させるのに必要な交番減衰電流「Ｉ」をＨブリッジ１０８から受け取る。代
替的に、ＥＡＳタグ１３０を活性化又は再活性化するように常に正又は常に負の電流「Ｉ
」を供給することができる。回路コントローラ１１２はＨブリッジ回路１０８の活性化、
非活性化又は再活性化タイミングを制御する。回路コントローラ１１２は、配線１１４を
介してＨブリッジ１０８からフィードバックを受信し、配線１１６を介して、その配線１
０６との接点「ａ」であるＨブリッジ１０８の入力点にフィードバック信号を送る。
【００３７】
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　図１ｂは１実施の形態による高電圧ＤＣによって給電されて作動するＨブリッジ音響磁
気式非活性化装置１００ｂのブロックダイアグラムを示す。非活性化装置１００ａと同様
に、非活性化装置１００ｂは多くの異なる要素を含むことができる。特に、図１ｂに示さ
れるＨブリッジ非活性化装置回路１０８と、それに関連する構成要素のアンテナ１１０、
回路コントローラ１１２、ＥＡＳタグ１３０は、図１ａに示されるものと同じであり、例
外は、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０が配線１０６を介して接点「ａ」に連結され、配線
線１２２を介してＡＣ／ＤＣ変換器１０４に連結されていることである。したがって、Ａ
Ｃ／ＤＣ変換器１０４の直流出力電圧は、Ｈブリッジ回路１０８に高電圧ＤＣを供給する
ためにＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０又は当技術分野において公知の他の方法で増大され
る。
【００３８】
　図１ｃは１実施の形態によるＤＣによって給電されて作動するＨブリッジ音響磁気式非
活性化装置１００ｃのブロックダイアグラムを示す。図１ｂに関するものと同じように、
図１ｃに示されたＨブリッジ非活性化装置回路１０８と、その関連構成要素であるアンテ
ナ１１０、回路コントローラ１１２及びＥＡＳタグ１３０は図１ａに示されたものと同じ
であり、例外は、ＤＣバッテリー１２４が配線１０６を介して、接点「ａ」の上流である
接点「ｂ」に連結されてＡＣ／ＤＣ充電器１２４に連結されていることである。バッテリ
ー１２４は、１２Ｖ又は２４Ｖの標準の自動車、ボート又は軽飛行機用のエネルギー貯蔵
能力を提供するバッテリーであり、Ｈブリッジ回路１０８の主入力電源となる。通常、バ
ッテリー１２４は、６００Ａ（アンペア）の高コールドクランキング電流容量と、１００
Ａｈｒ（アンペアアワー）レンジのアンペアアワーレートを有する。
【００３９】
　図２ａ乃至２ｃは、ブリッジを形成するために接点１、２、３及び４において接合され
る４つのスイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４を含むＨブリッジ回路１０８を示す
。特に、図２ａは１実施の形態によるＡＣによって給電されて作動する図１ａのＨブリッ
ジ回路１０８の回路図を示す。具体的には、第１スイッチＳＷ１は第１接点１と第３接点
３に結合され、第２スイッチＳＷ２は第２接点２と第４接４点に結合され、第３スイッチ
ＳＷ３は第１接点１と第４接点４に結合され、スイッチＳＷ４は第３接点３と第４接点４
に結合されている。コイルアンテナ１１０の端部１１０ａは第３接点３と結合され、コイ
ルアンテナ１１０の第２端部１１０ｂが第４接点４と結合されている。したがって、第１
接点１及び第３接点３に結合された第１スイッチＳＷ１と、第１接点１及び第４接点４に
結合された第３スイッチＳＷ３は、コイルアンテナ１１０と共に三角形を形成する。同様
に、第２接点２及び第４接点４に結合された第２スイッチＳＷ２と、第２接点２及び第３
接点３と結合した第４スイッチＳＷ４はまた、コイルアンテナ１１０と共に三角形を形成
する。その結果、第１スイッチＳＷ１は第１接点１と第３接点３の間の電流を制御する。
第２スイッチＳＷ２は第２接点２と第４接点４の間の電流を制御する。第３スイッチＳＷ
３は第１接点１と第４接点４の間の電流を制御する。そして、第４スイッチＳＷ４は第２
接点２と第３接点３の間の電流を制御する。スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４
は高電流トランジスタを含んでおり、このトランジスタは電流「Ｉ」を発生させて、それ
に対応する、ＥＡＳタグ１３０を活性化、非活性化又は再活性化できる大きさの磁界「Ｍ
」をコイルアンテナ１１０から発生させる。交流電源１０２は、接点「ｃ」を介して直列
に整流器２０４ａに結合され、そこからＨブリッジ回路１０８の接点１と接点２へ繋がり
、さらに、接点「ｄ」に繋がる。接点「ａ」を通って、コンデンサ２０４ｂはＨブリッジ
回路１０８の接点１と結合され、接点「ｄ」を通って、Ｈブリッジ回路１０８の接点２と
結合される。その結果、交流電源１０２と整流器２０４ａはまた、接点「ａ」と接点「ｄ
」を介してコンデンサ２０４ｂと平列に結合される。したがって、交流電源１０２からの
交流電圧は整流器２０４ａとコンデンサ２０４ｂを介してＤＣに変換され、接点１、２、
３及び４を介してＨブリッジ回路１０８と結合される。
【００４０】
　図２ｂは、１実施の形態による高電圧ＤＣによって給電されて作動される図１ｂのＨブ
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リッジ回路１０８の回路図を示す。特に、Ｈブリッジ非活性化装置回路１０８と、それに
関連する整流器２０４ａ、コンデンサ２０４ｂ、スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３、ＳＷ
４及びアンテナ１１０は図２ａに示されるものと同じであり、例外は、ＤＣ／ＤＣ高電圧
変換器１２０が接点「ａ」の上流で接続されていることである。その結果、高電圧ＤＣが
接点１、２、３及び４を通してＨブリッジ回路１０８に供給される。
【００４１】
　図２ｃは、１実施の形態によるＤＣによって給電されて作動される図１ｃのＨブリッジ
回路１０８の回路図を示す。具体的には、Ｈブリッジの非活性化装置回路１０８と、それ
に関連するアンテナ１１０、スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４は図２ａに示さ
れたものと同じであり、例外は、ＤＣバッテリー１２４が接点「ｃ」と「ｄ」で連結され
、直流電源を接点１、２、３及び４を通してＨブリッジ非活性化装置１０８に供給する。
【００４２】
　図３は、１実施の形態によるアンテナ活性化、非活性化又は再活性化交番電流を時間の
関数として示すグラフである。特に、電流「Ｉ」は時間「ｔ」の関数としてプロットされ
る。スイッチ「オン（ＯＮ）」時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４の間に、正の充電電流３０１
ａ、３０２ａ、３０３ａ及び３０４ａが発生される。正の充電電流３０１ａ、３０２ａ、
３０３ａ及び３０４ａの後に正の放電電流３０１ｂ、３０２ｂ、３０３ｂ及び３０４ｂが
続き、その間に電流「Ｉ」はゼロに減衰する。コイルアンテナ１１０に通す電流の流れの
方向を逆にして、再び電源を供給することによって、負の充電電流３０１ｃ、３０２ｃ、
３０３ｃ及び３０４ｃが作り出される。これらの負の充電電流３０１ｃ、３０２ｃ、３０
３ｃ及び３０４ｃの後に負の放電電流３０１ｄ、３０２ｄ、３０３ｄ及び３０４ｄが続き
、その間に電流「Ｉ」は再びゼロに減衰する。その結果、図２ａ乃至２ｃに関し、スイッ
チＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４のスイッチオン時間Ｔ１’、Ｔ２’、Ｔ３’及びＴ
４’を交番させて調整することによって、非活性化のために交番減衰電流「Ｉ」を作り出
してコイルアンテナ１１０に通し、あるいは、活性化又は再活性化のために一定の極性正
の磁界又は一定の極性負の磁界が作り出されてコイルアンテナ１１０に通される。
【００４３】
　具体的に、Ｈブリッジ回路１０８に電流を供給するために、第１接点１と第２接点２の
間にＡＣ／ＤＣ変換器１０４のような直流電源と、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０と、バ
ッテリー１２４又はＡＣ／ＤＣ充電器１２６を接続した後に、Ｈブリッジ回路１０８は、
回路コントローラ１１２によって第３スイッチＳＷ３を開き；第４スイッチＳＷ４を開き
；第１スイッチＳＷ１を閉じて電流「Ｉ」を第１接点１から第３接点３へ指向させ；第２
スイッチＳＷ２を閉じて電流「Ｉ」を第４接点４から第２接点２へ指向させ、それにより
、増加電流３０１ａを第３接点３から第４接点４へ指向させてアンテナ１１０に第１方向
に流す；という働きにより、第１サイクルＣ１においてアンテナ１１０から正の増加磁界
を発生させる。
【００４４】
　回路コントローラ１１２はまた、第１接点１と第２接点２の間の直流電源（例えば、Ａ
Ｃ／ＤＣ変換器１０４、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０、バッテリー１２４又はＡＣ／Ｄ
Ｃ充電器１２６）をそれぞれ切断し；第１スイッチＳＷ１を開き；第３スイッチＳＷ３を
開き；第４スイッチＳＷ４を開き；かつ、第２スイッチＳＷ２を閉じて減少電流３０１ｂ
を第３接点３から第４接点４へ指向させてアンテナ１１０に第１方向に流す；ことによっ
て第１サイクルＣ１でアンテナ１１０から正の減少磁界をさらに発生させる。
【００４５】
　回路コントローラ１１２は、で第１接点１と第２接点２の間の直流電源（例えば、ＡＣ
／ＤＣ変換器１０４、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０、バッテリー１２４又はＡＣ／ＤＣ
充電器１２６）をそれぞれ連結し；第１スイッチＳＷ１を開き；第２スイッチＳＷ２を開
き；第３スイッチＳＷ３を閉じて電流「Ｉ」を第１接点１から第４接点４へ指向させ；か
つ、第４スイッチＳＷ４を閉じて電流「Ｉ」を第３接点３から第２接点へ指向させること
によって、アンテナ１０を流れる電流を逆方向にし、それにより、増加電流３０１ｃを第
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４接点４から第３接点３へ指向させてアンテナ１１０に第１方向と逆方向である第２方向
に流す；ことによって、第１サイクルＣ１においてアンテナ１１０から負の増加磁界を発
生し続ける。
【００４６】
　第１サイクルにおいて、回路コントローラ１１２はまた、第１接点と第２接点２の間の
直流電源（即ち、ＡＣ／ＤＣ変換器１０４、ＤＣ／ＤＣ高電圧変換器１２０、バッテリー
１２４又はＡＣ／ＤＣ充電器１２６）をそれぞれ切断し；第１スイッチＳＷ１を開き；第
２スイッチＳＷ２を開き；第３スイッチＳＷ３を開き、第４スイッチＳＷ４を閉じて減少
電流３０１ｄを第４接点４から第３接点３へ指向させアンテナ１１０に第２方向に通す；
ことによってアンテナ１１０から負の減少磁界を発生させるように構成される。
【００４７】
　第２サイクルＣ２と、それに続くＣ３，Ｃ４のようなサイクルにおいて、第１と第２接
点の間の直流電源の接続に続き、Ｈブリッジ回路生成は、回路コントローラ１１２が第１
サイクルに関して上で開示したのと同じステップを繰り返すことにより、第２サイクル及
びそれに続くサイクルＣ２乃至Ｃ４において、アンテナ１１０から最初に正の増加磁界を
発生させ、これに続いて、正の減少磁界、負の増加磁界及び負の減少磁界を発生させる。
電流３０１ａ乃至３０１ｄの大きさが電流３０２ａ乃至３０２ｄの大きさよりも大きく、
そして、順次、電流３０２ａ乃至３０２ｄの大きさが電流３０３ａ乃至３０３ｄの大きさ
より大きく、順次、電流３０３ａ乃至３０３ｄの大きさが電流３０４ａ乃至３０４ｄの電
流の大きさより大きいので、第１サイクルＣｌのサイクルタイムは第２サイクルＣ２のサ
イクルタイムを超え、そして、それに続くサイクルＣ３とＣ４などのサイクルのサイクル
タイムは第２サイクルＣ２のサイクルタイムに関して連続して減少する。
【００４８】
　その結果、ＡＭラベルを活性化、非活性化又は再活性化するように交流電流「Ｉ」を設
計することができる。図３は４つの正の充電スイッチ“オン”時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ
４と、４つのサイクルＣ１乃至Ｃ４を示すが、当業者であれば、特定の音響磁気式（ＡＭ
）ラベルを活性化、非活性化又は再活性化するのに好ましい又は必要な、４より多いか少
ないいかなるスイッチ「オン」時間と、いかなるサイクル数を発生させることが可能であ
ることが理解できることに留意されたい。
【００４９】
　電流波形の式（１）と（２）は以下の通りである。
【００５０】
Ｉ＝｛Ｖ／Ｒ｝［ｌ－ｅ－ｔ／（Ｌ／Ｒ）］　　（１）
式（１）は、Ｈブリッジ回路の充電のための式である。
【００５１】
Ｉ＝｛Ｖ／Ｒ｝ｅ－ｔ／（Ｌ／Ｒ）（２）
式（２）はＨブリッジ回路の放電のための式である。
【００５２】
ここで、両式（１）、（２）において、Ｉは電流値（アンペア（Ａ））、Ｖはバッテリー
電圧（１２又は２４ＶＤＣ）、Ｒはアンテナ抵抗（オーム（Ω））、ｅは自然数２．７１
８２８、Ｌはアンテナインダクタンス（ヘンリ（Ｈ））、ｔは時間（秒（ｓ））である。
【００５３】
　以前に説明したように、バッテリー１２４は通常、標準的な自動車、ボート又は軽飛行
機用の高コールドクランキングアンペア（６００Ａまで）及び高Ａｈｒレート（１００Ａ
ｈｒまで）を有するバッテリーである。アンテナ１１０は損失を最小にするために大ゲー
ジケーブルから作られ、任意形（通常、円形又は正方形）のループ状に「Ｎ」回巻かれる
。１領域の周りに複数回巻いたのこのループはインダクタンス「Ｌ」と、抵抗「Ｒ」を創
成する。損失は抵抗「Ｒ」に比例する。充電（チャージ）電流「Ｉ」の上昇速度とその電
流「Ｉ」の放電速度はＬ／Ｒ比に比例する。比Ｌ／Ｒは時定数「τ」として知られている
。
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【００５４】
　アンテナ抵抗Ｒは次式（３）で与えられる：
　　Ｒ＝ρｌｅｎ　　（３）
ここで、ｌｅｎはケーブルの長さであり、ケーブルの長さｌｅｎは以下の通り式（４）で
与えられる：
　　　ｌｅｎ＝ＮＣ　　（４）
ここで、Ｃは円形ループアンテナの周囲長さであり、以下の式（５）によって与えられる
；
　　Ｃ＝πＤ　　（５）
ここで、Ｄは円の直径、Ｎはアンテナケーブルの巻数である。
【００５５】
円形アンテナの場合、抵抗（レジスタンス）Ｒは以下の式（６）によって与えられる：
　　Ｒ＝ρＮπ／Ｄ　　（６）
　アンテナインダクタンスＬは以下の（７）で与えられる：
　　Ｌ＝μＮ２Ａ／ｌｅｎ　　（７）
ここで、μは空きスペースの透磁率、即ち、４ｘ１０－７Ｈ／ｍ、Ｎはアンテナの巻数、
Ａはアンテナのループ面積である。
【００５６】
アンテナのループ面積は、円形アンテナの場合、以下の（８）によって与えられる：
　　Ａ＝πＤ２／４　（８）
【００５７】
　図４は、図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示し、１実施の形態に
よる正の充電電流「Ｉ」を時間「ｔ」の関数として提供する等価回路構成を図示するもの
である。具体的には、図３の正の充電電流３０１ａ、３０２ａ、３０３ａ及び３０４ａは
、図４に示されるように、充電（チャージ）時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３及びＴ４の間、スイッ
チＳＷ１とＳＷ２を閉じ、スイッチＳＷ３とＳＷ４を開いておくことによってコイルアン
テナ１１０を通して作り出される。式（１）は充電電流「Ｉ」を計算するためのものであ
る。
【００５８】
　図５は、図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示し、１実施の形態に
よる正の放電電流「Ｉ」を時間「ｔ」の関数として提供する等価回路構成を図示するもの
である。具体的には、図３の正の放電電流３０１ｂ、３０２ｂ、３０３ｂ及び３０４ｂは
、図５に示されるように、放電時間の間、スイッチＳＷ２を閉じ、スイッチＳＷ１、ＳＷ
３、及びＳＷ４を閉じておくことによってコイルアンテナ１１０を通して作り出される。
式（２）は放電電流「Ｉ」を計算するためのものである。
【００５９】
　図６は、図２ａ、２ｂ、及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示すものであり、１
実施の形態による負の充電電流「Ｉ」を時間「ｔ」の関数として提供する等価回路構成を
図示するものである。具体的には、図３の負の充電電流３０１ｃ、３０２ｃ、３０３ｃ及
び３０４ｃは、図６に示されるように、チャージ時間の間、スイッチＳＷ３とＳＷ４を閉
じ、スイッチＳＷ１とＳＷ２を開いておくことによってコイルアンテナ１１０を通して作
り出される。負の充電電流は、電流３０１ｃ、３０２ｃ、３０３ｃ及び３０４ｃを図４に
示す正の充電電流３０１ａ、３０２ａ、３０３ａ及び３０４ａを反対方向にし、コイルア
ンテナ１１０を通る電流を増大させることによって作り出される。ここでも、式（１）は
充電電流「Ｉ」を計算するためのものである。
【００６０】
　図７は、図２ａ、２ｂ、及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示すものであり、１
実施の形態による負の放電電流「Ｉ」を時間の関数として提供する等価回路構成を示すも
のである。具体的には、図３の負の放電電流３０１ｄ、３０２ｄ、３０３ｄ及び３０４ｄ
は、図７に示されるように、放電時間の間、スイッチＳＷ４を閉じ、スイッチＳＷ１、Ｓ
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Ｗ２及びＳＷ３を開いておくことによってコイルアンテナ１１０を通して作り出される。
ここでも、式（２）は放電電流「Ｉ」を計算するためのものである。
【００６１】
　減衰振幅パルス、即ち、放電電流は、所望の電流「Ｉ」における時間「ｔ」に関して式
（１）と（２）を解くことによって計算される。
【００６２】
　アンペアターン（ＡＴ）が活性化、非活性化又は再活性化装置の磁界強さの測度である
ため、活性化、非活性化又は再活性化エネルギーは、ＥＡＳタグの非活性化に必要な磁界
強さを発生させるのに必要とされる巻数の関数である。ＡＴは巻数（Ｎ）と、ピーク電流
（Ｉ）の積である。ＡＴ１００００～１５０００は同様のサイズの既存の非活性化装置に
匹敵する。Ｉ＝Ｖ／Ｒであるので、積ＡＴは、以下の式（９）で与えられるように、抵抗
Ｒを巻数Ｎの関数として最初に決定することによって計算される：
　　Ｒ（Ｎ）＝ρＮπ＋０．０１　　（９）
ここで、０．０１はオーム（Ω）の２つの電力電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）の抵抗（
オーム［Ω］）、ρはメタル導体ケーブルの抵抗率（オーム／フィート）である。２つの
ＦＥＴは、オン位置では高電流トランジスタであり、オフ位置にあるときはハイ・インピ
ーダンストランジスタである。
【００６３】
　それらのＦＥＴのオン（ＯＮ）、オフ（ＯＦＦ）位置での各スイッチの動作状態は以下
の表１に開示される。
【表１】

【００６４】
　ＥＡＳタグ１３０などの音響磁気式ＥＡＳタグは、単に、正の充電磁界３０１ａ、３０
２ａ、３０３ａ、３０４ａと、正の放電磁界３０１ｂ、３０２ｂ、３０３ｂ、３０４ｂと
結合するか、又は、負の充電磁界３０１ｃ、３０２ｃ、３０３ｃ、３０４ｃと、負の放電
磁界３０１ｄ、３０２ｄ、３０３ｃ、３０４ｄと結合することによって活性化又は再活性
化されるが、正から負に、又は、負から正に変化する交番磁界に結合されても活性化又は
再活性化されない。その結果、Ｈブリッジ回路１０８は非活性化装置回路だけではなく、
活性化又は再活性化回路でもあると考えられる。
【００６５】



(14) JP 2008-521351 A 2008.6.19

10

20

30

40

50

　電子式物品監視（ＥＡＳ）タグ１３０を活性化又は再活性化する方法は以下のステップ
を含む。アンテナ１１０と結合されたＨブリッジ回路１０８を供給し；電流源から電流Ｉ
をＨブリッジ回路１０８に供給し；増加電流Ｉをアンテナ１１０に所定の方向に流し、そ
れにより、アンテナ１１０から増加磁界Ｍを発生させ；かつ、減少電流をアンテナ１１０
に前記所定の方向に流し、それにより、アンテナ１１０から減少磁界Ｍを発生させるステ
ップ。特に役に立つ１実施の形態では、前記所定の方向は、増加磁界Ｍが正の増加磁界で
あり、かつ、減少磁界Ｍが正の減少磁界Ｍである第１方向である。特に役に立つ１実施の
形態において、前記所定の方向は、増加磁界Ｍが負の増加磁界であり、かつ、減少磁界Ｍ
が負の減少磁界Ｍである前記第１方向とは逆の第２方向である。
【００６６】
　具体的には、図４と５に言及すると、ＥＡＳタグ１３０を単に正の充電磁界３０１ａ、
３０２ａ、３０３ａ、３０４ａと、正の放電磁界３０１ｂ、３０２ｂ、３０３ｂ、３０４
ｂに結合することは、以前に説明したように、スイッチＳＷ１とＳＷ２だけを操作するこ
とによってできる。スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４はそれぞれ、迂回ダイオ
ードｄｌ、ｄ２、ｄ３及びｄ４をそれぞれ含み、これらのダイオードは、当該スイッチが
閉じられると、該スイッチを流れる電流に減衰を生じさせ、該電流が逆方向に流れること
を禁じる。したがって、再活性化はスイッチＳＷ１とＳＷ２だけを直接操作することを必
要とするが、減衰電流は、オリジナル回路構成に依存して、ダイオードｄ３かｄ４にいま
だの流れている。但し、スイッチＳＷ３とＳＷ４は閉じられたままで残っているので、３
つのスイッチ、即ち、ＳＷ１、ＳＷ２及びＳＷ３、又は、ＳＷ１、ＳＷ２及びＳＷ４が再
活性化のために必要である。
【００６７】
　同様に、図６と７に言及し、ＥＡＳタグ１３０を単に負の充電磁界３０１ｃ、３０２ｃ
、３０３ｃ、３０４ｃと、負の放電磁界３０１ｄ、３０２ｄ、３０３ｄ、３０４ｄに結合
することは、以前に説明したように、スイッチＳＷ３とＳＷ４だけを操作することによっ
てなされる。ここでも、再活性化はスイッチＳＷ３とＳＷ４だけを直接操作することを必
要とするが、減衰電流は、オリジナル回路構成に依存して、いまだダイオードｄｌかｄ２
に流れている。但し、スイッチＳＷ１とＳＷ２が閉じられたままで残っているので、３つ
のスイッチ、即ち、ＳＷ３、ＳＷ４及びＳＷ１、又は、ＳＷ３、ＳＷ４及びＳＷ２が再活
性化のために必要である。
【００６８】
　抵抗Ｒ（Ｎ）の式（９）から、電流「Ｉ」は次に、以下の通り、式（１０）からＮの関
数として計算される：
　　Ｉ（Ｎ）＝Ｖ／Ｒ（Ｎ）　　（１０）
ここで、ＡＣ／ＤＣ応用例の場合、Ｖ＝１１０ＶＤＣ、ＤＣ／ＤＣ高電圧応用例の場合、
Ｖ＞１１０ＶＤＣ、又は、バッテリー応用例の場合、Ｖ＝１２ＶＤＣ若しくは２４ＶＤＣ
である。
【００６９】
　アンペアターン数ＡＴ又は巻数Ｎの関数としてＮＩ（Ｎ）は、以下の通り、式（１１）
で与えられる：
　　ＮＩ（Ｎ）＝Ｎ・Ｉ（Ｎ）　　（１１）
【００７０】
　図８ａ乃至８ｃは、様々な回路トポロジーのために活性化、非活性化又は再活性化エネ
ルギーを発生させるのに必要な巻数を示す。特に、図８ａは、１実施の形態による様々な
回路トポロジーのために活性化、非活性化又は再活性化エネルギーを発生させる＃１３Ａ
ＷＧワイヤの巻数Ｎに対するアンペアターンＡＴ又はＮＩ（Ｎ）のグラフを示す。図８ａ
では、ワイヤの抵抗性は、ρ＝２００３・　１０－６Ω／フィートである。図１ａに示さ
れるようなＡＣ／ＤＣ応用例の場合、Ｖ＝１ｌ０ＶＤＣである。Ｎ＝１０において、ＡＴ
は約１５０００であることに留意されたい。
【００７１】
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　図８ｂは、１実施の形態による様々な回路トポロジーのために活性化、非活性化又は再
活性化エネルギーを発生させる＃１６ＡＷＧワイヤの巻数Ｎに対するアンペアターンＡＴ
又はＮＩ（Ｎ）のグラフを示す。図８ｂにおいて、ワイヤの抵抗性は、ρ＝４０１６・１
０－６Ω／フィートである。図１ｂに示されるようなＤＣ／ＤＣ高電圧応用例の場合、Ｖ
＝２００ＶＤＣである。Ｎ＝１４では、ＡＴが約１５０００であることに留意されたい。
【００７２】
　図８ｃは、１実施の形態による様々な回路トポロジーのために活性化、非活性化又は再
活性化エネルギーを発生させる＃２ＡＷＧワイヤの巻数Ｎに対するアンペアターンＡＴ又
はＮＩ（Ｎ）のグラフを示す。図８ｃでは、ワイヤの抵抗性は、ρ＝１５６・１０－６Ω
／フィートである。図１ｃに示されるようなバッテリー応用例に関しては、Ｖ＝１２ＶＤ
Ｃである。Ｎ＝３０では、ＡＴは約１５０００であることに留意されたい。
【００７３】
　図８ａ乃至８ｃに示される各例に関して、より高い電圧トポロジーに対し、より小さい
直径のワイヤを使用するようにワイヤゲージ（線番）を変えることができる。
【００７４】
　活性化、非活性化、再活性化の周波数に関し、電流の活性化、非活性化又は再活性化波
形が減衰するので、活性化、非活性化又は再活性化周波数は増加する。なぜならば、図３
からわかるように、スイッチ「オン」時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３及びＴ４の間のインタバルが
減少するからである。即ち、正負充電電流「Ｉ」は、非活性化周波数の増加に対応して、
より早く止められる。ＦＥＴを含むスイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３及びＳＷ４の「オン
」時間は、時間「ｔ」に関する式（１）と（２）を解くことによって計算される。
【００７５】
　充電時間「ｔ」の解は、以下の通り、式（１２）で示される：
　　ｔ（Ｉ）＝－τ｛ｌ－（ＩＲ）／Ｖ｝　　（１２）
【００７６】
　図９は、図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路に関する１実施の形態による充電「オ
ン」時間「ｔ」対電流「Ｉ」を示すグラフである。図１０は、図９のＨブリッジ回路の１
実施の形態による充電「オン」時間対電流のグラフの拡大図である。
【００７７】
　充電時間「ｔ」の解は以下の通り式（１３）で示される：
　　ｔ（Ｉ）＝－τ｛１－（ＩＲ）／Ｖ｝　　（１３）
【００７８】
　当業者は、放電時間「ｔ」対電流「Ｉ」に関するプロットを式（１２）と図９、図１０
のグラフに基づいて、チャージ時間「ｔ」と同じように計算しプロットすることができる
ことが理解できるであろう。
【００７９】
　上記に基づき、かつ、図１ａ－１ｃ、２ａ－２ｃ及び３－７に言及すると、ＥＡＳタグ
１３０を活性化、非活性化する又は再活性化する方法であって：アンテナ１１０と結合し
たＨブリッジ回路１０８を提供し；配線１０６を介して電流源からＨブリッジ回路１０８
へ電流を供給し；増加電流Ｉをアンテナ１１０に第１方向に流し、それにより、アンテナ
から正の増加磁界Ｍを発生させ、又は、減少電流Ｉをアンテナ１１０に第１方向に流し、
それにより、アンテナから正の減少磁界Ｍを発生させ；増加電流Ｉを第１方向登坂対の第
２方向にアンテナ１１０に流し、それにより、アンテナから負の増加磁界Ｍを発生させ、
又は、減少電流Ｉをアンテナ１１０に前記第２方向に流し、それにより、アンテナから負
の減少磁界Ｍを発生させる；ステップを含んでなる方法が開示されることが理解される。
【００８０】
　アンテナ１１０がそれに電流Ｉを指向させるための第１及び第２端部を含み、Ｈブリッ
ジ回路１０８が第１スイッチＳＷ１、スイッチＳＷ２、スイッチＳＷ３及びスイッチＳＷ
４を含むことで該方法を実行することができる。第１スイッチＳＷ１と第３スイッチを第
１接点１と結合し；第２スイッチＳＷ２と第４スイッチＳＷ４を第２接点２と結合し；第
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第１スイッチＳＷ１と第４スイッチＳＷ４を第３接点３と結合し；かつ、第３スイッチＳ
Ｗ３と第２スイッチＳＷ２を第４接点４と結合することができる。アンテナ１１０の第１
端部１１０ａを第３接点３と結合し、アンテナ１１０の第２端部１１０ｂを第４接点４と
結合することができる。第１スイッチＳＷ１は第１接点１と第３接点３の間の電流Ｉを制
御することができる。第２スイッチＳＷ２は第２接点２と第４接点４の間の電流Ｉを制御
することができる。第３スイッチＳＷ３は第１接点１と第４接点４の間の電流Ｉを制御す
ることができる。第４スイッチＳＷ４は第２接点２と第３接点３の間の電流Ｉを制御する
ことができる。
【００８１】
　増加電流Ｉをアンテナ１１０に第１方向に流すステップを次のように行って方法をさら
に実施することができる。即ち、配線１０６を介して、第１接点１と、第２接点２の間に
電流源を連結し；第３スイッチＳＷ３と、第４スイッチＳＷ４を開き、第１スイッチＳＷ
１を閉じて、電流Ｉを第１接点１から第３接点３まで流し；第２スイッチＳＷ２を閉じて
電流Ｉを第４接点から第２接点２に流し、それにより、電流Ｉを第３接点３から第４接点
４へ指向させてアンテナ１１０に第１方向に流して正の増加磁界Ｍを発生させる。
【００８２】
　加電流Ｉをアンテナ１１０に第１方向に流すステップを次のように行って方法をさらに
実施することができる。即ち、配線１０６を介して、第１接点１と、第２接点２の間に電
流源を連結し；第１、第３及び第４スイッチＳＷ１、ＳＷ３及びＳＷ４を開き；かつ、第
２スイッチＳＷ２を閉じて、減少電流Ｉを第３接点３から第４接点４へ指向させアンテナ
１１０に第１方向に流して正の減少磁界Ｍを発生させる。
【００８３】
　増加電流Ｉをアンテナ１１０に第２方向に流すステップを次のように行って方法をさら
に実施することができる。即ち、配線１０６を介して、第１接点１と、第２接点２の間に
電流源を連結し；第１及び第２スイッチ、ＳＷ１、ＳＷ２を開き；第３スイッチＳＷ３を
閉じて、電流Ｉを第１接点１から第４接点４へ指向させ；かつ、第４スイッチＳＷ４を閉
じて電流Ｉを第３接点３から第２接点２に指向させ、それにより、増加電流Ｉを第４接点
から第３接点３へ指向させてアンテナ１１０に第２方向に流し、負の増加磁界Ｍを発生さ
せる。
【００８４】
　減少電流をアンテナ１１０に第２方向に流すステップを次のように行って方法をさらに
実施することができる。即ち、第１と第２接点の間の電流源を切断し；第１、第２、及び
第３スイッチを開き；第４スイッチを閉じて減少電流を第４接点から第３接点へと指向さ
せてアンテナに第２の方向に流して、負の減少磁界を発生させる。
【００８５】
　上記の結果、本開示は、Ｈブリッジ回路を利用して、活性化、非活性化又は再活性化に
必要である交番減衰電流を発生させることによって、音響磁気式に活性化されたＥＡＳタ
グを活性化、非活性化又は再活性化する代替方法を提供する。本開示は、例えば、１２乃
至２４ＶＤＣ電圧レベルでのＥＡＳタグの低電圧活性化、非活性化又は再活性化を可能に
し、外部電力損の場合にＥＡＳタグの活性化、非活性化又は再活性化のために無停止電力
を確実にする。
【００８６】
　本開示はＥＡＳタグを活性化、非活性化又は再活性化する携帯用の装置を提供し、大き
い非活性化装置の設計に通常必要とされる高電圧コンデンサなしで、活性化、非活性化又
は再活性化を実行することができる。本開示は、設計者が特定の環境のために最適化でき
るような、活性化、非活性化又は再活性化の代替方法を提供する。
【００８７】
　いくつかの実施の形態は、所望の計算速度、電力レベルや、熱の許容誤差、処理サイク
ル予算、入力データレート、出力データレート、メモリリソース、データバススピード他
の性能制約条件などのよう多くの要因に従っても異なるかもしれないアーキテクチャを使
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されるソフトウェアを使用して実行することができる。別の実施例では、実施の形態は、
回路、適用業務に特化された集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬ
Ｄ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）などのように専用ハードウエアとして実行
できる。さらに別の実施例では、実施の形態はプログラムされた汎用計算機構成要素とカ
スタム構成機器のどんな組合せによっても実行可能である。但し、実施の形態はこのよう
には制限されない。
【００８８】
　ここに説明されるように発明の実施の形態のある特徴を示したが、当業者にとって、こ
こで、多くの変更、代替、変化及び同等物を考え得る。したがって、添付の特許請求の範
囲は、発明の実施の形態の真の技術的思想の範囲内の変更と変化をカバーすることを意図
するものであることが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】図１ａは本開示の１実施の形態による交流電流によって給電されて作動するＨブ
リッジ音響磁気式非活性化装置のブロックダイアグラムを示す図である。図１ｂは本開示
の代替の実施の形態による高電圧直流によって給電されて作動するＨブリッジ音響磁気式
非活性化装置のブロックダイアグラムを示す図である。図１ｃは本開示の代替の実施の形
態による低電圧直流によって給電されて作動するＨブリッジ音響磁気式非活性化装置のブ
ロックダイアグラムを示す図である。
【図２】図２ａは、本開示の代替の実施の形態による交流電流によって給電されて作動す
る図１ａのＨブリッジ回路の回路図を示す。図２ｂは本開示の代替の実施の形態による高
電圧直流によって給電されて作動する図１ｂのＨブリッジ回路の回路図を示す。図２ｃは
本開示の代替の実施の形態による直流によって給電されて作動する図２ｃのＨブリッジ回
路の回路図を示す。
【図３】本開示の代替の実施の形態による交番アンテナ非活性化電流を時間の関数として
示すグラフである。
【図４】図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示し、正の充電電流を時
間の関数として供給する等価回路構成を示す図である。
【図５】図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示し、正の放電電流を時
間の関数として供給する等価回路構成を示す図である。
【図６】図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路を示し、負の充電電流を時間
の関数として供給する等価回路構成を示す図である。
【図７】図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の等価回路図を示し、負の放電電流を時
間の関数として供給する等価回路構成を示す図である。
【図８】図８ａは、本開示の１実施の形態による様々な回路トポロジーの場合の活性化、
非活性化又は再活性化エネルギーを発生させる＃１３ＡＷＧワイヤの場合のアンペアター
ン対巻数のグラフを示す。図８ｂは、様々な回路トポロジーの場合の活性化、非活性化又
は再活性化エネルギーを発生させる＃１６ＡＷＧワイヤの場合のアンペアターン対巻数の
グラフを示す。図８ｃは、様々な回路トポロジーの場合の活性化、非活性化又は再活性化
エネルギーを発生させる＃２ＡＷＧワイヤの場合のアンペアターン対巻数のグラフを示す
。
【図９】本開示の１実施の形態による図２ａ、２ｂ及び２ｃのＨブリッジ回路の充電オン
時間対電流のグラフを示す。
【図１０】本開示の１実施の形態によるＨブリッジ回路の図９の充電オン時間対電流グラ
フの拡大図である。
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