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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳み可能な部分を有する内層と、
　電波信号を遮断するように形成された、RFID遮蔽材を具備する外層であって、前記内層
の前記折り畳み可能な部分と協働するように形成される、折り畳み可能な部分を具備して
いて更に前記内層に取り付けられる、外層と、
　前記外層と前記内層との間に形成されたポケットであって、貨幣を収容するように形成
された、開口を有する、ポケットと、
　前記内層に配設されたカード収容部であって、RFIDタグを具備する、カードを収容する
ように形成された、カード収容部と、を具備し、
　前記RFID遮蔽材は、40重量％と80重量％の間のポリエステルと10重量％と40重量％の間
の銅と2重量％と20重量％の間のニッケルの混合物を具備することを特徴とする財布。
【請求項２】
　前記内層は、RFID遮蔽材を具備することを特徴とする請求項１に記載の財布。
【請求項３】
　前記電波信号は、RFIDリーダからのRFID問い合わせ信号及びRFIDタグからの識別信号の
内の少なくとも１つを具備する、ことを特徴とする請求項１に記載の財布。
【請求項４】
　前記外層と前記内層との間の前記ポケットを裏張りするための、裏張りを更に具備して
おり、前記裏張りは、RFID遮蔽材を具備することを特徴とする請求項１に記載の財布。
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【請求項５】
　各前記ポケットがRFID遮蔽材で裏張りされていることを特徴とする請求項４に記載の財
布。
【請求項６】
　一次ポケットを囲む、外層であって、前記外層に形成されて前記一次ポケットへの接近
を可能にするように形成される、開口を有する外層と、
　前記外層及び前記一次ポケットの内側表面の内の少なくとも１つに配設された、補助ポ
ケットであって、前記補助ポケット及び前記外層の内の少なくとも１つは、電波信号を遮
断するように形成される、RFID遮蔽材を具備する補助ポケットと、
　前記外層に取り付けられて前記バッグを運ぶことができるように形成される、ハンドル
と、を具備し、
　前記RFID遮蔽材は、40重量％と80重量％の間のポリエステルと10重量％と40重量％の間
の銅と2重量％と20重量％の間のニッケルの混合物を具備することを特徴とするバッグ。
【請求項７】
　前記バッグは、ハンドバッグを具備しており、前記開口は、前記外層の上部表面に配設
されることを特徴とする請求項６に記載のバッグ。
【請求項８】
　前記バッグは、ラップトップケース及びブリーフケースの内の少なくとも１つを具備し
ており、前記開口は、前記バッグの三辺の周りに配設されることを特徴とする請求項６に
記載のバッグ。
【請求項９】
　前記外層及び前記一次ポケットの内の少なくとも１つに配設された、カード収容部を更
に具備しており、前記カード収容部は、RFIDタグを具備する、カードを収容するように形
成されることを特徴とする請求項６に記載のバッグ。
【請求項１０】
　前記電波信号は、RFIDリーダからのRFID問い合わせ信号及びRFIDタグからの識別信号の
内の少なくとも１つを具備する、ことを特徴とする請求項９に記載のバッグ。
【請求項１１】
　前記ポケットを裏張りするための、裏張りを更に具備しており、前記裏張りは、RFID遮
蔽材を具備することを特徴とする請求項６に記載のバッグ。
【請求項１２】
　各前記ポケットがRFID遮蔽材で裏張りされていることを特徴とする請求項１１に記載の
バッグ。
【請求項１３】
　電波信号を遮断するように形成された、RFID遮蔽材を具備する外層であって、折り畳み
可能な部分を具備する、外層と、
　前記外層の内側表面に配設されたポケットであって、パスポートを収容するように形成
された、開口を有するポケットと、を具備し、
　前記RFID遮蔽材は、40重量％と80重量％の間のポリエステルと10重量％と40重量％の間
の銅と2重量％と20重量％の間のニッケルの混合物を具備することを特徴とするパスポー
トカバー。
【請求項１４】
　前記外層の前記内側表面に配設されていて且つRFID遮蔽材を具備する、収容部であって
、RFIDタグを具備する、カードを収容するように形成された、カード収容部を更に具備す
ることを特徴とする請求項１３に記載のパスポートカバー。
【請求項１５】
　前記裏張りのみが、RFID遮蔽材を具備することを特徴とする請求項６に記載の財布。
【請求項１６】
　各前記ポケットがRFID遮蔽材で裏張りされていることを特徴とする請求項１３に記載の
パスポートカバー。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、「RFID遮断された物品とその方法」の題名で２０１２年１月３１日に出願さ
れた米国仮出願第６１／５９３，２５７号について優先権を主張するものであり、本明細
書において、当該仮出願はその全てが参考文献として組み込まれている。
　本開示の実施の形態は、一般に、RFID遮蔽された物品とその方法に関する。より具体的
には、本開示の実施の形態は、識別情報及び／又は金融情報の盗難を防止するためにRFID
遮蔽材を装備する、少なくとも１つのポケット又は部分を内部に有する、例えば、財布、
パスポート収納具、バッグ、ハンドバッグ、バックパック等の、安全な物品に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　個人情報の盗難は、今日の大規模な電子取引及び支払い処理インフラストラクチャ（基
幹施設）において、ますます一般的な問題となってきている。クレジットカード又はデビ
ットカード取引等の非現金ベースの金融取引の増加に伴い、不正な取引の数も同様に増加
してきている。消費者の口座に関連する、消費者の支払装置（例えば、クレジットカード
、デビットカード、ATMカード等）は、窃盗犯が消費者の関連口座に無制限にアクセスす
ることを可能する状態で、不正行為が検出されて口座又は支払装置が失効させられるまで
、危険にさらされ得る。消費者の支払装置を危険にさらす、一つの増加する一般的方法は
、無線個人情報（ＩＤ）盗難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
　（原文に記載なし）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　非接触個人情報（ＩＤ）の盗難又は電波周波数識別（「RFID」）個人情報の盗難として
やはり知られる、無線個人情報の盗難は、無線技術を使用して、個人の個人識別情報又は
金融情報を危険にさらすことを含む。多くの個人が、無線個人情報の盗難を受け易い、電
波周波数識別チップを備える、幾つかのクレジットカード、デビットカード又は政府発行
の身分証明書を含む、電波周波数対応のカードを使用する。これらのチップが電波と交信
した時に、応答は、カード所有者の、名前、住所、社会保障番号、電話番号及び関連する
口座又は従業員情報を含む、符号化された個人識別情報を含むことができる。無線個人情
報窃盗犯は、電波を使用して、これらのRF対応のカードに記憶された、情報を獲得するこ
とができる。従って、識別情報及び／又は金融情報の盗難を防止するためにRFID遮蔽材を
装備する、少なくとも１つのポケット又は部分を内部に有する、例えば、財布、パスポー
ト収納具、バッグ、ハンドバッグ、バックパック等の、安全な物品に関する必要性が存在
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の実施の形態は一般に、RFID遮蔽された物品及びその方法に関する。より具体的
には、本開示の実施の形態は、識別情報及び／又は金融情報の盗難を防止するためにRFID
遮蔽材を装備する、少なくとも１つのポケット又は部分を内部に有する、例えば、財布、
パスポート収納具、バッグ、ハンドバッグ、バックパック等の、安全な物品に関する。
【０００６】
　本開示の一実施の形態において、財布は、折り畳み可能な部分を有する内層と、電波信
号を遮断するように形成された、RFID遮蔽材を具備する外層であって、内層の折り畳み可
能な部分と協働するように形成される、折り畳み可能な部分を具備していて更に内層に取
り付けられる、外層と、外層と内層との間に形成されたポケットであって、貨幣を収容す
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るように形成された、開口を有するポケットと、内層に配設されたカード収容部であって
、RFIDタグを具備する、カードを収容するように形成された、カード収容部と、を具備し
てもよい。
【０００７】
　本開示の別の実施の形態において、バッグは、一次ポケットを囲む外層であって、外層
に形成されてポケットへの接近を可能にするように形成される、開口を有する外層と、外
層及び一次ポケットの内側表面の内の少なくとも１つに配設された、補助ポケットであっ
て、補助ポケット及び外層の内の少なくとも１つが、電波信号を遮断するように形成され
る、RFID遮蔽材を具備する、補助ポケットと、外層に取り付けられてバッグを運ぶことが
できるように形成される、ハンドルと、を具備してもよい。
【０００８】
　本開示の別の実施の形態において、パスポートカバーは、電波信号を遮断するように形
成された、RFID遮蔽材を具備する外層であって、折り畳み可能な部分を具備する、外層と
、外層の内側表面に配設されたポケットであって、パスポートを収容するように形成され
た、開口を有する、ポケットと、を具備してもよい。
【０００９】
　従って、本開示の上記特徴が詳細に理解できるように、上記で簡単に要約された、本開
示の実施の形態のより具体的な説明は、添付の図面に示される、実施の形態を参照して得
られてもよい。しかし、添付図面は、本開示の範囲内に包含される、実施の形態の典型的
な実施の形態のみを示しており、従って、限定するものと考えるべきではなく、本開示は
、別の等しく有効な実施の形態を許容してもよいことを認識するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本開示の一実施の形態による、財布の斜視図を示す。
【図２】図２は、本開示の一実施の形態によるハンドバッグの斜視図を示す。
【図３】図３は、本開示の一実施の形態によるバッグの斜視図を示す。
【図４】図４は、本開示の一実施の形態によるパスポートカバーの斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書で使用される見出しは、構成目的のみのためであり、説明の範囲又は特許請求
の範囲を限定するために使用されることを意味するものではない。本出願を通して使用さ
れるように、単語「してもよい」及び「できる」は、義務的な意味（即ち、「しなければ
ならない」の意味）よりはむしろ、寛容な意味（即ち、「に対して潜在的可能性を有する
」の意味）で使用される。同様に、単語「含む（複数）」、「含んでいる」及び「含む（
単数）」は、これらに限定されるわけではないが、「含んでいる」を意味する。理解を容
易にするために、同様な参照番号は、可能な場合には、図面に共通する同様な要素を指定
するために使用されている。
【００１２】
　本開示の実施の形態は一般に、RFID遮蔽された物品及びその方法に関する。より具体的
には、本開示の実施の形態は、識別情報及び／又は金融情報の盗難を防止するためにRFID
遮蔽材を装備する、少なくとも１つのポケット又は部分を内部に有する、例えば、財布、
パスポート収納具、バッグ、ハンドバッグ、バックパック等の、安全な物品に関する。
【００１３】
　図１は、本開示の一実施の形態による財布１００を示す。同図に示すように、財布１０
０は、現金が典型的には保持される、一次ポケット１１０と、１つ以上のカード収容部１
２０と、通常は少なくとも１つの雑用的ポケット１３０とを一般的に具備してもよい。財
布１００は、折り畳み可能な部分１８０を有する内層１７０と、折り畳み可能な部分１８
２を有する外層１５０と、を具備してもよい。外層１５０の折り畳み可能な部分１８２は
、財布１００が実質的に半分に折り畳まれることを可能にするように、内層１７０の折畳
み可能な部分１８０と協働するように形成されてもよい。幾つかの実施の形態において、
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折り畳み可能な部分１８０、１８２は、財布１００の中央の折り目を形成してもよい。
【００１４】
　例示的な実施の形態において、内層１７０及び外層１５０は、外縁に沿った地点で結合
してもよく、それにより、ポケット１１０と、ポケット１１０への接近を可能にするよう
に形成される、開口１１２と、を形成する。ポケット１１０は一般的に、裏張り材料１５
２で裏張りされてもよい。カード収容部１２０及び／又は雑用的ポケット１３０は、内層
１７０に配設されてもよい。例示的な実施の形態において、カード収容部１２０は、カー
ドに結合及び／又は埋め込まれたRFIDタグを有する、カードを受け入れるように形成され
てもよい。雑用的ポケット１３０は、識別カード及び／又は代替のカードに結合及び／又
は埋め込まれたRFIDタグを有する、代替のカードを収容するように形成されてもよい。幾
つかの実施の形態において、ポケット１２０、１３０は、閉位置にポケット１２０、１３
０を固定するように形成された、締結具を有してもよい。一例として、閉位置にポケット
１２０、１３０を固定するように形成された、締結具は、ジッパー、スナップ（パチンと
閉まる留め具）、フック／ループ締結具及び／又は同様のものを含んでもよい。
【００１５】
　多くの実施の形態において、財布１００は、毎日使用され且つ個人のポケットから出し
入れされるために、耐久性を有する皮革又は同様の材料から形成されてもよい。財布１０
０が開位置にある時に、図示するように、外層１５０は、露出した財布の片側のみ、即ち
、図示のように、財布の背面のみを形成する。従って、外層１５０及び内層１７０は、財
布１００が開位置にある時に、財布１００の対向する側部を形成してもよい。しかし、財
布１００が閉位置にあり、折り畳み可能な部分１８０、１８２に沿って折り畳まれた時に
、外層１５０は、財布１００の唯一の露出面になってもよい。従って、本開示の多くの実
施の形態において、財布１００の外層１５０は、RFID遮蔽で保護することが望まれるが、
それは、その様な（RFID）遮蔽が、閉位置にある時に、財布１００の中身全体を保護する
と考えられるからである。従って、外層１５０は、少なくとも１つの電波信号を遮断及び
／又は遮蔽するように形成された、RFID遮蔽材を具備してもよい。幾つかの実施の形態に
おいて、内層１７０の少なくとも一部は、開位置にある時に、財布１００の中身に別の保
護を追加するためにRFID遮蔽材を具備してもよい。
【００１６】
　本開示の実施の形態によれば、RFID遮蔽材は、財布１００内で利用される、物品を安全
にするために利用されてもよい。RFID遮蔽材は、少なくとも１つの電波／電波信号を遮断
するように形成されてもよい。図１に示された実施の形態に関して、RFID遮蔽材は、財布
１００内に配置された、材料の板又は空白板を、一次ポケット１１０の外層１５０と裏張
り１５２との間に設置される状態で具備してもよい。このような実施の形態において、RF
ID遮蔽材は、本開示の実施の形態に適した任意の手段を使用して、財布１００に取り付け
られてもよい。例えば、接着剤、縫製、機械的締結具等を使用することはすべて、RFID遮
蔽材を財布に取り付けるために適切且つ効果的な手段であってもよい。しかし、特定の実
施の形態において、RFID遮蔽材は、外層１５０と裏張り１５２により形成された、シール
されたポケットが所定の位置にRFID遮蔽材を保持するのに十分であるように、外層１５０
及び裏張り１５２内に適合する形であってもよい。これとは別に、外層１５０は、RFID遮
蔽材を具備するか、又はRFID遮蔽材に直接的に取り付けられてもよい。例えば、外層１５
０は、財布１００の外側表面に配設された革及び／又は布層と、前記革及び／又は布層に
取り付けられた、RFID遮蔽材層とを含む、多数の副層を具備してもよい。幾つかの実施の
形態において、ポケット１１０を裏張りする裏張り１５２は、RFID遮蔽材を具備してもよ
い。裏張り１５２はまた、布地層と、それに取り付けられたRFID遮蔽材層と、を具備して
もよい。
【００１７】
　実施の形態において、RFID遮蔽材は、複数のカード収容部１２０のいずれかの内部にお
いて、又は雑用的ポケット１３０内で利用されてもよい。その様な別の形態で使用された
場合に、２つの層の間にRFID遮蔽材を隠すことは必要なくてもよいが、しかしその様な収
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容部及び／又はポケットの内側表面をむしろ単に裏張りしてもよい。多くの実施の形態に
おいて、RFID遮蔽材は、受動的又は能動的なRFIDチップが一般的に動作する、特定の周波
数を本質的に妨害することができる、任意の材料を具備してもよい。例えば、遮蔽材は、
RFIDリーダ（読み取り機）／スキャナからの問い合わせ信号及び／又はRFIDタグからの識
別信号を遮断するように形成されてもよい。更に、多くの実施の形態において、RFID遮蔽
材は、RFID動作のための任意の公知の標準により又はその下で動作する、任意のRFIDチッ
プ又はRFIDリーダを妨害する能力を具備してもよく、公知の標準とは、例えば、以下のよ
うなものである。ISO / IEC14443（即ち、ICAO9303の下でRFID対応のパスポートの基本と
して使用されるHigh（高周波数）FIDsためのHF（13.56MHz）標準）、ISO / IEC15693（即
ち、非接触式スマート支払い及びクレジットカードに広く使用されるHighFIDsためのHF（
13.56MHz）標準）、IS014223（即ち、動物の電波周波数識別 - 高度なトランスポンダ（
応答装置））、短距離通信規格（即ち、ISO / IEC14443に類似した、RFIDリーダ／トラン
スポンダとして作用するモバイルデバイス）、ISO / IEC18000（即ち、物品管理のための
電波周波数識別）、ISO / IEC18092（即ち、システムの間の電気通信及び情報交換、例え
ば、近距離通信 － インターフェース及びプロトコル（NFCIP-1））、ISO18185（即ち、4
33MHz及び2.4GHzの周波数を使用して貨物コンテナを追跡するための電子シール又は「e-s
eal（イーシール）」）、又はISO/IEC21481（即ち、システム間の電気通信及び情報交換
－近距離通信インターフェースとプロトコル－Z）。
【００１８】
　RFID遮蔽材は、本開示の実施の形態に適した任意の材料を具備してもよいが、考慮され
なければならない、単なる遮蔽を超えた多数の別の要因が存在する。例えば、多くの実施
の形態において、コスト、重量、感度等もまた、適切なRFID遮蔽材を選択する際に関与す
る。本開示の一実施の形態において、RFID遮蔽材は、板又は箔の形態で提供してもよい、
アルミニウム等の金属又は金属合金を具備する。別の実施の形態において、RFID遮蔽材は
、アルミニウム、鋼、銅、ニッケル等の組み合わせ等の、複数の異なる金属の混合物を具
備する。更に別の実施の形態において、金属及び非金属材料の混合物が、例えば、合成繊
維及び金属の混合物として利用されてもよい。
【００１９】
　一実施の形態において、RFID遮蔽材は、ポリエステル、銅及びニッケルの混合物を具備
する。ポリエステルは、約40％～80％の間で含まれてもよく、銅は、約10％～40％の間で
含まれもよく、ニッケルは、約2％～20％の間で含まれてもよい。例示的な実施の形態で
は、RFID遮蔽材は、約67％のポリエステル、25％の銅及び8％のニッケルを具備してもよ
い。本明細書に記載の別の実施の形態で利用されるように、RFID遮蔽材は、組成物の上述
の組合せのいずれかを具備してもよく、前提として、その様な組成物は、本明細書に記載
されるような、能動的及び／又は受動的RFID遮蔽の必要な機能を実行する。
【００２０】
　図２は、本開示の一実施の形態による、ハンドバッグ／バッグ２００の正面図を示す。
ハンドバッグ２００は、一次ポケット２１０を囲む、外層２５０を一般的に具備してもよ
く、外層２５０は、その中に形成された、開口２１２を有しており、ポケット２１０への
接近を可能にするように形成される。開口２１２は、外層２５０の頂面に配設されてもよ
い。開口２１２は、締結具（図示せず）により閉鎖位置において固定されてもよい。締結
具は、例えば、ジッパー、スナップ、フック／ループ締結具、磁石、及び／又は同様のも
のを具備してもよい。ハンドバッグ２００はまた、外層２５０及び一次ポケット２１０内
の表面の内の少なくとも１つの上に配設される、補助ポケット２４０を具備してもよい。
【００２１】
　幾つかの実施の形態において、補助ポケット２４０及び／又は外層２５０は、RFID遮蔽
材を具備してもよい。ハンドバッグ２００はまた、外層に取り付けられてハンドバッグ２
００が運ばれることを可能にするように形成される、ハンドル／紐２３０を具備してもよ
い。幾つかの実施の形態において、ハンドバッグ２００は、外層２５０及び一次ポケット
２１０の内の少なくとも一方に配設された、カード収容部を具備してもよい。カード収容
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部は、RFID遮蔽材を具備してもよく、RFIDタグを有する、カードを収容するように形成さ
れてもよい。ハンドバッグ２００は一般的に、図１に関連して本明細書に記載されるよう
に、財布等の別の物品を格納するように使用されてもよい。しかし、特定の例において、
物品自体に対する保護に頼るよりもむしろ、ハンドバッグ２００、一次ポケット２１０及
び／又は１つ以上の補助ポケットに、RFID遮蔽を提供することが、有益であってもよい。
【００２２】
　本開示の実施の形態において、一次ポケット２１０は、外層２５０と、裏張り（図示せ
ず）と、を具備してもよい。その様な実施の形態において、RFID遮蔽材は、外層２５０と
裏張りとの間に配置されて、一次ポケット２１０全体を、最も意図される電波及び電波信
号に関してアクセス（受信）不能な状態にしてもよい。本開示の別の実施の形態において
、補助ポケット２４０の１つは、安全なポケットとして指定されてもよく、その場合に、
RFID遮蔽材は、その様なポケット２４０の内部を取り囲んでもよい。その様な実施の形態
において、RFID遮蔽材は、補助ポケット２４０の前部の少なくとも内側に、及び補助ポケ
ットの上のフラップ（図示せず）の内側に沿って固定されてもよい。その様なポケットに
関して、その様なポケットは、一次ポケット２１０に隣接するので、補助ポケット２４０
の後側を裏張りすることは選択可能であってもよく、即ち、実施の形態において、任意の
安全上の脅威は、おそらく外側からのみ出現するので、補助ポケット２４０の外面だけが
、RFID遮蔽材で裏張りされてもよい。
【００２３】
　図３は、本開示の実施の形態によるバッグ３００の正面図を示す。バッグ３００は、ブ
リーフケース及び／又はラップトップケースを具備してもよい。上記のハンドバッグと同
様に、バッグ３００は、一般的に、一次ポケット３１０と、１つ以上の補助ポケット３４
０と、ハンドル又は紐３３０と、一次ポケット３１０を囲む外層３５０と、を具備する。
外層３５０は、外層に形成されてポケット３１０への接近を可能するように形成される、
開口３１２を有してもよい。開口３１２は、バッグの幾つかの側部の周りに配設されて、
ラップトップ又は類似の大きさの物品が、ポケット３１０内の格納用の開口３１２に収容
されることを可能にするように形成されてもよい。例えば、開口３１２は、第１の横側部
から上側部及び第２の横側部を介して伸長する、１つの連続的な開口であってもよく、そ
の場合に、連続的な開口は、バッグ３００の外層３５０の周りで延びる。開口３１２は、
締結具（図示せず）により、閉位置において固定されてもよい。締結具は、例えば、ジッ
パー、スナップ、フック／ループ締結具、磁石及び／又は同様のものを具備してもよい。
【００２４】
　パースバッグ３００はまた、外層３５０及び一次ポケット３１０の内側の表面の内の少
なくとも１つに配設された、補助ポケット３４０を具備してもよい。幾つかの実施の形態
において、補助ポケット３４０及び／又は外層３５０は、電波信号を遮断するように形成
される、RFID遮蔽材を具備してもよい。典型的なRFID遮蔽材は、図２の説明に関連して、
本明細書において議論される。バッグ３００はまた、外層に取り付けられてバッグ３００
を運ぶことを可能にするように形成される、ハンドル３３０を具備してもよい。幾つかの
実施の形態において、バッグ３００は、外層３５０及び一次ポケット３１０の内の少なく
とも１つに配設された、カード収容部を具備してもよい。カード収容部は、RFID遮蔽材を
具備してもよく、及び／又はRFIDタグを有する、カードを収容するように形成されてもよ
い。
【００２５】
　更に、バッグ300は、肩紐３６０を具備してもよい。肩紐３６０は、外層３５０の少な
くとも一部分に取り付けられて、使用者の肩でバッグ３００を支持するように形成されて
もよい。バッグ３００は、典型的には、財布等（例えば、図１に関連して説明された財布
等）の追加の物品を格納するように使用されてもよいが、しかし、特定の例において、物
品自体に対する保護に依存するよりもむしろ、バッグ３００、一次ポケット３１０及び／
又は１つ以上の補助ポケット３４０にRFID遮蔽を提供することは、有益であってもよい。
従って、ハンドバッグと共に上記で議論したようにポケットが保護されてもよい、各方法
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は、本明細書に示される、バッグ３００と同等に効果的であってもよい。
【００２６】
　図４は、本開示の一実施の形態によるパスポートカバー４００の斜視図を示す。ほとん
どの国が、識別のためのスキャン（走査）を容易にするため及び偽物又は偽パスポートに
対する高められた安全性のために、RFIDチップ埋め込み式パスポートを発行し始めたとい
う事実により、パスポートカバー４００は、安全性上の脅威に関する特異な危険をもたら
す。財布に構造的に類似するが、パスートカバーは一般的に、クレジットカードの窃盗犯
を超える、より高いレベルの脅威に対して保護する必要があってもよい。従って、パスポ
ートカバー４００の周囲に配置された安全性は、財布、バッグ等に比べてより一層向上さ
せてもよい。
【００２７】
　開位置で示したパスポートカバー４００は一般的に、外層４５０と、外層の内側表面に
配設された、ポケット４１０と、を具備する。ポケット４１０は、パスポートを収容する
ように形成された、開口を有してもよい。外層４５０は、パスポートカバー４００が折り
畳み可能なように形成される、折り畳み可能な部分４８０を具備してもよい。外層４５０
及び／又はポケット４１０の少なくとも一部は、RFID遮蔽材を具備してもよい。RFID遮蔽
材の例は、図１の説明に関連して本明細書において開示される。更に、パスポートカバー
４００は、多数のカード収容部４２０及び／又は雑用的ポケット４３０を具備してもよい
。一次ポケット４１０は、少なくとも１つの個人のパスポートを格納するように形成され
てもよい。カード収容部４２０は、RFIDタグを有するカードを格納するように形成されて
もよい。雑用的ポケット４３０は、運転免許証等の別の識別証を格納するように使用され
てもよい。その様なポケット及び／又は収容部の各々は、金融情報、個人情報又は安全情
報（即ち、パスポート、クレジットカード、地域の識別証又は類似物）のいずれかを保持
することが意図されるので、多くの実施の形態において、全てのポケット４１０、４２０
、４３０及び／又は材料／表面／層４５０をRFID遮蔽材で裏張りすることは、有益であっ
てもよい。
【００２８】
　本開示の実施の形態において、各ポケット４１０、４２０，４３０を個別に裏張りする
方法は、本明細書において実施の形態の範囲内で実施されてもよいものであるが、その様
な方法よりむしろ、パスポートカバー４００を製造するために使用される材料は、前記RF
ID遮蔽材により事前に裏張りされてもよい。例えば、ポケット及び収容部等を切断して形
成する前に、パスポートカバー４００を製作するために使用される、革又は布は、RFID遮
蔽材に形成されるか、RFID遮蔽材で含浸させるか、又はそうでなければRFID遮蔽材に貼り
付けられてもよい。その様な実施の形態において、その上にRFID遮蔽材を具備する、パス
ポートカバー４００の各構成要素により、その使用者が利用可能な保護の範囲は、RFIDリ
ーダ／スキャナを介する、データの任意のタイプの盗難を防止するためにかなり大きいも
のである。幾つかの実施の形態において、RFID遮蔽材は、パスポートカバー４００共に使
用された場合に、より大きな厚さを具備してもよく、及び／又はより高い密度を具備して
もよい。
【００２９】
　本開示の上述の実施の形態は、単に実施可能な例であり、単に開示の原理を明確に理解
するために記載されたことが強調されるべきである。多くの変更及び修正が、本開示の精
神及び原理から実質的に逸脱することなく、本開示の上述の実施の形態（単数または複数
）に対して実施されてもよい。その様な全ての修正及び変更は、本開示及び本開示の範囲
内において、本明細書に含まれており、添付の特許請求の範囲により保護されることが意
図される。
【００３０】
　ここで、本開示の例示的な実施の形態が、詳細に図示され説明されてきたが、それに対
する様々な修正及び改良は、当業者には直ちに明らかになるであろう。
【００３１】
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　説明された１つ以上のステップは、本開示の実施の形態の範囲から逸脱することなく、
再配置、分離、及び／又は組み合わせることができることが理解されるであろう。簡単化
のために、ステップは、時には、順次提示される。これは単に簡単化のために過ぎず、限
定することが意図されるものではない。
【００３２】
　また、記述された本開示の１つ以上の要素及び／又は例示的な実施の形態は、本開示の
範囲から逸脱することなく、再配置、分離、及び／又は組み合わせることができることが
理解されるであろう。簡単化のために、様々な要素が、時には、別個に記載される。これ
は単に簡単化のために過ぎず、限定することが意図されるものではない。
【００３３】
　本開示の様々なステップ、要素及び／又は例示的な実施の形態が、上記で概説されたが
、多くの代替、修正及び変更が、当業者に明らかであることは明白である。上述のように
、本開示の様々なステップ、要素及び／又は例示的な実施の形態は、例示することを意図
しており、制限することは意図しない。様々な変更は、本開示の精神及び範囲から逸脱す
ることなく実施可能である。従って、本開示の精神及び範囲は、上記の明細書により広範
に解釈されるべきであり、限定として解釈されるべきではない。
【００３４】
　本出願の記載において使用される要素、行為又は指示は、そのように明確に記載されな
い限り、本開示にとって重大である又は本質的であると解釈されるべきではない。また、
本明細書で使用されるように、冠詞「a」は、一つ以上のものを含むことが意図される。
一つのものだけが意図される場合には、用語「１」又は同様の言語が使用される。
【００３５】
　更に、本明細書で使用されるように、複数の項目及び／又は複数の項目のカテゴリ（種
類）の列挙がその後に記載される、用語「任意（いずれか）」は、項目及び／又は項目の
カテゴリを別の項目及び／又は項目の別のカテゴリと、個別に又は組み合わせて、「任意
」、「任意の組み合わせ」、「任意の重複」及び／又は「重複の任意の組み合わせ」を含
むことが意図される。更に、本明細書で使用されるように、用語「セット（式）」は、ゼ
ロを含む、任意の数の項目を含むことが意図される。また、本明細書で使用されるように
、用語「数」は、ゼロを含む、任意の数を含むことが意図される。
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