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はじめに 

 当プロトコルは、周波数帯 860 MHz – 960 MHz で動作するパッシブ後方散乱型、インテロゲータ・

トークファースト（ITF）の無線識別（RFID）システムの、物理的、論理的要件を定めるものである。シ

ステムを構成するのは、リーダとしても知られるインテロゲータ、ならびにラベルまたはトランスポン

ダとしても知られる Tag である。 

 インテロゲータは、周波数帯 860 MHz – 960 MHz で RF 信号を変調して、Tag へ情報を伝送する。

Tag はこの RF 信号から情報と共に動作に必要な電力を受け取る。Tag がパッシブであるということは、

Tag が全動作エネルギーをインテロゲータの RF 信号から受け取るということである。 

 インテロゲータは連続波（CW）の RF 信号を Tag へと伝送することで Tag から情報を受取る。Tag 

はアンテナの反射係数を変調し、それにより情報信号をインテロゲータへと後方散乱することによって

応答する。システムが ITF であるということは、Tag によるアンテナ反射係数の変調がインテロゲータ

による命令を受けてからのみ行われる、ということである。 

 インテロゲータおよび Tag が同時にデータ送信を要求されることはなく、通信は半二重である。つま

り、インテロゲータが送信する際は Tag が受信する。逆も同様である。 
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1. 適用範囲 

 当プロトコルでは以下について規定する。 

 インテロゲータと Tag 間の物理的相互作用（通信リンクの信号層） 

 インテロゲータと Tag 間の論理的動作手順とコマンド 

 

2. 適合性 

2.1 適合性の表示 

 当プロトコルに準拠するデバイスは、以下のすべてを満足させる。 

a) 当プロトコルの全条項（任意の表示があるものを除く） 

b) 当プロトコルと関連する準拠文書 

c) 各地域が定めるすべての無線通信規則 

 オルタレーション EAS（Alteration-EAS）、Tag オルタレーション（Tag-alteration）、および家電

（Consumer-electronics）に適合しようとする Tag およびインテロゲータは、これに加えて資料 N に

規定する任意の条項、および任意の条項の一部を満足させることとする。 

 さらに、デバイスで利用する知的財産の所有者から、使用権を受けることが必要な場合もある。 

 

2.2 適合性の要件 

2.2.1 インテロゲータ 

 当プロトコルに準拠するインテロゲータは、以下の全項が求められる。 

 当プロトコルで定める要件を満たす。 

 当プロトコルで定める必須コマンドを実装する。 

 当プロトコルの信号層で定める電気信号を、適合 Tag と通信するうえで十分な能力で、変調/伝

送、受信/復調する。 

 各地域が定めるすべての無線通信規則を遵守する。 

 当プロトコルに準拠するインテロゲータは、以下を行うことができる。 

 当プロトコルで定める任意コマンドのサブセットを実装する。 

 当プロトコルに則った専有コマンドおよび／またはカスタムコマンドを実装する。 

 当プロトコルに準拠するインテロゲータは、以下を行ってはならない。 

 当プロトコルと矛盾するコマンドを実装すること。 

 当プロトコルの要件を満足するうえで、任意コマンド、専有コマンド、あるいはカスタムコマン

ドの使用を必要とすること。 

 

2.2.2 Tag 

 当プロトコルに準拠する Tag は、以下の全項が求められる。 

 当プロトコルで定める要件を満たす。 
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 当プロトコルで定める必須コマンドを実装する。 

 インテロゲータから所定のコマンドを受信すると、その後にのみ後方散乱信号を変調する。 

 各地域が定めるすべての無線通信規則を遵守する。 

 当プロトコルに準拠する Tag は、以下を行うことができる。 

 当プロトコルで定める任意コマンドのサブセットを実装する。 

 第 2.3.3 項で定める専有コマンド、ならびに／または第 2.3.4 項で定めるカスタムコマンドを実

装する。 

 当プロトコルに準拠する Tag は、以下を行ってはならない。 

 当プロトコルと矛盾するコマンドを実装する。 

 当プロトコルの要件を満足するうえで、任意コマンド、専有コマンド、あるいはカスタムコマン

ドの使用を必要とする。 

 インテロゲータ から当プロトコルで定める信号層を使った命令を受けずに、後方散乱信号を変調

する。 

 

2.3 コマンドの構成と拡張性 

 当プロトコルでは、（1）必須、（2）任意、（3）専有、（4）カスタムの 4 つのコマンドタイ

プを念頭に置いている。第 6.3.2.12 項ならびに表 6.28 において、4 つのタイプそれぞれでインテ

ロゲータと Tag が使用するコマンドコードの構成ならびに将来的な拡張性について定めている。

当プロトコルで規定するコマンドは、すべて必須もしくは任意である。専有コマンドとカスタムコ

マンドは、製造者によって定義する。 

 

2.3.1 必須コマンド 

 適合 Tag および適合インテロゲータは、必須コマンドをすべてサポートしなくてはならない。 

 

2.3.2 任意コマンド 

 適合 Tag は、任意コマンドをサポートしてもしなくてもかまわない。適合インテロゲータは、

任意コマンドをサポートしてもしなくてもかまわない。インテロゲータまたは Tag が任意コマン

ドを実装する場合、当プロトコルの規定に従って実装しなければならない。 

 

2.3.3 専有コマンド 

 専有コマンドを装備しても、当プロトコルを外れることにはならない。専有コマンドの内容は、

ここでは規定しない。専有コマンドは、すべて恒久的に無効化できなくてはならない。専有コマン

ドは製造目的のものであり、現場で使用されている RFID システムで用いてはならない。 

 

2.3.4 カスタムコマンド 

 カスタムコマンドは、当プロトコルに則って装備することができる。カスタムコマンドの内容は、

ここでは規定しない。インテロゲータがカスタムコマンドを用いる際は、まず（1）Tag のシンギ

ュレーションを行い、（2）Tag の TID メモリから Tag 製造者の身元を読み取ってから（事前に

製造者に関する情報を取得してから）使用しなければならない。インテロゲータは、かならず TID 

の情報で特定される Tag 製造者の仕様に準拠して、カスタムコマンドを使用しなければならない。
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カスタムコマンドは、当プロトコルで規定された必須または任意のコマンドの機能を、異なる方法

によって単に複製するものであってはならない。 

 

2.4 将来利用するためのリザーブ領域（RFU） 

 当プロトコルは、いくつかの Tag メモリアドレス、インテロゲータ コマンドコード、およびインテ

ロゲータコマンド内のビットフィールドを、RFU と記している。GS1 EPCglobal はこれらの RFU 値

を、将来の拡張のためにリザーブしている。場合によって GS1 EPCglobal は、ほかの標準団体または

組織に対して、標準化の目的でこれらの RFU 値の使用を許可することがある。そうした際、許可され

た団体は、これらの RFU 値の使用、または使用の見込みについて、時宣にかなったやり方で GS1 

EPCglobal に連絡を保つこと。それ以外の者（ソリューションプロバイダ、エンドユーザその他）が、

専有目的のためにこれらの RFU 値を使用してはならない。 

 

2.5 暗号スィート インジケータ 

 Tag は、1 つまたは複数の暗号スィートをサポートしてよい。Challenge コマンドと 

Authenticate コマンドには、暗号スィート 1 個を指定する CSI フィールドがある。CSI は、8 ビ

ットのフィールドであり、次のようにビット値を定める。 

 上位 4 ビット：暗号スィートの割振り機関で、以下のとおり。 

o 00002 – 00112：ISO/IEC 29167 

o 01002 – 11002：RFU 

o 11012：Tag 製造者 

o 11102：GS1 

o 11112：RFU 

 下位 4 ビット：割振り機関が割り振る 16 種類の暗号スィートの内いずれか。 

 例：CSI = 000000002 は、ISO/IEC 29167 が割り振ったうち、最初の暗号スィートであり、CSI 

= 000000012 は 2 番目の暗号スィート。 
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3. 引用規格 

 以下の引用文献は、当プロトコルの適用にあたり不可欠なものである。日付の付いた文書については記

載した版のみを適用する。日付のない文書については最新版（修正事項を含む）を適用する。 

GS1 EPCglobal™：「GS1 EPC
TM

 Tag Data Standard（GS1 EPC™ Tag データ標準）」 

ISO/IEC 15961：「Information technology — Radio frequency identification (RFID) for item management 

— Data protocol: application interface（情報技術 — 物品管理用無線識別（RFID）— データプロトコル：

アプリケーションインターフェース）」 

ISO/IEC 15962：「Information technology—Radio frequency identification (RFID) for item management — 

Data protocol: data encoding rules and logical memory functions（情報技術 — 物品管理用無線識別

（RFID）— データプロトコル：データ符号化規則と論理メモリ機能）」 

ISO/IEC 15963：「Information technology — Radio frequency identification for item management — 

Unique identification for RF tags（情報技術 — 物品管理用無線識別 — RF Tag の固有識別）」 

ISO/IEC 18000-1：「Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 

1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized（情報技術 — 物品管理用無線

識別 — パート 1：参照アーキテクチャと標準化するパラメータの定義）」 

ISO/IEC 18000-63：「Information technology automatic identification and data capture techniques — 

Radio frequency identification for item management air interface — Part 63: Parameters for air interface 

communications at 860-960 MHz（情報技術、自動識別およびデータ収集技術 — 物品管理用無線識別エ

アインターフェース — パート 63：860–960 MHz におけるエアインターフェース交信パラメータ）」 

ISO/IEC 19762：「Information technology AIDC techniques — Harmonized vocabulary — Part 3: 

radio-frequency identification (RFID)（情報技術 AIDC 技術 — 用語 — パート 3：無線識別 (RFID)）」 

ISO/IEC 29167-1：「Information technology — Automatic identification and data capture techniques—Part 

1: Security services for RFID air interfaces（情報技術、自動識別およびデータ収集技術 — パート 1：

RFID エアインターフェースのセキュリティサービス）」 
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4. 用語と定義 

 当プロトコルで使用する基本用語と定義は、ISO/IEC 19762 に記載されている。 

4.1 その他の用語と定義 

 当プロトコルに固有の用語と定義は、以下のとおりである。これらは、引用規格の定義に優先する。 

 エアインターフェース 

物理層、コリジョンアービトレーションアルゴリズム、コマンド／レスポンス構造、データ符号化

方式を完備するインテロゲータと Tag 間の完全な通信リンク 

 非対称鍵対 

非対称暗号スィートで用いる公開鍵と秘密鍵の対 

 認証 

物またはデータが、実際にそのものであることを判定するプロセス。物についての認証のうち、本

プロトコルで触れているものには、Tag 認証、インテロゲータ認証、Tag – インテロゲータ相互認

証がある。データ認証については、認証された通信を参照のこと 

 認証された通信 

メッセージの完全性が保護されている通信 

 コマンドセット 

Tag 群のインベントリ、および Tag 群とのやり取りに使用するコマンドのセット 

 連続波 

通常は、所与の周波数における正弦波であるが、一般化して言うと、パッシブ Tag への電力供給に

適したインテロゲータの波形で、Tag が伝送データとして解釈する大きさの振幅変調や位相変調の

ないものすべて 

 カバーコーディング 

Tag へと伝送される情報をインテロゲータが暗号化する際の方式。データやパスワードのカバーコ

ーディングでは、インテロゲータはまず Tag へ乱数を要求する。インテロゲータはこの乱数を用い

てデータやパスワードにビット単位で EXOR 演算を行い、結果のビット列を Tag へと伝送する。

Tag はカバーコーディングされた受信ビット列に、元の乱数でビット単位に EXOR 演算を行い、デ

ータやパスワードを復号する。 

 暗号スーパーユーザ 

CryptoSuperuser 権限がアサートされている鍵 

 データエレメント 

低位の、それ以上分割できないデータ構造。ファイルとレコードを参照のこと 

 高密度インテロゲータ環境 

大部分あるいはすべての有効チャネルで、インテロゲータがアクティブとなっている（25 の有効チ

ャネルで 25 のアクティブなインテロゲータが動作するなど）動作環境（以下に定める） 

 高密度インテロゲータモード 

高密度インテロゲータ環境において使用される、インテロゲータから Tag、ならびに Tag からイン

テロゲータへの一連のシグナリングパラメータ 

 拡張 Tag 識別子（XTID） 
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Tag の能力を示すメモリ構造で、Tag のシリアル番号を含めることができる。GS1 EPC Tag データ

標準でさらに詳しく規定される。 

 拡張温度範囲 

–40 ℃ ～ +65 ℃（公称温度範囲を参照のこと） 

 ファイルタイプ 

ファイル種別の指定を表す 8 ビット列 

 ファイル 

1 つの単位としてアクセスされる 1 個または複数のレコードの集合（レコードとデータエレメント

を参照のこと） 

 ファイルスーパーユーザ 

セキュアステートに、00112 のファイル権限があるアクセスパスワードまたは鍵 

 全二重通信 

データを同時に双方向から送受信する通信チャネル。半二重通信も参照のこと 

 GS1 EPCglobal
TM

 アプリケーション 

GS1 EPCglobal
TM

 の規格ならびに方針を受容することを掲げるアプリケーション（GS1 

EPCglobal
TM

 以外のアプリケーションを参照のこと） 

 半二重通信 

データを同時に双方向から送受信することができず、片方向ずつ送信する通信チャネル。全二重通信

を参照のこと 

 セキュアでない通信 

メッセージの完全性と守秘性が、どちらも保護されていない通信 

 インテロゲータ認証 

インテロゲータの身元に詐称がないことを、暗号を使った手法によって Tag が判定する手段 

 インベントリ済フラグ 

Tag がインテロゲータに応答するかどうかを示すためのフラグ。Tag は 4 セッションそれぞれにつ

いて個別のインベントリ済フラグを有する。各フラグには対称な A 値と B 値がある。インテロゲ

ータは通常、いずれかのセッションで A から B へと Tag をインベントリし、続いて B から A へ

と再インベントリを行う（この逆も同様である）。 

 インベントリラウンド 

Query コマンドによって開始し、次の Query コマンド（新たなインベントリラウンドの開始）、

Select コマンド、もしくは Challenge コマンドによって終了する期間 

 鍵 

暗号アルゴリズムの処理に用いて、結果を左右する値、キー 

 KeyID 

1 個の鍵を指し示す数値 

 メッセージ認証コード（MAC） 

メッセージの中のビット値から算出するコードであり、インテロゲータや Tag が、メッセージの完
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全性を検証するために使うもの 

 多元インテロゲータ環境 

用意されているチャネルのうち、それほど多くない数の複数のチャネルで、インテロゲータがアクテ

ィブになっている（25 個のチャネルで 5 つのインテロゲータが稼働するなど）動作環境（以下に定

める） 

 相互認証 

Tag とインテロゲータが、互いに相手の身元に詐称がないことを、暗号を使った手法によって判定す

る手段 

 公称温度範囲 

–25 ℃ ～ +40 ℃（拡張温度範囲を参照のこと） 

 GS1 EPCglobal
TM

 以外のアプリケーション 

GS1 EPCglobal
TM

 の規格ならびに方針を受容することを掲げていないアプリケーション（GS1 

EPCglobal
TM

 アプリケーションを参照のこと） 

 取外し不能 Tag 

消費者のもとで、特別な工具を使わずには、物品の意図された機能を損なわずに、物理的に取り外す

ことができない Tag。取外し可能 Tag を参照のこと 

 動作環境 

インテロゲータからの無線電波送信の減衰が、90dB 未満の領域。自由空間における動作環境は、イ

ンテロゲータが置かれた場所を中心とし、半径約 1000 m の範囲である。建物など障壁のある中で

の動作環境の大きさと形は、障壁の材質や建物の形状などの要因によって異なり、向きにより 1000 

m 以下にも以上にもなる。 

 動作プロシージャ 

インテロゲータが、Tag のインベントリや、Tag とのやり取りに用いる、機能とコマンドのセット

（Tag 認識層とも呼ぶ） 

 PacketCRC 

インベントリの間に、Tag がその PC、任意の XPC ワード（1 個または複数）、および EPC から

計算して、後方散乱する 16 ビットの巡回冗長検査（CRC）コード 

 PacketPC 

XI をアサートしている Tag が、動的に算出するプロトコル制御情報。StoredPC を参照のこと 

 パッシブ Tag（パッシブラベル） 

無線周波数電磁界（RF 界）から送受信装置の電力を得る Tag（またはラベル）。 

 パスワード 

制限の掛かっている Tag 動作を使用できるようにするために、インテロゲータから送る秘密の値。

パスワードと鍵とは異なる（注意：当プロトコルで規定しているパスワードは、キルパスワードとア

クセスパスワードのみ）。 

 パーマロック 

ロック状態が、変更不可になっているメモリ位置（恒久的ロック、または恒久的アンロックのメモリ

位置） 

 パーシステントメモリまたはパーシステントフラグ 
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Tag の給電が短時間途絶えても、状態が維持されるメモリまたはフラグ値 

 物理層 

インテロゲータから Tag、ならびに Tag からインテロゲータへのシグナリングで用いられるデータ

符号化および変調波形 

 秘密鍵 

非対称暗号の公開・秘密鍵対における、非公開で配布をしない鍵、キー。一般に暗号データの復号や、

デジタル署名の生成に使う。公開鍵を参照のこと 

 プロトコル 

物理層および Tag 認識層の仕様 

 公開鍵 

非対称暗号の公開・秘密鍵対において、公開して配布する鍵、キー。一般にデータの暗号化や、署名

の検証に使う。秘密鍵を参照のこと 

 Q 

インテロゲータが Tag の応答確率の制御に使用するパラメータ。インベントリラウンドにある Tag 

は、インテロゲータの指示により、Q ビットの乱数（または擬似乱数）をスロットカウンタへロー

ドしたり、スロットカウンタの減分を行ったりする。Tag はスロットカウンタの値（すなわちスロ

ット。下記を参照のこと）がゼロのときに応答する。Q は範囲を（0, 15）とする整数であり、これ

に対する Tag 応答の確率は 2
0
 = 1 から 2

–15
 = 0.000031 の範囲である。 

 乱数スロット・コリジョンアービトレーション 

Tag が乱数（または擬似乱数）をスロットカウンタへロードし、インテロゲータのコマンドに基づい

てこのスロットカウンタを減分して、スロットカウンタがゼロになったらインテロゲータに応答する、

という形式のコリジョンアービトレーションアルゴリズム 

 レコード 

1 つの単位としてアクセスされる、1 個または複数のデータエレメントの集合。データエレメントと

ファイルを参照のこと 

 取外し可能 Tag 

消費者のもとで、特別な工具を使わなくても、物品の意図された機能を損なわずに、物理的に取り外

すことのできる Tag 

 セキュアな通信 

メッセージの守秘性が保護されている通信 

 セキュリティ 

セキュリティポリシーで挙げられている脅威に対する保護の水準。セキュリティポリシーで示された

水準に対して保護されていれば、システムはセキュアであると言える。セキュリティポリシーを参照

のこと 

 セキュリティポリシー 

システムが対処することが想定されている脅威の、明示されたまたは暗黙の規定。セキュリティを参

照のこと 

 セッション 

インテロゲータおよびインテロゲータとやり取りする Tag 群から成るインベントリプロセス。イン
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テロゲータは 4 つのセッションから 1 セッションを選択し、そのセッション内で Tag をインベン

トリする。1 つのインベントリラウンド（上記にて定義）の中でインテロゲータとその Tag 群が動

作するのは、1 つのセッションのみである。Tag は、セッションごとにインベントリ済フラグを保

持する。セッションにより、Tag はプロセスごとに独立したインベントリ済フラグを用いて、時間

分割で行われる 4 つのインベントリプロセスそれぞれについて、インベントリ済の情報を個々に覚

えておくことができる。 

 セッション鍵 

Tag とインテロゲータの、一方または両者が生成する一時的な鍵であり、普通は認証された通信ま

たはセキュアな通信に用いる。 

 単一インテロゲータ環境 

つねに 1 つのインテロゲータしかアクティブにならない動作環境（上記にて定義） 

 シンギュレーション 

いくつもの Tag が存在する環境の中で、1 個の Tag を識別すること 

 スロット 

スロットとは、インベントリラウンドの中で Tag が応答を行う時点を指し、Tag のスロットカウン

タが出力する値である。Tag は、スロット（スロットカウンタの値）がゼロのときに応答する。Q を

参照のこと 

 StoredCRC 

StoredPC と、StoredPC 内の長さ（L）ビット列で決まる EPC とから計算して、EPC メモリに格

納する 16 ビットの巡回冗長検査（CRC）コード 

 StoredPC 

EPC メモリに格納するプロトコル制御情報。PacketPC を参照のこと 

 対称鍵 

対称鍵暗号で用いる共有鍵 

 Tag 認証 

Tag の身元に詐称がないことを、暗号を使った手法によってインテロゲータが判定する手段 

 Tag 認識層 

インテロゲータが、Tag のインベントリや、Tag とのやり取りに用いる、機能とコマンドのセット

（動作プロシージャとも呼ぶ） 

 Tari 

インテロゲータから Tag へのシグナリングにおける data-0 の基準時間間隔。名称「Tari」は 

ISO/IEC 18000-6 (part A) 規格の言葉であり、Type A Reference Interval の略号 

 トレース可能 

Tag が開示する識別情報や、Tag の通信レンジを制限していないこと。トレース不能を参照のこと 

 アントレーサブル権限 

アクセスパスワードや鍵に割り振る権限であり、そのアクセスパスワードや鍵を使用するインテロゲ

ータに対して、トレース不能隠蔽メモリのアクセスや、Untraceable コマンドの使用を認めるもの 

 トレース不能隠蔽メモリ 
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トレース不能の Tag が、アントレーサブル権限のないインテロゲータから隠して見せないメモリ 

 トレース不能 

Tag が開示する識別情報や、Tag の通信レンジを低減していること。トレース可能を参照のこと 
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5. 記号、略語、表記 

 当プロトコルで使用する主な記号および略語については、ISO/IEC 19762 に詳述されている。当プロ

トコルに特有の記号、略語および表記は、以下のとおりである。 

5.1 記号 

BLF  後方散乱リンク周波数（BLF = 1/Tpri = DR/TRcal） 

C    レスポンス算出インジケータ 

CSI  暗号スィート識別子 

DR  分割比 

F    ファイルサービスインジケータ（Tag の FileOpen コマンドサポートの有無） 

FrT  周波数偏差 

H    危険物インジケータ 

K    キル可能インジケータ 

M    記号あたりの副搬送波サイクル数 

Mh   RF 信号エンベロープリップル（オーバーシュート） 

Mhh   FHSS 信号エンベロープリップル（オーバーシュート） 

Ml   RF 信号エンベロープリップル（アンダーシュート） 

Mhl   FHSS 信号エンベロープリップル（アンダーシュート） 

Ms   OFF のときの RF 信号レベル 

Mhs   ホップ中の FHSS 信号レベル 

NR  取外し不能インジケータ 

Q   スロットカウントパラメータ 

R=>T   インテロゲータから Tag へ 

RTcal   インテロゲータから Tag への校正記号 

S    セキュリティサービスインジケータ（Tag の Challenge、Authenticate コマ

ンドサポートの有無） 

SLI  SL インジケータ 

T    付番システム識別子 

T1   インテロゲータによる伝送から Tag 応答までの時間（即時 Tag 応答） 

T2   Tag 応答からインテロゲータによる伝送までの時間 

T3   T1 後、インテロゲータが次のコマンドを発するまでの待ち時間 

T4   インテロゲータがコマンドを発してから次のコマンドを発するまでの最小時

間 

T5   インテロゲータによる伝送から Tag 応答までの時間（遅延 Tag 応答） 

T6   インテロゲータによる伝送から最初の Tag 応答までの時間（インプロセス 

Tag 応答） 

T7   インプロセス Tag 応答のときの、Tag 応答間の時間 
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Tf、Tf,10-90%  RF 信号エンベロープ立ち下がり時間 

Thf   FHSS 信号エンベロープ立ち下がり時間 

Thr   FHSS 信号エンベロープ立ち上がり時間 

Ths   FHSS 信号がその最終値の指定されたパーセント内におさまる時間 

Tpri   後方散乱リンクパルス繰り返し周期（Tpri = 1/BLF = TRcal/DR） 

Tr、Tr, 10-90%   RF 信号 エンベロープ立ち上がり時間 

Ts   RF 信号がその最終値の指定されたパーセント内におさまる時間 

T=>R   Tag からインテロゲータへ 

TN  Tag ノーティフィケーション・インジケータ 

TRcal   Tag からインテロゲータへの校正記号 

U    トレース不能インジケータ 

UMI  ユーザメモリインジケータ 

X    XTID インジケータ（Tag の XTID 実装の有無） 

XEB  XPC_W2 インジケータ 

XI   XPC_W1 インジケータ 

XPC  拡張プロトコル制御 

xxxx2   2 進記法 

xxxxh   16 進記法 

 

5.2 略語 

AFI   応用分野識別子 

AM   振幅変調 

ASK   振幅偏移変調 

CRC   巡回冗長検査 

CW   連続波 

dBch   基準チャネルの電力に対するデシベル値 

DSB   両側波帯 

DSB-ASK  両側波帯振幅偏移変調 

EPC   電子製品コード 

ETSI   欧州電気通信標準化機構 

FCC   米国連邦通信委員会 

FDM  周波数分割多重方式 

FHSS  周波数ホッピングスペクトル拡散方式 

Handle  16 ビットの Tag 識別子 

MAC  メッセージ認証コード 
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PC   プロトコル制御 

PIE   パルス間隔符号化 

Pivot   R=>T の data-0 シンボルと data-1 シンボルを識別する閾値 

ppm   100 万分の 1 

PSK   移送偏移変調 

PR-ASK   位相反転振幅偏移変調 

RF   無線周波数 

RFID   無線自動識別 

RFU   将来の使用のために確保 

RN16   16 ビット乱数または 16 ビット擬似乱数 

RNG   乱数または擬似乱数発生器 

ITF   インテロゲータ・トークファースト（リーダ・トークファースト） 

SSB   単側波帯 

SSB-ASK   単側波帯振幅偏移変調 

TDM   時分割多重 

TID  Tag 認識または Tag 識別子。文脈に応じる。 

Word   16 ビット 

XPC_W1  拡張プロトコル制御ワード 1 

XPC_W2  拡張プロトコル制御ワード 2 

XTID   拡張 Tag 識別子 

 

 

5.3 表記について 

 当プロトコルでは、以下の表記を使用する。 

 ステートおよびフラグは太字で表記する。コマンドパラメータがフラグである場合もある。フラ

グとして使われるときのコマンドパラメータは、太字で表記する。例：スタンバイ 

 コマンドパラメータには下線を引く。フラグがコマンドパラメータである場合もある。コマンド

パラメータとして使われるときのフラグは下線を引く。例：Pointer 

 コマンドは斜体で表記する。変数も斜体で表記する。コマンドか変数か分かりづらい場合は、当

プロトコルではどちらかを明記する。例：Query 

 論理否定については、ラベルの前に「~」をつける。例：フラグが真の場合、~フラグは偽である。 

 記号 R=>T は、インテロゲータから Tag（リーダから Tag）へのコマンドまたはシグナリング

を意味する。 

 記号 T=>R は、Tag からインテロゲータ（Tag からリーダ）へのコマンドまたはシグナリング

を意味する。 
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6. プロトコル要件 

 

6.1 プロトコル概要 

6.1.1 物理層 

 インテロゲータは、パルス間隔符号化（PIE）方式により両側波帯振幅偏移変調（DSB-ASK）、単側

波帯振幅偏移変調（SSB-ASK）、あるいは位相反転振幅偏移変調（PR-ASK）を用いて搬送波を変調す

ることにより、1 つ以上の Tag へ情報を伝送する。Tag はこの変調された搬送波から動作エネルギー

を得る。 

 インテロゲータは未変調搬送波を伝送し、後方散乱された応答を受けることにより、Tag から情報を

受信する。Tag は搬送波の振幅や位相を後方散乱で変調し、情報を伝達する。インテロゲータのコマン

ドに応じて選択される符号化方式は、FM0 またはミラー変調副搬送波のいずれかである。インテロゲー

タと Tag 間の通信リンクは半二重である。したがって、Tag は後方散乱を行っている間、インテロゲ

ータのコマンドを復調する必要はない。Tag は、必須コマンドあるいは任意コマンドに対する応答には

全二重通信を使用しない。 

 

6.1.2 Tag 認識層 

 インテロゲータは、3 つの基本オペレーションにより、Tag 群を管理する。 

a) 選択：Tag 群を選択する操作。インテロゲータは、Select コマンドを使って、Tag メモリの値

に従って Tag 群を選択することのほか、Challenge コマンドを使って、所要の暗号スィートと

認証タイプの Tag サポートに基づいて、Tag 群との間でチャレンジ処理をすることができる。

その後インテロゲータは、選び出した Tag を対象にして、インベントリやアクセスを行う。 

b) インベントリ：1 つ 1 つの Tag を識別する処理。インテロゲータは、4 つのセッションのうち

のどれかで Query コマンドを送ることによって、インベントリラウンドを開始する。Tag は、

複数が同時に応答することもある。インテロゲータは Tag の応答を 1 つだけ検出して、Tag か

ら EPC を要求する。インベントリは、複数のコマンドで構成される。インベントリラウンドは、

一度に 1 つのセッションでのみ進めることができる。 

c) アクセス：識別した Tag と通信する処理。インテロゲータが実施する処理には、Tag の読取り、

書込み、ロック、キルなどのコア処理のほか、Tag の認証などのセキュリティ関連処理、Tag の 

User メモリにある特定のファイルを開くなどのファイル関連処理がある。アクセスは、複数の

コマンドで構成される。インテロゲータは、Tag を一意に識別しないとアクセス処理ができない。 

 

6.2 プロトコルパラメータ 

6.2.1 シグナリング – 物理／メディアアクセス制御パラメータ 

 当プロトコルでの R=>T 通信 および T=>R 通信の主要パラメータを、表 6.1 と 表 6.2 にまとめて

いる。当プロトコルに該当しないパラメータ、あるいは当プロトコルで使用しないパラメータは、「適

用外」を意味する「N/A」と記す。 
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表 6.1：インテロゲータから Tag へ（R=>T）の通信 

参照番号 パラメータ名 記述 

Int:1  Operating Frequency Range  860 – 960 MHz、各地域の規制による 

Int:1a  Default Operating Frequency  各地域の無線通信規則および通信時の無線周波数環境により決定 

Int:1b  
Operating Channels  
(spread-spectrum systems)  

各地域の規制に従う。チャネライゼーションが規制されていない

場合は、仕様に従う 

Int:1c  Operating Frequency Accuracy  仕様に従う 

Int:1d  
Frequency Hop Rate  
(frequency-hopping [FHSS] 

systems)  
各地域の規制に従う 

Int:1e  
Frequency Hop Sequence  
(frequency-hopping [FHSS] 

systems)  
各地域の規制に従う 

Int:2  Occupied Channel Bandwidth  各地域の規制に従う 
Int:2a  Minimum Receiver Bandwidth  各地域の規制に従う 

Int:3  
Interrogator Transmit Maximum 

EIRP  
各地域の規制に従う 

Int:4  
Interrogator Transmit Spurious 

Emissions  
仕様に従う。各地域の規制で、より厳しい発射制限が課せられる

ことがある 

Int:4a  
Interrogator Transmit Spurious 

Emissions, In-Band 

(spread-spectrum sys-tems)  

仕様に従う。各地域の規制で、より厳しい発射制限が課せられる

ことがある 

Int:4b  
Interrogator Transmit Spurious 

Emissions, Out-of-Band  
仕様に従う。各地域の規制で、より厳しい発射制限が課せられる

ことがある 

Int:5  
Interrogator Transmitter Spectrum 

Mask  
仕様に従う。各地域の規制で、より厳しい発射制限が課せられる

ことがある 
Int:6  Timing  仕様に従う 

Int:6a  
Transmit-to-Receive Turn-Around 

Time  
公称値 MAX(RTcal, 10Tpri) 

Int:6b  
Receive-to-Transmit Turn-Around 

Time  
最低 3Tpri、Tag が応答および承認ステートのときは最大 20Tpri 

とし、それ以外は上限なし 

Int:6c  
Dwell Time or Interrogator Transmit 

Power-On Ramp  
最大整定時間 1500 µs 

Int:6d  
Decay Time or Interrogator Transmit 

Power-Down Ramp  
最大 500 µs 

Int:7  Modulation  DSB-ASK、SSB-ASK、または PR-ASK 

Int:7a  
Spreading Sequence  
(direct-sequence [DSSS] systems)  

N/A  

Int:7b  
Chip Rate  
(spread-spectrum systems)  

N/A  

Int:7c  
Chip Rate Accuracy  
(spread-spectrum systems)  

N/A  

Int:7d  Modulation Depth  公称値 90% 
Int:7e  Duty Cycle  48% – 82.3% (波形ハイの期間) 
Int:7f  FM Deviation  N/A  
Int:8  Data Coding  PIE 
Int:9  Bit Rate  26.7 kbps から 128 kbps (等確率のデータのとき) 
Int:9a  Bit Rate Accuracy  最低 +/– 1% 

Int:10  
Interrogator Transmit Modulation 

Accuracy  
仕様に従う 

Int:11  Preamble  必要 
Int:11a  Preamble Length  仕様に従う 
Int:11b  Preamble Waveform(s)  仕様に従う 
Int:11c  Bit Sync Sequence  なし 
Int:11d  Frame Sync Sequence  必要 
Int:12  Scrambling (spread-spectrum N/A  
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sys-tems)  
Int:13  Bit Transmission Order  最上位ビット(MSB)から送信 
Int:14  Wake-up process  仕様に従う 
Int:15  Polarization  規定なし 

 
表 6.2：Tag からインテロゲータへ（T=>R）の通信 

参照番号 パラメータ名 記述 

Tag:1  Operating Frequency Range  860 – 960 MHz、両端を含む 
Tag:1a  Default Operating Frequency  Int:1a を満たすインテロゲータ信号に Tag は応答 

Tag:1b  
Operating Channels 

(spread-spectrum systems)  
Int:1b を満たすインテロゲータ信号に Tag は応答 

Tag:1c  Operating Frequency Accuracy  仕様に従う 

Tag:1d  
Frequency Hop Rate 

(frequency-hopping [FHSS] 

systems)  
Int:1d を満たすインテロゲータ信号に Tag は応答 

Tag:1e  
Frequency Hop Sequence 

(frequency-hopping [FHSS] 

systems)  
Int:1e を満たすインテロゲータ信号に Tag は応答 

Tag:2  Occupied Channel Bandwidth  各地域の規制に従う 
Tag:3  Transmit Maximum EIRP  各地域の規制に従う 
Tag:4  Transmit Spurious Emissions  各地域の規制に従う 

Tag:4a  
Transmit Spurious Emissions, 

In-Band (spread spectrum systems)  
各地域の規制に従う 

Tag:4b  
Transmit Spurious Emissions, 

Out-of-Band  
各地域の規制に従う 

Tag:5  Transmit Spectrum Mask  各地域の規制に従う 

Tag:6a  
Transmit-to-Receive Turn-Around 

Time  
最低 3Tpri、応答および承認ステートのときは最大 32Tpri とし、

それ以外は上限なし 

Tag:6b  
Receive-to-Transmit Turn-Around 

Time  
公称値 MAX(RTcal, 10Tpri) 

Tag:6c  
Dwell Time or Transmit Power-On 

Ramp  
起動の 1500 µs 後コマンドを受信 

Tag:6d  
Decay Time or Transmit 

Power-Down Ramp  
N/A  

Tag:7  Modulation  ASK および/または PSK 変調(Tag が選択) 

Tag:7a  
Spreading Sequence  
(direct sequence [DSSS] systems)  

N/A  

Tag:7b  
Chip Rate  
(spread spectrum systems)  

N/A  

Tag:7c  
Chip Rate Accuracy  
(spread spectrum systems)  

N/A  

Tag:7d  On-Off Ratio  規定なし 
Tag:7e  Subcarrier Frequency  40 kHz から 640 kHz 
Tag:7f  Subcarrier Frequency Accuracy  仕様に従う 
Tag:7g  Subcarrier Modulation  ミラー方式(データ伝送速度にて) 

Tag:7h  Duty Cycle  
FM0: 公称値 50% 
副搬送波: 公称値 50% 

Tag:7I  FM Deviation  N/A  

Tag:8  Data Coding  
ベースバンド FM0 またはミラー変調副搬送波(インテロゲータ

が選択) 

Tag:9  Bit Rate  
FM0: 40 kbps から 640 kbps 
副搬送波変調: 5 kbps から 320 kbps 

Tag:9a  Bit Rate Accuracy  副搬送波周波数精度に同じ、Tag:7f を参照 

Tag:10  
Tag Transmit Modulation Accuracy  
(frequency-hopping [FHSS] systems  

N/A  
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Tag:11  Preamble  必要 
Tag:11a  Preamble Length  仕様に従う 
Tag:11b  Preamble Waveform  仕様に従う 
Tag:11c  Bit-Sync Sequence  なし 
Tag:11d  Frame-Sync Sequence  なし 

Tag:12  
Scrambling  
(spread-spectrum systems)  

N/A  

Tag:13  Bit Transmission Order  最上位ビット(MSB)から送信 
Tag:14  Reserved  空欄 
Tag:15  Polarization  Tag 依存。当プロトコルでは規定なし 
Tag:16  Minimum Tag Receiver Bandwidth  Tag 依存。当プロトコルでは規定なし 
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6.2.2 論理 – 動作プロシージャパラメータ 

 当プロトコルでTagの選択、インベントリ、アクセスの処理に、インテロゲータが使用するパラメータ

を、表 6.3 および表 6.4 に示す。当プロトコルに該当しないパラメータ、あるいは当プロトコルで使用

しないパラメータについては、「適用外」を意味する「N/A」と記す。 

 

表 6.3：Tag インベントリパラメータおよびアクセスパラメータ 

参照番号 パラメータ名 記述 
P:1  Who talks first  インテロゲータ 
P:2  Tag addressing capability  仕様に従う 
P:3  Tag EPC  Tag メモリに格納 
P:3a  EPC Length  仕様に従う 

P:3b  EPC Format  
T=02: GS1 EPC Tag データ標準に従う 

T=12: ISO/IEC 15961 に従う 
P:4  Read size  16 ビットの倍数 

P:5  Write Size  16 ビットの倍数 

P:6  Read Transaction Time  
R=>T & T=>R のリンク速度ならびに読み取るビット数によ

り異なる 
P:7  Write Transaction Time  Write コマンド後 20 ms (最大) 

P:8  Error detection  

インテロゲータから Tag へ: 
Select、Challenge コマンド: 16 ビット CRC 

Query コマンド: 5 ビット CRC 
その他のインベントリコマンド: コマンドの長さ 
アクセスコマンド: 16 ビット CRC 

Tag からインテロゲータへ: 
PC/XPC、EPC: 16 ビット CRC 
RN16: なし、または 16 ビット CRC (コマンドにより異

なる) 
Handle: 16 ビット CRC 
その他: 16 ビット CRC 

P:9  Error correction  なし 

P:10  Memory size  
Tag 依存、拡張可能(サイズについて当プロトコルでは制限

を設けず、規定もしない) 
P:11  Command structure and extensibility  仕様に従う 
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表 6.4：コリジョン管理パラメータ 

参照番号 パラメータ名 記述 
A:1  Type (Probabilistic or Deterministic)  確率 

A:2  Linearity  
インテロゲータの RF 界で 2

15
 個の Tag まで線形。

以降は、個別の EPC を持つ Tag につき NlogN 

A:3  Tag inventory capacity  個別の EPC を持つ Tag の数について制限なし 

 

6.3 動作プロシージャについて 

 動作プロシージャでは、周波数帯 860 MHz – 960 MHz で動作するインテロゲータ・トークファース

ト、乱数スロット・コリジョンアービトレーションの RFID システムについて物理的要件および論理的

要件を定義する。 

 

6.3.1 物理インターフェース 

 インテロゲータとTag 間の物理インターフェースは、ネットワーク通信システムの階層における信号

層ととらえることができる。RF 通信の周波数、変調、データ符号化、RF エンベロープ、データ伝送速

度、その他のパラメータの要件が信号インターフェースで定義される。 

 

6.3.1.1 使用周波数 

 Tagは、860～960 MHzまでの周波数においてインテロゲータから電力を受け、インテロゲータと通信

を行う。インテロゲータの使用周波数は、各地域が定める無線通信規則および各地域の無線周波数環境

により決定する。高密度インテロゲータ環境における動作を保証するインテロゲータは、資料 G に述べ

る任意の高密度インテロゲータモードをサポートすることとするが、常にこのモードを使用しなくても

よい。 

 

6.3.1.2 インテロゲータから Tag（R=>T）への通信 

 インテロゲータは、PIE による符号化と、DSB-ASK、SSB-ASK、または PR-ASK を用いて RF 搬送

波を変調することにより、1 つあるいは複数の Tag と通信する。1 つのインベントリラウンドの間、イ

ンテロゲータは一定の変調方式およびデータ伝送速度を使用する。「インベントリラウンド」の定義は、

第 4.1 項を参照のこと。インテロゲータは、インベントリラウンドを開始するプリアンブルにより、デ

ータ伝送速度を設定する。 

 図 6.1、図 6.2、図 6.3、図 6.4、および図 6.5 におけるハイ値は、発射した連続波に相当し（すな

わち、インテロゲータによる Tag への電力供給）、ロー値は減衰した連続波に相当する。 

 

6.3.1.2.1 インテロゲータ周波数精度 

 単一または多元インテロゲータ環境における動作を対象とするインテロゲータは、各地域の規制を満

足する周波数精度を有すること。 

 高密度インテロゲータ環境における動作を対象とするインテロゲータの周波数精度は、伝送中公称温

度範囲（–25 ℃ から +40 ℃）では +/– 10 ppm、また拡張温度範囲（–40 ℃ から +65 ℃）では +/– 20 

ppm とする。公称よりも広く、しかし拡張とは異なる温度範囲を持つように製造者から定格を定められ

たインテロゲータは、公称温度範囲では +/– 10 ppm、それらの定格範囲の全体に対しては +/– 20 ppm 

の周波数精度を持たせる。地域の規制でこれよりも厳しい周波数精度が定められている場合は、インテ
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ロゲータは地域の規制に従うこと。 

 

6.3.1.2.2 変調 

 インテロゲータは DSB-ASK、SSB-ASK、または PR-ASK により通信を行う。詳細は資料 H を参照

のこと。Tag はこの 3 つの変調方式すべてを復調するものとする。 

 

6.3.1.2.3 データ符号化方式 

 R=>T リンクには、図 6.1 に示す PIE を用いる。Tari はインテロゲータから Tag へシグナリング

を行う際の基準時間間隔であり、data-0 の長さである。ハイ値は送信した連続波を、ロー値は減衰した

連続波を表す。パルス変調の深度、立ち上がり時間、立ち下がり時間、および PW は表 6.5 に示す通

りであり、data-0 と data-1 に共通である。1 つのインベントリラウンドの間、インテロゲータは決め

られた変調深度、立ち上がり時間、立ち下がり時間、PW、Tari、data-0 長ならびに data-1 長を用いる。

RF エンベロープについては図 6.2 に示す通りである。 

 

 

図 6.1：PIE 符号 

 

6.3.1.2.4 Tari 値 

 インテロゲータが通信に使用する Tari の値は 6.25 μs から 25 μs までである。インテロゲータの適

合性は、6.25 μs から 25 μs の範囲の Tari の値を少なくとも 1 つと、パラメータ x を少なくとも 1 

つ使用して評価する。Tari を単位にして定められたパラメータの許容差は、すべて +/– 1%である。Tari の

値と x は、各地域の無線通信規則を守りながら選ぶ。 
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6.3.1.2.5 R=>T RF エンベロープ 

 R=>T RF エンベロープは図 6.2 および表 6.5 に準じるものとする。（必要に応じて）電界強度ある

いは磁場強度 A は、RF エンベロープの最大振幅であり、それぞれ V/m あるいは A/m 単位で測定さ

れる。Tari については、図 6.1 に定義する。パルス幅の測定は、パルスの 50% の地点にて行う。イン

テロゲータの R=>T 変調方式については、RF 波形を最初にパワーダウン（第 6.3.1.2.7 項を参照のこ

と）しなければ変わらない（すなわち、DSB-ASK、SSB-ASK、もしくは PR-ASK の切り替えが行われ

ることはない）。 

 

図 6.2：インテロゲータから Tag への RF エンベロープ 

 

表 6.5：RF エンベロープパラメータ 

 

 

6.3.1.2.6 インテロゲータのパワーアップ波形 

 インテロゲータのパワーアップ RF エンベロープは、図 6.3 および表 6.6 に準じる。搬送波レベル

が 10% を超える上昇を見せると、パワーアップエンベロープは一定の割合で、少なくともリップル制

限値 Ml まで上昇する。Ts 区間では、RF エンベロープの低下は図 6.3 における 90% を下回ることは

ない。インテロゲータは、表 6.6 に示す最大整定時間が経過するまで（すなわち Ts の終わり）、コマ

ンドを発することはない。インテロゲータは、図 6.3 の Ts 区間の終わりまでに、第 6.3.1.2.1 項で定

める周波数精度要件を満たすこと。 

 



33／175 

6.3.1.2.7 インテロゲータのパワーダウン波形 

 インテロゲータのパワーダウン RF エンベロープは、図 6.3 および表 6.7 に準じる。搬送波レベル

が 90% レベルより低下すると、パワーダウンエンベロープは一定の割合でパワーオフリミット Ms ま

で低下する。インテロゲータはいったん電源がオフになると、再び電源がオンになるまで最低 1ms は電

源オフのままとなる。 

 

 

図 6.3：インテロゲータのパワーアップ RF エンベロープとパワーダウン RF エンベロープ 

 

表 6.6：インテロゲータのパワーアップ波形パラメータ 

 

 

表 6.7：インテロゲータのパワーダウン波形パラメータ 

 

 

6.3.1.2.8 R=>T プリアンブルとフレーム同期 

 インテロゲータは、図 6.4 に示すプリアンブルもしくはフレーム同期によってすべての R=>T シグナ

リングを開始する。プリアンブルは Query コマンド（第 6.3.2.12.2.1 項を参照のこと）の前に位置し、

インベントリラウンドの開始を示す。R=>T 以外のシグナリングはフレーム同期で開始する。Tari を単

位として指定される全パラメータの許容誤差範囲は +/– 1% とする。PW については表 6.5 に示す。RF 

エンベロープについては図 6.2 で示す。 

 

 プリアンブルには、固定長開始デリミタ、data-0 シンボル、R=>T 校正（RTcal）シンボル、T=>R 校

正（TRcal）シンボルが含まれる。 

 RTcal：インテロゲータが、RTcal を data-0 シンボルの長さと data-1 シンボルの長さの合計と
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等しくなるように設定する（RTcal = 0length + 1length）。Tag は RTcal の長さを測定し、pivot = 

RTcal/2 を計算する。Tag はその結果である pivot より短いインテロゲータシンボルを data-0、

pivot より長いインテロゲータシンボルを data-1 と解釈する。Tag は、4 RTcal より長いシン

ボルを無効なデータであると解釈する。インテロゲータは RTcal を変更する前に、連続波を最

低 8 RTcal 伝送する。 

 TRcal：インテロゲータは、インベントリラウンドを開始する Query コマンドのプリアンブルに

おける TRcal、およびペイロードにおける分割比（DR）を用いて、Tag の後方散乱リンク周波

数（FM0 データ伝送速度またはミラー副搬送波の周波数）を指定する。等式（1）は、後方散乱

リンク周波数（BLF）、TRcal、および DR の関係を示している。Tag は TRcal の長さを測定

し、BLF を計算し、さらに T=>R リンクレートを BLF に等しくなるように調整する（表 6.9 に 

BLF 値と許容誤差範囲を示す）。すべてのインベントリラウンドでインテロゲータが使用する 

TRcal と RTcal は、等式（2）の制約を満たさなければならない。 

 

      (1) 

     (2) 

 

 TRcal シンボルを除けば、フレーム同期はプリアンブルと同じである。インテロゲータは 1 つのイン

ベントリラウンドの間、そのラウンドを開始したプリアンブルに用いた RTcal と同じ長さの RTcal を

フレーム同期で使用する。 

 

6.3.1.2.9 周波数ホッピングスペクトル拡散方式の波形 

 インテロゲータが周波数ホッピングスペクトル拡散信号方式（FHSS）を用いる場合は、インテロゲー

タの RF エンベロープは図 6.5 および表 6.8 に従わなくてはならない。Ths 区間では、RF エンベロー

プが図 6.5 における 90% のレベルよりも低下することはない。インテロゲータは、表 6.8 の最大整定

時間（すなわち Ths の終わり）が終了する前にコマンドを発することはない。1 回のホップにおける周

波数ホップから最低 RF オフタイムまでの最大時間は、各地域の規制で定められている要件に従うこと。

インテロゲータは、図 6.5 の Ths 区間の終わりまでに、第 6.3.1.2.1 項で定める周波数精度要件を満た

すこと。 

 

6.3.1.2.10 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式のチャネル割当て 

 単一インテロゲータ環境における動作を対象とするインテロゲータは、スペクトル拡散方式のチャネ

ル割当てに関する各地域の規制を満たすものでなくてはならない。多元または高密度インテロゲータ環

境における動作を対象とするインテロゲータは、チャネル割当てが規制されていない場合を除き、スペ

クトル拡散方式のチャネル割当てに関する各地域の規制を満たすものでなくてはならない。チャネル割

当てが規制されていない場合は、http://www.gs1.org/epcglobal/implementationにある選択した規制地域の

チャネル計画に従うものとする（資料 G も参照のこと。多元および高密度インテロゲータチャネル識別

信号について述べている）。 

 

http://www.gs1.org/epcglobal/implementation
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図 6.4：R=>T プリアンブルとフレーム同期 

 

6.3.1.2.11 送信マスク 

 当プロトコルに従った動作を保証するインテロゲータは、チャネル外および帯域外のスプリアス無線

周波数発射に関して、各地域が定める規制をに従うこと。 

 多元インテロゲータ環境における動作を保証するインテロゲータは、各地域の規制に加え、以下の記

載と図 6.6 で示す、多元インテロゲータ送信マスクの条件も満足させる。 

多元インテロゲータ送信マスク：インテロゲータが、チャネル R およびそれ以外のチャネル S≠R 

にランダムデータを送り出す場合、チャネル R の電力 P() に対するチャネル S の電力 P() の比率

が、指定の値を超えてはならない。 

 |R – S| = 1：10log10(P(S) / P(R)) < –20 dB 

 |R – S| = 2：10log10 (P(S) / P(R)) < –50 dB 

 |R – S| = 3：10log10 (P(S) / P(R)) < –60 dB 

 |R – S| > 3：10log10 (P(S) / P(R)) < –65 dB 

P() は、そのチャネルの総積分電力を示す。このマスクを、図 6.6 に表している。ここで記す dBch と

は、基準チャネルの電力に対する dB 値である。チャネル幅は、地域の規制が定める通りとするが、幅

が 規 制 さ れ て い な い 場 合 、 イ ン テ ロ ゲ ー タ は 、 そ れ ぞ れ の 規 制 地 域 に 対 し て 

http://www.gs1.org/epcglobal/implementation で示されている幅を採用するものとする。チャネル間隔は、

チャネル幅に等しく合わせる（チャネル中心からチャネル中心までで測定）。伝送チャネル R には、以

下のことを条件として、マスクに 2 点の例外を認める。 

 どちらの例外も、–50 dBch を超えない。 

 どちらの例外も、各地域が定める規制の要件を超えない。 

例外とは、チャネル S の電力がマスクを超えることを言う。マスクを超えるチャネルがあるごとに、1 点

の例外としてカウントする。 

 高密度インテロゲータ環境における動作を保証するインテロゲータは、各地域が定める規制、ならび

に以下の記載と図 6.6 で示す高密度送信マスクの条件を満たすこと。インテロゲータは、高密度インテ

ロゲータオペレーションでない間に、高密度インテロゲータ伝送マスクを満たしていてもよい。尚、使

用するマスクに関係なく、高密度インテロゲータ環境における動作を保証するインテロゲータには、多
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元インテロゲータ環境での動作を保証するインテロゲータに許容される、送信マスクの 2 点の例外は一

切認められない。 

高密度インテロゲータ送信マスク：中心周波数を fc、fc を中心周波数とする 2.5/Tari の帯域幅 RBW、

オフセット周波数 f0 = 2.5/Tari、および (n x f0) + fc (整数 n) を中心周波数とする 2.5/Tari の帯域幅 

SBW のインテロゲータ送信については、インテロゲータが乱数データを送信するとき RBW における

電力 P ()に対する SBW の電力 P () の比率が指定する値を超えてはならない。 

 |n| = 1：10log10(P(SBW) / P(RBW)) < –30 dB 

 |n| = 2：10log10 (P(SBW) / P(RBW)) < –60 dB 

 |n| > 2：10log10 (P(SBW) / P(RBW)) < –65 dB 

P() は 2.5/Tari の基準帯域幅における電力の合計を示す。このマスクについては、図 6.7 に図説する。

ここで記す dBch とは、基準チャネルにおける電力を dB として定義したものである。 

 

図 6.5：インテロゲータ RF エンベロープ 

 

表 6.8：FHSS 波形パラメータ 
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図 6.6：多元インテロゲータ環境の通信マスク 

 

 

図 6.7：高密度インテロゲータ環境の通信マスク 

 

6.3.1.3 Tag からインテロゲータ（T=>R）への通信 

 Tag は後方散乱方式による変調を行い、インテロゲータと通信する。この変調を行う際、Tag は送信

するデータに応じて、2 つの状態の間でアンテナの反射係数を切り替える。 

 Tag は、1 つのインベントリラウンドの間、固定の変調方式、データ符号化方式、およびデータ伝送

速度を用いて後方散乱を行う。「インベントリラウンド」の定義は第 4.1 項に定める。変調方式は Tag 

が選択し、データ符号化方式およびデータ伝送速度は、ラウンドを開始する Query コマンドを用いてイ

ンテロゲータが選択する。図 6.9、図 6.10、図 6.11、図 6.13、図 6.14、および図 6.15 における低い

方の値は、T=>R プリアンブル前の連続波周期に Tag が示すアンテナ反射状態に相当し（例えば ASK 

の Tag が電力を吸収）、高い方の値は T=>R プリアンブルの最初の高パルスに Tag が示すアンテナ

反射状態に相当する（例えば ASK の Tag が電力を反射）。 

 

6.3.1.3.1 変調 

 Tag の後方散乱には ASK および／または PSK 変調を用いる。変調方式の選択は、Tag 製造者が行

う。インテロゲータは、どちらの変調型も復調しなければならない。 

 

6.3.1.3.2 データ符号化 

 Tag は、FM0 ベースバンド、あるいはデータ伝送速度における副搬送波のミラー変調のいずれかの方
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式で後方散乱データを符号化する。符号化の方式はインテロゲータが指定する。 

 

6.3.1.3.2.1 FM0 ベースバンド 

 FM0（双位相空間）符合を生成するための基底関数とステートダイアグラムを図 6.8 に示す。FM0 は

符号区切りごとにベースバンド位相を反転する。data-0 にはさらに中間符号の位相反転がある。図 6.8 

のステートダイアグラムは、送信される FM0 基底関数に対する論理データシーケンスを図示したもの

である。ステートを示すラベル S1–S4 は、4 種類ある FM0 符号化方式の符号を示しており、各 FM0 基

底関数が持つ 2 つの位相により表される。また、ステートの始まりに伝送される FM0 波形もステート

ラベルにより表される。ステート遷移のラベルは、符号化されるデータシーケンスの論理的値を示す。

たとえば、ステート S2 から S3 への遷移は認められていない。これは、遷移の結果として生じる伝送

で、符号区切りにおける位相反転が起こらなくなるためである。 

 

 図 6.9 は生成されたベースバンド FM0 符号およびシーケンスを示すものである。変調器出力にて計

測したシーケンス 00 または 11 のデューティ比は、公称値 50% に対し、最低で 45%、最大で 55% で

ある。FM0 符号化方式にはメモリがある。したがって、図 6.9 に示す FM0 シーケンスの選択は、その

前の伝送によって異なってくる。図 6.10 に示す通り、FM0 シグナリングは常に伝送の終わりに「ダミ

ー」の data-1 ビットを伴って終了する。 

 

6.3.1.3.2.2 FM0 プリアンブル 

 T=>R への FM0 シグナリングは、図 6.11 に示す 2 つのプリアンブルのいずれかを使用して開始す

る。どちらを選択するかは、インベントリラウンドを開始する Query で指定の TRext 値で決まる。た

だし、遅延応答またはインプロセス応答を求めるコマンドに応える場合（第 6.3.1.6 項を参照のこと）、

Tag は TRext にかかわらず拡張プリアンブルを用いる（Query で指定された TRext 値に関係なく、

TRext = 1 として応答する – 第 6.3.2.12.3 項を参照のこと）。図 6.11 に記した「v」は、FM0 方式に違

反していることを示す（すなわち、位相反転が起こるべきなのに、ここでは起こっていない）。 

 

 

図 6.8：FM0 基底関数と発生器のステートダイアグラム 
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図 6.9：FM0 符号とシーケンス 

 

 

図 6.10：FM0 伝送の終了 

 

 

図 6.11：FM0 T=>R プリアンブル 

 

6.3.1.3.2.3 ミラー変調副搬送波 

 ミラー符号を生成するための基底関数とステートダイアグラムを図 6.12 に示す。ベースバンドミラ

ーは、2 つの data-0 で順番に位相を反転する。さらに、ベースバンドミラーは data-1 符号の途中で位

相反転を行う。図 6.12 のステートダイアグラムは、ベースバンドミラー基底関数に対する論理データ

シーケンスを図示したものである。ステートを示すラベル S1–S4 は、4 種類あるミラー符号化方式の符

号を示しており、各ミラー基底関数が持つ 2 つの位相により表される。また、ステートの始まりに生成

されるベースバンドミラー波形もステートラベルにより表される。伝送された波形は、符号レートの M 

倍の短形波を乗じたものである。ステート遷移のラベルは、符号化されるデータシーケンスの論理的値

を示す。たとえば、ステート S1 から S3 への遷移は認められていない。これは、遷移の結果として生

じる伝送で、data-0 と data-1 の符号区切りに位相反転が起こってしまうからである。 
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図 6.12：ミラー基底関数と発生器のステートダイアグラム 

 

 図 6.13 はミラー変調された副搬送波のシーケンスを示すものである。ミラーシーケンスには、イン

ベントリラウンド（表 6.10 を参照のこと）を開始した Query コマンドにて指定した M 値に応じて、

1 ビットに 2、4、または 8 の副搬送波サイクルが厳密に含まれている。変調器出力にて計測した符号 0 

または 1 のデューティ比は、公称値 50% に対し、最低で 45%、最大で 55% である。ミラー符号化

方式にはメモリがある。したがって、図 6.13 に示すミラーシーケンスの選択は、その前の伝送によっ

て異なってくる。図 6.14 に見られるように、ミラーシグナリングは常に伝送の終わりに「ダミー」の 

data-1 ビットを伴って終了する。 

 

6.3.1.3.2.4 ミラー副搬送波プリアンブル 

 T=>R 副搬送波シグナリングは、図 6.15 に示す 2 つのプリアンブルのどちらかを使用して開始する。

どちらを選択するかは、インベントリラウンドを開始する Queryで指定の TRext 値で決まる。ただし、

遅延応答またはインプロセス応答を求めるコマンドに応える場合（第 6.3.1.6 項を参照のこと）、Tag は 

TRext にかかわらず拡張プリアンブルを用いる（Query で指定された TRext 値に関係なく、TRext = 1 

として応答する – 第 6.3.2.12.3 項を参照のこと）。 
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図 6.13：副搬送波シーケンス 
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図 6.14：副搬送波伝送の終了 

 

図 6.15：副搬送波 T=>R プリアンブル 

 

6.3.1.3.3 データ伝送速度 

 Tag は、第 6.3.1.2.3 項で許容されているすべてのパラメータに対し、6.25 μs から 25 μs の範囲で 

R=>T Tari 値をサポートしなくてはならない。タグは表 6.9 で定める T=>R リンク周波数ならびに偏差、

および表 6.10 で定める T=>R データ伝送速度をサポートしなければならない。表 6.9 の周波数変動要

件では、インテロゲータによるコマンドに対する Tag 応答の間の周波数ドリフトならびに短時間の周波

数変動を共に対象としている。インベントリラウンドを開始する Query コマンドは、表 6.9 における 

DR、および表 6.10 における M を指定する。Query に先立つプリアンブルは、TRcal を指定する。BLF 

の計算には Eg.（1）を用いる。これらの 4 つのパラメータが合わさり、後方散乱周波数、変調型（FM0 

またはミラー）、ならびにラウンドの T=>R データ伝送速度を定義する（第 6.3.1.2.8 項も参照のこと）。 
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表 6.9：Tag からインテロゲータへのリンク周波数 

 
注意 1：2 つの異なる TRcal 値（および 2 つの異なる DR 値）を用いて同一の BLF を指定すると、Tari および RTcal の指定の幅を

広げることができる。 

 
表 6.10：Tag からインテロゲータへのデータ伝送速度 

 

6.3.1.3.4 Tag のパワーアップのタイミング 

 インテロゲータから電力を得る Tag は、表 6.6 および表 6.8 で指定する最大整定時間（それぞれ Ts 

または Ths の終わりまで）を超えない時間内に、インテロゲータからのコマンドを受信および応答でき

るようになること。 

 

6.3.1.3.5 最低動作 RF 界強度と後方散乱強度  

当プロトコルに適合する Tag について、Tag 製造者は以下の仕様を規定すること。 

 製造者が選択する1つあるいは複数の素材上にマウントしたタグについて、 

1. 自由空間感度、 

2. 最小後方散乱変調パワー（振幅偏移変調）、あるいはレーダー反射断面積か相当物における変

化（位相変調）、 

3. 製造者が指定する通常動作条件、 

 

6.3.1.4 伝送順序 

 R=>T および T=>R 通信の伝送順序についてはすべて、最上位ビット（MSB）から始まるものとする。 

M: Number of subcarrier cycles per symbol Modulation type Data rate (kbps) 

1 FM0 ベースバンド BLF 

2 ミラー副搬送波 BLF/2 

4 ミラー副搬送波 BLF/4 

8 ミラー副搬送波 BLF/8 
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 各メッセージについては、最上位ワードが最初に伝送される。 

 各ワードについては、最上位ビット（MSB）が最初に伝送される。 

 

6.3.1.5 巡回冗長検査（CRC） 

 CRC は Tag が特定の R=>T コマンドの有効性を検証する際に、またインテロゲータが特定の後方散

乱された T=>R 応答の有効性を検証する際に使用する巡回冗長検査である。このプロトコルでは、（i）

CRC-16 と（ii）CRC-5 の 2 種類の CRC を使用する。資料 F では両タイプの CRC について述べて

いる。 

 

 CRC-16 を生成するには、Tag またはインテロゲータが表 6.11 に示す CRC-16 プリカーサをまず生

成し、その生成されたプリカーサから 1 の補数を用いて CRC-16 を作り出す。 

 

 Tag またはインテロゲータは CRC-16 が使用された受信メッセージに異常がないことを検証する。

Tag またはインテロゲータは、資料 F に記載している方法から 1 つを選択して CRC-16 を検証して

よい。 

 

 Tag は 16 ビットの StoredCRC を計算してメモリに保存する。第 6.3.2.1.2.1 項を参照のこと。 

 

 インベントリの間、Tag は動的に計算する 16 ビットの PacketCRC を後方散乱する。 

 

 Tag は、CRC-16 を使用する応答に CRC-16 を付加する。コマンド固有の応答形式については第 

6.3.2.12 項を参照のこと。 

 

 CRC-5 を生成する際、インテロゲータは表 6.12 の定義を使用する。 

 

 Tag は CRC-5 が使用された受信メッセージの整合性を検証する。Tag は資料 F に記載している方

法を使用して CRC-5 を検証してよい。 

 

 インテロゲータは表 6.28 で指定する適切な CRC を R=>T の伝送に付加する。 

 

6.3.1.6 リンクタイミング 

 図 6.18 は、R=>T および T=>R リンクタイミングを図示したものである。この図（縮尺は異なる）

では、インテロゲータと Tag 群とのやり取りを規定している。表 6.16 は図 6.18 に対するタイミング

要件を示しており、第 6.3.2.12 項でコマンドを記している。Tag とインテロゲータは、表 6.16 に示す

タイミング要件をすべて満たさなくてはならない。RTcal については、第 6.3.1.2.8 項で定義している。

Tpri は、T=>R リンク周期である（Tpri = 1 / BLF）。第 6.3.1.2.8 項で記す通り、インテロゲータは 1 つ

のインベントリラウンドを通して、固定の R=>T リンクレートを用いる。インテロゲータは、R=>T リ

ンクレートを変更する際には、その前に連続波を最低 8 RTcal 送らなくてはならない。図 6.18 は、即

時、遅延、インプロセスの 3 種類の Tag 応答タイミングを示している。各応答タイミングについては、

第 6.3.1.6.1 項、第 6.3.1.6.2 項、第 6.3.1.6.3 項でそれぞれ規定している。Tag が、どのインテロゲー

タコマンドにどの種類の応答を使うかは、表 6.28 で規定している。 

 

表 6.11：CRC-16 プリカーサ 

 

(Annex F も参照) 
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表 6.12：CRC-5 の定義 

 
 

6.3.1.6.1 即時 Tag 応答 

 即時 Tag 応答は、表 6.16 の T1 を満たす応答を言う。 

 

6.3.1.6.2 遅延 Tag 応答 

 遅延 Tag 応答は、表 6.16 の T5 を満たす応答を言う。インテロゲータは、遅延応答タイミングを使

うコマンドを発行すると、少なくとも TREPLY または T5(max) のどちらか短い方の時間だけ、連続波を送

信する。ここで TREPLY は、インテロゲータのコマンドと Tag の後方散乱応答との間の時間である。遅
延応答タイミングを使うコマンドに対してインテロゲータが受け取る応答は、Tag の内部処理の成否に

応じて、いくつかの場合に分かれる。 

（a）Tag がコマンドの実行に成功：コマンドの実行が終わると、Tag は、表 6.13 と図 6.16 に

従って、Header（0 ビット）、Tag の Handle、そして 0 ビットと Handle から算出し

た CRC-16 で構成される応答を後方散乱する。応答は、表 6.16 による T5 の制約を守

る。インテロゲータが T5(max) 内にこの応答を受け取ると、コマンドが正常に完了したこ

とになる。 

（b）Tag がエラーに遭う：Tag は、表 6.13 による応答ではなく、エラーコード（資料 I を

参照のこと）を、連続波の期間に後方散乱する。エラーコードは、表 6.16 による T5 の

制約を守る。エラーコードによる応答は Header = 1 を使い（資料 I を参照のこと）、正

常な応答から区別する。 

（c）Tag がコマンドの実行に失敗：インテロゲータが T5(max) 内に Tag 応答を受け取らなけ

れば、Tag がコマンドの実行に失敗したことになる。この場合インテロゲータは、Tag の 

Handle を入れた Req_RN を発行して、Tag がインテロゲータの給電 RF 界の中にまだ

居ることを確かめるのが一般的である。そのうえで、コマンドの発行に戻るなどする。 

 遅延応答を使うコマンドを処理中の Tag は、インテロゲータのコマンドを無視する。処理中にインテ

ロゲータからコマンド送信があると、Tag はそのまま処理を継続するか、または電力に制約のある環境

では起動リセットを実行してよい。 

 

 遅延 Tag 応答は、図 6.11 または図 6.15 の該当する拡張プリアンブルを用いる（インベントリラウ

ンドを開始する Query で指定の TRext 値に関係なく、TRext = 1 として応答する）。 
 

表 6.13：遅延応答コマンドを完了した Tag の応答 

 
 

 

 

 

(Annex F も参照) 
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図 6.16：遅延応答の正常なシーケンス 

 

 

6.3.1.6.3 インプロセス Tag 応答 

 インプロセス応答では、Tag がコマンドの実行に T5(max) を超える時間を掛けることができ、インテロ

ゲータに向けて、コマンドを実行している途中であることを周期的に通知する。インプロセス応答では、

Tag からインテロゲータへ、基本的に複数回の後方散乱通信を行う。1 回目の通信は、表 6.16 による T6 

の制約を守り、以降の通信がある場合は、T7 の制約を守る。Tag は、コマンドを実行している間、少な

くとも T7(max) に 1 回は後方散乱通信を行う。また T7(max) を超える頻度で「処理中」通知を後方散乱

してもよく、T6(max) 内に処理が完了できる場合に、途中で「処理中」通知を出してもよい。インテロゲ

ータは、インプロセス応答を求めるアクセスコマンドのたびに（AuthComm は除く – 第 6.3.2.12.3.11 

項を参照のこと）、Tag が処理を終了した後に、その最終の Response を後方散乱させるか、または Tag 

の ResponseBuffer に格納させるかを指定する。AuthComm の Response は、つねに後方散乱する（け

っして格納はしない）。 

 

 Tag のインプロセス応答は、表 6.14 に示すようにする。応答は、7 ビットのバーカーコード、Done、

Header、任意の Length（Response の長さであり、Tag が Response を後方散乱するか格納するかに

左右されない）、Response（Tag が Response を格納するときは null）、そして Tag の Handle の

ほか、バーカーコードから Handle までに対して算出した CRC-16 から構成する。Tag の応答は、最

初の通信から最後の通信まで一貫させる – すなわち最後の応答に Length が含まれていれば、途中の応

答にもすべて Length を持たせる（逆も同様）。 

 

 インプロセス応答タイミングを求めるコマンドに対してインテロゲータが受け取る応答は、Tag の内

部処理の成否に応じて、いくつかの場合に分かれる。 

（a）Tag がコマンドの実行に成功：コマンドを実行中の Tag は、表 6.14 に従った通信を、

少なくとも T7(max) に 1 回は後方散乱する。この中間の応答は、Done と Header がゼ

ロで、Response は null、そして応答が Length を持つときは Length = 0000h である。

処理が終了すると、Tag は同じ表 6.14 に従って、最終の応答を送る。これは Done = 1、

Header = 0 に、Response と、任意の Length とを続ける。応答は、すべて表 6.16 に

よる T6 と T7 の制約を守る。インテロゲータが Header = 0 で最終の応答を受け取ると、

コマンドが正常に完了したことになる。 

（b）Tag がエラーに遭う：コマンドを実行中の Tag は、表 6.14 に従った通信を、少なくと

も T7(max) に 1 回は後方散乱する。この中間の応答は、Done と Header がゼロで、

Response は null、そして応答が Length を持つときは Length = 0000h である。エラー

に遭うと、Tag は同じ表 6.14 に従って、最終の応答を送る。これは Done = 1、Header 

= 1 に、Response と、任意の Length とを続ける。応答は、すべて表 6.16 による T6 と 

T7 の制約を守る。インテロゲータが Header = 1 で最終の応答を受け取ると、Tag がエ

ラーに遭ったことになる（資料 I を参照のこと）。 

（c）Tag がコマンドの実行に失敗：インテロゲータが、最初の応答を T6(max) 内に、以降の応

答を T7(max) 内に受け取らなければ、Tag がコマンドの実行に失敗したことになる。この

場合インテロゲータは、Tag の Handle を入れた Req_RN を発行して、Tag がインテロ

ゲータの給電 RF 界の中にまだ居ることを確かめるのが一般的である。そのうえで、コマ

ンドの発行に戻るなどする。 

 Done は、Tag がコマンドを処理中かどうかを表す。Done = 0 ならば Tag が処理中であり、Done = 

1 ならば処理を終了したことを示す。Header は、Response がエラーコードかどうかを表す。Header = 

0 ならば計算が正常に行われ、Response には Result が入っている。Header = 1 ならば、Response は

エラーコードである。 

 

 任意の Length フィールドは、Tag が算出した Response の長さ（ビット数）を示し、これは Tag が
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その Response を後方散乱するか格納するかに関係しない。Length は 15 ビットの値フィールドの後

に、偶数パリティビットを続ける（16 ビットの Length フィールド中の 1 の数が偶数）。インテロゲ

ータは、インプロセス応答を求めるコマンドを出すごとに、Tag が応答に Length を含めるか省くかを

指定する。インテロゲータが Length を要求しなければ、Tag は応答から Length を省き、インテロゲ

ータが Length を要求すれば、Tag は応答に Length を入れる。応答に Length を入れる場合、Response 

を格納するケースでは、Length は格納された Response の長さを示し、普通はゼロではないが、Tag が

実際に後方散乱する Response は null である。 

 

 Response は、インテロゲータが Tag に Response を後方散乱することを指示した場合は、Tag の

計算の Result またはエラーコードが入り、インテロゲータが Tag に Response を ResponseBuffer 

へ格納することを指示した場合は、null が入る。 

 

 表 6.15 は、インプロセス応答の各フィールドに入る値をまとめたものである。（a）Tag が Response 

を送信するか、ResponseBuffer に格納するか、（b）Tag のコマンド実行に、どれだけ時間が掛かるか、

（c）応答に Length フィールドを入れるかどうか、そして（d）Tag がコマンドを正常に実行できたか

どうか、のそれぞれに応じて場合分けしている。 

 

 インプロセス応答を求めるコマンドを処理中の Tag は、インテロゲータコマンドを無視する。処理中

にインテロゲータからコマンド送信があると、Tag はそのまま処理を継続するか、または電力に制約の

ある環境では起動リセットを実行してよい。 

 

 インテロゲータは、インプロセス応答を求めるコマンドを発行すると、連続波を送信する。これはイ

ンテロゲータが、（a）Done = 1 で Tag のコマンド実行終了を示す応答を受け取るまで、あるいは（b）

T6(max) または T7(max) 内（該当する方）に応答を受け取ることができず、Tag が正常にコマンド実行で

きなかったことが示されるまで継続する。 

 

 インプロセス Tag 応答は、図 6.11 または図 6.15 の該当する拡張プリアンブルを用いる（インベン

トリラウンドを開始する Query で指定の TRext 値に関係なく、TRext = 1 として応答する）。 

 

6.3.1.6.4 ResponseBuffer 

 Challenge コマンド、又はインプロセス応答を使ういずれかのアクセスコマンド（AuthComm を除く）

を実装する Tag は、次の性質を持った C フラグと ResponseBuffer を実装する。 

 Tag の XPC_W1 に置く C フラグ（表 6.18 を参照のこと）。Tag が ResponseBuffer に 

Response（Result またはエラーコード）を格納しているかどうかを表す。C = 1 ならば 

ResponseBuffer にデータが入っており、C = 0 ならばデータは入っていない。 

 Tag は、SenRep = 0 のアクセスコマンド（第 6.3.2.12.3.10 項を参照のこと）、または Challenge 

コマンドを受け取ると、C = 0 にセットし、その処理を終えて Response（Result またはエラー

コード）を ResponseBuffer に格納した後、C = 1 にセットする。 

 C フラグは、Select コマンドでの選択に利用できる。 

 

表 6.14：インプロセス Tag 応答（Length フィールド無し／有り） 
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 SenRep = 0 のアクセスコマンド、または Challenge コマンドが、IncRepLen = 0 を指定してい

る場合、Tag は、格納する Response に長さのフィールドを含めない。したがって格納する 

Response の先頭ワードが、ResponseBuffer の位置 00h になる。コマンドが IncRepLen = 1 を

指定している場合は、ResponseBuffer のビット 00h – 0Eh に、格納する Response のビット長

さを入れ、ResponseBuffer のビット 0Fh に、ビット 00h – 0Eh から Tag が計算した偶数パリ

ティビットを入れる。したがって格納する Response の先頭ワードは、ResponseBuffer の位置 

10h になる。図 6.17 を参照のこと。 

 格納する Response の最大サイズは 32 キロビットとする。 

 ResponseBuffer の最大サイズは、32,784 ビットとする（15 ビットの長さ、1 パリティビット、

32 キロビットの Response）。Tag 製造者は、この最大値より小さいサイズに ResponseBuffer 

を制限してもよい。Tag は、コマンドごとに、ResponseBuffer を必要サイズに動的に調整する。 

 インテロゲータは、ReadBuffer コマンドを使って、ResponseBuffer を読み取ることができる。

第 6.3.2.12.3.15 項を参照のこと。 

 ResponseBuffer は、インテロゲータからは読出し専用とする。 

 Tag は、Response が ResponseBuffer をオーバーフローすると判断すると、その時点でコマン

ドの処理を取り止めて、エラーコードを ResponseBuffer に収める（資料 I を参照）。 

 Tag は、C フラグのパーシステンスに合わせて、ResponseBuffer のデータを保持する（表 6.20 

を参照のこと）。C が 1 の間、Tag は ResponseBuffer のデータを維持する。C が 0 である

か 0 になると、ResponseBuffer のアロケーションを解除する。 

 当プロトコルでは、ResponseBuffer の Tag メモリ位置を指定していない。また ResponseBuffer に

インテロゲータから書込みはできないので、当プロトコルでは、インテロゲータが書込みをする仕組み

は規定していない。 
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図 6.17：ResponseBuffer のデータ格納 

 

表 6.15：インプロセス Tag 応答の考えられる構成 

応答の 

送信/格納 

コマンド

実行時間 

Length  

省略/必要 

応答 

Tag コマンド実行成功 Tag コマンド実行失敗 

送信 

≤ T6(max) 

省略 

Done: 1 

Header:  0 

Response: Result 

Done: 1 

Header:  1 

Response: エラーコード 

必要 

Done: 1 

Header: 0 

Length:  送信 Result の Length 

Response: Result 

Done: 1 

Header: 1 

Length:  送信エラーコードの Length 

Response: エラーコード 

無制限 

省略 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 0 

Response: Result  

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 1 

Response: エラーコード 

必要 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Length:  0000h 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 0 

Length:  送信 Result の Length 

Response: Result 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Length:  0000h 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 1 

Length:  送信エラーコードの Length 

Response: エラーコード 

格納 

≤ T6(max) 

省略 

Done: 1 

Header:  0 

Response: null 

Done: 1 

Header:  1 

Response: null 

必要 

Done: 1 

Header: 0 

Length:  格納 Result の Length 

Response: null 

Done: 1 

Header: 1 

Length:  格納エラーコードの Length 

Response: null 

無制限 

省略 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 0 

Response: null 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Response: null 

最終応答 

Done: 1 

Header: 1 

Response: null 

必要 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Length:  0000h 

Response: null 

最終応答 

中間応答 

Done: 0 

Header:  0 

Length:  0000h 

Response: null 

最終応答 
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Done: 1 

Header: 0 

Length:  格納 Result の Length 

Response: null 

Done: 1 

Header: 1 

Length:  格納エラーコードの Length 

Response: null 
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図 6.18：リンクタイミング 

 

表 6.16：リンクタイミングパラメータ 

パラメータ 最小値 標準値 最大値 説明 

T1 
MAX(RTcal,10Tpri) 

× (1 – |FrT|) – 2µs 
MAX(RTcal,10Tpri) 

MAX(RTcal,10Tpri) 

× (1 + |FrT|) + 2µs 

インテロゲータによる伝送に対して Tag が即時応答を返すまでの

時間。具体的には、インテロゲータによる伝送の終了ビットの最終

立ち上がりエッジから、即時 Tag 応答の最初の立ち上がりエッジ

までの時間。測定は Tag のアンテナ端子にて行う。 

T2 3.0Tpri  20.0Tpri 

Tag がインテロゲータ信号を復調することを要する際の、インテロ

ゲータの応答時間。Tag 応答の終了(ダミー)ビットの端から、イン

テロゲータによる伝送の、最初の立ち下がりエッジまでを計る。 

T3 0.0Tpri   T1 後、次のコマンドを発するまでのインテロゲータの待ち時間。 

T4 2.0 RTcal   
インテロゲータが 1 つのコマンドを発してから次のコマンドを発

するまでの最小時間。 

T5 
MAX(RTcal,10Tpri) 

× (1 – |FrT|) – 2µs 
 20ms 

インテロゲータによる伝送に対して Tag が遅延応答を返すまでの

時間。具体的には、インテロゲータによる伝送の終了ビットの最終

立ち上がりエッジから、遅延 Tag 応答の最初の立ち上がりエッジ

までの時間。測定は Tag のアンテナ端子にて行う。 

T6 
MAX(RTcal,10Tpri) 

× (1 – |FrT|) – 2µs 
 20ms 

インテロゲータによる伝送に対して、インプロセス応答をする Tag 

が最初の応答を返すまでの時間。具体的には、インテロゲータによ

る伝送の終了ビットの最終立ち上がりエッジから、Tag の処理が

(a)まだ進行中であること、または(b)終了したことを示す最初の 

Tag 応答の、先頭の立ち上がりエッジまでの時間。測定は Tag の

アンテナ端子にて行う。 

T7 
MAX(250µs, 

T2(max)) 
 20ms 

インプロセス応答の Tag の、応答間の時間。具体的には、Tag の

処理がまだ進行中であることを示す Tag の前回の伝送の終了(ダ

ミー)ビットの端から、Tag の処理が(a)まだ進行中であること、ま

たは(b)終了したことを示す現在の Tag 応答の、最初の立ち上がり

エッジまでの時間。測定は Tag のアンテナ端子にて行う。 

表 6.16 に定める要件の補足事項 

1. Tpri は、コマンドで指示された FM0 符号の周期、またはコマンドで指示された副搬送波 1 サイクルの周期の、いずれか該当する方を示す。 

2. T2 の最大値を適用するのは、応答または承認ステートの Tag のみである（第 6.3.2.6.3 項および第 6.3.2.6.4 項を参照のこと）。応答または承認ステー

トの Tag について、T2 を超過した場合（最大値に至った場合）は、以下のようにする。 

・有効なコマンドを受信していない Tag は、調停ステートへ遷移する（第 6.3.2.6.2 項を参照のこと）。 

・有効なコマンドを受信している Tag は、そのコマンドを実行する。 

・無効なコマンドを受信した Tag は、コマンドが無効であると判断した時点で調停へ遷移する。 

これ以外のステートでは、T2 の上限は設けない。Tag は、T2 超過の判定において、20.0Tpri ≦ T2(max) ≦ 32Tpri の誤差範囲が認められる。「無効なコマ

ンド」については第 6.3.2.12 項で定義する。 

3. インテロゲータは、期間 T2 が終わる前に（Tag 応答の間に）新たなコマンドを送ってもよい。このような場合、応答処理中の Tag は、新しいコマン

ドを無視するか、または電力に制約のある環境では起動リセットを実行してよい。 

4. FrT は、表 6.9 で定める周波数偏差である。 

5. T1 + T3 が T4 未満となってはならない。 

 

6.3.2 論理インターフェース 

 インテロゲータと Tag の間の論理インターフェースは、ネットワーク通信システムの階層における、

データリンク層のいちばん下のレベルと捉えることができる。論理インターフェースでは、Tag のメモ

リ、フラグ、ステート、そして選択、インベントリ、アクセスなどを規定する。 
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6.3.2.1 Tag メモリ 

 Tag メモリは、図 6.19 に示すように、論理的に 4 つのメモリバンクに分割され、それぞれにメモリ

ワードを持たせるが、メモリワードを持たないバンクがあってもよい。各メモリバンクは、以下のとお

りである。 

Reserved メモリはパスワードが Tag に実装されている場合、キルパスワードおよび／またはアク

セスパスワードを置く。キルパスワードはメモリアドレス 00h から 1Fh に、アクセスパスワ

ードはメモリアドレス 20h から 3Fh に格納する。第 6.3.2.1.1 項を参照のこと。 

EPC メモリには StoredCRC をメモリアドレス 00h から 0Fh に、StoredPC をアドレス 10h か

ら 1Fh に、Tag が貼付されている、あるいは貼付されるオブジェクトを識別するコード（EPC 

など、以下 EPC とする）を 20h で開始するアドレスに、さらに Tag が拡張プロトコル制御

（XPC）を実装している場合は、1 つまたは 2 つの XPC ワードを開始アドレス 210h に置

く。第 6.3.2.1.2 項を参照のこと。 

TID メモリは 8 ビット ISO/IEC 15963 アロケーションクラス識別子をメモリロケーション 00h 

から 07h に置く。TID メモリの 07h より上には、Tag がサポートするカスタムコマンドおよ

び／または任意機能を、インテロゲータが一意に識別するための、十分な識別情報を持たせる。

第 6.3.2.1.3 項を参照のこと。 

User メモリは任意である。Tag が User メモリを実装する場合、User メモリをファイルに分割す

る。Tag が実装するファイルが 1 個だけのときは、そのファイルを File_0 とする。第 6.3.2.1.4 

項および第 6.3.2.11.3 項を参照のこと。 

 

 メモリバンクおよび User メモリファイルの論理アドレスは、すべて 00h から開始する。物理メモリ

マップは、Tag 製造者が決める。Tag がメモリからデータを後方散乱する際は、図 6.19 の左から右、

下から上の順で行う。後方散乱は、ワード境界を守る（トランケートされた応答の場合は例外とする – 第 

6.3.2.12.1.1 項を参照のこと）。 

MemBank の定義は以下のとおりとする。 

002 Reserved 

012 EPC 

102 TID 

112 User 

 

 1 つの論理メモリバンクで行われるオペレーションは、他のバンクのメモリロケーションにアクセスし

ない。 

 

 メモリ書込みは、インテロゲータから Tag へ 16 ビットワード単位の伝送を行う。Write コマンドは、

R=>T 伝送のリンクにカバーコーディングを行ってデータを暗号化しながら、16 ビット（1 ワード）の

書込みを一度に行う。任意の BlockWrite コマンドは、リンクにカバーコーディングをせずに、一度に複

数の 16 ビットワードを書き込むことができる。 

任意の BlockErase コマンドは、いくつかの 16 ビットワードを一度に消去する。コマンドで指定さ

れたメモリアドレスに関わらず（アドレスの有効、無効を問わず）、Tag のキル状態を Write、BlockWrite、

または BlockErase が変えることはない。 
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図 6.19：論理メモリマップ 

 

 インテロゲータは、Lock コマンド（第 6.3.2.12.3.5 項を参照のこと）を出して、キルパスワード、ア

クセスパスワード、EPC メモリバンク、TID メモリバンクのほか、User メモリの File_0 に対して、ロ

ック、恒久的ロック、アンロック、または恒久的アンロックを行い、その後の変更を禁止あるいは許可す

る（該当する方）ことができる。パスワードのロックまたは恒久的ロックをすると、どのコマンドによっ

ても書込みや読取りができなくなり、Kill コマンドまたは Access コマンドでのみ使用可能となる。EPC 

メモリ、TID メモリ、または File_0 のロックまたは恒久的ロックをすると、書込み不可になるが、読取

りは可能なまま保たれる。ただし、EPC メモリの L ビットと U ビットは例外であり、Untraceable 権

限のあるインテロゲータは、EPC メモリのロックまたは恒久的ロックの状態に関わりなく、L ビットと 

U ビットは変えることができる（第 6.3.2.12.3.16 項を参照のこと）。 

 

 Tag が User メモリを実装する場合、User メモリの File_N、N≥0 のそれぞれを、等しいサイズのブ

ロックに区分けする。ファイルのアロケーション（第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）で使うブロックサイ

ズと、BlockPermalock コマンド（第 6.3.2.12.3.9 項を参照のこと）で使うブロックサイズとは同じにす

る。BlockWrite コマンドと BlockErase コマンドで使うブロックサイズは、違ったものでもよい。Tag が 

BlockPermalock コマンドをサポートしている場合、インテロゲータは BlockPermalock を使って、メモ

リブロック（複数も可）の恒久的ロックをすることができる。File_0 の中のブロックに恒久的ロックを

すると、そのブロックは恒久的に書込み不可になるが、読取りは可能である。File_N、N>0 の中のブロ

ックに恒久的ロックをすると、そのブロックは恒久的に書込み不可になるが、適切な読取り権限のあるイ

ンテロゲータからは読取り可能である（表 6.24 および表 6.25 を参照のこと）。 

 

6.3.2.1.1 Reserved メモリ 

 Tag がパスワードを実装している場合、Reserved メモリには、キルパスワード（第 6.3.2.1.1.1 項を

参照のこと）および／またはアクセスパスワード（第 6.3.2.1.1.2 項を参照のこと）を収める。Tag がキ

ルパスワードおよび／またはアクセスパスワードを実装していない場合、Tag は恒久的に読取り／書込

みがロックされている値ゼロのパスワードを持つかのように論理的に動作し（第 6.3.2.12.3.5 項を参照

のこと）、該当する物理メモリ位置が Reserved メモリに存在しなくてもよい。 

 

6.3.2.1.1.1 キルパスワード 

 キルパスワードは、Reserved メモリ 00h から 1Fh に、最上位ビットから順に格納する 32 ビット値

である。デフォルト値（未設定時の値）はゼロとする。キルパスワードを実装していない Tag は、恒久

的に読取り／書込みがロックされた、値ゼロのキルパスワードを持つかのように振る舞う。キルパスワ
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ードがゼロの Tag は、パスワードによるキル処理を実行しない（第 6.3.2.12.3.4 項を参照のこと）。

インテロゲータは、ゼロでないキルパスワードを使って、パスワードによる Kill コマンドシーケンスを

たどると、Tag をキルして、以後は応答させないようにすることができる。 

 

6.3.2.1.1.2 アクセスパスワード 

 アクセスパスワードは、Reserved メモリ 20h から 3Fh に、最上位ビットから順に格納する 32 ビッ

ト値である。デフォルト値（未設定時の値）はゼロとする。アクセスパスワードを実装していない Tag は、

恒久的に読取り／書込みロックされた、値ゼロのアクセスパスワードを持つかのように振る舞う。アクセ

スパスワードがゼロの Tag は、アクセス段階に入ると、オープンステートを経ずに承認ステートからセ

キュアステートに遷移する。アクセスパスワードがゼロでない Tag は、アクセス段階に入ると、承認ス

テートからオープンステートに遷移する。するとインテロゲータは、アクセスパスワードを使って 

Access コマンドシーケンスをたどり、Tag をオープンステートからセキュアステートに遷移させること

ができる。 

 

6.3.2.1.2 EPC メモリ 

 EPC メモリは、StoredCRC をメモリアドレス 00h から 0Fh に、StoredPC を 10h から 1Fh に、

EPC を 20h から始まるアドレスに収め、任意でさらに、最初の XPC ワード（XPC_W1）を 210h か

ら 21Fh に、2 つ目の XPC ワード（XPC_W2）を 220h から 22Fh にそれぞれ収める。StoredCRC、

StoredPC、EPC、および各 XPC ワードは、最上位ビットから順に格納する（たとえば、EPC の最上

位ビットはアドレス 20h になる）。 

 

 StoredCRC は第 6.3.2.1.2.1 項で、StoredPC は第 6.3.2.1.2.2 項で記載している。 

 

 EPC が、Tag の貼付された物品を識別する。GS1 EPCglobal™ アプリケーションの EPC について

は第 6.3.2.1.2.3 項で、GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーションの EPC については第 6.3.2.1.2.4 項

で記載している。インテロゲータから出す Select コマンドは、Mask に EPC の全体あるいは一部を含

めることができる。インテロゲータが ACK コマンドを出すと、Tag は、自分の EPC を後方散乱する。

状況によって、Tag は後方散乱する  EPC をトランケートする（第  6.3.2.12.3.16 項および第 

6.3.2.12.1.1 項を参照のこと）。インテロゲータは Read コマンドを使うと、EPC の全体あるいは一部

を読み出すことができる。 

 

 XPC_W1 および XPC_W2 については、第 6.3.2.1.2.5 項で記載している。 

 

6.3.2.1.2.1 CRC-16（StoredCRC および PacketCRC） 

 Tag は、StoredCRC および PacketCRC をともに実装する。StoredCRC は EPC メモリに格納し、

インテロゲータの出す Select コマンドの中で選択可能であり、インテロゲータから Read コマンドを

使って読み出すことができる。PacketCRC は Tag が後方散乱をする際に、送信する PC/XPC および 

EPC の保護のために算出して送り出すもので、インテロゲータから直接に選択したり読み出したりはで

きない。 

 

 Tag は、StoredCRC を算出して格納する処理を、（i）インテロゲータが EPC のビット（StoredPC 

を含む）に書込みまたは上書きをしたときに実行するか、または（ii）Tag が起動するたびに実行する。

（i）と（ii）のどちらを実装するかは、Tag 製造者が選ぶ。Tag は、2 つのケースの計算と格納を、次

のように実行する。 

 

（i）Tag は、ビットの書込みまたは上書きを処理してから、新しい StoredCRC を算出して格納す

る。これは、ビットの書込みまたは上書きをしたコマンド（Write、BlockWrite、BlockErase、また

は Untraceable）に、表 6.16 で決められている応答時間の範囲ですべて行う。Tag は、新しい 

StoredCRC の格納が済むまで、ビットの書込みまたは上書きをしたコマンドに、表 6.13 または表 
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6.14 で示されている完了の応答を後方散乱しない。StoredCRC は不揮発性メモリに格納して、そ

の後 Tag の電力が切れても StoredCRC が消えないようにする。 

 

（ii）Tag は、図 6.3 の Ts、または図 6.5 の Ths の期間が終わるまでの間に、StoredCRC を算出

して格納する。StoredCRC を格納するのは不揮発性メモリでも揮発性メモリでもよい。Tag の起動

後に、インテロゲータから Tag の StoredPC または EPC に変更を加えると、インテロゲータが 

Tag の電力をいったん切るまで、一般に StoredCRC は正しいものでなくなる。 

 

 StoredCRC は、（i）、（ii）どちらのケースとも、まず StoredPC と、StoredPC の長さ（L）ビッ

ト列で示される  EPC とに対して  CRC-16 を計算し（第  6.3.1.5 項を参照のこと）、算出した 

StoredCRC を、EPC メモリの 00h から  0Fh に最上位ビットから順に収めることで実装する。

StoredCRC の計算はワード境界で行い、Tag が算出する StoredPC ビット値（Tag で算出する場合の 

XI および UMI）を、計算の際にすべてディアサートするほか、XPC_W1 および XPC_W2 は計算に含

めない。 

 

 インテロゲータが EPC メモリ 00h – 0Fh に書込みをしようとした場合、Tag は書込みを実行せずに、

コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 ACK が送られると、Tag は応答を後方散乱する。これは PC ワードと、状況に応じて XPC ワード

（1 個または複数）、そして EPC（トランケートすることもある）から構成し、さらに後方散乱するデ

ータ列を守る PacketCRC を加える（表 6.17 を参照のこと）。PacketCRC は、第 6.3.1.5 項に従っ

て、PC ワード、任意の XPC ワード（複数のこともある）、そして後方散乱する EPC から算出して、

最上位ビットから送り出す。 

 

 インテロゲータは、第 6.3.1.5 項で求められるように、受け取った PC ワードと、任意の XPC ワー

ド（複数のこともある）、そして EPC に異常がないことを、PacketCRC を使って検証する。 

 

 たとえば Tag の XI がアサートされているときや、EPC をトランケートしたときなど、状況によっ

て PacketCRC と StoredCRC とは一致しない。 

 

 第 6.3.1.5 項で要求されるように、インテロゲータは受信した PC ワード、任意の XPC ワード、お

よび EPC の整合性をPacketCRCを利用して検証する。 

 

6.3.2.1.2.2 プロトコル制御（PC）ワード（StoredPC および PacketPC） 

 Tag は StoredPC を EPC メモリのアドレス 10h – 1Fh に実装する。この StoredPC の各ビットの

割振りは、表 6.18 に示し、表 6.19 に規定するとおりとする。注意として、一部のビットの割振りは、

GS1 EPCglobal アプリケーション（T = 0）と GS1 EPCglobal 以外のアプリケーション（T = 1）とで

異なる。同じように XPC_W1 のビット割振りも、アプリケーションによって異なり（第 6.3.2.1.2.5 項

を参照のこと）、XI を算出する方法も変わる（後述を参照のこと）。 

 

 StoredPC の各ビットと値は、次のとおりである。 

 L（EPC 長フィールド、ビット 10h – 14h）：ビット 10h – 14h は、インテロゲータから書き込

み、ACK に対して Tag が後方散乱する EPC の長さを、下のようにワード数で指定する。 

o 000002：0 ワード 

o 000012：1 ワード（EPC メモリのアドレス 20h から 2Fh） 

o 000102：2 ワード（EPC メモリのアドレス 20h から 3Fh） 

 ・ 

 ・ 

 ・ 
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o 111112：31 ワード（EPC メモリのアドレス 20h から 20Fh） 

 

 Tag が XI = 0 のみサポートする場合、StoredPC 内の EPC 長フィールドの最大値は、上記

のとおり 111112 である（最大 496 ビットの EPC）。Tag が XI = 1 をサポートする場合、

StoredPC 内の EPC 長フィールドの最大値は 111012 とする（最大 464 ビットの EPC）。

XI = 1 をサポートする Tag は、EPC 長フィールドに 111012 を超える値を書き込む Write、

BlockWrite、Untraceable は実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 

C.30 を参照のこと）。 

 UMI（User メモリインジケータ、ビット 15h）：ビット 15h は、Tag 製造者が固定値に定める

か、Tag が算出するかのどちらかにする。前者の固定値ならば、Tag が File_0 を持たず、File_0 

にメモリをアロケーションする能力も持たない場合、Tag 製造者はビット 15h を 02 に定める。

Tag が File_0 を持つか、File_0 にメモリをアロケーションする能力を持つ場合は、ビット 15h 

を 12 に定める。後者の Tag が算出するケースでは、Tag の起動の際と、File_0 の先頭ワード

（ビット 00h – 0Fh）に書込みがあった際に、Tag が File_0 のビット 03h – 07h の論理 OR を

計算して、その結果をビット 15h に収める。Tag が File_0 にメモリをアロケーションしていな

ければ、論理 OR の結果は 02 とする。UMI がどちらの方式のケース（固定値か算出値か）で

も、インテロゲータから StoredPC に書込みがあれば、Tag はインテロゲータがビット 15h に

与えたデータ値は無視して書き込まない。算出値の UMI の場合、インテロゲータが File_0 のア

ロケーションを解除すると（第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）、Tag は、アロケーション解除と

ともにビット 15h を 02 にセットする。同じく算出値の UMI の場合、User メモリがトレース

不能かどうかは（第 6.3.2.11.1 項を参照のこと）、UMI 値を変えない（UMI = 1 で Tag がトレ

ース可能だったときに、インテロゲータから User メモリをトレース不能隠蔽にする指示があっ

ても、UMI は 1 のまま変化しない）。 

 XI（XPC_W1 インジケータ、ビット 16h）：Tag が XPC_W1 を実装しない場合、ビット 16h は、

Tag 製造者が 02 に固定する。Tag が XPC_W1 を実装している場合、起動する時、および 

XPC_W1 のいずれかのビットに変化があった時に（書込みによる場合、算出による場合とも）、

Tag が次のように XI を算出して、その結果をビット 16h に収める。すなわち、T = 0 の場合、

XI は（i）EPC メモリのビット 210h – 217h の論理 OR 値、または（ii）EPC メモリのビット 210h 

– 218h の論理 OR 値にする。（i）と（ii）のどちらを実装するかは、Tag 製造者が選ぶ。T = 1 

の場合、XI は EPC メモリのビット 210h – 21Fh の論理 OR 値にする。XI が固定値か算出値

かに関係なく、インテロゲータから StoredPC に書込みがあれば、Tag はインテロゲータがビッ

ト 16h に与えたデータ値は無視して書き込まない。 

 T（付番システム識別子トグル、ビット 17h）：ビット 17h が 02 の場合、アプリケーションは 

GS1 EPCglobal™ アプリケーションであり、PC のビット 18h – 1Fh は、当プロトコルで規定す

る。ビット 17h が 12 の場合、アプリケーションは GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーション

であり、ビット 18h – 1Fh は、ISO/IEC 15961 の規定に従う。 

 RFU または AFI（将来の使用のために確保、または応用分野識別子、ビット 18h – 1Fh）：T = 0 

の場合、Tag 製造者（ビットが書込み可能でないとき）またはインテロゲータ（ビットが書込み

可能のとき）が、これらのビットを 00h にセットする。T = 1 の場合、Tag 製造者（ビットが書

込み可能でないとき）またはインテロゲータ（ビットが書込み可能のとき）が、これらのビット

を ISO/IEC 15961 に従ってセットする。 

 インテロゲータが EPC の長さを変えて（メモリ書込みによって）、その後、新しい長さの EPC を Tag 

に後方散乱させるならば、新しい L ビット列を Tag の StoredPC に書き込まなくてはならない。Tag 

がサポートしていない L ビット値を、インテロゲータが書き込もうとした場合は、Tag は書込み処理を

実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 XI = 1 をサポートする Tag は、StoredPC に加えて PacketPC を実装する。ACK に応答して、Tag 

がどの PC ワードを後方散乱するかは、表 6.17 で規定のようにする。PacketPC は、L ビット列が 
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StoredPC と異なる。これは PC ワードに続いて後方散乱するデータの長さに合わせて、Tag が調整し

ている。具体的には、XI = 1 で XEB = 0 の場合、Tag は XPC_W1 を EPC の前に後方散乱するので、

1 をその L ビット列に加える（増分）。XI = 1 で XEB = 1 の場合、Tag は XPC_W1 および XPC_W2 

の両者を EPC の前に後方散乱するので、2 をその L ビット列に加える（2 回増分）。XPC 機能をサ

ポートする Tag は、L 値の最大値が 111012 なので、2 回増分して 111112 になる。Tag は、どんな

状況下でも、L ビット列を一巡して 000002 に戻してはならない。なお、ここで L ビット列を増分また

は 2 回増分しても、EPC メモリのビット 10h – 14h に格納されたビット値は変えない。Tag は、後方

散乱する PacketPC の中で L ビット列を増分するだけで、メモリ内容は変えずにおく。 

 

 XPC_W1 とトレース不能を実装しない Tag は、PacketPC を実装する必要はない。 

 

 Tag が ACK への応答に入れるフィールドは（表 6.17 を参照のこと）、T、C、XI、XEB の値（表 6.19 

を参照のこと）のほか、Tag が XPC_W1 を実装しているかどうか、Tag が応答をトランケートするか

どうか（第 6.3.2.12.1.1 項を参照のこと）、そして Immed 値によって決まる（第 6.3.2.12.1.2 項を参

照のこと）。Tag が T = 0、XI = 0 で、XPC_W1 を実装し、そしてトランケートしない場合は、応答の

中で、XPC_W1 の下位 8 ビット（EPC メモリ 218h – 21Fh）を、StoredPC の下位 8 ビット（PC メ

モリ 18h – 1Fh）の代わりに用いる。PacketCRC は、後方散乱するデータビットから算出するので（第 

6.3.2.1.2.1 項を参照のこと）、Tag はこの置換をする場合、StoredPC の下位 8 ビットではなく、

XPC_W1 の下位 8 ビットを使って PacketCRC を算出する。 

 

 インテロゲータは、XI = 0、XI = 1、または XI = 1 かつ XEB = 1 の Tag 応答をサポートする。 

 

 トランケートした EPC を送る場合、Tag は PC フィールドを 000002 にする — 表 6.17 および第 

6.3.2.12.1.1 項を参照のこと。 

 

 Tag が ResponseBuffer に Response（Result またはエラーコード）を置いていて（C = 1）、イン

ベントリラウンドに先行する Challenge コマンドで、インテロゲータが Immed = 1 を指定している場

合、Tag は ACK への応答に、Response と、Response から算出した CRC-16 とを付け加える（表 6.17 

を参照のこと）。 

 

表 6.17：ACK コマンドの Tag 応答 

T XI XEB 
トラン

ケート 

C AND 
Immed 

Tag 後方散乱 

PC XPC EPC
 1 

CRC Response CRC 

0 0 0 0 0 

Tag が XPC_W1 を持たない: 

⇒ StoredPC(10h – 1Fh) 

Tag が XPC_W1 を実装(注意 2): 

⇒ StoredPC(10h – 17h)、XPC_W1(218h – 21Fh) 

なし 全部 PacketCRC – – 

0 0 0 0 1 
C=1 で Tag が XPC_W1 を実装(注意 2): 

⇒ StoredPC(10h – 17h)、XPC_W1(218h – 21Fh) 
なし 全部 PacketCRC Response CRC-16 

0 0 0 1 0 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

0 0 0 1 1 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC Response CRC-16 

0 0 1 全部 不許可 3
 

0 1 0 0 0 PacketPC XPC_W1 全部 PacketCRC – – 

0 1 0 0 1 PacketPC XPC_W1 全部 PacketCRC Response CRC-16 

0 1 0 1 0 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

0 1 0 1 1 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC Response CRC-16 

0 1 1 0 0 PacketPC 
XPC_W1、
XPC_W2 

全部 PacketCRC – – 

0 1 1 0 1 PacketPC 
XPC_W1、
XPC_W2 

全部 PacketCRC Response CRC-16 

0 1 1 1 0 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

0 1 1 1 1 000002 なし トラン PacketCRC Response CRC-16 
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ケート 

1 0 0 0 0 (C=0) StoredPC (10h – 1Fh) なし 全部 PacketCRC – – 

1 0 0 0 0 (C=1) 不許可 4
 

1 0 0 0 1 不許可 4
 

1 0 0 1 0 (C=0) 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

1 0 0 1 0 (C=1) 不許可 4
 

1 0 0 1 1 不許可 4
 

1 0 1 全部 不許可 3
 

1 1 0 0 0 PacketPC XPC_W1 全部 PacketCRC – – 

1 1 0 0 1 PacketPC XPC_W1 全部 PacketCRC Response CRC-16 

1 1 0 1 0 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

1 1 0 1 1 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC Response CRC-16 

1 1 1 0 0 PacketPC 
XPC_W1、
XPC_W2 

全部 PacketCRC – – 

1 1 1 0 1 PacketPC 
XPC_W1、
XPC_W2 

全部 PacketCRC Response CRC-16 

1 1 1 1 0 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC – – 

1 1 1 1 1 000002 なし 
トラン

ケート 
PacketCRC Response CRC-16 

注意 1：全部とは、StoredPC の L ビット列で指定される長さの EPC を意味し、トランケートとは、先行する Select コマンドがトラ

ンケートを指定（第 6.3.2.12.1.1 項を参照のこと）していることで短縮された EPC を意味する。 

注意 2：Tag が T = 0、XI = 0 で、XPC_W1 を実装し、そしてトランケートしない場合は、ACK への応答の中で、EPC メモリのビッ

ト 18h – 1Fh の代わりに、EPC メモリのビット 218h – 21Fh を用いる。 

注意 3：T = 0 の場合、XI は（i）XPC_W1 のビット 210h – 217h の論理 OR 値、または（ii）XPC_W1 のビット 210h – 218h の論理 

OR 値にする。（i）と（ii）のどちらを実装するかは、Tag 製造者が選ぶ。T = 1 の場合、XI は XPC_W1 全体（210h – 21Fh）

の論理 OR 値にする。XEB は XPC_W1 の最上位ビット（210h）なので、XEB = 1 ならば T の値に関係なく XI = 1 である。 

注意 4：T = 1 の場合、XI は XPC_W1 全体（210h – 21Fh）の論理 OR なので、C = 1 ならば XI = 1 である。 

 

表 6.18：StoredPC および XPC_W1 のビット割振り 

 

 
 

表 6.19：StoredPC および XPC_W1 のビット値 

16 進 記号 設定方法 1
 名称 内容 

10:14 L4:L0 書込み EPC 長フィールド L4:L0 数値を符号化、第 6.3.2.1.2.2 項を参照のこと 

15 UMI 固定/算出 File_0 インジケータ 

0: 固定の場合、Tag は File_0 にメモリを持たない/アロケートできない。算出の場合、

File_0 をアロケートしていない/データが入っていない。 

1: 固定の場合、Tag は File_0 にメモリを持つ/アロケートできる。算出の場合、File_0 

をアロケートしていてデータが入っている。 

16 XI 算出 XPC_W1 インジケータ 

0: (i) Tag が XPC_W1 を持たない、または(ii) T = 0 で EPC メモリのビット 210h – 

217h またはビット 210h – 218h (Tag 製造者が選択)がすべてゼロ、または(iii) T = 1 

で EPC メモリのビット 210h – 21Fh がすべてゼロ、のいずれか 

1: Tag が XPC_W1 を持ち、(i) T = 0 で EPC メモリの 210h – 217h または 210h – 
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218h (Tag 製造者が選択)に非ゼロのビットがある、または(ii) T = 1 で EPC メモ

リの 210h – 21Fh に非ゼロのビットがある。 

17 T 書込み 
付番システム識別子 

トグル 

0: Tag は、GS1 EPCglobal™ アプリケーションで用いる。 

1: Tag は、GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーションで用いる。 

18:1F 
RFU/ 

AFI 
用途による RFU/AFI 

GS1 EPCglobal™ アプリケーション: RFU で、ゼロに固定 1
 

GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーション: ISO/IEC 15961 を参照のこと 

210 XEB 算出 XPC_W2 インジケータ 
0: Tag は XPC_W2 を持たない、または XPC_W2 の全ビットがゼロ値 

1: Tag は XPC_W2 を持ち、XPC_W2 に非ゼロのビットがある。 

211:
217 

RFU 用途による 
RFU / ISO/IEC 

18000-63 が割振り 

GS1 EPCglobal™ アプリケーション: RFU で、ゼロに固定 1
 

GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーション: ISO/IEC 18000-63 を参照のこと 

218 B 製造者定義 
電池内蔵パッシブイン

ジケータ 

0: Tag は通常のパッシブ、または B フラグをサポートしていない。 

1: Tag は電池内蔵 

219 C 算出 
レスポンス算出インジ

ケータ 

0: ResponseBuffer が空、または Tag が ResponseBuffer をサポートしていない。 

1: ResponseBuffer に Response が入っている。 

21A SLI 算出 SL インジケータ 
0: Tag は SL フラグをディアサート、または SLI ビットをサポートしていない。 

1: Tag は SL フラグをアサート 

21B TN 製造者定義 
ノーティフィケーション

インジケータ 

0: Tag はノーティフィケーションをアサートしていない、または TN ビットをサポ

ートしていない。 

1: Tag はノーティフィケーションをアサート 

21C U 書込み 
トレース不能インジケ

ータ 

0: Tag はトレース可能、または U ビットをサポートしていない。 

1: Tag はトレース不能 

21D K 算出 キル可能インジケータ 
0: Tag は Kill コマンドでキルできない、または K ビットをサポートしていない。 

1: Tag は Kill コマンドでキルできる。 

21E NR 書込み 取外し不能インジケータ 
0: Tag は物品から取外し可能、または NR ビットをサポートしていない。 

1: Tag は物品から取り外せない。 

21F H 書込み 危険物インジケータ 

0: Tag を取り付けた物品は危険物ではない、または Tag が H ビットをサポートし

ていない。 

1: Tag を取り付けた物品は危険物である。 

注意 1：「書込み」とは、インテロゲータから値を書き込むことを指す。「算出」とは、Tag が値を算出することを指す。「固定」とは、

Tag 製造者が固定値に決めることを指す。「製造者定義」とは、ビットの設定方法（書込み、算出、固定）を、Tag 製造者が決

めることを指す。書込みのビットは、EPC メモリバンクのロック／パーマロックの状態の影響が及ぶ（注意：Untraceable コマ

ンドは、EPC メモリバンクのロック／パーマロックの状態に関係なく、L ビットと U ビットを変えることができる）。算出の

ビットは、書込み不可であり、EPC メモリバンクのロック／パーマロックの状態に関係なく変えてよい。固定のビットは、書

込み不可であり、使用現場で変更することはできない。 

 

6.3.2.1.2.3 GS1 EPCgIobal™ アプリケーションの EPC 

EPCglobal™ アプリケーションの EPC は、GS1 EPC Tag データ標準の規定に従う。 

 

6.3.2.1.2.4 GS1 EPCgIobal™ 以外のアプリケーションの EPC 

EPCglobal™ 以外のアプリケーションの EPC は、ISO/IEC 15962 の規定に従う。 

 

6.3.2.1.2.5 拡張プロトコルコントロール（XPC）ワード（任意） 

 Tag は、論理的に EPC メモリのアドレス 210h から 21Fh に置く XPC_W1 を実装することができ

る。Tag が XPC_W1 を実装する場合、論理的に EPC メモリのアドレス 220h から 22Fh に置く 

XPC_W2 をさらに実装することもできる。Tag は、XPC_W1 を実装しないで XPC_W2 を実装するこ

とはできない。実装する場合、これらの XPC ワードの長さは厳密に 16 ビットとし、最上位ビットか

ら順に格納する。Tag がこれらの XPC ワードの 1 つまたはどちらもサポートしない場合は、指定のメ

モリロケーションが存在する必要はない。インテロゲータから XPC に書込みがあれば、Tag は、イン

テロゲータが C、SLI、および K フラグに与えたデータ値を無視して書き込まない。 

 

 Tag は、EPC メモリロケーション 210h から 22Fh（両端を含む）に XPC 以外のメモリ要素を一切

実装してはならない。この要件は、XPC ワードをサポートする Tag と、サポートしない Tag のどち

らにも適用する。 
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 Tag は XPC_W1 を実装する場合、XI を第 6.3.2.1.2.2 項の規定に従って算出する。XPC_W2 を実

装する場合、Tag は EPC メモリのビット 220h から 22Fh（両端を含む）の論理 OR から、XEB を

算出する。Tag はこれらの算出を、起動する時、および EPC メモリのビット 220h から 22Fh のいず

れかのビットを変えた時に実行する。XEB の計算は XI の計算の前に実施し、XEB = 1 ならば XI = 1 に

なる。 

 

 XPC_W1 または XPC_W2 に Tag が算出するビットがあって、コマンド処理の結果そのビット値が

変わる場合、Tag はビット値を変更し、新しい値をメモリに収めてから、以降のコマンドを実行する。 

 

 インテロゲータは、XPC_W1 および／または XPC_W2 の全体または一部をカバーする Mask を持

った、Select コマンドを発行することができる（第 6.3.2.12.1 項を参照のこと）。インテロゲータは、

Read コマンドを使って Tag の XPC_W1 および XPC_W2 を読み取ることができる（第 6.3.2.12.3.2 

項を参照のこと）。 

 

 XPC_W1 の各ビットと値は、次のとおりとする（表 6.18 および表 6.19 を参照のこと）。 

 XEB（ビット 210h）：ビット 210h が 02 ならば、Tag が XPC_W2 を持たないか、XPC_W2 

の全ビットがゼロ値である。ビット 210h が 12 ならば、Tag が XPC_W2 を持ち、その中にゼ

ロでないビットが少なくとも 1 つある。 

 RFU または ISO/IEC 18000-63 による定義（ビット 211h – 217h）：T = 0 の場合は、Tag 製

造者（ビットが書込み不可のとき）またはインテロゲータ（ビットが書込み可能のとき）が、ビ

ット 211h – 217h をゼロにセットする。T = 1 の場合は、Tag またはインテロゲータが、ビット 

211h – 217h を ISO/IEC 18000-63 の規定に従ってセットする。 

 B（電池内蔵パッシブインジケータ、ビット 218h）：ビット 218h が 02 ならば、Tag は通常

のパッシブであるか、B フラグをサポートしていない。ビット 218h が 12 ならば、Tag は電池

内蔵である。 

 C（レスポンス算出インジケータ、ビット  219h）：ビット  219h が  02 ならば、Tag の 

ResponseBuffer に何も入っていないか、Tag が ResponseBuffer をサポートしていない。ビッ

ト 219h が 12 ならば、Tag の ResponseBuffer に Response が入っている。第 6.3.1.6.4 項

を参照のこと。 

 SLI（SL フラグインジケータ、ビット 21Ah）：ビット 21Ah が 02 ならば、Tag は SL フラ

グをディアサートしているか、SL インジケータをサポートしていない。ビット 21Ah が 12 な

らば、Tag は SL フラグをアサートしている。Query を受け取ると、SL インジケータを実装し

ている Tag は、SL フラグを SLI に収めて、次のインベントリラウンドに移るまでこの SLI の

設定を保つ。 

 TN（Tag ノーティフィケーション・インジケータ、ビット 21Bh）：ビット 21Bh が 02 ならば、

Tag は Tag ノーティフィケーションを持たないか、TN フラグに対応していない。ビット 21Bh 

が 12 ならば、Tag は Tag ノーティフィケーションを持つ。TN ビットが示す内容は、Tag 製

造者が定義し、当プロトコルでは規定しない。Tag 製造者は、TN ビットを書込み、算出、固定

のいずれに決めてもよい。製造者の実装に応じて、TN ビットは EPC メモリバンクのパーマロ

ックの状態を引き継いでも引き継がなくてもよい。 

 U（トレース不能インジケータ、ビット 21Ch）：ビット 21Ch が 02 ならば、（i）Tag が U ビ

ットをサポートしていないか、または（ii）インテロゲータが U ビットのアサートを行っていな

い。ビット 21Ch が 12 ならば、インテロゲータが U ビットのアサートを行っている。通常こ

れは、Tag が通信レンジを低減していることや、メモリがトレース不能隠蔽の状態であることを

示すのを目的にする。第 6.3.2.12.3.16 項を参照のこと。 

 K（キル可能インジケータ、ビット 21Dh）：ビット 21Dh が 02 ならば、Tag はキルができな

いか、または K ビットをサポートしていない。ビット 21Dh が 12 ならば、Tag はキルができ
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る。論理的に K は次のように定義される。 

K = [(全鍵の AuthKill 権限の論理 OR) OR (キルパスワードの全 32 ビットの論理 OR) OR 

(kill-pwd-read/write = 0) OR (kill-pwd-permalock = 0)]。表 6.21 も参照のこと。文章で表すと、

次のようになる。 

o Tag が認証キルをサポートしていて、AuthKill = 1 の鍵があれば、Tag はキル可能 

o キルパスワードのいずれかのビットが 12 ならば、Tag はキル可能 

o kill-pwd-read/write（第 6.3.2.12.3.5 項を参照のこと）が 02 ならば、Tag はキル可能 

o kill-pwd-permalock（第 6.3.2.12.3.5 項を参照のこと）が 02 ならば、Tag はキル可能 

 NR（取外し不能インジケータ、ビット 21Eh）：ビット 21Eh が 02 ならば、Tag は取外し可能

か、または NR フラグをサポートしていない。ビット 21Eh が 12 ならば、Tag は取外し不能

である。第 4.1 項を参照のこと。 

 H（危険物インジケータ、ビット 21Fh）：ビット 21Fh が 02 ならば、Tag は危険物に取り付

けられていないか、または H フラグをサポートしていない。ビット 21Fh が 12 ならば、Tag は

危険物に取り付けられている。 

 T = 0 の場合は、Tag 製造者（XPC_W2 が存在して書込み不可のとき）またはインテロゲータ

（XPC_W2 が存在して書込み可能のとき）が、XPC_W2 の全ビットを 02 にセットする。T = 1 の場

合は、Tag および／またはインテロゲータが、XPC_W2 のビットを ISO/IEC 18000-63 の規定に従っ

てセットする。 

6.3.2.1.3 TID メモリ 

 TID メモリロケーション 00h から 07h は、ISO/IEC 15963 クラス識別子の値である E0h または 

E2h のいずれかを収める。Tag 製造者が、ISO/IEC 15963 で登録機関が規定されているクラス識別子を

割り振る（E0h または E2h）。クラス識別子は、アプリケーションを規定するものではない。07h より

上の TID メモリロケーションは、このクラス識別子の値によって決まる登録機関の定義に従い、少なく

とも Tag がサポートするカスタムコマンドおよび／または任意機能を、インテロゲータから一意に識別

できる十分な情報を収める。また、TID メモリには Tag 固有および製造者固有のデータ（Tag のシリ

アル番号など）を置いてもよい。 

 クラス識別子が E0h の場合、TID メモリロケーション 08h から 0Fh には 8 ビットの製造者識別子

を置き、TID メモリロケーション 10h から 3Fh には 48 ビットの Tag シリアル番号（Tag 製造者が

割り振り）を置く。合成した 64 ビットの TID（TID メモリ 00h から 3Fh）は、ISO/IEC 15693 で定

められたすべてのクラスの Tag で一意となる。TID メモリは、製造時にパーマロック状態にする。 

 クラス識別子が E2h の場合、07h より上の TID メモリロケーションは、次のように構成する。 

 08h：XTID（X）インジケータ（Tag の XTID 実装の有無 – 第 5.2 項を参照のこと） 

 09h：セキュリティ（S）インジケータ（Tag の Authenticate および／または Challenge コマン

ドサポートの有無） 

 0Ah：ファイル（F）インジケータ（Tag の FileOpen コマンドサポートの有無） 

 0Bh から 13h：9 ビットの Tag マスク設計者識別子（登録機関から取得） 

 14h から 1Fh：Tag 製造者が決める 12 ビットの Tag 型式番号 

 1Fh より上：GS1 EPC Tag データ標準の規定による 

 クラス識別子が E2h の場合、TID メモリロケーション 00h から 1Fh は、製造時にパーマロック状態

にする。Tag が XTID を実装しているときは、XTID 全体も製造時にパーマロック状態にする。 

6.3.2.1.4 User メモリ 

 Tag は User メモリを備え持つことができ、1 個または複数のファイルで構成する。User メモリに
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は、ユーザデータを保存することができる。 

 User メモリの File_0 が存在して、まだ書き込まれていない状態では、先頭バイトの下位 5 ビット

（File_0 のメモリアドレス 03h から 07h）に、デフォルト値 000002 を持たせる。 

6.3.2.1.4.1 GS1 EPCgIobal™ アプリケーションの User メモリ 

 Tag が User メモリを実装する場合、ファイルの符号化は GS1 EPC Tag データ標準の規定に従う。 

6.3.2.1.4.2 GS1 EPCgIobal™ 以外のアプリケーションの User メモリ 

 Tag が User メモリを実装する場合、ファイルの符号化は ISO/IEC 15961 および ISO/IEC 15962 の

規定に従う。 

6.3.2.2 セッションとインベントリ済フラグ 

 4 つのセッションを、インテロゲータはサポートし、Tag は装備する（S0、S1、S2、S3 と表記）。

1 つのインベントリラウンド中に Tag が機能を果たすセッションは 1 つのみである。複数のインテロ

ゲータが、セッションを用いることで、共通の Tag 群を個別にインベントリすることができる。セッシ

ョンのコンセプトについては図 6.20 に示す。 

 Tag は 4 つの各セッションに、独立したインベントリ済フラグを維持する。インベントリ済フラグの

各々には、A および B と表す 2 つの値がある。各インベントリラウンドの開始時に、インテロゲータ

は 4 つのセッションのうちのどのセッションで、A または B のどちらの Tag をインベントリするか

を決める。Tag は、1 つのセッションでインベントリラウンドに参加中に、他のセッションのインベン

トリ済フラグを使用したり、変更したりはできない。インベントリ済フラグは、Tag が異なったセッシ

ョンに対して個別に、独立させて用意する唯一のリソースである。インベントリ済フラグ以外のリソー

スは、セッション共通である。 

 Tag のシンギュレーションを行った後、インテロゲータは、その Tag に対して、そのセッションの

インベントリ済フラグを反転させるコマンドを発行できる（A→B、または B→A）。 

 2 つのインテロゲータが時間分割式に、共通の Tag 群を個別かつもれ落ちなくインベントリするため

に、どのようにセッションとインベントリ済フラグを使用するか、具体例を以下に示す。 

 インテロゲータ #1 が給電を始める。そして、 

o インベントリラウンドを開始し、セッション S2 にある A の Tag をシンギュレートして 

B へ変える。 

o 給電をオフにする。 

 インテロゲータ #2 が給電を始める。そして、 

o インベントリラウンドを開始し、セッション S3 にある B の Tag をシンギュレートして 

A へ変える。 

o 給電をオフにする。 

 このプロセスを、インテロゲータ #1 がセッション S2 の全 Tag を B にするまで繰り返し行う。そ

の後、インテロゲータ #1 はセッション S2 の Tag を B から A へインベントリする。同様にインテ

ロゲータ #2 はセッション S3 の全 Tag を A にし、その後、セッション S3 の Tag を A から B へ

インベントリして戻す。この多段階のプロシージャにより、それぞれのインテロゲータは最初のインベ

ントリ済フラグのステートに関わらず、そのフィールドにあるすべての Tag を独立してインベントリす

ることができる。 

 Tag のインベントリ済フラグには、表 6.20 に示すセットおよびパーシステンスの時間を定めている。

Tag が起動する際の各インベントリ済フラグの設定は、以下のとおりである。 

 インベントリ済フラグ S0 は A に設定する。 

 インベントリ済フラグ S1 の場合、格納されている値に応じて A または B に設定する。ただ



63／175 

し、フラグが前回に設定されてからの時間がパーシステンス時間を超えていれば、Tag は起動時

に S1 インベントリ済フラグを A に設定する。S1 インベントリ済フラグは自動リフレッシュ

を行わず、Tag が給電されている間にも、B から A へ戻ることがある。 

 インベントリ済フラグ S2 の場合、格納されている値に応じて A または B に設定する。ただ

し、Tag に電力が供給されない時間がパーシステンス時間を超えた場合、Tag は起動時に S2 イ

ンベントリ済フラグを A に設定する。 

 インベントリ済フラグ S3 の場合、格納されている値に応じて A または B に設定する。ただ

し、Tag に電力が供給されない時間がパーシステンス時間を超えた場合、Tag は起動時に S3 イ

ンベントリ済フラグを A に設定する。 

 Tag は、電力供給を受けている間、S2 および S3 フラグにはリフレッシュを行う。Tag への電力供

給がなくなれば、そのたびに表 6.20 に示すセット時間およびパーシステンス時間が、インベントリ済

フラグ S2 および S3 に求められる。 

 インベントリ済フラグ S1 の値は、Tag がインベントリラウンドに参加している間、またはインベン

トリされている途中やアクセスされている間は、パーシステンス時間が超過しても B から A に変えな

い。インベントリラウンドの間に Tag のフラグ S1 のパーシステンス時間が超過した場合、Tag がフ

ラグを A に変えるのは、（i）インテロゲータから指示されたとき（例えばインベントリまたはアクセス

処理の終わりで、一致する Session を持った QueryAdjust または QueryRep によって）、あるいは（ii）

ラウンドの終わり（例えば Select または Query を受信したとき）のみである。（i）のケースでは、イ

ンベントリまたはアクセスされている途中に Tag のフラグ S1 のパーシステンス時間が超過すると、

Tag はインベントリまたはアクセス処理の終わりでフラグを A に変える。（ii）のケースでは、Tag は 

Select または Query を評価する前に、フラグ S1 を反転する。 

 

6.3.2.3 選択フラグ 

 Tag には、インテロゲータが Select コマンドによってアサートまたはディアサートする選択フラグ 

SL を実装する。Query コマンドの Sel パラメータにより、インテロゲータは、アサートまたはディア

サートされた SL を持つ Tag（SL または ~SL）をインベントリしたり、あるいはフラグを無視して SL 

値に関係なく Tag をインベントリしたりすることができる。SL は特定のセッションに固定されず、す

べてのセッションに使用でき、すべてのセッションに共通である。 

 Tag の SL フラグには、表 6.20 に示すセットおよびパーシステンスの時間を定めている。Tag は、

格納されている値に応じて、アサートまたはディアサートされた SL フラグを伴って起動する。ただし、

Tag に電力が供給されない時間が SL のパーシステンス時間を越えた場合、Tag はディアサートされた 

SL フラグを伴って起動する（~SL に設定）。Tag は電力供給を受けている間、SL フラグをリフレッ

シュする。Tag への電力供給がなくなれば、そのたびに表 6.20 に示すパーシステンス時間が、SL フ

ラグに求められる。 

6.3.2.4 C フラグ 

 Tag の C フラグには（第 6.3.2.1.2.5 項を参照のこと）、表 6.20 に示すセットおよびパーシステン

スの時間を定めている。Tag は、C フラグと同じパーシステンスで、ResponseBuffer（第 6.3.1.6.4 項

を参照のこと）のデータを保持する。Tag は電力供給を受けている間、C フラグをリフレッシュする。

Tag への電力供給がなくなれば、そのたびに表 6.20 に示すパーシステンスが、C フラグに求められる

（Tag のパーシステンス時間がゼロ秒ならば、瞬時の電力断でも C フラグはディアサートする）。 

6.3.2.5 セキュリティタイムアウト 

 Tag は、Access コマンドシーケンス、認証 Kill、パスワードによる Kill コマンドシーケンス、

Challenge、Authenticate、SecureComm、AuthComm、KeyUpdate が正常に実行できなかった際につい

て、セキュリティタイムアウトを実装してよい。セキュリティタイムアウトの間、Tag はインベントリ

ラウンドおよびアクセスに参加できるが、タイムアウトが終わるまで、セキュリティタイムアウトを実
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装しているコマンドは実行せずに、エラーコード（資料 I を参照のこと）を後方散乱する。Tag がセキ

ュリティタイムアウトを実装する場合、それに用いるタイムアウトタイマーは 1 個だけとする。したが

って 1 つのコマンドで異常があって（たとえば Challenge での異常）セキュリティタイムアウトが発

生すると、Tag がセキュリティタイムアウトを実装している全コマンドの実行を、タイムアウト期間の

終了まで禁止することになる。当プロトコルでは、どのコマンドをセキュリティタイムアウトの対象に

するかの選択を、Tag 製造者に任せているが、少なくとも Access コマンドシーケンスには、セキュリ

ティタイムアウトを実装することを推奨する。さらに、Tag のセキュリティタイマーには、表 6.20 に

示すセットおよびパーシステンスの時間を持たせることも推奨する。 

 

 

図 6.20：セッションダイアグラム 

 

6.3.2.6 Tag ステートとスロットカウンタ 

 Tag は、図 6.21 に示すステートとスロットカウンタを実装する。なお図 6.21 のステートは、イン

テロゲータコマンドに対する Tag の振舞いと応答を、特徴的に表すメタステートであって、実際のかた

ちの Tag は、図 6.21 に示すメタステートよりも、多くの内部ステートを持つことが予想される。資料 

B に、ステート遷移表を示している。資料 C に、コマンド応答表を示している。 

 

表 6.20：Tag フラグとパーシステンス値 

フラグ セット時間 パーシステンスの条件 

S0 インベントリ済フラグ ≤ 2ms、前後の状態によらない
3
 

Tag への電力供給時: 無制限 
Tag への電力供給なし: なし 

S1 インベントリ済フラグ
1 

≤ 2ms、前後の状態によらない
3
 

Tag への電力供給時: 
公称温度範囲: 500 ms < パーシステンス < 

5s 
拡張温度範囲: 規定なし 

Tag への電力供給なし: 
公称温度範囲: 500 ms < パーシステンス < 

5s 
拡張温度範囲: 規定なし 

S2 インベントリ済フラグ
1 

≤ 2ms、前後の状態によらない
3
 

Tag への電力供給時: 無制限 
Tag への電力供給なし: 

公称温度範囲: 2s < パーシステンス 
拡張温度範囲: 規定なし 
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S3 インベントリ済フラグ
1 

≤ 2ms、前後の状態によらない
3
 

Tag への電力供給時: 無制限 
Tag への電力供給なし: 

公称温度範囲: 2s < パーシステンス 
拡張温度範囲: 規定なし 

選択(SL)フラグ
1 ≤ 2ms、前後の状態によらない

3
 

Tag への電力供給時: 無制限 
Tag への電力供給なし: 

公称温度範囲: 2s < パーシステンス 
拡張温度範囲: 規定なし 

C フラグ
1,2 

ディアサート: ≤ 2ms
3
 

アサート: ≤ 0ms、算出を完了したことを示

す Tag 応答の最初の立ち上がりエッジに

対して計測 

Tag への電力供給時: 無制限 
Tag への電力供給なし: 

公称温度範囲: 0s ≤ パーシステンス < 5s 
拡張温度範囲: 規定なし 

任意のセキュリティ 

タイムアウト 

< T1(min) (表 6.16 を参照のこと)、セキュリ

ティタイムアウトを起こしたインテロゲ

ータコマンドの、最終ビットの最後の立ち

上がりエッジに対して計測 

Tag への電力供給時
4
: 

公称温度範囲: 20ms ≤ パーシステンス < 

200ms 
拡張温度範囲: 規定なし 

Tag への電力供給なし
4
: 

公称温度範囲: 20ms ≤ パーシステンス < 

200ms 
拡張温度範囲: 規定なし 

注意 1：無作為に選択した十分な大きさの Tag 群について、90% の信頼区間で、95% がパーシステンス時間の要件を満たすこと。 
注意 2：Tag は、C フラグと同じパーシステンスで、ResponseBuffer のデータを保持する（第 6.3.1.6.4 項を参照のこと）。 
注意 3：変更を起こしたインテロゲータ伝送の、最終ビットの最後の立ち上がりエッジから計る。 
注意 4：このパーシステンス時間は、推奨値であって必須ではない。 
 

6.3.2.6.1 スタンバイステート 

 Tag はスタンバイステートを実装する。スタンバイは、給電されている Tag のうち、キルされてお

らず、その時点においてインベントリラウンドに参加していない Tag の「待ちの状態」とみなすことが

できる。給電されている RF 界へ入ると、キルされていない Tag はスタンバイとなる。Tag は、Query 

で指定された Session の Inventoried パラメータ、および Sel パラメータが現在のフラグ値と一致す

る Query コマンド（第 6.3.2.12.2.1 項を参照のこと）を受信するまで、スタンバイの状態のままとな

る。パラメータが一致した Tag は RNG（第 6.3.2.7 項を参照のこと）から Q ビット値を引き出し、

その数値をスロットカウンタにロードする。その数値がゼロ以外の値の場合は調停ステートへ移り、ゼ

ロの場合は応答ステートへ移る。Tag に電力供給がなくなった場合、キル以外のステートの Tag は電

力を再び得ると、スタンバイへ戻る。 

 

6.3.2.6.2 調停ステート 

 Tag は調停ステートを実装する。調停は、その時点のインベントリラウンドに参加していて、スロッ

トカウンタ（第 6.3.2.6.8 項を参照のこと）にゼロ以外の値がある Tag の「待ちの状態」とみなすこと

ができる。調停にある Tag は、現在進行中のインベントリラウンドのセッションと Session パラメー

タが同じ QueryRep（第 6.3.2.12.2.3 項を参照のこと）コマンドを受信するたびに、スロットカウンタ

を減分し、スロットカウンタが 0000h になると応答ステートへ遷移して RN16 を後方散乱する。スロ

ットカウンタが 0000h になっても、調停ステートへ戻った Tag（たとえば、応答ステートから戻ったも

の）は、Session が同じ次の QueryRep を受け取った時点でスロットカウンタを 0000h から 7FFFh へ

減分し、スロット値がゼロ以外の値になって調停ステートにとどまる。 

 

6.3.2.6.3 応答ステート 

 Tag は応答ステートを実装する。Tag は応答へ移る際、RN16 の後方散乱を行う。Tag は、有効な承

認（ACK）を受信すると、表 6.17 に示す応答を後方散乱して承認ステートへ遷移する。Tag は、ACK を 

T2(max) 時間内に受信できない、あるいは無効な ACK や誤った RN16 を持った ACK を受信すると、調
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停へ戻る。Tag とインテロゲータは、表 6.16 に定めるタイミング要件をすべて満たすこと。 

 

6.3.2.6.4 承認ステート 

 Tag は承認ステートを実装する。承認にある Tag は、受信したコマンドに応じて、キル以外のすべて

のステートへ遷移することができる（図 6.21 を参照のこと）。承認ステートにある Tag は、正しい 

RN16 を含む有効な ACK を受信すると、表 6.17 に示す応答を後方散乱する。承認ステートにある Tag 

は、有効なコマンドを T2(max) 時間内に受信できない場合、調停へ戻る。Tag とインテロゲータは、表 6.16 

に定めるタイミング要件をすべて満たすこと。 

 

6.3.2.6.5 オープンステート 

 Tag はオープンステートを実装する。承認ステートにある Tag は、アクセスパスワードにゼロ以外

の値を持っていれば、Req_RN コマンドを受信するとオープンへ遷移し、新たな RN16（Handle と呼

ぶ）を後方散乱する。この新たな RN16 は、インテロゲータがその後のコマンドで使用し、Tag がその

後の応答で用いるものである。オープンステートにある Tag は、いくつかのアクセスコマンドを実行す

ることができる – 表 6.27 を参照のこと。オープンにある Tag は、受信したコマンドに応じて、承認

を除くすべてのステートへ遷移することができる（図 6.21 を参照のこと）。オープンステートにある 

Tag が、正しい Handle を持った有効な ACK を受信すると、表 6.17 に示す応答を後方散乱する。Tag 

とインテロゲータは、T2(max) を除き、表 6.16 に定めるタイミング要件をすべて満たすこと。オープン

ステートでは、Tag 応答とインテロゲータ伝送との間の、最大遅延について制限は設けていない。 

 

6.3.2.6.6 セキュアステート 

 Tag はセキュアステートを実装する。承認ステートにある Tag は、ゼロ値のアクセスパスワードを持

っていれば、Req_RN コマンドを受信するとセキュアへ遷移し、新たな RN16（Handle と呼ぶ）を後

方散乱する。この新たな RN16 は、インテロゲータがその後のコマンドで使用し、Tag がその後の応答

で用いるものである。オープンステートにある Tag は、Access コマンドシーケンスをたどって、また

はインテロゲータ認証によってセキュアへ遷移し（インテロゲータ認証の成否は、認証を始めた 

Authenticate コマンドで指定している暗号スィートによって規定される）、前に承認ステートからオープ

ンステートへ遷移する際に後方散乱した Handle をそのまま使う。セキュアステートの Tag は、該当す

る Tag 権限とファイル権限があれば（第 6.3.2.11.2 項および第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）、すべての

アクセスコマンドを実行できる。セキュアにある Tag は、受信したコマンドに応じて、承認を除くすべ

てのステートに遷移することができる（図 6.21 を参照のこと）。セキュアステートにある Tag が、正

しい Handle を持った有効な ACK を受信すると、表 6.17 に示す応答を後方散乱する。Tag とインテ

ロゲータは T2(max) を除き、表 6.16 に定めるタイミング要件をすべて満たすこと。セキュアステートで

は、Tag 応答とインテロゲータ伝送との間の、最大遅延について制限は設けていない。 

 

6.3.2.6.7 キルステート 

 Tag はキルステートを実装する。オープンステートまたはセキュアステートのいずれかにある Tag 

は、正しいゼロでないキルパスワードと正しい Handle による Kill コマンドシーケンスを受けると、キ

ルステートに入る。セキュアステートの Tag は、認証 Kill によっても、キルステートに入る（第 

6.3.2.12.3.4 項を参照のこと）。Kill を使用すると、Tag は恒久的に無効化される。キルステートに入る

際、Tag はキル処理が完了したことをインテロゲータに通知し、それ以降はインテロゲータに応答しな

くなる。キルされた Tag は、どのような状況であってもキルステートのままとなり、起動時もすぐにキ

ルに入る。Tag のキル処理は不可逆である。 
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6.3.2.6.8 スロットカウンタ 

 Tag は 15 ビットのスロットカウンタを実装する。Query または QueryAdjust コマンドを受信する

と、Tag は Tag の RNG（第 6.3.2.7 項を参照のこと）から引き出した 0 から 2
Q
 – 1 の値をスロット

カウンタにプリロードする。Q は範囲を（0, 15）とする整数である。Query は Q を指定する。

QueryAdjust はその前の Query が決めた Q を変えることができる。 

 調停ステートにある Tag は、一致する Session を持った QueryRep を受信するたびにスロットカウ

ンタを減分し、スロットカウンタが 0000h になると応答ステートに遷移して RN16 を後方散乱する。

スロットカウンタが 0000h になった Tag が応答して、承認されなかった場合、その Tag はスロット値 

0000h のまま調停へ戻り、次の QueryRep でスロット値を 0000h から 7FFFh に減分する（最初の 

Query に応答して、承認されなかった Tag も同様）。スロットカウンタは、一巡してスロット値が 7FFFh 

に戻っても、そのままカウントを継続させる。したがって実際上、新たな乱数をスロットカウンタへロ

ードするまで、この Tag は応答しなくなる。資料 J も参照のこと。 

 

6.3.2.7 Tag の乱数、擬似乱数発生器 

 Tag は 乱数または擬似乱数発生器（RNG）を実装する。RNG は、給電 RF 界の強度、R=>T リン

クの伝送速度、Tag の格納データ（StoredPC、XPC ワード、EPC、StoredCRC その他）に関係なく、

以下に述べるランダム性に関する条件を満たす。Tag は、この RNG を用いて 16 ビットの乱数または

擬似乱数を生成する（RN16）。さらに、Q ビットのサブセットを RNG から取り出して Tag のスロッ

トカウンタへプリロードする機能を装備する（第 6.3.2.6.8 項を参照のこと）。Tag は、給電されてい

る間少なくとも 2 つの RN16 を一時的に格納しておき、たとえば、パスワード処理の際に Handle お

よび 16 ビットカバーコーディング用として使用する能力を持たせる（図 6.24 または図 6.26 を参照

のこと）。 

RN16 が 1 つである確率：RNG から得られた RN16 が、ある値 j に対して値 RN16 = j を有

する確率が、0.8/2
16

 < P(RN16 = j) < 1.25/2
16

 の範囲に入ること。 

同一のシーケンスが同時に発生する確率：最大 10,000 個の Tag からなる Tag 群について、

10,000 個のうち 2 つ以上の Tag が、同じシーケンスの RN16 を同時に生成する確率は、Tag 

が電力供給を受けているか否かに関わらず 0.1% 未満であること。 

RN16 を予測する確率：図 6.3 で Tr の終了後 10msに Tag の RNG から得られる RN16 は、

同一条件の下で RNG から前回得られた結果がわかっている場合にも、0.025% を超える確率で

予測できないこと。 

 当プロトコルでは、インテロゲータは、図 6.3 では Tr 後 10ms、図 6.5 では Thr 後 10ms 待機し

てから、Tag へのパスワード発行を行うことを推奨する。 

 暗号法処理のための RNG の要件とランダム性の規準については、暗号スィートが規定する。それら

の要件と規準は、インベントリとパスワードの処理のために規定した上記のものと異なってよく、とく

に厳格さについてさらに高まることがある。 
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注意 

1. Select: SL をアサート/ディアサートするか、インベントリ済を A または B に設定する。 

Challenge: Message で指定された処理を実行して、Result を格納し、XPC_W1 の C フラグをアサートする。 

2. Query: 新たな Session が前の Session と同じ場合は、A→B または B→A。異なる場合はインベントリ済フラグに変更なし。 

QueryRep/QueryAdjust: Session が先行する Query のものと同じ場合は、A→B または B→A。 

3. コマンドが QueryRep または QueryAdj で、Session が先行する Query のものと異なる場合、Tag はコマンドを無視する。 

4. Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。Tag はスタンバイ、調停、または応答へ遷移する。 

5. 条件、Message の形式、Tag 応答、ステート変化については、ステート遷移表と暗号スィートを参照のこと。 

6. キルが許されるかどうかは、キルパスワード、Tag 権限、セキュリティタイムアウトに依存する。Kill のコマンド応答表を参照のこと。 

7. インテロゲータが認証されている場合、一部のコマンドには AuthComm または SecureComm によるカプセル化が必要。表 6.28 を参照のこと。 

8. アクセスやキルの失敗、または暗号法エラーによって調停に戻る Tag は、セキュリティタイムアウトに入ることがある。第 6.3.2.5 項を参照のこと。 

図 6.21：Tag ステートダイアグラム 
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6.3.2.8 Tag 群の管理 

 インテロゲータは、図 6.22 に示す 3 つの基本オペレーションにより、Tag 群の管理を行う。各オペ

レーションは、複数のコマンドで構成される。それぞれのオペレーションは以下のとおりである。 

a) 選択：インテロゲータが、その後のインベントリのために Tag 群を選択したり、またはその後の

認証のために、暗号法のチャレンジ処理を Tag 群に行ったりするプロセス。選択の分類に含まれ

るコマンドは、Select と Challenge である。 

b) インベントリ：インテロゲータが Tag を識別するプロセス。インテロゲータは、4 つのセッショ

ンのうちのどれかで Query コマンドを送ることにより、インベントリラウンドを開始する。する

と Tag が応答する（複数の場合もある）。インテロゲータは 1 つの Tag 応答を検出すると、PC、

任意の XPC ワード、EPC、および CRC-16 を Tag に要求する。インベントリラウンドが一度に

機能することができるのは、1 セッションのみである。資料 E に、インテロゲータが 1 つの Tag 

にインベントリとアクセスを行う例を示している。インベントリは、複数のコマンドで構成される。 

c) アクセス：インテロゲータが個々の Tag とやり取りするプロセス（読取り、書込み、認証その他）。

インテロゲータは、Tag をシンギュレートして一意に識別したうえでアクセスを行う。アクセスは、

複数のコマンドで構成される。 

 

 

図 6.22：インテロゲータ／Tag のオペレーションと Tag ステート 

 

6.3.2.9 Tag 群の選択 

 選択プロセスには、Select と Challenge の 2 つのコマンドが含まれる。Select では、インテロゲー

タから、その後のインベントリ処理の対象になる Tag 群を選択する。Challenge では、インテロゲータ

が、その後の認証のために Tag 群にチャレンジ処理を行う。インテロゲータがインベントリに先立って

出すことのできるコマンドは、Select と Challenge の 2 つのコマンドだけである。2 つのコマンドは、

排他的に使うものではない（インテロゲータはインベントリラウンドを開始する前に、Select と 

Challenge の両方を使ってもよい）。Select は必須コマンドで、Challenge は任意コマンドである。 

 

 Select コマンドは、インテロゲータが、インベントリの前に、特定の Tag 群を選択する処理をする。

ユーザの決めた選択条件に従って、和（U）、積（∩）、否定（~）を使いながら、Tag 群を切り分ける

ことができる。U と ∩ の演算は、複数の Select コマンドを続けて発行することにより行う。Select は、

Tag の SL フラグをアサートまたはディアサートするほか、4 セッションのうちの 1 つで、Tag のイ

ンベントリ済フラグを A または B に設定する。 

 

 Select を受け取ると、キルされていない Tag は、スタンバイステートに戻り、条件を評価して、指

定された SL またはインベントリ済フラグを、評価の結果に応じて変更する。Query コマンドが、これ

らのフラグを使って、これから始まるインベントリラウンドに Tag を参加させる。インテロゲータから

インベントリとアクセスに選ぶのは、SL の Tag でも ~SL の Tag でもよく、あるいは SL フラグを
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まったく使わなくてもよい。Select の処理は、Tag がキルを除くどのステートにあっても開始でき、Tag 

はスタンバイステートになる。 

 

 Select には、Target、Action、MemBank、Pointer、Length、Mask、および Truncate のパラメータ

がある。 

 Target および Action は、Select が Tag の SL またはインベントリ済フラグのどちらを、どの

ように変更するのか、そしてインベントリ済フラグの場合は、どのセッションかを指定する。SL 

フラグを変更する Select は、インベントリ済フラグを変えない。その逆も同様である。 

 MemBank は、Mask を EPC、TID、User メモリのどれに適用するかを指定する。Select コマ

ンドが対象にするのは、1 回に 1 つのメモリバンクだけである。あらためて Select を出せば、

メモリバンクを変えてもよい。 

 Pointer、Length、Mask：Pointer と Length でメモリ範囲を指定する。Mask は、Length ビッ

トの長さを持たせ、指定したメモリ範囲と比較するビット列を収める。 

 Truncate は、ACK に応答して Tag に後方散乱させるのが、EPC 全体であるか、あるいは EPC 

のうち Mask より後ろの部分のみであるかを指定する。 

 Challenge コマンドでは、インテロゲータから多くの Tag に同時に指示して、後の認証で用いる暗号

計算を前もって個々に実行させ、その Result を格納させておくことができる。暗号アルゴリズムは、か

なりの計算時間が掛かることがあるので、事前にいっせいに計算させておくことで、Tag 群の認証処理

の迅速化が望める。Challenge は、Immed パラメータを持ち、これをアサートすると、Tag が ACK に

応答して後方散乱する EPC に、Response（Result またはエラーコード）を付け加えることを指示でき

る。 

 

 Challenge を受け取ると、コマンドをサポートしている Tag は、キルされているものを除いてスタン

バイステートに戻り、コマンドを評価した後（Challenge で指定された CSI をサポートしているかどう

かを含む）、評価の結果に応じて暗号計算を行い、ResponseBuffer に Result を格納する。格納した 

Result は、たとえば Tag がその後の認証で用いる。その場合、インテロゲータは、チャレンジ処理を

行っておいた Tag に Authenticate コマンドを送る（第 6.3.2.12.3.10 項を参照のこと）。あるいは、

後から Authenticate を送らなくても、Tag に格納された Result を利用することもでき、一部の暗号ス

ィートの場合、算出された Result をインテロゲータから確認するだけで Tag に詐称がないことを確か

めることができる。Challenge の処理は、キルを除くどのステートに Tag があっても開始でき、Tag は

スタンバイステートになる。 

 

6.3.2.10 Tag 群のインベントリ実行 

 インベントリコマンドには、Query、QueryAdjust、QueryRep、ACK、および NAK がある。Query は

インベントリラウンドを開始し、そのラウンドに参加する Tag を決定する（「インベントリラウンド」

は第 4.1 項で定義）。 

 

 Query は、スロットカウントパラメータ Q を持たせる。Query を受信すると、インベントリラウン

ドに参加する Tag は、（0, 2
Q
 – 1）の範囲（両端を含む）の乱数を選び出し、その値をスロットカウン

タにロードする。選んだ値がゼロの場合、Tag は応答ステートへ移り、すぐに応答を行う。ゼロ以外の

値の場合、Tag は調停ステートへ移り、QueryAdjust または QueryRep コマンドを待つ。Tag が 1 つ

だけ応答したとして、クエリと応答のアルゴリズムは以下のとおり進行する。 

a）Tag が、応答に入るときに、RN16 を後方散乱する。 

b）インテロゲータは、この同じ RN16 を入れた ACK で Tag を承認する。 

c）承認された Tag は、承認ステートへ移り、表 6.17 に示す応答を後方散乱する。 

d）インテロゲータは、QueryAdjust または QueryRep を発行して、識別した Tag のインベントリ
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済フラグを反転させ（A→B または B→A）、スタンバイへ遷移させる。同時に別の Tag が、

上記の手順（a）から、インテロゲータと Query 応答ダイアログを開始する（応答する Tag が

あった場合）。 

 

 Tag が手順（b）で、T2 時間内（図 6.18 を参照のこと）に ACK を受信できなかった場合、あるい

は誤った RN-16 を持つ ACK を受信した場合、Tag は調停に戻る。 

 

 手順（a）の中で複数の Tag が応答した場合、波形レベルでのコリジョンの検知と解決により、イン

テロゲータが複数の Tag のうち 1 つの Tag の RN16 を取得することができれば、その Tag に ACK 

を送ることができる。取得されなかった Tag は、誤った RN16 を受信して、表 6.17 に示す応答の後

方散乱を行わずに調停へ戻る。 

 

 承認ステートにある Tag に、インテロゲータから有効な ACK（正しい RN16 を持つ ACK）を送信

すると、Tag は表 6.17 に示す応答を後方散乱する。 

 

 どの時点においても、インテロゲータは NAK を発行することができる。これに対してインベントリ

ラウンドに入っているすべての Tag は、NAK を受信すると、インベントリ済フラグを変更せずに調停

へ戻る。 

 

 インベントリラウンドを開始する  Query を発行すると、インテロゲータは通常  1 つ以上の 

QueryAdjust または QueryRep コマンドを発行する。QueryAdjust は前回の Query をやり直し、Q を

増分または減分させることができるが、新たな Tag をラウンドへ加えることはない。QueryRep はパラ

メータの変更を一切行わず、また新たな Tag をラウンドへ加えずに前回の Query を繰り返す。1 回の

インベントリラウンドで、複数の QueryAdjust コマンドや QueryRep コマンドを使ってよい。適当な

時点でインテロゲータが新たな Query を発行すると、新たなインベントリラウンドが開始する。 

 

 調停ステートまたは応答ステートにある Tag が QueryAdjust を受信すると、まず Q の調整（増分、

減分、変更なし）を行った後、範囲（0, 2
Q
 – 1）の中から乱数を選び（両端を含む）、この値をスロット

カウンタへロードする。ゼロを選んだ Tag は応答ステートへ遷移し、すぐに応答を行う。ゼロ以外の値

を選んだ Tag は調停ステートへ遷移し、QueryAdjust または QueryRep コマンドを待つ。 

 

 調停ステートにある Tag は QueryRep を受信するたびにスロットカウンタを減分し、スロットカウ

ンタが 0000h になると、応答ステートへ遷移して RN16 を後方散乱する。スロットカウンタが 0000h 

になって応答し、承認されなかった Tag は（最初の Query に応答して、承認されなかった Tag も含

めて）、スロット値 0000h のまま調停へ戻り、次の QueryRep でこのスロット値を 0000h から 7FFFh 

に減分する。したがって、実際上この Tag は、新たな乱数をスロットカウンタへロードするまで応答し

なくなる。 

 

 Tag インベントリはランダムプロトコルに基づいているが、Q パラメータはインテロゲータに Tag 

応答の確率を調整させることによりネットワーク制御をもたらす。Q は範囲（0, 15）の整数である。そ

れに対する Tag 応答の確率の範囲は、2
0
 = 1 から 2

–15
 = 0.000031 となる。 

 

 資料 D で、Q を選択する際のインテロゲータのアルゴリズム例を記載している。 

 

 上記に概要を述べたシナリオは、1 つのセッションで動作する 1 つのインテロゲータを想定したもの

である。ただし、第 6.3.2.2 項で述べるように、インテロゲータは 4 セッションのうち 1 つのセッシ

ョンにおいて Tag 群のインベントリを行うことができる。さらに、第 6.3.2.12.2 項で述べるように、

Query、QueryAdjust および QueryRep コマンドそれぞれには、Session パラメータが含まれている。

これらのコマンドに対し Tag がどのように応答するかはコマンド、Session パラメータおよび Tag ス

テートにより以下のようになる。 

 

 Query：Query コマンドはインベントリラウンドを開始し、そのラウンドのセッションを選択す
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る。キル以外のステートにある Tag は、Query を実行し、指定したセッションで新たなラウン

ドを開始し、状況に応じてスタンバイ、調停、または応答へ遷移する（図 6.21 を参照のこと）。 

o 承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag は、Session パラメータが前のセッ

ションと同じ Query を受信すると、そのセッションのインベントリ済フラグを反転（A→

B または B→A）させてから、スタンバイ、調停、または応答のどれへ遷移するかを判断

する。 

o 承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag は、Session パラメータが前のセッ

ションと異なる Query を受信すると、スタンバイ、調停、または応答のどれへ遷移するか

判断する際に、前のセッションのインベントリ済フラグを変更せずにそのままにしておく。 

 QueryAdjust、QueryRep：スタンバイまたはキル以外のステートにある Tag が QueryAdjust ま

たは QueryRep コマンドを受け取ると、（i）そのラウンドを開始した Query の Session パラメ

ータとそのコマンドの Session パラメータが同じで、かつ（ii）その Tag が Kill または Access 

コマンドのシーケンス中でない場合に限り（第 6.3.2.12.3.4 項と第 6.3.2.12.3.6 項をそれぞれ参

照のこと）、コマンドを実行する。セッションが異なる場合、Tag は  QueryAdjust または 

QueryRep を無視する。 

o 承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag は、Session パラメータが前の 

Query の Session パラメータと同じ QueryAdjust または QueryRep を受信した場合、

Kill または  Access コマンドのシーケンス中でなければ（第  6.3.2.12.3.4 項と第 

6.3.2.12.3.6 項をそれぞれ参照のこと）、現在のセッションのインベントリ済フラグを反転

させて（A→B または B→A）、スタンバイへ遷移する。 

 インベントリオペレーションの具体例を考えてみる。64 個の Tag が、給電されてスタンバイ状態に

あると仮定する。インテロゲータはまず、Select を発行して Tag のサブ群を選択する。16 個の Tag が

選択条件に一致したとする。さらに、選択した 16 個の Tag のうち 12 個の Tag が、セッション S0 の

インベントリ済フラグを A に設定していたと仮定する。インテロゲータは（SL、Q = 4、S0、A）を指

定する Query を発行する。12 個の Tag はそれぞれ、（0, 15）の範囲で乱数を選出し、スロットカウ

ンタへその値をロードする。ゼロを選出した Tag はすぐに応答する。Query には 3 つの結果が考えら

れる。 

 

a） Tag 応答なし：インテロゲータは別の Query を発行するか、あるいは QueryAdjust または 

QueryRep を発行する。 

b） 1 つの Tag が応答（図 6.23 を参照のこと）：Tag が応答ステートへ遷移し、RN16 を後方散

乱する。インテロゲータは ACK を送信することによりその Tag を承認する。Tag は正しい 

RN16 を持つ ACK を受信すると、表 6.17 に示す応答を後方散乱し、承認ステートへ遷移す

る。正しくない RN16 を持つ ACK を受信した場合には、調停へ遷移する。ACK 処理が正し

く実行できた場合、インテロゲータは承認した Tag にアクセスするか、あるいは同じ Session 

パラメータで QueryAdjust または QueryRep .を発行して、Tag のインベントリ済フラグを A 

から B へ反転させ、その Tag をスタンバイへ移す（前のラウンドと同じ Session パラメー

タを持った Query でも、インベントリ済フラグを A から B へ反転させることができる）。 
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図 6.23：1 つの Tag が応答する場合 

 

c） 複数の Tag が応答：インテロゲータが、複数の RN16 からなる後方散乱波形を受け取った場

合。コリジョンの解決が図れるならば、ACK を発行し、コリジョンの解決が図れないならば、

QueryAdjust、QueryRep、または NAK を発行する。あるいは、コリジョンを検出した時点で、

コリジョンを起こした Tag が後方散乱を終えないうちに、ただちに QueryAdjust または 

QueryRep を発行してもよい。その場合、コリジョンを起こした Tag は、T2 内に有効な応答

が認められないことで（図 6.18 を参照のこと）調停へ戻り、次の Query または QueryAdjust 

コマンドを待つ。 

 

6.3.2.11 個々の Tag へのアクセス 

 Tag を承認すると、インテロゲータはその Tag にアクセスできる。アクセスコマンドには Req_RN、

Read、Write、Lock、Kill、Access、BlockWrite、BlockErase、BlockPermalock、Authenticate、ReadBuffer、

SecureComm、AuthComm、KeyUpdate、Untraceable、FileOpen、FileList、FilePrivilege、FileSetup、

TagPrivilege がある。Tag は、表 6.27 に示したステートでしかアクセスコマンドを実行できない。Tag 

は、サポートしていない任意のアクセスコマンドは、無効として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。

資料 K に、データ交換フローの例として、インテロゲータが Tag にアクセスして、キルパスワードを

読み取る処理を示している。 

 

 アクセスは、つねにインテロゲータが次のようにして、承認ステートの Tag をオープンステート、ま

たはセキュアステートに遷移させることで始まる。 

手順 1：インテロゲータが Req_RN を発行し、Tag を承認する。 

手順 2：Tag が新たな RN16（Handle と呼ぶ）を生成、格納し、その Handle を後方散乱してか

ら、アクセスパスワードがゼロでない場合はオープンステートへ、ゼロの場合はセキュアステート

へ遷移する。これで、インテロゲータはアクセスコマンドを発行することができる。 

 すべてのアクセスコマンドには、Tag の Handle を持たせる。Tag はアクセスコマンドを受け取ると、

実行する前に Handle が正しいか検証し、正しくない Handle を持ったアクセスコマンドは実行しない。

Handle 値は、1 つの Tag をアクセスする間を通して固定である。 

 

 インテロゲータは、オープンステートまたはセキュアステートの Tag に、Tag の Handle をコマン

ドの RN として入れた ACK コマンドを発行して、表 6.17 に示す応答を、Tag に後方散乱させること

ができる。オープンステートまたはセキュアステートの Tag が、正しくない Handle を持った ACK コ

マンドを受け取った場合は、応答を返さず、インベントリ済フラグの状態も変えずに、調停ステートに

移る。 

 

 表 6.27 に示すように、アクセスコマンドの中には、実行の前に Req_RN や認証を必要とするものが

ある。アクセスコマンドに対する Tag の応答は、最小限でも Tag の Handle を持つ。場合に応じて、

ほかにも情報を収めている（たとえば Read の結果など）。 

 

 Authenticate コマンドと Access コマンドは、Tag がオープンステートからセキュアステートに移る

ときの限られた手段である。Tag がセキュアステートからオープンステートに戻る経路は、Authenticate 

コマンドか、またはセキュリティコマンドの失敗しかない。表 C.18 および表 C.30 を参照のこと。 

 

 オープンステートの Tag がインテロゲータに付与する権限は、オープンステートの認証レベルによっ

て決まる。セキュアステートの Tag がインテロゲータに付与する権限は、Tag を今のセキュアステー

トに遷移させたアクセスまたは認証の認証レベルによって決まる。ある手段で（たとえば Access コマ

ンド）Tag をセキュアステートに遷移させたインテロゲータが、その後に別の手段で（たとえば 

Authenticate コマンド）、Tag をあらためてセキュアステートに置くと、インテロゲータは違った権限
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の付与を受けることができる。権限と鍵については第 6.3.2.11.2 項を参照のこと。 

 

 Tag は、次の手段によってセキュアステートに入る。 

 Req_RN：Tag のアクセスパスワードがゼロならば、Tag は、アクセスが始まるとき（Req_RN 

を受け取ったとき）に、承認ステートからオープンステートを飛び越して、セキュアステートに

移る。 

 Access：アクセスパスワードがゼロでない Tag は、オープンステートまたはセキュアステート

で Access コマンドシーケンスを正しくたどると、セキュアステートに移る。 

 Authenticate：オープンステートまたはセキュアステートの Tag は、インテロゲータ認証または

相互認証を正しく実行すると、セキュアステートに移る。 

 Tag は、インテロゲータによるセキュアステートへのアクセスを、いくつかの物理的な仕組みによっ

て制限してもよい。たとえば、Tag が受信する RF 電力が一定値を超えていないと、Tag はセキュアス

テートに遷移しないなど。当プロトコルは、このような物理的な仕組みの内容は規定せず、Tag 製造者

の判断に任せる。 

 

 インテロゲータと Tag とは、オープンステートまたはセキュアステートで無期限に通信していてよい。

インテロゲータは、いつでも Select、Challenge、Query、QueryAdjust、QueryRep、NAK コマンドを

出すとやり取りを終了できる。Query、QueryAdjust、QueryRep に対する Tag の応答は、第 6.3.2.10 項

で記載している。NAK は、インベントリラウンドに入っているすべての Tag を、調停ステートに戻し、

その際インベントリ済フラグの状態を変えない。 

 

 一部の規制地域では、インテロゲータに周期的な周波数ホップが要求されており、この場合インベン

トリラウンドやアクセス処理を、その都度終える必要がある。残念ながら、暗号オペレーションの中に

は、ホップ周期を超える時間が掛かるものがある。当プロトコルでは、周波数ホップなどの一時的な給

電停止の間、Tag に暗号処理のいくつかの状態変数を保持させておく規定を、暗号スィートが持つこと

を許し、インテロゲータがその後のインベントリラウンドで Tag との通信を回復して、暗号オペレーシ

ョンを再開することを認める。 

 

 当プロトコルでは、Tag が応答、承認、オープン、セキュアのステートにあるときに、インテロゲー

タが給電を止めないようにすることを推奨する。インテロゲータは、Tag とのやり取りを終えて（また

は長い暗号オペレーションについては、中断して）、Tag をスタンバイまたは調停ステートにしてから給

電を切ることが望ましい。 

 

 当プロトコルでは、アクセスコマンドを、コア、セキュリティ、およびファイル管理に小分類してい

る（表 6.27 も参照のこと）。これは、取扱いの便宜を考えただけのものであり、特定の小分類によって、

アクセスコマンドの間で要件が課されたり、除外されたりすることはない。 

 

6.3.2.11.1 コア アクセスコマンド 

 コア アクセスコマンドにあたるのは、Req_RN、Read、Write、Lock、Kill、Access、BlockWrite、

BlockErase、BlockPermalock、Untraceable である。Req_RN、Read、Write、Lock、Kill は必須である。

Access、BlockWrite、BlockErase、BlockPermalock、Untraceable は任意である。Tag は、暗号セキュ

リティやファイル管理をサポートしているかどうかに関係なく、任意コマンドを実装してよい。 

 

 Req_RN コマンドは、インテロゲータが（a）Tag を承認ステートからオープンステートまたはセキ

ュアステートに遷移させて、その際に Tag の Handle を取得すること、あるいは（b）オープンステー

トまたはセキュアステートの Tag に、16 ビット乱数を後方散乱させることができる。 

 

 Read コマンドは、インテロゲータから Tag のメモリを読み出すことができる。インテロゲータは、
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Tag のステートとパスワードのロック状態に応じて、キルパスワードやアクセスパスワードの読出しも

できる。Untraceable 権限のあるインテロゲータは、EPC メモリと TID メモリのほか、読取り権限の

ある User メモリファイルを読み込むことができる。Untraceable 権限のないインテロゲータは、トレ

ース不能隠蔽の状態でない部分の EPC メモリと TID メモリのほか、User メモリがトレース不能隠蔽

の状態でなければ、読取り権限のある User メモリファイルを読み込むことができる。 

 

表 6.21：Tag のキル処理の条件 

Tag の認証キル

サポート 

キル 

パスワード 

キルパスワードの 

ロック 

Tag の 

キル可否 
方法 

なし 
ゼロ 

恒久的ロック 不可 – 

ロック、アンロック、

恒久的アンロック 
可 

非ゼロのキルパスワードを書き込んで Kill コマンド。キルパスワードがロッ

ク状態の場合、アクセスパスワードが非ゼロならば、アクセスして新しいキ

ルパスワードを書き込み 

非ゼロ すべて 可 Kill コマンドとキルパスワード 

あり 

(少なくとも鍵

の 1 つが 

AuthKill=1) 

ゼロ 

恒久的ロック 可 インテロゲータを認証して認証キル 

ロック、アンロック、

恒久的アンロック 
可 

インテロゲータを認証して認証キル、または非ゼロのキルパスワードを書き

込んで Kill コマンド。キルパスワードがロック状態の場合、アクセスパスワ

ードが非ゼロならば、アクセスして新しいキルパスワードを書き込み 

非ゼロ すべて 可 インテロゲータを認証して認証キル、または Kill コマンドとキルパスワード 

 

 Write、BlockWrite、BlockErase コマンドは、インテロゲータから Tag メモリの一部に書込みや消去

をする。インテロゲータから Tag メモリに書込み／消去ができるステートと権限については、表 6.24、

表 6.25、表 6.27 に記載している。 

 

 Lock、BlockPermalock コマンドは、インテロゲータから Tag メモリの一部を、可逆的または恒久的

に書込み可能または書込み不可に設定することができる。EPC メモリバンク、TID メモリバンク、File_0、

そしてアクセスパスワードとキルパスワードは、書込みのアンロック、恒久的アンロック、ロック、恒

久的ロックなどができる。File_0 と File_N（N>0）のブロックも、書込みをアンロックか恒久的ロック

にすることができる。Untraceable は、恒久的ロック状態のメモリに書き込むことができる唯一のコマン

ドだが、書込みは EPC メモリの L ビットと U ビットに限られる（第 6.3.2.12.3.16 項を参照のこと）。 

 

 Access コマンドは、インテロゲータから、オープンステートの Tag をセキュアステートに遷移させ

ることができる。遷移は、多段階の手続きで行い、第 6.3.2.12.3.6 項で述べ、図 6.26 に示している。

この中でインテロゲータは、2 回の Access コマンドを Tag に続けて送る。1 つ目の Access コマン

ドには、アクセスパスワードの前半を入れ、2 つ目の Access コマンドには後半を入れる。正しいアク

セスパスワードを使った、適切な形式の Access コマンドシーケンスを受けると、Tag はセキュアステ

ートに移る。 

 

 Untraceable コマンドは、Untraceable 権限のあるインテロゲータから（表 6.22 および表 6.23 を参

照のこと）、Tag に対して（a）StoredPC の L ビット列と XPC_W1 の U ビットの上書き、（b）

Untraceable 権限のないインテロゲータからのメモリの一部の隠蔽、および／または（c）通信レンジの

低減、を指示することができる。インテロゲータは、XPC_W1 の U ビットを使って（サポートされて

いる場合）、Tag がメモリを隠蔽していること、および／または通信レンジを低減していること（総称し

て「トレース不能」）を示すことができる。トレース不能の Tag は、コマンド応答と状態機械の観点か

らは、トレース可能の Tag と同じ挙動をするが、メモリの一部が存在しないかのように、および／また

は感度が低下しているかのように振る舞う。トレース不能の Tag は、隠蔽したメモリを消去するのでは

ない。Untraceable 権限のあるインテロゲータは、トレース不能隠蔽メモリを、すべてのインテロゲータ

にあらためて公開したり、通信レンジを最大能力に戻したりすることができる。またインテロゲータは、

後から L ビットと U ビットをあらためて上書きすることもできる。 
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 Kill コマンドは、インテロゲータから Tag をキルすることができる。Tag のキルパスワードがゼロで

なければ、インテロゲータは図 6.24 に示すパスワードによる多段階の Kill コマンドシーケンスを使っ

て、Tag をキルすることができる。Tag が認証キルをサポートしているならば、AuthKill 権限のある鍵

（表 6.23 を参照のこと）を使って認証したインテロゲータは、Tag のキルパスワードの値に関係なく

（ゼロでも非ゼロでも）、図 6.24 に示す短縮された認証キルプロセスによって、Tag をキルすることが

できる。キルパスワードを実装していない Tag と、キルパスワードがゼロの Tag は、認証キルプロセ

スでしかキルできない。Kill の処理が正しく行われると、Tag はオープンステートまたはセキュアステ

ートからキルステートに移る。キルを実行した Tag は、その後はインテロゲータに応答しない。 

 

 Tag が不正にキルされる危険を小さくするために、当プロトコルでは、キル可能の Tag は、（1）一意

のキルパスワードを持たせること、または（2）キルパスワードをゼロ値で恒久的にロックして認証キル

を使うこと、を推奨する。当プロトコルでは、ゼロ値のアクセスパスワードを避けることも推奨する。 

 

 XPC_W1 の K フラグは、Tag がキル可能かどうかを示す。表 6.21 に示すように、コマンド送信に

よる Tag のキルがいっさいできないのは、Tag がゼロ値に恒久的にロックされたキルパスワードを持っ

ていて、かつ認証キルをサポートしていないか、またはどの鍵にも AuthKill 権限を与えていない場合だ

けである。 

 

 Write、Kill、Access コマンドは、インテロゲータから Tag に送る 16 ビットワード（データまたは

パスワードの半分）に、1 回限り暗号のリンクカバーコーディングを使って、次のように送信ワードを

暗号化する。 

手順 1：インテロゲータが Req_RN を発行する。これに対し、Tag は新たな RN16 を後方散乱し

て応答する。次にインテロゲータは、伝送する 16 ビットワードに、この新たな RN16 で最上位ビ

ットからビットごとの EXOR 演算をして 16 ビットの列を生成し、このビット列をパラメータに

してコマンドを発行する。 

手順 2：Tag は、受信した 16 ビット列に、元の RN16 でビットごとの EXOR 演算を行って、16 

ビットワードを復号する。 

 データまたは半分のパスワードにカバーコーディングを施してコマンドを発行したインテロゲータが、

Tag から応答を受信できなかった場合、同じコマンドをそのまま再発行してもよい。インテロゲータが、

データまたは半分のパスワードを変えてコマンドを発行する場合は、Req_RN を発行して新たな RN16 

を取得し、その RN16 を使ってカバーコーディングをする。 

 

 BlockWrite コマンドは、複数の 16 ビットワードをインテロゲータから Tag に送る（第 6.3.2.12.3.7 

項を参照のこと）。Write と違って BlockWrite は、リンクカバーコーディングを使わない。 

 

 Access コマンドはパスワードを使うが、Access コマンドシーケンスによって暗号法的な安全性は確

保されない。Tag もインテロゲータも、Access コマンドシーケンスを実行しても、自身が認証されたと

は見なさない。Tag とインテロゲータが、自身が認証されたと見なすのは、暗号スィートに従った暗号

法による認証の実行によってのみである。 

 

6.3.2.11.2 セキュリティ アクセスコマンド 

 セキュリティ アクセスコマンドにあたるのは、Authenticate、SecureComm、AuthComm、KeyUpdate、

TagPrivilege である。すべて任意である。Tag は、任意のコアコマンドやファイル管理をサポートして

いるかどうかに関係なく、これらのコマンドを実装してよい。いくつかのコマンドは、事前の認証を必

要とする。 

 

 Authenticate コマンドでは、コマンドの CSI で指定する暗号スィートの Tag での実装内容に応じて、

Tag 認証、インテロゲータ認証、相互認証を実装することができる。認証では、セッション鍵の導出や、
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その後の通信のためのパラメータ交換なども行う。暗号スィートに応じて、Authenticate コマンドの 

Message フィールドには、KeyID や、認証の種類のほか、多段階認証では認証シーケンスのステップ番

号などが入る。 

 

 AuthComm コマンドでは、認証された R=>T 通信を行う。表 6.28 に、AuthComm によるカプセル

化を、インテロゲータが任意で、認証されたインテロゲータが必須で行うコマンドをまとめている。

AuthComm は、先行する Challenge または Authenticate の CSI で指定された暗号スィートに従って、

通信の保護をする。 

 

 SecureComm コマンドでは、セキュアな R=>T 通信を行う。表 6.28 に、SecureComm によるカプ

セル化を、インテロゲータが任意で、認証されたインテロゲータが必須で行うコマンドをまとめている。

SecureComm は、先行する Challenge または Authenticate の CSI で指定された暗号スィートに従っ

て、通信の保護をする。 

 

 SecureComm は、AuthComm よりも、強靭なセキュリティをもたらすために構成されており、

AuthComm は、簡略な Tag 処理による高速性を考えて構成されている。当プロトコルでは、インテロ

ゲータは Tag との認証されたやり取りの中で、SecureComm コマンドと、AuthComm コマンドを混ぜ

合わせないことを推奨する。 

 

 KeyUpdate コマンドは、認証されたインテロゲータから、鍵の書込みまたは変更をする。Tag は、新

しい鍵の書込みに失敗した場合、前に格納していた鍵に戻る。インテロゲータは、認証に用いた鍵を、

KeyUpdate を使って変えることができる。インテロゲータが CryptoSuperuser 権限を持つ場合は（表 

6.23 を参照のこと）、その暗号スィートに入った別の鍵の値を変えることもできる。暗号スィートによ

っては、鍵の更新の時点と可否について、当プロトコルの規定を超える制約が加わることがある。 

 

 TagPrivilege コマンドは、インテロゲータから、権限の読取りまたは修正をする。アクセスパスワー

ドの権限は表 6.22 に、鍵の権限は表 6.23 に示している。Tag が TagPrivilege を実行するかどうかは、

インテロゲータがアクセスまたは認証の際に送った、アクセスパスワードまたは鍵の持つ権限レベルに

依存する。 

 

 Tag がサポートする暗号スィートの数はいくつでもよく、サポートしなくてもよい。暗号スィートは、

暗号アルゴリズムと暗号機能を、Tag とインテロゲータがどのように実現するかを決める。Tag 製造者

が、Tag のサポートする暗号スィートの数と種類を選び、この割振りは、使用現場で変更できないよう

にする。インテロゲータは、Challenge または Authenticate コマンドの CSI フィールドを使って、実

装している暗号スィートから 1 つを選ぶ。 

 

 Tag は、256 個までの鍵をサポートでき、Key_0 から Key_255 の番号を振る。Tag 製造者が、用意

する鍵の数を選び、それらを各暗号スィートに割り振る。この割振りは、使用現場で変更できないよう

にする。別の暗号スィートで用いる鍵であっても、鍵の番号に重複は許されない。Tag は、鍵をメモリ

のどこに格納しているかを知らせず、インテロゲータがそのメモリ位置を読み込むことも許さない。 

 

 暗号スィートの機能とセキュリティは、それぞれ異なるが、当プロトコルでは、一部の暗号スィート

は Tag 認証のみを実行し、ほかの暗号スィートはインテロゲータ認証や相互認証を実行するといったこ

とを想定している。 

 

 Untraceable コマンドをサポートする Tag は、表 6.22 に示す Tag 権限を用意する。暗号スィート

をサポートする Tag は、表 6.23 に示す Tag 権限を用意する。 

 

 TagPrivilege コマンドの Privileges フィールドは 16 ビットの長さを持ち、各ビットがそれぞれの 
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Tag 権限に対応している。表 6.22 と表 6.23 の権限 12 – 15 は、当プロトコルで割り振っている。権

限 8 – 11 は、アクセスパスワードでは RFU であり（表 6.22）、鍵ではすべて暗号スィートが割り振る

（表 6.23）。権限 4 – 7 は、どれも RFU である。権限 0 – 3 は Tag 製造者が割り振り、当プロトコ

ルでは規定しない。 

 

 表 6.22 と表 6.23 で示している各ラベルは、次のように定義する。 

 Privilege Name：Tag 権限の名称 

 Bit Assignment：Privileges フィールド内の、各権限のビット位置。最上位ビットが先頭になる

（TagPrivilege コマンドでも Tag 応答でも、ビット 15 が Privileges フィールドの先頭ビッ

ト）。 

 Privilege：Tag が権限を付与するかどうか。12 はアサートで、権限を付与する。02 はディアサ

ートで、権限を与えない。 

 CryptoSuperuser：Tag が鍵に、暗号スーパーユーザ権限を付与するかどうか。CryptoSuperuser 

= 1 ならば、Tag は鍵に暗号スーパーユーザ権限を付与し、CryptoSuperuser = 0 ならば、Tag 

は権限を与えない。暗号スーパーユーザ権限については、後の記述を参照のこと。 

 AuthKill：Tag が鍵に、認証キル権限を付与するかどうか。AuthKill = 1 ならば、Tag は鍵に認

証キル権限を付与し、AuthKill = 0 ならば、Tag は権限を与えない。 

 Untraceable：そのアクセスパスワードまたは鍵を送ったインテロゲータからの Untraceable コ

マンドを、Tag が実行するかどうか、およびトレース不能隠蔽メモリを、そのインテロゲータに

開示するかどうか。Untraceable = 1 ならば、Tag は権限を付与し、Untraceable = 0 ならば、

Tag は権限を与えない。 

 DecFilePriv：そのアクセスパスワードまたは鍵を送ったインテロゲータからの FilePrivilege コ

マンドが、ファイル権限を下げることを、Tag が許すかどうか。表 6.22 で DecFilePriv = 1 の

場合、Tag は、アクセスパスワードを送ったインテロゲータが、オープンステートおよびアクセ

スパスワードのファイル権限を下げることを許す。表 6.23 で DecFilePriv = 1 の場合、Tag は、

その鍵を送ったインテロゲータが、オープンステートおよびその鍵のファイル権限を下げること

を許す。DecFilePriv = 0 ならば、Tag はそれぞれの権限を与えない。 

 KeyProperty_N：鍵が属する暗号スィートで規定される 4 つの鍵プロパティ（N = 1, 2, 3, 4） 

 Custom：Tag 製造者が規定する 4 つの鍵プロパティ（N = 1, 2, 3, 4） 

 TagPrivilege コマンドを実装する Tag は、暗号スィートの暗号スーパーユーザとして認証したインテ

ロゲータに、次のことを認める。 

 自身の鍵を含めて、その暗号スィートのいずれかの鍵の値を、KeyUpdate を使って変更する。 

 自身の鍵を含めて、その暗号スィートのいずれかの鍵の権限（表 6.23 の値）を読み取る／変更

する。 

 Tag は、暗号スーパーユーザとして認証していないインテロゲータには、次のことを認めない。 

 自身が認証に使った鍵を除いて、いずれかの鍵の値を変更する。 

 自身が認証に使った鍵を除いて、いずれかの鍵の権限（表 6.23 の値）を読み取る／変更する。 

 自身が認証に使った鍵の、ディアサートされている権限（表 6.23 の値）をアサートする。 

 TagPrivilege コマンドをサポートする Tag は、アクセスパスワード（ゼロ値でもよい）または鍵を送

ったインテロゲータには、CryptoSuperuser 値に関係なく、それぞれアクセスパスワードまたはその鍵

について権限をディアサートすることを認める。 

 

 ディアサートされている権限をアサートできるのは、暗号スーパーユーザだけである。アクセスパス
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ワードに暗号スーパーユーザはないので、アクセスパスワードの権限をいったんディアサートすると、

アサートして戻すことはできない。 

 

 Tag 製造者は、一部の Tag 権限を恒久的に変更不可にしてよい。その場合これらの Tag 権限は、暗

号スーパーユーザでも変更できない。Tag は、変更できない Tag 権限値を変えようとする TagPrivilege 

コマンドを受け取ると、TagPrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱

う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 Tag が TagPrivilege コマンドをサポートする場合、当プロトコルでは、Tag 製造者が、Tag のサポー

トする暗号スィートごとに、暗号スーパーユーザ権限を持った非ゼロ値の鍵を、少なくとも 1 つ用意す

ることを推奨する。 

 

表 6.22：アクセスパスワードの Tag 権限 
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表 6.23：暗号スィートの Tag 権限 

 
注意 1：鍵は、それぞれ 1 つの暗号スィートに割り振る。 

 

 暗号スィートは、次の事柄の判定と、判定する時点を規定する。 

 Tag がインテロゲータを認証されたと見なす。 

 インテロゲータが、Tag を認証されたと見なす。 

 暗号スィートは、次のことも規定する。 

 Tag が、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う暗号法上の条件 

 Tag を、オープンステートまたはセキュアステートから調停ステートに遷移させる暗号法上のエ

ラー 

 インテロゲータ認証が成功すると、オープンステートの Tag はセキュアステートへ移る。すでにセキ

ュアステートにあった Tag は、セキュアステートのまま変わらない。認証されたインテロゲータは、そ

の後のコマンドのうち、表 6.28 で “Encapsulation”–“Mandatory”に指定されているものを、すべ

て AuthComm または SecureComm でカプセル化する。Tag は、認証されたインテロゲータから、そ

のようなコマンドをカプセル化せずに受け取った場合、コマンドを実行せずに、コマンドのパラメータ

を非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 認証されたインテロゲータがその認証を失うと、Tag はオープンステートに戻り、暗号エンジンをリ

セットして、オープンステートのファイル権限になる（後述を参照のこと）。インテロゲータが認証を

失う理由は、さまざまに考えられる。たとえば、Tag が Handle の正しくないセキュリティ アクセスコ

マンドを受け取る、Tag が無効なコマンドを受け取る、あるいはインテロゲータが新たに認証を始める

など。インテロゲータが認証を失った結果、ゼロ値のアクセスパスワードを持った Tag が、オープンス

テートになることがある。この場合、インテロゲータから、ゼロ値のアクセスパスワードで Access コ

マンドシーケンスを行って、Tag を セキュアステートに戻すことができる（ただしインテロゲータは、

認証されていないままである。インテロゲータは、Authenticate コマンドまたは Authenticate コマンド

シーケンスの成功によってのみ認証される）。 
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 認証されていないインテロゲータは、認証されているオープンステートまたはセキュアステートの 

Tag に、AuthComm または SecureComm を出すことができる。Tag が前もって Challenge または 

Authenticate コマンドで認証されていなかった場合、Tag はコマンドを実行せずに、コマンドのパラメ

ータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 暗号スィートからの条件によって、Tag がオープンステートまたはセキュアステートから調停ステー

トに遷移する場合、Tag は、（i）インベントリ済フラグの値を変えない。そして（ii）暗号エンジンを

リセットする。 

 

6.3.2.11.3 ファイル管理アクセスコマンド 

 ファイル管理アクセスコマンドにあたるのは、FileOpen、FileList、FileSetup、FilePrivilege である。

すべて任意である。File_N、N>0 をサポートする Tag は、FileOpen を実装する。さらに FileList、

FileSetup、FilePrivilege を実装してもよい。Tag は、任意のコアコマンドや暗号セキュリティをサポー

トしているかどうかに関係なく、これらのコマンドを実装してよい。 

 

 Tag は、User メモリにいくつかのファイルを実装してよい。Tag が実装するファイルが 1 個だけの

ときは、そのファイルを File_0 とする。User メモリを持つ Tag は、最初にオープンステートまたは

セキュアステートに入ったときに、File_0 を開く。複数のファイルを実装している Tag は、その後 

File_0 を閉じて、別のファイルを開くことができる。Tag が一度に開いておくことのできるファイルは、

1 つだけである。アクセスコマンドは、すべて現在開いているファイルを対象にする。 

 

 各ファイルは、8 ビットの FileType と、10 ビットの FileNum を持たせる。 

 Tag 製造者は、Tag がサポートする各ファイルに、あらかじめ FileType を割り振っておく。

FileType = 00h は、現在ファイルタイプが割り振られていないことを示す。Tag が FileSetup コ

マンドをサポートしている場合は、FileSetup を使って FileType を使用現場で変更することがで

きる。 

 Tag 製造者は、Tag がサポートする各ファイルに、あらかじめ一意の FileNum を割り振ってお

く。FileNum を使用現場で変えることはできない。Tag は、最大 1023 個のファイルをサポート

でき、0 から 1022（00000000002 – 11111111102）までの番号を振る。ファイルのサイズは、そ

れぞれ違っていてもよい（ゼロサイズを含む）。FileNum = 00000000002 は、User メモリのベー

スファイル（File_0）に確保している。FileNum = 11111111112 は RFU とする。当プロトコルで

は、Tag 製造者がファイルに連続した付番をすることを推奨するが、必須ではない。 

 FileOpen コマンドは、インテロゲータからファイルを開くことができる。Tag は、FileOpen を受け

取ると、現在開いているファイルを閉じ、新しいファイルの先頭アドレスを User メモリの 00h に対応

させて、新しいファイルを開く。その後インテロゲータは、Tag のステート、およびインテロゲータの

認証の有無と内容に応じて、新しく開いたファイルに対して読出し、書込み、消去、ブロックのパーマ

ロック、サイズ変更、権限の変更などができる。 

 

 FileList コマンドは、インテロゲータから、1 つまたは複数のファイルについて、存在の有無、サイズ、

属性、そしてインテロゲータが持つ権限を調べることができる。 

 

 FileSetup コマンドは、インテロゲータから、現在開いているファイルに対して、ファイルタイプの変

更や、サイズの変更ができる。ファイルサイズの変更は、ダイナミック Tag（後述を参照のこと）の場

合に限る。 
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 FilePrivilege コマンドは、現在開いているファイルがオープンステート、アクセスパスワード、また

は鍵に対して認める権限を（後述を参照のこと）、インテロゲータから読み取る／変更することができる。 

 

 Tag 製造者は、全ファイルをあらかじめ作成しておく。ファイルの数を、使用現場で変えることはで

きない。当プロトコルでは、メモリアロケーション機能の違いによって、次のようにスタティックおよ

びダイナミックの 2 種類の Tag を定義している。 

スタティック：スタティック Tag は、製造者があらかじめ User メモリを、すべてファイルにアロ

ケートしておく。スタティック Tag は、ファイルの FileType は変えることができるが、サイズ変

更はできない。 

ダイナミック：ダイナミック Tag は、製造者が あらかじめファイルにアロケートしておく User メ

モリの量が自由であり、アロケートしておかなくてもよい。ダイナミック Tag では、ファイルスー

パーユーザの権限のあるインテロゲータから、ファイルのサイズ変更ができる。 

 Tag が FileType と FileNum のデータを、どこに格納しておくかは製造者が決め、それが望ましいな

らば、読出し可能な部分のメモリでもよい。その場所に関係なく、Tag は、インテロゲータが FileSetup 

以外のコマンドでファイルタイプを変更することを許さず、どんな方法でも、インテロゲータが FileNum 

を変えることは許さない。 

 

 ファイルのサイズは、最小値ゼロから最大値 1022 ブロックまでの大きさをとる。FileSize パラメー

タを持つコマンドは、10 ビットでゼロから 1022 ブロックまでのサイズを指定する（00000000002 – 

11111111102）。11111111112 の FileSize は RFU とする。 

 

 ブロックのサイズは、1 から 1024 ワードまでの大きさをとる。Tag 製造者は、あらかじめ 1 個の

固定した変更できないブロックサイズを決めておき、これをすべてのファイルアロケーションのほか、

BlockPermalock コマンドに用いる。Tag 製造者は、1024 ワードを超えるブロックサイズを用いない。

BlockSize 値を返す Tag 応答は、10 ビットを使って 1（00000000002）から 1024（11111111112）ワ

ードまでのサイズを示す。BlockSize に RFU 値はない。 

 

 当プロトコルでは、0 から 16,744,448 ビットまでのファイルサイズを許している（最大 FileSize = 

1022 ブロック、最大 BlockSize = 1024 ワード、ワード = 16 ビット）。 

 

 File_0 をサポートする Tag は、表 6.24 に示すファイル権限を用意する。File_N、N>0 をサポート

する Tag は、表 6.25 に示すファイル権限も用意する。それぞれのファイルには、オープンステート、

アクセスパスワードのセキュアステート、そして各鍵のセキュアステートについて、次のように 4 ビッ

トずつの権限値を持たせる。 

オープンステート：各ファイルは、4 ビットのオープンステート権限を持つ。Tag に M 個のファ

イルがある場合、各ファイルに 1 つずつで、M 個の 4 ビットオープンステートファイル権限を実

装する。 

アクセスパスワード（セキュアステート）：各ファイルは、アクセスパスワードに 4 ビットの権限

値を 1 つ持つ（アクセスパスワードがゼロ値のときも同様）。Tag に M 個のファイルがある場合、

各ファイルに 1 つずつで、M 個の 4 ビットセキュアステート・アクセスパスワードファイル権限

を実装する。 

鍵（セキュアステート）：各ファイルは、Tag が実装する鍵ごとに 4 ビットの権限値を持つ。Tag 

に M 個のファイルと N 個の鍵がある場合、M × N 個の 4 ビットセキュアステート鍵ファイル権

限を実装する。 

 これらを合わせると、N 個の鍵と M 個のファイルを持った Tag は、(2 + N) × M 個の独立した 4 ビ

ット権限値を用意することになる。例を挙げると、N = 2 個の鍵と File_0、File_1、File_2 を実装する Tag 
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の場合、4 × 3 = 12 個の 4 ビット権限値を備える。 

 

 FilePrivilege コマンドは、表 6.24 と表 6.25 の権限値 00002 – 00112 および 11002 – 11112 を割り

振ることができる。製造者で定義する権限を実装しない Tag の場合は、4 ビットの権限値のうち格納し

ておくのは下位 2 ビットだけでもよいが、それでもやり取りでは、すべて 4 ビット値を使う。このよ

うにしたときに、インテロゲータが、どちらかの上位ビットがゼロでない 4 ビット権限値を送ってきた

場合、Tag は FilePrivilege コマンドを実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う

（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 表 6.24 または表 6.25 で、セキュアステートファイル権限に 00112 を持つアクセスパスワードや鍵

を、そのファイルのスーパーユーザと定義する。 

 

 Tag は、ファイルスーパーユーザとしてアクセスまたは認証したインテロゲータに、次のことを認め

る。 

 FilePrivilege コマンドを使って、現在開いているファイルで、オープンステート、アクセスパス

ワード、およびいずれかの鍵（自身の鍵を含み、どの暗号スィートの鍵かに関係なく）の、4 ビ

ット権限を読み取る／新しい値を割り振る。 

 FileSetup コマンドを使って、現在開いているファイルの FileType を変える。スタティック Tag 

でもダイナミック Tag でもよい。 

 FileSetup コマンドを使って、現在開いているファイルのサイズを変える。ただしファイルに恒

久的ロックまたは恒久的アンロックの状態のメモリがなく、かつダイナミック Tag の場合のみ。 

 Tag は、ファイルスーパーユーザとしてアクセスまたは認証していないインテロゲータには、次のこ

とを認めない。 

 現在開いているファイルで、オープンステートの 4 ビット権限を読み取る／割り振る。 

 現在開いているファイルで、アクセスパスワードまたはいずれかの鍵（自身がセキュアステート

に入るために用いたものを除く）の 4 ビット権限を読み取る／割り振る。 

 現在開いているファイルで、アクセスパスワードまたはいずれかの鍵の権限を高める（表 6.24 ま

たは表 6.25 で見て、下側の行に移る）。 

 Tag がセキュアステートに入るときに用いたアクセスパスワードまたは鍵が、DecFilePriv = 1 になっ

ている場合（表 6.22 および表 6.23 を参照のこと）、Tag は現在開いているファイルで、このアクセス

パスワードまたは鍵の権限をインテロゲータが下げることを許す（表 6.24 または表 6.25 で見て、上側

の行に移る）。つまり DecFilePriv = 1 ならば、インテロゲータから FilePrivilege コマンドを使って、

現在開いているファイルで、Tag がセキュアステートに移るときに用いたアクセスパスワードまたは鍵

について、00112 権限は 00102、00012、または 00002 に、00102 権限は 00012、または 00002 に、

あるいは 00012 権限は 00002 に下げることを Tag に指示できる。 
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表 6.24：File_0 の権限 

 

凡例： = 権限により許可、× 権限により不許可、L = メモリバンク／ブロックのロックとブロックパーマロックの状態により許可、P = 

パスワードまたは鍵の DecFilePriv により許可、D = ステートによりコマンド不許可 

注意 1：このセキュアステート権限 0011 は File_0 のスーパーユーザ 

 

表 6.25：File_N（N>0）の権限 

 

凡例： = 権限により許可、× 権限により不許可、L = メモリブロックのブロックパーマロックの状態により許可、P = パスワードまた

は鍵の DecFilePriv により許可、D = ステートによりコマンド不許可 

注意 1：このセキュアステート権限 0011 は File_N、N>0 のスーパーユーザ 
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表 6.26：ファイルサイズ変更の可否 

 

 

表 6.27：アクセスコマンドと実行できる Tag ステート 

 

 

 Tag 製造者は、Tag に想定する用途の要請に応じて、オープンステート、アクセスパスワード、また

は鍵にファイル権限を割り振ることができる。Tag 製造者は、アクセスパスワードまたはいずれかの鍵

には、ファイルスーパーユーザ権限を割り振ることができる。Tag 製造者が、ゼロ値のアクセスパスワ
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ードや鍵に、ファイルスーパーユーザ権限を割り振ることは、当プロトコルでは推奨しないが、Tag 製

造者がそうすることを禁じてはいない。 

 

 先に記載したように、Tag は、最初にオープンステートまたはセキュアステートに入ったときに、File_0 

を開く。その後、権限レベルが 00002 の別のファイルをインテロゲータが開くと、Tag は、インテロゲ

ータに何のファイル権限も与えずにファイルを開くことになる。 

 

 表 6.24 と表 6.25 では、いくつかの権限欄が“×”（権限により不許可）になっている。Read が“×”

の権限値の場合、Tag はそのメモリ位置が存在しないかのように振る舞う。Write、BlockWrite、BlockErase 

が“×”の場合は、Tag はそのメモリ位置がパーマロック状態にあるかのように振る舞う。Lock、

BlockPermalock が“×”ならば、Tag は、メモリ位置がロックもアンロックもできないかのように振る

舞う。FilePrivilege または FileSetup が“×”の場合、Tag はインテロゲータに十分な権限がないかのよ

うに振る舞う。Tag が BlockPermalock コマンドを実装する際は、全ファイルで BlockPermalock コマ

ンドをサポートする。 

 

 User メモリがトレース不能隠蔽の状態にある Tag は、Untraceable 権限をアサートしているインテ

ロゲータ（表 6.22 および表  6.23 を参照のこと）から出された FileOpen、FileList、FileSetup、

FilePrivilege しか実行せず、インテロゲータが Untraceable 権限をディアサートしていれば、これらの

コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

 Tag は、メモリ上でパーマロックされた部分に、消去や上書きを許さない。ただし、Untraceable 権

限のあるインテロゲータは、EPC メモリの L ビットおよび U ビットを上書きすることができる。 

 

 ダイナミック Tag は、状況に応じてファイルのサイズ変更を許す。Tag がサイズ変更を認めるかどう

かは、Tag が FileSetup コマンドを受け入れるかどうか（権限とステートに依存）、サイズ変更のための

空きメモリが Tag にあるかどうか、そしてパーマロックまたはパーマアンロックされたファイルやブロ

ックが含まれていないか、によって変わる。表 6.26 を参照のこと。 

 

6.3.2.12 インテロゲータコマンドと Tag 応答 

 インテロゲータから Tag へのコマンドには、表 6.28 に示すようなコマンドコード、プロテクト、お

よびパラメータを用いる。 

 QueryRep および ACK には、02 で開始する 2 ビットのコマンドコードを持たせる。 

 Query、QueryAdjust、および Select には、102 で開始する 4 ビットのコマンドコードを持たせ

る。 

 その他のリンクスループットに敏感なコマンドには、1102 で開始する 8 ビットのコマンドコー

ドを持たせる。 

 その他のリンクスループットに敏感でないコマンドには、11102 で開始する 16 ビットのコマン

ドコードを持たせる。 

 QueryRep、ACK、Query、QueryAdjust、および NAK には、表 6.28 で示す一意のコマンド長

を設けている。その他のコマンドが、これらの長さを持つことはない。これらのコマンドを正し

くない長さで受信すると、Tag はそのコマンドを無効として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 Query は 表 6.12 に示す CRC-5 によりプロテクトする。詳細については、資料 F で述べてい

る。 

 Select、Req_RN、Read、Write、Kill、Lock、Access、BlockWrite、BlockErase、BlockPermalock、

Authenticate、SecureComm、AuthComm、KeyUpdate、ReadBuffer、Challenge、Untraceable、
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FileOpen、FileList、FilePrivilege、FileSetup、および TagPrivilege は、第 6.3.1.5 項で定義する 

CRC-16 によりプロテクトする。詳細については、資料 F で述べている。 

 R=>T コマンドは、第 6.3.1.2.8 項で述べる、プリアンブルまたはフレーム同期によって開始す

る。プリアンブルまたはフレーム同期は、表 6.28 で定めるコマンドコード長には含まれない。 

 異常のあるコマンドを受け取った Tag の挙動は、異常のタイプと Tag のステートによって決ま

る。資料 B および 資料 C で、ステートごとに異常のタイプを規定している。全体として、異

常は（1）非サポートのパラメータ、（2）正しくない Handle、（3）不適切、（4）無効、に分

かれる。なお暗号スィートによっては、異常なコマンドを受け取ると、Tag は暗号エンジンをリ

セットして、ステートを遷移することがある。 
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表 6.28：インテロゲータコマンド 

 
注意 1：認証 Kill は、SecureComm または AuthComm でカプセル化する。パスワードによる Kill はカプセル化しない。 

注意 2：“yes”のコマンドは、SecureComm または AuthComm で適宜カプセル化してよい。 

注意 3：認証されたインテロゲータは、“yes”のコマンドを必ず SecureComm または AuthComm でカプセル化する。 

注意 4：File_N、N>0 をサポートしている Tag については、FileOpen は必須である。 
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6.3.2.12.1 選択コマンド 

 選択コマンドに含まれるのは Select コマンドと Challenge である。 

6.3.2.12.1.1 Select（必須） 

 インテロゲータと Tag は、表 6.29 に示す Select コマンドを実装する。インテロゲータから Select 

を使用すると、ユーザが定義する規準に基づいて特定の Tag 群を選択することができる。その際、和（U）、

積（∩）、否定（~）を使って Tag を切り分けることができる。U および∩ の演算は、複数の Select コ

マンドを続けて出すことで行う。Select は、Tag で 4 セッションすべてに適用される SL フラグをア

サートまたはディアサートする一方、4 セッションのうち 1 セッションでインベントリ済フラグを A 

または B に設定することができる。Tag は、キルステートを除く全ステートで Select を実行する。

Select は、次のパラメータをインテロゲータから Tag に渡す。 

 Target は、Selectが、Tag の SL フラグまたはインベントリ済フラグのどちらを変更するかを

指定する。インベントリ済フラグの場合はさらに、4 セッションのうちどのセッションが対象か

を指定する。SL を変更する Selectは、インベントリ済フラグを変更できず、その逆も同様であ

る。Tag は、Target が 1012、1102、あるいは 1112 の Select コマンドを無視する。 

 Action は、Tag に表 6.30 に示す動作を行わせ、条件に一致する Tag と不一致の Tag に、SL 

のアサート／ディアサート、あるいはインベントリ済フラグの A/B への設定などをさせる。

MemBank、Pointer、Length、および Mask のフィールドの内容に整合する Tag を、一致する

と見なす。これらのフィールドの内容に整合しない Tag を、不一致と見なす。Tag が一致する

か不一致かの判定をする条件を、MemBank、Pointer、Length、および Mask の各フィールドで

指定する。 

 MemBank は、Tag が Mask をどのように適用するかを指定する。MemBank = 002 ならば、Tag 

は、FileType が Mask に一致するファイルがないかを探す。MemBank = 012、102、112 ならば、

Tag は Mask を、それぞれ EPC メモリバンク、TID メモリバンク、File_0 に適用する。1 回

の Select で、1 つの FileType またはメモリバンクを指定する。その次の Select では、異なる

ファイルタイプまたはバンクを指定してよい。 

 Pointer は、Mask と対照するビットアドレスの先頭を指定する。Pointer には、EBV 形式を使

い（資料 A を参照のこと）、ビットアドレス（ワードではない）で指定する。MemBank = 002 な

らば、インテロゲータは Pointer を 00h に設定する。MemBank = 002 で Pointer 値が非ゼロの 

Select を受け取ると、Tag は Select を無視する。 

 Length は、Mask の長さを指定する。Length は 8 ビットであり、0 から 255 ビットの長さの 

Mask が許される。MemBank = 002 ならば、インテロゲータは Length を 000010002 に設定す

る。MemBank = 002 で Length が 000010002 でない Select を受け取ると、Tag は Select を

無視する。 

 Mask は、FileType（MemBank = 002 の場合）、または Pointer から始まって Length ビット後

に終わるメモリ範囲と比較するビット列（MemBank <> 002 の場合）のどちらかである。トレー

ス不能の Tag は、MemBank = 002 で User メモリがトレース可能の場合、または MemBank <> 

002 で Mask がトレース可能なビット列だけを対象にする場合に Select を処理する。Tag は、

トレース不能隠蔽メモリを Mask に含んだ Select を、不一致として取り扱う。 

o MemBank = 002：指定の FileType のファイルが Tag にあれば、Tag は一致である。Tag が

ファイルをサポートしていない場合、または指定の FileType のファイルがない場合、Tag は

不一致である。 

o MemBank <> 002：Mask が、Pointer と Length で指定されるビット列と一致すれば、Tag 

は一致である。Pointer と Length が、存在しないメモリ範囲を指していれば、Tag は不一致

である。Length がゼロならば Tag は一致であるが、ただし存在しないメモリ位置を Pointer 

が指している場合、または Truncate = 1 で StoredPC の長さフィールドで指定される EPC 
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の外側を Pointer が指している場合、Tag は不一致である。 

 Truncate は、Tag が後方散乱する応答を、Mask の後に続く部分の EPC ビットに切り詰める

かどうかを示す。インテロゲータが Truncate をアサートし、その後の Query が Sel = 10 また

は Sel = 11 を指定している場合、一致した Tag は ACK に対する応答を、EPC のうち Mask 

に続く部分にトランケートして、その後に PacketCRC を続ける。インテロゲータが Truncate 

をアサートする場合、次のようにする。 

o Query の送信に先立ってインテロゲータから発行する、最後の Select において行う。 

o Select が Target = 1002 にしている場合に限る。 

o Mask が EPC 内で終了する場合に限る。 

 この制約は、インテロゲータが、SL フラグやインベントリ済フラグを対象にして、複数の 

Select コマンドを発行することを妨げるものではない。この制約は、Tag に応答をトランケート

するよう要求するインテロゲータが、最後の Select で Truncate をアサートすること、そして

この最後の Select で SL フラグを対象にすることを求めているだけである。Tag は、最後に受

け取った有効な Select（つまり、無視せず一致したもの、不一致でないもの）に従って、後方散

乱する EPC をトランケートするかどうかを判断する。 

 Tag が Truncate = 1 の Select を受け取った際、 

 Target <> 1002 または MemBank <> 012 であれば、Select を無視する。 

 MemBank = 012 でも、Mask が StoredPC の L ビット列で指定される EPC の外で終わ

るならば、Tag は不一致と見なす。 

 トランケートする Tag 応答は、プリアンブルとトランケートされた応答の間に、5 つのゼロ

（000002）を入れて開始する。具体的には、応答をトランケートする場合 Tag は、000002 を

後方散乱し、それから Mask に続く部分の EPC、そして PacketCRC を続ける。表 6.17 を参

照のこと。 

 Tag は、起動時に Truncate = 0 にする。 

 Mask は EPC の最終ビットで終わってもよい。その場合トランケートする Tag は、000002 

を後方散乱して、PacketCRC を続ける。 

 Mask は  EPC の中で終わらなければならず、トランケートする応答に  XPC_W1 や 

XPC_W2 が含まれることは決してない。 

 Tag は StoredPC および StoredCRC を EPC メモリに格納するので、Select コマンドは、これら

を選択に使うことができる。PacketPC および PacketCRC は、Tag が随時に算出してメモリには格納

しないので、Select コマンドでこれらを選択に使うことはできない。 

 Pointer、Length、および Mask が StoredPC を対象に含んでいる Select コマンドは、やや戸惑う挙

動を見せることがある。具体的には、ACK への Tag 応答が PacketPC を使っていれば、Tag が選択

の一致を示す振舞いをしていても、応答が Mask に一致していないように見えることがある（その逆も

同様）。たとえば、インテロゲータが StoredPC で 001002 の 長さフィールドに一致する Select を送

り、この条件に一致した Tag が、XI をアサートしていた場合、Tag は、ACK に応答する際に、長さ

フィールドを 001012 に増分する。したがって、Tag は一致しているが、後方散乱する PacketPC の長

さフィールドは一致しない見掛けになる。 

 インテロゲータは Select コマンドの前に フレーム同期を入れる（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。

Select をプロテクトする CRC-16 は、最初のコマンドコードビットから Truncate ビットまでについて

計算する。 

 Tag は Select に応答を返さない。 
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表 6.29：Select コマンド 

 
 

表 6.30：Action パラメータに応じた Tag の動作 
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6.3.2.12.1.2 Challenge（任意） 

 インテロゲータと Tag は、Challenge コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.31 に示すよ

うにする。Challenge では、後の認証で用いる暗号処理データを、個々の Tag が前もって算出して格納

しておくことを、インテロゲータから多くの Tag に同時に指示することができる。Challenge コマンド

は、各種の暗号スィートをサポートする汎用性を持たせてある。Tag は、キルステートを除く全ステー

トで Challenge を実行する。Challenge には、以下のフィールドがある。 

 IncRepLen は、Tag が格納する応答に、Length を含めるか省くかを指定する。IncRepLen = 0 な

らば、Tag は格納する応答から Length を省き、IncRepLen = 1 ならば、Tag は格納する応答に 

Length を含める。 

 Immed は、Tag が ACK への応答で、EPC に Response を付け加えることを指定する。Immed 

= 0 ならば、Tag は ACK に応答する際、EPC に Response を付け加えず、Immed = 1 ならば、

ACK に応答する際、Tag は EPC + Response を後方散乱する。 

 CSI は、Tag とインテロゲータが Challenge で使う暗号スィートを選ぶ。 

 Length は、Message のビット長さを示す。 

 Message は、認証に関するパラメータを収める。 

 Challenge を受け取ると、このコマンドを実装している Tag は、スタンバイステートに戻って、C フ

ラグをディアサートする。Tag が CSI をサポートしていて Message を実行できるならば、求められ

た処理を実行し、そうでなければ Message を実行しない。Tag は Challenge に応答を返さない。 

 Challenge には、2 つの RFU ビットがある。インテロゲータは、これを 002 に設定する。RFU ビ

ットがゼロでない Challenge を受け取った Tag は、スタンバイステートに戻り、C フラグをディアサ

ートするが、Message は実行しない。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの Challenge コ

マンドの機能拡張に利用する。 

 インテロゲータは、Challenge コマンドの前に フレーム同期を入れる（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。

Challenge をプロテクトする CRC-16 は、最初のコマンドコードビットから最後の Message ビットま

でについて計算する。 

 Challenge コマンドをサポートする Tag は、セキュリティ（S）インジケータを実装する（第 6.3.2.1.3 

項を参照のこと）。 

 暗号スィートによって、Message のフォーマット、Tag が前もって算出する値、そして Tag が値を

格納するフォーマットなどを規定する。暗号スィートは、Tag に算出できない値があるときに Tag が

どう振る舞うかも規定する。そのほかには、Challenge で前もって算出しておく値から、Tag とインテ

ロゲータがその後どのように認証を実施するかなどの情報、Challenge の処理に成功したときと失敗し

たときの、算出 Result のフォーマットの規定、Tag とインテロゲータが、その後の通信で用いるセッ

ション鍵の導出についての情報、あるいは認証前後の通信に関係する鍵などのパラメータ、その他を収

めることもある。暗号スィートによって規定されるパラメータは、資料 M にまとめている。 

 Challenge を実行した後、Tag はその Response（Result またはエラーコード）を ResponseBuffer に

格納する。IncRepLen = 1 の場合、Tag は、図 6.17 に示すように、Response の Length（ビット数）

も格納する。インテロゲータは、その後 ReadBuffer コマンドを使って Response を読み取ることがで

きる。 

 Tag は、処理の実行と Response の格納を済ませると、C フラグをアサートする。C フラグは、算

出が終わって Response 全体を格納するまではアサートしない。Tag は、（a）その後再び Challenge を

受け取るか、または（b）表 6.20 に示す C フラグのパーシステンス時間を超過すると、C フラグをデ

ィアサートする。前述のように、ResponseBuffer は Length フィールドを収めることがあり、内容は暗

号法の Response のこともエラーコードのこともある。C = 0 のとき、Tag はインテロゲータが 

ResponseBuffer を読み出すことを認めない。 
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 Tag が直近に受け取って正常に処理した Challenge が Immed をアサートしていて、かつ ACK を受

け取ったときに  Tag の C フラグがアサートされていれば、ACK に応答する  Tag は、EPC に 

ResponseBuffer の内容を付け加えて後方散乱する。表 6.17 を参照のこと。図 6.23 も参照のこと。 

 Challenge は、Query の前に使うことができる。Challenge を送られた Tag のうち コマンドと、CSI、

Message をサポートしているものは、いっせいに Result の計算を始める。インテロゲータは、C フラ

グを選択に用いることで、Response を算出して格納している Tag を選んでインベントリ処理を行うこ

とができる。 

 Tag が、Challenge の処理中に、インテロゲータからコマンドを送られた場合、処理を取り止めて（C 

= 0 はそのまま）そのコマンドに移るか、または電力に制約のある環境では起動リセットを実行してよ

い。当プロトコルでは、インテロゲータは、Challenge を送った後、全部の Tag が Result を計算して

格納し、C フラグをアサートするまでの十分な時間だけ、連続波を送り続けることを推奨する。 

 適切に形式を整えた Challenge が送られても、暗号法上のエラーがあった場合、暗号スィートがエラ

ーにセキュリティタイムアウトを要求していれば、Tag はスタンバイステートに戻り、第 6.3.2.5 項で

定めるセキュリティタイムアウトに入る。Challenge に対してセキュリティタイムアウトをサポートし

ている Tag が、タイムアウトの間に Challenge を受け取った場合、スタンバイステートに戻るが、そ

のほかの Challenge の処理は、部分的にもいっさい実行しない。 

 

表 6.31：Challenge コマンド 

 

 

6.3.2.12.2 インベントリコマンド 

 インベントリコマンドには、Query、QueryAdjust、QueryRep、ACK、および NAK が含まれる。 

 

6.3.2.12.2.1 Query（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.32 で示す Query コマンドを実装する。Query は、インベント

リラウンドの開始と指定を行う。Query には、以下のフィールドがある。 

 DR（TRcal 分割比）は、第 6.3.1.2.8 項および表 6.9 で述べる T=>R リンク周波数を設定する。 

 M（記号あたりサイクル数）は、表 6.10 で示す T=>R のデータ伝送速度および変調方式を設定

する。 

 TRext は、第 6.3.1.3.2.2 項および第 6.3.1.3.2.4 項で述べるように、Tag が T=>R プリアンブ

ルの前にパイロットトーンを入れるかどうかを指定する。遅延およびインプロセス応答を使うコ

マンドの Tag 応答は（第 6.3.1.6 項を参照のこと）、TRext 値に関係なく、必ず拡張プリアンブ

ルを使う。 

 Sel は、どの Tag が Query に応答するかを選択する（第 6.3.2.12.1.1 項および第 6.3.2.10 項

を参照のこと）。 

 Session は、インベントリラウンドの対象となるセッションを選択する（第 6.3.2.10 項を参照

のこと）。 
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 Target は、インベントリ済フラグが A/B どちらの Tag を、そのインベントリラウンドに参加

させるかを選択する。Tag はシンギュレートされた結果として、インベントリ済フラグを A か

ら B（またはその反対）へと変更することがある。 

 Q は、ラウンドのスロット数を設定する（第 6.3.2.10 項を参照のこと）。 

 インテロゲータ は、Query の前には、プリアンブルを挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、Query を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を参照の

こと）。 

 Query をプロテクトする CRC-5 は、最初のコマンドコードビットから最後の Q ビットまでに対し

て計算する。Tag は、CRC-5 エラーのある Query を受信すると、そのコマンドを無効として取り扱う

（表 C.30 を参照のこと）。 

 Query を受信すると、Sel と Target が一致する Tag は、（0, 2
Q
 – 1）の範囲（両端を含む）の乱数

を発生し、この値をスロットカウンタへロードする。Query を受け取った Tag がゼロをスロットカウン

タにロードすると、Tag は表 6.33 に従って Query へ応答する（第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答タイ

プを使う）。ゼロでない場合、Tag は何も応答しない。 

 Query は、新たなセッションまたは前と同じセッションで、インベントリラウンドを開始することが

できる。承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag は Session パラメータが前のセッショ

ンと同じ Query を受信すると、そのセッションのインベントリ済フラグを反転（A→B または B→A）

した後、スタンバイ、調停、応答ステートのどれに遷移するかを判断する。承認、オープン、またはセ

キュアステートにある Tag が、Session パラメータが前のセッションと異なる Query を受信すると、

前のセッションのインベントリ済フラグは変更せずそのままにして、新たなラウンドを開始する。 

 Tag は、表 6.9 および表 6.10 でそれぞれ定める DR 値および M 値をすべてサポートする。 

 キル以外のステートにある Tag は、Query コマンドを実行し、指定されたセッションで新たなラウン

ドを開始して、適宜スタンバイ、調停、応答ステートに遷移する（図 6.21 を参照のこと）。キルステー

トにある Tag は Query を無視する。 

表 6.32：Query コマンド 

 

 

表 6.33：Query コマンドへの Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.2.2 QueryAdjust（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.34 に示す QueryAdjust コマンドを実装する。QueryAdjust は、

他のラウンドパラメータを変更せずに、Q（すなわち、インベントリラウンドにおけるスロットの数。第 

6.3.2.10 項を参照のこと）の調整を行う。 

 QueryAdjust には、以下のフィールドがある。 
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 Session により、インベントリラウンドのセッション番号の確認を行う（第 6.3.2.10 項および

第 6.3.2.12.2.1 項を参照のこと）。Tag は、セッション番号がそのラウンドを開始した Query の

セッション番号と異なる QueryAdjust を受信すると、そのコマンドを無視する。 

 UpDn は、Tag による Q の調整を行うか否か、またどのように行うかを以下のように決定する。 

110：Q の増分（Q = Q + 1） 

000：Q への変更なし 

011：Q の減分（Q = Q – 1） 

 Tag は、上に定める値と異なる UpDn 値を持つ QueryAdjust を受信すると、そのコマンドを

無効として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。Q 値が 15 である Tag は、UpDn = 110 であ

る QueryAdjust を受信すると、そのコマンドを実行する前に UpDn を 000 に変更する。同様

に、Q 値が 0 である Tag は、UpDn = 011 である QueryAdjust を受信すると、そのコマンド

を実行する前に UpDn を 000 に変更する。 

 Tag は、現在の Q 値の変化を覚えておく。インベントリラウンドを開始する Query コマンドが、Q 

の初期値を指定する。その後の QueryAdjust コマンドは、この Q を変更する（何度行ってもよい）。 

 QueryAdjust の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、QueryAdjust を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を

参照のこと）。 

 Tag は QueryAdjust を受信すると、まず Q を更新し、次に（0, 2
Q
 – 1）の範囲（両端を含む）の乱

数を発生して、この値をスロットカウンタへロードする。QueryAdjust を受け取った Tag がスロットカ

ウンタにゼロをロードすると、Tag は表 6.35 に従って QueryAdjust に応答する（第 6.3.1.6.1 項で規

定の即時応答タイプを使う）。ゼロでない場合、Tag は何も応答しない。Tag が QueryAdjust に応答す

るのは、前に Query を受信している場合のみである。 

 スタンバイでもキルでもないステートにある Tag は、（i）そのラウンドを開始した Query の Session 

パラメータとそのコマンドの Session パラメータが同じで、かつ（ii）Tag が Kill あるいは Access コ

マンドシーケンスの途中でない場合に限り（第 6.3.2.12.3.4 項および第 6.3.2.12.3.6 項をそれぞれ参照

のこと）、QueryAdjust コマンドを実行する。 

 承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag が QueryAdjust を受信すると、その前の Query 

の Session パラメータとそのコマンドの Session パラメータが同じで、また Tag が Kill あるいは 

Access コマンドシーケンスの途中でない場合（第 6.3.2.12.3.4 項および第 6.3.2.12.3.6 項をそれぞれ

参照のこと）、そのセッションのインベントリ済フラグを反転（場合に応じて A→B または B→A）し、

スタンバイへ遷移する。 

 

表 6.34：QueryAdjust コマンド 
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表 6.35：QueryAdjust コマンドへの Tag 応答 

 
 

6.3.2.12.2.3 QueryRep（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.36 に示す QueryRep コマンドを実装する。QueryRep の命令

により、Tag はスロットカウンタを減分し、減分後 スロットが 0 になる場合は、インテロゲータへ 

RN16 を後方散乱する。 

 QueryRep には、以下のフィールドがある。 

 Session により、インベントリラウンドのセッション番号の確認を行う（第 6.3.2.10 項および

第 6.3.2.12.2.1 項を参照のこと）。Tag は、セッション番号がそのラウンドを開始した Query の

セッション番号と異なる QueryRep を受信すると、そのコマンドを無視する。 

 QueryRep の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、QueryRep を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を参

照のこと）。 

 QueryRep を受け取った Tag がスロットカウンタの値を 1 つ減らして、その結果スロット値がゼロ

になった場合、Tag は表 6.37 に従って QueryRep に応答する（第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答タイ

プを使う）。ゼロでない場合、Tag は何も応答しない。Tag が QueryRep に応答するのは、前に Query 

を受信している場合のみである。 

 スタンバイもしくはキル以外のステートにある Tag は、（i）そのラウンドを開始した Query の 

Session パラメータとそのコマンドの Session パラメータが同じで、かつ（ii）Tag が Kill あるいは 

Access コマンドシーケンスの途中でない場合に限り（第 6.3.2.12.3.4 項および第 6.3.2.12.3.6 項をそ

れぞれ参照のこと）、QueryRep コマンドを実行する。 

 承認、オープン、またはセキュアステートにある Tag が QueryRep を受信すると、その前の Query 

の Session パラメータとそのコマンドの Session パラメータが同じで、またその Tag が Kill あるい

は Access コマンドシーケンスの途中でない場合（第 6.3.2.12.3.4 項および第 6.3.2.12.3.6 項をそれぞ

れ参照のこと）、そのセッションのインベントリ済フラグを反転（場合に応じて A→B または B→A）し、

スタンバイへ遷移する。 

表 6.36：QueryRep コマンド 

 

表 6.37：QueryRep コマンドへの Tag 応答 
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6.3.2.12.2.4 ACK（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.38 に示す ACK コマンドを実装する。インテロゲータは、ACK 

を送信し、Tag 1 つを承認する。ACK は、その Tag の後方散乱された RN 16 をエコーバックする。 

 インテロゲータが応答あるいは承認ステートにある Tag へ ACK を発行する場合、エコーバックする 

RN16 は、Tag が調停ステートから応答ステートへ遷移する際に後方散乱した RN16 である。インテロ

ゲータがオープンあるいはセキュアステートにある Tag へ ACK を発行する場合、エコーバックする 

RN16 は、Tag の Handle である（第 6.3.2.12.3.1 項を参照のこと）。 

 ACK の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、ACK を SecureComm や AuthComm でカプセル化してもよい（表 6.28 を参照

のこと）。 

 正しく送られた ACK に対して、Tag は表 6.39 に示すように応答する（第 6.3.1.6.1 項で規定の即

時応答タイプを使う）。第 6.3.2.1.2 項で記載し、表 6.17 で示しているように、応答はトランケートし

たり、Response を付け加えたりすることがある。正しくない RN16 または正しくない Handle（該当

する方）を有する ACK を受信した Tag は、応答を行わずに調停へ戻る。ただし、スタンバイまたはキ

ルステートにある Tag は、ACK を無視して、現在のステートにとどまる。 

 Tag が XPC 機能をサポートしていない場合、後方散乱する EPC の最大の長さは 496 ビットである。

Tag が XPC 機能をサポートしている場合、オプションであるXPC_W1 および XPC_W2を収容するた

めに 2 ワード削られて、後方散乱する EPC の最大の長さは 464 ビットである（第 6.3.2.1.2.2 項を

参照のこと）。どちらの場合も、ACK への Tag の応答は、PC + EPC + PacketCRC で 528 ビットを超

えず、そこに任意で Response フィールドとその CRC-16 を続ける（表 6.17 を参照のこと）。 

 

表 6.38：ACK コマンド 

 

 

表 6.39：正常な ACK コマンドへの Tag 応答 

 
 

6.3.2.12.2.5 NAK（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.40 に示す NAK コマンドを実装する。すべての Tag は NAK を

受信すると、Tag がスタンバイまたはキルステートにある場合を除き、インベントリ済フラグはそのま

まで調停へ戻る。Tag がスタンバイまたはキルステートにある場合には、Tag は NAK を無視し、現在

のステートにとどまる。 

 NAK の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、NAK を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を参照のこ

と）。 
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 Tag は、NAK に応答を返さない。 

表 6.40：NAK コマンド 
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6.3.2.12.3 アクセスコマンド 

 アクセスコマンドには Req_RN、Read、Write、Lock、Kill、Access、BlockWrite、BlockErase、

BlockPermalock、Authenticate、ReadBuffer、SecureComm、AuthComm、KeyUpdate、Untraceable、

FileOpen、FileList、FilePrivilege、FileSetup、TagPrivilege がある。 

 アクセスコマンドには、すべて Tag の Handle と CRC-16 が入っている。CRC-16 は、最初のコマ

ンドコードビットから最後の Handle ビットまでに対して計算する。オープンステートまたはセキュア

ステートにある Tag が、CRC-16 が正しくて Handle が正しくないアクセスコマンドを受け取ると、

表 C.30 に規定するように振る舞う。 

6.3.2.12.3.1 Req_RN（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.41 で示す Req_RN コマンドを実装する。Req_RN の命令によ

り、Tag は新たな RN16 を後方散乱する。インテロゲータのコマンドと Tag の応答は、どちらも Tag 

のステートに依存する。 

 承認ステート：インテロゲータは、承認ステートにある Tag へ Req_RNを発行する際、Tag が

最後に後方散乱した RN16 を Req_RN のパラメータとして入れる。Req_RN は、コマンドコ

ードと RN16 に対して計算した CRC-16 によりプロテクトする。Tag は正しい RN16 と正し

い CRC-16 を有する Req_RN を受信すると、新たな RN16（Handle と呼ぶ）を生成して格納

し、この Handle を後方散乱して、オープンまたはセキュアステートへ遷移する。どちらのステ

ートになるかは、Tag のアクセスパスワードに依存し、以下に示すとおりである。 

o アクセスパスワード <> 0：Tag はオープンステートへ遷移 

o アクセスパスワード = 0：Tag はセキュアステートへ遷移 

承認ステートにある Tag が、CRC-16 が正しくて RN16 が正しくない Req_RN を受信すると、

Req_RN を無視し、承認ステートにとどまる。 

 オープンまたはセキュアステート：インテロゲータは、オープンまたはセキュアステートにある 

Tag へ Req_RNを発行する際、Tag の Handle を Req_RN のパラメータとして入れる。Tag は、

正しい Handle と正しい CRC-16 を有する Req_RN を受信すると、新たな RN16 を生成して

後方散乱し、現在のステート（オープンまたはセキュア）にとどまる。 

 インテロゲータは、承認ステートにある Tag を、確実に 1 つだけ取り扱いたい場合、まず Req_RN 

を発行し、それによって、Tag（1 つまたは複数）に Handle を後方散乱させ、オープンまたはセキュ

アステートへ（該当する方）遷移させる。続いて、Handle をコマンドのパラメータとして持つ ACK を

発行する。正しい Handle を持つ ACK を受信した Tag は、表 6.39 の規定のように応答し、正しくな

い Handle を持つ ACK を受信した Tag は、調停へ戻る（注意：正しくない Handle を持つ ACK を

受信した Tag が調停へ戻るのに対して、正しくない Handle を持つアクセスコマンドを受信した Tag 

は、表 C.30 に規定するように振る舞う）。 

 後方散乱する RN16 は、先頭ビットが最上位ビット（MSB）であり、末尾ビットが最下位ビット（LSB）

である。 

 Req_RN の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、Req_RN を SecureComm や AuthComm でカプセル化してもよい（表 6.28 を

参照のこと）。 

 Req_RN に対する Tag の応答を表 6.42 に示す（第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答タイプを使う）。

RN16 あるいは Handle は、CRC-16 によりプロテクトする。 
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表 6.41：Req_RN コマンド 

 

 

表 6.42：Req_RN コマンドへの Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.2 Read（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.44 で示す Read コマンドを実装する。Read により、インテ

ロゲータから Tag の Reserved メモリ、EPC メモリ、TID メモリのほか、User メモリで現在開いて

いるファイルの、一部または全体を読み取ることができる。Read には、以下のフィールドがある。 

 MemBank は、Read が Reserved、EPC、TID、または User メモリのどれにアクセスするかを

指定する。Read コマンドを適用するメモリバンクは一度に 1 つである。別のバンクには、続け

て別の Read を使用する。 

 WordPtr は、メモリ読取りをする先頭のワードアドレスを指定する。ワードは 16 ビット長であ

る。たとえば、WordPtr = 00h が指定するのは、最初の 16 ビットメモリワードであり、WordPtr 

= 01h が指定するのは、次の 16 ビットメモリワードとなる。WordPtr には、EBV 形式（資料 A 

を参照のこと）を用いる。 

 WordCount は、読み取る 16 ビットワードの数を指定する。WordCount = 00h の場合、Tag は、

指定されたメモリバンクまたはファイルのうち、WordPtr の位置から、メモリバンクまたはファ

イルの末尾までを後方散乱する。ただし次のようにする。 

◦ MemBank = 012 の場合、Tag は表 6.43 に規定するメモリ内容を後方散乱する。 

◦ MemBank = 102 で、TID メモリの一部がトレース不能隠蔽の状態であり（第 6.3.2.12.3.16 

項を参照のこと）、インテロゲータに Untraceable 権限がなく、そして WordPtr で指定

のメモリアドレスが TID メモリのトレース可能な部分にある場合、Tag は、（i）TID メ

モリの WordPtr から始まるトレース可能部分を後方散乱する。または（ii）コマンドのパ

ラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。これは、Tag 製造者の

実装によって決める。 

 

表 6.43：WordCount = 00h および MemBank = 012 のときの Tag の Read 応答 

WordPtr メモリアドレス 
Tag の 

XPC_W1 実装 

Tag の 

XPC_W2 実装 
Tag が後方散乱するもの 

StoredCRC、StoredPC、または 

StoredPC のビット 10h-14h で

指定される EPC の中 

関係しない 関係しない 
WordPtr で始まり、StoredPC のビット 10h-14h 

で指定される EPC 長さで終わる EPC メモリ 

物理 EPC メモリの中で、

StoredPC のビット 10h-14h で

指定される EPC より上 

なし N/A、注意 1 

WordPtr で始まり、物理 EPC メモリの終端まで

の  EPC メモリ。ただし、インテロゲータに 

Untraceable 権限がなく、応答にトレース不能隠

蔽メモリが含まれる場合は、エラーコード(注意 

2) 

あり なし WordPtr で始まり、物理 EPC メモリの終端まで
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の  EPC メモリ。ただし、インテロゲータに 

Untraceable 権限がなく、応答にトレース不能隠

蔽メモリが含まれる場合は、エラーコード(注意 

2)。また、WordPtr が 210h 以下で、物理 EPC メ

モリがアドレス 210h 以上に広がっていて、エラ

ーコードがなければ XPC_W1 を含める 

あり あり 

WordPtr で始まり、物理 EPC メモリの終端まで

の  EPC メモリ。ただし、インテロゲータに 

Untraceable 権限がなく、応答にトレース不能隠

蔽メモリが含まれる場合は、エラーコード(注意 

2)。また、WordPtr が 210h 以下で、物理 EPC メ

モリがアドレス 210h 以上に広がっていて、エラ

ーコードがなければ XPC_W1 と XPC_W2 を

含める。WordPtr が 220h に等しく、物理 EPC 

メモリが 220h 以上に広がっていれば XPC_W2 

を含める 

210h、物理 EPC メモリより上 

なし N/A、注意 1 エラーコード 

あり なし XPC_W1 

あり あり XPC_W1 および XPC_W2 

220h、物理 EPC メモリより上 

なし 

あり 

あり 

N/A、注意 1 

なし 

あり 

エラーコード 

エラーコード 

XPC_W2 

210h でも 220h でもない。物理 

EPC メモリより上 
関係しない 関係しない エラーコード 

注意 1：Tag は、XPC_W1 を実装しない場合、XPC_W2 も実装しない。第 6.3.2.1.2.5 項を参照のこと。 

注意  2：トレース不能隠蔽メモリは、Untraceable 権限をアサートしたインテロゲータにしか読み取れない。第 

6.3.2.12.3.16 項を参照のこと。 

 

 Read の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 SecureComm または AuthComm による Read コマンド のカプセル化は、認証されていないインテ

ロゲータは任意で、認証されたインテロゲータについては必須である（表 6.28 を参照のこと）。 

 Tag の Read への応答は、第 6.3.1.6.1 項で規定の、即時応答タイプを使う。Read で指定されたメ

モリワードがすべて存在して、読取りロック状態のものがないとともに、すべてトレース可能か、また

はインテロゲータが Untraceable 権限を持ち、さらに User メモリでは、現在開いているファイルにイ

ンテロゲータが読取り権限を持っていれば（第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）、Tag が Read に返す応

答は、表 6.45 に示すように、ヘッダ（0 ビット）、要求されたメモリワード、そして Tag の Handle で

構成する。この応答に、CRC-16 を 0 ビット、メモリワード、Handle から算出して加える。そのほか

の場合には、Tag は Read を実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を

参照のこと）。 

 

表 6.44：Read コマンド 
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表 6.45：正常な Read コマンドへの Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.3 Write（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.46 に示す Write コマンドを実装する。Write により、インテロ

ゲータから Tag の Reserved メモリ、EPC メモリ、TID メモリのほか、User メモリで現在開いてい

るファイルに、1 ワードの書込みを行うことができる。Write には、以下のフィールドがある。 

 MemBank は、Write が、Reserved、EPC、TID、または User メモリのどれを対象にするかを

指定する。Write コマンドを適用するメモリバンクは一度に 1 つである。別のバンクには、続け

て別の Write を使用する。 

 WordPtr は、メモリ書込みをするワードアドレスを指定する。ワードは 16 ビット長である。た

とえば、WordPtr = 00h が指定するのは、最初の 16 ビットメモリワードであり、WordPtr = 01h 

が指定するのは次の 16 ビットメモリワードとなる。WordPtr には、EBV 形式（資料 A を参照

のこと）を用いる。 

 Data には、書き込む 16 ビットのワードを収める。インテロゲータは、Write を行う前に必ず、

Req_RN コマンドを発行する。Tag は、新たな RN16 を後方散乱して応答する。インテロゲー

タは、この新たな RN16 を使用して EXOR 演算を行い、カバーコーディングを施した Data を

送信する。 

 Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ Write を実行する。オープンまたはセキュアステー

トにある Tag が、直前のコマンドが Req_RN でない Write を受け取ると、Write を実行せずに、コマ

ンドを無効として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 インテロゲータが書き込もうとする対象が、キルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモ

リバンク、あるいは File_0 であって、それらのメモリ位置がパーマロックされている場合、あるいはキ

ルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモリバンク、あるいは File_0 であり、それらのメモ

リ位置が書込み不可にロックされていて、Tag がオープンステートの場合、あるいは User メモリの 

File_N、N≥0 のパーマロックされているブロックの場合、あるいはトレース不能隠蔽メモリであって、

インテロゲータに Untraceable 権限がない場合、さらにあるいはインテロゲータが十分な権限を持たな

いファイルの場合、これらについては、Tag は Write を実行せず、コマンドのパラメータを非サポート

として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 Write の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、Write を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を参照のこ

と）。 

 Tag は、実行できる Write を受け取ると、指示された Data をメモリに書き込む。 

 Tag の Write への応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。 
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表 6.46：Write コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.4 Kill（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.47 に示す Kill コマンドを実装する。Kill により、インテロゲー

タから Tag を恒久的に無効化することができる。 

Tag をキルする際、インテロゲータは図 6.24 に示すキルプロシージャをたどる。Tag は、図 6.24 の

キルプロシージャの左側の枝で表した、パスワードによるキルシーケンスを実装する。インテロゲータ

認証または相互認証、さらに SecureComm または AuthComm を実装する Tag は、図 6.24 のキルプ

ロシージャの右側の枝で表した、認証キルシーケンスも実装することができる。Kill には、以下のフィー

ルドがある。 

 Password は、キルパスワードの半分を、RN16 と EXOR 演算した結果を入れる。 

 Kill には、3 つの RFU ビットがある。インテロゲータは、これを 0002 に設定する。Tag は、これ

らのビットを無視する。これらのビットは、将来のプロトコルでの Kill コマンドの機能拡張に利用する。 

 カプセル化していない Kill コマンドの前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこ

と）。 

 インテロゲータは、Kill を SecureComm や AuthComm でカプセル化してもよい（表 6.28 を参照の

こと）。 

パスワードによるキル（必須） 

 Tag は、オープンステートまたはセキュアステートから、パスワードによるキルを実行することがで

きる。Tag は、パスワードによるキルを実施するうえで、インテロゲータを認証する必要はない。キル

の処理にあたって、インテロゲータは 2 つの Kill コマンドを続けて発行する。1 つ目には、Tag のキ

ルパスワードの上位 16 ビットを RN16 で EXOR して収め、2 つ目には、Tag のキルパスワードの下

位 16 ビットを、別の RN16 で EXOR して収める。各 EXOR 演算は、最上位ビットから行う（2 つ

の半分のパスワードの最上位ビットを、それぞれの RN16 の最上位ビットで EXOR 演算する）。イン

テロゲータは、各 Kill コマンドを発行する直前に、Req_RN を発行して新たな RN16 を取得する。 

 Tag は、32 ビットのキルパスワードの 2 つの 16 ビット部分を、続けて受け入れることのできる能

力を持たせる。インテロゲータは、2 回の連続する Kill コマンドの間に、Req_RN 以外のコマンドを差

しはさまない。Tag が、最初の Kill を受信後、2 回目の Kill の前に Req_RN 以外の有効なコマンドを

受け取った場合、Tag はコマンドを実行せずに、不適切として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。た

だし、間に入ったコマンドが Query である場合は Query を実行して、Query の Session パラメータ

が前のセッションと同じ場合には、インベントリ済フラグを反転する。 

 キルパスワードがゼロ値である Tag は、パスワードによるキル処理があってもキルしない。キルパス

ワードがゼロ値の Tag は、パスワードによるキル処理に対して、キル処理を実行せずにエラーコードを

後方散乱して応答し、現在のステートにとどまる。図 6.24 を参照のこと。 

 最初の Kill への Tag の応答は、第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答を使う。最初の Tag 応答は、表 
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6.48 に従う。この応答には、ラウンドを開始した Query コマンドで指定された TRext 値を用いる。 

 2 つ目の Kill への Tag の応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。キルが正常に進むと、Tag 

は表 6.13 に示す最終の応答を送り出した後、やり取りを止め、その後はインテロゲータに応答しなく

なる。キルがうまく処理されなかった場合、インテロゲータは、たとえば Tag の Handle を持った 

Req_RN コマンドを発行して、Tag がインテロゲータの通信フィールド内にあることを確認した上で、

図 6.24 の多段階のキルプロシージャをやり直すなどができる。 

 Tag は、パスワードによる Kill コマンドシーケンスの形式を適切にたどっても、キルに失敗した場合

（インテロゲータから送られたキルパスワードが、正しくなかった場合など）、調停ステートに戻る。

このとき、第 6.3.2.5 項によるセキュリティタイムアウトに入ることができる。パスワードによる Kill コ

マンドシーケンスに対してセキュリティタイムアウトをサポートしている Tag は、タイムアウト中にこ

のシーケンスを受けた場合、キル可能でないかのように振る舞い、エラーコードを後方散乱して（資料 I 

を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 

認証キル（任意） 

 セキュアステートの Tag は、認証キルを実行することができる。Tag は、認証キルを実行する前に、

インテロゲータ認証または相互認証によって、インテロゲータを認証しておく。認証キルを実施する際、

インテロゲータは、Kill コマンド 1 個を、SecureComm または AuthComm でカプセル化して発行す

る。インテロゲータは、Kill コマンドのパスワードのフィールドにどんな 16 ビット値を入れてもよく、

Tag は、認証キルではキルパスワードを無視する。インテロゲータがカプセル化した Kill コマンドを送

る前に、Req_RN を発行することは求められない。 

 Tag は、インテロゲータが AuthKill 権限をアサートしていて（表 6.23 を参照のこと）、かつ Tag が

セキュアステートのときにのみ、認証キルを実行する。Tag は、インプロセス応答を使って認証キルに

応答する（SecureComm または AuthComm による要求）。ただし、かならず SenRep = 1 とし、こ

れは SecureComm または AuthComm で実際に指定された SenRep の値に関係しない。キルが正常に

行われると、Tag は表 6.13 に示す最終の応答を送り出した後、キルステートに遷移し、その後はイン

テロゲータに応答しなくなる。キルが失敗した場合、Tag は現在のステートにとどまり、エラーコード

を後方散乱する（資料 I を参照のこと）。ただし、Tag がオープンステートだった場合や、インテロゲー

タが認証されていなかった場合、あるいはインテロゲータが AuthKill 権限をアサートしていなかった場

合（表 6.23 を参照のこと）、Tag は調停ステートに戻る。このとき、第 6.3.2.5 項に規定するセキュ

リティタイムアウトに入ることができる。認証 Kill コマンドに対してセキュリティタイムアウトをサポ

ートしている Tag は、タイムアウト中に認証 Kill コマンドを受け取った場合、キル可能でないかのよ

うに振る舞って、エラーコードを後方散乱し（資料 I を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 
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表 6.47：Kill コマンド 

 

 

表 6.48：最初の Kill コマンドへの Tag 応答 
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図 6.24：Kill プロシージャ 

 

Interrogator が 
Req_RN [Handle、CRC-16] を 

発行 注意[1] 
 

Interrogator が Kill [パスワード 15:0 
⊗RN16、Recom、Handle、CRC-16]
を発行し、続いて連続波を伝送。 注
意[3] 
 

Interrogator が Req_RN [Handle、
CRC-16] を発行 注意[2] 

 

Interrogator が 
Kill [パスワード 31:16 ⊗RN16、

RFU、Handle、CRC-16]を発行。 

[新たな RN-16、CRC-16]を 
用いて Tag が応答。 

Tag は現在のステートにとどまる。 
 

[Handle、CRC-16] を用いて 
Tag が応答。 

Tag は現在のステートにとどまる。 
 

[新たな RN-16、CRC-16]を 
用いて Tag が応答。 

Tag は現在のステートにとどまる。 
 

Tag が有効な Handle と無効な値
ゼロ以外のキルパスワードを監視。 

Tag が無効なコマンドを監視（Tag 
はコマンドを無視する）。 

Tag が有効な Handle と有効な値ゼロ以
外のキルパスワードを監視し、キル／リコ
ミッションを実行する十分な電力がある。 

Tag が無効なコマンドを監視（Tag 
はコマンドを無視する）。 

Tag が無効なコマンドを監視（Tag 
はコマンドを無視する）。 

Tag が無効なコマンドを監視（Tag 
はコマンドを無視する）。 

Tag が有効な 
Handle を監視 

Interrogator が不正な 
CRC-16 を監視 

Tag が有効な 
Handle を監視 

Interrogator が不正な 
CRC-16 を監視 

Tag が有効な 
Handle を監視 

Interrogator が不正な 
CRC-16 を監視 

Interrogator が有効な 
CRC-16 を監視 

Interrogator が有効な 

CRC-16 を監視 

Interrogator が有効な 
CRC-16 を監視 

注意 

[1] フローチャートでは、Tag がオープンステートまたはセキュアステート

から開始するとしている。 

[2] インテロゲータから Req_RN 以外の有効なコマンドが発行された場

合、Tag はそのコマンドを不適切として取り扱う(表 C.30 を参照)。ただ

しコマンドが Query だった場合、Tag はコマンドを実行する。 

[3] インテロゲータから Kill 以外の有効なコマンドが発行された場合、Tag 

はそのコマンドを不適切として取り扱う(表 C.30 を参照)。ただしコマン

ドが Query だった場合、Tag はコマンドを実行する。 

[4] 認証キルの Kill コマンドでは、Tag はパスワード値を無視する。 
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6.3.2.12.3.5 Lock（必須） 

 インテロゲータおよび Tag は、表 6.49 および図 6.25 に示す Lock コマンドを実装する。Lock に

より、インテロゲータから以下のことができる。 

 キル／アクセスパスワードのロック操作によって、その後のパスワードの読取り／書込みを防ぐ

／許す。 

 EPC および TID メモリバンクのロック操作によって、その後のバンクの書込みを防ぐ／許す。 

 User メモリの File_0 のロック操作によって、その後の File_0 の書込みを防ぐ／許す。 

 パスワード、EPC メモリ、TID メモリ、File_0 のロック状態を恒久化する。 

 Lock は、以下のように定める 20 ビットのペイロードを持つ。 

 前半 10 ビットのペイロードは、Mask ビットである。Tag は、これらのビット値を次のように

解釈する。 

o Mask = 0：対応する Action フィールドを無視し、現在のロック設定を維持する 

o Mask = 1：対応する Action フィールドを実装し、現在のロック設定を上書きする 

 後半 10 ビットのペイロードは、Action ビットである。Tag は、これらのビット値を次のよう

に解釈する。 

o Action = 0：対応するメモリロケーションのロックをディアサートする。 

o Action = 1：対応するメモリロケーションのロックまたはパーマロックをアサートする。 

 それぞれの Action フィールドの機能については、表 6.50 に記載する。 

 Lock コマンドのペイロードは、つねに長さ 20 ビットである。 

 存在しないメモリバンク、存在しない File_0、または存在しないパスワードのロック状態を変更する 

Mask と Action フィールドを持った Lock コマンドがインテロゲータから発行されると、Tag は Lock 

を実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 Lock と BlockPermalock とは、Lock が、キル／アクセスパスワード、EPC メモリバンク、TID メ

モリバンク、User メモリの File_0 を、書込み可能／書込み不可の状態に可逆的／恒久的にロックする

のに対して、BlockPermalock は、User メモリの File_N、N≥0 の個々のブロックを、書込み不可の状

態に恒久的にロックする点で異なる。File_0 で BlockPermalock（Read/Lock = 1）が使われていたとき

に、さらに Lock が使われた場合（または逆の場合）、Tag がどう振る舞うかを表 6.55 に規定している。 

 パーマロックビットは、一度アサートすると、ディアサートすることはできない。Tag の受け取った 

Lock のペイロードが、アサートされているパーマロックビットをディアサートするものならば、Tag は 

Lock をを実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。

前にアサートされているパーマロックビットを、さらにアサートするペイロードを持つ Lock コマンド

を受け取った Tag は、その Action フィールドを無視して、残りの部分のペイロードを処理する。 

 Untraceable コマンドは、EPC メモリバンクのロックとパーマロックの状態に関係なく、EPC メモ

リの L ビットと U ビットの値は変えることができる。第 6.3.2.12.3.16 項を参照のこと。 

 Tag がロックビットをどこに格納しておくかは、Tag 製造者が選び、それが望ましいならば、読出し

可能なメモリ部分でもよい。その場所に関係なく、現場で使用している Tag は、インテロゲータが Lock 

コマンド以外の手段で、ロックビットを変えることは許さない。 

 Tag は、メモリのロック処理と Lock コマンドを実装する。ただし、図 6.25 の Action フィールド

をすべてサポートする必要はなく、その Action フィールドに対応するメモリ位置を Tag が実装してい

るかどうか、およびそのメモリ位置がロック可能／アンロック可能であるかどうかに依存する。存在し

ないメモリ位置があるために、あるいはパーマロックされた値を変えようとする Action フィールドがあ

るために、あるいはロック不能またはアンロック不能のメモリ位置があるために、実行できない Lock を
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受け取った Tag は、Lock を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 

を参照のこと）。この一般規則の唯一の例外として、（a）Tag が File_N、N>0 をサポートしていなく

て、かつ（b）Tag の備えるロック機能がメモリ全体（全部のメモリバンクと全部のパスワード）を一括

して恒久的にロックすることだけの場合、この Tag はペイロードが FFFFFh の Lock を実行して、

FFFFFh 以外のペイロードには、すべてエラーコードを後方散乱する。 

 セキュアステートの Tag は、（pwd-write = 1 AND permalock = 0）または（pwd-read/write = 1 AND 

permalock = 0）のメモリ位置に、インテロゲータから書込みまたは消去をすることを、あらかじめこれ

らのフィールドを変更する Lock を発行しなくても認める。 

 Lock コマンドの前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 SecureComm または AuthComm による Lock コマンド のカプセル化は、認証されていないインテ

ロゲータは任意で、認証されたインテロゲータについては必須である（表 6.28 を参照のこと）。 

 実行できる Lock を受け取った Tag は、指示されたロック処理を実施する。Tag の Lock への応答

は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。 

 

表 6.49：Lock コマンド 

 

 

 

図 6.25：Lock のペイロードと機能 

 
表 6.50：Lock の Action フィールドの機能 

pwd-write permalock 説明 
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0 0 
このメモリバンク/ファイルへの書込みは、オープンまたはセキュアステートのいずれ

からも行うことができる。 

0 1 
このメモリバンク/ファイルへの書込みは、オープンまたはセキュアステートのいずれ

からも、恒久的に可能であり、決してロックできない。 

1 0 
このメモリバンク/ファイルへの書込みは、セキュアステートから行うことができるが、

オープンステートからは行えない。 
1 1 このメモリバンク/ファイルへの書込みは、どのステートからも行えない。 

pwd-read/write permalock 説明 

0 0 
このパスワードロケーションの読み書きは、オープンまたはセキュアステートのいずれ

からも行うことができる。 

0 1 
このパスワードロケーションの読み書きは、オープンまたはセキュアステートのいずれ

からも、恒久的に可能であり、決してロックできない。 

1 0 
このパスワードロケーションの読み書きは、セキュアステートから行うことができる

が、オープンステートからは行えない。 
1 1 このパスワードロケーションの読み書きは、どのステートからも行えない。 

 

6.3.2.12.3.6 Access（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、Access コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.51 に示す

ようにする。Access では、インテロゲータが、Tag をオープンステートからセキュアステートに遷移

させることができ、すでにセキュアステートにある Tag はセキュアにとどまる。Access には、次のフ

ィールドがある。 

 Password は、アクセスパスワードの半分を、RN16 と EXOR 演算した結果を入れる。 

 Tag のアクセス処理では、インテロゲータは、図 6.26 に示す多段階のプロシージャをたどる。大ま

かな流れとしては、インテロゲータは 2 つの Access コマンドを発行する。その 1 つ目には、Tag の

アクセスパスワードの上位 16 ビットを RN16 で EXOR 演算して収め、2 つ目には、Tag のアクセス

パスワードの下位 16 ビットを、別の RN16 で EXOR 演算して収める。各 EXOR 演算は、最上位ビ

ットから行う（2 つの半分のパスワードの最上位ビットを、それぞれの RN16 の最上位ビットで EXOR 

演算する）。インテロゲータは、各 Access コマンドを発行する直前に、Req_RN を発行して新たな 

RN16 を取得する。 

 Tag は、32 ビットのアクセスパスワードの 2 つの 16 ビット部分を、続けて受け入れることのでき

る能力を持たせる。インテロゲータは、2 回の Access コマンドの間に Req_RN 以外のコマンドを差

しはさまない。Tag が、最初の Access を受信後、2 回目の Access の前に Req_RN 以外の有効なコ

マンドを受け取った場合、Tag はコマンドを実行せずに、不適切として取り扱う（表 C.30 を参照のこ

と）。ただし、間に入ったコマンドが Query である場合は Query を実行して、Query の Session パ

ラメータが前のセッションと同じ場合には、インベントリ済フラグを反転する。 

 Access の前にはフレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、Access を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を参照の

こと）。 

 Access に対する Tag の応答には、第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答を使う。応答は、表 6.52 に示

すようにする。シーケンスの 1 つ目の Access の場合、Tag は Handle を後方散乱して、コマンドを

受け取ったことを知らせる。シーケンスの 2 つ目の Access の場合、受け取った 32 ビットのアクセス

パスワードが正しければ、Tag は Handle を後方散乱し、それによって、コマンドを正しく実行してセ

キュアステートに遷移したことを知らせる。そうでなければ、Tag は応答をせずに、調停へ戻る。Tag の

応答には、Handle に対して計算した CRC-16 を入れる。 

 Tag は、Access シーケンスの形式を適切にたどっても、インテロゲータから送られたアクセスパス

ワードが正しくなかった場合、調停ステートに戻る。このとき、第 6.3.2.5 項で規定のセキュリティタ

イムアウトに入ることができる。Access コマンドシーケンスに対してセキュリティタイムアウトをサポ
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ートしている Tag は、タイムアウト中にこのシーケンスを受けた場合、Tag のアクセス処理が認めら

れていないかのように振る舞い、エラーコードを後方散乱して（資料 I を参照のこと）、現在のステー

トにとどまる。 

 

表 6.51：Access コマンド 

 

 
表 6.52：Access コマンドへの Tag 応答 

 



111／175 

 
 

図 6.26：Access プロシージャ 

 

注意 

[1] フローチャートでは、Tag はオープ
ンステートまたはセキュアステート

から開始するとしている。 

[2] インテロゲータから Req_RN 以
外の有効なコマンドが発行された場

合、Tag はそのコマンドを不適切と
して取り扱う(表 C.30 を参照)。ただ
しコマンドが Query だった場合、

Tag はコマンドを実行する。 

[3] インテロゲータから Access 以外
の有効なコマンドが発行された場

合、Tag はそのコマンドを不適切と
して取り扱う(表 C.30 を参照)。ただ
しコマンドが Query だった場合、

Tag はコマンドを実行する。 
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6.3.2.12.3.7 BlockWrite（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、BlockWrite コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.53 に

示すようにする。BlockWrite では、インテロゲータから Tag の Reserved メモリ、EPC メモリ、TID 

メモリのほか、User メモリで現在開いているファイルに、複数ワードの書込みを行うことができる。

BlockWrite には、以下のフィールドがある。 

 MemBank は、Reserved、EPC、TID、または User メモリのどれに BlockWrite を行うかを指

定する。BlockWrite コマンドを適用するメモリバンクは一度に 1 つである。別のバンクには、

続けて別の BlockWrite を使用する。 

 WordPtr は、メモリ書込みをする先頭のワードアドレスを指定する。ワードは 16 ビット長であ

る。たとえば、WordPtr = 00h が指定するのは、最初の 16 ビットメモリワードであり、WordPtr 

= 01h が指定するのは次の 16 ビットメモリワードとなる。WordPtr には、EBV 形式（資料 A を

参照のこと）を用いる。 

 WordCount は、書き込む 16 ビットワードの数を指定する。WordCount = 00h の場合、Tag は 

BlockWrite を無効として取り扱う。WordCount = 01h の場合、Tag はデータワード 1 個を書き

込む。 

 Data には、書き込む 16 ビットワードを入れ、16 × WordCount ビットの長さになる。Write と

は異なり、BlockWrite のデータはカバーコーディングしないため、インテロゲータが BlockWrite 

の前に Req_RN を発行する必要はない。 

 Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ BlockWrite を実行する。 

 インテロゲータが書き込もうとする対象が、キルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモ

リバンク、あるいは File_0 であって、それらのメモリ位置がパーマロックされている場合、あるいはキ

ルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモリバンク、あるいは File_0 であり、それらのメモ

リ位置が書込み不可にロックされていて、Tag がオープンステートにある場合、あるいはトレース不能

隠蔽メモリであって、インテロゲータに Untraceable 権限がない場合、あるいはインテロゲータが十分

な権限を持たないファイルの場合、さらにあるいは WordPtr と WordCount が User メモリの File_N、

N≥0 のうち、パーマロックされているブロックを含んでいる場合、これらについては、Tag は BlockWrite 

を実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 BlockWrite の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 SecureComm または AuthComm による BlockWrite のカプセル化は、認証されていないインテロゲ

ータは任意で、認証されたインテロゲータについては必須である（表 6.28 を参照のこと）。 

 Tag は、実行できる BlockWrite を受け取ると、指示された Data をメモリに書き込む。 

 Tag の BlockWrite への応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。 

 

表 6.53：BlockWrite コマンド 

 Command MemBank WordPtr WordCount Data RN CRC 

ビット数  8 2 EBV 8 可変 16 16 
記述 11000111 00:Reserved 

01:EPC 
10:TID 
11:User 

開始アド

レスポイ

ンタ 

書き込むワ

ードの数 
書き込む

データ 
Handle CRC-16 

 

6.3.2.12.3.8 BlockErase（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、BlockErase コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.54 に
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示すようにする。BlockErase では、インテロゲータから Tag の Reserved メモリ、EPC メモリ、TID 

メモリのほか、User メモリで現在開いているファイルで、複数のワードを消去することができる。

BlockErase には、以下のフィールドがある。 

 MemBank は、Reserved、EPC、TID、または User メモリのどれに BlockErase を行うかを指

定する。BlockErase コマンドを適用するメモリバンクは一度に 1 つである。別のバンクには、

続けて別の BlockErase を使用する。 

 WordPtr は、メモリ消去をする先頭のワードアドレスを指定する。ワードは 16 ビット長である。

たとえば、WordPtr = 00h が指定するのは、最初の 16 ビットメモリワードであり、WordPtr = 01h 

が指定するのは次の 16 ビットメモリワードとなる。WordPtr には、EBV 形式（資料 A を参照

のこと）を用いる。 

 WordCount は、消去する 16 ビットワードの数を指定する。WordCount = 00h の場合、Tag は 

BlockErase を無効として取り扱う。WordCount = 01h の場合、Tag はデータワード 1 個を消去

する。 

 Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ BlockErase を実行する。 

 インテロゲータが消去しようとする対象が、キルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモ

リバンク、あるいは File_0 であって、それらのメモリ位置がパーマロックされている場合、あるいはキ

ルまたはアクセスパスワード、EPC または TID メモリバンク、あるいは File_0 であり、それらのメモ

リ位置が書込み不可にロックされていて、Tag がオープンステートの場合、あるいはトレース不能隠蔽

メモリであって、インテロゲータに Untraceable 権限がない場合、あるいはインテロゲータが十分な権

限を持たないファイルの場合、さらにあるいは WordPtr と WordCount が User メモリの File_N、N≥0 

のうち、パーマロックされているブロックを含んでいる場合、これらについては、Tag は BlockErase を

実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 BlockErase の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 SecureComm または AuthComm による BlockErase のカプセル化は、認証されていないインテロゲ

ータは任意で、認証されたインテロゲータについては必須である（表 6.28 を参照のこと）。 

 Tag は、実行できる BlockErase コマンドを受け取ると、指示されたメモリワードを消去する。 

 Tag の BlockErase への応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。 

 

表 6.54：BlockErase コマンド 
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6.3.2.12.3.9 BlockPermalock（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、BlockPermalock コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.56 

に示すようにする。BlockPermalock により、インテロゲータから以下のことができる。 

 Tag の User メモリで現在開いているファイルから、いくつかのメモリブロックをパーマロック

する。 

 Tag の User メモリで現在開いているファイルについて、メモリブロックのパーマロック状態を

読み取る。 

 1 つの BlockPermalock コマンドで、0 から 4080 個のメモリブロックをパーマロックすることがで

きる。ブロックサイズは、1 から 1024 ワードの値に製造者が最初に固定し、すべてのファイルで一定

のほか、ブロックのパーマロック処理とファイルのアロケーションで共通の値を用いる。BlockPermalock 

で指定するメモリブロックは、連続していなくてもよい。 

 Tag は、セキュアステートでのみ BlockPermalock を実行する。 

 BlockPermalock と Lock とは、BlockPermalock が、User メモリの File_N、N≥0 の個々のブロック

を、書込み不可の状態に恒久的にロックするのに対して、Lock は、キル／アクセスパスワード、EPC メ

モリバンク、TID メモリバンク、User メモリの File_0 を、書込み可能／書込み不可の状態に可逆的／

恒久的にロックする点で異なる。File_0 で Lock が使われていたときに、さらに BlockPermalock

（Read/Lock = 1）が使われた場合（または逆の場合）、Tag がどう振る舞うかを、表 6.55 に規定して

いる。 

 

表 6.55：File_0 の Lock コマンドと BlockPermalock コマンドの優先順位 

1 つ目のコマンド 2 つ目のコマンド 2 つ目のコマンドに対する Tag の処理と応答 

Lock 

pwd-write permalock 

BlockPermalock 

(Read/Lock=1) 

 

0 0 
Mask で指定されたブロックをパーマロックする; 応

答はこの第 6.3.2.12.3.9 項で示すとおり 

0 1 
BlockPermalock を実行しない; エラーコードを返す

(表 C.30、非サポートのパラメータ) 

1 0 
Mask で指定されたブロックをパーマロックする; 応

答はこの第 6.3.2.12.3.9 項で示すとおり 

1 1 
Mask で指定されたブロックをパーマロックする; 応

答はこの第 6.3.2.12.3.9 項で示すとおり 

BlockPermalock 

(Read/Lock=1) 
Lock 

pwd-write permalock  

0 0 

Lock を処理するが、すでにパーマロックされているブ

ロックのアンパーマロックはしない; 応答は第 

6.3.2.12.3.5 項で示すとおり 

0 1 

Lock を処理するが、すでにパーマロックされているブ

ロックのアンパーマロックはしない; 応答は第 

6.3.2.12.3.5 項で示すとおり 

1 0 

Lock を処理するが、すでにパーマロックされているブ

ロックのアンパーマロックはしない; 応答は第 

6.3.2.12.3.5 項で示すとおり 

1 1 
Lock を処理する; 応答は第 6.3.2.12.3.5 項で示すと

おり 
 

 BlockPermalock には、以下のフィールドがある。 

 MemBank は、BlockPermalock が EPC、TID、または User メモリのどれを対象にするかを示

す。BlockPermalock コマンドが適用されるのは、一度に 1 つのメモリバンクである。別のバン

クには、続けて別の BlockPermalock を使用する。Tag は、MemBank = 11（User メモリ）の

場合にのみ、BlockPermalock コマンドを実行する。MemBank <> 11 の BlockPermalock を受

信した場合、Tag は BlockPermalock を実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取
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り扱う（表  C.30 を参照のこと）。ほかの  MemBank 値は、将来のプロトコルでの 

BlockPermalock コマンドの機能拡張に利用する。 

 Read/Lock は、MemBank で指定されたメモリバンクで、Tag にブロックのパーマロック状態を

後方散乱させるか、あるいはブロックをパーマロックさせるかを指定する。Tag は Read/Lock 

ビットを次のように解釈する。 

◦ Read/Lock = 0：Tag は、指定されたメモリバンクにおいて、BlockPtr の指すメモリブロッ

クに始まって、BlockPtr + (16 × BlockRange) - 1 にあるメモリブロックまでの、各ブロック

のパーマロック状態を後方散乱する。Tag は、そのビットに対応するメモリブロックがパー

マロックされていない場合は“0”を、パーマロックされている場合は“1”を、後方散乱す

る。インテロゲータは、Read/Lock = 0 のとき、BlockPermalock コマンドから Mask を省

く。 

◦ Read/Lock = 1：Tag は、指定されたメモリバンクにおいて、BlockPtr で始まり、BlockPtr + 

(16 × BlockRange) - 1 で終わる範囲のブロックのうち、Mask で指定されたものをパーマロ

ックする。 

 BlockPtr は、16 ブロックの単位で、Mask の先頭アドレスを指定する。例えば、BlockPtr = 00h 

はブロック 0 を指し、BlockPtr = 01h はブロック 16 を、BlockPtr = 02h はブロック 32 をそ

れぞれ指す。BlockPtr は、EBV 形式（資料 A を参照のこと）を用いる。 

 BlockRange は、Mask の範囲を指定する。BlockPtr に始まって、(16 × BlockRange) - 1 ブロッ

ク後までが範囲になる、BlockRange = 00h の場合、Tag は BlockPermalock を実行せず、コマ

ンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 Mask は、Tag がパーマロックするメモリブロックを指定する。Mask は Read/Lock ビットに

応じて以下のようになる。 

◦ Read/Lock = 0：インテロゲータは、BlockPermalock から Mask を省く。 

◦ Read/Lock = 1：インテロゲータは、16 × BlockRange ビット長の Mask を、BlockPermalock 

に持たせる。Mask ビットは、番号の小さいブロックから、大きいブロックに順番に対応付

ける（BlockPtr = 00h の場合、先頭の Mask ビットがブロック 0 を指す）。Tag は、Mask 

の各ビットを次のように解釈する。 

 Mask ビット = 0：該当するメモリブロックの現在のパーマロック設定を維持する。 

 Mask ビット = 1：該当するメモリブロックをパーマロックする。ブロックがすでにパ

ーマロックされている場合は、現在のパーマロック設定を維持する。メモリブロックを

一度パーマロックすると、パーマロックを解除することはできない。 

 Read/Lock、BlockPtr、BlockRange、および Mask の使用例として、たとえば Read/Lock = 1、BlockPtr 

= 01h、BlockRange = 01h の場合、Tag はブロック 16 から始まってブロック 31 で終わる 16 個のブ

ロックのうち、対応するビットが Mask でアサートされているものをパーマロックする。 

 BlockPermalock は 8 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 00h に設定する。

セキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った BlockPermalock を受け取ると、

BlockPermalock を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照の

こと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの BlockPermalock コマンドの機能拡張に利用す

る。 

 受け取った BlockPermalock を Tag が実行できず、その理由が、User メモリが存在しない、または 

User メモリがトレース不能隠蔽の状態であって、インテロゲータに Untraceable 権限がない、または

存在しないメモリブロックを指してアサートされた Mask ビットがある、さらにまたはインテロゲータ

が十分な権限を持たない（第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）などである場合、Tag は BlockPermalock を

実行せず、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。Tag は、

Read/Lock = 0 でも Mask を持った BlockPermalock コマンド、あるいは Read/Lock = 1 で、Mask の
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長さが 16 × BlockRange ビットでない BlockPermalock コマンドは、無効として取り扱う（表 C.30 を

参照のこと）。 

 Tag 製造者の実装によって、Tag は特定の BlockPtr と BlockRange の値を有する BlockPermalock 

コマンドを、実行不可にしてもよい。その場合、Tag は BlockPermalock を実行せず、コマンドのパラ

メータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。Tag は、サポートしている任意機能を、

インテロゲータから調べる際に利用させる情報を、TID メモリに置いているので（第 6.3.2.1.3 項を参

照のこと）、当プロトコルでは、インテロゲータは BlockPermalock コマンドを発行する前に、Tag の 

TID メモリを読み取ることを推奨する。 

 インテロゲータから出された BlockPermalock の BlockPtr と BlockRange が指す範囲に、存在しな

いブロックがあっても、Mask でパーマロックを指定しているのが、存在するブロックだけならば、Tag 

は BlockPermalock を実行する。 

 BlockPermalock の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 SecureComm または AuthComm による BlockPermalock のカプセル化は、認証されていないインテ

ロゲータは任意で、認証されたインテロゲータについては必須である（表 6.28 を参照のこと）。 

 Tag は、実行できる BlockPermalock コマンドを受け取ると、要求された処理を実行する。ただし、

Tag がブロックのパーマロック処理をサポートしていない場合は、コマンドを無効として取り扱う（表 

C.30 を参照のこと）。 

 Read/Lock = 0 の場合、BlockPermalock に対する Tag の応答には、第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応

答タイプを使う。BlockPermalock が実行できた場合、Tag の応答は、表 6.57 に示すように、ヘッダ（0 

ビット）、要求されたパーマロックビット、そして Tag の Handle で構成する。この応答に、CRC-16 

を 0 ビット、パーマロックビット、Handle から算出して付け加える。Tag が BlockPermalock を実行

できなかったならば、表 6.57 の応答ではなく、エラーコードを後方散乱する（表 C.30 で、非サポー

トのパラメータを参照のこと）。Read/Lock = 0 の場合の Tag の応答には、そのインベントリラウンド

を開始した Query の TRext 値によって指定のプリアンブルを使用する。 

 Read/Lock = 1 の場合、Tag の BlockPermalock への応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使

う。 

 

表 6.56：BlockPermalock コマンド 

 

 

表 6.57：Read/Lock = 0 の正常な BlockPermalock コマンドに対する Tag 応答 
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6.3.2.12.3.10 Authenticate（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、Authenticate コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.58 に

示すようにする。Authenticate により、インテロゲータから Tag 認証、インテロゲータ認証、相互認証

を実施することができる。Authenticate コマンドは、各種の暗号スィートをサポートする汎用性が持た

せてある。Authenticate コマンドで指定する CSI によって、Tag がサポートしている暗号スィートから 

1 つを選ぶ。認証を遂行するために必要な Authenticate コマンドの数は、認証のタイプと暗号スィート

の選択によって変わってくる。Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ Authenticate を実行す

る。Authenticate には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 CSI は、暗号スィートを選択する。これは、Tag とインテロゲータが認証に用いるほか、その後

の通信にもすべて用いる（インテロゲータが別の CSI で認証をやり直すか、Tag がオープンス

テートまたはセキュアステートを抜けるまで）。 

 Length は、Message のビット長さである。 

 Message には、認証のパラメータを収める。 

 Authenticate は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。

オープンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った Authenticate 

を受け取ると、Authenticate を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 

を参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの Authenticate コマンドの機能拡張に

利用する。 

 Authenticate の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 インテロゲータは、Authenticate を SecureComm や AuthComm でカプセル化しない（表 6.28 を

参照のこと）。 

 Authenticate コマンドをサポートする Tag は、セキュリティ（S）インジケータを実装する（第 

6.3.2.1.3 項を参照のこと） 

 暗号スィートによって、Message のフォーマット、認証のステップの数、認証にウエイトステートを

実装するかどうか、Tag またはインテロゲータが計算を遂行できないときの振舞い、暗号処理の応答が

正しくないときの振舞いなどを規定する。そのほかには、認証に成功したときと失敗したときの、両者

についての Tag の応答のフォーマットの規定、認証前後の通信に関係する鍵などのパラメータ、Tag と

インテロゲータが、その後の通信で用いるセッション鍵の導出についての情報などを収めることもある。

暗号スィートによって規定されるパラメータは、資料 M にまとめている。 

 Authenticate コマンドは、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag が Response に入

れるパラメータは、暗号スィートによって規定される。資料 M を参照のこと。 

 Tag が受け取った Authenticate に、サポートしていない CSI の指定、フォーマットが不適切または

実行できない Message、暗号パラメータが不適切などの問題がある場合、Tag は Authenticate を実行

せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。セキュアステー

トの Tag が、CSI を切り替えた Authenticate など、新たな認証を開始する Authenticate を受け取っ

た場合、オープンステートに移り、現在の暗号エンジンの使用を取り止めて暗号エンジンをリセットし、

新しい認証を開始する。 

 Tag は、適切な形式を持った Authenticate を受け取って、そこで暗号法上のエラーがあった場合、暗

号スィートの規定によってエラーにセキュリティタイムアウトが要求されていれば、第 6.3.2.5 項で定

めるセキュリティタイムアウトに入る。Authenticate コマンドに対してセキュリティタイムアウトをサ
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ポートしている Tag が、タイムアウト中に Authenticate を受け取った場合、コマンドを拒否し、エラ

ーコードを後方散乱して（資料 I を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 

 

表 6.58：Authenticate コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.11 AuthComm（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、AuthComm コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.59 に

示すようにする。AuthComm では、Message フィールドに、別のコマンドを（普通はさらに MAC を

加えて）カプセル化することによって、R=>T の認証された通信を行うことができる。表 6.28 に、

AuthComm でカプセル化できるコマンドを示している。AuthComm コマンドは、各種の暗号スィート

をサポートする汎用性が持たせてある。AuthComm を利用するには、それに先立って Authenticate か 

Challenge による Tag 認証、インテロゲータ認証、または相互認証をかならず行っておく。AuthComm 

に先行する Authenticate か Challenge の CSI で指定する暗号スィートによって、Message と応答の

フォーマットが決まる。Tag は、応答に MAC を入れることがあり、これも暗号スィートで規定される。

Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ AuthComm を実行する。AuthComm には、以下のフ

ィールドがある。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 Message には、暗号スィートの規定に従って、コマンドとその他のパラメータ（MAC など）を

カプセル化して収める。インテロゲータは、コマンドからプリアンブルと、Handle、CRC を取

り去ってから、AuthComm にカプセル化する。カプセル化したコマンドには、暗号化などを施さ

ない。 

 AuthComm は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。オ

ープンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った AuthComm を受

け取ると、AuthComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を

参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの AuthComm コマンドの機能拡張に利用

する。 

 オープンステートまたはセキュアステートの Tag が、許されていないコマンドや、非サポートのコマ

ンド、またはカプセル化に対応していないコマンドをカプセル化した AuthComm（表 6.28 を参照のこ

と）を受け取った場合、AuthComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う

（表 C.30 を参照のこと）。 

 AuthComm の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 Tag は、暗号法による認証を済ませた後でなければ、AuthComm を受け付けない。Access コマンド

シーケンスは、暗号法による認証にあたらないので、Access コマンドシーケンスの遂行によって現在の

セキュアステートに入った Tag は、AuthComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートと

して取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 AuthComm を処理する際、Tag は、まず AuthComm 自体の機能処理／分析／ステート遷移／エラー

処理を実行し、AuthComm の処理に成功すれば、AuthComm の Message フィールドにカプセル化さ
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れたコマンドの機能処理／分析／ステート遷移／エラー処理を実行する。AuthComm が認証 Kill をカプ

セル化しているなどのケースでは、Tag は AuthComm 自体に応答してステート遷移することがなくて

も、カプセル化されたコマンドに応答してステートを変えることがある。 

 AuthComm に応答する Tag は、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag が Response 

に収めるパラメータは、暗号スィートによって規定され、最低限でも、カプセル化されたコマンドの応

答のうちプリアンブル、Handle、そして CRC を除いたものが入る。たとえば、Read コマンドがカプ

セル化されていた場合、応答には、少なくとも Read に伴う読取りデータまたはエラーコードが入る。

インプロセス応答を使うほかのコマンドとは違って、AuthComm は必ず応答を送信して、決して格納し

ないので、AuthComm には SenRep フィールドがない。 

 AuthComm は、それ自身の処理に成功と失敗があるとともに、カプセル化しているコマンド（たとえ

ば、Lock）の処理にも成功と失敗がある点で、ほかのコマンドとは違った振舞いをする。AuthComm の

成功と失敗は、表 6.14 の応答の Done と Header で示す。カプセル化しているコマンドの成功と失敗

は、表 6.14 の応答の Response で示す。例として、IncRepLen = 1 で、遅延応答タイプのコマンド（こ

こでは Lock とする）をカプセル化している AuthComm を Tag が受け取った場合、Lock の処理が正

常に完了すると、表 6.14 の Tag 応答は、Done = 1 と Header = 0 によって、AuthComm の処理が正

常に行われたことを示し、Length = 0002h と Result = 0 によって、Lock の処理が正常に行われたこと

を示すものになる。なお、この例は Tag がセキュアステートにいたと仮定しており、もし Tag がオー

プンステートにいた場合、AuthComm は成功しても、Lock の応答はエラーコードになる。 

 Tag は、適切な形式を持った AuthComm を受け取って、そこで暗号法上のエラーがあった場合、暗

号スィートの規定によってエラーにセキュリティタイムアウトが要求されていれば、第 6.3.2.5 項で定

めるセキュリティタイムアウトに入る。AuthComm コマンドに対してセキュリティタイムアウトをサポ

ートしている Tag が、タイムアウト中に AuthComm を受け取った場合、Tag はコマンドを拒否し、

エラーコードを後方散乱して（資料 I を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 

 

表 6.59：AuthComm コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.12 SecureComm（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、SecureComm コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.60 に

示すようにする。SecureComm では、Message フィールドに、暗号化した別のコマンドをカプセル化

することによって、R=>T の暗号化された通信を行うことができる。表 6.28 に、SecureComm でカプ

セル化できるコマンドを示している。SecureComm コマンドは、各種の暗号スィートをサポートする汎

用性が持たせてある。SecureComm を利用するには、それに先立って Authenticate か Challenge によ

る Tag 認証、インテロゲータ認証、または相互認証をかならず行っておく。SecureComm に先行する 

Authenticate または Challenge の CSI で指定する暗号スィートによって、Message と応答のフォーマ

ットが決まる。Tag は、応答を暗号化したり、応答に MAC を含めたりし、これも暗号スィートで規定

される。Tag は、オープンまたはセキュアステートでのみ SecureComm を実行する。SecureComm に

は、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、
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Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 Length は、Message のビット長さを示す。 

 Message には、暗号スィートの規定に従って、コマンドとその他のパラメータ（MAC など）を

カプセル化して収める。インテロゲータは、コマンドからプリアンブルと、Handle、CRC を取

り去ってから、SecureComm にカプセル化する。カプセル化したコマンドには、暗号化を施す。 

 SecureComm は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。

オープンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った SecureComm 

を受け取ると、SecureComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 

C.30 を参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの SecureComm コマンドの機能

拡張に利用する。 

 オープンステートまたはセキュアステートの Tag が、許されていないコマンドや、非サポートのコマ

ンド、またはカプセル化に対応していないコマンドをカプセル化した SecureComm（表 6.28 を参照の

こと）を受け取った場合、SecureComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り

扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 SecureComm の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 Tag は、暗号法による認証を済ませた後でなければ、SecureComm を受け付けない。Access コマン

ドシーケンスは、暗号法による認証にあたらないので、Access コマンドシーケンスの遂行によって現在

のセキュアステートに入った Tag は、SecureComm を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポー

トとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 SecureComm を処理する際、Tag は、まず SecureComm 自体の機能処理／分析／ステート遷移／

エラー処理を実行し、SecureComm の処理に成功すれば、SecureComm の Message フィールドにカ

プセル化されたコマンドの機能処理／分析／ステート遷移／エラー処理を実行する。SecureComm が認

証 Kill をカプセル化しているなどのケースでは、Tag は SecureComm 自体に応答してステート遷移す

ることがなくても、カプセル化されたコマンドに応答してステートを変えることがある。 

 SecureComm に応答する  Tag は、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag が 

Response に収めるパラメータは、暗号スィートによって規定され、最低限でも、カプセル化されたコ

マンドの応答のうちプリアンブル、Handle、そして CRC を除いたものが入る。たとえば、Read コマ

ンドがカプセル化されていた場合、応答には、少なくとも Read に伴う読取りデータまたはエラーコー

ドが入る。 

 SecureComm は、それ自身の処理に成功と失敗があるとともに、カプセル化しているコマンド（たと

えば、Lock）の処理にも成功と失敗がある点で、ほかのコマンドとは違った振舞いをする。SecureComm 

の成功と失敗は、表 6.14 の応答の Done と Header で示す。カプセル化しているコマンドの成功と失

敗は、表 6.14 の応答の Response で示す。例として、IncRepLen = 1、SenRep = 1 で、遅延応答タイ

プのコマンド（ここでは Lock とする）をカプセル化している SecureComm を Tag が受け取った場

合、Lock の処理が正常に完了すると、表 6.14 の Tag 応答は、Done = 1 と Header = 0 によって、

SecureComm の処理が正常に行われたことを示し、Length = 0002h と Result = 0 によって、Lock の

処理が正常に行われたことを示すものになる。また SenRep = 0 だった場合、表 6.14 の Tag 応答は、

Done = 1 と Header = 0 によって、SecureComm の処理が正常に行われたことを示し、Length = 0002h 

と Result = null によって、Lock の処理が正常に行われ、Result（02）が ResponseBuffer にあること

を示す。さらに Tag は、XPC_W1 の C フラグをアサートして、ResponseBuffer に計算の Result が

入っていることを表す。なおこの例は、Tag がセキュアステートにいたと仮定しており、もし Tag が

オープンステートにいた場合、SecureComm は成功しても、Lock の応答はエラーコードになる。 

 Tag は、適切な形式を持った SecureComm を受け取って、そこで暗号法上のエラーがあった場合、

暗号スィートの規定によってエラーにセキュリティタイムアウトが要求されていれば、第 6.3.2.5 項で

定めるセキュリティタイムアウトに入る。SecureComm コマンドに対してセキュリティタイムアウトを
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サポートしている Tag が、タイムアウト中に SecureComm を受け取った場合、Tag はコマンドを拒

否し、エラーコードを後方散乱して（資料 I を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 

 

表 6.60：SecureComm コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.13 KeyUpdate（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、KeyUpdate コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.61 に

示すようにする。KeyUpdate では、Tag に格納されている鍵に、インテロゲータから書込みや上書きを

することができる。KeyUpdate コマンドは、各種の暗号スィートをサポートする汎用性が持たせてある。

KeyUpdate を利用するには、それに先立って Authenticate によるインテロゲータ認証、または相互認

証をかならず行っておく。KeyUpdate に先行する Authenticate の CSI で指定する暗号スィートによっ

て、Message と応答のフォーマットが決まる。Tag は、セキュアステートでのみ KeyUpdate を実行す

る。KeyUpdate には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 Length は、Message のビット長さを示す。 

 KeyID は、書込みまたは更新をする鍵を指定する。 

 Message は、鍵を収めているものか、鍵そのものである。暗号スィートの規定に従って、そのほ

かのパラメータ（MAC など）も収める。Message は暗号化することもある。 

 KeyUpdate は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。セ

キュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った KeyUpdate を受け取ると、KeyUpdate を

実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。これらの 

RFU ビットは、将来のプロトコルでの KeyUpdate コマンドの機能拡張に利用する。 

 インテロゲータは、KeyUpdate を SecureComm や AuthComm でカプセル化してもよい（表 6.28 

を参照のこと）。暗号スィートが、KeyUpdate を SecureComm でカプセル化することを求めている場

合は、KeyUpdate の Message を暗号化する必要はない。暗号スィートが、KeyUpdate を AuthComm 

で、またはカプセル化せずに送ることを許している場合は、KeyUpdate の Message を暗号化する。 

 セキュアステートの Tag が鍵を書き込むのは、（a）インテロゲータが暗号スーパーユーザとして認

証されていて、かつ KeyUpdate に先行する Authenticate コマンドの CSI で指定の暗号スィートに、

KeyID が割り振られている場合、または（b）KeyID が、インテロゲータが認証に使ったものと同じで

ある場合、のどちらかに限る。どちらでもない場合、Tag は KeyUpdate を実行せずに、コマンドのパ

ラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。Tag 権限と暗号スーパーユーザ権限

については、第 6.3.2.11.2 項を参照のこと。 

 実行可能な KeyUpdate を受け取ると、Tag は古い鍵を新しい鍵で上書きする。新しい鍵の書込みに

失敗した場合、Tag は前に保存していた鍵に戻る。これは、たとえば書込み処理のダブルバッファリン

グなどで対応する。 
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 カプセル化していない KeyUpdate の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 Tag は、暗号法による認証を済ませた後でなければ、KeyUpdate を受け付けない。Access コマンド

シーケンスは、暗号法による認証にあたらないので、Access コマンドシーケンスの遂行によって現在の

セキュアステートに入った Tag は、KeyUpdate を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートと

して取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 KeyUpdate に応答する Tag は、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag が Response 

に収めるパラメータは、暗号スィートによって規定される。 

 Tag は、適切な形式を持った KeyUpdate を受け取って、そこで暗号法上のエラーがあった場合、暗

号スィートの規定によってエラーにセキュリティタイムアウトが要求されていれば、第 6.3.2.5 項で定

めるセキュリティタイムアウトに入る。KeyUpdate コマンドに対してセキュリティタイムアウトをサポ

ートしている Tag が、タイムアウト中に KeyUpdate を受け取った場合、Tag はコマンドを拒否し、エ

ラーコードを後方散乱して（資料 I を参照のこと）、現在のステートにとどまる。 

 

表 6.61：KeyUpdate コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.14 TagPrivilege（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、TagPrivilege コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.62 に

示すようにする。TagPrivilege では、アクセスパスワードは表 6.22 に、鍵は表 6.23 に示している Tag 

権限に、インテロゲータから書込みや変更をすることができる。Tag は、セキュアステートでのみ 

TagPrivilege を実行する。TagPrivilege には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 Action は、権限を読み取るのか、権限に変更を加えるのかを指定する。Action = 0 は読取りを、

Action = 1 は変更を示す。 

 Target は、処理の対象がアクセスパスワードか鍵かを指定する。Target = 0 ならば、Tag はア

クセスパスワードの権限の読取りまたは変更をする。Target = 1 ならば、KeyID で示される鍵の 

Tag 権限の読取りまたは変更をする。 

 KeyID は、権限の読取りまたは書込みをする鍵を指定する。 

 Privilege は、権限に変更を加えるときに（Action = 1）、表 6.22 または表 6.23 の 16 個の Tag 

権限の値を指定する。 

 TagPrivilege は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。

セキュアステートの  Tag が、ゼロでない  RFU ビットを持った  TagPrivilege を受け取ると、

TagPrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこ

と）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの TagPrivilege コマンドの機能拡張に利用する。 

 認証されていないインテロゲータが TagPrivilege を出すことはできるが、カプセル化はできず、かつ 
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Target = 0（アクセスパスワード）にする。 

 認証されたインテロゲータは、TagPrivilege を SecureComm または AuthComm でカプセル化する

（表 6.28 を参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル

化されていない TagPrivilege を受け取ると、TagPrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを非サ

ポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 セキュアステートにある Tag は、アクセスパスワードの権限について読取りと変更を実行するが、イ

ンテロゲータが正しいアクセスパスワードを送っていて、かつディアサート状態の権限をアサートする

のではない場合に限る。それ以外の場合、Tag は TagPrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを

非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 セキュアステートにある Tag は、鍵の権限について読取りと変更を実行するが、（a）インテロゲー

タが暗号スーパーユーザとして認証されていて、かつ TagPrivilege に先行する Authenticate コマンド

の CSI で指定の暗号スィートに、KeyID が割り振られている場合、または（b）KeyID が、インテロゲ

ータが認証に使ったものと同じで、かつディアサート状態の権限をアサートするのではない場合、のど

ちらかに限る。 

 インテロゲータが TagPrivilege で Action = 0 を指定する場合、Privilege にはどんな値を使ってもよ

い。Action = 0 のとき、Tag は Privilege を無視する。 

 インテロゲータが TagPrivilege で Target = 0 を指定する場合、KeyID にはどんな値を使ってもよい。

Tag は、Target = 0 の TagPrivilege を受け取ると、KeyID にインテロゲータから与えられた値を無視

する。 

 Action = 1 の実行可能な TagPrivilege を受け取ると、Tag は古い権限を新しい権限で上書きする。新

しい権限の書込みに失敗した場合、Tag は前に保存していた権限に戻る。これは、たとえば書込み処理

のダブルバッファリングなどで対応する。 

 セキュアステートにある Tag が、RFU の権限ビットをアサートする TagPrivilege、または変更不可

の権限値に変更を加える TagPrivilege を受け取ると、実行せずに、コマンドのパラメータを非サポート

として取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 カプセル化していない TagPrivilege の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこ

と）。 

 TagPrivilege に応答する  Tag は、第  6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag の 

Response は、Action = 0、Action = 1 とも表 6.63 に示すようにし、Target と、インテロゲータから送

られた KeyID、そして現在の権限（Action = 1 で Tag が権限の書込みに成功したときは新しい権限）

で構成する。 

 

表 6.62：TagPrivilege コマンド 
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表 6.63：正常な TagPrivilege コマンドに対する Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.15 ReadBuffer（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、ReadBuffer コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.64 に

示すようにする。ReadBuffer では、Tag の ResponseBuffer に格納されているデータを、インテロゲー

タから読み込むことができる。Tag は、オープンステートまたはセキュアステートで、Tag の C フラ

グがアサートされているときにのみ、ReadBuffer を実行する。ReadBuffer には、以下のフィールドが

ある。 

 WordPtr は、読み込む先頭のワードアドレスを指定する。たとえば、WordPtr = 000h が指定する

のは、最初の 16 ビットメモリワードであり、WordPtr = 001h が指定するのは次の 16 ビット

メモリワードとなる。 

 BitCount は、読み込むビット数を指定する。BitCount = 000h の場合、Tag は WordPtr に始ま

って、アロケートされている ResponseBuffer の末尾までの内容を後方散乱する。 

 ReadBuffer は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。オ

ープンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った ReadBuffer を受

け取ると、ReadBuffer を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を

参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの ReadBuffer コマンドの機能拡張に利用

する。 

 インテロゲータは、ReadBuffer を AuthComm でカプセル化してよいが、SecureComm ではカプセ

ル化しない（表 6.28 を参照のこと）。 

 ResponseBuffer を実装する Tag は、ReadBuffer コマンドを実装する。 

 カプセル化していない ReadBuffer の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこ

と）。 

 ReadBuffer に対する Tag の応答には、第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答を使う。C = 1 で、

ReadBuffer の指定するメモリビットが存在すれば、Tag の応答は表 6.65 に示すようにし、ヘッダ（0 ビ

ット）、Data ビット、そして Tag の Handle で構成する。この応答に、CRC-16 を 0 ビット、Data ビ

ット、Handle から算出して付け加える。ReadBuffer が、存在しないメモリビットを指定しているか、

XPC_W1 の C フラグがゼロ値の場合、Tag は ReadBuffer を実行せずに、表 6.16 の時間 T1 内に、

表 6.65 の応答ではなく、エラーコードを後方散乱する（表 C.30 で、非サポートのパラメータを参照

のこと）。 

 

表 6.64：ReadBuffer コマンド 
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表 6.65：正常な ReadBuffer コマンドに対する Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.16 Untraceable（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、Untraceable コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.66 に

示すようにする。Untraceable では、Untraceable 権限をアサートしたインテロゲータから Tag に指示

して、（a）EPC メモリの L ビットおよび U ビットの変更、（b）Untraceable 権限がディアサートのイ

ンテロゲータに対するメモリの隠蔽、および／または（c）全インテロゲータに対する Tag の通信レン

ジの低減、を行わせることができる。Tag が隠蔽できるメモリには、EPC メモリのワード、TID メモリ

にある Tag のシリアル情報、TID メモリの全体、User メモリ（File_0 以上）がある。トレース不能の 

Tag とトレース可能の Tag とは、状態機械とコマンド応答の観点からは同じ挙動をするが、（a）

Untraceable 権限がディアサートのインテロゲータに対して Tag が開示するメモリ、および／または

（b）Tag の通信レンジ、の点で相違がある。Tag は、セキュアステートでのみ Untraceable を実行す

る。Untraceable には、以下のフィールドがある。 

 U は、XPC_W1 の U ビットの値を指定する（第 6.3.2.1.2.2 項を参照のこと）。Untraceable コ

マンドを受け取ると、U ビットをサポートしている Tag は、EPC メモリのロックやパーマロッ

クの状態に関係なく、与えられた U 値で XPC_W1 のビット 21Ch を上書きする。U ビットを

サポートしていない Tag は、与えられた U 値を無視して、ほかの Untraceable の処理を続け

る。 

 EPC は、Show/hide ビット（最上位ビット）と 5 ビットの Length（下位 5 ビット）を収める。

2 つのフィールドは、独立して次のような働きをする。 

o Show/hide は、Tag が EPC メモリの一部を、トレース不能隠蔽にするかどうかを指定する。

Show/hide = 02 ならば、Tag は EPC メモリを開示する。Show/hide = 12 ならば、Tag は 

EPC メモリのうち、EPC 長フィールド（StoredPC のビット 10h – 14h）の指す位置より上

側で、ビット 20Fh までの範囲（端を含む）をトレース不能隠蔽にする。 

o Length は、新しい EPC 長フィールド（L ビット）を指定する。Untraceable コマンドを受

け取ると、Tag は、EPC メモリのロックやパーマロックの状態に関係なく、与えられた Length 

ビット列で EPC 長フィールド（StoredPC のビット 10h – 14h）を上書きする。以降 ACK に

応答する際、Tag は新しい Length ビット列で示される長さの EPC を後方散乱する。 

 TID は、Tag がトレース不能隠蔽にする TID メモリを指定する。TID = 002 ならば、Tag は TID 

メモリを開示する。TID = 012 の場合、Tag のアロケーションクラス識別子（第 6.3.2.1.3 項を

参照のこと）が E0h ならば、Tag は 10h から上側（端を含む）の TID メモリをトレース不能

隠蔽にする。Tag のアロケーションクラス識別子が E2h ならば、Tag は 20h から上側（端を含

む）の TID メモリをトレース不能隠蔽にする。TID = 102 ならば、Tag は TID メモリ全体をト

レース不能隠蔽にする。TID = 112 は RFU である。 

 User は、Tag が User メモリをトレース不能隠蔽にするかどうかを指定する。User = 02 なら

ば、Tag は User メモリを開示する。User = 12 ならば、Tag は User メモリをトレース不能隠

蔽にする（File_0 以上を隠す）。 

 Range は、Tag の通信レンジを指定する。Range = 002 ならば、Tag は つねに通常の通信レン

ジを使う。Range = 102 ならば、Tag はつねに低減した通信レンジを使う。Range = 012 ならば、
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Tag は 一時的に通信レンジを切り替え（通常レンジならば低減し、低減していれば通常レンジ

にする）、Tag の給電が止まると元のレンジに戻す。一時的な切替えによって、インテロゲータ

は、レンジを低減しても Tag と通信できることを確かめたうえで、レンジ低減のトレース不能

設定を Tag の不揮発性メモリに書き込むことができる（Range = 102 で Untraceable を送る）。

Range = 112 は RFU である。Tag はレンジ変更を済ませてから、Untraceable に応答する。レ

ンジ低減の大きさと、適用するコマンドなどの詳細は、製造者が規定する。レンジ低減をサポー

トしていない Tag は、Range を無視して、ほかの Untraceable の処理を続ける。 

 Untraceable は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。

セキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビット、TID = 112、または Range = 112 を持った 

Untraceable を受け取ると、Untraceable を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り

扱う（表 C.30 を参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの Untraceable コマン

ドの機能拡張に利用する。 

 セキュアステートの Tag が、Untraceable 権限を持ったインテロゲータから Untraceable を受け取

れば、コマンドを実行する。インテロゲータに Untraceable 権限がなければ、Tag はコマンドを実行せ

ずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 認証されていないインテロゲータは、カプセル化せずに Untraceable を発行してよい。認証されてい

るインテロゲータは、Untraceable を SecureComm または AuthComm でカプセル化する（表 6.28 を

参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル化されていな

い Untraceable を受け取ると、Untraceable を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして

取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 Untraceable コマンドは、アトミックに処理する。すなわち、実行可能な Untraceable を受け取った 

Tag は、それまでのメモリとレンジの設定を破棄して、新しい設定を実装する。 

 Untraceable コマンドが Tag の EPC 長フィールドを変えた場合、起動時に StoredCRC を算出する 

Tag では、インテロゲータがいったん Tag の給電を切るまで、一般に StoredCRC は誤った内容になっ

ている。第 6.3.2.1.2.1 項を参照のこと。 

 Tag が XI = 02 しかサポートしていなければ、Untraceable の Length ビット列はどんな 5 ビット値

でもよい。Tag が XI = 12 をサポートしていれば、Length ビット列は、最大値が 111012 になる。XI = 

12 をサポートしている Tag は、111012 を超える Length ビット列を指定した Untraceable は実行せ

ずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。この Length の絶

対的な最大値に限らず、Untraceable が Tag のサポートしていない Length 値を指定していれば、Tag 

は Untraceable を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照の

こと）。 

 低減レンジで稼働している Tag は、インテロゲータに Untraceable 権限があるかないかに関係なく、

全部のコマンドにレンジ低減を適用する。 

 Tag のサポートするアクセスコマンドが、トレース不能隠蔽メモリを操作する場合、Untraceable 権

限を持ったインテロゲータからのコマンドは実行するが、Untraceable 権限を持たないインテロゲータか

らのコマンドは実行しない。この場合 Tag は、トレース不能隠蔽メモリが、存在しないかのように振る

舞い、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。たとえば、Tag の 

User メモリがトレース不能隠蔽になっている場合、Untraceable 権限を持ったインテロゲータからの 

FileOpen は実行でき、しかし Untraceable 権限を持たないインテロゲータからの FileOpen は実行で

きない。 

 EPC メモリをトレース不能隠蔽にしている Tag は、ACK を受け取った際、トレース不能隠蔽の状態

の EPC メモリビットはいっさい応答に加えない。 

 EPC メモリの一部または全体をトレース不能隠蔽にする際、インテロゲータは、EPC メモリバンク

をパーマロックしておくことを、当プロトコルでは推奨する。このパーマロックをしておかないと、
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Untraceable 権限を持たないインテロゲータでも、Tag の EPC 長フィールドを書き換えると、トレー

ス不能隠蔽にしておいたメモリを読み取ることができてしまう。 

 Select コマンドの Mask に、トレース不能隠蔽メモリが含まれている場合、Tag は不一致として取り

扱う。 

 UMI を算出する Tag の場合、User メモリがトレース不能の状態かどうかは、UMI 値に影響を及ぼさ

ない。 

 カプセル化していない Untraceable の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこ

と）。 

 当プロトコルでは、Tag 製造者が不可逆的なトレース不能の状態を実装することを許す。これは、い

ったんトレース不能隠蔽にしたメモリ部分を、再び開示できないようにし、および／または Tag の通信

レンジをいったん低減すると、通常レンジに戻せなくするものである。メモリを不可逆的に隠蔽した Tag 

が、通信レンジの変更を許すかどうか、あるいはその逆を許すかどうか等、この不可逆的なトレース不

能の詳細は、Tag 製造者が規定する。 

 当プロトコルでは、Tag 製造者が Untraceable をショートレンジでのみ実行できるように Tag を構

成することを許す。また このようにした Tag に、Tag 製造者がゼロ値のアクセスパスワードを持たせ

て、かつアクセスパスワードの Untraceable 権限をアサートすることを許す。この場合、Untraceable コ

マンドの不正使用に対する防護が、ショートレンジ機能だけになる。 

 Tag の Untraceable への応答は、第 6.3.1.6.2 項で規定の遅延応答を使う。Tag は、実行できる 

Untraceable を受け取ると、指定された処理を実行する。Tag のサポートするフィールドを持った 

Untraceable であっても、たとえば、不可逆的に隠蔽された部分の Tag メモリの開示を指示していたり、

あるいはインテロゲータが Untraceable 権限を持たないなどで、Tag に実行できない場合、Tag は 

Untraceable を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこ

と）。 

 

表 6.66：Untraceable コマンド 

 

 

6.3.2.12.3.17 FileOpen（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、FileOpen コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.67 に示

すようにする。FileOpen では、インテロゲータから Tag に指示して、現在開いているファイルを閉じ、

新しいファイルを開くことができる。Tag は、オープンステートまたはセキュアステートでのみ、

FileOpen を実行する。FileOpen には、以下のフィールドがある。 

 FileNum は、開くファイルを指定する。 

 FileOpen は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。オー

プンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った、または FileNum = 

11111111112（RFU の FileNum）を指定した FileOpen を受け取ると、FileOpen を実行せずに、コマ
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ンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。これらの RFU ビットは、将

来のプロトコルでの FileOpen コマンドの機能拡張に利用する。 

 認証されたインテロゲータは、FileOpen を SecureComm または AuthComm でカプセル化する（表 

6.28 を参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル化さ

れていない FileOpen を受け取ると、FileOpen を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとし

て取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 認証されていないインテロゲータは、カプセル化なしで FileOpen を出すことができ、これによって、

（a）オープンステートの Tag でアクセスできるファイル、または（b）アクセスパスワードを送ったイ

ンテロゲータから、セキュアステートの Tag でアクセスできるファイル、を開くことができる。 

 インテロゲータも Tag も、File_N、N>0 をサポートする場合は FileOpen を実装する。 

 インテロゲータが、00002 のファイル権限値しか持たない File_N、N>0 を指定して FileOpen を発行

すると、Tag はファイルを開くが、インテロゲータは何のデータも読み出すことができず、内容を変え

ることもできない（表 6.24 および表 6.25 を参照のこと）。 

 カプセル化していない FileOpen の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 FileOpen コマンドをサポートする Tag は、ファイル（F）インジケータを実装する（第 6.3.2.1.3 項

を参照のこと）。 

 FileOpen に対する Tag の応答には、第 6.3.1.6.1 項で規定の即時応答を使う。FileNum に割り振っ

たファイルのある Tag は、現在開いているファイルを閉じて、指定されたファイルを開き、表 6.68 に

示すように応答する。この応答は、ヘッダ（0 ビット）、FileNum、FileType、FileSize、BlockSize、IntPriv、

LastFile、そして Tag の Handle で構成する。FileNum、FileType、FileSize、BlockSize については、

第 6.3.2.11.3 項で定義している。IntPriv は、インテロゲータがファイルに持つ 4 ビットの権限値であ

る（表 6.24 および表 6.25 を参照のこと）。LastFile は、開いたファイルが、割り振られた中で最大の 

FileNum を持つものかどうかを示し、開いたファイルよりも大きな FileNum のファイルが Tag にあれ

ば、LastFile を 0 に設定して、なければ LastFile を 1 に設定する。この応答に、0 ビットから最終の 

Handle ビットまでに対して算出した CRC-16 を付け加える。Tag は、すでに開いているファイルを指

定した FileOpen を受け取った場合、ファイルを開いたままにして、表 6.68 に示すように応答する。

Tag が FileOpen を受け取っても、FileNum に割り振ったファイルがない場合、または User メモリが

トレース不能隠蔽にされていて、インテロゲータに Untraceable 権限がない場合、あるいはその他の理

由で Tag が FileOpen を実行できない場合、Tag は FileOpen を実行せずに、コマンドのパラメータ

を非サポートとして取り扱い（表 C.30 を参照のこと）、現在開いているファイルに戻る（あるいは、Tag 

がファイルをまったくアロケートしていない場合、または User メモリがトレース不能隠蔽にされてい

て、インテロゲータに Untraceable 権限がない場合は、ファイルのない状態になる）。 

 

表 6.67：FileOpen コマンド 
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表 6.68：正常な FileOpen コマンドに対する Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.18 FileList（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、FileList コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.69 に示す

ようにする。FileList では、Tag のファイルについてや、それらのファイルにインテロゲータが持つ権限

について、インテロゲータから調べることができる。Tag は、オープンステートまたはセキュアステー

トでのみ FileList を実行する。FileList には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 FileNum は、インテロゲータが情報を要求するいくつかのファイルのうち、先頭にあるものを指

定する。 

 AddlFiles は、インテロゲータが、先頭ファイルのほかに情報を要求するファイルの数を指定す

る。たとえば、FileNum = 4 で AddlFiles = 2 の場合、Tag は File_4 のほか、それに続く番号

のファイル 2 つについて情報を提供する（Tag 製造者がファイル番号を連番で割り振っていれ

ば File_5 と File_6 になり、連番でなければ別のファイル 2 つ）。 

 FileList は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。オープ

ンステートまたはセキュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った、または FileNum = 

11111111112（RFU の FileNum）を指定した FileList を受け取ると、FileList を実行せずに、コマン

ドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。これらの RFU ビットは、将来

のプロトコルでの FileList コマンドの機能拡張に利用する。 

 認証されたインテロゲータは、FileList を SecureComm または AuthComm でカプセル化する（表 

6.28 を参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル化さ

れていない FileList を受け取ると、FileList を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取

り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 認証されていないインテロゲータは、オープンステートまたはセキュアステートの Tag に、カプセル

化なしで FileList を出してよい。 

 インテロゲータは、AddlFiles = FFh を指定しない。Tag は、AddlFiles = FFh で FileList を受け取る

と、AddlFiles = FDh の FileList を受け取ったかのように振る舞う。 

 カプセル化していない FileList の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 FileList に応答する Tag は、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答を使う。Tag の Response は、

表 6.70 に示すようにし、インテロゲータが情報を要求したファイルごとに、Message を 1 つ入れる。

Response を構成するのは、Message の数、Message の内容（10 ビットの FileNum、8 ビットの 

FileType、10 ビットの FileSize、4 ビットの IntPriv）、BlockSize、そしてサイズ変更にあてることの

できる空きメモリ（AvailFileSize）である。IntPriv は、インテロゲータがファイルに持つ 4 ビットの権

限値である（表 6.24 および表 6.25 を参照のこと）。スタティック Tag の場合、AvailFileSize はゼロ

である。Tag に 1022 ブロックを超える空きメモリがあれば、AvailFileSize は 11111111112 にする。

Tag の受け取った FileList が、サポートされていない FileNum を指定している場合、または AddlFiles 

が（FileNum の 1 を数えて）ファイル数を超えている場合、または User メモリがトレース不能隠蔽に
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されていて、インテロゲータに Untraceable 権限がない場合、あるいはその他の理由で Tag が FileList 

を実行できない場合、これらの場合 Tag は、FileList を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポー

トとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

表 6.69：FileList コマンド 

 

表 6.70：正常な FileList コマンドに対する Tag 応答 

 

 

6.3.2.12.3.19 FilePrivilege（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、FilePrivilege コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.72 に

示すようにする。FilePrivilege では、現在開いているファイルについて、インテロゲータからファイル

権限（表 6.24 または表 6.25）の読取りまたは変更を行うことができる。Tag は、セキュアステートで

のみ FilePrivilege を実行する。FilePrivilege には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、

Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 Action は、現在開いているファイルの権限を読み取るのか、変更を加えるのか、そして変更なら

ば、それはオープンステート、アクセスパスワード、1 つの鍵、または全部の鍵のどれを対象に

するのかを指定する。 

 KeyID は、鍵を指定する。 

 Privilege は、ファイル権限を指定する。表 6.24 および表 6.25 を参照のこと。 

 FilePrivilege は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。

セキュアステートの  Tag が、ゼロでない  RFU ビットを持った  FilePrivilege を受け取ると、

FilePrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこ

と）。これらの RFU ビットは、将来のプロトコルでの FilePrivilege コマンドの機能拡張に利用する。 

 認証されたインテロゲータは、FilePrivilege を SecureComm または AuthComm でカプセル化する

（表 6.28 を参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル

化されていない FilePrivilege を受け取ると、FilePrivilege を実行せずに、コマンドのパラメータを非サ

ポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 認証されていないインテロゲータは、セキュアステートの Tag に、カプセル化なしで FilePrivilege を

出すことができる。 

 Tag は、表 6.71 に従って TagPrivilege を実行する。表 6.71 は、Action 値ごとに、Tag が行う権

限割振り（該当の場合）、Tag が無視する FilePrivilege のフィールド、要求された処理に必要な Tag 権
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限またはファイル権限、そして Tag が後方散乱する応答を規定している。無視される FilePrivilege の

フィールドには、インテロゲータがどんな値を設定してもよい。 

 表 6.71 に示されているように、Tag は、ファイルスーパーユーザであるインテロゲータには、現在

開いているファイルについて、オープンステート、アクセスパスワード、そしてすべての鍵（鍵がどの

暗号スィートに割り振られているかに関係しない）のファイル権限を変えることを許す。表 6.71 から

もう 1 つ分かるように、Tag は、ファイルスーパーユーザでないインテロゲータについては、現在開い

ているファイルの、アクセスパスワードのほか、現在のセキュアステートに入るために使われた鍵につ

いて、そのアクセスパスワードまたは鍵で DecFilePriv がアサートされていれば、ファイル権限を下げ

ることを許す。ただし、オープンステートと、そのほかのパスワードや鍵は対象にならない。さらに表 

6.71 が示していることとして、Tag は、インテロゲータから、現在開いているファイルについて、オー

プンステート、アクセスパスワード、そしてすべての鍵の権限を、読み取ることを許す。 

 

表 6.71：FilePrivilege の Action フィールドの振舞い 

Action 
現在開いているファイルに

割り振る権限 

無視する 

フィールド 
必要な権限 

FilePrivilege への  

Tag 応答 
参照 

0002 – 
KeyID、
Privilege 

なし 

FileNum、オープンス

テートのファイル 

Privilege 

表 6.73 

Action=
0002, 
0012 0012 

Privilege を FileNum の 

オープンステートへ 
KeyID ファイルスーパーユーザ – 

0102 – 
KeyID、
Privilege 

なし 

FileNum、アクセスパ

スワードのファイル 

Privilege 表 6.73 

Action=
0102, 
0112 0112 

Privilege を FileNum の 

アクセスパスワードへ 
KeyID 

・ファイルスーパーユーザ: アクセス

パスワードへの Privilege 割振り 

・DecFilePriv: 使われているアクセ

スパスワードの Privilege 低減 

– 

1002 – Privilege なし 

FileNum、KeyID、

KeyID のファイル 

Privilege 表 6.73 

Action=
1002, 
1012 1012 

Privilege を FileNum の 

KeyID へ 
– 

・ファイルスーパーユーザ: Key_N 

への Privilege 割振り 

・DecFilePriv: 使われている鍵の 

Privilege 低減 

– 

1102 – 
KeyID、
Privilege 

なし 

FileNum、NumKeys、 

各鍵の 

KeyID/Privilege 組 

表 6.73 

Action=
1102, 
1112 1112 

Privilege を FileNum の 

全 KeyID へ 
KeyID ファイルスーパーユーザ – 

 

 Tag は、実行できる FilePrivilege を Action = 0012、0112、1012、または 1112 で受け取ると、現在

のファイル権限に新しい Privilege を上書きする。新しい Privilege の書込みに失敗した場合は、前に保

存していた権限に戻る。これは、たとえば書込み処理のダブルバッファリングなどで対応する。このと

き Action = 1112 の場合、Tag が一部の鍵にだけ書込みを終えた状態になることがある。この場合、イ

ンテロゲータから権限値を読み込んで、それを見て FilePrivilege を再発行するなどする。 

 カプセル化していない FilePrivilege の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこ

と）。 

 FilePrivilege では、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答に Tag の Response を組み入れる。

Response は、表 6.73 に示すようにする。 

 インテロゲータから送られたアクセスパスワードや鍵に十分な権限がない、または FilePrivilege の 

KeyID がサポートされていない、または Privilege が RFU 値である、または User メモリがトレース
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不能隠蔽の状態であって、インテロゲータに Untraceable 権限がない、あるいはその他の理由のために、

FilePrivilege が実行できない場合、Tag は受け取った FilePrivilege を実行せずに、コマンドのパラメー

タを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 

表 6.72：FilePrivilege コマンド 

 

表 6.73：正常な FilePrivilege とその Action フィールドに対する Tag の応答 

 

 

 

6.3.2.12.3.20 FileSetup（任意） 

 インテロゲータおよび Tag は、FileSetup コマンドを実装してよい。実装する場合は、表 6.74 に示

すようにする。FileSetup では、現在開いているファイルについて、インテロゲータからサイズ変更や、

FileType の変更をすることができる。Tag は、セキュアステートでのみ FileSetup を実行する。

FileSetup には、以下のフィールドがある。 

 SenRep は、Tag が Response を後方散乱するか、ResponseBuffer に格納するかを指定する。 

 IncRepLen は、Tag が Length を応答に加えるかどうかを指定する。IncRepLen = 0 ならば、
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Length を応答から省く。IncRepLen = 1 ならば、Length を応答に入れる。 

 FileType は、新しいファイルタイプを指定する。 

 FileSize は、必要なファイルサイズをブロック数で指定する。 

 FileSetup は 2 ビットの RFU を持つ。インテロゲータは、これらのビットを 002 に設定する。セキ

ュアステートの Tag が、ゼロでない RFU ビットを持った FileSetup を受け取ると、FileSetup を実行

せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。これらの RFU ビ

ットは、将来のプロトコルでの FileSetup コマンドの機能拡張に利用する。 

 Tag は、ファイルスーパーユーザ権限を持つインテロゲータから出された FileSetup でなければ実行

しない（第 6.3.2.11.3 項を参照のこと）。 

 認証されたインテロゲータは、FileSetup を SecureComm または AuthComm でカプセル化する（表 

6.28 を参照のこと）。セキュアステートの Tag が、認証されているインテロゲータからカプセル化さ

れていない FileSetup を受け取ると、FileSetup を実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートと

して取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 認証されていないインテロゲータは、セキュアステートの Tag に、カプセル化なしで FileSetup を

出すことができる。 

 FileSetup コマンドをサポートするスタティック Tag は、ファイルスーパーユーザ権限のあるインテ

ロゲータに、ファイルタイプの変更を許すが、サイズ変更は決して許さない。スタティック Tag は、

FileSetup の FileType をファイルの新しいタイプとして書き込み、FileSize は無視する。スタティック 

Tag とやり取りするインテロゲータは、FileSize にどんな値を入れてもよい。 

 ダイナミック Tag は、ファイルスーパーユーザ権限のあるインテロゲータに、ファイルのタイプとサ

イズの変更を許す。表 6.26 に、ダイナミック Tag がファイルサイズを変えることのできる条件を規定

している。ファイルサイズを大きくする場合、ダイナミック Tag は、「空き」状態のメモリのみ（別の

ファイルに現在アロケートされていないメモリのみ）、ファイルのサイズ変更にアロケートする。ダイ
ナミック Tag のファイルサイズを小さくする際、Tag は解放するメモリに消去を行っても行わなくて

もよく、これは Tag 製造者の実装によって決める。これに伴って当プロトコルでは、ファイルサイズを

縮小する際、インテロゲータは、サイズ変更によって切り離されるファイル部分に消去を行っておくこ

とを推奨する。ダイナミック Tag が、ファイルサイズの縮小によって解放したメモリを、回復できるよ

うにするかどうかは、Tag 製造者の実装によって決め、当プロトコルでは規定しない。 

 スタティック Tag も ダイナミック Tag も、FileSetup を実行した後の Tag 応答には、FileType と 

FileSize の両方を入れる（Tag がそれぞれを変更したかどうかに関係なく）。表 6.75 を参照のこと。 

 カプセル化していない FileSetup の前には、フレーム同期を挿入する（第 6.3.1.2.8 項を参照のこと）。 

 FileSetup では、第 6.3.1.6.3 項で規定のインプロセス応答に Tag の Response を組み入れる。

Response は、表 6.75 に示すようにする。Response には、FileNum、FileType、そして FileSize を

収める。インテロゲータから直近に送られたアクセスパスワードや鍵にファイルスーパーユーザ権限が

ない、または User メモリがトレース不能隠蔽の状態であって、インテロゲータに Untraceable 権限が

ない、あるいはその他の理由のために、Tag が受け取った FileSetup を実行できない場合、FileSetup を

実行せずに、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 を参照のこと）。 

 ダイナミック Tag が FileSetup を実行できないケースには、いろいろな理由があり得る。たとえば、

（a）ファイルサイズを増やす空きメモリが Tag にない、（b）Tag に空きメモリはあるが、それをファ

イルにアロケートできない、（c）ファイルにパーマロック状態のブロックがある、（d）そのほか多数で

ある。ダイナミック Tag が、FileSetup コマンドの FileSize を処理できない場合、FileSetup のどの部

分も実行せずに（FileType を変更せずに）、コマンドのパラメータを非サポートとして取り扱う（表 C.30 

を参照のこと）。 
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表 6.74：FileSetup コマンド 

 

表 6.75：正常な FileSetup コマンドに対する Tag 応答 1
 

1
 表 6.26 も参照のこと。 

 



135／175 

7. 当プロトコルに含まれる知的財産権 

 当プロトコルのいくつかの要素は、特許権利および／または知的財産権の対象になる可能性がある。

GS1 EPCglobal はこれら特許権利または知的財産権を確認するいかなる責任をも負う立場にない。 
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資料 A 

（標準） 

拡張可能なビットベクタ（EBV） 

 

 拡張可能なビットベクタ（EBV）とは、データ範囲が拡張可能なデータ構造である。 

 EBV はブロック配列になっている。各ブロックには、1 つの拡張ビットと、それに続く特定数のデー

タビットが含まれている。B が 1 つのブロックにおけるビット数の合計を表わす場合、ブロックには B 

– 1 データビットが含まれる。一般的な EBV には、様々な長さのブロックが含まれる。当プロトコルに

則って製造される Tag とインテロゲータには、長さ 8 ビット（EBV-8）のブロックを使用する。 

 EBV が表すデータ値は、拡張ビットを無視し、単純に左から右に読んだデータビットによって形成さ

れるビット列である。 

 Tag とインテロゲータには、表 A.1 で定める EBV-8 ワード形式を用いる。 

表 A.1：EBV-8 ワード形式 

 

 各ブロックで利用できるのは 7 データビットであるため、EBV-8 は 1 つのブロックで 0 から 127 

の間の数値を表すことができる。128 の値を表すには、最初のブロックで拡張ビットを 1 に設定し、2 つ

めのブロックを EBV-8 に付加する。このようにすることで、EBV-8 は自由に大きな値を表すことが可

能となる。 

 当プロトコルでは、EBV-8 の値を用いて、メモリアドレスおよびマスク長を表す。 
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資料 B 

（標準） 

ステート遷移表 

 

 ステート遷移表 B.1 から B.7 は、インテロゲータコマンドに対する Tag の応答を定義したものであ

る。ステート遷移表で使用する「Handle」という用語については第 6.3.2.6.5 項で定義する。エラーコ

ードの定義は表 I.2 で行う。「スロット」とは図 6.21 で示すスロットカウンタ出力のことであり、詳

細は資料 J で述べる。「処理」欄に記す「–」は、Tag がコマンドを実行せず、応答の後方散乱もしな

いことを意味する。 

B.1 現在のステート：スタンバイ 

表 B.1：スタンバイステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1  

Slot=0、インベントリ済および SL フラ

グが一致 
新たな RN16 を後方散乱 応答 

Slot<>0、インベントリ済および SL フラ

グが一致 
– 調停 

その他 – スタンバイ 

QueryRep  すべて – スタンバイ 

QueryAdjust  すべて – スタンバイ 

ACK  すべて – スタンバイ 

NAK  すべて – スタンバイ 

Req_RN  すべて – スタンバイ 

Select  
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディ

アサートするか、インベン

トリ済フラグを A または 

B に設定 

スタンバイ 

正しくないパラメータ – スタンバイ 

Read  すべて – スタンバイ 

Write  すべて – スタンバイ 

Kill  すべて – スタンバイ 

Lock  すべて – スタンバイ 

Access  すべて – スタンバイ 

BlockWrite  すべて – スタンバイ 

BlockErase  すべて – スタンバイ 

BlockPermalock すべて – スタンバイ 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI を非

サポート、Message が実行不能、非ゼロ

の RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行可能 Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

Authenticate すべて – スタンバイ 

AuthComm すべて – スタンバイ 

SecureComm すべて – スタンバイ 

ReadBuffer すべて – スタンバイ 

KeyUpdate すべて – スタンバイ 

Untraceable すべて – スタンバイ 

FileSetup すべて – スタンバイ 

FileOpen すべて – スタンバイ 

FilePrivilege すべて – スタンバイ 

TagPrivilege すべて – スタンバイ 

FileList すべて – スタンバイ 

異常 無効
 2

 – スタンバイ 
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1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。さらに Query は Tag に新たな乱数値をスロット

カウンタへロードさせる。 
2：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持

ったコマンド）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、などである。 

 

B.2 現在のステート：調停 

表 B.2：調停ステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1,2  

Slot=0、インベントリ済および SL 

フラグが一致  
新たな RN16 を後方散乱  応答  

Slot<>0、インベントリ済および SL 

フラグが一致  
– 調停  

その他 – スタンバイ  

QueryRep  

Session がインベントリラウンドと

同じ & スロットカウンタの減分後、
Slot=0 

スロットカウンタを減分、

新たな RN16 を後方散乱  
応答  

Session がインベントリラウンドと

同じ & スロットカウンタの減分後、
Slot<>0 

スロットカウンタを減分 調停  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
– 調停 

QueryAdjust 2  

Session がインベントリラウンドと

同じ & Slot=0 
新たな RN16 を後方散乱  応答  

Session がインベントリラウンドと

同じ & Slot<>0 
– 調停  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
– 調停 

ACK  すべて – 調停  

NAK  すべて – 調停  

Req_RN  すべて – 調停  

Select 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディ

アサートするか、インベン

トリ済フラグを A または 

B に設定 

スタンバイ  

正しくないパラメータ – 調停 

Read  すべて – 調停  

Write  すべて – 調停  

Kill  すべて – 調停  

Lock  すべて – 調停  

Access  すべて – 調停  

BlockWrite  すべて – 調停  

BlockErase  すべて – 調停  

BlockPermalock すべて – 調停 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI 

を非サポート、Message が実行不

能、非ゼロの RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行

可能 
Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

Authenticate すべて – 調停 

AuthComm すべて – 調停 

SecureComm すべて – 調停 

ReadBuffer すべて – 調停 

KeyUpdate すべて – 調停 

Untraceable すべて – 調停 

FileSetup すべて – 調停 

FileOpen すべて – 調停 
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FilePrivilege すべて – 調停 

TagPrivilege すべて – 調停 

FileList すべて – 調停 

異常 無効
 3

 – 調停 

1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。 
2：Query と QueryAdjust は Tag に新たな乱数値をスロットカウンタへロードさせる。 
3：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマ

ンド）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、などである。 

 

B.3 現在のステート：応答 

表 B.3：応答ステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1,2  

Slot=0、インベントリ済および SL フ

ラグが一致 
新たな RN16 を後方散乱  応答  

Slot<>0、インベントリ済および SL フ

ラグが一致 
– 調停  

その他 – スタンバイ  

QueryRep  

Session がインベントリラウンドと同

じ 
– 調停  

Session がインベントリラウンドと異

なる 
– 応答 

QueryAdjust 2 

Session がインベントリラウンドと同

じ & Slot=0 
新たな RN16 を後方散乱  応答  

Session がインベントリラウンドと同

じ & Slot<>0 
– 調停  

Session がインベントリラウンドと異

なる 
– 応答 

ACK  
正しい RN16  表 6.17 を参照 承認 

正しくない RN16 – 調停  

NAK  すべて  – 調停  

Req_RN  すべて  – 調停  

Select  
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサート

するか、インベントリ済フラグを A 

または B に設定 

スタンバイ  

正しくないパラメータ – 応答 

Read  すべて  – 調停  

Write  すべて  – 調停  

Kill  すべて  – 調停  

Lock  すべて  – 調停  

Access  すべて  – 調停  

BlockWrite  すべて  – 調停  

BlockErase  すべて  – 調停  

BlockPermalock すべて – 調停 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI を

非サポート、Message が実行不能、非

ゼロの RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行可

能 
Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

Authenticate すべて – 調停 

AuthComm すべて – 調停 

SecureComm すべて – 調停 

ReadBuffer すべて – 調停 

KeyUpdate すべて – 調停 
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Untraceable すべて – 調停 

FileSetup すべて – 調停 

FileOpen すべて – 調停 

FilePrivilege すべて – 調停 

TagPrivilege すべて – 調停 

FileList すべて – 調停 

T2 タイムアウト 図 6.18 および表 6.16 を参照  – 調停  

異常 無効 3 – 応答  

1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。 
2：Query と QueryAdjust は Tag に新たな乱数値をスロットカウンタへロードさせる。 
3：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマ

ンド）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、などである。 

 

B.4 現在のステート：承認 
表 B.4：承認ステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1  

Slot=0、インベントリ済
2 
および SL フラ

グが一致 

新たな RN16 を後方散乱、 

新たな Session が前の Session と同じ場

合にのみ、A→B または B→A へインベン

トリ済
2 
を遷移 

応答  

Slot<>0、インベントリ済
2 
および SL フ

ラグが一致 

新たな Session が前の Session と同じ場

合にのみ、A→B または B→A へインベン

トリ済
2 
を遷移 

調停  

その他 

新たな Session が前の Session と同じ場

合にのみ、A→B または B→A へインベン

トリ済を遷移 

スタンバイ  

QueryRep  
Session がインベントリラウンドと同じ A→B または B→A へインベントリ済を遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと異なる – 承認 

QueryAdjust  
Session がインベントリラウンドと同じ A→B または B→A へインベントリ済を遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと異なる – 承認 

ACK  
正しい RN16  表 6.17 を参照 承認 

正しくない RN16 – 調停  

NAK  すべて – 調停  

Req_RN  

正しい RN16 & アクセスパスワード<>0 Handle を後方散乱 オープン  

正しい RN16 & アクセスパスワード=0 Handle を後方散乱 セキュア  

正しくない RN16 – 承認 

Select  
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートする

か、インベントリ済フラグを A または B 

に設定 

スタンバイ  

正しくないパラメータ – 承認 

Read  すべて – 調停  

Write  すべて – 調停  

Kill  すべて – 調停  

Lock  すべて – 調停  

Access  すべて – 調停  

BlockWrite  すべて – 調停  

BlockErase  すべて – 調停  

BlockPermalock すべて – 調停 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI を非

サポート、Message が実行不能、非ゼロ

の RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

 CSI をサポート & Message が実行可能 Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 
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Authenticate すべて – 調停 

AuthComm すべて – 調停 

SecureComm すべて – 調停 

ReadBuffer すべて – 調停 

KeyUpdate すべて – 調停 

Untraceable すべて – 調停 

FileSetup すべて – 調停 

FileOpen すべて – 調停 

FilePrivilege すべて – 調停 

TagPrivilege すべて – 調停 

FileList すべて – 調停 

T2 タイムアウト 図 6.18 および表 6.16 を参照 – 調停  

異常 無効 3  – 承認  

1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。さらに Query は Tag に新たな乱数値をスロットカウン

タへロードさせる。 

2：第 6.3.2.10 項で述べるように、Tag は条件の評価を行う前にインベントリ済フラグを変更する。 
3：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマン

ド）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、などである。 
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B.5 現在のステート：オープン 

表 B.5：オープンステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1  

Slot=0、インベントリ済
2 
および SL 

フラグが一致 

新たな RN16 を後方散乱、 

新たな Session が前の Session と同じ場合にのみ、

A→B または B→A へインベントリ済
2 
を遷移 

応答  

Slot<>0、インベントリ済
2 
および SL 

フラグが一致 

新たな Session が前の Session と同じ場合にのみ、

A→B または B→A へインベントリ済
2 
を遷移 

調停  

その他 
新たな Session が前の Session と同じ場合にのみ、

A→B または B→A へインベントリ済を遷移 
スタンバイ  

QueryRep  

Session がインベントリラウンドと

同じ 
A→B または B→A へインベントリ済を遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
– オープン 

QueryAdjust  

Session がインベントリラウンドと

同じ 
A→B または B→A へインベントリ済を遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
 オープン 

ACK  
正しい Handle 表 6.17 を参照 オープン  

正しくない Handle – 調停  

NAK  すべて  – 調停  

Req_RN  すべて 新たな RN16 を後方散乱  オープン  

Select  
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、インベン

トリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – オープン 

Read  すべて データを後方散乱 オープン  

Write  すべて 完了時に Header を後方散乱 オープン  

Kill (図 6.24 

も参照)  

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

パスワードによるキル & 正しい非ゼ

ロのキルパスワード 
完了時に Header を後方散乱 キル 

パスワードによるキル & 正しくない

非ゼロのキルパスワード 
サポート時はセキュリティタイムアウト 調停  

パスワードによるキル & キルパスワ

ード=0 
エラーコードを後方散乱 オープン  

認証キル 
エラーコードを後方散乱、サポート時はセキュリティ

タイムアウト 
調停 

Lock  すべて  – オープン  

Access (図 

6.26 も参照)  

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

正しいアクセスパスワード  Handle を後方散乱 セキュア  

正しくないアクセスパスワード サポート時はセキュリティタイムアウト 調停  

BlockWrite  すべて 完了時に Handle を後方散乱 オープン  

BlockErase  すべて 完了時に Handle を後方散乱 オープン  

BlockPermalock すべて – オープン 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI を

非サポート、Message が実行不能、

非ゼロの RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行

可能 
Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

Authenticate 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 

オープンまた

はセキュア
 3

 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 
オープンまた

はセキュア
 3

  

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

新規の認証 暗号エンジンをリセット オープン 
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1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。さらに Query は Tag に新たな乱数値をスロットカウンタ

へロードさせる。 
2：第 6.3.2.10 項で述べるように、Tag は条件の評価を行う前にインベントリ済フラグを変更する。 

3：暗号スィートを参照のこと。 

4：「非サポートのパラメータ」とは、正しい Handle と CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、次のような内容や

指定を持ったものを意味する。（1）非ゼロまたは正しくない RFU 値、（2）サポートしていない CSI、（3）カプセル化が非対応ま

たは不許可のコマンドのカプセル化、（4）非サポートのまたは正しくないメモリバンクや、メモリ位置、アドレス範囲、FileNum、

（5）隠蔽された、またはロックされたメモリバンクまたはメモリ位置、（6）非サポートのファイル、（7）カプセル化が必要なのに

カプセル化されていないコマンド（表 6.28 を参照のこと）、（8）遅延またはインプロセス応答であるが、指定された処理では Tag 

にエラーを起こすもの、（9）インテロゲータが十分な権限を持たない処理、（10）非サポートの暗号法パラメータ、（11）そのほか

の Tag がサポートしていないパラメータ。 

5：「正しくない Handle」とは、正しい CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、Handle が正しくないものを意味す

る。先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィートの規定によって、正しくない Handle を持

ったセキュリティコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンのリセットを求められることがある。 

6：「不適切」とは、Tag が認識するコマンドであるが、パスワードによるキルシーケンスまたはアクセスコマンドシーケンスの中で（図 

6.24 および図 6.26 を参照のこと）、連続して使われる 2 回の Kill コマンドまたは Access コマンドの間に、差しはさまれたもの

を意味する（Req_RN と Query は除く）。 

7：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマン

ド、ゼロ値の WordCount を持った BlockWrite/BlockErase）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマ

ンド、（4）直前に Req_RN を使っていない Write コマンドなどである。先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI 

で指定される暗号スィートの規定によって、無効なコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンのリセットを求められることがある。 

 

B.6 現在のステート：セキュア 

表 B.6：セキュアステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query 1  
Slot=0、インベントリ済

2 
および SL 

フラグが一致 

新たな RN16 を後方散乱、 

新たな Session が前の Session と同じ場合に限り、
応答  

AuthComm 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

Tag 認証済 & 実行可能 完了時に Response を後方散乱 
カプセル化した

コマンドを参照 

Tag 未認証 エラーコードを後方散乱 オープン 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

SecureComm 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

Tag 認証済、実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照 

Tag 認証済、実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 
カプセル化した

コマンドを参照 

Tag 未認証 エラーコードを後方散乱 オープン 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

ReadBuffer 
C=1 データを後方散乱 オープン 

C=0 エラーコードを後方散乱 オープン 

KeyUpdate すべて – オープン 

Untraceable すべて – オープン 

FileSetup すべて – オープン 

FileOpen 実行可能 
現在のファイルを閉じ、指定のファイルを開いて、フ

ァイル情報を後方散乱 
オープン 

FilePrivilege すべて – オープン 

TagPrivilege すべて – オープン 

FileList 
実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
オープン 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 オープン  

異常 

非サポートのパラメータ
 4

 エラーコードを後方散乱 オープン 

正しくない Handle
 5
 なし、暗号スィートによる規定を除く オープン 

不適切
 6

 – 調停 

無効
 7

 なし、暗号スィートによる規定を除く オープン 
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インベントリ済
2 
を A→B または B→A へ遷移 

Slot<>0、インベントリ済
2 
および 

SL フラグが一致 

新たな Session が前の Session と同じ場合に限り、

インベントリ済
2 
を A→B または B→A へ遷移 

調停  

その他 
新たな Session が前の Session と同じ場合に限

り、インベントリ済を A→B または B→A へ遷移 
スタンバイ  

QueryRep  

Session がインベントリラウンドと

同じ 
インベントリ済を A→B または B→A へ遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
– セキュア 

QueryAdjust  

Session がインベントリラウンドと

同じ 
インベントリ済を A→B または B→A へ遷移 スタンバイ  

Session がインベントリラウンドと

異なる 
– セキュア 

ACK  正しい Handle 表 6.17 を参照 セキュア 

正しくない Handle – 調停  

NAK  すべて – 調停  

Req_RN  すべて 新たな RN16 を後方散乱 セキュア  

Select  
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、インベン

トリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – セキュア 

Read  すべて データを後方散乱 セキュア  

Write  すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

Kill (図 6.24 も

参照)  

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア  

パスワードによるキル & 正しい非

ゼロのキルパスワード 
完了時に Header を後方散乱 キル 

パスワードによるキル & 正しくな

い非ゼロのキルパスワード 
サポート時はセキュリティタイムアウト 調停 

パスワードによるキル & キルパス

ワード=0 
エラーコードを後方散乱 セキュア 

認証キル、インテロゲータ認証済 & 

AuthKill 権限 
完了時に Response を後方散乱 キル 

認証キル、インテロゲータ未認証 ま

たは AuthKill 権限なし 

エラーコードを後方散乱、サポート時はセキュリテ

ィタイムアウト 
調停 

Lock  すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

Access (図 6.26 

も参照)  

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア  

正しいアクセスパスワード Handle を後方散乱 セキュア 

正しくないアクセスパスワード サポート時はセキュリティタイムアウト 調停 

BlockWrite  すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

BlockErase  すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

BlockPermalock 
Read/Lock=0 パーマロックビットを後方散乱 セキュア 

Read/Lock=1 完了時に Header を後方散乱 セキュア 

Challenge 

セキュリティタイムアウト中、CSI 

を非サポート、Message が実行不

能、非ゼロの RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行

可能 
Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

Authenticate 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

新規の認証 暗号エンジンをリセット オープン 

AuthComm 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済 & 実行可能 完了時に Response を後方散乱 
カプセル化した

コマンドを参照 

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 
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SecureComm 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & 

SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照 

インテロゲータ認証済、実行可能 & 

SenRep=1 
完了時に Response を後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照 

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

ReadBuffer 
C=1 データを後方散乱 セキュア 

C=0 エラーコードを後方散乱 セキュア 

KeyUpdate 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & 

SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & 

SenRep=1 
完了時に Response を後方散乱 セキュア 

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

Untraceable 実行可能 完了時に Header を後方散乱 セキュア 

FileSetup 
実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

FileOpen 実行可能 
現在のファイルを閉じ、指定のファイルを開いて、

ファイル情報を後方散乱 
セキュア 

FilePrivilege 
実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

TagPrivilege 
実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

FileList 
実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、C=1 に設定、Response を

後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

異常 

非サポートのパラメータ
 4

 エラーコードを後方散乱 セキュア 

正しくない Handle
 5
 なし、暗号スィートによる規定を除く 

セキュアまたは

オープン
 5

 

不適切
 6

 – 調停 

無効
 7

 なし、暗号スィートによる規定を除く 
セキュアまたは

オープン
 7

 

1：Query は新たなラウンドを開始し、セッションを変えることができる。さらに Query は Tag に新たな乱数値をスロットカウンタ

へロードさせる。 
2：第 6.3.2.10 項で述べるように、Tag は条件の評価を行う前にインベントリ済フラグを変更する。 

3：暗号スィートを参照のこと。 

4：「非サポートのパラメータ」とは、正しい Handle と CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、次のような内容や

指定を持ったものを意味する。（1）非ゼロまたは正しくない RFU 値、（2）サポートしていない CSI、（3）カプセル化が非対応ま

たは不許可のコマンドのカプセル化、（4）非サポートのまたは正しくないメモリバンクや、メモリ位置、アドレス範囲、ロックのペ

イロード、ブロックパーマロックのペイロード、KeyID、FileNum、（5）隠蔽された、またはロックされたメモリバンクまたはメモリ

位置、（6）非サポートのファイル、（7）メモリの不足またはアロケーション解除できないメモリ、（8）暗号化が必要なのに暗号化

されていない Message、（9）カプセル化が必要なのにカプセル化されていないコマンド（表 6.28 を参照のこと）、（10）遅延ま

たはインプロセス応答であるが、指定された処理では Tag にエラーを起こすもの、（11）RFU の権限値、（12）インテロゲータが

十分な権限を持たない処理、（13）非サポートの暗号法パラメータ、（14）そのほかの Tag がサポートしていないパラメータ。 

5：「正しくない Handle」とは、正しい CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、Handle が正しくないものを意味す

る。デフォルトで次のステートはセキュアだが、先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィー

トの規定によって、正しくない Handle を持ったセキュリティコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンをリセットして、オープ

ンステートに移ることを求められる場合がある。 

6：「不適切」とは、Tag が認識するコマンドであるが、パスワードによるキルシーケンスまたはアクセスコマンドシーケンスの中で（図 

6.24 および図 6.26 を参照のこと）、連続して使われる 2 回の Kill コマンドまたは Access コマンドの間に、差しはさまれたもの

を意味する（Req_RN と Query は除く）。 

7：「無効」とは、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマン

ド、ゼロ値の WordCount を持った BlockWrite/BlockErase）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマ
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ンド、（4）直前に Req_RN を使っていない Write コマンドなどである。デフォルトで次のステートはセキュアだが、先行する 

Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィートの規定によって、無効なコマンドを受け取った Tag は、

暗号エンジンをリセットして、オープンステートに移ることを求められる場合がある。 

 

B.7 現在のステート：キル 
表 B.7：キルステート遷移表 

コマンド 条件 処理 次のステート 

Query  すべて – キル 
QueryRep  すべて – キル 
QueryAdjust  すべて – キル 
ACK  すべて – キル 
NAK  すべて – キル 
Req_RN  すべて – キル 
Select  すべて – キル 
Read  すべて – キル 
Write  すべて – キル 
Kill  すべて – キル 
Lock  すべて – キル 
Access  すべて – キル 
BlockWrite  すべて – キル 
BlockErase  すべて – キル 

BlockPermalock すべて – キル 

Challenge すべて – キル 

Authenticate すべて – キル 

AuthComm すべて – キル 

SecureComm すべて – キル 

ReadBuffer すべて – キル 

KeyUpdate すべて – キル 

Untraceable すべて – キル 

FileSetup すべて – キル 

FileOpen すべて – キル 

FilePrivilege すべて – キル 

TagPrivilege すべて – キル 

FileList すべて – キル 

異常 すべて – キル 



147／175 

資料 C 
（標準） 

コマンド応答表 

 C1 から C30 のコマンド応答表は、インテロゲータからのコマンドに対する Tag の応答を定義する

ものである。コマンド応答表で使っている用語「Handle」については、第 6.3.2.6.5 項で定義する。エ

ラーコードは、表 I.2 で定義する。「スロット」とは、図 6.21 で示すスロットカウンタ出力のことで

あり、詳細については資料 J で述べる。「応答」欄に記す「–」は、Tag がコマンドの実行も、応答の

後方散乱もしないことを意味する。 

 

C.1 コマンドへの応答：起動 

表 C.1：起動時のコマンド応答 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ, 調停, 応答,  

承認, オープン, セキュア 
起動 – スタンバイ 

キル すべて – キル 

 

C.2 コマンドへの応答：Query 

表 C.2：Query
 1
 コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ,  

調停, 応答  

Slot=0、インベントリ済フラグおよ

び SL フラグが一致 
新たな RN16 を後方散乱 応答  

Slot<>0、インベントリ済フラグお

よび SL フラグが一致 – 調停  

その他 – スタンバイ  

承認, オープン, 

セキュア  

Slot=0、インベントリ済
2 
フラグお

よび SL フラグが一致 

新たな RN16 を後方散乱、 

新たな Session と前の Session が同じ場

合に限り、インベントリ済
2 
を A→B または 

B→A へ遷移 

応答  

Slot<>0、インベントリ済
2 
フラグお

よび SL フラグが一致 

新たな Session と前の Session が同じ場

合に限り、インベントリ済
2 
を A→B または 

B→A へ遷移 
調停  

その他 
新たな Session と前の Session が同じ場

合に限り、インベントリ済を A→B または B

→A へ遷移 
スタンバイ  

キル  すべて – キル  

1： Query は（キルステートを除く）、新たなラウンドを開始し、セッションを変更することができる。さらに Query が命令す

ることにより、Tag は新たな乱数をスロットカウンタへロードする。 

2：第 6.3.2.10 項で述べるように、Tag はインベントリ済フラグを遷移してから条件の評価を行う。 

 

C.3 コマンドへの応答：QueryRep 

表 C.3：QueryRep コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ すべて – スタンバイ 

調停 

Session がインベントリラウンドと同じ 

& スロットカウンタの減分後、Slot=0 

スロットカウンタを減分、 

新たな RN16 を後方散乱 
応答 

Session がインベントリラウンドと同じ 

& スロットカウンタの減分後、Slot<>0 
スロットカウンタを減分 調停 
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Session がインベントリラウンドと異なる – 調停 

応答 
Session がインベントリラウンドと同じ – 調停 

Session がインベントリラウンドと異なる – 応答 

承認 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – 承認 

オープン 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – オープン 

セキュア 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – セキュア 

キル すべて – キル 

 

C.4 コマンドへの応答：QueryAdjust 
表 C.4：QueryAdjust

 1
 コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ すべて – スタンバイ 

調停 

Session がインベントリラウンドと同じ 

& Slot=0 
新たな RN16 を後方散乱 応答  

Session がインベントリラウンドと同じ 

& Slot<>0 
– 調停  

Session がインベントリラウンドと異なる – 調停 

応答  

Session がインベントリラウンドと同じ 

& Slot=0 
新たな RN16 を後方散乱 応答  

Session がインベントリラウンドと同じ 

& Slot<>0 
– 調停  

Session がインベントリラウンドと異なる – 応答 

承認 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – 承認 

オープン 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – オープン 

セキュア 
Session がインベントリラウンドと同じ 

A→B または B→A へインベントリ

済を遷移 
スタンバイ 

Session がインベントリラウンドと異なる – セキュア 

キル すべて – スタンバイ 

1：調停または応答ステートにある Tag は、QueryAdjust の命令により、新しい乱数をスロットカウンタへロードする。 

 

C.5 コマンドへの応答：ACK 
表 C.5：ACK コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停 すべて  – 調停  

応答, 承認 
正しい RN16 表 6.17 を参照 承認  

正しくない RN16 – 調停  

オープン 
正しい Handle 表 6.17 を参照 オープン  

正しくない Handle – 調停  

セキュア 
正しい Handle 表 6.17 を参照 セキュア 

正しくない Handle – 調停  
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C.6 コマンドへの応答：NAK 
表 C.6：NAK コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ すべて – スタンバイ  
調停, 応答, 承認,  

オープン, セキュア 
すべて – 調停  

キル すべて – キル  

 

C.7 コマンドへの応答：Req_RN 

表 C.7：Req_RN コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答  すべて  – 調停  

承認 

正しい RN16 およびアクセスパスワ

ード<>0  
Handle を後方散乱 オープン  

正しい RN16 およびアクセスパスワ

ード=0 
Handle を後方散乱 セキュア  

正しくない RN16 – 承認 

オープン
 1 すべて 新たな RN16 を後方散乱  オープン  

セキュア
 1 すべて 新たな RN16 を後方散乱  セキュア  

キル  すべて – キル  

1：正しくない Handle に対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.8 コマンドへの応答：Select 
表 C.8：Select コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – スタンバイ 

調停 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – 調停 

応答 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – 応答 

承認 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – 承認 

オープン 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – オープン 

セキュア 
正しいパラメータ 

SL をアサートまたはディアサートするか、イ

ンベントリ済フラグを A または B に設定 
スタンバイ  

正しくないパラメータ – セキュア 

キル  すべて  – キル  

 

キル  すべて  – キル  
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C.9 コマンドへの応答：Read 
表 C.9：Read コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて – 調停  

オープン
 1 すべて データを後方散乱 オープン  

セキュア
 1 すべて データを後方散乱 セキュア  

キル  すべて  – キル  

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.10 コマンドへの応答：Write 
表 C.10：Write コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  
オープン

 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 オープン  

セキュア
 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

キル  すべて  – キル  

1：正しくない Handle、非サポートのパラメータ、または不適切なコマンドに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.11 コマンドへの応答：Kill 
表 C.11：Kill

 1
 コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 2 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 
パスワードによるキル & 正しい非ゼロの

キルパスワード 
完了時に Header を後方散乱 キル 

パスワードによるキル & 正しくない非ゼ

ロのキルパスワード 
サポート時はセキュリティタイムアウト 調停  

パスワードによるキル & キルパスワード=0 エラーコードを後方散乱 オープン  

認証キル 
エラーコードを後方散乱、サポート時は

セキュリティタイムアウト 
調停 

セキュア
 2 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア  
パスワードによるキル & 正しい非ゼロの

キルパスワード 
完了時に Header を後方散乱 キル 

パスワードによるキル & 正しくない非ゼ

ロのキルパスワード 
サポート時はセキュリティタイムアウト 調停 

パスワードによるキル & キルパスワード=0 エラーコードを後方散乱 セキュア 

認証キル、インテロゲータ認証済 & 

AuthKill 権限 
完了時に Response を後方散乱 キル 

認証キル、インテロゲータ未認証 または 

AuthKill 権限なし 

エラーコードを後方散乱、サポート時は

セキュリティタイムアウト 
調停 

キル  すべて  – キル 

1：図 6.24 も参照のこと。 

2：正しくない Handle、非サポートのパラメータ、または不適切なコマンドに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 
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C.12 コマンドへの応答：Lock 
表 C.12：Lock コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン  すべて  – オープン  

セキュア
 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.13 コマンドへの応答：Access 

表 C.13：Access
 1
 コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 2 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

正しいアクセスパスワード  Handle を後方散乱 セキュア  

正しくないアクセスパスワード 
サポート時はセキュリ

ティタイムアウト 
調停  

セキュア
 2 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア  

正しいアクセスパスワード Handle を後方散乱 セキュア 

正しくないアクセスパスワード 
サポート時はセキュリ

ティタイムアウト 
調停 

キル  すべて  – キル 

1：図 6.26 も参照のこと。 

2：正しくない Handle または不適切なコマンドに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.14 コマンドへの応答：BlockWrite 

表 C.14：BlockWrite コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 オープン  

セキュア
 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  

キル  すべて  – キル  

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.15 コマンドへの応答：BlockErase 
表 C.15：BlockErase コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  
オープン

 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 オープン  
セキュア

 1 すべて 完了時に Header を後方散乱 セキュア  
キル  すべて  – キル  
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1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.16 コマンドへの応答：BlockPermalock 
表 C.16：BlockPermalock コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  
オープン  すべて – オープン  

セキュア
 1 

Read/Lock=0 パーマロックビットを後方散乱 セキュア 

Read/Lock=1 完了時に Header を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル  

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.17 コマンドへの応答：Challenge 

表 C.17：Challenge コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ, 調停,  

応答, 承認,  

オープン, セキュア 

セキュリティタイムアウト中、CSI を非

サポート、Message が実行不能、非ゼ

ロの RFU ビット 

C=0 に設定 スタンバイ 

CSI をサポート & Message が実行可能 Result を格納、C=1 に設定 スタンバイ 

キル  すべて  – キル  

 

C.18 コマンドへの応答：Authenticate 

表 C.18：Authenticate コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設

定、Response を後方散乱 

オープンまたは

セキュア
 2 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 
オープンまたは

セキュア
 2

  

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

新規の認証 暗号エンジンをリセット オープン 

セキュア
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設

定、Response を後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

新規の認証 暗号エンジンをリセット オープン 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

2：暗号スィートを参照のこと。 

 

C.19 コマンドへの応答：AuthComm 

表 C.19：AuthComm コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  



153／175 

オープン
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

Tag 認証済 & 実行可能 完了時に Response を後方散乱 
カプセル化した

コマンドを参照  

Tag 未認証 エラーコードを後方散乱 オープン 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

セキュア
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済 & 実行可能 完了時に Response を後方散乱 
カプセル化した

コマンドを参照  

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.20 コマンドへの応答：SecureComm 

表 C.20：SecureComm コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 オープン 

Tag 認証済、実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、

C=1 に設定、Response 

を後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照  

Tag 認証済、実行可能 & SenRep=1 
完了時に Response を

後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照 

Tag 未認証 エラーコードを後方散乱 オープン 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

セキュア
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格納、

C=1 に設定、Response 

を後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照  

インテロゲータ認証済、実行可能 & SenRep=1 
完了時に Response を

後方散乱 

カプセル化した

コマンドを参照 

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.21 コマンドへの応答：ReadBuffer 

表 C.21：ReadBuffer コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 

C=1 データを後方散乱 オープン 

C=0 エラーコードを後方散乱 オープン 

セキュア
 1 

C=1 データを後方散乱 セキュア 

C=0 エラーコードを後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 
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C.22 コマンドへの応答：KeyUpdate 

表 C.22：KeyUpdate コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン すべて – オープン 

セキュア
 1 

セキュリティタイムアウト中 エラーコードを後方散乱 セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & SenRep=0 

完了時に Result を格

納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 

セキュア 

インテロゲータ認証済、実行可能 & SenRep=1 
完了時に Response を

後方散乱 
セキュア 

インテロゲータ未認証 エラーコードを後方散乱 セキュア 

暗号法上のエラー 暗号スィートを参照 調停 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.23 コマンドへの応答：Untraceable 
表 C.23：Untraceable コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  
オープン すべて – オープン 
セキュア

 1 実行可能 完了時に Header を後方散乱 セキュア 
キル  すべて  – キル  

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.24 コマンドへの応答：FileSetup 

表 C.24：FileSetup コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン すべて – オープン 

セキュア
 1 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.25 コマンドへの応答：FileOpen 

表 C.25：FileOpen コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 実行可能 

現在のファイルを閉じ、指定のファイル

を開いて、ファイル情報を後方散乱 
オープン 

セキュア
 1 実行可能 

現在のファイルを閉じ、指定のファイル

を開いて、ファイル情報を後方散乱 
セキュア 

キル  すべて  – キル 
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1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.26 コマンドへの応答：FilePrivilege 

表 C.26：FilePrivilege コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン すべて – オープン 

セキュア
 1 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.27 コマンドへの応答：TagPrivilege 

表 C.27：TagPrivilege コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン すべて – オープン 

セキュア
 1 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.28 コマンドへの応答：FileList 

表 C.28：FileList コマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ  すべて  – スタンバイ  

調停, 応答, 承認  すべて  – 調停  

オープン
 1 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 
オープン 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 オープン 

セキュア
 1 

実行可能 & SenRep=0 
完了時に Result を格納、C=1 に設定、

Response を後方散乱 
セキュア 

実行可能 & SenRep=1 完了時に Response を後方散乱 セキュア 

キル  すべて  – キル 

1：正しくない Handle または非サポートのパラメータに対する Tag 応答については表 C.30 を参照のこと。 

 

C.29 コマンドへの応答：T2 タイムアウト 
表 C.29：T2 タイムアウトコマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 
スタンバイ  すべて  – スタンバイ  
調停  すべて  – 調停  
応答, 承認  図 6.18 および表 6.16 を参照  – 調停  
オープン  すべて  – オープン  
セキュア  すべて  – セキュア  
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キル  すべて  – キル  

 

C.30 コマンドへの応答：異常なコマンド 

表 C.30：異常なコマンド応答表 

開始ステート 条件 応答 次のステート 

スタンバイ 無効
 1 – スタンバイ  

調停 無効
 1 – 調停  

応答 無効
 1 – 応答  

承認 無効
 1

  – 承認 

オープン 

非サポートのパラメータ
 2 エラーコードを後方散乱 オープン  

正しくない Handle
 4 なし、暗号スィートによる規定を除く オープン 

不適切
 6

 – 調停 

無効
 7

 なし、暗号スィートによる規定を除く オープン 

セキュア 

非サポートのパラメータ
 3 エラーコードを後方散乱 セキュア  

正しくない Handle
 5 なし、暗号スィートによる規定を除く 

セキュアまたは

オープン
 9 

不適切
 6

 – 調停 

無効
 8

 なし、暗号スィートによる規定を除く 
セキュアまたは

オープン
 9

 

キル すべて  – キル  

1：「無効」は、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマンド）、

（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、などである。 

2：「非サポートのパラメータ」は、正しい Handle と CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、次のような内容や指定

を持ったものを意味する。（1）非ゼロまたは正しくない RFU 値、（2）サポートしていない CSI、（3）カプセル化が非対応または不許

可のコマンドのカプセル化、（4）非サポートのまたは正しくないメモリバンクや、メモリ位置、アドレス範囲、FileNum、（5）隠蔽され

た、またはロックされたメモリバンクまたはメモリ位置、（6）非サポートのファイル、（7）カプセル化が必要なのにカプセル化されてい

ないコマンド（表 6.28 を参照のこと）、（8）遅延またはインプロセス応答であるが、指定された処理では Tag にエラーを起こすもの、

（9）インテロゲータが十分な権限を持たない処理、（10）非サポートの暗号法パラメータ、（11）そのほかの Tag がサポートしていな

いパラメータ。 

3：「非サポートのパラメータ」は、正しい Handle と CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、次のような内容や指定

を持ったものを意味する。（1）非ゼロまたは正しくない RFU 値、（2）サポートしていない CSI、（3）カプセル化が非対応または不許

可のコマンドのカプセル化、（4）非サポートのまたは正しくないメモリバンクや、メモリ位置、アドレス範囲、ロックのペイロード、ブ

ロックパーマロックのペイロード、KeyID、FileNum、（5）隠蔽された、またはロックされたメモリバンクまたはメモリ位置、（6）非サ

ポートのファイル、（7）メモリの不足またはアロケーション解除できないメモリ、（8）暗号化が必要なのに暗号化されていない Message、

（9）カプセル化が必要なのにカプセル化されていないコマンド（表 6.28 を参照のこと）、（10）遅延またはインプロセス応答であるが、

指定された処理では Tag にエラーを起こすもの、（11）RFU の権限値、（12）インテロゲータが十分な権限を持たない処理、（13）非サ

ポートの暗号法パラメータ、（14）そのほかの Tag がサポートしていないパラメータ。 

4：「正しくない Handle」は、正しい CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、Handle が正しくないものを意味する。

先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィートの規定によって、正しくない Handle を持った

セキュリティコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンのリセットを求められることがある。 

5：「正しくない Handle」は、正しい CRC を持ち、Tag が認識するアクセスコマンドであるが、Handle が正しくないものを意味する。

デフォルトで次のステートはセキュアだが、先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィートの

規定によって、正しくない Handle を持ったセキュリティコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンをリセットして、オープンス

テートに移ることを求められる場合がある。 

6：「不適切」とは、Tag が認識するコマンドであるが、パスワードによるキルシーケンスまたはアクセスコマンドシーケンスの中で（図 6.24 

および図 6.26 を参照のこと）、連続して使われる 2 回の Kill コマンドまたは Access コマンドの間に、差しはさまれたものを意味す

る（Req_RN と Query は除く）。 

7：「無効」は、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマンド、ゼ

ロ値の WordCount を持った BlockWrite/BlockErase）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、（4）直

前に Req_RN を使っていない Write コマンドなどである。先行する Challenge または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗

号スィートの規定によって、無効なコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジンのリセットを求められることがある。 

8：「無効」は、Tag が認識しないコマンドを意味し、（1）誤りのあるコマンド（例：正しくない Length フィールドを持ったコマンド、

ゼロ値の WordCount を持った BlockWrite/BlockErase）、（2）CRC エラーがあるコマンド、（3）サポートされていないコマンド、

（4）直前に Req_RN を使っていない Write コマンドなどである。デフォルトで次のステートはセキュアだが、先行する Challenge 
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または Authenticate コマンドの CSI で指定される暗号スィートの規定によって、無効なコマンドを受け取った Tag は、暗号エンジ

ンをリセットして、オープンステートに移ることを求められる場合がある。 

9：暗号スィートを参照のこと。 
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資料 D 

（参考） 

スロットカウント（Q）選択アルゴリズムの例 

 

D.1 インテロゲータが Q の選択に用いるアルゴリズム例 

 図 D.1 は、Query コマンドにおけるスロットカウントパラメータ Q の設定にインテロゲータが用い

るアルゴリズムを示している。Qfp は、Q の浮動小数点表現である。インテロゲータは Qfp を整数に四

捨五入し、この整数を Query の Q とする。標準的な Δ の値は、0.1 < Δ < 0.5 である。インテロゲ

ータは、一般に Q が大きいときは小さな値の Δ を用い、Q が小さいときは大きな値の Δ を用いる。 

 

図 D.1：スロットカウントパラメータ Q の選択アルゴリズムの例 
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資料 E 

（参考） 

Tag のインベントリとアクセスの例 

 

E.1 Tag が 1 つの場合のインベントリとアクセスの例 

 図 E.1 は、インテロゲータが 1 つの Tag をインベントリし、その Tag にアクセスする手順を示す

ものである。 

 

 

 
図 E.1：Tag インベントリおよびアクセスの例 

Tag が Handle を検証。Handle が一致しない場
合、Tag はコマンドを無視する 

Interrogator が Tag へアクセス。各
アクセスコマンドには、パラメータ
として Handle が用いられる 

起こり得る２つの結果：（前提１） 
1) 有効な RN16：Tag は {Handle} により応答   
2) 無効な RN16：応答なし 
 

同一の RN16 を含む Req_RN を 
Interrogator が発行 

起こり得る２つの結果：（前提１） 
1)有効な RN16：Tag は {PC, EPC} により応答  
2)無効な RN16: 応答なし 

同一の RN16 を用いて ACK を
発行することにより、Interrogator 
が Tag を承認 

起こり得る２つの結果：（前提１） 
1) Slot = 0：Tag が RN16 により応答 
2) Slot <> 0：応答なし 

nterrogator が Query 、 Query 
Adjust、または QueryRep を発行 

注意： 
--遷移では CRC-16 の表示なし 
--コマンドの詳細についてはコマンド／応答表を参照すること 
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資料 F 

（参考） 

5 ビットおよび 16 ビット巡回冗長検査の計算 

 

F.1 CRC-5 符号化／復号化の例 
 CRC-5 エンコーダ／デコーダの概略図例を図 F.1 に示す。この図では、表 6.12 で定義する多項式

およびプリセットを用いている。 

 

 CRC-5 の計算を行うには、まず CRC レジスタ全体（すなわち Q[4:0]。Q4 が最上位ビット、Q0 が

最下位ビット）に値 010012 をプリロードする（表 F.1 を参照のこと）。次に、入力ラベル付き DATA 

へと符号化されるデータビットを最上位ビットから順にクロックする。 

全データビットのクロック後、Q[4:0] は CRC-5 値を維持する。 

 

 CRC-5 を検査するには、まず CRC レジスタ全体（すなわち Q[4:0]）に値 010012 をプリロードし、

受取ったデータおよび CRC-5{データ、CRC-5} ビットを入力ラベル付き DATA へと最上位ビットから

順にクロックする。Q[4:0] = 000002 の値の場合、CRC-5 チェックをパスする。 

 

 

図 F.1：CRC-5 回路図例 

 

表 F.1：CRC-5 レジスタのプリロード値 

 
F.2 CRC-16 符号化／復号化の例 

 CRC-16 エンコーダ／デコーダの概略図例を図 F.2 に示す。この図では、表 6.11 で定義する多項式

およびプリセットを用いている（CRC-16 の計算に使用される多項式 x
16

+x
12

+x
5
+1 は CRC-CCITT 国

際標準、ITU 勧告 X.25 である）。 

 

 CRC-16 の計算を行うには、まず CRC レジスタ全体（すなわち Q[15:0]。Q15 が最上位ビット、Q0 

が最下位ビット）に値 FFFFh をプリロードする。次に、入力ラベル付き DATA へと符号化されるデー

タビットを最上位ビットから順にクロックする。全データビットのクロック後、C[15:0] は CRC-16 値

の 1 の補数を維持する。最後に、Q[15:0] の全ビットを反転して CRC-16 を算出する。 

 

 CRC-16 を検査する方法は以下の 2 とおりある。 

 

方法 1：まず CRC レジスタ全体（すなわち Q[15:0]）に値 FFFFh をプリロードし、受取ったデータお

よび CRC-16{データ、CRC-16} ビットを入力ラベル付き DATA へと最上位ビットから順にクロックす

る。Q[15:0] = 1D0Fh の値の場合、CRC-16 チェックをパスする。 
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方法 2：まず、CRC レジスタ全体（すなわち Q[15:0]）に値 FFFFh をプリロードする。次に、入力ラ

ベル付き DATA へと受信したデータビットを最上位ビットから順にクロックする。最後に、受信した 

CRC-16 のすべてのビットを反転して、入力ラベル付き DATA へとその反転した CRC-16 のビットを

最上位ビットから順にクロックする。Q[15:0] = 0000h の値の場合、CRC-16 チェックをパスする。 

 

図 F.2：CRC-16 回路図例 

 

F.3 CRC-16 の計算の例 

 この例では Tag が起動時に計算する StoredCRC（CRC-16）を示す。 

 

 図 6.19 で示しているように、EPC メモリは StoredCRC を開始アドレス 00h に、StoredPC を開

始アドレス 10h に、EPC ワード（ゼロワードのこともある）を開始アドレス 20h に、任意の XPC_W1 

を開始アドレス 210h に、そして任意の XPC_W2 を開始アドレス 220h に、それぞれ置いている。第 

6.3.2.1.2.1 項に示すとおり、Tag は StoredPC と EPC から StoredCRC を計算する。表 F.2 は、Tag 

が起動時に計算して  EPC メモリに論理的にマップする  StoredCRC 値の例を、列ごとに違った 

StoredPC と EPC ワードの値に対して示している。列が右に進むに従って、表の EPC メモリのワー

ドが 1 つずつ増え、右端の列は EPC メモリ全部を書き込むかたちになっている。StoredPC の値は、

表の EPC ワードの数のほかは、StoredPC のビット 15h – 1Fh をゼロとしたものである。N/A の欄は、

その EPC メモリワードが CRC の計算に含まれないことを意味する。 

 

表 F.2：Tag の EPC メモリの内容例 
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資料 G 
（標準） 

多元／高密度インテロゲータ環境のチャネル割当てシグナリング 
 
 当資料では、任意の多元／高密度インテロゲータ動作モードにおける、チャネル割当てシグナリング

について記載する。インテロゲータが、地域当局による規制の範囲内で、RFID 以外のシステムへの干渉

を最小限に抑えながら、RFID システムのパフォーマンスとスペクトル効率の最大化を図るための手法を

示す。 

 

 規制要件は世界中で異なり、また所与の規制地域においても継続的に再解釈、改訂される傾向がある

ため、当資料では、どの所与の規制地域における多元／高密度インテロゲータ動作の要件も示さない。

その代りに、当資料ではチャネル割当てシグナリングの目標の概略を示すのみとし、それぞれの規制地

域に対するインテロゲータの動作要件の仕様は http://www.gs1.org/epcglobal/implementation に置かれ

ているチャネルプランに委ねる。 

 

 多元／高密度インテロゲータ環境にあるインテロゲータが、Tag に副搬送波の後方散乱の使用を指示

する場合、インテロゲータは、それが動作している規制地域で上記の参考リンクに示されるチャネルプ

ランを採用する。多元／高密度インテロゲータ環境にあるインテロゲータが、Tag に FM0 の後方散乱

の使用を指示する場合、インテロゲータは各地域の規制に従ったチャネルプランを採用する。 

 

 規制地域、および Tag の後方散乱のデータ符号化の選択に関わらず、以下のことを守る。 

 

 インテロゲータによるシグナリング（変調波、連続波共に）は、第 6.3.1.2.1 項に定める周波数

精度でチャネルの中央に定める。ただし、各地域の規制でこれよりも厳しい周波数精度が決め

られている場合は、その地域の規制に従う。 

 インテロゲータによる伝送は、第 6.3.1.2.11 項に記す多元／高密度インテロゲータ伝送マスク

（該当するもの）を満たす。ただし、各地域の規制でこれよりも厳しいマスクが決められてい

る場合は、その地域の規制に従う。 

 

 インテロゲータで SSB-ASK 変調を用いる場合、R=>T シグナリングの間は伝送スペクトルをチャネ

ルの中央に定め、Tag による後方散乱の間は連続波をチャネルの中央に定める。 

 

G.1 高密度インテロゲータチャネル割当てシグナリングの概要（参考） 

 

 インテロゲータが複数存在する環境では、インテロゲータによる伝送と Tag の応答との衝突をスペク

トルで防ぐことにより、インテロゲータが Tag のシンギュレーションを行なう範囲と速度を向上させる

ことができる。この項ではそのようなインテロゲータと Tag の衝突を最小限に抑える 3 つの周波数分

割多重（FDM）方式について説明する。それぞれの方法において、インテロゲータによる伝送および Tag 

による応答はスペクトルで分離される。 

 

1. チャネル境界の後方散乱：インテロゲータによる伝送は各チャネルの中心のほんの一部を占有する

ことしかできず、Tag の後方散乱はチャネルの境界に位置させる。 

2. 代替チャネルの後方散乱：インテロゲータによる伝送はチャネルのサブセットに位置し、Tag の後

方散乱はチャネルの異なるサブセットに位置する。 

3. インチャネルの後方散乱：インテロゲータによる伝送は各チャネルの中心のほんの一部を占有する

ことしかできず、Tag の後方散乱はチャネル境界に近い内側に位置させる。 

 

 図 G.1 ではこれらの FDM による高密度インテロゲータ方法の例を示す。パフォーマンスを最適化す

るために、http://www.gs1.org/epcglobal/implementation に置かれている動作要件は BLF 値および M 

値を選択して、インテロゲータのシグナリングと Tag の応答の間にガードバンドをしようすることを推

奨する（必須ではない）。 

http://www.gs1.org/epcglobal/implementation
http://www.gs1.org/epcglobal/implementation
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例 1：チャネル境界の後方散乱 

当プロトコルの発行時点で、FCC 15.247 では最大チャネル幅が 500 kHz の 902-928 MHz の ISM 

帯域での周波数ホッピングの使用を承認し、チャネル境界の後方散乱を禁じていない。このような環

境で、インテロゲータはチャネル境界で後方散乱する 500 kHz のチャネルを使用する。図 G.1 の

例 1 は Tari = 25 μs とする PR-ASK 変調と、250 kHz 副搬送波（BLF = 250 kHz、M = 4）で 62.5 

kbps の Tag データの後方散乱を用いるインテロゲータの伝送を示す。インテロゲータの R=>T シ

グナリングはチャネルを中心とし、伝送は時間非同期であり、チャネルホッピングする。 

例 2：代替チャネルの後方散乱 

当プロトコルの発行時点で、ETSI EN 302 208 は、865～868 MHz の周波数範囲でそれぞれ 600 kHz 

離れた 200 kHz の 4 つの高出力チャネルと、隣接チャネルでの Tag の後方散乱を認めている。こ

のような環境で、インテロゲータは代替チャネルの後方散乱を使用する。図 G.1 の例 2 は Tari = 25 

μs とする SSB-ASK 変調と、300 kHz 副搬送波（BLF = 300 kHz、M = 4）で 75 kbps の Tag デ

ータの後方散乱を用いるインテロゲータの伝送を示す。 

例 3：FDM インチャネルの後方散乱 

仮想の規制地域で 500 kHz の 4 つのチャネルに割り当てて、隣接チャネルおよびチャネル境界の

後方散乱を禁止する。このような環境で、インテロゲータはインチャネルの後方散乱を使用する。

図 G.1 の例 3 は Tari = 25 μs とする PR-ASK 変調と、200 kHz 副搬送波（BLF = 200 kHz、M = 

8）で 25 kbps の Tag データの後方散乱を用いるインテロゲータの伝送を示す。 

 
 

 
図 G.1：高密度インテロゲータモードのオペレーションの例 
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資料 H 
（参考） 

インテロゲータから Tag へのリンク変調 

 

H.1 ベースバンド波形、変調 RF、および検出波形 

 図 H.1 は、DSB-ASK または SSB-ASK 変調、および PR-ASK 変調について、インテロゲータによ

って生成された R=>T ベースバンド波形および変調波形、および Tag によってエンベロープ検出を行

った波形を 示すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 H.1：インテロゲータから Tag への変調 
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資料 I 

（標準） 

エラーコード 

 

I.1 Tag のエラーコードとその使用法 

 Tag は、エラーコードの後方散乱が求められる際、表 I.2 に示すエラーコードの中から、いずれかを

用いる。Tag にエラーコードの後方散乱が求められる状況については、資料 C を参照のこと。 

 エラー固有のコードをサポートする場合には、Tag は表 I.2 に示すエラー固有のコードを用いる。 

 エラー固有のコードをサポートしない場合には、Tag は表 I.2 に示すエラーコード 000011112（不

特定のエラー）を後方散乱する。 

 Tag がエラーコードを後方散乱するのは、オープンまたはセキュアステートからのみである。 

 Tag は、無効なアクセスコマンド、不適切なアクセスコマンド、または正しくない Handle を持っ

たアクセスコマンドを受信した場合に、エラーコードの後方散乱をしない。 

 1 つのエラーが複数のエラーコードで表される場合には、より具体的なエラーコードを優先して、そ

れを Tag が後方散乱するコードにする。 

 エラーコードの Header はビット 1 であり、ビット 0 である正常な応答の Header から区別する。 

 

表 I.1：Tag のエラー応答形式 

 Header エラーコード RN CRC 

ビット数  1 8 16 16 

内容  1 エラーコード Handle CRC-16 

 

表 I.2：Tag エラーコード 

エラーコード

サポート 

エラー 

コード 
エラーコード名 エラー内容 

エラー固有 

000000002  その他のエラー その他のコードの対象となっていないエラーすべて 

000000012 非サポート 指定されたパラメータや機能を、Tag がサポートしていない 

000000102 権限不足 
インテロゲータの認証が持つ権限が不十分なため、Tag が処

理を実行できない 

000000112  メモリオーバーラン 
Tag のメモリ位置が存在しない、メモリが小さすぎる、ある

いは指定された EPC 長を Tag がサポートしていない 

000001002  メモリロック 
Tag のメモリ位置がロックまたはパーマロックされていて、

書込みまたは読取りができない 

000001012 暗号スィートエラー 暗号スィートで規定されるエラー全般 

000001102 
コマンドがカプセル化さ

れていない 

インテロゲータが AuthComm または SecureComm による

コマンドのカプセル化の指定を守っていない 

000001112 
ResponseBuffer オーバ

ーフロー 
ResponseBuffer のオーバーフローのために処理が失敗 

000010002 セキュリティタイムアウト Tag がセキュリティタイムアウト中のために、コマンドが失敗 

000010112  電力不足 Tag に、処理を行うだけの十分な電力がない 

不特定 000011112  不特定のエラー Tag がエラー固有のコードをサポートしていない時  
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資料 J 

（標準） 

スロットカウンタ 

 

J.1 スロットカウンタオペレーション 

 第 6.3.2.6.8 項で述べるように、Tag には 15 ビットスロットカウンタが実装されている。第 6.3.2.10 

項で述べるように、インテロゲータはスロットカウンタを使用して、Query、QueryAdjust、または 

QueryRep コマンドへの Tag による応答の確率を制御している。Query、または QueryAdjust を受信

すると、Tag は RNG（第 6.3.2.7 項を参照のこと）から引き出した Q ビット値をスロットカウンタへ

プリロードする。Q は、範囲（0, 15）の整数である。Q を指定するのは、Query である。QueryAdjust 

は、前回の Query から Q を変更することができる。 

 

 調停ステートにある Tag は、QueryRep コマンドを受信するたびにスロットカウンタを減分し、スロ

ットカウンタの値が 0000h になると、応答ステートへ遷移して RN16 を後方散乱する。スロットカウ

ンタの値が 0000h になった Tag が応答し、承認されなかった場合、その Tag は（元の Query に応答

し、承認されなかった Tag も対象とする）スロット値 0000h のまま調停へ戻る。 

 

 スロットカウンタの値が  0000h になり、調停へ戻る場合、Tag は、次の  Session が整合する 

QueryRep でスロットカウンタを 0000h から 7FFFh に減分する（すなわちスロットカウンタを最初に

戻す）。さらにその時点でのスロットがゼロでないため、調停にとどまる。スロットカウンタが継続的

に増分するということは、スロット値が最初に戻った後、7FFFh からカウントを開始し、Tag が Query 

または QueryAdjust のいずれかを受信し、新たな乱数をスロットカウンタへロードするまで、それ以降

の応答を効果的に停止するということである。 

 

 資料 B と資料 C には、インテロゲータのコマンドに対する Tag の応答について記した表が含まれ

ている。「スロット」は、これらの表におけるパラメータである。 

 

 

 

 
図 J.1：スロットカウンタのステートダイアグラム 

注意 

1. Tag の起動時、スロットカウンタの値は恣意的な値となっている。 

2. スロット値 = 0000h, である場合、スロット値を減分すると、スロット値は 7FFFh となる。 
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資料 K 
（参考） 

データ交換フローの例 
 

K.1 データ交換フローの概要 

 以下の例では、インテロゲータと 1 つの Tag の間で行われるデータ交換について述べる。インテロ

ゲータは、Tag の Reserved メモリに格納されているキルパスワードを読み取る。この例は、以下を想

定したものである。 

 Tag はシンギュレートされており、承認ステートにある。 

 Tag の Reserved メモリはロックされているので（パーマロックではない）、インテロゲータはア

クセスパスワードを発行して、Tag をセキュアステートに移してから、読取り処理を実行する。 

 Tag が生成する乱数は以下のとおりである（わかりやすいように順に記載） 

◦ RN16_0  1600 h（承認へ移る前に Tag が後方散乱した RN16） 

◦ RN16_1  1601h（アクセスシーケンス全体を通じた Handle になる） 

◦ RN16_2  1602h 

◦ RN16_3  1603h 

 Tag の EPC は、長さ 64 ビット 

 Tag のアクセスパスワードは ACCEC0DEh 

 Tag のキルパスワードは DEADC0DEh 

 RN16_2 で EXOR 演算したアクセスパスワードの半分 = ACCEh ⊗ 1602h = BACCh 

 RN16_3 で EXOR 演算したアクセスパスワードの半分 = C0DEh ⊗ 1603h = D6DDh 
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K.2 Tag のメモリコンテンツとロックフィールド値 

 表 K.1 および表 K.2 は、Tag のメモリコンテンツとロックフィールド値をそれぞれ示したものであ

る。 

表 K.1：Tag のメモリコンテンツ 

メモリバンク  メモリコンテンツ  メモリアドレス  メモリ値  

TID  
TID[15:0]  10h–1Fh  54E2h  

TID[31:16] 00h–0Fh  A986h  

EPC  

EPC[15:0]  50h–5Fh  3210h  

EPC[31:16]  40h–4Fh  7654h  
EPC[47:32]  30h–3Fh  BA98h  
EPC[63:48]  20h–2Fh  FEDCh  
StoredPC[15:0]  10h–1Fh  2000h  
StoredCRC[15:0]  00h–0Fh  計算値 (資料 F を参照) 

Reserved 

アクセスパスワード

[15:0]  
30h–3Fh  C0DEh  

アクセスパスワード

[31:16]  
20h–2Fh  ACCEh  

キルパスワード[15:0]  10h–1Fh  C0DEh  
キルパスワード[31:16]  00h–0Fh  DEADh  

 
 

表 K.2：ロックフィールド値 

キルパスワード アクセスパスワード EPC メモリ TID メモリ User メモリ 

1 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A 
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K.3 データフロー交換とコマンドシーケンス 

 データフロー交換は、図 6.26 に概要を示す Access プロシージャに従っている。ただし、最後に 

Read コマンドを追加する。インテロゲータコマンドのシーケンスおよび Tag の応答は以下のとおりで

ある。 

手順 1：Req_RN[RN16_0、CRC-16] 

Tag が RN16_1 を後方散乱。この RN16_1 が、このアクセスシーケンスを通した Handle 

となる 

手順 2：Req_RN[Handle、CRC-16] 

Tag が RN16_2 を後方散乱 

手順 3：Access[RN16_2 で EXOR 演算されたアクセスパスワード[31:16]、Handle、CRC-16] 

Tag が Handle を後方散乱 

手順 4：Req_RN[Handle、CRC-16] 

Tag が RN16_3 を後方散乱 

手順 5：Access[RN16_3 で EXOR したアクセスパスワード[15:0]、Handle、CRC-16] 

Tag が Handle を後方散乱 

手順 6：Read[MemBank = Reserved、WordPtr = 00h、WordCount = 2、Handle、CRC-16] 

Tag がキルパスワードを後方散乱 

 表 K.3 は、インテロゲータのコマンドと Tag の応答を詳細に述べたものである。CRC-16 について

は、わかりやすくするために全コマンドおよび全応答から省略する。 

 

表 K.3：インテロゲータによるコマンドと Tag の応答 

手順 データフロー コマンド パラメータおよび/またはデータ Tag ステート 

1a: Req_RN コマンド  R=>T  11000001  0001 0110 0000 0000 (RN16_0=1600h)  
承認 →オープン 

1b: Tag 応答 T=>R  0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  

2a: Req_RN コマンド  R=>T  11000001  0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  
オープン →オープン 

2b: Tag 応答 T=>R  0001 0110 0000 0010 (RN16_2=1602h)  

3a: Access コマンド  R=>T  11000110  
1011 1010 1100 1100 (BACCh) 
0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  オープン →オープン 

3b: Tag 応答 T=>R  0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  

4a: Req_RN コマンド  R=>T  11000001  0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  
オープン →オープン 

4b: Tag 応答 T=>R  0001 0110 0000 0011 (RN16_2=1603h)  

5a: Access コマンド  R=>T  11000110  
1101 0110 1101 1101 (D6DDh) 
0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  オープン →セキュア 

5b: Tag 応答 T=>R  0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  

6a: Read コマンド  R=>T  11000010  

00 (MemBank=Reserved) 
00000000 (WordPtr=キルパスワード) 

00000010 (WordCount=2) 
0001 0110 0000 0001 (Handle=1601h)  セキュア →セキュア 

6b: Tag 応答 T=>R  
0 (ヘッダ) 

1101 1110 1010 1101 (DEADh) 
1100 0000 1101 1110 (C0DEh)  
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資料 L 
（参考） 

Tag の任意の機能 
 

 当プロトコルに適合する Tag には、以下の任意事項がある。 

 

L.1 任意の Tag メモリバンク、メモリバンクのサイズ、ファイル 

Reserved メモリ：Reserved メモリは任意である。キルパスワードおよびアクセスパスワードを実装し

ていない Tag は、物理的に Reserved メモリを実装する必要はない。パスワードを実装していない Tag 

は、読取り／書込みが恒久的にロックされた値ゼロのパスワードを実装しているかのように動作し、こ

れらのパスワードが第 6.3.2.1.1.1 項および第 6.3.2.1.1.2 項で指定されたメモリロケーションの 

Reserved メモリで論理的にアドレス可能でなければならない。 

 

EPC メモリ：EPC メモリは必須であるが、そのサイズは Tag 製造者が決める。最小サイズは 16 ビ

ットの StoredCRC および 16 ビットの StoredPC を収める 32 ビットである。32 ビットを超える 

EPC メモリがあってもよく、長さ 16 ビットから 496 ビット まで（Tag が XPC 機能をサポートし

ていない場合）あるいは 464 ビットまで（Tag が XPC 機能をサポートしている場合）の EPC のほ

か、任意の XPC ワード（1 つまたは複数）を収めることができる。第 6.3.2.1.2 項を参照のこと。 

 

TID メモリ：TID メモリは必須であるが、そのサイズは Tag 製造者が決める。最小サイズの TID メモ

リは、8 ビットの ISO/IEC 15963 アロケーションクラス識別子（E0h または E2h）をメモリ位置 00h か

ら 07h に置くとともに、Tag がサポートするカスタムコマンドや任意機能を、インテロゲータから一意

に特定するうえで十分な識別情報を収める。TID メモリは、任意でそのほかのデータを含めてもよい。

第 6.3.2.1.3 項を参照のこと。 

 

User メモリ：User メモリは任意である。Tag は、User メモリをファイルに区分することができ、フ

ァイルのメモリアロケーションは、スタティックとダイナミックのどちらかの方式を選ぶことができる。

Tag が FileType と FileNum のデータをどこに格納しておくかは、Tag 製造者が決める。ファイルア

ロケーションのブロックサイズも、Tag 製造者が決める（1 から 1024 ワード）。User メモリとその

ファイルは、GS1 EPC Tag データ標準または ISO/IEC 15961/15962 に従って符号化する。第 6.3.2.1.4 

項、第 6.3.2.1.4.1 項、第 6.3.2.1.4.2 項、および第 6.3.2.11.3 項を参照のこと。 

 

L.2 任意の Tag コマンド 

専有：Tag は専有コマンドをサポートできる。第 2.3.3 項を参照のこと。 

カスタム：Tag はカスタムコマンドをサポートできる。第 2.3.4 項を参照のこと。 

Challenge：Tag は Challenge コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.1.2 項を参照のこと。 

Access：Tag は Access コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.6 項を参照のこと。 

BlockWrite：Tag は BlockWrite コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.7 項を参照のこと。 

BlockErase：Tag は BlockErase コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.8 項を参照のこと。 

BlockPermalock：Tag は BlockPermalock コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.9 項を参照のこ

と。 

Authenticate：Tag は Authenticate コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.10 項を参照のこと。 

AuthComm：Tag は AuthComm コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.11 項を参照のこと。 

SecureComm：Tag は SecureComm コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.12 項を参照のこと。 

KeyUpdate：Tag は KeyUpdate コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.13 項を参照のこと。 

TagPrivilege：Tag は TagPrivilege コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.14 項を参照のこと。 

ReadBuffer：Tag は ReadBuffer コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.15 項を参照のこと。 

Untraceable：Tag は Untraceable コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.16 項を参照のこと。 

FileOpen：Tag は FileOpen コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.17 項を参照のこと。 

FileList：Tag は FileList コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.18 項を参照のこと。 
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FilePrivilege：Tag は FilePrivilege コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.19 項を参照のこと。 

FileSetup：Tag は FileSetup コマンドをサポートできる。第 6.3.2.12.3.20 項を参照のこと。 

 

L.3 任意の Tag パスワード、セキュリティ、鍵 

キルパスワード：Tag は、キルパスワードを実装してよい。キルパスワードを実装していない Tag は、

恒久的に読取り／書込みがロックされているゼロ値のキルパスワードを持つかのように動作する。第 

6.3.2.1.1.1 項を参照のこと。 

 

アクセスパスワード：Tag は、アクセスパスワードを実装してよい。アクセスパスワードを実装してい

ない Tag は、恒久的に読取り／書込みがロックされているゼロ値のアクセスパスワードを持つかのよう

に動作する。第 6.3.2.1.1.2 項を参照のこと。 

 

セキュリティタイムアウト：Tag は、セキュリティタイムアウトを実装してよい。第 6.3.2.5 項を参照

のこと。 

 

暗号セキュリティおよび鍵：Tag は、暗号スィート（複数も可）をサポートしてよく、それぞれで Tag 

認証、インテロゲータ認証、および／または相互認証を実装する。Tag は 256 個までの鍵を備えること

ができ、それぞれの鍵に、CryptoSuperuser、AuthKill、Untraceable、DecFilePriv の権限を持たせる。

鍵には、暗号スィートの規定する特性、および／またはカスタムの特性も持たせることができる。第 

6.3.2.11.2 項を参照のこと。 

 

乱数発生器：暗号スィートは、暗号処理のために、ほかの Tag 処理用とは違った要件の RNG を指定

してよい。第 6.3.2.7 項を参照のこと。 

 

L.4 任意の Tag 応答 

 Tag は、インプロセス応答、および ResponseBuffer を実装できる。第 6.3.1.6.3 項および第 6.3.1.6.4 

項を参照のこと。 

 

L.5 任意の Tag PC および XPC ビットの割振りと値 

PC：UMI ビットは、Tag 製造者が固定値に定めるか、Tag が算出するかのどちらかにできる。Tag は、

GS1 EPCglobal™ アプリケーション（T = 0）、または GS1 EPCglobal™ 以外のアプリケーション（T 

= 1）に用いることができる。T = 0 の場合、XI ビットは（i）XPC_W1 のビット 210h – 217h の論理 OR 

値、または（ii）XPC_W1 のビット 210h – 218h の論理 OR 値のどちらかにする。Tag が（i）と（ii）

のどちらを実装するかは、Tag 製造者が選ぶ。T = 1 の場合、XI は XPC_W1 全体（210h – 21Fh）の論

理 OR 値にする。StoredPC のビット 18h – 1Fh は、RFU または AFI である。PacketPC を構成する

際、Tag は XPC_W1 のビット 218h – 21Fh を、StoredPC のビット 18h – 1Fh の代わりに用いること

がある。第 6.3.2.1.2.2 項を参照のこと。 

 

XPC：Tag は、XPC_W1 を実装できる。XPC_W1 を実装する Tag は、XPC_W2 を実装できる。Tag 

の XPC_W1 の中では、XEB、B、C、SLI、TN、U、K、NR、H の各フラグをサポートすることができ、

それぞれ Tag の非ゼロの XPC_W2 の有無、電池、算出したレスポンス、SL フラグのアサート、Tag ノ

ーティフィケーション、トレース不能インジケータ、キル可能、取外し不可、危険物への取付け、など

を表す。これらの XPC_W1 ビットは、固定値、書込み、算出、またはアプリケーションに応じた設定

のいずれかにすることができる。XPC_W1 のビット 211h – 217h はゼロにするか、または ISO/IEC 

18000-63 の規定に従う。XPC_W2 の全ビットは、ゼロにするか、または ISO/IEC 18000-63 の規定に

従う。第 6.3.2.1.2.5 項を参照のこと。 

 

L.6 任意の Tag エラーコード報告の形式 

 Tag は、エラー固有またはエラー不特定の、いずれかのエラーコードによる報告をサポートできる。
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資料 I を参照のこと。 

 

L.7 任意の Tag 後方散乱変調の形式 

 Tag は ASK および／または PSK の後方散乱変調をサポートできる。第 6.3.1.3.1 項を参照のこと。 

 

L.8 任意の Tag 機能 

 Tag は、CRC-5 または CRC-16 の検証に、資料 F に記載する方法のいずれかを用いてよい。第 

6.3.1.5 項を参照のこと。 

 

 Tag は、CRC-16 の算出に、2 つの方法のいずれかを用いてよい。Tag が CRC-16 を格納するメモ

リは、揮発性メモリでも不揮発性メモリでもよい。第 6.3.2.1.2.1 項を参照のこと。 

 

 Tag は、セキュアステートへのアクセスを、いくつかの物理的な仕組みによって制限してもよい。第 

6.3.2.11 項を参照のこと。 

 

 Tag は、認証キルをサポートすることができる。第 6.3.2.12.3.4 項を参照のこと。 

 

 Tag がロックビットを格納するメモリ位置は、読取り可能でも読取り不可でもよい。第 6.3.2.12.3.5 項

を参照のこと。 
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資料 M 
（参考） 

暗号スィートチェックリスト 
 

 暗号スィートは、表 M.1 のチェックリストに示すように、一般に最低限でもパラメータ、機能、手続

き、挙動、そしてエラー条件などを取り上げている。 

 

表 M.1：暗号スィートの必要項目 

暗号スィートの必要項目 チェック 

CSI  

Challenge、Authenticate、AuthComm、SecureComm、KeyUpdate から、暗号スィートがサポートするコマ

ンドの Message フィールド 

 

サポートする暗号法コマンドの各 Message と Response で用いる、すべてのパラメータ(機能の規定とビッ

トフィールド)、フォーマット、符号化、復号、完全性保護 

 

セキュリティコマンド(第 6.3.2.11.2 項を参照のこと)が、Tag にセキュリティタイムアウトを起こす条件  

Tag が暗号エンジンをリセットする条件と、リセットのパラメータ  

乱数の要件(RN の長さ、一意性、推測可能性、生成レート、ナンス、その他)  

Message フィールドでインジケータが KeyID を指定する方法  

Message や Response に明示的なステップカウントを入れるかどうか  

KeyUpdate を SecureComm か AuthComm にカプセル化することを、暗号スィートで要求するかどうか  

各々の暗号法コマンドの、Message と Response のすべてのフォーマット  

インテロゲータと Tag が、認証された通信またはセキュアな通信を用いるかどうか、いつ用いるか  

暗号スィートがサポートする全処理の各ステップについて、シーケンス、タイミング、ステート遷移、エラー

条件などを示したフロー図。次のような内容を盛り込んだものであるが、ほかにも考えられる。 

 

・暗号法によるコマンドや応答の生成、実行、受取りに、Tag やインテロゲータがウエイト状態を要求するか

どうか 

 

・マルチパス認証のメカニズム(該当の場合)  

・Tag とインテロゲータがセッション鍵を導出する方法(該当の場合)  

・暗号法による認証の各ステップでの、Tag の開始ステートと終了ステート  

・(1)インテロゲータが認証されたと Tag が見なすとき、および(2) Tag が認証されたとインテロゲータが見な

すときの、定義とフロー図上での位置 

 

・インテロゲータや Tag が遭遇することが考えられる、暗号法上のエラーの列挙、およびその際のインテロ

ゲータと Tag の振舞い。このようなエラーの代表的な例としては、(1)暗号処理の途中で、一方が正しくな

い応答をするか、応答に失敗する。(2)一方が暗号計算を遂行できない。(3)一方が正しくないステップカウン

トで応答する。(4)そのほか多数 
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資料 N 
（標準） 

アプリケーション適合性 

 

 オルタレーション EAS（Alteration-EAS）、Tag オルタレーション（Tag-alteration）、および家電

（Consumer-electronics）に適合しようとする Tag およびインテロゲータは、表 N.1 の各列に挙げた

任意の条項、および任意の条項の一部に、必須で対応しなければならない。掲げた任意の条項および任

意の条項の一部の内容で、「してもよい」（may）の部分は「する」（shall）として、「する」（shall）の部

分はそのまま「する」（shall）として解釈する。 

 

表 N.1：各タイプの適合性の必須条項 

オルタレーション EAS Tag オルタレーション(Core) 家電 

6.3.2.1.3 

・E2h クラス識別子と XTID (第 4.1 項を参

照)は必須 

・非ゼロのシリアル情報の XTID フィール

ドが必須 

6.3.2.1.3 

・E2h クラス識別子と XTID (第 4.1 項を参

照)は必須 

・非ゼロのシリアル情報の XTID フィール

ドが必須 

6.3.2.1.3 

・E2h クラス識別子と XTID (第 4.1 項を参

照)は必須 

・非ゼロのシリアル情報の XTID フィール

ドが必須 

6.3.2.1.2.5 

・XPC_W1 の SLI、K ビットは必須 

6.3.2.1.2.5 

・XPC_W1 の SLI、K、NR ビットは必須 

6.3.2.1.2.5 

・XPC_W1 の SLI、K、NR、H ビットは

必須 

6.3.2.11 

・Tag は、当プロトコルの承認ステートか

らセキュアステートへ直接遷移すること

を防ぐ仕組みを実装する 

6.3.2.11 

・Tag は、当プロトコルの承認ステートか

らセキュアステートへ直接遷移すること

を防ぐ仕組みを実装する 

6.3.2.11 

・Tag は、当プロトコルの承認ステートか

らセキュアステートへ直接遷移すること

を防ぐ仕組みを実装する 

6.3.2.12.3.16 

・Untraceable コマンド 1。Tag はレンジ低

減と U ビットをサポートしてよいが必須

ではない 

6.3.2.12.3.16 

・Untraceable コマンド 1。Tag はレンジ低

減と U ビットをサポートしてよいが必須

ではない 

6.3.2.12.3.9 

・BlockPermalock コマンド 1
 

6.3.2.5 

・表 6.20 で規定のタイムアウトレンジに

よる、Access コマンドのセキュリティタ

イムアウトは必須 

6.3.2.5 

・表 6.20 で規定のタイムアウトレンジに

よる、Access コマンドのセキュリティタ

イムアウトは必須 

6.3.2.5 

・表 6.20 で規定のタイムアウトレンジに

よる、Access コマンドのセキュリティタ

イムアウトは必須 

6.3.2.1.4.1 

・≥32 ビットの User メモリが必須 
空欄 

6.3.2.12.3.17 

・FileOpen コマンド 1
 

空欄 空欄 
6.3.2.11.3 

・少なくとも 2 つのファイルが必須 

 

Tag オルタレーション(Challenge) Tag オルタレーション(Authenticate) Tag オルタレーション(Full) 

Tag オルタレーション(Core)の全要件 Tag オルタレーション(Core)の全要件 Tag オルタレーション(Core)の全要件 

6.3.2.12.1.2 

・Challenge コマンド 1
 

6.3.2.12.3.10 

・Authenticate コマンド 1
 

6.3.2.12.1.2 

・Challenge コマンド 1
 

空欄 空欄 
6.3.2.12.3.7 

・Blockwrite コマンド 1
 

空欄 空欄 
6.3.2.12.3.10 

・Authenticate コマンド 1
 

空欄 空欄 
6.3.2.12.3.12 

・SecureComm コマンド 1
 

空欄 空欄 
6.3.2.12.3.13 

・KeyUpdate コマンド 1
 

1：コマンド全体が必須 
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資料 O 
（参考） 

改訂記録 

 

表 O.1：改訂記録 

日付および 

バージョン番号 
セクション 変更点 

2004年9月8日 

バージョン 1.0.4 
すべて 

2004年8月17日付、「コンボ」CRC の変更テンプレートにより、シカゴプロト

コル V1.0.3 を改訂 

2004年9月14日 

バージョン 1.0.5 
すべて 2004年9月10日付、CRC レビューにより、Gen2 プロトコル V1.0.4 を改訂  

2004年9月17日 

バージョン 1.0.6 
すべて 2004年9月17日付、HAG レビューにより、Gen2 プロトコル V1.0.5 を改訂 

2004年9月24日 

バージョン 1.0.7 
すべて 

2004年9月21日付、誤脱修正を目的とする CRC レビューにより、Gen2 プロ

トコル V1.0.6 を改訂。OID を EPC へと変更 

2004年12月11日 

バージョン 1.0.8 
複数 V1.0.7 の誤脱により、Gen2 プロトコル V1.0.7 を改訂 

2005年1月26日 

バージョン 1.0.9 
複数 

V1.0.8 の誤脱ならびに AFI 拡張要請により、Gen2 プロトコル V1.0.8 を改

訂 

2005年12月1日 

バージョン 1.1.0 
複数 ISO 18000-6 タイプ C 改訂に Gen2 プロトコル V1.0.9 を整合 

2008年5月11日 

バージョン 1.2.0 
複数 ILT JRG 要求事項 V1.2.3 を取り入れて Gen2 プロトコル V1.1.0 を改訂 

2013年10月22日 

バージョン 2.0.0 
複数 

EAS JRG 要求事項 V0.8、TA JRG 要求事項 V0.7、CE JRG 要求事項 V1.5.4 

を取り入れて Gen2 プロトコル V1.2.0 を改訂 

 


