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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークアセット用の無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ付け装置であ
って、
　　ＲＦＩＤホストと、
　　コンピュータネットワーク内でアセットに取り付けられたトランスポンダータグであ
って、その中にタグ識別データ、前記アセットを記述する目録データ、及びセキュリティ
データを記憶しているトランスポンダータグと、
　　前記アセットに予め備えられている電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）と、
　　呼びかけゾーンにおいて前記トランスポンダータグからデータを読み取るＲＦＩＤ読
取り／書込み装置と、
　　前記トランスポンダータグ識別データ、前記目録データ、及びセキュリティデータを
前記ＲＦＩＤホスト、前記ＥＥＰＲＯＭ及び前記トランスポンダータグの各々の間で通信
できるようにする個別の通信リンクであって、前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り
／書込み装置の間、前記ＲＦＩＤホストと前記アセットのＥＥＰＲＯＭ間、前記ＲＦＩＤ
読取り／書込み装置と前記トランスポンダータグの間、及び前記トランスポンダータグと
前記ＥＥＰＲＯＭの間の個別の通信リンクからなり、前記目録データも前記ＥＥＰＲＯＭ
に記憶されている個別の通信リンクと、
　　前記ＲＦＩＤホスト内にあって、前記セキュリティデータに基づき、前記アセットが
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移動認可なしに呼びかけゾーンを通過して移動するときに前記アセットの移動を防止する
手段と、
　前記ＲＦＩＤホスト及び前記アセット内にあって、前記個別の通信リンクを経由して前
記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみに前
記アセットの作動を可能にする手段とを備え、
　　それにより、前記アセットを、該アセットの認可された移動のみが可能となるように
前記呼びかけゾーン内で識別することができ、また、前記アセットの作動を、前記アセッ
トと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信シーケンスが完了しない場合には、自動
的に阻止すること
　ができるＲＦＩＤタグ付け装置。
【請求項２】
　請求項１の装置において、前記ＲＦＩＤホストは、
　　前記アセット用の移動認可データを受け取る手段と、
　　前記ＥＥＰＲＯＭ内の既定の通信シーケンス完了データを修正して、前記アセットと
前記ＲＦＩＤホストとの間に前記既定の通信シーケンスが存在しない場合に前記アセット
の作動を可能にする手段とを備える装置。
【請求項３】
　請求項１の装置において、前記アセットが移動認可なしに前記呼びかけゾーンを通過し
て移動するときに前記アセットの移動を防止する手段が、警報表示器を始動する手段であ
る装置。
【請求項４】
　請求項１の装置において、前記トランスポンダータグは、該トランスポンダータグを独
自に識別するデータのための第１データ記憶領域と、前記アセット及び該アセット内のコ
ンポーネントを記述するデータのための第２データ記憶領域と、セキュリティーデータの
ための第３データ記憶領域とを備える装置。
【請求項５】
　請求項４の装置において、前記アセット及び該アセット内のコンポーネントを記述する
データは、以下のうちの少なくとも１つを含む装置：
　型番号データ、
　シリアル番号データ及び
　製造日データ。
【請求項６】
　請求項４の装置において、前記セキュリティーデータは、以下のうちの少なくとも１つ
を含む装置：
　移動認可データ及び
　既定の通信シーケンス完了データ。
【請求項７】
　請求項４の装置において、前記トランスポンダータグを独自に識別する前記データは、
以下のうちの少なくとも１つを含む装置：
　製造場所コードデータ及び
　シリアル番号データ。
【請求項８】
　請求項４の装置において、前記データ記憶領域の内の少なくとも１つは永久的なデータ
記憶を提供し、前記データ記憶領域の他の少なくとも１つは消去及び書込み可能なデータ
記憶を提供する装置。
【請求項９】
　請求項１の装置において、前記アセットは、さらに、前記ＲＦＩＤホストを迂回して直
接に前記トランスポンダータグと前記ＥＥＰＲＯＭとの間でデータを送信する手段を含む
装置。
【請求項１０】



(3) JP 4387060 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

　請求項１の装置において、複数の前記トランスポンダータグは複数のコンピューターネ
ットワークアセットにそれぞれ付けられる装置。
【請求項１１】
　請求項１０の装置において、前記アセットのうちの少なくとも１つは前記ネットワーク
上にコンピューターワークステーションを備える装置。
【請求項１２】
　請求項１０の装置において、前記ＲＦＩＤホストは前記ネットワーク上にワークステー
ションを備える装置。
【請求項１３】
　保証されたコンピュータネットワークアセットであって、
　　前記アセットに取り付けられた無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダータグで
あって、該トランスポンダータグを独自に識別する第１のデータセットと、前記セット及
び該アセット内のコンポーネントを記述する第２のデータセットと、前記アセットのセキ
ュリティー状態を表す第３のデータセットとを持つＲＦＩＤトランスポンダータグと、
　　前記アセットに予め備えられている電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）と、
　　前記第２及び第３のデータセットを前記トランスポンダータグと前記ＥＥＰＲＯＭと
の間で送信する手段とを備え、
　前記コンピュータネットワークは、
　　前記保証されたアセットと、
　　前記ＲＦＩＤホストと、
　　前記第２及び第３のデータセットを前記トランスポンダータグに選択的に書き込むＲ
ＦＩＤ読取り／書込み装置であって、前記コンピュータアセットが該ＲＦＩＤ読取り／書
込み装置の範囲内にある場合に前記トランスポンダータグから前記第２及び第３のデータ
セットを選択的に読み取るＲＦＩＤ読取り／書込み装置と、
　　前記第２及び第３のデータセットを前記ＲＦＩＤホストと前記ＥＥＰＲＯＭ及び前記
ＲＦＩＤ読取り／書込み装置の各々との間で送信する手段と、
　　前記ＲＦＩＤホスト内にあって、前記第３のデータセットに基づき、前記アセットが
移動認可なしに呼びかけゾーンを通過して移動するときに前記アセットの移動を防止する
手段と、を備え
　それにより、前記保証されたアセットを前記ＲＦＩＤ読取り／書込み装置の前記範囲内
で識別できて前記保証されたアセットの認可された移動のみを可能とする保証されたアセ
ット。
【請求項１４】
　請求項１３の保証されたアセットにおいて、ＲＦＩＤホストと通信を行うための手段を
備える保証されたアセット。
【請求項１５】
　請求項１４の保証されたアセットにおいて、前記第２及び第３のデータセットを前記ト
ランスポンダータグと前記ＥＥＰＲＯＭとの間で送信する手段は、コンピュータネットワ
ークを備える保証されたアセット。
【請求項１６】
　請求項１３の保証されたアセットにおいて、さらに、前記ＲＦＩＤホストと前記保証さ
れたアセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみに前記保証されたアセッ
トの作動を可能にし、それによって、前記コンピュータネットワークの外にある前記保証
されたアセットの操作を、前記既定の通信シーケンスが完了しない場合には自動的に阻止
することができるようにする保証されたアセット。
【請求項１７】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダーでコンピュータネットワークアセットに
タグを付ける方法であって、
　（Ａ）第１のＲＦＩＤ読取り／書込み装置で第１のデータセットをトランスポンダータ
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グの第１記憶領域に書き込む工程であって、該第１のデータセットは、前記トランスポン
ダータグを独自に識別するとともに、製造場所コードデータ及びシリアル番号データのう
ちの少なくとも１つを含む工程と、
　（Ｂ）前記第１のＲＦＩＤ読取り／書込み装置で第２のデータセットを前記トランスポ
ンダータグの第２記憶領域に書き込む工程であって、該第２のデータは、アセット及び該
アセット内のコンポーネントを記述するとともに、
　　型番号データ、
　　シリアル番号データ及び
　　製造日データの内の少なくとも１つを含む工程と、
　（Ｃ）前記トランスポンダータグに第３のデータセットのための第３記憶領域を提供す
る工程であって、前記第３のデータセットには少なくとも、移動認可データと既定の通信
シーケンス完了データが含まれる工程と、
　（Ｄ）前記トランスポンダータグを前記アセットに取り付ける工程と、
　（Ｅ）前記アセットに、該アセットに予め備えられており、少なくとも前記第２及び３
のデータセットを記憶することができる電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）を提供する工程と、
　（Ｆ）前記アセットをコンピューターネットワークに結合する工程と、
　（Ｇ）ＲＦＩＤホストを前記コンピューターネットワークに結合する工程と、
　（Ｈ）第２のＲＦＩＤ読取り／書込み装置によって呼びかけ信号ゾーンを確立する工程
と、
　（Ｉ）前記第２のＲＦＩＤ読取り／書込み装置を前記コンピューターネットワークに接
続する工程と、
　（Ｊ）前記ＲＦＩＤホストと前記第２のＲＦＩＤ読取り／書込み装置及び前記アセット
のそれぞれとの間に個々に通信リンクを確立する工程と、
　（Ｋ）前記第２のデータセットを前記トランスポンダータグから前記ＥＥＰＲＯＭに送
信する工程と、
　（Ｌ）前記トランスポンダータグ又は前記ＥＥＰＲＯＭのいずれか一方の第２のデータ
セットが更新されたとき、他方の第２のデータセットを更新するために、前記ＥＥＰＲＯ
Ｍと前記トランスポンダータグとの間でデータを送信する工程と、
　 (Ｍ)前記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間で前記個々の通信リンクを経由して既
定の通信シーケンスに応答する場合のみ前記アセットの作動を可能にする工程と、
　（Ｎ）前記アセットが前記呼びかけゾーン内にあるときに前記アセットを識別する工程
と、
　（Ｏ）前記トランスポンダータグの第３記憶領域に移動認可データを書き込む工程とを
含み、
　　それによって、前記アセットを前記呼びかけゾーン内で識別して前記アセットの認可
された移動のみを可能にし、前記アセットと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信
シーケンスが完了しないときには、前記アセットの作動を自動的に阻止でき、さらに、前
記アセットの無認可の修正を検知することができる方法。
【請求項１８】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダーによってコンピューターネットワークア
セットにタグを付ける方法であって、
　（Ａ）コンピューターネットワーク内のアセットに、ＲＦＩＤトランスポンダータグ及
び電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を提供する工程と、
　（Ｂ）前記トランスポンダータグに第１のデータベースを設ける工程であって、該第１
のデータベースが前記ネットワークアセット及び該アセットのコンポーネントの目録を含
みさらに前記アセットを移動するための移動認可データも含む工程と、
　（Ｃ）前記ＥＥＰＲＯＭに第２のデータベースを設ける工程であって、該第２のデータ
ベースが、前記ネットワークアセット及び該アセットのコンポーネントの目録を含みさら
に前記アセットを移動するための移動認可データも含む工程と、
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　（Ｄ）前記ＥＥＰＲＯＭまたは前記トランスポンダータグのいずれかのデータベースが
更新されたときに、他方のデータベースを更新するために前記トランスポンダータグと前
記ＥＥＰＲＯＭの間でデータを送信する工程と、
（Ｅ）前記ＲＦＩＤ読取り／書き込み装置を前記コンピューターネットワークに接続する
工程と、
（Ｆ）ＲＦＩＤホストを前記コンピューターネットワークに接続する工程と、
（Ｇ）前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り／書込み装置及び前記アセットのそれぞ
れとの間に個別の通信リンクを確立する工程と、
（Ｈ）前記ＲＦＩＤホストを通じて前記データ送信工程を実行する工程と、
（Ｉ）前記個別の通信リンクを経由して前記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間の既定
の通信シーケンスに応答する場合のみに前記アセットの作動を可能とする工程と、
（Ｊ）前記アセットが前記呼びかけゾーン内にあるときに前記アセットを識別する工程と
、
（Ｋ）移動認可データを前記トランスポンダータグの前記第３記憶領域に書き込む工程と
を含み、
それよって、前記アセットを前記呼びかけゾーン内で識別して前記アセットの認可された
移動のみ可能とし、前記アセットと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信シーケン
スが完了しないときに前記アセットの動作を自動的に阻止でき、さらに、前記アセットの
無認可の修正を検知することができる方法。
【請求項１９】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダーによってコンピューターネットワークア
セットにタグを付ける方法であって、
　（Ａ）コンピューターネットワーク内のアセットに、ＲＦＩＤトランスポンダータグ及
び電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を提供する工程と、
　（Ｂ）前記トランスポンダータグに第１のデータベースを設ける工程であって、該第１
のデータベースが前記ネットワークアセット及び該アセットのコンポーネントの目録を含
みさらに前記アセットを移動するための移動認可データも含む工程と、
　（Ｃ）前記ＥＥＰＲＯＭに第２のデータベースを設ける工程であって、該第２のデータ
ベースが、前記ネットワークアセット及び該アセットのコンポーネントの目録を含みさら
に前記アセットを移動するための移動認可データも含む工程と、
　（Ｄ）前記ＥＥＰＲＯＭまたは前記トランスポンダータグのいずれかのデータベースが
更新されたときに、他方のデータベースを更新するために前記トランスポンダータグと前
記ＥＥＰＲＯＭの間で送信する工程と、
（Ｅ）前記アセット内で、前記トランスポンダータグと前記ＥＥＰＲＯＭとの間に直接の
通信リンクを確立する工程と、
（Ｆ）前記直接の通信リンクを通じて前記データ送信工程を実行する工程と、
（Ｇ）前記ＲＦＩＤ読取り／書込み装置を前記コンピューターネットワークに接続する工
程と、
（Ｈ）前記アセットが前記呼びかけゾーン内にあるときに前記アセットを識別する工程と
を含み、
それによって、移動認可状態を決定することができ、さらに、前記トランスポンダータグ
に書き込まれて前記直接の通信リンクを経由して前記ＥＥＰＲＯＭに送信されたデータに
よって、前記アセットを不能にすることができる方法。
【請求項２０】
　コンピュータネットワークアセット用の無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ付け装置であ
って、
　　ＲＦＩＤホストと、
　　コンピュータネットワーク内でアセットに取り付けられたトランスポンダータグであ
って、その中にタグ識別データ、前記アセットを記述する目録データ、及びセキュリティ
データを記憶しているトランスポンダータグと、
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　　前記アセットに予め備えられている電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）と、
　　呼びかけゾーンにおいて前記トランスポンダータグからデータを読み取るＲＦＩＤ読
取り／書込み装置と、
　　前記トランスポンダータグ識別データ、前記目録データ、及びセキュリティデータを
前記ＲＦＩＤホスト、前記ＥＥＰＲＯＭ及び前記トランスポンダータグの各々の間で通信
できるようにする個別の通信リンクであって、前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り
／書込み装置の間、前記ＲＦＩＤホストと前記アセットのＥＥＰＲＯＭ間、前記ＲＦＩＤ
読取り／書込み装置と前記トランスポンダータグの間、及び前記トランスポンダータグと
前記ＥＥＰＲＯＭの間の個別の通信リンクからなり、前記目録データも前記ＥＥＰＲＯＭ
に記憶されている個別の通信リンクと、
　　前記ＲＦＩＤホスト内にあって、前記セキュリティデータに基づき、前記アセットが
移動認可なしに呼びかけゾーンを通過して移動するときに前記アセットの移動を防止する
手段と、
　前記ＲＦＩＤホスト及び前記アセット内にあって、前記個別の通信リンクを経由して前
記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみに前
記アセットの作動を可能にする手段と、
　　前記トランスポンダタグ内の前記目録データと前記ＥＥＰＲＯＭ内の前記目録データ
とを互いに比較する手段と、
　前記トランスポンダタグ内の前記目録データと前記ＥＥＰＲＯＭ内の前記目録データと
が互いに対応しない場合に出力信号を発生する手段とを備え、
　　それにより、前記前記アセットを、該アセットの認可された移動のみを可能とするよ
うに前記呼びかけゾーン内で識別することができ、さらに、前記アセットの作動を、前記
アセットと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信シーケンスが完了しない場合には
、自動的に阻止することができるＲＦＩＤタグ付け装置。
【請求項２１】
　コンピュータネットワークアセット用の無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ付け装置であ
って、
　　ＲＦＩＤホストと、
　　コンピュータネットワーク内でアセットに取り付けられたトランスポンダータグであ
って、その中にタグ識別データ、前記アセットを記述する目録データ、及びセキュリティ
データを記憶しているトランスポンダータグと、
　　前記アセットに予め備えられている電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）と、
　　呼びかけゾーンにおいて前記トランスポンダータグからデータを読み取るＲＦＩＤ読
取り／書込み装置と、
　　前記トランスポンダータグ識別データ、前記目録データ、及びセキュリティデータを
前記ＲＦＩＤホスト、前記ＥＥＰＲＯＭ及び前記トランスポンダータグの各々の間で通信
できるようにする個別の通信リンクであって、前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り
／書込み装置の間、前記ＲＦＩＤホストと前記アセットのＥＥＰＲＯＭ間、前記ＲＦＩＤ
読取り／書込み装置と前記トランスポンダータグの間、及び前記トランスポンダータグと
前記ＥＥＰＲＯＭの間の個別の通信リンクからなり、前記目録データも前記ＥＥＰＲＯＭ
に記憶されている個別の通信リンクと、
　前記ＲＦＩＤホスト内にあって、前記セキュリティデータに基づき、前記アセットが移
動認可なしに呼びかけゾーンを通過して移動するときに前記アセットの移動を防止する手
段と、
　前記ＲＦＩＤホスト及び前記アセット内にあって、前記個別の通信リンクを経由して前
記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみに前
記アセットの作動を可能にする手段と、
　前記ＲＦＩＤホストを迂回して前記トランスポンダタグと前記ＥＥＰＲＯＭとの間で直
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接にデータを送信する手段とを備え、
　それにより、前記前記アセットを、該アセットの認可された移動のみを可能とするよう
に前記呼びかけゾーン内で識別することができ、さらに、前記アセットの作動を、前記ア
セットと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信シーケンスが完了しない場合には、
自動的に阻止することができるＲＦＩＤタグ付け装置。
【請求項２２】
　コンピュータネットワークアセット用の無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ付け装置であ
って、
　　ＲＦＩＤホストと、
　　コンピュータネットワーク内でアセットに取り付けられたトランスポンダータグであ
って、その中にタグ識別データ、前記アセットを記述する目録データ、及びセキュリティ
データを記憶しているトランスポンダータグと、
　　前記アセットに予め備えられている電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）と、
　　呼びかけゾーンにおいて前記トランスポンダータグからデータを読み取るＲＦＩＤ読
取り／書込み装置と、
　　前記トランスポンダータグ識別データ、前記目録データ、及びセキュリティデータを
前記ＲＦＩＤホスト、前記ＥＥＰＲＯＭ及び前記トランスポンダータグの各々の間で通信
できるようにする個別の通信リンクであって、前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り
／書込み装置の間、前記ＲＦＩＤホストと前記アセットのＥＥＰＲＯＭ間、前記ＲＦＩＤ
読取り／書込み装置と前記トランスポンダータグの間、及び前記トランスポンダータグと
前記ＥＥＰＲＯＭの間の個別の通信リンクからなり、
　前記目録データも前記ＥＥＰＲＯＭに記憶されており、
　前記ＥＥＰＲＯＭ内の前記目録データは更新のために、利用可能な前記ＲＦＩＤ読取り
／書込み装置及び前記ネットワークのどちらでも経由して前記ＲＦＩＤホストと通信する
ことができ、
　前記ＲＦＩＤホスト内にあって、前記セキュリティデータに基づき、前記アセットが移
動認可なしに呼びかけゾーンを通過して移動するときに前記アセットの移動を防止する手
段と、
　前記ＲＦＩＤホスト及び前記アセット内にあって、前記個別の通信リンクを経由して前
記ＲＦＩＤホストと前記アセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみに前
記アセットの作動を可能にする手段とを備え、
　　それにより、前記前記アセットを、該アセットの認可された移動のみを可能とするよ
うに前記呼びかけゾーン内で識別することができ、さらに、前記アセットの作動を、前記
アセットと前記ＲＦＩＤホストとの間の前記既定の通信シーケンスが完了しない場合には
、自動的に阻止することができるＲＦＩＤタグ付け装置。
【請求項２３】
　請求項１の装置において、前記ＲＦＩＤホストと前記ＲＦＩＤ読取り／書込み装置及び
前記アセットの各々との間の前記個別の通信リンクは双方向通信リンクである装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
１．発明の分野
本願発明は概略コンピューターネットワーク及びコンポーネントのセキュリティーの分野
に関し、特に、コンピューターネットワークアセットのための無線周波数識別（ＲＦＩＤ
）タグ付け装置に関する。
【０００２】
２．従来技術の説明
コンピューター産業は機器及び情報の窃盗に関する犯罪行為の数に圧倒されている。コン
ピューター産業にセキュリティーを提供する保護及び回復型製品があるが、製品との直接
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又は間接の通信を組み込むインテリジェントなＲＦＩＤ技術の使用を通じて広範囲に利用
できる用途を持つものは知らされていない。
【０００３】
コンピューター産業の供給チェーンの全般にわたって行うことができ、製品使用及び情報
の両方への承認されていないアクセスを拒否することができる窃盗検知の必要性が長い間
望まれている。
【０００４】
発明の概要
コンピューター産業の供給チェーン全般にわたる窃盗検知装置のために長い間望まれてい
る従来技術の必要性は、エリアネットワークをローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又
は広域ネットワーク（ＷＡＮ）につながるアセットを識別してそれらのアセットをＲＦＩ
Ｄタグ付け装置に統合するための方法及び装置によって満たされている。この統合はアセ
ットを保護するのみならず、ネットワークから接続が絶たれたり又は許可なく呼びかけ信
号ゾーンを通過して動かされた場合にそのアセットを機能しないようにすることもできる
。
【０００５】
本願発明の構成によると、各ネットワークアセット、例えばワークステーションは、製造
中、製造後、又は製造に付随して、ＲＦＩＤトランスポンダータグ及び電子的に消去及び
プログラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を備える。その様なトランスポンダータグは既
に市場に出ている既存のネットワークアセットに新たに組み込むこともできる。ワークス
テーション、ファイルサーバー、プリンター、スキャナー等のようなコンピューターネッ
トワークアセットは、通常ＥＥＰＲＯＭ等をオペレーティングシステムプログラムの格納
のような他の目的のために備える。本願発明に従って用いられるＥＥＰＲＯＭは、ネット
ワークアセットがすでに製造されたときに備えるＥＥＰＲＯＭの一部又は別の分離した装
置とすることができる。本願発明の構成は、特別の種類のＥＥＰＲＯＭデバイスに限定さ
れるものではなく、表記及び略語は一般的な意味で用いる。
【０００６】
ＲＦＩＤ読取り/書込み装置、例えばポータブル装置を用いて、タグに異なるデータセッ
トを書き込むことによってそのタグをプログラムすることができる。第１のデーターセッ
トはトランスポンダータグを独自に識別することができ、例えば製造場所コード及びシリ
アル番号データを含むことができる。このデータはトランスポンダータグの製造者によっ
て書き込むことができ、また、永久的に保存することができる。第２のデータセットは、
アセット及びそのアセット内のコンポーネント（構成要素）、例えば、型番号データ、シ
リアル番号データ及び製造データの日付を記述することができる。コンピュータネットワ
ークアセットには例えばプロセッサー、ワークステーション、モニター、プリンター、ス
キャナー及びネットワークサーバーを含めることができる。コンポーネントには、例えば
ハードドライブ、フロッピードライブ、ＣＤ　ＲＯＭドライブ、モデム、サウンドボード
、メモリーモジュール、予めロードされたソフトウェア及びネットワークアセットととも
に又はそれに追加されて販売することができるほかの機器もしくはプログラムを含めるこ
とができる。第３のデータセットは、例えば、移動認可データ及び既定の通信シーケンス
完了データを含むセキュリティーデータを記述することができる。セキュリティーデータ
は、ネットワークに適切に接続されない場合にアセットの作動を防止するために用いるこ
とができ、また、ＲＦＩＤ読取り／書込み装置の呼びかけ領域の中でのアセットの動きを
監視するために用いることができ、それにより、認可されている場合にアセットを移動す
ることができ、さらに移動が認可されていない場合に警報表示器を始動させることができ
る。
【０００７】
結局、ネットワーク上を双方向にデータを移動することができる全てのアセットと、通常
製造者のシリアルナンバーによって固有のものとして識別できるすべてのアセット及びコ
ンポーネントとは、ＲＦＩＤタグ付け装置に統合することができ、保証されたアセットと
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なる。
【０００８】
ＲＦＩＤタグ付け装置への統合は、ネットワーク上のＲＦＩＤホストと、ネットワーク上
及びネットワークアセット、例えばコンピューターワークステーション上の各ＲＦＩＤ読
取り/書込み装置との間にデータ送信のための通信リンクを確立することを含む。アセッ
トが、ＲＦＩＤ読取り／書込み装置によって画定される呼びかけゾーンを通じて移動する
ときはいつでも、そのアセット内のトランスポンダータグは応答を求められる。ＲＦＩＤ
読取り／書込み装置はそのトランスポンダータグの最新のデータを読み取り、新たなデー
タを書き込み又はその双方を行うことができる。
【０００９】
すべての場合において、タグは最終的には読み取られ、そのデータパッケージはＲＦＩＤ
読取り／書込み装置からＲＦＩＤホストへ送られる。ＲＦＩＤホストはそのデータを変換
して通常のネットワーク又は他の通信オプションを経由してコンピューターネットワーク
アセットに送る。データを受け取ると、そのアセット、例えばコンピューターワークステ
ーションはＥＥＰＲＯＭを更新してこの新しいまたは確認された情報を取り入れ、ＲＦＩ
Ｄホストに確認信号を送り返すことで処理を完了する。
【００１０】
ＥＥＰＲＯＭ内のデータもトランスポンダータグに伝達しなければならない。例えば、コ
ンピューターワークステーションのＥＥＰＲＯＭは、通常の入力方法、例えばキーボード
を介して新たなＲＦＩＤ情報によって更新することができる。この情報は新たにインスト
ールされた又はアンインストールされたコンポーネントを識別できる。この情報は、また
、セキュリティー状態を更新でき、例えば、ドッキング可能なラップトップコンピュータ
ー用に予定されているような、ネットワークもしくはサイトから又は両方からアセットを
移動するための認可を含めることができる。このデータパッケージはＲＦＩＤホストに送
られる。ＲＦＩＤ読取り／書込み装置が、対応するＲＦＩＤトランスポンダータグを識別
すると、ＥＥＰＲＯＭからの情報がＲＦＩＤトランスポンダータグに書き込まれる。この
処理によりアセットの認可された移動が可能になる。対応するトランスポンダータグが識
別されると、ネットワークでの使用が再認可され必要であれば移動認可は自動的に抹消さ
れる。
【００１１】
保証されたネットワークアセットはＲＦＩＤホストと通信しなければならないので、ハン
ドシェークのための機会が双方向通信及び受信を検証するために存在する。保証されたア
セットが始動する間にその検証を行うことを要求することと、休止中の間に通信接続のテ
ストを行うこととは、ＲＦＩＤ装置への接続がない場合にアセットの動作を停止するよう
ＥＥＰＲＯＭをプログラムすることによって将来にセキュリティーを提供する。これによ
ってたとえ保障されたアセットが無認可で移動に「成功」したとしても、その保障された
アセットがネットワーク外で作動することを防ぐことができる。
【００１２】
別の実施例では、ＲＦＩＤトランスポンダータグは保障されたアセット内でＥＥＰＲＯＭ
と内部的にリンクされている。対応するトランスポンダータグが無認可での流出又は移動
の最中にＲＦＩＤ読取り／書込み装置によって読み取られると、ＲＦＩＤホストは、保障
されたアセットが作動するのを阻止するためにトランスポンダータグに作動阻止コードの
書き込みを開始できる。これは、トランスポンダータグが自動的にＥＥＰＲＯＭを更新す
る次の始動の間に起こり、保障されたアセットの運転を停止する。アセットがＲＦＩＤ読
取り／書込み装置の呼びかけ信号ゾーンに戻されると、トランスポンダータグは再度更新
されて作動できるようになり、始動と同時にＥＥＰＲＯＭは更新されて機能を記憶する。
【００１３】
本願発明に係る保障されたコンピューターアセットは、コンピューターネットワークアセ
ットと、そのアセットに付けられた無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダータグで
あって、そのトランスポンダータグが、その中に、そのトランスポンダータグを独自に識
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別する第１のデータセット、アセット及びそのアセット内のコンポーネントを記述する第
２のデーターセット、並びにアセットの保障状態を表す第３のデータセットを記憶したＲ
ＦＩＤトランスポンダータグと、アセットの一部分としての作動に適する電子的に消去及
びプログラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）と、そのトランスポンダータグとそのＥＥＰ
ＲＯＭとの間で第２及び第３のデータセットを送信するための手段とを備える。
【００１４】
保障されたアセットはＲＦＩＤホストとの通信手段を備えることができる。特に、第２及
び第３のデータセットをトランスポンダータグとＥＥＰＲＯＭとの間で送信するための手
段は、コンピューターネットワークを含めることができる。
【００１５】
そのコンピューターネットワークは、保障されたアセットと、ＲＦＩＤホストと、第２及
び第３のデータセットをトランスポンダータグに選択的に書き込み、さらに、コンピュー
ターアセットがＲＦＩＤ読取り／書込み装置の領域内にあるときにトランスポンダータグ
からその第２及び第３のデータセットを選択的に読み取るためのＲＦＩＤ読取り／書込み
装置と、ＲＦＩＤホストとＥＥＰＲＯＭ及びＲＦＩＤ読取り／書込み装置のそれぞれとの
間で第２及び第３のデータセットを送信する手段とを備え、それにより、保障されたアセ
ットは、ＲＦＩＤ読取り／書込み装置の区域内で識別されてその保証されたアセットの認
可された移動のみが可能となる。
【００１６】
保障されたアセットは、さらに、ＲＦＩＤホストと保障されたアセットとの間での既定の
通信シーケンスに応答する場合のみに、その保障されたアセットの作動を可能にするため
の手段を含めることができ、それによって、コンピューターネットワーク外での保障され
たアセットの動作を、既定の通信シーケンスが完了しない場合に自動的に阻止することが
できる。
【００１７】
アセット内のデータの変更は、利用できるＲＦＩＤ読取り／書込み装置及びネットワーク
のどちらを通じてもＲＦＩＤホストと通信できる。
【００１８】
本願発明の他の実施例に係る、コンピューターネットワークアセットのための無線周波数
識別（ＲＦＩＤ）タグ付け装置は、ＲＦＩＤホストと、コンピューターネットワーク内の
アセットに付けられたトランスポンダータグと、タグ識別データ及びアセットを記述する
インベントリ（目録）データを記憶するトランスポンダータグと、アセットの一部として
の作動に適する電子的に消去及びプログラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）と、呼びかけ
信号ゾーン内のトランスポンダータグからデータを読み取るためのＲＦＩＤ読取り／書込
み装置と、ＲＦＩＤホストとＲＦＩＤ読取り／書込み装置及びアセットのそれぞれとの間
の各通信リンクであって、それによりトランスポンダータグ識別データ及び目録データを
ＲＦＩＤホスト、ＥＥＰＲＯＭ及びトランスポンダータグのそれぞれの間で送信すること
が可能となり、その目録データもＥＥＰＲＯＭに記憶されている、各通信リンクと、各通
信リンク経由するＲＦＩＤホストとアセットとの間の既定の通信シーケンスに応答する場
合のみにアセットの作動が可能になるためのＲＦＩＤホスト及びアセット内の手段とを備
え、それによって、アセットが、呼びかけ信号ゾーン内で識別されて、認可されたアセッ
トの移動のみが可能となり、さらに、アセットとＲＦＩＤホストとの間の既定の通信シー
ケンスが完了しないときにそのアセットの動作を自動的に阻止することができる。
【００１９】
ＲＦＩＤホストは、アセットのための移動認可を受け取る手段と、アセットとＲＦＩＤホ
ストとの間の既定の通信シーケンスがないときにアセットの動作を可能にするためにＥＥ
ＰＲＯＭ内のデータを修正するための手段とを含めることができる。
【００２０】
装置には、さらに、アセットが移動の許可を受けることなく呼びかけゾーンを通って移動
した場合に、トランスポンダータグに応答して警報表示器を始動する手段を含めることが
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できる。
【００２１】
装置には、さらに、トランスポンダータグ内の目録データとＥＥＰＲＯＭ内の目録データ
とを互いに比較する手段を含めることができる。トランスポンダータグ内の目録データと
ＥＥＰＲＯＭ内の目録データとが互いに対応しない場合には、例外表示器を作動すること
ができる。
【００２２】
トランスポンダータグには、独自にトランスポンダータグを識別するデータのための第１
のデータ記憶領域と、アセット及びアセット内のコンポーネントを記述するデータのため
の第２のデータ記憶領域と、セキュリティーデータのための第３のデータ記憶領域とを含
めることができる。それらのデータ記憶領域の少なくとも１つは永久的データの記憶を提
供し、データ記憶領域の他の少なくとも１つは消去及び書込み可能なデータ記憶を提供す
る。
【００２３】
アセット及びアセット内のコンポーネントを記述するデータは、以下のうちの少なくとも
１つを含むことができる。つまり、型番号データ、シリアル番号データ及び製造日データ
。
【００２４】
セキュリティーデータは、以下のうちの少なくとも１つを含むことができる。つまり、移
動認可データ及び既定の通信シーケンス完了データ。
【００２５】
トランスポンダータグを独自に識別するデータは、以下のうちの少なくとも１つを含むこ
とができる。つまり、製造場所コードデータ及びシリアル番号データ。
【００２６】
アセットは、さらに、ＲＦＩＤホストを迂回して直接にトランスポンダータグとＥＥＰＲ
ＯＭとの間でデータを送信する手段を含むことができる。
【００２７】
装置は大規模にすることができ、それは、複数のコンピューターネットワークアセットに
それぞれ付けられた複数のトランスポンダータグから構成される。アセットのうちの少な
くとも１つはＲＦＩＤホストが可能であるようにネットワーク上のコンピューターワーク
ステーションを含むことができる。
【００２８】
本願発明のさらに他の実施例による無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダーでコン
ピュータネットワークアセットにタグを付ける方法は、（Ａ）第１のＲＦＩＤ読取り／書
込み装置で第１のデータセットをトランスポンダータグの第１記憶領域に書き込む工程で
あって、その第１のデータセットは、そのトランスポンダータグを独自に識別するととも
に製造場所コード及びシリアル番号データのうちの少なくとも１つを含む工程と、（Ｂ）
その第１のＲＦＩＤ読取り／書込み装置で第２のデータセットをトランスポンダータグの
第２記憶領域に書き込む工程であって、その第２のデータは、アセット及びそのアセット
内のコンポーネントを記述するとともに型番号データ、シリアル番号データ及び製造日デ
ータの内の少なくとも１つを含む工程と、（Ｃ）トランスポンダータグに第３のデータセ
ットのための第３記憶領域を設ける工程と、（Ｄ）そのトランスポンダータグをアセット
に付ける工程と、（Ｅ）上述のアセットに、そのアセットの一部としての動作に適し、少
なくとも上述の第２及び３のデータセットを記憶することができる電子的に消去及びプロ
グラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を設ける工程とを含む。
【００２９】
その方法は、さらに、（Ｆ）アセットをコンピューターネットワークに結合する工程と、
（Ｇ）ＲＦＩＤホストをコンピューターネットワークに結合する工程と、（Ｈ）第２のＲ
ＦＩＤ読取り／書込み装置によって呼びかけ信号ゾーンを確立する工程と、（Ｉ）その第
２のＲＦＩＤ読取り／書込み装置をコンピューターネットワークに接続する工程と、（Ｊ
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）ＲＦＩＤホストと第２のＲＦＩＤ読取り／書込み装置及びアセットのそれぞれとの間に
個々に通信リンクを設ける工程と、（Ｋ）トランスポンダータグからＥＥＰＲＯＭに第２
のデータセットを送信する工程と、（Ｌ）第２のデータセットがアセットの認可された修
正に対応するように更新されるときに、ＥＥＰＲＯＭとトランスポンダータグとの間でデ
ータを送信する工程とを含む。
【００３０】
その方法は、さらに、(Ｍ)ＲＦＩＤホストとアセットとの間で各通信リンクを経由する既
定の通信シーケンスに応答する場合のみにそのアセットの作動を可能にする工程と、（Ｎ
）アセットが呼びかけ信号ゾーン内にあるときにそのアセットを識別する工程と、（Ｏ）
トランスポンダータグの第３記憶領域に移動認可データを書き込む工程とを含み、それに
よって、アセットを呼びかけ信号ゾーン内で識別してそのアセットの認可された移動のみ
を可能にし、アセットとＲＦＩＤホストとの間の既定の通信シーケンスが完了しないとき
には、そのアセットの作動を自動的に阻止でき、さらに、アセットの無認可の修正を検知
することができる。
【００３１】
本願発明のさらに他の実施例に係る無線周波数識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダーによっ
てコンピューターネットワークアセットにタグを付ける方法は、（Ａ）コンピューターネ
ットワーク内のアセットに、ＲＦＩＤトランスポンダータグ及び電子的に消去及びプログ
ラム可能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を設ける工程と、（Ｂ）トランスポンダータグに第１
のデータベースを設ける工程であって、第１のデータベースがネットワークアセット及び
そのアセットのコンポーネントの目録を含みさらに除去認可データも含む工程と、（Ｃ）
ＥＥＰＲＯＭに第２のデータベースを設ける工程であって、その第２のデータベースがネ
ットワークアセット及びアセットのコンポーネントの目録を含みさらに除去認可データも
含む工程と、（Ｄ）トランスポンダータグ及びＥＥＰＲＯＭのそれぞれから最新のデータ
をトランスポンダータグ及びＥＥＰＲＯＭの他のものへ送信する工程とを含み、それによ
って、目録データ及び移動認可の全体にＲＦＩＤ読取り/書込み装置が呼びかけかつ修正
することができる。
【００３２】
その方法は、さらに、（Ｅ）ＲＦＩＤ読取り／書き込み装置をコンピューターネットワー
クに接続する工程と、（Ｆ）ＲＦＩＤホストをコンピューターネットワークに接続する工
程と、（Ｇ）ＲＦＩＤホストとＲＦＩＤ読取り／書込み装置及びアセットのそれぞれとの
間に各通信リンクを設ける工程と、（Ｈ）ＲＦＩＤホストを通じてデータ送信工程を実行
する工程とを含む。
【００３３】
その方法は、その上さらに、（Ｉ）各通信リンクを経由してＲＦＩＤホストとアセットと
の間の既定の通信シーケンスに応答する場合のみにアセットの作動を可能とする工程と、
（Ｊ）アセットが呼びかけ信号ゾーン内にあるときに、そのアセットを識別する工程と、
（Ｋ）除去認可データをトランスポンダータグの第３記憶領域に書き込む工程とを含み、
それよって、アセットを呼びかけ信号ゾーン内で識別してそのアセットの認可された移動
のみ可能とし、アセットとＲＦＩＤホストとの間の既定の通信シーケンスが完了しないと
きにそのアセットの作動を自動的に阻止でき、さらに、アセットの無認可の修正を検知す
ることができる。
【００３４】
その方法は、さらに、（Ｅ）アセット内にトランスポンダータグとＥＥＰＲＯＭとの間の
直接の通信リンクを確立する工程と、（Ｆ）直接の通信リンクを通じて上述のデータ送信
工程を実行する工程とを含む。
【００３５】
その方法は、さらに、（Ｇ）上述のＲＦＩＤ読取り／書込み装置をコンピューターネット
ワークに接続する工程と、（Ｈ）アセットが呼びかけ信号ゾーン内にあるときにそのアセ
ットを識別する工程とを含み、それによって、移動認可状態を決定することができ、トラ
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ンスポンダータグに書き込まれて直接の通信リンクを経由してＥＥＰＲＯＭに転送された
データによってアセットを不能にすることができる。
【００３６】
望ましい発明の詳細な説明
図１はコンピューターネットワーク１０を示しており、それは、コンピューターネットワ
ークアセットをＲＦＩＤタグ付け装置に結合するために利用することができる。そのネッ
トワークは、保障又は統合すべき少なくとも１つのネットワークアセット、例えば、コン
ピューターワークステーション１２を含む。そのワークステーション１２は、プロセッサ
ー１４と、モニター１６と、簡略化のために参照番号で示していないキーボード、ハード
ドライブメモリユニット、モデムならびに一連のソフトウェアパッケージ及びプログラム
のような他のコンポーネント（構成要素）を含む。ワークステーションは、また、電子的
に消去及びプログラムできるメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）１８と、ＲＦＩＤタグ付け装置に適
合する種類のトランスポンダータグ２０とを含む。
【００３７】
ＥＥＰＲＯＭ１８は、保障装置の専用装置とすることができ又はＥＥＰＲＯＭ１８は通常
ワークステーションに設けられるＥＥＰＲＯＭの一部分とすることができる。他の種類の
コンピューターネットワークアセットには、プリンター及びスキャナーのように通常ＥＥ
ＰＲＯＭを供給できないであろう。そのような種類のアセットは以下に説明するようにデ
ータを送信するための通信能力を必要とし、そのようなアセットにもトランスポンダータ
グ及びＥＥＰＲＯＭを供給することができる。
【００３８】
ネットワークはコンピューターワークステーションともなりうるＲＦＩＤホスト２２、例
えば、図示のような可搬性のあるＲＦＩＤ読取り／書込み装置２４のようなＲＦＩＤ読取
り／書込み装置も含む。通信リンク２６及び２８が、ＲＦＩＤホスト２２とＲＦＩＤ読取
り／書込み装置２４及びワークステーション、つまりアセット１２との各々との間に確立
されなければならず、それにより、データをトランスポンダータグに送信したり、トラン
スポンダータグからデータを送信したり、ＥＥＰＲＯＭ１８にデータを送信したり、ＥＥ
ＰＲＯＭ１８からデータを送信したり、必要な場合にはまたは望ましい場合には、トラン
スポンダータグ２０とＥＥＰＲＯＭ１８との間でデータ送信のやり取りをする。通信リン
ク２６及び２８は、図示のように、一般的にコンピューターネットワークで用いられる種
類の通信リンクの一部となるのが都合よく、または、通信リンク２６及び２８は、本願発
明の実施例から離れる状態が必要な場合に、独立して設けることができる。ＲＦＩＤ読取
り／書込み装置２４は無線周波数通信リンク３０によってトランスポンダータグと通信す
る。
【００３９】
ネットワーク１０は製造設備において用いることができ、そこでは、トランスポンダータ
グ２０及びＥＥＰＲＯＭ１８は製造工程の一部として設けることができる。ネットワーク
１０は可搬性のあるＲＦＩＤ読取り／書込み装置２４の利便性のために、ネットワークア
セットにトランスポンダータグ及びＥＥＰＲＯＭを組み込むように利用することも都合よ
くできる。
【００４０】
トランスポンダータグ２０に適したメモリ配置を図３に示す。トランスポンダータグは、
このトランスポンダータグを独自に識別するためのデータのための第１データ記憶領域３
４と、アセット及びそのアセット内のコンポーネント記述するデータのための第２データ
記憶領域３６と、セキュリティーデータのための第３記憶領域３８とを持つ。
【００４１】
トランスポンダータグを独自に識別するデータは以下の少なくとも１つを含めることがで
きる。つまり、製造場所コードデータ及びシリアル番号データ。このデータはタグ製造者
によってトランスポンダータグに永久的に書き込むことができる。そうでなければ、デー
タは、まだ存在しない場合にはコンピューターアセット製造者によってそのタグに書き込
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むことができる。
【００４２】
アセット及びアセットのコンポーネント（構成要素）を説明するデータは以下の少なくと
も１つのものを含むことができる。つまり、型番号データ、シリアル番号データ及び製造
日データである。そのようなデータは例えば各アセット及びコンポーネント、ハードウェ
アまたはソフトウェアのために供給することができ、それらは、それぞれの製造者によっ
て型番号及び／またはシリアル番号及び／または製造日とともに提供される。これに関し
て、トランスポンダータグ及び／またはＥＥＰＲＯＭ内のデータを用いて認可された保証
修理を確認し、また、保証詐欺行為を識別することができる。
【００４３】
保障データは以下の少なくとも１つを含めることができる。つまり、除去認可データ及び
既定の通信シーケンス完了データである。このデータは、より便利なことに、アセットが
消費者または購買者のコンピューターネットワークに接続された後に記憶され、また、そ
のデータは、ラップトップコンピューターの場合のように、規則的に、アセットが修正、
移転及び／またはネットワークから取り除かれると更新されるように予定されており、そ
うでなければ、コンピューターネットワークに接続されたドッキングベイに常駐する。
【００４４】
例えば、図１及び３に関連して説明しているようなＲＦＩＤタグ付け装置に統合されたコ
ンピューターネットワーク５０を図２に示す。コンピューターネットワーク５０は多くの
点でネットワーク１０と類似し、それほど便利ではないけれども、実際、トランスポンダ
ータグ及びＥＥＰＲＯＭを保証すべきアセットにロードするために利用することができる
。保護されたネットワークのように、ネットワーク５０はそれに接続された１または２以
上の門戸となるＲＦＩＤ読取り／書込み装置５２を持ち、装置５２のそれぞれは固定され
た呼びかけ信号ゾーン５４を画定し、そのゾーンは、コンピューターネットワークアセッ
トが、保護すべき区域から取り除かれまたはその区域に持ち込まれる場合に、そのコンピ
ューターネットワークアセットが通過しなければならない通路を包囲するように配置され
ている。ネットワーク５０は、図１に示すようなワークステーション１２と、図１に示す
ＲＦＩＤホスト２２と同様なまたは実質的に同一となるＲＦＩＤホスト５８とを持つ。門
戸となるＲＦＩＤ読取り装置は無線周波数通信リンク６０によってトランスポンダータグ
２０と通信を行う。門戸となるＲＦＩＤ読取り／書込み装置５２は通信リンク６４によっ
てインテリジェント分配パネル６２に接続することができる。インテリジェント分配パネ
ル６２は通信リンク６６によってネットワーク５０及びＲＦＩＤホスト５８に接続するこ
とができる。他の方法としては、門戸となるＲＦＩＤ読取り／書込み装置５２を通信リン
ク６８によってネットワーク５０及びＲＦＩＤホスト５８に直結することができる。イン
テリジェント分配パネル６０の使用は、いかに多くの異なるネットワークが同じＲＦＩＤ
ホストまたは門戸となるＲＦＩＤ読取り／書込み装置によって保護されているかに依存し
ており、それは、インテリジェント分配パネルが、呼びかけ信号ゾーン内ののアセットの
トランスポンダータグから読み取ったデータに応じて異なる保障されたネットワークと通
信するようにプログラムすることができるからである。
【００４５】
アセットがＲＦＩＤ読取り／書込み装置によって画定された呼びかけ信号ゾーン５４を通
じて動かされるときはいつでも、そのアセット内のトランスポンダータグ２０は応答を求
められる。ＲＦＩＤ読取り／書込み装置はトランスポンダータグの最新のデータを読み取
り、新たなデータを書き込み、またはその両方を行うことができる。
【００４６】
全ての場合において、タグは最終的には読み取られ、そのデータパッケージはＲＦＩＤ読
取り／書込み装置５２からＲＦＩＤホスト５８に送信される。そのＲＦＩＤホスト５８は
そのデータを変換して一般的なネットワークまたは他の通信オプションを経由してコンピ
ューターネットワークアセットに送信する。データを受け取ると、アセット、例えばコン
ピューターワークステーション１２は、ＥＥＰＲＯＭ１８を更新して、その新たなまたは
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確認された情報を取り入れ、ＲＦＩＤホスト５８に確認信号を送り返すことで処理を完了
する。
【００４７】
ＥＥＰＲＯＭ１８内のデータはトランスポンダータグ２０とも通信しなければならない。
例えば、コンピューターワークステーション内のＥＥＰＲＯＭ１８は、通常の入力方法、
例えばキーボードを通じて新たなＲＦＩＤ情報によって更新することができる。この情報
は新たにインストールされまたはアンインストールされたコンポーネント分を識別するこ
とができる。この情報は、セキュリティー状態も更新することができ、また、ドッキング
できるラップトップコンピューターにも予定されているように、例えばアセットをネット
ワークから及び／またはサイトから移動するための認可コードを含むこともできる。その
データパッケージはＲＦＩＤホスト５８に送信される。ＲＦＩＤ読取り／書込み装置が呼
びかけ信号ゾーン５４内で対応するＲＦＩＤトランスポンダータグを識別する次のときに
は、ＥＥＰＲＯＭ１８からの情報がＲＦＩＤトランスポンダータグ２０に書き込まれる。
この処理によりアセットの認可された移動が可能になる。つぎに対応するトランスポンダ
ータグが識別されると、ネットワーク内での使用が再度認可され、必要に応じて移動認可
が自動的に削除される。
【００４８】
保障されたネットワークアセットはＲＦＩＤホスト５８と通信しなければならないので、
ハンドシェイクのための機会が双方向通信及び承認を確認するために存在する。この確認
を、保障されたアセットが始動する間の必要条件とし、さらにインターバルの間に通信接
続のテストをすると、ＲＦＩＤ装置への接続がない場合にアセットの操作を停止するよう
にＥＥＰＲＯＭをプログラムすることによってセキュリティーを提供することができる。
これによって、たとえ保障されたアセットが無認可での移動に「成功」したとしてもネッ
トワーク外でその保障されたアセットの作動を防ぐことができる。
【００４９】
別の実施例では、ＲＦＩＤトランスポンダータグ２０が、参照番号６４に示されるように
、保障されたアセット内でＥＥＰＲＯＭ１８と内的にリンクされる。対応するトランスポ
ンダータグが無認可での流出または移動の最中にＲＦＩＤ読取り／書込み装置５８によっ
て読み取られる場合には、ＲＦＩＤホスト５８が保障されたアセットの運転を阻止するよ
うにそのトランスポンダータグに作動阻止コードの書き込みを開始することができる。Ｒ
ＦＩＤホストは視覚によるまたは可聴によるまたはそれらの両方による警報表示器６２の
始動も開始できる。作動阻止は、トランスポンダータグ２０がＥＥＰＲＯＭ１８を自動的
に更新する場合には、次の始動の間に発生して、その保障されたアセットの作動を止める
。アセットがＲＦＩＤ読取り／書込み装置５２の呼びかけ信号ゾーン５４に復帰するとき
には、トランスポンダータグ２０を作動が可能となるように再び更新することができ、始
動すると、ＥＥＰＲＯＭ１８は更新されて機能を記憶する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本願発明に係る無線周波数識別タグ付け装置とコンピューターネット
ワークアセットとの統合を説明するために有用な図である。
【図２】　図２は、本願発明に係る無線周波数識別タグ付け装置に統合された保障された
コンピューターネットワークアセットの動作を説明するために有用な図である。
【図３】　図３は、本願発明に係るトランスポンダータグの図である。
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