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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
タグ回路,第１タグ電極および第２タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって、前記第１およ
び第２タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１タグ電極は、接地と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受信し、前記
励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第２タグ電極と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１および第２タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に１つのタグ電極は
、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号に応答
して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が前記共
振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含み、前
記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成され；
および
前記読取信号は反射信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項２】
タグ回路,第１タグ電極および第２タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって、前記第１およ
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び第２タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１タグ電極は、接地と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受信し、前記
励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第２タグ電極と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１および第２タグ電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁
気読取機からの励磁信号に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生
成し、前記磁気読取機が前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるように
する磁気ストリップを含み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に
１つの状態によって構成され；および
前記読取信号は反射信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項３】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１タグ電極は、接地と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受信し、前記
励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に１つのタグ
電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号
に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が
前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含
み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成
され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項４】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１タグ電極は、接地と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受信し、前記
励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に２つのタグ
電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号
に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が
前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含
み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成
され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項５】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
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、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１タグ電極は、接地と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受信し、前記
励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置に
ある磁気読取機からの励磁信号に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信
号を生成し、前記磁気読取機が前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れる
ようにする磁気ストリップを含み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち
厳密に１つの状態によって構成され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項６】
タグ回路,第１タグ電極および第２タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって、前記第１およ
び第２タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１および第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受
信し、前記励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第２タグ電極と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１および第２タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に１つのタグ電極は
、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号に応答
して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が前記共
振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含み、前
記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成され；
および
前記読取信号は反射信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項７】
タグ回路,第１タグ電極および第２タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって、
前記第１および第２タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１および第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受
信し、前記励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第２タグ電極と結合するように構成され；
前記第２タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１および前記第２タグ電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にあ
る磁気読取機からの励磁信号に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号
を生成し、前記磁気読取機が前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるよ
うにする磁気ストリップを含み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳
密に１つの状態によって構成され；および
前記読取信号は反射信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項８】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１および第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受
信し、前記励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
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前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に１つのタグ
電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号
に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が
前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含
み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成
され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項９】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１および第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受
信し、前記励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極によって構成されるグループのうち厳密に２つのタグ
電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置にある磁気読取機からの励磁信号
に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信号を生成し、前記磁気読取機が
前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れるようにする磁気ストリップを含
み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態によって構成
され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項１０】
タグ回路，第１タグ電極，第２タグ電極および第３タグ電極を含むＲＦＩＤタグであって
、前記第１，第２および第３タグ電極は、前記タグ回路と結合され；
前記第１および第２タグ電極は、近接位置にある静電励磁機から励磁信号を静電気的に受
信し、前記励磁信号を前記タグ回路と結合するように構成され；
前記タグ回路は、前記励磁信号に基づき活性状態になり、格納タグ情報に基づいて読取信
号を生成し、前記読取信号を前記第３タグ電極と結合するように構成され；
前記第３タグ電極は、前記読取信号を近接位置にある静電読取機に静電気的に送信するよ
うに構成され；
前記第１，第２および第３タグ電極は、タグ電極状態情報を磁気的に格納し、近接位置に
ある磁気読取機からの励磁信号に応答して格納した前記タグ電極状態情報に応じた共振信
号を生成し、前記磁気読取機が前記共振信号を用いて前記タグ電極状態情報を読み取れる
ようにする磁気ストリップを含み、前記タグ電極状態情報は、とり得る２つの状態のうち
厳密に１つの状態によって構成され；および
前記読取信号は被伝送信号であることを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【発明の詳細な説明】
関連出願の説明
本発明は、Ted Geiszler等により1995年10月11日に出願され、“Remotely powered elect
ronic tag and associated exciter/reader and related method“と題される先行する米
国特許出願番号第０８／５４０，８１３号の一部継続出願であり、この先行出願の開示は
、全く同一語句で、かつかかる開示が本明細書に完全に記載された場合と同一の効力を持
つ形で、ここに参考資料として包含される。また、本発明は、Victor Allen Vega等によ
り1998年2月27日に出願され、”Radio frequency identification tag system using tag
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s arranged for coupling to ground“と題される先行する米国特許出願の一部継続出願
であり、この先行出願の開示は、全く同一語句で、かつかかる開示が本明細書に完全に記
載された場合と同一の効力を持つ形で、ここに参考資料として包含される。
発明の分野
本発明は、無線周波識別タグの分野に関し、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成
される無線周波タグを含むが、これに限定されない。
発明の背景
無線周波識別タグおよび無線周波識別タグ・システムは、周知のものであり、数多くの用
途が見いだされている。例えば、無線周波識別タグは、警護対象の建物や区域を保護する
自動ゲート見張り番（gate sentry）用途において、人間の識別に用いられることが多い
。無線周波識別タグに格納される情報は、警護対象の建物に進入しようとする人間を識別
する。以前のシステムでは、建物に進入する人間は、予めプログラム済みの識別タグを読
取機に挿入するか通すかして、システムが識別タグから情報を読み取るようにする必要が
ある。無線周波識別タグは、無線周波（「RF」）データ伝送技術を用いて、近距離にある
無線周波識別タグから情報を読み取り、挿入または通す動作を排除するので便利である。
大抵、利用者は無線周波識別タグを基地局の近くで保持または配置し、基地局は、建物ま
たは区域を警護しているセキュリティ・システムと結合される。基地局は、無線周波識別
タグに励磁信号を伝送し、励磁信号は、無線周波識別タグ上に含まれる回路に電源を供給
する。この回路は、励磁信号に応答して、格納情報を無線周波識別タグから基地局に伝え
、基地局はこの情報を受信して復号する。読み取られた情報は、セキュリティ・システム
に伝えられ、適切であれば、その人間に対して立ち入りが認められる。一般に、無線周波
識別タグは、大量の情報、すなわち、人間，パッケージ，在庫などを一意に識別するのに
十分な量の情報を保持し、動作時に、これを伝送することができる。
無線周波識別タグに電源を供給して、これを読み取る通常の技術は、電磁結合、または電
磁結合と静電データ結合との組合せである。電磁結合は、コイル素子を無線周波識別タグ
に組み込む必要がある。このコイル素子は、基地局からの励磁信号によって励起（または
「励磁」）されて、電源を無線周波識別タグ回路に供給する。無線周波識別タグ・コイル
、または第２タグ・コイルは、無線周波識別タグと基地局との間で、格納情報を送受信す
るのに使用することができる。電磁結合技術は、比較的コストが高くつき、在庫管理用途
のように、使い捨ての無線周波識別タグを付着することが望まれる用途では特にそうであ
る。電磁結合に依存する無線周波識別タグはまた、励磁信号によって生じる磁場が、コイ
ル素子と実質的に直交しなければ、有効な結合を得られないので、基地局に対する無線周
波識別タグの方向性にも敏感である。また、電磁結合された装置の読取範囲は一般に、数
センチメートルのオーダーである。読取距離は長い方が望ましく、電子動物識別，手荷物
追跡，小包追跡および在庫管理用途のようなある一定の用途の場合には必要である。
他の無線周波識別タグ技術は、磁気結合技術，磁気・静電結合技術を含む。これらの技術
は、電磁結合技術に比べて、ある一定の性能の強化、場合によってはコスト上のメリット
をもたらすが、その読取範囲は依然受け入れ難いほど短い。例えば、電子物品サーベイラ
ンス（「ＥＡＳ」：Electronic Article Surveillance）システムでは、標準の出入口を
通過するときに無線周波識別タグを読み取る必要がある。同様に、小包や手荷物のサイズ
は多種多様なので、ある実質的な距離をおいて無線周波識別タグを読み取る能力は不可欠
である。また、後に理解頂けるように、基地局に対する無線周波識別タグの望ましい方向
を、予め設定することができず、そのため、方向性は、読取距離に実質的な影響を与える
ことができない。上記の各技術は、方向性に過度に敏感になる傾向がある。
磁気結合技術は、十分大きな読取範囲を設けることによって、ＥＡＳシステムではなんら
かの成功を収めている。例えば、磁気ストリップおよび検出技術が、ミネソタ州セントポ
ールの３Ｍから提供されている（製品名「タトル・テープ」で販売）。磁気ストリップは
小型で薄いので、本の頁や背の中、ＣＤのジュエル・ケースの中などに容易に挿入するこ
とができる。しかしながら、磁気ストリップ技術は情報量が限られる。すなわち、磁気ス
トリップは１ビットの情報しか提供できず、通常は、保護区域から取り出すことを許可す
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るか否かを示す情報しか提供できない。磁気ストリップ技術は、一意の識別を行うのに十
分な量のデータを提供することはできず、そのため、自動在庫用途には不向きである。
磁気ストリップ技術はまた、保護媒体が磁気的性質を帯びる用途にも適していない。磁気
ストリップはコード化され、ストリップを磁場に当てることによって復号される。ビデオ
テープ，記録済みのオーディオ・テープ，コンピュータ・ディスケットなどの磁気記録媒
体を磁場に当てると、記録媒体に損傷を与えるおそれがある。
ＥＡＳシステムを動作するためのもう１つの重要な考慮事項が、読取時間である。保護区
域から物品を違法に取り出そうとする人間が、監視システムの検出区域を通過するとき、
システムに監視タグを読み取る時間を与えるように立ち止まる可能性は低い。磁気ストリ
ップ技術は高速の読取時間を提供する。しかしながら、無線周波識別タグ・システムは、
ＥＡＳシステムで効果を発揮するのに十分高速な読取時間（例、タグを励磁し、データを
伝送し、データを検証して、最後に許可を与えるのに要する時間）を提供することはでき
ない。
それでも、無線周波識別タグ技術は、人間，商品，小包，パッケージ，手荷物などを一意
に識別するのに十分な情報を格納し、運ぶという大きな利点を提供する。しかしながら、
無線周波識別タグ技術は、コスト，読取範囲および読取時間によって、用途が制限される
。磁気ストリップ技術は、長い読取範囲を持つという利点を提供するほか、運ばれるデー
タの量が限られていることに基づき、高速の検証時間をもたらす。しかし、運べる情報量
が限られているので、磁気ストリップ技術は用途が限られる。
このため、改善された無線周波識別タグに対する必要性が存在する。
発明の開示
本発明の好適な実施例による無線周波識別タグ・システムは、プログラム可能タグ状態情
報を磁気的に格納するように構成された、少なくとも１つの電極またはアンテナ素子を有
する無線周波識別タグを利用する。プログラム済みのタグ状態情報は、無線周波識別タグ
・システム内で、より長い読取距離で、迅速に検出できる。また、無線周波識別タグは、
励磁信号を静電気的に受信し、かつ読取信号を静電気的に送信するように構成された、少
なくとも１つのアンテナ素子を含む。このため、例えば、認証データが、ずっと遠い距離
でも迅速に検出され、識別データを無線周波識別タグから読み取ることができるという点
で、性能は格段に向上する。
【図面の簡単な説明】
本発明の好適な実施例を、添付図面により示す。添付図面全体を通して、同様の参照番号
は同様の部材を表す。
第１図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグ・システムのブロック図である
。
第２図は、本発明のもう１つの好適な実施例による無線周波識別タグ・システムのブロッ
ク図である。
第３図は、本発明の別の好適な実施例による無線周波識別タグ・システムのブロック図で
ある。
第４図は、本発明の別の好適な実施例による無線周波識別タグ・システムのブロック図で
ある。
第５図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第６図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第７図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第８図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第９図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第１０図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第１１は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第１２図は、本発明の好適な実施例による無線周波識別タグのブロック図である。
第１３図，第１４図および第１５図は、関連の無線周波識別シリコン・チップが、インタ
ポッサ（interposser）によってタグ電極に付着される、本発明の無線周波識別タグの好
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適な実施例の概略図である。
第１６図は、関連の無線周波識別シリコン・チップが、タグ電極に直接付着される、本発
明の無線周波識別タグの別の好適な実施例の概略図である。
好適な実施例の詳細な説明
第１図を参照して、無線周波識別タグ・システム１０は、１）近接位置にある静電励磁機
１２、２）近接位置にある静電読取機１４、３）無線周波識別タグ１６、および４）近接
位置にある磁気読取機１８を含む。静電励磁機１２は、励磁機共通電極２０、および励磁
回路２１と結合される励磁機アンテナ素子２２を含む。静電読取機１４は、読取機共通電
極２４、および読取機回路２５と結合される読取機アンテナ素子２６を含む。無線周波識
別タグ１６は、タグ共通電極２８、およびタグ回路１５と結合されるタグ・アンテナ素子
３０を含む。図に示される本発明の好適な実現では、励磁機共通電極２０，読取機共通電
極２４およびタグ共通電極２８は、接地３２と結合される。
静電励磁機１２は、励磁信号３４を発生する。無線周波識別タグ１６が、静電励磁機１２
に近接するとき、励磁信号３４は、空気中を介して、励磁機アンテナ素子２２からタグ・
アンテナ素子３０に結合される。無線周波識別タグ１６は、励磁信号３４に基づき、励磁
状態になる。タグ回路１５と、無線周波識別タグ１６の格納タグ情報に従って、無線周波
識別タグ１６は、格納タグ情報の一部もしくは全部を含む読取信号３８を生成し、この信
号は、タグ回路１５からタグ・アンテナ素子３０に伝えられる。読取信号３８は、タグ・
アンテナ素子３０から読取機アンテナ素子２６に静電結合される。静電読取機１４は読取
信号３８を受信し、読取信号３８を復調／復号して、格納タグ情報を回復し、必要に応じ
て、格納タグ情報を他のシステム素子（図示せず）に伝える。好適な実現では、読取信号
３８は、格納タグ情報に基づき、反射負荷変調（reflected load modulation）によって
変調される反射信号である。振幅変調（ＡＭ），周波数変調（ＦＭ）または位相変調（Ｐ
Ｍ）など他の変調形態を使用して、格納タグ識別を運べることも理解されたい。
静電励磁機１２は、例えば、Motorola IndalaのＡＳＲ-１２０基地局（Motorola Indala 
Corporation,3041 Orchard Parkway,San Jose,California 95134から提供される部品番号
０５２００-００６）など、入手可能なタグ励磁回路から作られると便利である。ＡＳＲ-
１２０装置を適合させるには、例えば、銅メッキ電極（copper plate electrode）など、
適切な励磁電極を形成し、これをダイポール電極接続の１つと結合し、これにより、励磁
機アンテナ素子２２を形成する。もう片方のダイポール電極接続はアースと結合され、こ
れにより励磁機共通電極２０を形成する。ＡＳＲ-１２０は、無線周波識別タグから、読
取信号を受信するのにも対応できるので、読取電極接続と結合される読取機アンテナ素子
を含むようにアレンジできることを理解されたい。
今度は第５図を参照して、本発明の読取／書込実施例において、無線周波識別タグは、Ｔ
ＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップ（Temic North America,Inc.,Basking Ridge,New Jerse
yから提供される）から作られると便利である。この点に関し、第５図を参照して、タグ
回路１５は、１）整流器・タグ電源回路５０、２）クロック回路５２、３）書込デコーダ
回路５４、４）メモリ５６、５）搬送波信号／変調回路５８、および６）コントローラ５
９と動作的に結合される。より詳しく言えば、タグ・アンテナ素子３０は、整流器・タグ
電源回路５０と、搬送波信号／変調回路５８の両方に結合され、ついで、これらはそれぞ
れタグ共通電極２８と結合される。整流器・タグ電源回路５０は、タグ・アンテナ素子３
０を介して励磁信号３４を受信し、直流（ｄｃ）電源５１を提供する。励磁信号３４はさ
らに、整流器・タグ電源回路５０を介して、書込デコーダ回路５４およびクロック回路５
２と結合される。クロック回路５２は、書込デコーダ回路５４，搬送波信号／変調回路５
８およびコントローラ５９のそれぞれにクロック信号を与える。メモリ５６は、格納タグ
情報を保持し、コントローラ５９および搬送波信号／変調回路５８によってアクセスされ
る。励磁されると、搬送波信号／変調回路５８は、適切な変調を施した読取信号３８を生
成し、これをタグ・アンテナ素子３０と結合する。既に述べたように、読取信号３８は、
負荷変調によって変調された反射信号であるのが望ましい。しかしながら、振幅変調（Ａ
Ｍ），周波数変調（ＦＭ）および位相変調（ＰＭ）などの他の変調も、格納タグ情報を運
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ぶのに使用できることを理解されたい。別の読み出し専用実施例では、上記のMotorola I
ndala Corporationから提供されるIndala Ｉ３４１回路チップを使用することができる。
この実施例では、書込デコーダ回路５４が含まれないことを理解されたい。
タグ共通電極２８は、接地と結合するように構成される。好適な実施例（図示せず）では
、タグ共通電極２８は、人間または動物と結合するように構成できる。このようにして、
タグ共通電極２８は、人間または動物によって、接地と結合される。タグ共通電極２８は
また、物品（図示せず）と結合するように構成できる。このようにして、タグ共通電極２
８は物品によって接地と結合される。好適な用途では、物品は、例えば、ビデオ媒体，オ
ーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲーム，ビデオ・ゲームまた
は本など、ローン、リースまたはレンタル対象の物品とすることもできる。物品はまた、
例えば、ドレス，スカート，ブラウス，シャツ，ジーンズ，コート，パンツその他の衣服
などの衣料品のような小売販売対象の物品とすることもできる。
本発明の好適な実施例に従って、タグ共通電極２８およびタグ・アンテナ素子３０のうち
厳密に１つは、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成される。タグ状態情報は、と
り得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。この点に関し、タグ共通電極２８およ
びタグ・アンテナ素子３０のうち厳密に１つは、磁気ストリップから形成される。磁気ス
トリップは、１ビットのＥＡＳ磁気ストリップであるのが望ましく、適切な磁気ストリッ
プ材料は、タトル・テープの製品名で販売される上記３Ｍの磁気ストリップである。磁気
ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納する１ビットＥＡＳストリ
ップとして構成される。磁気ストリップはさらに、上記の動作のために、必要に応じて、
有効なタグ共通電極２８および／またはタグ・アンテナ素子３０として構成される。
第１図に示されるように、無線周波識別タグ・システム１０は、近接位置にある静電励磁
機１２および近接位置にある静電読取機１４のほかに、近接位置にある磁気読取機１８を
含む。無線周波識別タグ１６が磁気読取機１８に近接するとき、磁気読取機１８は、磁気
的に格納されたタグ状態情報を読み取り、当該情報をＥＡＳシステム素子（図示せず）に
運ぶ。磁気読取機１８は、励磁信号１９を発生する。磁気ストリップのプログラミング状
態に依存して、磁気ストリップが共振して、共振信号１７を発生する。共振信号１７は、
磁気読取機１８により検出されて、タグ状態情報を判定する。
好適な実施例では、２つの状態のうち第１の状態は、保護区域からの物品の取り出しが許
可されることを示し、一方、２つの状態のうち第２の状態は、保護区域からの当該物品の
取り出しが許可されないことを示す。磁気的にプログラムされた種類のタグ状態情報であ
るので、高感度の検出が可能となる。一般的動作の下では、無線周波識別タグ１６内の格
納タグ状態情報は、資産識別および／または在庫管理に用いられる。ＥＡＳの場合、磁気
的にプログラムされたタグ状態情報を検出する磁気読取機１８の感度が高いことは、物品
の防護に成果を上げることにつながる。
引き続き第１図および第５図を参照して、読取／書込実施例では、静電励磁機１２は、被
伝送書込信号３６を無線周波識別タグ１６に伝送するように構成される。被伝送書込信号
３６は、励磁信号３４を変調したものであることが最も望ましい。タグ回路１５内では、
書込デコーダ回路５４が、被伝送書込信号３６を復号、すなわち復調して、書込情報を回
復して、この情報をコントローラ５９に伝える。コントローラ５９は、書込動作を起動し
、この動作の間に、書込情報は、格納タグ情報の一部としてメモリ５６に伝えられて、そ
の内部に保持される。更新された格納タグ情報は、読取信号３８の基礎を形成する。被伝
送書込信号３６は、操作コードまたはコマンドとすることができることを理解されたい。
この場合、書込デコーダ回路５４は、操作コードまたはコマンドを復号するように構成さ
れる。
第７図を参照して、無線周波識別タグ・システム１０内で使用される別の好適な無線周波
識別タグ７００が示される。無線周波識別タグ７００は、タグ共通電極７０２、およびタ
グ回路７０６と結合されるタグ・アンテナ素子７０４を含む。タグ共通電極７０２は、接
地と結合するように構成される。好適な実施例（図示せず）では、タグ共通電極７０２は
、人間または動物と結合するように構成できる。このようにして、タグ共通電極７０２は
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、人間または動物によって接地と結合される。タグ共通電極７０２はまた、物品（図示せ
ず）と結合するように構成できる。このようにして、タグ共通電極７０２は物品によって
接地と結合される。好適な用途では、物品は、例えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コ
ンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲーム，ビデオ・ゲームまたは本など、ローン
，リースまたはレンタル対象の物品とすることができる。物品はまた、小売販売対象の物
品とすることもできる。タグ・アンテナ素子７０４は、励磁信号３４と静電結合するよう
に構成される。読取／書込実施例において、タグ回路７０６は、上記ＴＥＭＩＣ　ｅ５５
５０回路チップから作られるのが望ましく、一方読み出し専用用途では、タグ回路７０６
は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作られるのが望ましい。
タグ共通電極７０２とタグ・アンテナ素子７０４は、タグ状態情報を磁気的に格納するよ
うに構成されるのが望ましい。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの
状態を表す。この点に関し、タグ共通電極７０２とタグ・アンテナ素子７０４は、磁気ス
トリップから形成されるのが望ましい。各磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能な
タグ状態情報を格納する１ビットＥＡＳストリップとして構成される。無線周波識別タグ
７００が磁気読取機１８に近接するとき、磁気読取機は、タグ共通電極７０２とタグ・ア
ンテナ素子７０４から、タグ状態情報を読み取る。
第２図および第６図を参照して、無線周波識別タグ・システム２０１は、１）近接位置に
ある静電励磁機１２、２）近接位置にある静電読取機１４、３）無線周波識別タグ２００
、および４）近接位置にある磁気読取機１８を含む。静電励磁機１２，静電読取機１４お
よび磁気読取機１８は、上記の無線周波識別タグ・システム１０に関して論じた通りに構
成される。無線周波識別タグ２００は、タグ共通電極２０２，第１タグ・アンテナ素子２
０４，およびタグ回路２０８と結合される第２タグ・アンテナ素子２０６を含む。図に示
される本発明の好適な実現では、励磁機共通電極２０，読取機共通電極２４およびタグ共
通電極２０２は、接地３２と結合される。
静電励磁機１２は、励磁信号３４を発生する。無線周波識別タグ２００が静電励磁機１２
に近接するとき、励磁信号３４は、空気中を介して、励磁機アンテナ素子２２から第１タ
グ・アンテナ素子２０４へと静電結合される。無線周波識別タグ２００は、励磁信号３４
に基づき励磁状態になる。タグ回路２０８と、無線周波識別タグ２００の格納タグ情報と
に従って、無線周波識別タグ２００は、格納タグ情報の一部または全部を含む読取信号２
１０を生成し、この信号は、タグ回路２０８から第２タグ・アンテナ素子２０６へと伝え
られる。読取信号２１０は、第２タグ・アンテナ素子２０６から読取機アンテナ素子２６
へと静電結合される。静電読取機１４は、読取信号２１０を受信し、読取信号２１０を復
調／復号して、そこから格納タグ情報を回復し、必要に応じて、当該格納タグ情報を他の
システム素子（図示せず）に伝える。好適な実現では、読取信号２１０は、振幅変調（Ａ
Ｍ），周波数変調（ＦＭ）または位相変調（ＰＭ）によって変調されて、格納タグ識別を
運ぶ被伝送信号である。
第６図を参照して、本発明の読取／書込実施例において、無線周波識別タグ２００は、上
記のＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップの派生物（derivative）から作られると便利であ
る。この点に関し、また、第６図を参照して、タグ回路２０８は、動作的に結合された、
１）整流器・タグ電源回路２５０、２）クロック回路２５２、３）書込デコーダ回路２５
４、４）メモリ２５６、５）搬送波信号／変調回路２５８、および６）コントローラ２６
０を含む。さらに詳しくは、第１タグ・アンテナ素子２０４は、整流器・タグ電源回路２
５０と結合され、搬送波／変調回路２５８は、第２タグ・アンテナ素子２０６と結合され
る。励磁信号３４によって励磁状態になると、整流器・タグ電源回路２５０は、直流（ｄ
ｃ）電源２５１を提供する。励磁信号３４はさらに、整流器・タグ電源回路２５０を介し
て、第１タグ・アンテナ素子２０４から、書込デコーダ回路２５４およびクロック回路２
５２に結合される。クロック回路２５２は、書込デコーダ回路２５４，搬送波信号／変調
回路２５８およびコントローラ２６０のそれぞれにクロック信号を与える。メモリ２５６
は、格納タグ情報を保持し、コントローラ２６０および搬送波信号／変調回路２５８によ
ってアクセスされる。励磁されると、搬送波信号／変調回路２５８は、適切な変調を行っ
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た読取信号２１０を生成し、これを第２タグ・アンテナ素子２０６と結合する。読取信号
２１０は、格納タグ情報に基づき、振幅変調，周波数変調または位相変調の少なくとも１
つによって変調される被伝送信号であるのが望ましい。読取信号２１０は、第２タグ・ア
ンテナ素子２０６から、読取機アンテナ素子２６へと静電結合される。別の読み出し専用
実施例では、上記のMotorola Indala Ｉ３４１回路チップを使用することができる。この
実施例では、書込デコーダ回路２５４が含まれないことを理解されたい。
タグ共通電極２０２は、接地と結合するように構成される。好適な実施例（図示せず）で
は、タグ共通電極２０２は、人間または動物と結合するように構成できる。このようにし
て、タグ共通電極２０２は、人間または動物によって接地と結合される。タグ共通電極２
０２はまた、物品（図示せず）と結合するように構成できる。このようにして、タグ共通
電極２０２は、物品によって接地と結合される。好適な用途では、物品は、例えば、ビデ
オ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲーム，ビデオ・
ゲームまたは本など、ローン，リースまたはレンタル対象の物品とすることができる。物
品はまた、小売販売対象の物品とすることもできる。
本発明の好適な実施例に従って、タグ共通電極２０２，第１タグ・アンテナ素子２０４お
よび第２タグ・アンテナ素子２０６のうち厳密に１つは、タグ状態情報を磁気的に格納す
るように構成される。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表
す。これに関して、タグ共通電極２０２，第１タグ・アンテナ素子２０４および第２タグ
・アンテナ素子２０６のうち厳密に１つは、磁気ストリップから形成される。磁気ストリ
ップは、１ビットＥＡＳ磁気ストリップであるのが望ましく、適切な磁気ストリップ材料
は、タトル・テープの製品名で販売される上記３Ｍの磁気ストリップである。磁気ストリ
ップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納する１ビットＥＡＳストリップと
して構成される。磁気ストリップはさらに、上記のように動作するために、適宜、有効な
タグ共通電極２０２，第１タグ・アンテナ素子２０４または第２タグ・アンテナ素子２０
６として構成される。
第２図に示されるように、無線周波識別タグ・システム２０１は、近接位置にある静電励
磁機１２および近接位置にある静電読取機１４の他に、近接位置にある磁気読取機１８を
含む。無線周波識別タグ２００が磁気読取機１８に近接するとき、磁気読取機１８は、磁
気的に格納されたタグ状態情報を読み取り、当該情報をＥＡＳシステム素子（図示せず）
に運ぶ。磁気読取機１８は、励磁信号１９を発生する。磁気ストリップのプログラミング
状態に依存して、磁気ストリップが共振して、共振信号１７を発生する。共振信号１７は
、磁気読取機１８によって検出されて、タグ状態情報を判定する。
引き続き第２図と第６図を参照して、読取／書込実施例において、静電励磁機１２は、被
伝送書込信号３６を無線周波識別タグ２００に伝送するように構成される。被伝送書込信
号３６は、励磁信号３４の変調であることが最も望ましい。タグ回路２０８内において、
書込デコーダ回路２５４は、被伝送書込信号３６を復号、すなわち復調して、書込情報を
回復し、当該書込情報をコントローラ２６０に運ぶ。コントローラ２６０は、書込動作を
起動し、この動作中に、書込情報は、格納タグ情報の一部として、メモリ２５６に伝えら
れて、その内部に保持される。更新された格納タグ情報は、読取信号２１０の基礎を形成
する。被伝送書込信号３６は、操作コードまたはコマンドとすることができることを理解
されたい。この場合、書込デコーダ回路２５４は、操作コードまたはコマンドを復号する
ように構成される。
第８図を参照して、別の好適な実施例の無線周波識別タグ８００が示される。無線周波識
別タグ８００は、例えば、無線周波識別タグ・システム４０内で使用されるように構成さ
れる。無線周波識別タグ８００は、タグ共通電極８０２，第１タグ・アンテナ素子８０４
、およびタグ回路８０８と結合される第２タグ・アンテナ素子８０６を含む。タグ共通電
極８０２は、接地と結合するように構成される。好適な実施例（図示せず）では、タグ共
通電極８０２は、人間または動物と結合するように構成できる。このようにして、タグ共
通電極８０２は、人間または動物によって接地と結合される。タグ共通電極８０２はまた
、物品（図示せず）と結合するように構成することができる。このようにして、タグ共通
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電極８０２は、物品によって接地と結合される。好適な用途において、物品は、例えば、
ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲームもしく
は本など、ローン，リースまたはレンタル対象の物品とすることができる。物品は小売販
売対象の物品とすることもできる。第１タグ・アンテナ素子８０４は、励磁信号３４を静
電結合するために構成される。第２タグ・アンテナ素子８０６は、読取信号２１０を静電
気的に送信するように構成される。読取／書込実施例において、タグ回路８０８は、上記
のＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップの派生物から作られるのが望ましく、一方、読み出
し専用用途では、タグ回路８０８は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作られる
のが望ましい。
タグ共通電極８０２，第１タグ・アンテナ素子８０４および第２タグ・アンテナ素子８０
６のうち厳密に２つは、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成されるのが望ましい
。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。この点に関して
、タグ共通電極８０２，第１タグ・アンテナ素子８０４および第２タグ・アンテナ素子８
０６のうち厳密に２つは、磁気ストリップから形成されるのが望ましい。各磁気ストリッ
プは、タグ状態情報を磁気的に格納する１ビットＥＡＳストリップとして構成される。無
線周波識別タグ８００が、磁気読取機１８に近接するとき、磁気読取機は、磁気的にプロ
グラムされたタグ状態情報を格納するように構成されたタグ共通電極８０２，第１タグ・
アンテナ素子８０４および第２タグ・アンテナ素子８０６のうち厳密に２つから、タグ状
態情報を磁気的に読み取る。タグ共通電極８０２，第１タグ・アンテナ素子８０４および
タグ回路８０８のうち２つの組合せはいずれも、タグ状態情報を磁気的に格納するように
構成できることを理解されたい。
第９図を参照して、別の好適な実施例の無線周波識別タグ９００が示される。無線周波識
別タグ９００は、例えば、無線周波識別タグ・システム４０内で使用されるように構成さ
れる。無線周波識別タグ９００は、タグ共通電極９０２，第１タグ・アンテナ素子９０４
、およびタグ回路９０８と結合される第２タグ・アンテナ素子９０６を含む。タグ共通電
極９０２は、接地と結合するように構成される。好適な実施例（図示せず）では、タグ共
通電極９０２は、人間または動物と結合するように構成できる。このようにして、タグ共
通電極９０２は、人間または動物によって接地と結合される。タグ共通電極９０２はまた
、物品（図示せず）と結合するように構成することができる。このようにして、タグ共通
電極９０２は、物品によって接地と結合される。好適な用途において、物品は、例えば、
ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲームもしく
は本など、ローン，リースまたはレンタル対象の物品とすることができる。物品はまた、
小売販売対象の物品とすることもできる。第１タグ・アンテナ素子９０４は、励磁信号３
４を静電結合するために構成される。第２タグ・アンテナ素子９０６は、読取信号２１０
を静電気的に送信するように構成される。読取／書込実施例において、タグ回路９０８は
、上記のＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップの派生物から作られるのが望ましく、一方、
読み出し専用用途では、タグ回路８０８は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作
られるのが望ましい。
タグ共通電極９０２，第１タグ・アンテナ素子９０４および第２タグ・アンテナ素子９０
６は、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成されるのが望ましい。タグ状態情報は
、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。この点に関して、タグ共通電極９
０２，第１タグ・アンテナ素子９０４および第２タグ・アンテナ素子９０６はそれぞれ、
磁気ストリップから形成されるのが望ましい。各磁気ストリップは、磁気的にプログラム
可能なタグ状態情報を格納する１ビットＥＡＳストリップとして構成される。無線周波識
別タグ９００が、磁気読取機１８に近接するとき、磁気読取機１８は、タグ共通電極９０
２，第１タグ・アンテナ素子９０４および第２タグ・アンテナ素子９０６から、タグ状態
情報を磁気的に読み取る。
今度は第３図を参照して、無線周波識別タグ・システム６０は、１）近接位置にある静電
励磁機６２、２）近接位置にある静電読取機６４、３）無線周波識別タグ３００、および
４）近接位置にある磁気読取機６８を含む。静電励磁機６２は、第１励磁機アンテナ素子
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７０、および励磁回路７１と結合される第２励磁機アンテナ素子７２を含む。静電読取機
６４は、読取機共通電極７４、および読取機回路７５と結合される読取機アンテナ素子７
６を含む。無線周波識別タグ３００は、第１タグ・アンテナ素子３０２、およびタグ回路
３０６と結合される第２タグ・アンテナ素子３０４を含む。図示される本発明の好適な実
現では、読取機共通電極７４は、接地３２と結合される。第１タグ・アンテナ素子３０２
と第２タグ・アンテナ素子３０４は、第１励磁機アンテナ素子７０および第２励磁機アン
テナ素子７２からそれぞれ、励磁信号８２と励磁信号８４を静電結合するように構成され
る。
さらに詳しくは、静電励磁機６２は、励磁信号８２と励磁信号８４を発生する。無線周波
識別タグ３００が静電励磁機６２と近接するとき、励磁信号８２は、空気中を介して、第
１励磁機アンテナ素子７０と第１タグ・アンテナ素子３０２との間で静電結合され、励磁
信号８４は、第２励磁機アンテナ素子７２と第２タグ・アンテナ素子３０４との間で静電
結合される。タグ回路３０６は、励磁信号８２と励磁信号８４に基づき励磁状態になる。
無線周波識別タグ３００の格納タグ情報に従って、タグ回路３０６は、格納タグ情報の一
部もしくは全部を含む読取信号８６を生成し、この信号は、タグ回路３０６から第２タグ
・アンテナ素子３０４へと伝えられる。読取信号８６は、第２タグ・アンテナ素子３０４
から読取機アンテナ素子７６へと静電気的に送信される。静電読取機６４は、読取信号８
６を受信し、読取信号８６を復調／復号して、そこから格納タグ情報を回復し、適宜、格
納タグ情報を他のシステム素子（図示せず）に伝える。好適な実現では、読取信号８６は
、格納タグ情報に基づき、反射負荷変調によって変調される反射信号である。振幅変調（
ＡＭ），周波数変調（ＦＭ）または位相変調（ＰＭ）など他の変調形態を用いて、格納タ
グ識別を運ぶことができることを理解されたい。
静電励磁機６２は、例えば、上記Motorola Indala CorporationのＡＳＲ-１２０基地局な
ど入手可能なタグ励磁回路から作るのが便利であろう。ＡＳＲ-１２０装置を適合させる
には、例えば、銅メッキ電極など適切な励磁電極を形成し、これを各ダイポール電極接続
と結合し、これにより、第１励磁機アンテナ素子７０と第２励磁機アンテナ素子７２を形
成する。ＡＳＲ-１２０は、格納タグ情報を無線周波識別タグから受信するのに対応でき
るので、読取電極接続と結合される読取機アンテナ素子７６を含むようにさらにアレンジ
できることを理解されたい。
無線周波識別タグ３００は、物品（図示せず）に付着するように構成できる。好適な用途
では、物品は、例えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コン
ピュータ・ゲーム，ビデオ・ゲームもしくは本などローン，リースまたはレンタル対象の
物品とすることができる。物品はまた、小売販売対象の物品とすることもできる。無線周
波識別タグ３００はまた、人間もしくは動物（図示せず）に付着するように構成できる。
読取／書込実施例において、タグ回路３０６は、上記のＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チッ
プから作られるのが望ましく、一方、読み出し専用用途では、タグ回路３０６は、Motoro
la Indala Ｉ３４１から作られるのが望ましい。
本発明の好適な実施例に従って、第１タグ・アンテナ素子３０２と第２タグ・アンテナ素
子３０４のうち厳密に１つは、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成される。タグ
状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。この点に関して、第１
タグ・アンテナ素子３０２と第２タグ・アンテナ素子３０４のうち厳密に１つは、磁気ス
トリップから形成される。磁気ストリップは、１ビットのＥＡＳ磁気ストリップであるの
が望ましく、適切な磁気ストリップ材料は、タトル・テープの製品名で販売される上記３
Ｍの磁気ストリップである。磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報
を格納する１ビットＥＡＳストリップとして構成される。磁気ストリップはさらに、上記
の動作のために、必要に応じて有効な第１タグ・アンテナ素子３０２または第２タグ・ア
ンテナ素子３０４として構成される。
第３図に示されるように、無線周波識別タグ・システム６０は、近接位置にある静電励磁
機６２および近接位置にある静電読取機６４の他に、近接位置にある磁気読取機６８を含
む。無線周波識別タグ３００が磁気読取機６８と近接するとき、磁気読取機６８は、磁気
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的に格納されたタグ状態情報を読み取り、当該情報をＥＡＳシステム素子（図示せず）に
運ぶ。磁気読取機６８は、励磁信号６９を発生する。磁気ストリップのプログラミング状
態に依存して、磁気ストリップが共振して、共振信号６７を発生する。共振信号６７は、
磁気読取機６８によって検出されて、タグ状態情報を判定する。
引き続き第３図を参照して、読取／書込実施例において、静電励磁機６２は、被伝送書込
信号８８を、無線周波識別タグ３００に伝送するように構成される。タグ回路３０６内に
おいて、書込デコーダは、被伝送書込信号８８を復号、すなわち、復調して、当該書込情
報を回復し、必要に応じて当該格納タグ情報を更新する。被伝送書込信号８８はまた、操
作コードまたはコマンドを含むことができる。更新された格納タグ情報は、読取信号８６
の基礎を形成する。
第１０図を参照して、無線周波識別タグ・システム６０内で使用される別の好適な無線周
波識別タグ１０００が示される。無線周波識別タグ１０００は、第１タグ・アンテナ素子
１００２、およびタグ回路１００６と結合される第２タグ・アンテナ素子１００４を含む
。第１タグ・アンテナ素子１００２および第２タグ・アンテナ素子１００４は、それぞれ
励磁信号８２と励磁信号８４を静電結合するように構成される。無線周波識別タグ１００
０はまた、物品に付着するように構成される。好適な用途（図示せず）では、物品は、例
えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲーム
，ビデオ・ゲームまたは本など、ローン，リースまたはレンタル対象の物品とすることが
できる。物品はまた、小売販売対象の物品とすることもできる。無線周波識別タグ１００
０はまた、人間または動物（図示せず）に付着するように構成することもできる。読取／
書込実施例において、タグ回路１００６は、上記のＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップか
ら作られるのが望ましく、一方読み出し専用用途では、タグ回路１００６は、Motorola I
ndala Ｉ３４１回路チップから作られるのが望ましい。
第１タグ・アンテナ素子１００２および第２タグ・アンテナ素子１００４はそれぞれ、タ
グ状態情報を磁気的に格納するように構成されるのが望ましい。タグ状態情報は、とり得
る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。この点に関して、第１タグ・アンテナ素子
１００２および第２タグ・アンテナ素子１００４はそれぞれ、磁気ストリップから形成さ
れるのが望ましい。各磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納
する１ビットＥＡＳストリップとして構成される。無線周波識別タグ１０００が磁気読取
機６８と近接するとき、磁気読取機は、第１タグ・アンテナ素子１００２および第２タグ
・アンテナ素子１００４からタグ状態情報を磁気的に読み取る。
今度は第４図を参照して、無線周波識別タグ・システム９０は、１）近接位置にある静電
励磁機６２、２）近接位置にある静電読取機６４、３）無線周波識別タグ４００、および
４）近接位置にある磁気読取機６８を含む。静電励磁機６２，静電読取機６４および磁気
読取機６８は、無線周波識別タグ・システム９０に関して既に論じた通りに構成される。
無線周波識別タグ４００は、第１タグ・アンテナ素子４０２，第２タグ・アンテナ素子４
０４，およびタグ回路４０８と結合される第３タグ・アンテナ素子４０６を含む。図示さ
れる本発明の好適な実現では、読取機共通電極７４は、接地３２と結合される。第１タグ
・アンテナ素子４０２と第２タグ・アンテナ素子４０４は、第１励磁機アンテナ素子７０
と第２励磁機アンテナ素子７２からそれぞれ、励磁信号８２と励磁信号８４を静電結合す
るように構成される。
さらに詳しくは、静電励磁機６２は、励磁信号８２と励磁信号８４を発生する。無線周波
識別タグ４００が静電励磁機６２に近接するとき、励磁信号８２は、空気中を介して、第
１励磁機アンテナ素子７０と第１タグ・アンテナ素子４０２との間で静電結合され、励磁
信号８４は、第２励磁機アンテナ素子７２と第２タグ・アンテナ素子４０４との間で静電
結合される。タグ回路４０８は、励磁信号８２と励磁信号８４に基づき励磁状態になる。
無線周波識別タグ４００の格納タグ情報に従って、タグ回路４０８は、格納タグ情報の一
部または全部を含む読取信号９６を生成し、この信号は、タグ回路４０８から第３タグ・
アンテナ素子４０６へと伝えられる。読取信号９６は、第３タグ・アンテナ素子４０６か
ら読取機アンテナ素子７６に静電気的に送信される。静電読取機６４は、読取信号９６を
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受信し、読取信号９６を復調／復号して、そこから格納タグ情報を回復し、適宜、格納タ
グ情報を他のシステム素子（図示せず）に伝える。好適な実現では、読取信号９６は、格
納タグ識別を運ぶのに、振幅変調（ＡＭ），周波数変調（ＦＭ）または位相変調（ＰＭ）
のうち少なくとも１つによって変調される被伝送信号である。
無線周波識別タグ４００は、物品に付着するために構成できる。好適な用途では、物品は
、例えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム，コンピュータ・ゲ
ームまたは本などローン，リースまたはレンタル対象の物品とすることができる。物品は
また、小売販売対象の物品とすることもできる。無線周波識別タグ４００はまた、人間ま
たは動物に付着するように構成できる。読取／書込実施例において、タグ回路４０８は、
上記ＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップの派生物から作るのが望ましく、一方、読み出し
専用用途では、タグ回路４０８は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作られるの
が望ましい。
本発明の好適な実施例に従って、第１タグ・アンテナ素子４０２，第２タグ・アンテナ素
子４０４および第３タグ・アンテナ素子４０６のうち厳密に１つは、タグ状態情報を磁気
的に格納するように構成される。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つ
の状態を表す。これに関して、第１タグ・アンテナ素子４０２，第２タグ・アンテナ素子
４０４および第３タグ・アンテナ素子４０６のうち厳密に１つは、磁気ストリップから形
成される。磁気ストリップは、１ビットＥＡＳ磁気ストリップであるのが望ましく、適切
な磁気ストリップ材料は、タトル・テープの製品名で販売される上記３Ｍの磁気ストリッ
プである。磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納する１ビッ
トＥＡＳストリップとして構成される。磁気ストリップはさらに、上記のように動作する
ために、有効な第１タグ・アンテナ素子４０２，第２タグ・アンテナ素子４０４または第
３タグ・アンテナ素子４０６として構成される。
第４図に示されるように、無線周波識別タグ・システム９０は、近接位置にある静電励磁
機６２および近接位置にある静電読取機６４の他に、近接位置にある磁気読取機６８を含
む。無線周波識別タグ４００が磁気読取機６８に近接するとき、磁気読取機６８は、磁気
的に格納されたタグ状態情報を読み取り、当該情報をＥＡＳシステム素子（図示せず）に
運ぶ。磁気読取機６８は、励磁信号６９を発生する。磁気ストリップのプログラミング状
態に依存して、磁気ストリップが共振して、共振信号６７を発生する。共振信号６７は、
磁気読取機６８によって検出されて、タグ状態情報を判定する。
引き続き第４図を参照して、読取／書込実施例において、静電励磁機６２は、被伝送書込
信号８８を無線周波識別タグ４００に伝送するように構成される。タグ回路４０８内にお
いて、書込デコーダは、被伝送書込信号８８を復号、すなわち復調して、書込情報を回復
し、適宜、格納タグ情報を更新する。被伝送書込信号８８はまた、操作コードまたはコマ
ンドを含むことができる。更新された格納タグ情報は、読取信号９６の基礎を形成する。
第１１図を参照して、無線周波識別タグ・システム９０内で使用される別の好適な無線周
波識別タグ１１００が示される。無線周波識別タグ１１００は、第１タグ・アンテナ素子
１１０２，第２タグ・アンテナ素子１００４，およびタグ回路１１０８と結合される第３
タグ・アンテナ素子１１０６を含む。第１タグ・アンテナ素子１１０２および第２タグ・
アンテナ素子１１０４は、励磁信号８２と励磁信号８４を静電結合するように構成される
。第３タグ・アンテナ素子１１０６は、読取信号９６を送信するように構成される。無線
周波識別タグ１１００はまた、物品（図示せず）に付着するように構成される。好適な用
途において、物品は、例えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ・プログラム
，コンピュータ・ゲーム，ビデオ・ゲームまたは本など、ローン，リースまたはレンタル
対象の物品とすることができる。物品はまた、小売販売対象の物品とすることもできる。
無線周波識別タグ１１００はまた、人間または動物（図示せず）に付着するように構成す
ることもできる。読取／書込実施例において、タグ回路１１０８は、上記のＴＥＭＩＣ　
ｅ５５５０回路チップの派生物から作られるのが望ましく、一方読み出し専用用途では、
タグ回路１１０８は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作られるのが望ましい。
第１タグ・アンテナ素子１１０２，第２タグ・アンテナ素子１１０４および第３タグ・ア
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ンテナ素子１１０６のうち厳密に２つは、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成さ
れるのが望ましい。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す
。これに関し、第１タグ・アンテナ素子１１０２，第２タグ・アンテナ素子１１０４およ
び第３タグ・アンテナ素子１１０６のうち厳密に２つは、磁気ストリップから形成される
のが望ましい。各磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納する
１ビットＥＡＳ磁気ストリップとして構成される。無線周波識別タグ１１００が磁気読取
機６８と近接するとき、磁気読取機は、第１タグ・アンテナ素子１１０２，第２タグ・ア
ンテナ素子１１０４および第３タグ・アンテナ素子１１０６のうち厳密に２つから、タグ
状態情報を磁気的に読み取る。第１タグ・アンテナ素子１１０２，第２タグ・アンテナ素
子１１０４および第３タグ・アンテナ素子１１０６のうち２つの組合せはいずれも、タグ
状態情報を磁気的に格納するように構成できることを理解されたい。
第１２図を参照して、無線周波識別タグ・システム９０内で使用される別の好適な無線周
波識別タグ１２００が示される。無線周波識別タグ１２００は、第１タグ・アンテナ素子
１２０２，第２タグ・アンテナ素子１２０４，およびタグ回路１２０８と結合される第３
タグ・アンテナ素子１２０６を含む。第１タグ・アンテナ素子１２０２および第２タグ・
アンテナ素子１２０４は、励磁信号８２と励磁信号８４を静電気的に受信するように構成
される。第３タグ・アンテナ素子１２０６は、被伝送書込信号９６を送信するように構成
される。無線周波識別タグ１２００はまた、物品（図示せず）に付着するように構成され
る。好適な用途において、物品は、例えば、ビデオ媒体，オーディオ媒体，コンピュータ
・プログラム，コンピュータ・ゲーム，ビデオ・ゲームまたは本など、ローン，リースま
たはレンタル対象の物品とすることができる。物品はまた、小売販売対象の物品とするこ
ともできる。無線周波識別タグ１２００はまた、人間または動物（図示せず）に付着する
ように構成することもできる。読取／書込実施例において、タグ回路１２０８は、上記の
ＴＥＭＩＣ　ｅ５５５０回路チップの派生物から作られるのが望ましく、一方読み出し専
用用途では、タグ回路１２０８は、Motorola Indala Ｉ３４１回路チップから作られるの
が望ましい。
第１タグ・アンテナ素子１２０２，第２タグ・アンテナ素子１２０４および第３タグ・ア
ンテナ素子１２０６はそれぞれ、タグ状態情報を磁気的に格納するように構成されるのが
望ましい。タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。これに
関し、第１タグ・アンテナ素子１２０２，第２タグ・アンテナ素子１２０４および第３タ
グ・アンテナ素子１２０６はそれぞれ、磁気ストリップから形成されるのが望ましい。各
磁気ストリップは、磁気的にプログラム可能なタグ状態情報を格納する１ビットＥＡＳ磁
気ストリップとして構成される。無線周波識別タグ１２００が磁気読取機６８と近接する
とき、磁気読取機は、第１タグ・アンテナ素子１２０２，第２タグ・アンテナ素子１２０
４および第３タグ・アンテナ素子１２０６のそれぞれからタグ状態情報を磁気的に読み取
る。
ここで、本発明に従って、無線周波識別（「ＲＦＩＤ」：Radio Frequency Identificati
on）タグの製造について論じる。接着剤で裏打ちされた基板を用いて、第１タグ電極と第
２タグ電極によって構成されるダイポール・アンテナが、カーボン・インク，銀インク（
silver ink）、または３Ｍにより供給される上記ＥＡＳタトルテープ製品のような金属ス
トリップなどの導電性媒体を用いて作られる。材料抵抗は、１平方当り数百オームくらい
高くできる。ダイポールの寸法は、種々の形状因子を採る用途に対応した設計にすること
が可能である。タグ回路を実現するＲＦＩＤシリコン・チップはついで、第１および第２
タグ電極に付着される。
「インタポッサ実施例」において、ＲＦＩＤシリコン・チップは、インタポッサによって
第１および第２タグ電極に付着される。この実施例が最も適しているのは、金属ＥＡＳス
トリップと共に使用するときである。ピール・オフ型二次接着剤が、上記アッセンブリの
上に配置されて、内容物を保護し、接着剤が、対象物の上部および底部表面（本のページ
の間に入れる場合など）の両方に行き渡るようにする。いったん組み立てられると、製品
は、本のページまたは綴じまたは本のカバーの中に隠すことができる。また、「スマート
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・ラベル」内にロゴとして偽装させることできる。インタポッサ実施例を第１３図から第
１５図に示す。
ここで、第１３図を参照して、このインタポッサ実施例に従って構成されるＲＦＩＤタグ
１３００の上面図が示される。図に示されるように、ＲＦＩＤタグ１３００は、タグ基板
１３０４を含む。タグ基板１３０４の上に配置されるのが、第１タグ電極１３０６と第２
タグ電極１３０８である。また、インタポッサ１３５３が示され、インタポッサは、ＲＦ
ＩＤシリコン・チップ１３０２（以下の第１４図で論じる）を含み、ＲＦＩＤシリコン・
チップをタグ回路３０６と第２タグ電極１３０８に結合するように構成される。（インタ
ポッサ１３５３の裏面は第１３図に示されるので、ＲＦＩＤシリコン・チップ１３０２は
見えない。）
ここで第１４図を参照して、インタポッサ１３５３の前側の拡大図が示される。図に示さ
れるように、インタポッサ１３５３は、基板１３５１を含む。基板の上に配置されるのが
、第１インタポッサ接続パッド１３１４と第２インタポッサ接続パッド１３１６である。
ついで、第１インタポッサ接続パッド１３１４と第２インタポッサ接続パッド１３１６の
上に配置されるのが、ＲＦＩＤシリコン・チップ１３０２である。
今度は第１５図を参照して、ＲＦＩＤタグ１３００の側面断面図が示され、これは、イン
タポッサ１３５３の見通し図を含む。図に示されるように、第１インタポッサ接続パッド
１３１４および第２インタポッサ接続パッド１３１６はそれぞれ、適切な導電接着剤によ
って、第１タグ電極１３０６および第２タグ電極１３０８と接合するように構成される。
そのため、ＲＦＩＤシリコン・チップ１３０２は、第１インタポッサ接続パッド１３１４
および第２インタポッサ接続パッド１３１６によってそれぞれ、第１タグ電極１３０６お
よび第２タグ電極１３０８と結合する。
上記のように、第１タグ電極１３０６および第２タグ電極１３０８は、タトル・テープの
製品名で３Ｍから提供される磁気ストリップ製品などの磁気材料を用いて形成される。こ
のようにして、第１タグ電極１３０６と第２タグ電極１３０８は、タグ状態情報を格納す
るように構成できる。しかしながら、第１タグ電極１３０６と第２タグ電極１３０８の両
方を形成するのに、磁気材料を用いて感度をさらに高める必要のない用途では、カーボン
・インクまたは銀インクなどの非磁気導電媒体を使用して、第１タグ電極１３０６または
第２タグ電極１３０８を形成することもできる。
別の「直接付着実施例」では、ＲＦＩＤシリコン・チップは、第１および第２タグ電極に
直接付着される。今度は第１６図を参照して、この直接付着実施例により構成されるＲＦ
ＩＤタグ１６００の側面断面図が示される。上記第１３図と共に論じられるＲＦＩＤタグ
１３００と同様、ＲＦＩＤタグ１６００は、タグ基板１６０４を、基板１６０４の上に配
置される第１タグ電極１６０６および第２タグ電極１６０８とともに含む。また、第１タ
グ電極１６０６の上に配置されるのが、第１接続パッド１６５６である。同様に、第２タ
グ電極１６０８の上に配置されるのが、第２接続パッド１６５８である。また、第１接続
パッド１６５６および第２接続パッド１６５８の上に配置されるのが、ＲＦＩＤシリコン
・チップ１３０２‘であり、このチップは、インタポッサ実施例および上記第１３図から
第１５図と共に論じられたＲＦＩＤシリコン・チップ１３０２と類似している。そのため
、ＲＦＩＤシリコン・チップ１３０２’は、第１タグ電極１６０６および第２タグ電極１
６０８と直接付着される（結合される）。この実施例において、ＲＦＩＤシリコン・チッ
プ１３０２‘は、異方性もしくは等方性媒体，導電性接着剤または他の従来型接合技術と
共に、フリップ・チップ技術を利用することができる。
第１３図から第１５図のインタポッサ実施例または第１６図の直接付着実施例のいずれか
において、第１タグ電極（１３０６または１６０６）および第２タグ電極（１３０８また
は１６０８）はそれぞれ、用途の必要に応じて、接地結合するためのタグ共通電極として
、またはタグアンテナ要素として構成できる。同様に、第１タグ電極（１３０６または１
６０６）および第２タグ電極（１３０８または１６０８）は、無線周波識別タグ（１３０
０または１６００）との間で送受信する信号を静電結合する働きをしつつ、さらに、タグ
状態情報を磁気的に格納するように対応する。コストへの配慮から、また、感度を高める
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必要がない場合には、１つの電極しか、磁気材料から形成される必要がないことを理解さ
れたい。また、上記のように、磁気的にプログラムされた電極タグ状態情報は、ＥＡＳア
ラームを起動するのに使用でき、一方、格納タグ情報は、物品を識別するのに使用できる
。
以上をまとめると、第１図と第２図を参照して、静電励磁機１２，静電読取機１４，少な
くとも１つの無線周波識別タグ（１６または２００）および磁気読取機１８を含む無線周
波識別タグ・システム（１０または２０１）が開示され；静電励磁機１２は、励磁回路２
１，励磁機共通電極２０，および励磁回路と結合される励磁機アンテナ素子２２を含み、
励磁共通電極は、接地３２と結合するように構成され、励磁回路は、励磁信号を生成し、
当該励磁信号を励磁機アンテナ素子と結合するように構成され、励磁機アンテナ素子は、
励磁信号を少なくとも１つの無線周波識別タグに静電気的に送信するように構成され；静
電読取機は、読取機回路２５，読取機共通電極２４および読取機アンテナ素子２６を含み
、読取機共通電極は、接地と結合するように構成され、読取機アンテナ素子は、少なくと
も１つの無線周波識別タグから読取信号（３８または２１０）を静電気的に受信して、読
取信号を読取回路と結合するように構成され、少なくとも１つの無線周波識別タグは、格
納タグ情報を含み、読取回路は、格納タグ情報を検出するように構成される。
今度は第１図に示される無線周波識別タグ・システム１０を参照して、タグ回路１５，タ
グ共通電極２８，およびタグ回路と結合されるタグ・アンテナ素子３０を含む無線周波識
別タグ１６の第１実施例が開示され、タグ共通電極は、接地と結合するように構成され、
タグ・アンテナ素子は、励磁機アンテナ素子から励磁信号３４を静電気的に受信して、励
磁信号をタグ回路と結合するように構成され；タグ回路は、励磁信号に基づいて励磁状態
になり、読取信号３８を生成し、かつ読取信号をタグ・アンテナ素子と結合するように構
成され；タグ・アンテナ素子は、読取機アンテナ素子に読取信号を静電気的に送り、読取
信号は反射読取信号であり；タグ共通電極およびタグ・アンテナ素子のうち厳密に１つは
、タグ状態情報を磁気的に格納して、タグ状態情報が、近接位置にある磁気読取機によっ
て磁気的に読み取られるように構成され、タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳
密に１つの状態を表す。
今度は、第２図に示される無線周波識別タグ・システム２０１を参照して、タグ回路２０
８，タグ共通電極２０２，第１タグ・アンテナ素子２０４，およびタグ回路と結合される
第２タグ・アンテナ素子２０６を含む無線周波識別タグ２００の別の実施例が開示され、
タグ共通電極は、接地と結合されるように構成され、第１タグ・アンテナ素子は、励磁機
アンテナ素子から励磁信号３４を静電気的に受信し、励磁信号をタグ回路と結合するよう
に構成され；タグ回路は、励磁信号に基づき励磁状態になり、読取信号２１０を生成し、
読取信号を第２タグ・アンテナ素子と結合するように構成され；第２タグ・アンテナ素子
は、読取信号２１０を読取機アンテナ素子に静電気的に送信するように構成され、読取信
号は被伝送読取信号であり；タグ共通電極，第１タグ・アンテナ素子および第２タグ・ア
ンテナ素子のうち厳密に１つは、タグ状態情報を磁気的に格納して、タグ状態情報が、近
接位置にある磁気読取機によって磁気的に読み取られるように構成され、タグ状態情報は
、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。
さらなるまとめとして、第３図と第４図を参照して、静電励磁機６２，静電読取機６４，
少なくとも１つの無線周波識別タグ（３００または４００）および磁気読取機６８を含む
無線周波識別タグ・システム（６０または９０）が開示され；静電励磁機６２は、励磁回
路７１，第１励磁機アンテナ素子７０および第２励磁機アンテナ素子７２を含み、励磁回
路は、励磁信号（８２または８４）を生成し、励磁信号を第１励磁機アンテナ素子および
第２励磁機アンテナ素子と結合するように構成され、第１励磁機アンテナ素子および第２
励磁機アンテナ素子は、励磁信号を少なくとも１つの無線周波識別タグに静電気的に送信
するように構成され；静電読取機は、読取機回路７５，読取機共通電極７４および読取機
アンテナ素子７６を含み、読取機共通電極は、接地と結合するように構成され、読取機ア
ンテナ素子は、少なくとも１つの無線周波識別タグから読取信号（８６または９６）を静
電気的に受信して、読取信号を読取回路に結合するように構成され、少なくとも１つの無
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線周波識別タグは、格納タグ情報を含み、読取回路は、格納タグ情報を検出するように構
成される。
今度は、第３図に示される無線周波識別タグ・システム６０を参照して、タグ回路３０６
，第１タグ・アンテナ素子３０２，およびタグ回路と結合される第２タグ・アンテナ素子
３０４を含む無線周波識別タグ３００の別の実施例が開示され、第１タグ・アンテナ素子
および第２タグ・アンテナ素子は、第１励磁機アンテナ素子と第２励磁機アンテナ素子か
らそれぞれ励磁信号を静電気的に受信し、励磁信号をタグ回路に結合するように構成され
；タグ回路は、励磁信号に基づき励磁状態になり、読取信号８６を生成し、読取信号を第
１タグ・アンテナ素子に結合するように構成され；第１タグ・アンテナ素子は、読取信号
を読取機アンテナ素子に静電気的に送信するように構成され、読取信号は反射読取信号で
あり；第１タグ・アンテナ素子および第２タグ・アンテナ素子のうち厳密に１つは、タグ
状態情報を磁気的に格納して、タグ状態情報が、近接位置にある磁気読取機によって磁気
的に読み取られるように構成され、タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１
つの状態を表す。
今度は、第４図に示される無線周波識別タグ・システム９０を参照して、タグ回路４０８
，第１タグ・アンテナ素子４０２，第２タグ・アンテナ素子４０４，およびタグ回路と結
合される第３タグ・アンテナ素子４０６を含む無線周波識別タグ４００の別の実施例が開
示され、第１タグ・アンテナ素子および第２タグ・アンテナ素子は、第１励磁機アンテナ
素子と第２励磁機アンテナ素子からそれぞれ励磁信号を静電気的に受信し、励磁信号をタ
グ回路と結合するように構成され；タグ回路は、励磁信号に基づき励磁状態になり、読取
信号９６を生成し、読取信号を第３タグ・アンテナ素子と結合するように構成され；第３
タグ・アンテナ素子は、読取信号９６を読取機アンテナ素子に静電気的に送信するように
構成され、読取信号は、被伝送読取信号であり；第１タグ・アンテナ素子，第２タグ・ア
ンテナ素子および第３タグ・アンテナ素子のうち厳密に１つは、タグ状態情報を磁気的に
格納して、タグ状態情報が、近接位置にある磁気読取機によって磁気的に読み取られるよ
うに構成され、タグ状態情報は、とり得る２つの状態のうち厳密に１つの状態を表す。
今度は、先行技術のタグと比較した、本発明による磁気的にプログラム済みの電極を有す
る無線周波識別タグのいくつかの利点を論じる。
第１に、本発明の無線周波識別タグは、別個のＥＡＳと無線周波識別技術を用いる場合よ
りも費用が安い。磁気ＥＡＳ材料を、無線周波識別実施例の一体部材として使用しなかっ
た先行技術とは対照的に、本発明は、これら２つの技術を１つのタグ内に組み合わせる。
その結果、本発明のタグの部材数は大幅に削減されるので、コストも削減される。
また、本発明は、１ビット磁気ＥＡＳによる解決策だけで提供される場合よりも、格段に
多くの情報を利用者に与える。
さらに、本発明により、利用者は、既存の磁気ＥＡＳシステムを使用し続けることができ
、無線周波識別技術を組み込むことによってもたられる資産管理上のメリットが上乗せさ
れる。
これまで、本発明によりタグ状態情報を磁気的に格納するように構成される無線周波識別
タグの種々の実施例について説明してきたが、本発明の適用範囲は、以下の請求の範囲に
より明確化される。
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