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明 細 苫

物品判定システム及び物品判定方法

技術分野

０００1 本発明は物品判定システム及び物品判定方法に係り、特に物品の特徴を取得して

物品の其贋を判定したり、物品の価値を評価する物品判定システム及び物品判定方

法に関する。

背景技 術

０００2 近年、リザイクルや二次流通市場の拡大により、ブランド品や宝飾品等の中古品が

流通しており、また偽造品も多く市場に流通している。さらに、インターネットを利用し

た商品売買の普及に伴って、このよぅな中古品の売買が盛んに行われるよぅになると

ともに、違法な偽造品が数多く流通するよぅになっている。そこで、ブランド品や宝飾

品等の其贋の判定、及び価値の評価を行ぅための鑑定のニーズが高まっている。

０００3 しかしながら、ブランド品や宝飾品等の鑑定方法は甘から近年まで大きな変化はな

く、専門知識を持つ個人によりその専門知識と五感を用いて行われているのが一般

的である。そのため、専門知識がない人は鑑定を行ぅことが難しく、大呈の物品の鑑

定作業を行ぅには大勢の専門知識を有する人材が必要となる。また、人間の五感に

依存した鑑定では、一物品あたりの鑑定に要する時間が丘く、一人で一日に鑑定で

きる物品数が限られてしまぅ。さらに、鑑定は個人の専門知識や経験に依存するため

、鑑定を行った人によって鑑定結果にばらつきが生じたり、間違いが発生したりする

可能性がある。

０００4 そこで、特定の情報を記録する情報記録媒体を予め商品の製造段階で商品本体

や商品の梱包材等に取付けておき、その情報を読み取って照合することで其贋判定

を行ぅ様々な技術が提案されている。例えば、商品を識別するための情報を記憶す

る無線タグを商品や商品の梱包箱に装着し、無線タグからデータを読み取り、製造

者や販売者等の正しい商品情報が確認できた場合には本物であると判断する技術

が知られており、無線タグに記録するデータを暗号化等加工することによってさらに

セキュリティを高め、偽造を防止する技術が知られている (例えば、特許文献 参照 )



０００5 特許文献 1 :特開2００5 6 3 6号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、特許文献 に記載のょぅな其贋判定技術や、その他 cチップやマー

カー等を埋め込んで其贋判定を行ぅ技術では、商品の製造段階や梱包段階等で予

め商品本体又は梱包材等に情報記録媒体等を埋め込んだり付加しておく必要があ

る。すなわち、実際にタグやマーカー等が付加されている商品のみが判定対象となり

、既に存在する多大な中古品等に対して判定を行ぅことができないとレぢ問題があっ
た。また商品に付加されている情報を読み取って確認するための装置を保有してい
る人しか判定を自動化することができないとレづ問題もあった。さらに、各商品の製造

者や販売者がそれぞれ企ての商品にタグやマーカー等を付加する必要があり、製造

工数を要するとレづ問題があった。

０００7 また、情報記録媒体を用いる技術では其贋の判断を行ぅのみであり、中古品等、商

品の状態変化にょって変化する価値を自動的に評価することはできなかった。

０００8 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、専門知識や経験が

ない人でも間違いが極めて少ない其贋判定や価値評価を行ぅことができる、もしくは

少ない人材でも大呈の物品の其贋判定や価値評価が正確にできる物品判定システ

ム及び物品判定方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、製造者や

販売者が製造段階等で予め物品にマーカー等の情報を付加しておく必要がなく、そ

のままの状態で物品の其贋判定を行ぅことができる物品判定システム及び物品判定

方法を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、物品の価値をその状態変

化に応じて自動的に評価することができる物品判定システム及び物品判定方法を提

供することにある。

課題を解決するための手段

０００9 前記課題は、請求項 の物品判定システムにょれば、物品を判定する物品判定シ

ステムであって、物品、物品のグループ、物品のブランド、物品のカテゴリの少なくと

も つを含れ物品の種類を特定する物品特定手段と、前記物品の特徴情報を取得



する特徴取得手段と、前記物品の特定の内容を判定する判定手段と、前記物品に

関する情報を記憶する記憶手段と、を備え、前記判定手段は、前記特徴取得手段で

取得した前記物品の特徴情報と、前記記憶手段に記憶されている前記物品に関す
る情報に某づいて、前記物品の特定の内容を判定すること、により解決される。

００1０ このよぅに、請求項 の物品判定システムでは、物品の特徴を取得する特徴取得手

段により判定する物品の特徴情報を取得して、取得した特徴情報と記憶手段に記憶

されているその物品に関する情報に某づいて、物品の特定の内容を判定する。した

がって、物品の特定の内容の判定を行ぅために、物品の製造段階で予め物品本体

や梱包材等に Cチップやマーカー等の情報記録媒体が埋め込まれている必要がな

く、判定を行ぅ物品の特徴を特徴取得手段で取得することにより、物品の判定を行ぅ

ことができる。

００11 さらに、判定対象の物品に関する情報が予め記憶手段に記憶されており、その物

品に関する情報と判定対象の物品の特徴情報に墓づいてシステムで自動的に物品

の判定を行ぅため、判定結果が判定を行ぅ個人の知識や経験に依存せず、間違いの

可能性が少なく、正確な判定を行ぅことができる。また、人が判定を行ぅ場合と比較し

て、大呈の物品の判定を実現できる。

００12 また、前記課題は、請求項2の物品判定システムによれば、前記特定の内容の判

定は、前記物品の其贋判定であって、前記物品に関する情報は、前記物品の正規

品の特徴情報と偽造品の特徴情報を含み、前記判定手段は、前記特徴取得手段で

取得した前記物品の特徴情報と、前記物品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品

の特徴情報の少なくとも一方とを対比して、其贋判定を行ぅこと、により解決される。

００13 このよぅに、記憶手段に正規品の特徴情報と偽造品の特徴情報を記憶しておき、判

定対象の物品の特徴情報とそれらの特徴情報とを対比することによって、物品の特

定の内容の判定として其贋判定を行ぅことができる。正規品の特徴情報と偽造品の特

徴情報、及び特徴取得手段で取得した物品の特徴情報を用いて、システムで自動

的に物品の其贋判定を行ぅため、正確で迅速な其贋判定が実現できる。

００14 また、前記課題は、請求項3の物品判定システムによれば、前記特定の内容の判

定は、前記物品の価値評価であって、前記物品に関する情報は、前記物品の状熊



ごとの価値情報と相場情報を含み、前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得し

た前記物品の特徴情報に某づいて、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参

照して、価値評価を行ぅこと、により解決される。

００15 このよぅに、記憶手段に物品の価値情報と相場情報を記憶しておき、判定対象の物

品の特徴情報に某づいてそれらの情報を参照することによって、物品の特定の内容

の判定として価値評価を行ぅことができる。正物品の価値情報と相場情報、及び特徴

取得手段で取得した物品の特徴情報を用いて、システムで自動的に物品の価値評

価を行ぅため、正確で迅速な価値評価が実現できる。

００16 また、前記課題は、請求項4の物品判定システムによれば、前記特定の内容の判

定は、前記物品の其贋判定及び価値評価であって、前記物品に関する情報は、前

記物品の正規品の特徴情報、偽造品の特徴情報、状態ごとの価値情報、相場情報

を含み、前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報と、

前記物品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品の特徴情報の少なくとも一方とを

対比して其贋判定を了 、刊 、また前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報

に某づいて、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参照して価値評価を行ぅこ

と、により解決される。

００17 このよぅに、物品の特定の内容の判定として其贋判定と価値評価の両方を行ぅよぅ

にすると、正確で迅速な真贋判定と価値評価が同時に実現できる。

００18 このとき、前記価値評価では、前記物品の市場価格に某づいて前記物品の価格が

決定されると好適である。このよぅに、物品の状態に応じた市場価格に某づいて物品

の価値として価格を決定することで、中古品等の状態に応じた販売価格を決定する

ことができる。

００19 また、前記物品特定手段による物品の種類の特定は、前記特徴取得手段で取得し

た特徴情報に某づいて行われるよぅにすると好適である。このよぅに、判定対象の物

品の特徴情報を特徴取得手段で取得して、その特徴情報に某づいて判定対象の物

品の種類を特定するよぅに構成すると、物品の特定がシステムで自動化され、システ

ムのオペレータによる入力作業が削減される。したがって、効率的に判定が行えるよ

ぅになり、大呈の物品の連続した判定が可能となる。



００2０ また、前記特徴取得手段は、放射線透過試験装置、蛍光X線分析装置、紫外線吸

収分析装置、テラヘルソ計測装置、画像処理装置、表面粗さ計測装置、赤外線吸収

・透過分析装置、音響周波数分析装置、臭気センザ、反発係数測定装置から、前記

物品特定手段で特定した物品の種類に対応する装置を つ以上選定して構成され

ると好適である。これらの試験・分析装置から物品の種類に対応する装置を選択して

構成し、物品の特徴を取得することで、物品の内部構造の相違、素材，柄の顔料，金

具，縫糸，接着剤，コーティング等の組成パターン、貴金属含有率、柄の正確さ、表

面粗さ等の各種分析を行ぅことができる。また、これらの装置を複数組合せた場合に

は、より正確な判定が行える。

００2 1 さらに、前記記憶手段の前記物品に関する情報は、前記特徴取得手段で取得した

前記物品の特徴情報に某づいて更新されるよぅにするとよい。物品の判定を行ぅごと

に物品に関する情報を更新することで、物品判定に必要な情報が蓄積され、また最

新の情報に更新されて、物品判定の精度が向上する。

００22 また、前記物品判定システムは、多くの物品の判定を連続して行ぅよぅに構成すると

、大呈の物品の判定が必要な税関、物流管理システム、商品管理システム等におい

て本物品判定システムの利用が可能となる。

００23 本発明は、これまでに説明した物品判定システムのそれぞれの構成を用いた物品

判定方法として特定することもできる。このよぅな物品判定方法によれば、上述した物

品判定システムで得られる効果と同様の効果が得られる。

発明の効果

００24 本発明の物品判定システム及び物品判定方法によれば、大呈の物品の其贋の判

定及び価値の評価を迅速かつ正確に行ぅことができる。また、判定用のタグやマーカ

ー等の情報記録媒体が埋め込まれていない物品であっても、そのままの状態で其贋

の判定及び価値の評価を行ぅことができる。

図面の簡単な説明

００25 図 本発明の第 実施形態に係る物品判定システムの構成概略図である。

図2 物品判定システムの概略構成を示すブロック図である。

図3 物品判定システムの概略構成を示すブロック図である。



図4 商品カタログ の構成の一例を示す図である。

図5 特徴取得方法 の構成の一例を示す図である。

図6 E規品特徴 の構成の一例を示す図である。

図7 偽造品特徴 の構成の一例を示す図である。

図8 商品相場 の構成の一例を示す図である。

図9 判定処理のフローチャートを示す図である。

図1０本発明の第2実施形態に係る判定処理のフローチャートを示す図である。

図11 本発明の第3実施形態に係る物品判定システムの構成概略図である。

符号の説明

物品判定システム

０ 特徴取得手段 (物品特定手段 )

照射部

2 第 検出部

3 第2検出部

5 通信部

2０ 判定手段 (物品特定手段 )

2

2 a 判定プログラム

2 b 情報記憶領城

22 メモり

24 CP

25 通信部

3０ 記憶手段

3０a

3 商品カタログ

32 特徴取得方法

33 E規品特徴

34 E規品状態



3 5 E規品情報

36 偽造品特徴

3 7 偽造品情報

38 商品相場

5０ 入出力手段 (物品特定手段 )

5 入力部

52 出力部

54 CP

5 5 通信部

発明を実施するための最良の形態

００27 本発明は、判定対象の物品の特徴に関する情報を物品に応じて取得して、取得し

た情報と、予め生成されている物品の正規品の特徴に関する情報 は偽造品の特

徴に関する情報とを比較して、判定対象の物品が正規品か偽造品かの判定を行っ
たり、判定対象の物品の状態を取得してその物品の価値を評価する物品判定システ

ム、及び物品判定方法に関するものである。

００28 以下、本発明の一実施の形態について、図面に某づいて説明する。なお、以下に

説明するシステム構成、データベース構成、処理フロー等は本発明を限定するもの

でなく、本発明の趣旨の範囲内で種々改変することができることは勿論である。

００29 図 ～図9は、本発明の第 実施形態に係るものであり、図 は物品判定システムの

構成概略図、図2，図3は物品判定システムの概略構成を示すブロック図、図4は商

品ヵタログ (データベース ) の構成の一例を示す図、図5は特徴取得方法 の構

成の一例を示す図、図6は正規品特徴 の構成の一例を示す図、図7は偽造品特

徴 の構成の一例を示す図、図8は商品相場 の構成の一例を示す図、図9は

第 実施形態の判定処理のフローチャートを示す図である。

００3０ 第 実施形態に係る物品判定システム の全体構成を、図 及び図2を参照して説

明する。

第 実施形態に係る物品判定システム は、図 及び図2に示すよぅに、物品Xの特

徴に関する情報を取得する特徴取得手段 ０と、特徴取得手段 ０で取得した特徴に



関する情報に某づいて物品の其贋の判定や価値の評価を含んだ判定を行ぅ判定手

段 2０と、判定手段 2０が判定を行ぅために参照する各種データベースを記憶している

記憶手段 3０と、判定手段 2０が判定を行ぅのに必要な情報の入力、及び判定手段 2０

で判定した結果を出力する入出力手段 5０とを備えている。

００3 1 物品判定システム の構成の一例として、特徴取得手段 ０としては例えば放射線

透過試験装置等の試験・分析装置、判定手段 2０としては例えば判定処理を行ぅアプ

リケーション等を格納するアプリケーションサーバ、記憶手段 3０としてほ例えば判定

処理に必要なデータベースを格納するデータベースザーバ、入出力手段 5０としては

例えばパーソナルコンピュータ等の端末装置を用いて、これらの装置を やイン

ターネット等のネットワークを介して接続し、構成することができる。なお、これらの特

徴取得手段 ０、判定手段 2０、記憶手段 3０、入出力手段 5０は、それぞれ物理的に

典なる装置として構成されてもよいが、全てが一体となった単一の装置で構成されて

もよい。

００32 また、特徴取得手段 ０と入出力手段 5０はそれぞれ典なる装置でもよいが、例えば

、ディスプレイを有する携帯端末やハンドヘルド端末にセンザやスキャナ等を取付け

た一体の端末装置で構成してもよい。また、特徴取得手段 ０はそれ自体がセンザ付

ハンドヘルド端末のよぅに つの装置でもよレ七、例えばべルトコンベヤ等の物品搬

送装置の搬送部上部に物品がその内部を通る囲い部分を設けて、その内部に特徴

取得手段 ０を取付けた構成の装置でもよい。同様に、判定手段 2０と記憶手段 3０は

それぞれ典なる装置でもよいが、 つのザーバ等に判定手段 2０と記憶手段 3０を備

えた一体の装置を用いてもよい。

００33 また、各装置の設置場所としては、全ての装置が つの場所にまとまって設置され

で接続されていてもよレ七、いくつかの装置、例えば試験・分析装置等の特徴取

得手段 ０と端末等の入出力手段 5０が物品の判定を行ぅ場所に配置されて物品の

情報人力及び判定結果の出力に使用され、アプリケーションザーバ等の判定手段 2

0とデータベースザーバ等の記憶手段 3０が離れた場所 (情報処理センター等) に設

置されで判定処理を実行するようにし、広域通信回線を介して接続されてもよい。

００34 全ての装置が つの場所にまとまって設置された例としては、物流センターや税関



にて大呈の物品の判定を連続して行ぅよぅな利用方法が考えられる。また、物品の情

報人力及び結果出力の機能と、判定処理の機能を遠隔地等の別々の場所に設けた

例としては、中古品の鑑定業者が物品の判定を つずつ行ぅよぅな利用方法が考えら

れる。遠隔地に設ける場合は、鑑定上やオペレータは情報の入力と結果の確認のみ

が行えて、判定処理のプログラムや判定用のデータベースへのアクセスはシステムの

ザ一ビス提供者しか行ぅことができないため、セキュリティを確実にすることができる。

００35 物品Xは、素材として、皮革，毛皮，繊維 (布) ，金属，貴金属，樹脂，ゴム，ガラス，

木材，石材等を含んで作られたバッグ、靴、小物類、衣料品。、宝飾品。、ルース状態の

宝石 (裸石) 、美術用。、時計等、あるいは精密機械、家電製品、自動亜、バイク、及び

香水等、後述する特徴に関する情報が取得できる物体であれば如何なる種類のもの

でもよい。

００36 特徴取得手段 ０は、放射線透過試験装置、蛍光X線分析装置、紫外線吸収分析

装置、テラヘルソ計測装置、画像処理装置、表面粗さ計測装置、赤外線吸収・透過

分析装置、音響周波数分析装置、臭気センザ、反発係数測定装置のいずれか又は

組合せからなる、物品の特徴を測定するための装置である。これらを複数組合せる場

合には、 つの装置に複数の機能を有するものを用いてもよレ七、複数の典なる装置

でそれぞれの分析を行って得られた結果を用いてもよい。この特徴取得手段 ０は、

判定する物品の種類に応じて、また、取得する物品の特徴に関する情報 (以下、「特

徴情報」といぅ) の種類によって、様々な組合せや構成で形成することができる。

００37 図 に示すよぅに、第 実施形態の物品判定システム は、例えば物流センターや

税関等のよぅな場所で使用するよぅな、各手段としての各装置が つの場所にまとまっ
て設置されている例であり、各装置が で接続されている。本実施形態の特徴取

得手段 ０は、X線を用いた透過試験と蛍光X線分析を行ぅ装置とがべルトコンベヤを

備えた物品搬送装置の内部に取付けられており、複数の物品を連続して判定できる

よぅに構成されている。このよぅに、ベルトコンベヤ装置内に特徴取得手段 ０を設け

た構成にすると、大呈の物品を連続して判定することが可能となる。

００38 本実施形態の特徴取得手段 ０は、図3に示すよぅに、判定する物品XにX線を照

射する照射部 と、透過した透過X線を検出する第 検出部 2と、蛍光X線を検出



する第2検出部 3と、検出した情報を判定手段 2０に迭信する通信部 5等を備えて

いる。

００39 特徴取得手段 ０てのX線透過怯による透視画像の生成は周知の技術を用いたも

のてあり、判定を行ぅ物品Xに照射部 によりX線を照射して、第 検出部 2て検出

した物質によるX線の吸収の違いを像にして物品Xの内部の透視画像テータを特徴

清報として生成する。この内部透視画像により、物品Xの内部構造や部品等の形状、

Cタクの有無、内部の刻印の識別等か可能となる。

００4０ また、特徴取得手段 ０ての蛍光X線分析怯も周知の技術を用いたものてあり、X線

を照射して得られた、特有の波長を持った蛍光X線を第2検出部 3て検出し、波長と

強度の情報を特徴 清報として生成する。この蛍光X線のエネルキーを側定することて

含有される元素の種類かわかり(定性分析 ) 、各元素の蛍光X線の強度から儂度を側

定することかてきる (定最分析 )。

００4 1 このよぅにして、X線透過試験て得られた特徴 清報としての画像テータと、蛍光X線

分析て得られた特徴 清報としての波長及ひ強度の情報を、通信部 5を介して判定

手段 2０へ迭信する。これらの特徴取得手段 ０て取得した物品Xの特徴 清報は、後

述する判定手段 2０により物品Xの其贋判定及ひ価値秤価のために使用される。

００42 また上記の他にも、特徴取得手段 ０としてテラヘル"ソ計側装置を用いた技術も利

用てきる。テラヘル"ソ計側は、システムテラヘル"ソ領城の電磁波を用いた技術てあり

、このテラヘル"ソ領城の電磁波の持つ性質は、各種の特徴を有するものてあるか、特

に、其贋判定においては、分子はテラヘル"ソ領城の電磁波に特徴的な指紋スペクト

ルを持つものか多い、といぅ性質を利用することかてきる。

具体的システムとしては、フェムト秒ファイハーレーザーおよひテラヘル"ソ波用光伝

導素子を用いたテラヘル"ソ発生装置 (光源 ) 、反射およひ透過計側か可能な光学系

、およひテラヘル"ソ波用光伝導素子を用いた検出器から構成する。

テラヘル"ソ波用光伝導素子のキャノプ部に時間幅 fs程度のパルスレーザー (

フェムト秒レーザー)を照射すると、光生成キャリアか加速され時間幅 Ps以下の電流

パルスか発生する。この電流パルスにより、テラヘル"ソ電磁波か放射される。このテラ

ヘル"ソ電磁波を放物面鏡て集光してザンプルに照射し、その透過光を検出器て計



測する。テラヘル"ソ波の検出素子には、放射素子と同じテラヘル"ソ波用光伝導素子

を用いる。検出素子に時間遅延を与えたレーザーパルスを照射すると、光生成キャリ

アがテラヘル"ソ波の電場で加速され、電流として測定器に取り出される。時間遅延回

路を走査すれば、テラヘル"ソ波の電場波形に比例した信号波形が得られる。なお時

間遅延回路としては、パルスレーザー (フェムト秒レーザー)をハーフミラー等で分光

し、照射系より多い複数の反射鏡を用いて構成する。この場合は透過型であるが、反

射型の計測系も当然可能である。また、対象製品を2次元走査 (スキャン)することに

より、指紋スペクトルの画像処理 (イメージング)も可能となる。

００43 なお、特徴取得手段 ０で取得される物品Xの特徴を示す特徴情報の種類は、特

徴取得手段 ０を構成する装置に応じて典なる。すなわち、特徴情報は特徴取得手

段 ０を構成する装置が検出、取得可能な情報であり、その装置による試験方法や分

析方法 (以下、「特徴取得方法」といぅ) に対応した各種の検出情報が物品Xの特徴

情報として取得される。具体的には、上述したX線透過試験で得られる内部透視画

像データや、蛍光X線分析で得られる波長及び強度以外に、次のよぅな特徴取得方

法に応じた特徴情報がある。

００44 特徴取得方法として紫外線吸収分析を行ぅ場合は、紫外線の波長及び強度を特徴

情報として検出し、紫外線吸収度の違いを某に、物品Xの素材や柄の顔料等の材料

を同定する。

可視光を用いた画像処理では、物品Xの等倍画像や拡大画像或いは縮小画像を

特徴情報として生成し、特徴呈を抽出し、パターンマッチングを行ぅことで、物品Xの

柄の印刷や刻印、素材の織柄、縫製状態等を同定する。

可視光による表面粗さ計測では、表面粗さ値を特徴情報として取得し、物品Xの表

面の凹凸を定最化して、素材やエンボス状の合成皮革の表面形状等の同定や表面

の傷の特定を行ぅ。

赤外線吸収分析では、近赤外線から遠赤外線までの広い範囲での赤外線分光吸

収率を測定して特徴情報として取得し、物品Xの素材や柄の顔料、コーティング等の

材料の組成の違い等を識別して同定する。

赤外線透過分析では、透過赤外線の波長を特徴情報として取得し、



スやクリアコーティンク等の材科の識別を行ぅ。

テラヘルソ計側ては、指紋スペクトルを特徴 清報として取得し、分析する。指紋スペ

クトルは、製品を構成する素材そのものの分子構造に起因する、電磁波吸収の周波

数依存性によるため、素材の組成の違いを識別することて其贋判定を行ぅことかてき

る。さらに、素材に何らかの加工か施された場合には、その加工 (例えは溶融・凝固

なとの履歴 ) によって、高分子材科の場合には分子構造か変化する場合かあり、この

よぅな場合にもテラヘルソ電磁波の指紋スペクトルは変化するものと考えられている。

したかって、素材に何らかの加工か施された場合には、指紋スペクトルは其贋判定の

ための清報を得るために特に有首義てある。

音響周波数分析ては、可聴城から超音波領城 (数 ０ ，～2 ，) の音響信号の

周波数なとの音響特性を特徴 情報として取得して分析する。可聴音の場合には、例

えは声紋照合解析を了 、刊 、時計のム一フメントからの音を照合して同定する。また、

超音波周波数帯域の波動を分析して、機械装置の特徴や、磨耗・破損の状態なとを

判定する。

臭気センザによるにおい定性分析ては、臭気の種類及ひ強度を特徴 清報として検

出し、物品Xの革等の素材、香水の芳香等を識別して同定する。

反発係数側定ては、物品Xの表面を叩いたときの反発係数を特徴 清報として取得

し、物品の素材等を同定する。

これらのいすれの特徴取得方怯て取得した特徴 清報を判定に用いるかは、判定す

る物品の種類によって決定される。

本実施形態の特徴取得手段 ０は、照射部 と、第 検出部 2と、第2検出部 3と

、通信部 5とて構成したか、判定する物品の種類に応した特徴取得方怯によって構

成を変更することかてきる。例えは、紫外線吸収分析、テラヘルソ計側、画像処理、

表面粗さ計側、赤外線吸収分析、赤外線透過分析、反発係数側定ては、試験に用

いるそれそれの光線を照射又は発光するための照射部 と、照射又は発光により得

られる側定値を検出する第 検出部 2と、検出した清報を判定手段 2０に迭信する通

信部 5とを備えるよぅに構成すれはよい。また、音響周波数分析、臭気センザによる

におい分析ては、照射部 を設ける必要はなく、第 検出部 2、通信部 5を備える



よぅに構成すればよい。

００46 次に、本実施形態の判定手段 2０について説明する。本実施形態の判定手段 2０は

、例えばアプリケーションザーバを用いており、図3に示すよぅに、物品Xの其贋判定

及び価値評価処理を行ぅための判定プログラム2 aと、判定プログラム2 aを格納し

ている 2 と、 O や判定プログラム2 aの実行時に一時的に必要なデータや

プログラムを記憶するためのR を含むメモり22と、判定手段 2０の各処理の制御

や演算を行ぅCP 24と、判定手段2０と特徴取得手段 ０，記憶手段3０，入出力手

段 5０との通信を行ぅ通信部25等を備えている。また、 2 は、判定プログラム2

aを実行するときに必要な各種情報等を記憶しておくための、情報記憶領城2 bを有

している。

００47 判定手段 2０では、 P 24が 2 から判定プログラム2 aを読み出して判定処

理を実行する。判定プログラム2 aを実行するときには、 P 24がメモり22の O

に記憶されている入出力制御等のハードウェア制御用の各種某本プログラムを実行

するとともに、判定プログラム2 aの実行に必要なデータやプログラムをメモり22の

に一時的に記憶させながら、演算処理を行ぅ。判定プログラム2 aの実行に必要

なデータとしては、特徴取得手段 ０により取得した物品Xの特徴情報や、記憶手段

3０に記憶されている各種データベース内の情報等があり、これらの情報を必要に応

じて判定手段 2０が特徴取得手段 ０及び記憶手段 3０から取得して、メモり22のR

に記憶して演算処理する。

００48 なお、其贋判定を実施する品目・銘柄が増加すると、判定方法および判定項 目が

増加する。このよぅな場合にも効率的に試験を行ぅために、いかなる順序でいかなる

試験を実施すれば効率的に其贋判定を行ぅことができるかを予め検討しておく。この

ため、多変呈解析を某礎としたデータ分析、あるいは影響係数解析や感度解析など

を行ぅことにより、試験項 目の絞込みを了 、刊 、其贋判定に有効な試験計画を最適ィヒ

する。其贋判定においてほ、最適ィヒされた試験計画に某づき試験を実施し、測定結

果に対してクラスタ分析等の多変呈解析を了 、刊 、製品の其贋を判定する。なお、クラ

スタ分析そのものは公知技術であるが、其贋判定を目的として、クラスタ解析として影

響係数解析や感度解析を行なぅことに意義があるものである。



００4 9 次に、本実施形態の記憶手段 3０について説明する。本実施形態の記憶手段 3０は

、例えばデータベースザーバを用いており、図3に示すよぅに、各種データベースを

記憶する 3０a と、 3０a に記憶された各種データベース3 ～3 8等とから構

成されている。本実施形態においては、各種データベース3 ～3 8等の読み出し、

菩き込みの処理は、判定手段 2０のCP 24により制御される。

００5０ 3０aには、商品カタログ 3 、特徴取得方法 32、正規品特徴 33

正規品状態 34、正規品情報 35、偽造品特徴 36、偽造商品情報 37

商品相場 等のデータベースが記憶されている。これらのデータベースは、必、

要な情報を収集して予め作成され、 3０a に格納されており、判定手段 2０が物

品Xの其贋判定及び価値評価を行ぅときに参照される情報である。また、予め生成さ

れた情報以外で、判定処理において検出された新たな情報を、必要に応じて各デー

タベースに迫加更新する場合もある。

なお、これらのデータベースの種類、及び以下に説明する各データベースの構成

や項 目は、本実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲内において

様々な構成に変更することができるものである。判定処理において全てのデータベ

ースを用いてもよいが、一部のデータベースのみを用いて処理を行ってもよい。また

、以下で説明する各データベースの構成は一例である。

００5 1 商品カタログ 3 には、本発明の物品判定システム において判定を行ぅ対象の

物品に関する情報が登録されており、図4に示すよぅに、バッグ，時計，貴金属，宝石

等の物品の種類を示す「商品カテゴリ」、その物品の「ブランド名」、「商品グループ」、

「商品名」、「品番」、「色」、「ザイズ」、「形状」等の情報、その物品の判定処理を行ぅ

ための情報である「判定タスク」、さらにその物品を特定するための「識別 」を保有

している。「判定タスク」の詳細は後述するが、「其贋判定」を行ぅか「価値評価」を行ぅ

かを識別するための情報が登録されている。本発明の物品判定システム では、予

め商品カタログ 3 に登録されている物品が判定対象となるため、新たな物品の

判定を行ぅ場合には、事前に登録処理を行っておく。なお、商品カタログ 3 に登

録されているデータは、物品単位のもの、物品のグループ単位のもの、物品カテゴリ

単位のもの等、物品の特性に応じて様々なパターンのデータが存在する。



００5 2 特徴取得方法 32には、図5 に示すよぅに、判定処理で用いる物品の特徴情報

を取得するための「特徴取得方法」、及びその特徴取得方法で得られる特徴情報の

種類を示す「特徴項 目」が、物品ごとに登録されている。なお、 つの物品の つの特

徴取得方法に対する特徴項 目は つに限られず、複数の特徴項 目が登録されてい

る場合もある。例えば図5 に示すよぅに、識別 が０００ のバッグa に対する特徴取

得方法 「蛍光X線分析」では、素材の組成，柄に使用される顔料の組成，金具の組成

，コーティング材の組成等、複数の特徴情報を取得することができるため、「蛍光X線

分析」に対応する特徴項 目が予め複数登録されている。

００5 3 E規品特徴 33には、物品の正規品における特徴項 目ごとの測定値や画像デ

ータ等の特徴情報 (以下、「正規値」といぅ) が登録されており、例えば、図6 に示すよ

ぅに、「特徴項 目」、「正規値」等を保有する。正規品特徴 33に登録されている物

品 特徴項 目は、特徴取得方法 32に登録されている物品。，特徴項 目と対応して

いる。この正規品特徴 33の正規品としての値を示す正規値と、特徴取得手段 ０

で取得した判定対象の物品Xの特徴情報を比較して、判定手段 2０にて正規品か否

かの判定を行ぅ。

００5 4 E規品状態 34には、正規品の状態、及びその状態に応じたランク等が登録さ

れている。例えば、バッグaの状態を傷の個数で判断する場合には、傷 つは ランク

，傷 3つは ランク，傷 5つ以上はCランク、といった情報が登録されている。例えば、

この傷の個数は特徴取得手段 ０を用いて取得することができるため、正規品の状態

に対応したランク付けが物品判定システム で自動的に行える。

００5 5 E規品情報 35には、特徴取得手段 ０では取得できない正規品の管理用の情

報、例えば物品の Cチップ搭載有無等が格納されている。この情報は予め製造業者

や販売業者から提供を受けておくもので、この情報と、判定対象の物品の情報が典

なる場合には、即座に偽造品と判断することが可能となる。この物品固有の情報も物

用口の判定を行ぅための特徴情報の つである。

なお、本データベースを個別に設けず、本情報を商品カタログ 3 に格納しても

よい。

００5 6 偽造品特徴 36には、物品の偽造品における特徴項 目ごとの測定値や画像デ



一タ等の特徴情報 (以下、「偽造値」といぅ) が登録されており、例えば、図7に示すよ

ぅに、「特徴項 目」、「偽造値」等を保有する。偽造品特徴 36には、偽造品が検出

されたときにその偽造品の情報を迫加登録していき、情報を蓄積していく。偽造品特

徴 36に登録されている物品と特徴項 目は、特徴取得方法 32に登録されてい

る物品・特徴取得方法ごとの特徴項 目のいずれかに該当し、かつ偽造品としてこれま

で検出することができた情報である。この偽造品特徴 36の偽造品としての値を示

す偽造値と、特徴取得手段 ０で取得した判定対象の物品Xの特徴情報を比較して

、判定手段 2０にて偽造品か否かの判定を行ぅ。

００5 7 なお、其贋判定において、正規品特徴 33や正規品情報 35を参照して判定

対象の物品の正規品の特徴項 目に対する正規値等と、特徴取得手段 ０で取得した

物品Xの特徴情報とを比較することで、正規品か否かの判定を行ぅことが可能となる

ため、正規品特徴 33や正規品情報 35には判定対象の物品に関する特徴項

目ごとの正規値が登録されていることが必要であるが、偽造品特徴 36は、偽造品

の情報が収集できた場合のみ情報が登録されるものであり、全ての物品や特徴項 目

の情報が登録されているものではない。しかし、流通している偽造品の情報を偽造品

特徴 36に登録しておき、正規品特徴 33とともに其贋判定処理で用いることで

、其贋の判断をより正確に行ぅことができる。また、偽造品の流通呈が多いよぅな物品

では、偽造品特徴 36を先に確認することにより偽造品の判定が即座に行える場

合もあり、物品に応じて確認するデータベースの順序を決定することで効率よく其贋

判定が行える。

００5 8 偽造品情報 37は、ブランドオーナーや警察、税関等、外部から入手した流通し

ている偽造品に関する情報が登録されている。例えば、偽造品が存在している物品

のS (S o c ee )等の識別情報が登録されている場合、その物品

の其贋判定を行ぅときに通常より検査項 目を増やして判定某準を厳しくすることがで

きる。

００5 9 商品相場 38には、正規品の中古品や美術品等の市場での取引価格が登録さ

れており、図8 に示すよぅに、物品の状態に応じた「ランク」、ランクごとの「市場価格」

が登録されている。物品の価値の評価を行ぅ場合には、先ず特徴取得手段 ０で物



品Xの状態を取得し、正規品状態 34を参照して状態に応じた物品Xのランクを取

得して、次にその取得した状態を某にして商品相場 38を参照し、相場 (市場価格

) を取得する。なお、市場価格として登録されるデータは販売価格でもよいが、市場

価格から状態に応じて減額するための値引金額や値引率を登録しておいてもよい。

その場合は別途何れかのデータベースに物品ごとの市場価格を設定しておき、値引

金額を減算、又は値引率を乗算して販売価格を求めることができる。

００6０ なお、物品判定システム で其贋判定及び価値評価に使用するためのこれらの各

データベースは、予めある程度の情報を取得、収集して登録しておく。その中で、物

品の特徴に関する情報を保有する正規品特徴 33、及び偽造品が入手できた場

合には偽造品特徴 36は、特徴取得手段 ０を用いて特徴取得方法ごとに各物品

の特徴情報を取得して分析し、正規品の特徴を示す正規値、偽造品の特徴を示す

偽造値等を登録しておく。さらに、判定処処理の中で特徴取得手段 ０により取得し

た特徴情報を迫加、更新する。それにより判定に使用する情報の精度を向上すること

ができる。

００6 1 次に、本実施形態の入出力手段 5０について説明する。本実施形態の入出力手段

5０は、パーソナルコンピュータを用いており、図3に示すよぅに、判定処理を行ぅとき

にオペレータが情報を入力する入力部 5 と、判定結果を出力する出力部 5 2と、判

定手段 2０と入力情報や出力情報の送受信等を行ぅ通信部 5 5と、入力部 5 ，出力部

5 2及び通信部 5 5の制御を行ぅC 5 4 とを備えている。なお、入力部 5 としてはキ

ーボードやマウス等を用いることができ、出力部 5 2としてはディスプレイやブリンタ等

を用いることができる。

００6 2 本実施形態においては、判定対象の物品をオペレータが入力することが可能であ

り、その場合には、この入出力手段 5０が物品特定手段としての機能を合わせて備え

、入力部 5 としてのキーボードやマウスから、出力部 5 2としてのディスプレイに表示

された物品の一覧を選択するなどして、判定対象の物品を特定する。なお、後述する

動作説明で詳細を説明するが、判定対象の物品が固定で決まっているなど入力が

必要ない場合には、判定手段 2０が情報記憶領城2 bに記憶されている情報を取得

して決定する。この場合には、判定手段 2０が物品特定手段となる。



００63 次に、第 実施形態の物品判定システム の動作について説明する。

本実施形態の物品判定システム では、判定の種類 (以下、「判定タスク」といぅ) と

して物品の「其贋判定」又は「価値評価」のいずれかの判定、もしくは両方の判定を

行ぅことができる。「其贋判定」は、物品が正規品か偽造品かを判定するものであり、「

価値評価」は、物品の状態を評価して相場 (市場価格 )から物品の価格を判定するも

のである。この判定タスクは、物品判定システム の使用目的に応じて、システムの操

作を行ぅ鑑定上等のオペレータが指定する、システム内で自動的に設定する、又は

予め設定しておいて常時固定の判定タスクを実行する、など各種の設定が可能とさ

れている。また、オペレータが指定する場合でも、モード切替機能が設けられており、

モード切替を指定するまでは前回指定された判定タスクと同じ判定タスクを連続して

実行するよぅに設定することも可能である。

００64 具体的には、例えば判定する物品が判定ごとに典なるよぅな場合には、オペレータ

が判定の度に判定タスクを指定するか、又はモード切替を行った場合に判定タスクを

指定するよぅに設定するとよい。また、物品判定システム を外部システム (例えば、商

品管理システムや物流管理システム等) と連結させて稼動させ、連結する外部システ

ムからの入力情報に某づいて判定タスクを自動的に決定することができるよぅな場合

は、オペレータの判定タスクの指定を不要とすることができる。さらに、例えばダイヤ

モンドの価値評価システムや特定ブランド品用の其贋判定システム等のよぅに、具体

的な判定タスクが予め決まっている場合には、判定タスクの指定を全く行わないよぅ

に設定することができる。このよぅな、物品判定システム の構成や用途に応じた判定

タスク指定要否や実行する判定タスクの設定は、例えばシステム導入時やシステム切

替時に初期設定にて実施しておき、その情報を判定手段 2０の 2 内の情報記

憶領城2 bに記憶しておくことで判別可能となる。また、オペレータがモード切替を行

ったときや外部システムからの情報人力時にこの情報を更新するよぅにするとよい。

００65 図9に本実施形態の物品判定システム の判定処理の処理フローを示す。本処理

は、判定手段 2０により実行される。

本実施形態の判定処理では、判定タスク特定ステップ 、判定物品特定ステップ

S 2、取得方法・項 目特定ステップS 3、物品特徴取得ステッ S4、其贋判定ステップ



S 5、価値評価ステッ 、判定結果出カステップS 7を順次実行する。なお、判定処

理の各ステップの順序はこの順序に限られず、後述するよぅに、判定タスク特定ステッ

プ と判定物品特定ステップS 2の実行順序や、其贋判定ステップS 5と価値評価ス

テップS 6の実行順序は変更することが可能である。また、其贋判定ステップS 5と価

値評価ステッ はいずれか一方のみを実行する場合もある。其贋判定ステップS 5

と価値評価ステップS 6を含むステップを物品判定ステップとする。

００66 判定タスク特定ステップ では、オペレータのシステム開始操作等によってシステ

ムが開始されると、先ず、 2 内の情報記憶領城2 bに記憶されている判定タス

ク指定要否の情報を参照し、オペレータによる判定タスクの指定が必要か否かを判

断する。判定タスクの指定が必要な場合には、図示しない判定タスク選択画面を出

力部 52としてのディスプレイに表示して、判定タスクをオペレータに選択させる。オペ

レータは入力部5 としてのマウスやキーボードから「其贋判定」と「価値評価」のいず

れか、又は両方の判定タスクを選択して人力する。そして、選択された判定タスクを

2 内の情報記憶領城2 bに菩き込む。

一方、判定タスクの指定が必要ない場合には、前回指定している判定タスク、また

ほシステムで固定の判定タスクを情報記憶領城2 bより取得して判定タスクを特定す

る。

００67 次に、判定物品特定ステップ5 2で判定対象の物品の種類を指定する。物品の指

定も判定タスクの指定と同様に、システムの操作を行ぅオペレータが指定する、システ

ム内で自動的に設定する、又は予め設定しておいて常時固定の物品とする、等の設

定が可能とされている。また、オペレータが指定する場合でも、モード切替機能が設

けられており、モード切替を指定するまでは前回指定された判定タスクと同じ判定タ

スクを連続して実行するよぅに設定することも可能である。

００68 すなわち、例えば判定する物品が判定ごとに典なるよぅな場合には、オペレータが

判定の度に物品を指定するか、又はモード切替を行った場合に物品を指定するよぅ

に設定するとよい。また、物品判定システム を外部システム (例えば、商品管理シス

テムや物流管理システム等) と連結させて稼動させ、連結する外部システムからの入

力情報に某づいて判定する物品を自動的に決定することができるよぅな場合は、オ



ペレータの物品の指定を不要とすることができる。さらに、例えばダイヤモンドの価値

評価システムや特定ブランド品用の其贋判定システム等のよぅに、具体的な物品が

予め決まっている場合にほ、物品の指定を全く行わないよぅに設定することができる。

このよぅな物品指定要否や判定対象物品の設定は、例えばシステム導入時やシステ

ム切替時に初期設定にて実施しておき、その情報を判定手段 2０の 2 内の情

報記憶領城2 bに記憶しておくことで判別可能となる。また、オペレータがモード切

替を行ったときや外部システムからの情報入力時にこの情報を更新するよぅにすると

よい。

００69 判定物品特定ステップS 2では、 2 内の情報記憶領城2 bに記憶されている

物品指定要否の情報を参照し、オペレータによる判定対象物品の指定が必要か否

かを判断する。物品の指定が必要な場合には、オペレータに商品ヵテゴリ、ブランド

名、商品グループ、商品名等を入力させる。そして、入力された物品、物品グループ

、又は物品ヵテゴリを 2 内の情報記憶領城2 bに菩き込む。なお、物品単体

を指定するか、物品のグループを指定するか、又は物品ヵテゴリを指定するかは、判

定対象の物品に応じて決定することができる。

一方、判定対象物品の指定が必要ない場合には、前回指定している物品、または

システムで固定の物品を情報記憶領城2 bより取得して、判定対象物品を特定する

００7０ なお、本実施形態では、判定タスク特定ステッ で判定タスクの特定を行った後

に、判定物品特定ステップS 2で判定する物品の特定を行ったが、処理の順序はこれ

に限らず、先に判定物品特定ステップで物品の特定を行ってから、判定タスク特定ス

テップで判定タスクの特定を行ぅよぅにしてもよい。また、 つの処理の中で判定タスク

と物品の特定を同時に行ぅよぅにしてもよい。

００7 1 次に、取得方法・項 目特定ステップ5 3において、判定物品特定ステップ52で特定

した物品について、物品の其贋判定又は価値評価に必要な情報としての、特徴取得

方法及び特徴項 目を特定する。判定する物品が前回判定した物品と同じ場合や、予

め固定で決まっている場合には、特徴取得方法及び特徴項目を取得する必要はな

いため、先ず 2 内の情報記憶領城2 bを参照して特徴取得方法及び特徴項



目を取得する必要があるか否かの判断を行ぅ。

００7 2 特徴取得方法及び特徴項 目を取得する必要がない場合には、前回指定した又は

固定の取得方法及び取得項 目を 2 内の情報記憶領城2 bから取得して、特

徴取得方法及び特徴項 目を特定する。一方、特徴取得方法及び特徴項 目を取得す

る必要がある場合には、オペレータにより特徴取得方法及び特徴項 目のマニュアル

入力の指定が行われたかどぅか判断する。本実施形態においては、オペレータによ

る特徴取得方法及び特徴項 目の選択 (マニュアル入力) が可能であり、オペレータが

特徴取得方法及び特徴項 目を選択したい場合には、特徴取得方法選択画面から「

マニュアル入力」を指定することで、マニュアル入力が可能となる。

００7 3 マニュアル入力の指定が行われていた場合には、特徴取得方法及び特徴項 目を

オペレータに入力させる。なお、入力する特徴取得方法及び特徴項 目は つに限ら

ず、複数の特徴取得方法及び特徴項 目を入力してもよい。このよぅに、特徴取得方

法及び特徴項 目を特定することによって、其贋判定又は価値評価のための検査項

目を絞り込むことが可能となり、判定処理を効率的に行ぅことができる。

００7 4 一方、マニュアル入力の指定が行われていない場合には、特徴取得方法 32を

参照し、判定対象の物品Xに対応する特徴取得方法及び特徴項 目を取得して、判

定処理で使用する特徴項 目を自動的に決定する。物品Xに対応する特徴取得方法

及び特徴項 目は つに限らず、複数の特徴取得方法及び特徴項 目が特徴取得方法

32に存在する場合もあり、その場合には複数の特徴取得方法及び特徴項 目を

取得する。

００7 5 次に、物品特徴取得ステップ5 4において、取得方法・項 目特定ステップ5 3で取得

した特徴取得方法及び特徴項 目に某づいて、物品の特徴を取得する。以下、一例と

して、判定対象の物品Xが、ヵ 。
テゴリがバッグ、ブランド名がブランド 、商品グルーフ

がグループ 、商品名がバッグa 、識別 が０００ のバッグであり、判定のための

特徴取得方法が蛍光X線分析、特徴項 目が顔料組成である場合の判定処理を説明

する。

００7 6 先ず、取得方法・項 目特定ステップ5 3で取得した特徴取得方法及び特徴項 目を

某にして、特徴取得手段 ０に対して特徴情報送信要求を送信すると、特徴取得手



段 ０は蛍光X線分析を了 、刊 、バッグa の表面の模様部分の顔料組成を検出して、

判定手段 2０に検出結果を送信する。

００7 7 次に、判定タスクが 「其贋判定」の場合には、其贋判定ステップ5 5において、物品

特徴取得ステップS 4で取得した物品Xの特徴情報に某づいて、物品Xが正規品か

偽造品かの判定を行ぅ。特徴取得手段 ０から取得したバッグa の特徴情報の特徴

取得方法・特徴項 目を某にして正規品特徴 33を検索し、対応する正規品の特徴

情報 ( E規値 ) を取得する。

００7 8 例えば、本実施形態の判定処理においては、ステッ 54の物品特徴取得ステップ

において、蛍光X線分析を行って顔料組成を取得しているので、識別 が０００ の「

蛍光X線分析・顔料組成」に関する情報を、正規品特徴 33を検索して取得する。

このとき、図6 に示すよぅに、バッグa の正規品の顔料組成は成分 ，成分 の2成分

である。この正規値と、実際に取得したバッグa の顔料組成とを比較して、同一であ

れば「正規品」と判断し、ェつでも典なる成分が検出された場合は「偽造品」と判断す

る。この顔料組成の比較は一例であり、各成分の組成比から判定するなど、他の判

定方法も可能である。さらに、物品が正規品と判断され、正規品特徴 33に存在し

ない特徴情報が検出できた場合や統計的に値を更新すべきと判断した場合など、取

得した物品Xの特徴情報で正規品特徴 33の迫加、更新処理を行ぅ。

００7 9 なお、上述した判定方法では、正規品特徴 33を参照して正規品の特徴を判定

某準として使用して判定したが、偽造品特徴 36を参照して偽造品の特徴情報 (

偽造値 ) を判定某準として判定することもできる。例えば、バッグa の偽造品の顔料

組成が予め分析されており、正規品に使用されていない成分が明らかに特定できる

場合には、偽造品と判定することができる。図7に示すよぅに、偽造品特徴 36に、

バッグa の偽造品の顔料に正規品では使用されていない成分C，成分 が含まれて

いることが登録されており、判定対象のバッグa から成分C又は成分 が検出された

場合には、「偽造品」と判断することができる。また、物品が偽造品と判断され、偽造

品特徴 36に存在しない特徴情報が検出できた場合や統計的に値を更新すべき

ど判断した場合など、取得した物品Xの特徴情報で偽造品特徴 36の迫加、更新

処理を行ぅ。



００8０ さらに、正規品特徴 33や偽造品特徴 36に登録されている特徴情報以外の

情報から其贋判定を行ぅこともできる。例えば、正規品情報 35に、判定対象の物

品Xの情報として正規品には Cチップが搭載されていることが登録されている場合、

特徴取得手段 ０で判定対象の物品Xに Cチップが搭載されていることが検出され

れば「正規品」と判定することができる。

００8 1 これらのいずれのデータベースを参照して判定を行ぅか、また複数の特徴項 目を組

合せて判定を行ぅ場合にどの順序で判定を行ぅかは、判定対象の物品Xや、特徴項

目の信頼度等に応じて決定することができる。また、複数の特徴項 目を組合せて判

定を行ぅ場合には、判別分析法、多次元尺度解析法、クラスタ解析法等の解析方法

を応用して、合理的其贋判定を行ぅ。

００8 2 次に、判定タスクが 「価値評価」の場合には、価値評価ステップ5 6において物品X

の価値評価を行ぅ。本価値評価ステップS 6 は、上述の其贋判定ステップS 5での判

定結果に関わらず行ぅことができる、すなわち、貴金属等の物品X 自体に価値がある

場合には、其贋判定ステップS 5で偽造品と判断された場合でも、本価値評価ステッ

6 にて価値の判断を行ってもよい。

００8 3 判定タスクが 「価値評価」の場合、物品特徴取得ステップ5 4でさらに、例えば傷の

大きさや傷の数等の物品Xの状態に関する情報を取得しておく。なお、価値評価に

おいてはこの物品Xの状態に関する情報が特徴情報に該当する。そして、価値評価

ステップS 6で、正規品状態 34を参照して、取得した傷の数等の状態に某づいて

、判定対象の物品Xの価値情報としてのランクを取得する。続いて、取得したランクに

某づいて、商品相場 38を参照して相場情報としての市場価格を取得する。取得

した市場価格が販売価格の場合はそのままの値を物品Xの価値とすればよく、値引

金額や値引率の場合は他の に登録されている市場価格から算出して物品Xの価

値を決定する。値引金額や値引率も価値情報の つである。

００8 4 最後に、判定結果出カステップ5 7において、其贋判定ステップ5 5で得られた判定

結果の「正規品」か「偽造品」かと、価値評価ステッ で得られた判定結果としての

物品Xの価格を、入出力手段 5０の出力部 5 2としてのディスプレイに出力する。なお

、出力部 5 2はディスプレイに限らず、ブリンタでもよく、ブリンタの場合は印字して出



力する。

其贋判定ステップ と価値評価ステップS 6 の実行順序は上述した順に限らず、先

に価値評価ステップで価値の評価を行って、次に其贋判定ステップで其贋の判定を

行ってもよレ七、 つのステップで其贋判定と価値評価を同時に行ってもよい。なお、

判定タスクとして「其贋判定」のみが指定されている場合には価値評価ステッ 6は

実行しない。同様に、判定タスクとして「価値評価」のみが指定されている場合には其

贋判定ステップ は実行しない。

次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態におけるシステム構

成、及びデータベースの構成は、上述した第 実施形態と同一のため、説明を省略

する。第2実施形態に係る物品判定システム の動作について、図 ０を用いて説明

する。図 ０は第2実施形態に係る判定処理のフローチャートを示す図である。

本実施形態の物品判定システム では、判定タスク及び判定対象の物品Xの種類

を、特徴取得手段 ０により取得した特徴情報から自動で特定する機能を備える。図

０に示すよぅに、本実施形態の判定処理では、物品特定用特徴取得ステップS ０

、判定物品・判定タスク特定ステップS ０2、取得方法・項 目特定ステップS ０3、判

定用特徴取得ステップS ０4 、其贋判定ステップS ０5、価値評価ステップS ０6 、判

定結果出カステップS ０7を順次実行する。本判定処理は、判定手段 2０にて実行さ

れる。なお、判定処理の各ステップの順序はこの順序に限られず、後述するよぅに、

物品特定用特徴取得ステップS ０ と判定物品・タスク特定ステップS ０2とを同時

に実行したり、其贋判定ステップS ０5と価値評価ステップS ０6の実行順序を変更

したりすることが可能である。また、其贋判定ステップS ０5と価値評価ステップS ０6

はいずれか一方のみを実行する場合もある。其贋判定ステップS ０5と価値評価ステ

ップS ０6を含むステップを物品判定ステップとする。

物品特定用特徴取得ステップS では、オペレータのシステム開始操作等によっ
てシステムが開始されると、先ず、特徴取得手段 ０に対して特徴情報送信要求を送

信する。特徴取得手段 ０では、この送信要求を受けて、物品Xの大きさ、形状、素材

、部品の組成等、物品を特定するのに必要な特徴情報を取得し、判定手段2０へ送

信する。物品を特定するために必要な特徴項 目は、特徴取得方法 32を参照して



取得することができる。なお、特徴取得手段 ０としての装置、及びその装置を用いて

取得できる特徴項 目は、上述した第 実施形態と同様である。

００8 9 次に、判定物品・タスク特定ステップ5 ０2において、判定対象の物品の特定と、判

定タスクの特定を行ぅ。物品特定用特徴取得ステップ 0 で取得した物品Xの大き

さ、形状、素材、部品の組成等の情報に某づいて、商品ヵタログ 3 、正規品特徴

33等を参照し、特徴が一致する物品を特定し、その物品の識別 を取得する。

また、特定した物品の識別 で商品ヵタログ 3 を参照し、判定タスクを取得する

特徴情報の不一致等、何らかの理由により物品が特定できなかった場合には、オ

ペレータにマニュアルで物品及び判定タスクの入力を行わせる。

００9０ 本実施形態において、特徴取得手段 ０で取得した物品Xの特徴情報に某づいて

物品Xを特定した場合にほ、判定手段 2０が物品特定手段としての機能を併せて備

え、判定対象の物品をオペレータに入力させた場合には、入出力手段 5０が物品特

定手段としての機能を併せて備える。

００9 1 なお、本実施形態では、判定タスクを商品ヵタログ 3 から取得して特定したが、

この方法による特定に限られず、オペレータに入力させる、前回の判定タスクを使用

する、システム内で自動的に設定する、又は予め設定しておいて常時固定の判定タ

スクを実行する、など、上述した第 実施形態と同様に各種の設定を可能としてもよい

００9 2 次に、物品Xの其贋判定又は価値評価を行ぅために物品特定用特徴取得ステップ

0 で取得した特徴情報以外の特徴情報が必要な場合には、必要な特徴情報を

取得するため、取得方法・項 目特定ステップS ０3において、特徴取得方法及び特

徴項 目を特定する。木取得方法・項 目特定ステップS ０3は、上述した第 実施形態

の取得方法・項 目特定ステップS 3と同一の処理であるため、説明を省略する。

００9 3 次に、判定用特徴取得ステップS ０4 において、取得方法・項 目特定ステップS ０

3で取得した特徴取得方法と特徴項 目のぅち、末取得の特徴情報を特徴取得手段

0から取得する。判定用特徴取得ステップS ０4は、上述した第 実施形態の物品特

徴取得ステップS 4 と同一の処理であるため、説明を省略する。



００94 次に、物品特定用特徴取得ステップS ０及び判定用特徴取得ステップS ０4に

おいて取得した物品Xの特徴情報に某づいて、其贋判定ステップS ０5で其贋の判

定を行い、その後、価値評価ステップ ０6において物品Xの価値を判定する。最後

に、判定結果出カステップS ０7において、其贋判定ステップS ０5で得られた判定

結果の「正規品」か「偽造品」かと、価値評価ステップS ０6で得られた判定結果とし

ての物品Xの価格を、入出力手段 の出力部 としてのディスプレイに出力する。

これらの其贋判定ステップS ０5，価値評価ステップS ０6，及び判定結果出カス

テップS ０7はそれぞれ、上述した第 実施形態の其贋判定ステップS 5，価値評価

ステップS ，及び判定結果出カステップS 7と同一の処理であるため、説明を省略す

る。

００95 なお、第2実施形態においては、物品特定用特徴取得ステップS ０ で取得した特

徴情報を用いて判定物品・タスク特定ステップS ０2において先ず物品を特定し、そ

S ０5や価値評価ステップS ０6で判定を行っているが、物品特定用特徴取得ステッ

プS ０ で判定に必要な特徴情報も全て取得して、判定物品・タスク特定ステッ

０2、其贋判定ステップS ０5、及び価値評価ステップS ０6を同時に行ぅよぅにするこ

ともできる。同時に行ぅよぅに構成すると、特徴取得手段 ０との情報のやり取りや、記

憶手段 3０の情報の読み込みが つの処理で行えるため、効率よく判定処理を実行

することができる。

００96 さらに、其贋判定ステップS ０5と価値評価ステップS ０6の実行順序は上述した

順に限らず、先に価値評価ステップで価値の評価を行って、次に其贋判定ステップ

で其贋の判定を行ってもよいし、 つのステップで其贋判定と価値評価を同時に行っ
てもよい。なお、判定タスクとして「其贋判定」のみが指定されている場合には価値評

価ステップS ０6は実行しない。同様に、判定タスクとして「価値評価」のみが指定さ

れている場合には其贋判定ステップS ０5は実行しない。

００97 また、上述した2つの第 、第2実施形態においては、其贋判定ステップS 5 S ０5

で物品Xを「正規品」又は「偽造品」のいずれかに判定するよぅにしたが、「正規品」、「

偽造品」のいずれにも確定できない場合には、「マニュアル確認必要」とレぢ判定結



果を出力し、鑑定上等のマニュアルでの判定を行わせるよぅにしてもよい。

００98 次に、本発明の第3実施形態について説明する。第3実施形態におけるデータベ

ースの構成、及び処理フローは、上述した第 実施形態又は第2実施形態と同一の

ため、説明を省略する。第3実施形態に係る物品判定システム のステム構成につぃ

て、図 を用いて説明する。

００99 図 に示すよぅに、本実施形態の物品判定システム では、判定手段 2０と記憶手

段 3０を情報処理センター等の管理場所に設置して一括管理し、判定対象の物品X

5０を遠隔地に設置して、インターネット等の広域通信回線で接続し、遠隔地で物品

Xの判定を実施するよぅ構成されている。このよぅな構成により、センターと複数の遠

隔地とを接続することが可能となり、センターに設置される判定手段 2０と記憶手段 3０

の資源の有効活用ができる。

０1００ このよぅな構成で物品判定システム を利用する例としては、中古品の鑑定業者が

個別の物品を つずつ判定するよぅな利用方法がある。ハードウェア構成例としては

、図 に示すよぅに、例えば特徴取得手段 ０としてのスキャナと、入出力手段 5０とし

てのディスプレイを判定場所に設置することができる。

０1０1 以上説明したよぅに、本発明の物品判定システム及び物品判定方法によれば、判

定対象の物品の特徴情報を特徴取得手段 ０で取得して、その特徴情報を予め登録

しておいた正規品の正規値や偽造品の偽造値と比較することで、システムにより正規

品か否かの判定を行ぅことができ、専門知識や経験がない人でも其贋判定を行ぅこと

ができる。また、大呈の物品を判定する場合でも、間違いの可能性が極めて少ない、

より正確な判定が行える。さらに、製造者や販売者が製造段階等で予め物品にマ一

ヵ一等の情報を付加しておく必要がなく、そのままの状態で物品の判定を行ぅことが

できる。さらにまた、正規品の場合はその価値を判定することも可能となる。



請求の範囲

物品を判定する物品判定システムであって、

物品、物品のグループ、物品のブランド、物品のカテゴリの少なくとも つを含れ物

品の種類を特定する物品特定手段と、

前記物品の特徴情報を取得する特徴取得手段と、

前記物品の特定の内容を判定する判定手段と、

前記物品に関する情報を記憶する記憶手段と、を備え、

前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報と、前記記

憶手段に記憶されている前記物品に関する情報に某づいて、前記物品の特定の内

容を判定することを特徴とする物品判定システム。

2 前記特定の内容の判定は、前記物品の其贋判定であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の正規品の特徴情報と偽造品の特徴情報を

含み、

前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報と、前記物

品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品の特徴情報の少なくとも一方とを対比して

、其贋判定を行ぅことを特徴とする請求項 に記載の物品判定システム。

3 前記特定の内容の判定は、前記物品の価値評価であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の状態ごとの価値情報と相場情報を含み、

前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報に某づいて

、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参照して、価値評価を行ぅことを特徴

とする請求項 に記載の物品判定システム。

4 前記特定の内容の判定は、前記物品の其贋判定及び価値評価であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の正規品の特徴情報、偽造品の特徴情報、

状態ごとの価値情報、相場情報を含み、

前記判定手段は、前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報と、前記物

品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品の特徴情報の少なくとも一方とを対比して

其贋判定を了 、刊 、また前記特徴取得手段で取得した前記物品の特徴情報に墓づい

て、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参照して価値評価を行ぅことを特徴



とする請求項 に記載の物品判定システム。

5 前記価値評価では、前記物品の市場価格に某づいて前記物品の価格が決定され

ることを特徴とする請求項3 は4に記載の物品判定システム。

6 前記物品特定手段による物品の種類の特定は、前記特徴取得手段で取得した特

徴情報に某づいて行われることを特徴とする請求項 に記載の物品判定システム。

7 前記特徴取得手段は、放射線透過試験装置、蛍光X線分析装置、紫外線吸収分

析装置、テラヘルツ計測装置、画像処理装置、表面粗さ計測装置、赤外線吸収・透

過分析装置、音響周波数分析装置、臭気センザ、反発係数測定装置から、前記物

品特定手段で特定した物品の種類に対応する装置を つ以上選定して構成されるこ

とを特徴とする請求項 こ記載の物品判定システム。

8 前記記憶手段の前記物品に関する情報は、前記特徴取得手段で取得した前記物

品の特徴情報に某づいて更新されることを特徴とする請求項 に記載の物品判定シ

ステム。

9 前記物品判定システムほ、多くの物品の判定を連続して行ぅ請求項 に記載の物

品判定システム。

０ 物品を判定する物品判定方法であって、

物品特定手段によって判定する物品、物品のグループ、物品のブランド、物品のカ

テゴリの少なくとも つを含れ物品の種類を特定する判定物品特定ステップと、

特徴取得手段によって前記物品の特徴情報を取得する物品特徴取得ステップと、

判定手段によって前記物品の特定の内容を判定する物品判定ステップと、を備え、

前記物品判定ステップは、前記物品特徴取得ステップで取得した前記物品の特徴

情報と、記憶手段に記憶されている前記物品に関する情報に某づいて、前記物品の

特定の内容を判定する処理を含むことを特徴とする物品判定方法。

前記特定の内容の判定は、前記物品の其贋判定であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の正規品の特徴情報と偽造品の特徴情報を

含み、

前判物品判定ステップは、前記物品特徴取得ステップで取得した前記物品の特徴

情報と、前記物品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品の特徴情報の少なくとも一



方とを対比して、其贋判定を行ぅステップを含むことを特徴とする請求項 ０に記載の

物品判定方法。

2 前記特定の内容の判定は、前記物品の価値評価であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の状態ごとの価値情報と相場情報を含み、

前記物品判定ステップは、前記物品特徴取得ステップで取得した前記物品の特徴

情報に某づいて、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参照して、価値評価

を行ぅステップを含むことを特徴とする請求項 ０に記載の物品判定方法。

3 前記特定の内容の判定は、前記物品の其贋判定及び価値評価であって、

前記物品に関する情報は、前記物品の正規品の特徴情報、偽造品の特徴情報、

状態ごとの価値情報、相場情報を含み、

前記物品判定ステップは、前記物品特徴取得ステップで取得した前記物品の特徴

情報と、前記物品の前記正規品の特徴情報と前記偽造品の特徴情報の少なくとも一

方とを対比して其贋判定を行ぅステップと、前記物品特徴取得ステップで取得した前

記物品の特徴情報に某づいて、前記物品の前記価値情報と前記相場情報を参照し

て価値評価を行ぅステップとを含むことを特徴とする請求項 ０に記載の物品判定方

法。

4 前記価値評価を行ぅステップでは、前記物品の市場価格に某づいて前記物品の価

格が決定されることを特徴とする請求項 2 は 3に記載の物品判定方法。

5 前記判定物品特定ステップでの物品の種類の特定は、前記物品特徴取得ステップ

で取得した特徴情報に某づいて行われることを特徴とする請求項 ０に記載の物品

判定方法。

6 前記物品判定方法は、放射線透過試験装置、蛍光X線分析装置、紫外線吸収分

析装置、テラヘルソ計測装置、画像処理装置、表面粗さ計測装置、赤外線吸収・透

過分析装置、音響周波数分析装置、臭気センザ、反発係数測定装置から、前記判

定物品特定ステップで特定した物品の種類に対応する装置を つ以上選定するステ

ップをさらに含むことを特徴とする請求項 ０に記載の物品判定方法。

7 前記物品判定ステップは、前記物品特徴取得ステップで取得した特徴情報に某づ

いて前記記憶手段の前記物品に関する情報を更新するステップを含むことを特徴と



する請求項 ０に記載の物品判定方法。

8 前記物品判定方法は、多くの物品の判定を連続して行ぅ請求項 ０に記載の物・

判定方法。
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