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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグの位置を特定する方法であって、
　エキサイタの送信アンテナを用いてＲＦＩＤタグに呼出信号を送信するステップと、
　前記ＲＦＩＤタグから情報信号を、前記エキサイタから既知の距離に位置する複数の受
信アンテナにおいて受信するステップと、
　複数の読み取り点を作成するための処理を繰り返すステップと、
　前記エキサイタの励振中に前記ＲＦＩＤタグが読み取られうる回数に対する前記ＲＦＩ
Ｄタグが読み取られた回数の比である読み取り率を求めるステップと、
　前記複数の受信アンテナそれぞれで受信した前記情報信号に対して得られた位相差を求
めるステップと、
　前記位相差及び前記読み取り率に基づいて確率モデルを作成するステップと、
　前記確率モデルに基づいて、前記ＲＦＩＤタグの位置を特定するステップとを含む方法
。
【請求項２】
　リーダから前記エキサイタへ作動信号を送信するステップをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　１又は複数のＲＦＩＤタグの位置を特定するための無線自動識別（ＲＦＩＤ）システム
であって、
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　複数のアンテナを有する少なくとも１つのマルチポートのエキサイタであって、前記複
数のアンテナのうちの少なくとも２つのアンテナを介して呼出信号を選択的に送信するよ
うに構成され、かつ前記ＲＦＩＤタグから、前記複数のアンテナのうちの少なくとも２つ
のアンテナとは異なる、前記複数のアンテナのうちの１つのアンテナを介して、受信情報
信号を選択的に受信するように構成される、エキサイタと、
　前記少なくとも１つのエキサイタと通信し、前記少なくとも１つのマルチポートのエキ
サイタを起動させるように構成される個別のリーダとを含み、
　前記リーダは、前記ＲＦＩＤタグから情報信号を受信するように構成される少なくとも
１つのアンテナを含み、前記リーダは、受信された前記情報信号からデータを検出するよ
うに構成され、
　呼出信号を選択的に送信するために用いられる前記複数のアンテナのうちの２つのアン
テナ及び前記情報信号を選択的に受信するために用いられるアンテナは、別々の既知の距
離に配置され、
　前記リーダは、前記複数のアンテナのうちの第１のアンテナを用いて第１の呼出信号を
送信し、前記情報信号を選択的に受信するために用いられる前記アンテナを介して前記Ｒ
ＦＩＤタグから前記情報信号を受信し、前記複数のアンテナのうちの第２のアンテナを用
いて少なくとも第２の呼出信号を送信し、前記情報信号を選択的に受信するために用いら
れる前記アンテナを介して前記ＲＦＩＤタグから前記情報信号を受信する前記エキサイタ
を制御するように構成され、
　前記リーダは、複数の読み取り点を作成するための処理を繰り返し、前記エキサイタの
励振中に前記ＲＦＩＤタグが読み取られうる回数に対する前記ＲＦＩＤタグが読み取られ
た回数の比である読み取り率を求め、位相差及び前記読み取り率に基づいて確率モデルを
作成し、前記確率モデルに基づいて、前記ＲＦＩＤタグの位置を特定するように構成され
る、
システム。
【請求項４】
　前記複数のアンテナは、均一なパターンで配置される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数のアンテナは、互いに等距離に配置される、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記複数のアンテナは、前記少なくとも１つのマルチポートのエキサイタの周囲に配置
され、前記複数のアンテナそれぞれの位置は、互いに異なっている、請求項３に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　マルチポートの前記エキサイタは、基準信号を前記受信情報信号と混合するためにキャ
リア周波数を用いる、請求項３に記載のシステム。
【請求項８】
　前記基準信号は、パイロット信号及びプリアンブル信号である、請求項７に記載のシス
テム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００８年４月１４日に出願の米国仮特許出願第６１／１２４，２９４号、及
び２００８年４月１４日に出願の米国仮特許出願第６１／０４４，９０４号の利益を主張
するものであり、これら特許の開示は、本明細書にすべて記載されたのと同様に、参照に
より本明細書に援用するものとする。
【背景技術】
【０００２】
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　本願は、受動（パッシブ）又は能動（アクティブ）センサの位置の推定及び追跡に関し
、特に、フェーズド・アレイ・アンテナ・システム及び無線自動識別（ＲＦＩＤ）システ
ムを使用したセンサ及び／又はＲＦＩＤタグの位置の特定に関する。
【０００３】
　ＲＦＩＤシステムは、通常、リーダ／質問機システムで処理される一組の固定又は可動
ＲＦＩＤタグを従来から含む。各センサは、受動又は能動、すなわち、電池付き又は電池
なしとすることができる。従来のシステムでは、リーダ及びＲＦＩＤタグは、通常、近接
していることが必要であるので、タグはリーダアンテナと近接して動作することができる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＲＦＩＤシステムで利用できる送信距離は限定されているため、自動化された工
場環境及び／又は室内無線環境での使用が限定される。そのようなシステムは、意図した
動作範囲内であっても、干渉及び衝突のために信頼性が低い場合が多い。
【０００５】
　典型的なＲＦＩＤシステムはまた、領域の受信可能範囲を十分なものにするには、多数
のベースステーションが必要とされるので、極端に広い領域を対象とするようには設計さ
れない。これはきわめて高価であり、このため、法外な費用がかかることがある。また、
使用率の高い領域、例えば、ドックドアを選択して受信可能領域を限定することにより、
広い領域を補償すると犠牲が出る。さらに、そのようなシステムは、環境の規模及び空間
の複雑さのために、多くの場合、ＲＦＩＤの位置を正確に特定できない。したがって、当
技術分野における上記の障害及び欠点を解決するＲＦＩＤシステムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、ＲＦＩＤタグ／センサの位置は、単一及び複数の読み取り点の両方を使用
して求められる。
【０００７】
　一実施形態では、１又は複数の無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグの位置を特定する方法は
、エキサイタ（ｅｘｃｉｔｅｒ）により少なくとも１つのＲＦＩＤタグに照射するステッ
プと、照射された少なくとも１つのＲＦＩＤタグから情報信号を複数の受信アンテナによ
り受信するステップと、複数の各受信アンテナで受信した少なくとも１つの被照射ＲＦＩ
Ｄタグからの受信情報信号に対する位相微分を求めるステップと、受信情報信号の求めた
位相微分に基づいて、少なくとも１つのＲＦＩＤタグの位置を特定するステップとを含む
。また、一実施形態では、その方法は、位相微分対周波数微分の比に基づいて、少なくと
も１つのＲＦＩＤの位置を特定することをさらに含む。
【０００８】
　別の実施形態では、１又は複数のＲＦＩＤの位置を特定するための無線自動識別（ＲＦ
ＩＤ）システムは、少なくとも１つのエキサイタ及びリーダを含む。少なくとも１つのエ
キサイタは、複数のアンテナを有し、複数のアンテナのうちの少なくとも２つのアンテナ
を介して呼出信号を選択的に送信し、少なくとも１つのＲＦＩＤタグから、複数のアンテ
ナのうちの少なくとも２つのアンテナとは異なる、複数のアンテナのうちの１つのアンテ
ナを介して、受信情報信号を選択的に受信するように構成される。リーダは、少なくとも
１つのエキサイタと通信し、少なくとも１つのエキサイタを作動させるように構成される
。リーダは、受信した情報信号の位相微分に基づいて、少なくとも１つのＲＦＩＤタグの
位置を特定する。
【０００９】
　さらに別の実施形態によれば、１つ又は複数のＦＲＩＤの位置を特定する無線自動識別
（ＲＦＩＤ）システムは、少なくとも１つのＲＦＩＤタグ、アンテナアレイ、送信機及び
リーダを含む。アンテナアレイは、少なくとも１つのＲＦＩＤタグに照射するように構成
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される。送信機は、アンテナアレイに接続され、アンテナアレイを作動させて、特定の時
間枠及び特定の空間で、少なくとも１つのＲＦＩＤタグに対して繰り返し照射させるよう
に構成される。リーダは、送信機と通信し、少なくとも１つのＲＦＩＤタグに繰り返し照
射することにより受信した情報信号に基づいて、確率モデルを作成するように構成され、
作成した確率モデルを粒子フィルタに適用して、適用した粒子フィルタの結果に基づいて
、少なくとも１つのＲＦＩＤタグの位置を求める。
【００１０】
　さらなる実施形態では、１又は複数の無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグの位置を特定する
方法は、幾何学的特徴を互いに共有するように、少なくとも１つの受信機及び少なくとも
１つの送信機を配置するステップと、少なくとも１つの送信機によって照射された少なく
とも１つのＦＲＩＤタグからの受信情報信号に基づいて、位置特定用測定値を求めるステ
ップと、確率モデル及び求めた位置特定用測定値を利用して、少なくとも１つのＲＦＩＤ
タグの位置を推定するステップとを含む。
【００１１】
　説明した方法及びシステムをより完全に理解するために、ここで、添付の図面に関連し
てなされる以下の説明を参照するが、同じ参照番号は同じ部品を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の様々な態様に係る、エキサイタ呼出空間と同様の２つのリーダ
のためのＴＸ及び受信可能領域を示す分散エキサイタ・アーキテクチャの概念図である。
【図２】図２は、本発明の様々な態様に係る、エキサイタ呼出空間と同様の２つのリーダ
のためのＴＸ及び受信可能領域を示す分散エキサイタ・アーキテクチャの概念図である。
【図３】図３は、本発明の様々な態様に係る、エキサイタ呼出空間と同様の２つのリーダ
のためのＴＸ及び受信可能領域を示す有線接続された（単一の）、分散エキサイタ・アー
キテクチャ・システムの図である。
【図４】図４ＡからＢは、本発明の様々な態様に係る、エキサイタ・レイアウト及び例示
的な周波数プランを説明する図である。
【図５】図５は、本発明の様々な態様に係る、受信した信号から到着角度を推定するため
のアルゴリズムを示す図である。
【図６】図６は、本発明の様々な態様に係る、ＲＦＩＤタグ、干渉源及びリーダ（例えば
、送信及び受信連鎖）を示すリーダシステムのブロック図である。
【図７】図７は、本発明の様々な態様に係る、アンテナアレイ、ＲＦ／ＩＦ、信号処理及
びシンセサイザ・サブシステムを示すリーダのブロック図である。
【図８】図８は、本発明の様々な実施形態に係る、リーダアレイ及び単一励振点トポロジ
ーを説明する図形表現である。
【図９】図９Ａから９Ｃは、本発明の様々な実施形態に係る、ＲＦＩＤタグの位置を求め
るための楕円表現を提供する図形表現である。
【図１０】図１０は、本発明の様々な実施形態に係る、４ポート励振ノードのブロック図
である。
【図１１】図１１は、本発明の様々な実施形態に係る、４ポート励振ノードの詳細なブロ
ック図である。
【図１２】図１２は、本発明の様々な実施形態に係る、リーダの分散アレイ及び単一励振
点トポロジーを説明する図形表現である。
【図１３】図１３ＡからＤは、本発明の様々な実施形態に係る、シャンデリア構成におけ
る４ポート励振ノードを説明する図形表現である。
【図１４】図１４ＡからＤは、本発明の様々な実施形態に係る、オフセット・リニアアレ
イ構成における４ポート励振ノードを説明する図形表現である。
【図１５】図１５ＡからＦは、本発明の様々な実施形態に係る、６つの異なるＲＦＩＤタ
グの位置に対するオフセット・リニアアレイ構成における４ポート励振ノードを説明する
図形表現である。
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【図１６】図１６は、本発明の様々な実施形態に係る、任意の又は不規則な構成において
、一般化された多ポート励振ノード、又はノードのアレイを説明する図形表現である。
【図１７】図１７は、本発明の様々な実施形態に係る、ＲＦＩＤタグの位置を特定する粒
子フィルタ位置処理のフローチャートである。
【図１８】図１８は、本発明の様々な態様に係る、リーダにより行われる位置推定処理の
概要を示すフロー図である。
【図１９】図１９は、本発明の様々な態様に係る、リーダにより行われる位置推定処理の
概要を示すフロー図である。
【図２０】図２０は、本発明の様々な態様に係る、２次元実装における単純化された４素
子アレイを図解している。
【図２１】図２１は、本発明の様々な態様に係る、ＲＦＩＤタグ及びアンテナを示すＤＯ
Ａ解析のための解析セットアップを図解している。
【図２２】図２２は、本発明の様々な態様に係る、既知の手段を有する２次元ガウス密度
とみなされる呼出空間及び２次元（ｘ，ｙ）ユークリッド空間の分散の図である。
【図２３】図２３は、本発明の様々な態様に係る、マルコフ連鎖仮定を説明する図である
。
【図２４】図２４は、本発明の様々な態様に係る、逐次モンテカルロ法の一般的な形式の
ステップを示すフロー図である。
【図２５】図２５は、本発明の様々な態様に係る、ＲＦＩＤタグ／センサの位置を探索す
るための一般解のステップを示すフロー図である。
【図２６】図２６は、本発明の様々な態様に係る、微分及び遺伝子展開処理のフローチャ
ートである。
【図２７】図２７は、垂直方向にラックを並べた棚に保管された在庫品の自動恒久的な用
途を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照して、１つ又は複数の無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグの位置を特定
するシステム及び方法が説明される。そのシステムは、ＲＦＩＤタグの位置に関する観測
結果を得るために、送信機及び受信機の様々な幾何学的配置を利用する。その観測結果を
、観測されたＲＦＩＤタグの位置の推定値を生成できる任意の各種推定器に供給すること
ができる。
【００１４】
　ＲＦＩＤシステムの送信機及び受信機の幾何学的配置は、システムがＲＦＩＤタグの位
置を推定できる精度に影響を及ぼす。本発明の実施形態に係る様々なアーキテクチャが説
明される。いくつかの実施形態では、１つ又は複数のエキサイタ（ｅｘｃｉｔｅｒ）は、
ＲＦＩＤタグに照射する呼出信号を送信し、反射した信号は、複数の受信機によって受信
される。各受信機は独立した受信機とすることができ、及び／又は単一の受信機システム
、もしくは多ポート・エキサイタ・システムに接続された、独立した受信機アンテナとす
ることができる。いくつかの実施形態では、多ポート・エキサイタ・システムは、エキサ
イタ及び受信機の両方として機能する。アンテナの１つは、呼出信号を送信するように選
択的に構成され、残りのアンテナは、ＲＦＩＤタグで後方散乱した信号を受信するように
構成される。いくつかの実施形態では、多ポート・エキサイタは、ＲＦＩＤタグからのデ
ータを読み取る能力を有さず、単に、ＲＦＩＤタグの位置を特定するのに役立つ観測を行
う能力を有する。
【００１５】
　ＲＦＩＤの後方散乱プロセスの不安定性のために、位置を推定するときに選択される観
測可能量により、得られる推定値の精度が影響を受けることがある。様々な実施形態では
、システムは、被照射ＲＦＩＤタグからの後方散乱信号の位相差を観測する。いくつかの
実施形態では、位相差は、範囲情報をもたらすために様々な送信周波数で観測される。位
相差対周波数差の比は、群遅延とも呼ばれる。多くの実施形態では、システムは、様々な
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エキサイタが様々な呼出空間に照射したのに応答したＲＦＩＤタグの読み取り率を観測す
る。読み取り率は、タグが有した読み取られる機会の数に対する比としての、タグが読み
取られた回数である。きわめて感度の高い受信機を利用するシステムでは、読み取り率は
、ＲＦＩＤからエキサイタまでの距離を示すと考えることができる。そのようなシステム
では、エキサイタによって作動された大多数のタグが読み取られる。したがって、読み取
り率は、送信機によるＲＦＩＤタグの作動率をほぼ示す。
【００１６】
　下記にさらに説明するように、本発明の態様に従い、１又は複数の観測可能量に基づい
て位置を推定するために、様々な技術を使用することができる。システムの複雑さと、所
与の空間にＲＦＩＤタグが多数存在し得ることを考慮すると、ＲＦＩＤタグの位置を統計
学的にモデル化することにより、空間内のそれぞれのＲＦＩＤタグに対する正確な位置を
推定することができる。したがって、様々な実施形態では、ＲＦＩＤタグの多数の観測結
果を使用して、確率分布モデルを作成する。１又は複数のアルゴリズム及び／又はフィル
タを使用して、モデルをさらに精密にし、ＲＦＩＤタグの位置を求める。いくつかの実施
形態では、粒子フィルタを利用して確率分布モデルを作成し、これをさらに精密にする。
他の実施形態では、種々の他の技術を使用して、観測可能量を使用して得られる位置推定
をさらに精密にすることができる。
【００１７】
　（システム・アーキテクチャ）
　所与の空間内のＲＦＩＤタグの位置を特定する能力は、ＲＦＩＤタグに呼出信号を送信
するのに使用されるアンテナと、ＲＦＩＤタグで後方散乱した信号を受信するのに使用さ
れるアンテナとの位置によってほぼ決まる。送信機能と受信機能とが切り離され、独立し
たエキサイタ及び受信機が、それらの機能を実行できる幾何学的配置を含む、様々な幾何
学的配置を本発明の実施形態に従って使用することができる。
【００１８】
　「分散エキサイタ・ネットワークを使用したＲＦＩＤシステム（ＲＦＩＤ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｅｘｃｉｔｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」と題
し、２００７年３月２３日に出願された、同時係属出願中の米国特許出願第１２／０５４
，３３１号明細書では、受動ＲＦＩＤタグを処理する受信及び送信システムを分離するこ
とにより、ＲＦＩＤシステムの性能及び容量が強化され、その特許の開示は、本明細書に
すべて記載されたのと同様に、参照により援用される。この機能性は、ＲＦＩＤタグ／セ
ンサの個体群を、図１～２に示すように、一組の呼出空間（１－１６、１－３２、１－３
８、１－４４、１－４０、１－２８、１－２４、１－４８、１－５４、１－５６）に分解
することにより実現され、エキサイタは、各ターゲット呼出空間（１－１８、１－３４、
１－３６、１－４６、１－４２、１－３０、１－２６、１－５８、１－５２、１－５０）
ごとに置かれている。
【００１９】
　各呼出空間の大きさは、エキサイタからの総放射出力を制御することで調整することが
できる。一方、当然のことながら、ＲＦＩＤシステムの放射出力は、通常、法規によって
制限され、エキサイタの呼出範囲を、例えば、２０～３０フィートに限定する。放射出力
制御は、ＲＦＩＤリーダ（１－２）のエキサイタ出力管理及びゲイン・コントローラ・サ
ブシステム（３－１８、３－３０）を通して行われる。各呼出空間の大きさを調整するの
に加えて、所望のレベルの指向性をもたらすように各エキサイタ送信アンテナのタイプを
選択し、それによって、ターゲット呼出空間に向けたビーム幅を制御することで、システ
ムの全体性能をさらに改善することができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、リーダは、ビームを形成できるフェーズド・アレイ・アンテ
ナを含む。リーダ受信フェーズド・アレイ・アンテナ・ビーム（１－４）は、特定の呼出
空間に集中する（１－１７、１－２１）ように、又は幅広いビーム（１－２０）として形
成することができる。分散エキサイタとも呼ばれる送信アンテナのネットワークは、有線
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（２－２４、２－３０、２－３６、２－１２、２－５６）又は無線接続で制御することが
できる。コントローラからエキサイタへの送信「帰路信号」は、エキサイタ・モジュール
からタグに出力される所望の波形を生成するのに必要な信号特性及びパラメータをすべて
内包する。図１及び図２はまた、ローカル・エリア・ネットワーク（１－１１、２－５０
）を介してリーダに接続されたＲＦＩＤアプリケーション管理及び演算サーバ（１－７、
２－５１）を示している。
【００２１】
　図３は、受信システム（３－２）、受信アンテナアレイ（３－４）、及び、一態様では
、同軸ケーブル（３－１０、３－９、３－１６、３－２２、３－２６）を介してシステム
に接続された分散エキサイタ（３－６、３－１４、３－１８、３－２４、３－３０）を示
す分散エキサイタ／送信機ＲＦＩＤシステムのレイアウトを示している。各エキサイタの
呼出空間及び送信出力は、中央ユニット（３－２）によって制御される。図３では、様々
な大きさのエキサイタ呼出空間（３－８、３－１５、３－２０、３－２３、３－２８）が
示されている。受信アレイの全受信可能領域（３－１１）も示されている。各呼出空間（
３－８、３－１４、３－２０、３－２３、３－２８）は、受信アレイが対応可能なビーム
数に応じて、順次か、又は同時に使用することができる。
【００２２】
　システム（３－２）内のコントローラ（３－３０）は、各エキサイタが作動する時間、
周波数、及び空間の大きさについて計画する。Ｓ／Ｔ／ＦＤＭ（空間、時間、及び周波数
分割多重化）用のスケジューラは、ターゲット呼出空間内のすべてのタグを読み取る確率
を最大限にするために、最適化アルゴリズムを利用する。コントローラは、エキサイタご
との周波数チャネルの使用の予定を決めるのに、（規制上の要件を満たしながら）周波数
ホッピングを利用することができる。図４Ａ及び４Ｂは、エキサイタ・レイアウト（４－
６）の例と、割り当てられた周波数チャネル（４－８）を示す時系列（４－４）とを示し
ている。時系列（４－４）は、９００ＭＨｚのＩＳＭ帯域（４－１０）で周波数ホッピン
グしたチャネライゼーションを示している。各時系列で、異なるホッピング・シーケンス
により、各作動中のエキサイタ（４－８）に対して、異なる、一連のランダム周波数が割
り当てられる。図１４に載せたアルゴリズムは、この動作を管理し、最適化する。スケジ
ュールに従って様々なエキサイタが作動され、ＲＦＩＤシステムは、ＲＦＩＤタグに関す
る観測結果を収集することができる。多くの実施形態では、スケジュールは、観測結果の
収集中に、多数のエキサイタによる干渉を防止する重要な役割を果たす。さらに下記に説
明するように、スケジュールで様々な励振周波数を利用できることで、ＲＦＩＤシステム
が、様々なＲＦＩＤタグの群遅延に関する観測結果を収集できるようになる。
【００２３】
　再度図１を参照すると、無線エキサイタ・レイアウト及び展開システムが示されている
。図示した実施形態では、２つのＲＦＩＤシステム（１－２、１－１４）が設けられてい
る。各システムは、独立した受信機（１－４、１－１２）及び送信アンテナ（１－６、１
－１３）を有する。送信アンテナは、送信リンクをエキサイタに放射し、一方、受信アン
テナは、各エキサイタの呼出空間内のタグから信号を受信する。一態様では、送信リンク
は、エキサイタ識別（ＩＤ）番号、コマンド、制御及び管理の各情報等の追加情報を搬送
する。図は、２つのシステムの受信可能領域（１－２２、１－２０）を示している。図に
記載したように、システムは、受信呼出空間（１－２４、１－４８、１－２８、１－４０
、１－５４、１－５６、１－４４、１－１６、１－３２、１－３８）に対応している。受
信可能領域（１－２２、１－２０）間の重なった領域は、受信アレイのビーム形成と、エ
キサイタ動作の周波数又は時間との共同作用により管理される。２つのシステムは、図２
の有線エキサイタ・システムと同様な方法でＬＡＮ（１－３、１－８、１－９）に接続さ
れ、無線エキサイタ管理サーバ（１－７）は、ＬＡＮによって２つのシステム（１－２、
１－１４）と接続し、エキサイタの制御、命令、連係及び校正、さらには、呼出空間の最
適化を含む、エキサイタの動作を制御する。
【００２４】



(8) JP 6150455 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

　（ＲＦＩＤタグの呼出）
　センサ又はＦＲＩＤタグは、一定の時間間隔の間に何度でも呼出を受けることができる
。これらの各呼出に対して、アレイに作用を及ぼす信号を組み合わせて、ＲＦＩＤタグに
よって送信された一連の符号を検出するための単一の（ビーム形成された）信号を形成す
ることによって、ＲＦＩＤタグに組み込まれたセンサデータ又は情報を検出することがで
きる。各呼出期間は、帯状のＲＦＩＤタグからの複数の（例えば、ＲＮ１６及びＥＰＣパ
ケットと呼ばれる２つの）パケットで通常構成される。これらのパケット内のペイロード
は通常、一時アドレス（例えば、ＲＮ１６タイプのパケット内の１６ビット乱数）を含み
、確認応答の後、次いで、タグは、その情報内容（例えば、電子製品コード（ＥＰＣ））
を含むパケットを転送することができる。
【００２５】
　各呼出期間中に、様々な周波数で多数のＲＦＩＤタグ呼出信号を送信することができる
。様々な周波数を使用してタグに呼び出すことで、タグのさらなる観測により、受信信号
の位相及び振幅軌跡を経時的に正確にモデル化し、信号の散乱を送信信号の多重反射で特
性化することが可能になる。
【００２６】
　（呼出の使用により、位置の推定が可能になることの総括）
　呼出期間中の処理作業には、それらに限定するものではないが、各アンテナ素子からの
信号と基準信号との間の相対的位相差を評価し、そのような各アンテナ素子ごとの調整し
た位相遅延差に基づいて、各アンテナ素子からＲＦＩＤタグまでの相対範囲を導出するこ
とを含めることができる。次いで、各呼出期間の集合体を、「サンプル空間」を形成する
単一のデータベースとして処理することにより、ＲＦＩＤタグの位置の推定に対処するこ
とができる。複数の周波数で同じＲＦＩＤタグを読み取ることで、「順次測距」による信
号源の範囲（タグから読み取り点までの距離）の推定が可能になることにも留意されたい
。単一のリーダ（読み取り点）だけを使用する用途の場合、リーダシステムは、「三角測
量をする」必要なく、位置を推定することができる。
【００２７】
　信号を処理することには、他の各アンテナ素子からの信号と基準信号との間の調整され
た位相差を導出し、各アンテナ素子で、ＲＦＩＤタグからの受信信号の到着相対方向を導
出することを含めることができる。複数の読み取り点での単一のＲＦＩＤタグからの信号
の到着方向を使用して、ＲＦＩＤタグ位置の推定をさらに改善することができる。これは
、各読み取り点にある各アレイ要素で受信した信号から得られた到着情報の相対方向を組
み合わせることで行うことができる。複数の呼出サイクル及びアレイを使用することによ
り、読み取り点の数量が時間的にそれぞれ多重化されて、タグの位置の推定が全体的にさ
らに改善される。
【００２８】
　複数の読み取り点を用いた反復作業には、タグの位置の確率分布を形成するために、複
数の繰り返しから得られたＲＦＩＤタグ情報を組み合わせ、信号源から各アンテナ素子に
至る信号の到着方向が多経路であることの影響を評価し、これを軽減するために、アルゴ
リズムを適用することを含めることができる。
【００２９】
　図５に示した、システム内で受信信号から到着角度を推定するアルゴリズムは、２００
７年６月２８日に出願された、同時係属出願中の米国特許出願第１１／７７０，７１２号
明細書で対処されており、この特許の開示は、参照により上記に組み込むものとする。そ
の出願では、各アンテナ素子からの受信信号の相対位相及び振幅を使用してＡＯＡ（到着
角度）を推定するのに、タグからの各受信パケットからサンプリングした時間的に離散し
た信号を使用する方法が記載されている。図５に示したアルゴリズムは、アレイ入力（５
－１６）に対してＦＦＴ（５－１４）を行い、続いて、相互スペクトルのマトリクス計算
を行い（５－１２）、分解処理し（５－１０）、ビーム走査応答を計算する（５－８）。
走査応答計算（５－８）には走査ベクトルデータ（５－６）を使用し、この走査ベクトル
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データは、アレイ応答及び校正データベースを使用して生成され、調整される（５－２、
５－７）。ビーム走査応答計算（５－８）は、相互スペクトルマトリクス（５－１２）を
変えることで、様々な方向に対して繰り返される。
【００３０】
　いくつかの難題の中で、アンテナアレイの無線回路で使用される電子部品に起因する実
際上の難題に対処するために、各アンテナ素子を周期的に校正して、各アンテナ素子の相
対位相及び振幅の不平衡と、そのそれぞれの同相及び直角位相成分とをなくす。校正は、
１つ又は複数の試験信号に対して行われ、そのような不平衡を補償するように、各アンテ
ナ素子によって受信される信号の処理を補正することができる。
【００３１】
　一実施形態では、エキサイタの位置が分からない場合か、又はエキサイタの位置が移動
していないことを保証するために、位置推定作業の前か、その作業の中で何度か一連の校
正作業を行って、エキサイタ又はダミーのＲＦＩＤタグの位置を求める。一実施形態では
、エキサイタ又はダミーのＲＦＩＤタグの位置は、「実際の」ＲＦＩＤタグの位置推定と
同様なＲＦＩＤ受信システムによって求められる。
【００３２】
　一実施形態における無線自動識別システムのリーダは、アンテナアレイを使用して設け
られる。送信チャネル（リーダとタグとの間の送信路）では、いくつかの物理アレイにわ
たって送信アンテナアレイを分散させることができる。分散された送信アンテナの場合、
受信アンテナアレイは、分散されたアレイのアンテナ素子によって励振されたタグ信号か
ら衝突エネルギを捕捉することができる。この手法は、空間多重化を使用して、単一のア
ンテナシステムと比べて帯域幅利用を大幅に強化することができる。アンテナアレイは、
複数の周波数帯域に対応することができる。典型的なアレイ要素構成は、開口結合給電式
タイル状パッチアンテナを含む。タイル状の構造は、２次元平面内にマトリクス状に配置
された同一要素を含む。低ノイズ増幅器（ＬＮＡ）は、システムの全体性能を高めるため
に、アンテナ素子自体に埋め込むことができる。
【００３３】
　送信アレイアンテナを使用する場合、ビーム形成を使用して、送信ビームを空間内の所
望の位置に走査することができる。このビーム走査により、応答したタグから受信した信
号間の衝突及び干渉が低減される。様々な送信方法を採用することができ、一例として、
ＲＦＩＤタグへの受信等方性電力を最大化し、一方で、最大電力量及び滞留時間に対する
規約を満たす「空間ホッピング」パターンを放射するために、時間帯ごとに送信ビームフ
ォーマ係数を更新することができる。
【００３４】
　定期的な校正を通じて、ビームフォーマは、（受信路用としてアンテナとアナログ／デ
ジタル変換器（ＡＤＣ）との間にある、及び送信路用としてデジタル／アナログ変換器（
ＤＡＣ）とアンテナとの間にある）前端部のＲＦマイクロ波装置の不整合及び不完全性、
並びに独立した平行アレイ素子路で生じた無線周波数からベースバンドまでの位相及び振
幅の不整合を補償することができる。
【００３５】
　ここで図６を参照すると、本発明の実施形態に係る、パレットに配置された多数の在庫
品上に置かれた一群のＲＦＩＤタグを呼び出すＲＦＩＤリーダが示されている。ＲＦＩＤ
システムは、例示的な干渉体６－１０からの干渉が存在する中で動作している。商品のパ
レット６－１は、ＲＦＩＤ受動タグの付いた多数のケース又は物品を含む。アンテナ６－
６からの送信呼出信号６－４は、パレット６－１に衝突する。各タグによって検出された
信号エネルギに応答して、各タグは、送信呼出信号又はビーム６－４から受け取った電力
を使用して、一連の情報を後方散乱させることができる。この環境では、干渉体６－１０
として図示した人工の又は自然の干渉があり得る。受信アンテナアレイ６－１２は、タグ
からの後方散乱信号にビーム形成を施すので、タグからの受信電力は最大化され、干渉体
６－１０からアンテナ６－６が受け取る電力が最小化される。
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【００３６】
　図７では、アンテナ・アレイ・サブシステム（１７－１）、ＲＦ／ＩＦサブシステム（
１７－２）、及び信号処理サブシステム（１７－３）を含むリーダシステム（例えば、図
６）の機能ブロック図が示されている。また、シンセサイザ・サブシステム（１７－４）
は、クロック周波数及び局部周波数をリーダシステムのＲＦ／ＩＦサブシステムに供給す
る。リーダシステムは、干渉のある中でパレット１－１上のＲＦＩＤタグに呼出をする（
例えば、図１）。
【００３７】
　（アンテナの幾何学的配置）
　ＲＦＩＤシステムは、複数の送信アンテナ及び複数の受信アンテナを含むことができる
。分散エキサイタ・アーキテクチャでは、複数の送信アンテナは、エキサイタのアンテナ
である。下記に説明するように、複数の受信アンテナは、ＲＦＩＤ受信機のアンテナアレ
イ、及び／又は位置を推定する目的で観測を行うために切り換えられる多ポート・エキサ
イタのアンテナとすることができる。ＲＦＩＤタグの位置を推定するために観測結果を収
集する場合、エキサイタに対する及び互いに対する受信アンテナの数量及び位置は、個々
の観測を行うことができる精度に大きく影響を及ぼすことができる。したがって、送信機
及び受信機の幾何学的配置は、特定の位置の推定に精度を要求する用途に必要とされるア
ンテナの数量に影響を及ぼすことができる。
【００３８】
　（リニアアレイ）
　ここで図８～９Ｃを参照すると、単一エキサイタ１８－３及びＲＦＩＤタグ１８－２に
関連するリーダアレイ１８－１が示されている。リーダアレイは、４つの受信点を提供す
る４つのアンテナを含むリニアアレイである。各アンテナは、互いに対してオフセットし
ている。エキサイタは、リーダアレイから特定の距離ｄ１に配置され、さらに、ＲＦＩＤ
タグに対して特定の距離ｄ２に配置されている。ＲＦＩＤタグはまた、リーダアレイに対
して特定の距離ｄ３に配置されている。受信機アレイを使用した観測
【００３９】
　図９Ａ～９Ｃでは、本発明の実施形態に係る、ＲＦＩＤ受信機システムからエキサイタ
までの距離（ｄ１）、エキサイタからＲＦＩＤタグでの距離（ｄ２）、及びＲＦＩＤタグ
からＲＦＩＤ受信機システムに戻る距離（ｄ３）の代用として、群遅延の校正された勾配
を利用するＲＦＩＤタグの位置の観測が示されている。群遅延観測は下記にきわめて詳細
に説明されるが、ここでは、送信アンテナ、ＲＦＩＤタグ及び受信アンテナの間の経路長
の推定値をもたらすものとみなすことができる。楕円は、２つの固定点までの距離の合計
が一定であるような点の平面内の軌跡である。正確に言うと、上記は、リーダとエキサイ
タとの間の距離が既知であり（ｄ１）、距離の合計ｄ２＋ｄ３が既知である場合である。
校正によって、我々は（星で記した）リーダと（ダイヤモンドで記した）エキサイタとの
間の時間（距離）を求めることができる。我々は、時間の合計ｄ１＋ｄ２＋ｄ３を求める
こともできる。これら２つの距離測定（ｄ１及びｄ１＋ｄ２＋ｄ３）を合わせると、タグ
は楕円１８－４上のいずれかの位置になければならないと分かる。なお、２＊ｄ１＝ｄ１
＋ｄ２＋ｄ３となって縮退する場合がある。これは、タグが、リーダとエキサイタとの間
の線分上のどこかにあることを示し、正確には、この場合、そのどこかは求めることがで
きない（説明するように、別のエキサイタがこの事例を解決する）。楕円の１つの焦点（
この場合はリーダ）から出た線と楕円上の位置との交点の位置を求める式を導出すること
ができる。
【００４０】
　図９Ｂでは、タグがリーダとエキサイタ１との間の線分上にある場合が示されている。
これは、２ｄ１＝ｄ１＋ｄ２＋ｄ３となった縮退の場合である。この場合に、エキサイタ
１によるあり得るタグ位置の領域は、リーダとエキサイタ１との間の線分である。別のエ
キサイタであるエキサイタ２（１８－４）がタグに照射できる場合、この事例は、焦点で
あるリーダ及びエキサイタ２の位置から予測される楕円（１８－５）と、エキサイタ２及
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びタグからの距離である距離ｄ２２とリーダからエキサイタ２までの距離である距離ｄ３
２とを合わせたものとの間の交点を見つけることで解決することができる。当然のことな
がら、この場合に、到着角度（ＡＯＡ）情報は、タグ位置を求めるのに必要とされない。
しかし、この角度は、前述の処理によりさらなる測定値として使用することができる。
【００４１】
　図９Ｃでは、エキサイタ１及びエキサイタ２による２つの非縮退位置予測が示されてい
る。リーダから各受信エキサイタまでの距離である距離ｄ１１及び距離ｄ１２はともに、
校正作業によって求めることができる。距離ｄ２１＋ｄ３１及び距離ｄ２２＋ｄ３２は、
それぞれ左及び右の楕円を規定する。角度φ１、φ２から、リーダを出た線分が予測され
、この線分と各楕円との交点はタグ位置を示す。示した角度φ１、φ２は、同じに見える
。しかし、各角度は、それぞれエキサイタ１、２からの励振によって対象タグを読み取っ
た結果得られた、独立した観測結果である。
【００４２】
　（多ポート・エキサイタの幾何学的配置）
　エキサイタが分散したアーキテクチャは、ＲＦＩＤシステム内で送信機能と受信機能を
切り離し、エキサイタは、送信機能を行う役目を担う。このようにシステムを切り離す利
点は、低価格なエキサイタを使用し、これを従来のＲＦＩＤ受信機システムよりも多くの
位置に配置できることにあり、複数の位置にＲＦＩＤ受信機を設けた場合、通常ではコス
トが高くなりすぎる。いくつかの実施形態では、エキサイタは複数のポートを有するので
、単一のエキサイタが、複数のアンテナ（すなわち、ポート）を使用して、ＲＦＩＤタグ
を作動させることができる。多くの実施形態では、多ポート・エキサイタは、一部のアン
テナを切り換えて、ＲＦＩＤタグで後方散乱した信号を受信することができる。このよう
にアンテナの機能を切り換えることで、多ポート・エキサイタが、ＲＦＩＤタグで後方散
乱した信号の観測結果を収集することが可能になる。エキサイタは、ＲＦＩＤ受信機で利
用される複雑な復号回路の必要なしに、これらの観測を行うことができる。多ポート・エ
キサイタがＲＦＩＤタグに関する観測結果を収集するのを可能にすることで、位置推定で
使用するための情報を収集するのに利用できる、ＲＦＩＤシステム内の受信アンテナの数
量が大幅に増える。さらに、多ポート・エキサイタのアンテナは通常、ＲＦＩＤ受信機の
直線アレイ内のアンテナよりも互いから離れて分散される。ＲＦＩＤタグに関する観測結
果を収集できる多ポート・エキサイタと、多ポート・エキサイタのアンテナの位置の様々
な幾何学的配置とが以下にさらに説明される。
【００４３】
　ここで図１０を参照すると、図１０は、本発明の様々な実施形態に係る、４つのポート
（４ポート・エキサイタ）を有する多ポート・エキサイタ又は励振ノード（ｅＮｏｄｅ）
のブロック図を示している。以下の説明の多くは、４つのポートを含む多ポート・エキサ
イタに関するが、本発明の実施形態によれば、任意の数量のポートを含む多ポート・エキ
サイタを利用することができる。４ポート・エキサイタは、１つ又は複数のアンテナ１９
－２を選択するための切替回路１９－１を含む。アンテナの選択は、関連する送信回路１
９－４又は受信回路１９－５を利用して、プロセッサ１９－３によって制御される。送信
回路は、ＲＦＩＤ付近への、呼出及び校正信号等のすべての出力通信を扱う。受信回路は
、呼び出されたＲＦＩＤからの応答データ等のすべての入力通信を扱う。受信回路は、切
替回路を通じて、入力信号の受信用アンテナの１つを選択する。同様に、送信回路は、切
替回路を通じて、出力信号の送信用アンテナの１つを選択する。ほとんどの場合、送信用
に複数のアンテナが選択されて、最も多くのＲＦＩＤの近くに到達するための、また、本
願全体にわたって説明しているように、ＲＦＩＤの位置を素早くかつ正確に求めるための
最大呼出範囲を保証する。
【００４４】
　図１１は、本発明の様々な実施形態に係る、多ポート・エキサイタ又は励振ノード（ｅ
Ｎｏｄｅ）の詳細ブロック図を示している。励振ノードは、ＲＦＩＤからのデータを送受
信するアンテナアレイを含む。アンテナアレイは、複数のアンテナ素子７－１～７－４を
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含む。各アンテナ素子は、スイッチ（７－５）によって、アンテナ素子の１つ又は複数が
送信し、残りのアンテナ素子が受信するように構成される。したがって、アンテナ素子７
－１を介して受信した信号は、増幅器７－１０に供給される。受信経路信号は、こうして
増幅され（７－１０）、帯域通過フィルタで処理され（７－１４）、局部発振器（７－６
０）から供給されたベースバンド信号に直接混合される（７－２０）。ベースバンド信号
に受信した信号を混合するのに使用される搬送周波数は、送信側のＲＦに混合するのに使
用される周波数（７－６２）と同じである。次いで、受信ベースバンド信号は、ローパス
フィルタで処理され（７－２４）、増幅される（７－２８）。信号は、受信機信号処理回
路によってサンプリングされ、抽出位相と関連付けられ、復調され、復号される（７－７
０）。コマンド及び制御メッセージ（ＲＦＩＤタグ関連データではない）は、制御回路に
よって復号される（７－７４）。復号したコマンド及び制御メッセージに基づいて、プロ
セッサ（７－８０）は、送信出力レベル校正（７－８６）及び他の保守特性を制御する命
令を出す。受信したＲＦＩＤデータは、異なるＲＦＩＤプロトコルの態様を満たすために
、データエンコーダ及び変調器（７－３１）に送られる。送信用のパケットは、アップコ
ンバートされ（７－３２）、帯域通過フィルタで処理され（７－３６）、可変減衰され（
７－４２）、増幅される（７－４４）。最後の帯域通過フィルタは、複数の（この場合は
４つの）使用可能なアンテナの１つを通じて放射する前に、帯域外の放射要求が適用され
る（７－５２）のを保証する。一実施形態では、同軸ケーブルが、周波数基準、ＤＣ電力
及びコマンド制御を供給する。この実施形態では、局部発信器ブロック（７－６２）は、
同軸ケーブルで供給された周波数基準をスペクトル的に純化するフィルタと置き換えられ
る。
【００４５】
　ここで図１２を参照すると、多ポート・エキサイタのアンテナが、読み取り点２０－１
、２０－２、２０－３で位相同期されたリーダの分散されたアレイ、及び単一のエキサイ
タ２０－５として構成されて示されている。分散されたアレイ内のＲＦＩＤタグ２０－４
の配置も示されている。多ポート・エキサイタは、ＲＦＩＤタグで後方散乱した信号を、
読み取り点２０－１、２０－２、２０－３に配置されたアンテナにより複数のポートで受
信し、単一ポートを使用して、励振アンテナ２０－５から呼出信号を送信するように構成
されている。各読み取り点は、励振ノードから既知の距離にある。例えば、読み取り点１
、２、３は、励振ノードに対して、それぞれ特定の距離ｄ１１、ｄ２１、ｄ３１だけ離間
している。また、ＲＦＩＤタグの各読み取り点１、２、３に対するそれぞれの距離ｄ１３
、ｄ２３、ｄ３３は、ＲＦＩＤタグの励振点に対する距離ｄ２２と同様に求めることがで
きる（下記の群遅延の説明を参照のこと）。したがって、多ポート・エキサイタは、既知
の読み取り点及び励振点の位置と共に、距離の合計ｄ１２＋ｄ１３、ｄ２２＋ｄ２３、ｄ
３２＋ｄ３３を利用して楕円を求めて、ＲＦＩＤ位置に関する観測結果を収集することが
できる。到着情報のうちの角度は、ＲＦＩＤタグの位置を特定するのに利用されない、す
なわち必要でない。
【００４６】
　ここで図１３～１６を参照すると、例示的な励振ノード又はｅＮｏｄｅ構成が示されて
いる。例えば、図１３Ａ～１３Ｄでは、「シャンデリア」として構成された「４ポート」
ｅＮｏｄｅによって得られたＲＦＩＤタグの観測結果と、エキサイタとして機能する様々
なポートとが示されている。シャンデリア構成では、各アンテナ素子は、互いから等距離
に設定され、正方形形状に設定される。４ポートｅＮｏｄｅは、局部発振器を使用して又
は外部基準によって、送信点と受信点との間の位相同期を維持する。図は上から見たもの
であり、４つのポートのうちの３つ（図１３Ａの２１－１、２１－２、及び２１－３）が
受信し、１つ（図１３Ａの２１－５）が送信するように設定されたｅＮｏｄｅを示してい
る。対象タグは、正方形（２１－４）で示されている。各図において、３つの楕円が表示
されている。各楕円は、１つの焦点として送信アンテナを共有し、もう１つの焦点として
異なる受信アンテナを有する。３つの楕円の交点は、タグ位置の観測結果とみなすことが
できる。この交点がただ１つでない場合（ここには図示せず）、アンテナがタグを励振し
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た情報を使用して、最も可能性の高い３方交点を特定することができる。一実施形態では
、受信したタグ信号の位相は、プリアンブル・シーケンスとの相関から求められる。その
ような手法は、「ＲＦＩＤビーム形成システム（ＲＦＩＤ　Ｂｅａｍ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）」と題して２００７年６月２８日に出願された米国特許出願第１１／７７
０，７１２号明細書に記載されており、この特許の開示は、本明細書にすべて記載したの
と同様に、参照により本明細書に援用するものとする。
【００４７】
　位置推定の観測を行うことができる場合の信頼度は、システム内のノイズに依存する。
上記に概説した態様で観測結果を楕円の交点とする場合、観測結果の信頼度は、楕円が交
差する点でそれらがほぼ平行になる程度によって評価することができる（例えば、図３Ｄ
を参照のこと）。楕円がほぼ平行である場合、位相ノイズのわずかな変動で、観測された
ＲＦＩＤタグの位置が大きくオフセットすることがある。下記に説明するように、多ポー
ト・エキサイタのアンテナの数量及び位置により、エキサイタを使用して行う位置観測の
信頼度を大幅に高めることができる。
【００４８】
　図１４Ａ～１４Ｄでは、４ポートｅＮｏｄｅが「オフセットした直線アレイ」として構
成されている。オフセットした直線アレイ構成では、アンテナ素子対が直線的に整列し、
互いから等しく離れている。また、第１の対は、第２の対から設定した距離だけオフセッ
トしている。オフセットした構成は、ＲＦＩＤタグからの後方散乱信号により、ＲＦＩＤ
のあり得る位置がただ１つだけである位置観測が可能になる領域の総パーセントを増やす
のに使用される。図示するように、３つの楕円は、ｅＮｏｄｅの４つのポートのそれぞれ
に対して配置され、楕円の交点はタグ位置を特定する。以下にさらに説明するように、３
つの楕円からなる４組の観測結果のそれぞれは、粒子フィルタプロセスに送ることができ
、タグの位置を特定するのに任意の１つの結果で十分である。
【００４９】
　図１５Ａ～１５Ｆは、オフセットした直線アレイとして構成された４ポートｅＮｏｄｅ
の別の例を提示し、１つ又は複数のＲＦＩＤタグの位置を特定するあり得る範囲を示して
いる。この応用例のリーダを簡単にするために、アレイは単一の送信機構成で示されてお
り、３つの楕円が描かれ、それらの交点が６つの異なるＲＦＩＤタグの位置を特定する。
【００５０】
　図１６は、「不規則な」アレイを使用してＲＦＩＤタグの位置を特定する例を示してい
る。このような構成では、アンテナ素子は疑似ランダムパターンに設定される。図示した
例では、６つの総受信パッチ（２１－１、２１－２、２１－３、２１－６、２１－７、２
１－８）と１つの送信パッチ（２１－５）を使用して、ＲＦＩＤタグ（２１－４）の位置
を特定する。群遅延に基づいて位置を解明するために、任意のアレイ構成を使用すること
もできる。
【００５１】
　（位置推定で使用される観測可能量）
　ＲＦＩＤタグからの後方散乱信号は、位置推定で使用できる様々な観測可能量をもたら
す。送信及び受信アンテナの幾何学的配置に関する、上記に説明した距離の代用として使
用される観測可能量は、群遅延の校正された勾配である。群遅延とは、様々な周波数で観
測された位相差をいう。本発明の実施形態による、位置推定に群遅延を使用できる態様が
以下に説明される。いくつかの実施形態では、読み取り率の観測が位置推定で使用される
。ＲＦＩＤタグの読み取り率は、通常、ＲＦＩＤタグが読み取られた機会数に対する比と
しての、ＲＦＩＤタグが読み取られた回数として説明できる。位置推定に利用できる他の
観測可能量には、限定するものではないが、位相、位相定数の大きさ、読み取り率、搬送
周波数、励振ノードインデックス（ｉｎｄｅｘ）、及び受信アンテナインデックスがある
。
【００５２】
　（観測可能量としての群遅延）
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　図１８には、位置推定処理の一態様を説明するフローチャートが示されている。リーダ
が起動信号を所定のエキサイタに送信した（８－１）ときに処理が始まる。エキサイタは
、エキサイタの送信場内のＲＦＩＤタグに照射する（呼出信号を送る）（８－２）。ＲＦ
ＩＤタグは、情報信号を送ることで応答し（８－３）、リーダがその信号の群遅延を求め
る（８－４）。ＲＦＩＤ受信機システムは、ＲＦＩＤタグに情報信号の周波数のみが異な
る応答をさせ、システムは、様々な情報信号間の位相差を求める。位相差対周波数差の比
率（すなわち、群遅延）を使用して、リーダはＲＦＩＤタグまでの距離を求める。一実施
形態では、リーダはまた、総往復時間を求める（８－５）。下記に説明するように、群遅
延を使用してＲＦＩＤタグまでの距離を求めることができる。なお、この処理全体にわた
り、各システムに送られる信号は、周波数及び位相をロックされる。
【００５３】
　エキサイタのリーダからの位置が既知であれば、リーダでの受信したタグ信号の位相を
測定する。異なるトーン周波数を使用する場合、異なる相対位相を測定する。往復遅延に
よる、２つの異なる周波数での２つのトーンの測定した相対位相差は、次式によって周波
数差に関連付けられる（エキサイタはリーダと一緒に配置されるとする）。
【数１】

　上式で、Δφは相対位相差であり、Δｆは周波数差であり、ｄは距離であり、ｃは光の
速度である。トーン周波数ｆ１での位相θ１は、２ｍπの多義性（ａｍｂｉｇｕｉｔｙ）
で測定することができる。同様に、トーン周波数ｆ２での位相は、２ｎπの多義性で測定
することができる。位相差が２π未満でありさえすれば、２πを法とした測定値の位相差
を使用して、Δｆを所与として範囲ｄを求めることができる。これは、Δφが２π未満で
ある限り真である。なお、予測される動作範囲を考慮して、適切な周波数分離を選択する
ことで、条件を満たすことができる。２次元例の場合、範囲ｄ及び方位角θから、タグ位
置を求めることができる。当業者ならば、３次元への拡張が実現可能であり、企図されて
いると分かるであろう。エキサイタがリーダと一緒に配置されておらず、タグまでの距離
がｄ１の場合、以下の式となる。

【数２】

【００５４】
　（観測可能量としての到着角度（ＡＯＡ））
　直線アンテナアレイといった特別な事例を含むシステムでは、複数の直線アレイからの
到着角度（ＡＯＡ）の観測結果を使用して、ＲＦＩＤタグを三角測量することができる。
さらに、単一の直線アレイからの、様々な周波数での複数の観測結果を使用して、ＲＦＩ
Ｄタグを三角測量することができる。
【００５５】
　ＡＯＡを使用して位置を観測する技術の一例は、空間平滑化を有する多重信号分類（Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　（ＭＵＳＩＣ））アル
ゴリズムとして公知の技術群を基本とする。特に、表記を簡略化するために、我々は、順
方向及び逆方向フィルタを備えたＭＵＳＩＣアルゴリズムを使用して、４要素直線アレイ
に適用される技術を検討する。当業者ならば、アルゴリズムの任意のアレイへの拡張が実
現可能であり、企図されていると分かるであろう。
【００５６】
　それぞれが一定の距離、すなわち、λ／２だけ離れたＭ要素直線アレイのｉ番目の要素
によって受信された信号ｒｉ（ｔ）は次の式で与えられる。
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　上式で、ａｋはｋ番目の多経路信号の振幅であり、ｓ１（ｔ）は所望の信号であり、ｓ

ｋ（ｔ）（ｋ＝２，３，…，Ｎ）は多経路受信信号であり、θｋはｋ番目の信号用のアン
テナ照準に対するＡＯＡの角度であり、ｎ（ｔ）は、付加ノイズ又は干渉である。同相及
び直角位相成分、すなわち、Ｉｎ及びＱｎは、受信した信号ｒｉ（ｔ）の実数部及び虚数
部を表す。ベクトル表記では以下となる。

【数４】

　上式で、θはアンテナ照準に対するＡＯＡである。信号ｓ（ｔ）は所望の信号及び（Ｎ
－１）多経路信号を含む。
【００５７】
　ここで図２１を参照すると、複数のＡＯＡ測定を通じたＲＦＩＤタグ１０－１の位置の
特定が示されている。この２次元図において、２つのアレイアンテナ１０－２、１０－３
の位置が既知の場合に、２つのＡＯＡ測定からタグ位置を求めることができる。特に、タ
グの位置（ｘ，ｙ）は次式から求めることができる。
【数５】

【００５８】
　ここで図２０を参照すると、ＲＦＩＤタグの位置を特定するその能力の点から、近距離
場モードで作動するアレイアンテナＲＦＩＤシステムの一態様が示されている。簡略化し
た４要素アレイが、システムによって実施されるＲＦＩＤタグ位置特定の一例として２次
元図で示されている。当業者ならば、２次元から３次元の任意のアレイへの拡張が実現可
能であり、企図されていると分かるであろう。ＲＦＩＤタグ位置特定技術は、特定の要素
９－３と基準要素９－２との間の、到着信号又はプリアンブル信号の位相差９－１を測定
することを基本とする。位相差９－１は、ＲＦＩＤタグと２つのアレイ要素９－２、９－
３との間の経路９－４、９－５の範囲差（ｒ２°－ｒ１°）に比例する。特に、範囲差は
以下の式で与えられる。
【数６】

　上式でｆは、ＲＦＩＤタグの搬送周波数である。ｘ１、ｘ２、ｘ３、ｘ４及び範囲差（
ｒ２－ｒ１）、（ｒ３－ｒ１）、（ｒ４－ｒ１）から一義的に求めることができるＲＦＩ
Ｄタグの位置は、アレイ要素の既知の位置（ｘｉ，ｙｉ）及び測定した範囲差から、非常
に効率的なアルゴリズムによって計算することができる。
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【数７】

　ｙｉ＝０としても、一般性を失わない。この解は、範囲差を規定する双曲線の交点を見
つけることに合わせて重みづけした線形最小二乗（ＬＳ）解に基づく。解の精度は、クラ
メールラオ限界（Ｃｒａｍｅｒ－Ｒａｏ　Ｂｏｕｎｄ、ＣＲＢ）によって予測されるもの
に近づく。
【００５９】
　（観測可能量としての読み取り率）
　読み取り率は、エキサイタの励振中に、ＲＦＩＤタグが読み取られる可能性があった回
数に対する、ＲＦＴＤタグが読み取られた回数の比である。分散したエキサイタ・アーキ
テクチャを利用するシステムは、非常に高い受信感度を有することができるので、タグ読
み取り率に影響及ぼす主要因は、送信機とタグとの間の経路損失である。したがって、読
み取り率は、エキサイタに対するタグの位置と相関があると予測される。例えば、仮説領
域Ｘａがエキサイタｅ１、ｅ２から等距離に配置されたとすると、その場合に、仮説領域
内に配置されたＲＦＩＤタグに対するそのそれぞれの読み取り率ＲＲｅ１、ＲＲｅ２は、
等しいと予測される。読み取り率を求める場合、衝突がデータに影響を及ぼすことがある
。通常、衝突を避けることと、衝突を回避するために設けられるスロット数が、システム
の性能に大きく影響するほど多くならないようにすることとの間でバランスが取られる。
【００６０】
　励振回線マージンを使用して、タグが在庫領域ｘａ内に配置された場合に、タグが所与
の回数パーセント（読み取り率）で読み取られる可能性を表す確率質量関数（ｐｍｆ）を
作成する。読み取り率は、特定の時間間隔であり、同じ持続時間で達成する可能性のある
総可能読み取り回数でこの量を除することである。読み取り率（ＲＲ）は、表記ＲＲｅを
使用してエキサイタ（ｅｊ）を添字として表される。前述の定義に基づいて、ガウスの確
率質量関数上の点として確率を特定することが可能である。
【数８】

　上式で、μ及びσは、励振電力、エキサイタから仮説領域への角度、エキサイタから仮
説領域までの距離、エキサイタ放射パンターン及びタグ放射パターンに応じて求められる
。なお、所与の位置でのＲＦＩＤタグを読み取る確率を求める前に、所与のエキサイタｅ
に関連するすべての確率が次式のように正規化される。

【数９】

【００６１】
　下記にさらに説明するように、様々な推定器を利用して、仮説領域の位置を求め、様々
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な仮説領域内の観測可能なＲＦＩＤタグの位置推定値を得ることができる。
【００６２】
　（観測可能量を使用した位置推定）
　ここで図１９を参照すると、図１８に示した作業が繰り返されている（８－７）。作業
を繰り返すことにより、複数の読み取り点が生成される。これらの複数の読み取り、ひい
ては、ＲＦＩＤタグの情報又は距離推定値を利用して、確率分布モデルが形成される（８
－８）。ＲＦＩＤタグの位置推定値を求めるために、アルゴリズムを選択し、これを適用
することができる（８－９）。さらに、信頼レベル及び精度係数（ａｃｃｕｒａｃｙ　ｆ
ａｃｔｏｒ）を求めることができる。アルゴリズムを適用した結果として、例えば、信号
源から各アンテナ素子への信号の到着方向等の多経路の影響が明らかにされ、緩和される
。様々な推定器が以下に説明される。
【００６３】
　（観測可能量から位置を特定するのに使用される推定器）
　ＲＦＩＤタグ位置を観測する際のノイズの影響は、推定器を使用して限定することがで
きる。上記に概説した、任意の観測可能量を使用してＲＦＩＤタグ位置を推定するのに使
用できるいくつかの異なる推定器が以下に説明される。
【００６４】
　（粒子フィルタを基本とした推定器）
　図１８に示す一実施形態では、位相、位相定数の大きさ、読み取り率、搬送周波数、励
振ノードインデックス、受信パッチ・アンテナ・インデックス位相、及び／又は（観測可
能量に関して前述の文で説明した）所与のタグ読み取りに関連する他の観測可能量が、粒
子フィルタ（２５－４）として公知のモンテカルロ仮説検定アルゴリズムに通される。一
般化した３次元確率分布関数は連続的であり、そのため、複雑性が技術的に無限であるの
で、この分布の有限圧縮した記述が見出された。カルマンフィルタは、この一般分布の２
次モーメント記述のみを提供する。無香（ｕｎｓｃｅｎｔｅｄ）カルマンフィルタは、３
次モーメントの複雑性に対して良好である。格子点仮説を考慮することも可能であり、一
組の仮説が状態領域全体に及ばないようにし、より高い点密度に拡張することができる。
しかし、これらは、局部尤度を表現するのに必要とされる仮説数がきわめて浪費的になる
ことがある。
【００６５】
　粒子フィルタは、不均一な時間適応格子を使用する推定への適応的仮説手法である。状
態空間の検定仮説を表す粒子は、前の状態分布に基づいて生成される。各観測に対して、
所与の粒子が生成する尤度（状態可能性）でその観測が評価される。尤度の高い粒子は複
製され、尤度の低い粒子は削除される。最後に、複製された粒子は、遺伝子突然変異又は
焼き鈍しと同様に、状態空間内でわずかな量だけランダムに移動される。
【００６６】
　この位置推定問題の場合、粒子は（ｘ，ｙ，ｚ）位置に対応し、オプションで
【数１０】

速度に対応する。粒子フィルタ処理は、初期化プロセスとそれぞれ新たな測定で使用する
反復プロセスセットとに分割することができる。最初の測定分布か、又は他の前の状態を
使用して、シード粒子雲（ｓｅｅｄ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｃｌｏｕｄ）を生成する。状態
が有限範囲にわたって一様な分布の場合、これらの初期粒子は、格子から選択することが
できる。しかし、通常では、前の分布はより複雑であり、ランダム状態値が選択されて粒
子セットがまかれる。
【００６７】
　時間更新プロセス（２５－５）は、新たな観測（２５－３）がシステムに入力されるた
びに行われる。これは、粒子状態と、最後の更新からある程度の時間が経過しているとい
う事実による動的不確定性との伝播に相当する。このステップは物理的プロセスによって
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進められ、決定論的であり、確率論的である。最後の更新からある程度時間量が経過した
ことを考慮すると、各粒子の現在の位置及び速度に対してある種の不確定性がある。各粒
子を新たな位置及び新たな速度にランダムに移動させる。この処理に使用される分布は、
環境及び粒子の現在の状態によって決まる。一例として、フォークリフト上を移動するタ
グの位置を推定したい場合、新たな速度は、各方向に１Ｇ以下の加速度で得ることができ
る速度に限定される。フォークリフトが有することができる速度の最大絶対値もある。時
間更新プロセスは、原則的に正則化ステップから独立しているが、時間更新及び正則化は
共に状態粒子にノイズを加えることから、実装に従う。
【００６８】
　次に、測定更新（２５－６）プロセスが、新たな測定に基づいて、各粒子に対応する尤
度を計算する。得られた尤度は、ｅＮｏｄｅからタグまでとタグからアンテナ素子までと
の距離間での予測された位相を所与として、各観測（例えば、位相ベクトル又は読み取り
率の測定値）が対応する尤度から生成される。これらの確率は、一実施形態では、ガウス
分布で評価することができ、このガウス分布は、観測が行われたときのアンテナの受信電
力に依存し、さらに、推定した校正係数に関連する信頼性に依存する標準偏差を使用する
。校正係数は、波の伝播に相当しない任意の影響を除去するために、各タグ読み取り測定
で使用される。一実施形態では、励振点と受信パッチとの間の距離が公知の場合、各周波
数の余分な位相回転を、「裏ルート（ｂａｃｋｃｈａｎｎｅｌ）の」波形又は励振点と一
緒に配置された基準タグを使用した観測位相と比較して除去することができる（２５－１
０）。各周波数において除去した余分な回転量は記録され、（電気的遅延等の）無線伝播
に起因しない位相回転効果を補償するために、次の受信タグ測定位相データから「取り消
される」。
【００６９】
　再サンプリングプロセス（２５－７）は、粒子の尤度に基づく粒子の除去／複製を担う
。これは、粒子の尤度によって生成される累積分布を取り出し、これを使用して新たな粒
子を生成することによりなされる。粒子の尤度が高いほどその粒子がより多く複製される
。粒子のクローンは、同じ位置及び速度を有する（言い換えると、それらは現時点で正確
なクローンであり、次のステップ（正則化）では、注意深く選択された変化が加えられる
）。
【００７０】
　粒子フィルタプロセスの最後のステップである正則化（２５－８）は、測定尤度につい
ての何らかの記憶の維持に関与する。粒子の以前の確率は、複製及び変更によって保存さ
れる。このように、高水準の粒子は複製される。正則化プロセスは、遺伝子突然変異又は
焼き鈍し法と同様である。その目的は、粒子セット内のギャップを埋めるクローンを変動
させることである。粒子フィルタの公知の問題の１つは、各点が少数の仮説に縮退する可
能性にある。粒子雲が縮退した場合、仮説が少なすぎて将来の測定で検定できない。正則
化プロセスは、そのランダム変動の導入によって、この問題を回避することを担う。
【００７１】
　結果は、最終的に、静的に集合したより高いレイヤに出力される（２５－９）。このレ
イヤで、位置特定解の確率密度を経時的に計算することが可能である。通常、この最終的
なレイヤ統計値の分散測定によって、最終的な解の品質を報告することができる。
【００７２】
　（ベイズ推定器）
　一実施形態では、情報が引き出される、選択されたＲＦＩＤタグ用の信号は、複数のＲ
ＦＩＤタグの他の１つの空間位置に対する、選択されたＲＦＩＤタグの空間位置に基づい
て、複数のＲＦＩＤタグによる信号から選択することができる。すなわち、所与の呼出空
間に対して、図３に示すように、また、一例として、呼出空間３－８が挙げられるように
、タグの特定の個体群のみが照射される。タグの位置を推定する場合、ＡＯＡ、励振ノー
ドの位置及びセンサ又はタグの個体群の既知の位置、多経路伝播環境、測定周波数、並び
にアレイ応答（ビームパターン）等のすべての利用可能な情報に基づいて、ＲＦＩＤタグ
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の位置の確率密度関数をモデル化するのにベイズ法が使用され、測定値及び他の任意の補
助情報が、予測的（ａｐｒｉｏｒｉ）ベイズモデルにさらに導入される。一態様では、シ
ステムは、３次元ユークリッド空間（ｘ，ｙ，ｚの位置、すなわち、高さ、ロール、ヨー
）内の位置を再帰的に推定する。
【００７３】
　各アンテナ素子で測定された（ｊ番目のタグに対する）観測ベクトルＹｊ

ｔは、それぞ
れ実数及び複素数部分を有する、各アンテナ素子ごとの、離散的な複素数値の受信信号サ
ンプルｒｔ、又は等価物として同相及び直角位相成分Ｉｎ、Ｑｎと、呼出空間ごとの、既
知のエキサイタ位置（ｘ、ｙ、ｚ）、ビームフォーマ係数ａ、信号対ノイズ比（ＳＮＲ）
推定、ゲイン設定α、ソフトメトリック（ｓｏｆｔ　ｍｅｔｒｉｃ）、外部情報β（Ｉｎ

、Ｑｎ）、及びパケット（例えば、ＲＮ１６＋ＥＰＣコード）とで構成される。使用され
るモデル測定は時間ｔ、Ｙｊ

ｔの単一ベクトルである。観測されたＬ次元ベクトルＹｊ
ｔ

は、タグ位置の３次元ユークリッド空間をＬ次元観測可能ベクトルに写像する（Ｒ３→Ｒ
Ｌ）ことで得られると仮定する。確率分布Ｐ（ｘｊ

ｔ｜Ｙｊ
ｔ）を推定する様々な手法が

再帰的に実施され、ｘｊ
ｔは、３次元内のｊ番目のタグの位置座標である。この密度の条

件付き期待値（すなわち、平均値Ｅ（ｘ｜Ｙ））は、タグの位置又は等価物が、このシー
ケンスの推定と同形であることに相当する。
【００７４】
　ここで図２２を参照すると、全体空間又はボリューム１２－１に対して、リーダによっ
て作動されたエキサイタは、１２－４で図示したＲＦＩＤ位置推定を作成する。読み取り
が複数回繰り返された場合の、複数のＲＦＩＤの位置推定が、１２－５で図示されている
。円錐のピーク部又は図心により、ＲＦＩＤの位置が特定される。円錐の周囲部分により
、特定された位置の精度又は確度が特定される。例えば、より急峻なピーク１２－５ａは
、ＲＦＩＤタグの非常に正確な位置を提示し、一方、より平坦なピーク１２－５ｂは、Ｒ
ＦＩＤタグのあまり正確でない推定位置を提示する。
【００７５】
　送信機／エキサイタ（１１－２）の位置が既知の場合、タグ位置の推定問題を、１２－
１に示す立方体内のタグの位置を見つけることに変えることができる。仮説検定を利用し
て、各タグの位置に対して、立方体を１２－２に示すようなより小さい立方体に量子化す
ることができ、各位置は球体１２－３として処理される。呼出空間内にあるタグの個体群
の位置に関する確率分布は、２次元（ｘ、ｙ）ユークリッド空間で既知の平均及び分散を
有する２次元ガウス密度とみなすことができる。円に投影された球体も、それぞれ、グラ
フ１２－５に示すように、２次元（ｘ、ｙ）ユークリッド空間で既知の平均及び分散を有
する２次元ガウス密度とみなすことができる。３次元ユークリッド空間の３次元球体１２
－３の場合、（ｘ、ｙ、ｚ）次元の各点は、３次元ガウス密度に対応している。このよう
に、後述する特定の種類のアルゴリズムに対して、そのアルゴリズムを、グラフ１２－５
で示したような既知の事前確率密度モデルで初期化することができる。
【００７６】
　ここで図２３～２５を参照すると、ＲＦＩＤタグの位置推定をさらに改良し、かつ／又
はさらに正確にする例示的な処理及び定式化が提示されている。下記において、観察され
たサンプル空間Ω＝｛Ｙｊ

ｔ，∀ｔ，ｊ｝が示されている。Ｐ（ｘｊ
ｔ｜Ｙｊ

ｔ）は、過
去のすべてのＡＯＡ測定に基づいた、時間ｔでの確率分布関数位置を表す。ベイズモデル
は、再帰的推定ｐ（ｘｊ

ｔ｜θ）に対して確率的枠組みを提供し、ベクトルθ＝（θｊ…
θｔ）は、到着ベクトルの角度を規定する。
【００７７】
　室内伝播環境では、主要な信号の方向は、一部の例において、直接経路ではなく、反射
した信号によることがある。この状況に対処して、信号源の実際の位置に関する誤った推
定を回避する。タグの位置｛ｘｔ；ｔ∈Ｎ｝、ｘｔ∈Ｘ（ｔは反復指数を表すこともある
）は、初期分布がｐ（ｘ０）でマルコフの関係Ｐ（ｘｔ｜ｘｔ－１）の一次マルコフ過程
としてモデル化される。観測された一連のタグ信号Ｙ１∈Ωは、複素数及び実数値の測定
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結果をともに含むことができ、各アレイ要素に対してリーダで行われる推定が図２３に示
されている。
【００７８】
　ｊ番目のタグからの観測ベクトルは、Ｙｊ

ｔ＝（ｙｔ
ｊ，ｙｔ

ｊ
－１，ｙｔ

ｊ
－２，…

，Ｙｊ
０）で示され、各ｙｔ

ｊはベクトルである。一態様でのＰ（ｘｊ
ｔ｜Ｙｊ

ｔ）確率
密度関数は、２つの段階、すなわち、予測段階及び更新段階で再帰的に得られる。ｘｔを
予測するのに使用される、時間ステップｔでの事前確率密度関数（見やすくするために、
ｊに依存する部分は除いている）は次式である。
【数１１】

　ベイズの法則による更新は次式である。
【数１２】

　上式で、Ｐ（ｙｔ｜ｙｔ－１）＝∫Ｐ（ｙｔ｜ｘｔ）Ｐ（ｘｔ，｜ｙｔ－１）ｄｘｔで
あり、初期状態はＰ（ｘ０｜Ｙ０）である。式（８）は、Ｐ（ｘｔ｜Ｙｔ）＝ＷｔＰ（ｘ

ｔ｜Ｙｔ－１，）とみなすことができ、重みは、次式によって定義される。
【数１３】

【００７９】
　再帰的推定Ｐ（ｘｊ

ｔ｜Ｙｊ
ｔ）のための複数の手法が、各種態様で提供される。図２

４は、逐次モンテカルロ法の一般形態の各ステップを示している。条件付き密度関数Ｐ（
ｘｊ

ｔ｜Ｙｊ
ｔ）は、繰り返しごとに更新され（１４－１）、重みは、１４－２で、前の

重み値の（後で定義される）関数と、場合によっては（すぐに定義される）ランダムパラ
メータｐとに基づいて更新される。予測ステップ１４－３は、Ｐ（ｘｊ

ｔ＋１｜Ｙｊ
ｔ）

を計算し、次いで、サンプル空間から新たなサンプルＹｊ
ｔ＋１を得ることを含む。この

最後のステップは、リサンプリングと呼ばれる。
【００８０】
　１つのリサンプリング手法は、点状近似を用いて密度を評価することである。古典的モ
ンテカルロ法を使用して、
【数１４】

によるヒストグラム平均化を適用することでｘｔの経験分布が与えられ、この場合に、｛
ｘ（ｉ）｝は、確率分布Ｐ（ｘ）のランダム源から抽出される。一組の測定が行われるた
びに、前の測定のそれぞれの尤度を推定することができる。
【００８１】
　様々な態様によれば、システムは、前に説明したように、複数の問題解決手段を利用す
る。図２５は、ＲＦＩＤタグ／センサの位置を見つける様々な態様による一般手法を示し
ている。最初に複数の問題解決手段候補があり、各問題解決手段セット自体は、１５－１
で、Ωからサンプリングすることにより、１５－２に示すように尤度を推定し、確率密度
Ｐ（ｘｊ

ｔ＋１｜Ｙｊ
ｔ）を計算するために、多くの選択物の１つに適用される。棄却サ

ンプリング、重要度サンプリング及びサンプリング・インポータンス・リサンプリング（
ＳＩＲ）、焼き鈍し、粒子フィルタ、並びに無香変換の各手法などの、１５－３に示した
様々な技術を使用することができる。これらの各技術は、経時的にリサンプリングする際
に重みシーケンスを計算するのに、若干異なる手法を利用し、リサンプリングは、すべて
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の事例でΩからＮ回復元することで行われる。
【００８２】
　（サンプリング・インポータンス・リサンプリング推定器）
　再帰的ＳＩＲ手法は、以下の通りに行われる。
　１．ｔ＝０をセットし、Ｍ個のサンプルｘｉ

ｏ∈Ω（ｉ＝１，…，Ｍ）を得る。
　２．重み更新：尤度の重みｗｉ＝Ｐ（ｙｔ｜ｘｊ

ｔ）（ｉ＝１，…，Ｍ）を計算する。
　３．
【数１５】

によって重みを正規化する。
　４．リサンプリング：離散セット
【数１６】

【数１７】

からＮ回復元して、新たなセット
【数１８】

、ｉ＝１，・・・，Ｎを生成する。
　５．予測：各リサンプリング状態を単独でｋ回予測し、ここで
【数１９】

、ｉ＝１，・・・，Ｎ、ｍ＝１，・・・，ｋである。
　６．ステップ２に行き、ｔ＝ｔ＋１として繰り返す。
【００８３】
　何回か繰り返した後、ただ１つの候補状態ベクトル値が存在する縮退解を回避するため
に、エキサイタに近いＲＦＩＤタグの予測された位置を囲む既知の分布を使用して、リサ
ンプリングステップを修正することができる。各座標の重要な関数として、密度の平均ｍ
及び分散σ２が、エキサイタの位置に修正項（エキサイタとエキサイタによって照射され
る最も遠いタグとの間の中間範囲）を加えたものに等しく、分散σ２が３次元ユークリッ
ド空間内の楕円の直径の１つに等しい、独立して等しく分散されたガウス分布密度Ｎ（ｍ
，σ）が選択される。
【００８４】
　この場合に、重要度サンプリングは、提案分布ｑ（ｘｔ｜Ｙｔ）＝ｑ（ｘｔ｜ｘｊ

ｔ－

１，Ｙｔ）ｑ（Ｘｔ－１｜Ｙｔ－１）からサンプルを生成することで行われる。粒子雲の
縮退を求めるこのバージョンでは、重要度サンプリング手法の相対効率は、重要サンプリ
ング推定値の分散と、完全なモンテカルロシミュレーションが可能であった場合の推定値
の分散との間の比と関連がある。その量は、
【数２０】
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により推定することができ、Ｎｔｈｒｅｓｈは、リサンプリング手法が粒子セットに適用
される、事前に選択された閾値である。
【００８５】
　（拡張粒子フィルタ推定器）
　一実施形態では、拡張粒子フィルタ手法は、Ｎ個の入力又はサンプルの生成又は選択か
ら始まる（ｔ＝０及び
【数２１】

をセットし、ｑ（ｘｏ｜ｙｏ））からＮ個のサンプルｘｉ
０∈Ω（ｉ＝１，…，Ｎ）を得

る）。次いで、各サンプル（ｉ＝１，…，Ｎ）に対する重みを次の関数に従って計算し、
【数２２】

次の式に従って正規化する。
【数２３】

【数２４】

　相対効率が前もって選択された閾値
【数２５】

よりも大きい場合、リサンプリングをとばす。そうでなければ、離散セット
【数２６】

【数２７】

からＮ回復元して新たなセット
【数２８】

、ｉ＝１，…，Ｎを生成することによりリサンプリングを行い、重みを
【数２９】

にリセットする。次いで、状態又はリサンプリングした状態のそれぞれに対して、予測を
独立的にｋ回行い、ここで、ｘｊ

ｔ＋１∝ｑ（ｘｔ＋ι｜ｘｊ
ｔ，Ｙｔ＋ｌ）（ｉ＝１，

…，Ｎ、ｍ＝１，…，ｋ）である。次いで、次のセット（ｔ＝ｔ＋１）に対して処理を繰
り返し、新たなサンプルに対する重みを計算する。
【００８６】
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　（メトロポリス－ヘイスティング・アルゴリズム推定器）
　メトロポリス－ヘイスティング・アルゴリズムは、提案分布を使用してサンプルを生成
する場合に、観測されたシーケンス及び推定に対してマルコフ連鎖モデルを使用し、候補
サンプルｚは、提案ｑ（ｚ｜ｘ）から抽出され、次式（ｐ、ｑ、πは異なる分布になる）
によって与えられる確率で受理される。
【数３０】

　マルコフ連鎖が新たなデータセットに移ったときに、候補は、受理されるか、又は棄却
され、棄却物は、状態空間内の現在のデータ点でマルコフ連鎖から離れる。π（ｘ）＝ｐ
（ｘ｜ｙ）が選択された場合、受理確率は、次式のように単純になる。
【数３１】

　メトロポリス－ヘイスティング・アルゴリズムは、下記の通りに要約される。
　１．ｔ＝０をセットし、ｘ０をランダムに又は確定的に選択する。
　２．ｚ～ｑ（ｚ｜ｘｔ）及びｕ～Ｕ（０，１）をサンプリングする。
　３．受理確率を計算する：α（ｘ，ｚ）。
　４．予測：ｕ≦ａ（ｘ，ｚ）ならば、新たなサンプルｘｔ＋１＝ｚを受理し、そうでな
ければｘｔ＋１＝ｘｔとする。
　５．ステップ２に行き、ｔ＝ｔ＋１として繰り返す。
　ステップ４において、システムの状態に対してエネルギ又は適合度関数を導入する統計
力学的手法を採用することにより、この場合に、点を表すｘｔの位相空間内の確率密度が
ｅ－βＥ（Ｘｔ）に比例し、ここで、β＝１／ｋＴであり、Ｔは、ケルビン絶対温度であ
り、ｋは、ボルツマン定数１．３８×１０－２３Ｊ／ケルビンである。１つの状態から別
の状態への遷移によるエネルギ又は適合度の改良は、エネルギが各反復で低減されるよう
な２つのエネルギ状態の差、すなわち、ΔＥ＝Ｅ（ｘｔ＋１）－Ｅ（ｘｔ）で特性化する
ことができる、すなわち、状態の遷移確率は、

【数３２】

　であり、ここで、

【数３３】

　である。初期状態Ｔ０≫Ｔｎ＜Ｔｎ－１＜Ｔｎ－２で、各反復においてデータセットに
対してＴｎ＜Ｔｎ－１＜Ｔｎ－２となるように、さらなる制限が適用されて温度Ｔを単調
減少させる場合に、非周期的で既約のマルコフ連鎖の状態に従う特性を有する解の位相空
間の軌跡を利用することにより、解がほぼ最適な推定値に収束することが予測される。
【００８７】
　（無香変換推定器）
　無香変換は、ＦＲＩＤタグの位置を推定する他の手法である。共分散マトリクス
【数３４】
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（ここで、
【数３５】

は、ランダム変数ｘの平均値を表す）を定義することにより、Ｎ次元ランダム変数の分布
を平均及び共分散を用いて近似する問題に対処する。アフィン変換
【数３６】

が定義され、この場合に、
【数３７】

は、特性

【数３８】

を有するＸのマトリクス平方根である。したがって、無香変換手法は、以下の通りに要約
される。
　１．初期化
【数３９】

　２．定義

【数４０】

　３．時間更新
【数４１】

　４．重み更新
【数４２】

　λは、複合スケーリングファクタであり、ｎａ＝ｎｘ＋ｎｖ＋ｎｎ、Ｑはプロセスノイ
ズ共分散である。Ｒは、測定ノイズ共分散マトリクスである。
【００８８】
　（微分展開に基づく推定器）
　ＲＦＩＤタグ位置の発見を最適化する別のレイヤでは、あり得る解の（単一解ではなく
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て）個体群から始める。最初の個体群は、可能な限り広いエキサイタ領域の空間にわたる
ように考慮して選択される。一態様では、ランダムな位置すべてに対して均一な確率分布
が最初に利用される。予備解が利用可能な場合、最初の個体群は、正規分布したランダム
偏差を基準解ｘｎｏｍｉｎａｌに加えることにより生成されることが多い。微分展開（Ｄ
Ｅ）は、試験的なパラメータベクトルを生成する手法を提供する。ＤＥは、２つの個体群
要素間の重みづけした差分ベクトルを第３の要素に加えることにより、新たなパラメータ
ベクトルを生成する。得られたベクトルが所定の個体群要素よりも低い目的関数値をもた
らした場合、新たに生成されるベクトルが、次の生成時に比較されて、そのベクトルに取
って代わる。ベクトルの比較は、上記の生成プロセスの一部とすることができるが、そう
でなくてもよい。さらに、最良のパラメータベクトルｘＢｅｓｔ，Ｇは、最小化プロセス
中に形成される進展の流れを維持するために、生成Ｇごとに評価される。ランダム偏差を
生成するのに、個体群から距離及び方向情報を抽出することにより、収束解が得られる。
試験ベクトルは、各生成
【数４３】

ごとに導入され、ｒ１、ｒ２、ｒ３は、１とＬとの間でランダムに選択され、Ｌは、引き
続いて起こる生成数であり、展開全体にわたる固定パラメータであり、μは、１つの生成
から他の生成への差分変化のステップサイズを制御する。この処理は、図２６に要約され
ており、１６－１で、可能解個体群から始めて、次いで、１６－２で、ある種の適合度計
算を行い、１６－３で、個体群を選別及び変更し、１６－３で停止規則をチェックする。
【００８９】
　（蟻の巣（ａｎｔ　ｃｏｌｏｎｙ）最適化を基本とした推定器）
　他の様々な実施形態では、解の個体群を考慮し、いくつかの選択されたメトリックによ
って各解の可能性を更新することで、他の非線形確率的最適化アルゴリズムが利用される
。頻繁に使用され、蟻の巣最適化と呼ばれ、フェロモンと呼ばれるメトリックは、次式に
よって定義される。
【数４４】

　反復ｔのとき、（次の１つの解ではなくて）Ｎ個の可能解と次のｋ個の解とを考慮し、
初期条件τｉｊ←（１－ｐ）τｉｊ、∀（ｉ，ｊ）∈Ａで解メトリックτｉｊ←τｉｊ＋
Δτｋをセットして、解の確率ｊを計算する。Ｎｋ

ｉは、ｉ番目の反復のｋ番目の解の近
傍にある解の個数を示す。このように、起こり得る縮退問題が、解空間で複数の解を同時
に考慮することにより、アルゴリズムレベルで回避される。これは、各解を平面グラフ内
の単一の点とみなし、ここで説明した解メトリックによってグラフ内の最良経路を見つけ
ることにより、上記のアルゴリズムのいずれかに適用することができる。この手法は、い
わゆる「遺伝子プログラミング」又は「蟻の巣最適化」と同様である。
【００９０】
　（停止規則）
　様々な態様によれば、提示された手法には、停止規則の形態又はタイプに関する特定の
制約が何らない。ここで簡潔にするために、いくつかの異なる停止規則が、本発明の様々
な態様に従って使用される通りに提示される。ここで、距離は計算されたｄ（ｘｔ，ｘｔ

＋１）、例えば、｜ｘｔ－ｘｔ＋１｜であり、ｄ（ｘｔ，ｘｔ＋１）≪εの場合、アルゴ
リズムは停止される。吸引領域は、Ａ＝｛ｘｔ，ｄ（ｘｔ，ｘ＊）≪ε｝によって定義さ
れ、ｘ＊は最適解を示し、εは小さい正数である。メトロポリス－ヘイスティング法等の
離散マルコフ連鎖手法を利用するアルゴリズムの場合、吸引領域に達するように、遮蔽の
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ない状態空間の一部が最小化される。この手法では、Ωの各状態を訪問するのに計数が使
用され、そのため、状態を訪問するたびに計数が増分される。停止規則は、
【数４５】

となり、さらに、距離基準が満たされるようなものとされる。
【００９１】
　（垂直方向にラックを並べた棚用途での位置推定）
　本発明の最後の用途が図２７に示されている。図は、在庫品を保管するのに使用される
、一連の隣接する、垂直方向にラックを並べた棚を詳細に示している。そのような棚は通
常、在庫品を保管する倉庫内にある。現状技術では、在庫品は、多くの場合バーコード読
み取り装置を用いて、棚の１つの部分から他方に移動しながら、物品の一続きの識別名を
棚のｘ、ｙ、ｚ位置と共に記録することにより、手動で計数しなければならない。対照的
に、本明細書全体にわたって、様々な実施形態で説明したＲＦＩＤ位置特定システムは、
機械又は人間が１つの領域から次の領域に移動することなく、棚に保管された物品に関す
る状態を連続して知らせることができる。これは、一実施形態において、通路間の領域の
高い位置に、無線励振点を規則正しく動かないように配置することにより達成される。粒
子位置特定手法と共に、励振出力制御及び／又はエキサイタ当たりのＲＦＩＤタグの読み
取り率を利用して、垂直方向にラックを並べた保管等の事例で物品の位置を特定すること
ができる。特に、エキサイタ当たりの、及び励振出力レベル当たりのＲＦＩＤタグの読み
取り率により、ＲＦＩＤタグの位置を特定するためのｚ方向の次元の情報が得られる。一
方、当然のことながら、商品の垂直位置（ｚ）が既知の定数として事前に分かっている、
垂直方向にラックを並べた保管の特別な例として、（商品の床置きとしても知られる）床
高さでの保管もある。当然のことながら、物品同士を単に重ねて置いた場合、やはり、垂
直方向にラックを並べた保管の特別な場合となる。この場合に、物理的な棚が「Ｚ方向」
の次元で物品を分離することはなく、正確に言えば、物品の高さが重ねた順番によって線
引きされる。
【００９２】
　上記の説明は、本発明の具体的な実施形態を多く含むが、本発明の範囲を限定するもの
と解釈すべきではなく、むしろ本発明の一実施形態の例として解釈すべきである。したが
って、本発明の範囲は、例示した実施形態ではなくて、添付の特許請求の範囲及びそれの
均等物によって確定されるべきである。
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