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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品に印すための一連の複合証印を与える装置であって、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に付けるための第１の印
刷シリンダと、
　第２の証印構成要素を基体の前記あらかじめ決められた位置に付けて前記複合証印の１
つを形成するための第２の印刷シリンダとを備え、
　前記第１の印刷シリンダの直径または円周と、前記第２の印刷シリンダの直径または円
周は、異なっており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにし、
　前記印刷シリンダの少なくとも１つは、１つ以上の要素を含む証印構成要素を前記基体
に付け、連続する複合証印ごとに前記要素の外観、場所、方向、または向きが変化して前
記複合証印が異なる装置。
【請求項２】
前記第１または第２の印刷シリンダの１つは、前記複合証印の向きを定めるために、境界
を印す手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記複合証印の向きを定めるために、境界を印す手段を備える第３の生成手段が設けられ
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ていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記要素の少なくともいくつかは、線、点、楕円、および多角形を備える群から選ばれる
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
物品に印すための一連の複合証印を与える方法であって、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に第１の印刷シリンダを
用いて印刷すること、
　第２の証印構成要素を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に第２の印刷シリンダ
を用いて印刷することを、含み、
　前記第１の印刷シリンダの直径または円周と、前記第２の印刷シリンダの直径または円
周は、異なっており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにし、
　前記第１または第２の証印構成要素の少なくとも１つは、１つ以上の要素を含み、連続
する証印ごとに前記要素の外観、場所、方向、または向きが変化して前記複合証印が異な
るようになっていることを特徴とする方法。
【請求項６】
前記方法は、前記証印の向きを定めるために、前記証印に境界を印すことを含むことを特
徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記要素は、線、点、楕円、および多角形を備える群から選ばれることを特徴とする請求
項５または６に記載の方法。
【請求項８】
物品に機械読取可能な複合証印を与える方法であって、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に第１の印刷シリンダを
用いて印刷すること、
　第２の証印構成要素を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に第２の印刷シリンダ
を用いて印刷すること、
　読取装置の読取参照として参照特徴を与えることを含み、
　前記第１の印刷シリンダの直径または円周と、前記第２の印刷シリンダの直径または円
周は、異なっており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにする方法。
【請求項９】
前記方法は、前記第１または第２の証印構成要素の少なくとも１つが１つ以上の要素を含
み、連続する証印ごとに前記要素の外観、場所、方向、または向きが変化して前記複合証
印が異なるようにすること、を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記方法は、読取装置の読取参照として、前記複合証印の境界または枠を備える参照特徴
を与えること、または前記複合証印を少なくとも部分的に覆うことを備えることを特徴と
する請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
物品に機械読取可能な複合証印を与える装置であって、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に付けるための第１の印
刷シリンダと、
　第２の証印構成要素を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に付けて前記複合証印
を形成するための第２の印刷シリンダと
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　読取装置の読取参照として参照特徴を前記複合証印に付与する手段とを備え、
　前記第１の印刷シリンダの直径と前記第２の印刷シリンダの直径または円周は、異なっ
ており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにする装置。
【請求項１２】
前記印刷シリンダの少なくとも１つは、１つ以上の要素を含む証印構成要素を前記基体に
付け、連続する複合証印ごとに前記要素の外観、場所、方向、または向きが変化して前記
複合証印が異なるようになっていることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記装置は、読取装置の読取参照として、前記複合証印の境界または枠を備える参照特徴
を前記複合証印に与え、または前記複合証印を少なくとも部分的に覆うことを特徴とする
請求項１１または１２に記載の装置。
【請求項１４】
物品にデータを関連づける方法であって、
　複合証印を生成して前記物品の基体に付けることと、
　前記複合証印を走査することと、
　アルゴリズムを適用して前記走査された複合証印を文字列に変換することと、
　選ばれたデータを前記文字列の属性とすることと、
　前記文字列および属性データを記憶装置に格納することとを含み、
　ここで、複合証印を生成して前記物品の基体に付けることが、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に第１の印刷シリンダを
用いて印刷すること、
　第２の証印構成要素を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に第２の印刷シリンダ
を用いて印刷することを、含み、
　前記第１の印刷シリンダの直径と前記第２の印刷シリンダの直径または円周は、異なっ
ており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにする方法。
【請求項１５】
前記複合証印を走査する前記ステップは、前記複合証印の画像を電気的な形態で取得する
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記方法は、独特の複合証印を前記基体に付けることを含むことを特徴とする請求項１４
または１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記方法は、前記走査された複合証印を独特の文字列に変換することを含むことを特徴と
する請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記方法は、前記文字列および属性データを電子的なデータベースを備える記憶装置に格
納することを含むことを特徴とする請求項１４ないし１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
物品に関連するデータを決定する方法であって、
　請求項１４ないし１８のいずれかに記載の方法により物品にデータを関連づける方法を
含み、さらに、
　前記物品の基体の複合証印を走査することと、
　アルゴリズムを適用して前記走査された複合証印を文字列に変換することと、
　記憶手段内で前記文字列を検索して前記文字列の属性とされたデータを得ることと
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　を備える方法。
【請求項２０】
前記複合証印を走査する前記ステップは、前記複合証印の画像を電子的な形態で取得する
ことを備えることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記複合証印は独特であることを特徴とする請求項１９または２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記文字列は独特であることを特徴とする請求項１９ないし２１のいずれかに記載の方法
。
【請求項２３】
前記方法は、電子的なデータベースを備える記憶装置内で前記文字列を検索することを備
えることを特徴とする請求項１９ないし２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
物品にデータを関連づける装置であって、
　複合証印を生成し前記物品の基体へ付けるように構成された生成手段と、
　前記複合証印を走査してその像を取得するように構成された走査手段と、
　前記取得された像にアルゴリズムを適用して前記複合証印に関連する文字列を引き出し
、選ばれたデータを前記文字列の属性とするように構成された処理手段と、
　前記文字列および属性データを格納するように構成された記憶手段とを含み、
　ここで、複合証印を生成し前記物品の基体へ付けるように構成された生成手段が、
　第１の証印構成要素を物品の基体のあらかじめ決められた位置に付けるための第１の印
刷シリンダと、
　第２の証印構成要素を基体の前記あらかじめ決められた位置に付けて前記複合証印の１
つを形成するための第２の印刷シリンダとを備え、
　前記第１の印刷シリンダの直径と前記第２の印刷シリンダの直径または円周は、異なっ
ており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにする装置。
【請求項２５】
前記走査手段は、前記複合証印の画像を電子的な形態で取得するように構成されることを
特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
前記生成手段は、独特の複合証印を生成して前記基体に付けるように構成されることを特
徴とする請求項２４または２５に記載の装置。
【請求項２７】
前記処理手段は、前記複合証印から独特の文字列を引き出すように構成されることを特徴
とする請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
前記記憶手段は、電子的なデータベースを備えることを特徴とする請求項２４ないし２７
のいずれかに記載の装置。
【請求項２９】
請求項２４ないし２８のいずれかに記載の物品にデータを関連づける装置であって、
　物品に関連するデータを決定する装置を含み、さらに、
　前記物品の基体の複合証印を走査して前記証印の像を取得するように構成された走査手
段と、
　アルゴリズムを前記取得された像に適用して前記複合証印に関連する文字列を引き出し
、記憶手段内で前記文字列を検索して前記記憶手段内で前記文字列の属性とされたデータ
を得るように構成された処理手段と
　を備える装置。
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【請求項３０】
前記走査手段は、前記複合証印の画像を電子的な形態で取得するように構成されることを
特徴とする請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
前記複合証印は、独特であることを特徴とする請求項２９または３０に記載の装置。
【請求項３２】
前記文字列は、独特であることを特徴とする請求項２９ないし３１のいずれかに記載の装
置。
【請求項３３】
前記記憶手段は、電子的なデータベースを備えることを特徴とする請求項２９ないし３２
のいずれかに記載の装置。
【請求項３４】
在庫品の配分を監視する方法であって、
　請求項１４ないし１８のいずれかに記載の方法により物品にデータを関連づける方法を
含み、さらに、
　配分された在庫品から物品を選ぶことと、選ばれた物品それぞれについて、
　前記物品の複合証印を走査することと、
　アルゴリズムを使用して前記複合証印に対応する文字列を引き出すことと、
　記憶手段内で前記文字列を検索して前記物品に関連するデータを得ることと
　を備える方法。
【請求項３５】
前記複合証印および／または前記文字列は、独特であり、および／または前記証印と文字
列とは、独特に関連していることを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
有線または無線の通信によって前記記憶手段へ遠隔式にアクセスすることを含む請求項３
４または３５に記載の方法。
【請求項３７】
物品が真正であることを検証する方法であって、
　請求項１４ないし１８のいずれかに記載の方法により物品にデータを関連づける方法を
含み、さらに、
　物品の複合証印を走査するステップと、
　アルゴリズムを使用して前記複合証印に対応する文字列を引き出すステップと、
　記憶手段内で前記文字列を検索して前記物品に関連するデータを得るステップと
　を備える方法。
【請求項３８】
前記複合証印および／または前記文字列は、独特であり、および／または前記証印と文字
列とは、独特に関連していることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
有線または無線の通信によって前記記憶手段へ遠隔式にアクセスすることを含む請求項３
７または３８に記載の方法。
【請求項４０】
請求項５ないし１０、１４ないし２３、または３４ないし３９のいずれかに記載の方法ス
テップをコンピュータで処理できるようにするプログラムを格納するコンピュータ読取可
能記憶媒体。
【請求項４１】
物品に印すための複合証印を与える装置であって、前記複合証印は第１の証印と第２の証
印との組み合わせで構成され、前記装置は、
　前記第１の証印を基体のあらかじめ決められた位置に印す第１の印刷シリンダと、
　前記第２の証印を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に印して独特の模様を有す
る前記複合証印を前記位置に形成する第２の印刷シリンダと
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　を組み合わせで備え、
　前記第１の印刷シリンダの直径または円周と、前記第２の印刷シリンダの直径または円
周は、異なっており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにし、
　前記複合証印は、個別の物品ごとに別個となっていることを特徴とする装置。
【請求項４２】
前記物品は、ガラス、フィルム、紙、プラスチック、金属、および木から成る群から選ば
れた材料で構成されることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
前記装置は、前記複合証印の印刷を前記物品の包装に行うことを特徴とする請求項４１に
記載の装置。
【請求項４４】
前記装置は、前記複合証印を前記物品に関連するバーコードと共に印刷する機構を含むこ
とを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４５】
前記印刷シリンダの１つは、前記複合証印の向きを定めるために境界を印す手段を備える
ことを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４６】
前記第１の印刷シリンダは、前記第１の証印の第１の要素の第１の特徴を前記異なる物品
ごとに変化させる手段を含むことを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４７】
前記第１の要素は、第１の周波数スペクトルであることを特徴とする請求項４６に記載の
装置。
【請求項４８】
前記第２の生成手段は、前記第２の証印の第２の要素の第２の特徴を変化させる手段を含
むことを特徴とする請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
前記第２の要素は、第２の周波数スペクトルであることを特徴とする請求項４８に記載の
装置。
【請求項５０】
前記第１の特徴および前記第２の特徴は、場所、方向、および向きから成る群から選ばれ
ることを特徴とする請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
前記第１の要素は、線、点、楕円、および多角形から成る群から選ばれることを特徴とす
る請求項４６に記載の装置。
【請求項５２】
前記第１の印刷シリンダに関連する第１の模様および前記第２の印刷シリンダに関連する
第２の模様は、周期的であることを特徴とする請求項４８に記載の装置。
【請求項５３】
前記第１の模様の第１の周期と前記第２の模様の第２の周期とは、等しくないことを特徴
とする請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
前記第１の周期および前記第２の周期は、ほぼ無限の値であることを特徴とする請求項５
３に記載の装置。
【請求項５５】
前記第１の印刷シリンダと前記第２の印刷シリンダとは、位相をずらして印刷するように
構成されることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項５６】
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前記第１の印刷シリンダと前記第２の印刷シリンダの少なくとも１つの直径は、素数で表
されることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項５７】
前記第１の印刷シリンダと前記第２の印刷シリンダとは、異なる速さで回転することを特
徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項５８】
前記速さの少なくとも１つは、時間と共に変化することを特徴とする請求項５７に記載の
装置。
【請求項５９】
前記物品に商業グラフィックを重ね刷りする第３の生成手段をさらに備え、
　前記商業グラフィックは、前記複合証印にそろえられ、前記複合証印は、影響を受けな
いことを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項６０】
前記商業グラフィックは、像、ロゴ、およびカラースキームから成る群から選ばれること
を特徴とする請求項５９に記載の装置。
【請求項６１】
前記複合証印を走査する第１のスキャナと、
　前記第１の要素に関連する少なくとも１つの数学的性質を前記走査された複合証印に基
づいて計算し、前記少なくとも１つの数学的性質に従って符号を割り当てる第１の計算モ
ジュールであって、前記少なくとも１つの数学的性質は前記模様に関連する計算モジュー
ルと、
　前記計算モジュールから前記符号を得、前記物品についての対応する情報を得、前記符
号および前記情報を後の検索のために格納する記憶装置と
　をさらに備える請求項４１に記載の装置。
【請求項６２】
前記少なくとも１つの数学的性質は、前記複合証印の要素の少なくとも１つに関連するこ
とを特徴とする請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
前記複合証印を読み取る第２のスキャナと、
　読み取った情報に基づいて前記複合証印の数学的特徴から前記符号を計算する第２の計
算モジュールと、
　前記物品についての前記対応する情報に、前記符号に従って前記記憶装置からアクセス
する検索モジュールと
　を備える読取モジュールをさらに備える請求項６１に記載の装置。
【請求項６４】
前記検索モジュールは、前記対応する情報をユーザに与えることを特徴とする請求項６３
に記載の装置。
【請求項６５】
前記検索モジュールは、インターネット、イントラネット、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）
可能システム、およびショートメッセージサービス（ＳＭＳ）をサポートする無線システ
ムから成る群から選ばれた通信網を介して前記物品についての前記対応する情報にアクセ
スする手段を含むことを特徴とする請求項６３に記載の装置。
【請求項６６】
前記符号は、独特の符号であることを特徴とする請求項６１に記載の装置。
【請求項６７】
物品に複合証印を与える方法であって、
　（ａ）第１の証印を前記物品の基体のあらかじめ決められた位置に第１の印刷シリンダ
を用いて印刷すること、
　（ｂ）第２の証印を前記基体の前記あらかじめ決められた位置に第２の印刷シリンダを
用いて印刷して模様を有する前記複合証印を形成することを含み、前記複合証印は、前記
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物品に関連し、前記第１の証印および前記第２の証印の少なくとも１つは、異なる物品ご
とに変化し、
　前記第１の印刷シリンダの直径または円周と、前記第２の印刷シリンダの直径または円
周は、異なっており、
　前記第２の印刷シリンダによる前記第２の証印構成要素の印刷が、前記第１の証印構成
要素を印刷する前記第１の印刷シリンダの周期に関して、同じ位置で行われないようにし
、これにより、連続する物品に同じ複合証印が繰り返し形成されないようにする方法。
【請求項６８】
（ｃ）前記複合証印を前記物品に関連するバーコードと合体させること
　をさらに備える請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
ステップ（ａ）は、
　（ｉ）前記第１の証印の第１の要素の第１の特徴を前記異なる物品ごとに変化させるこ
と、を備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７０】
ステップ（ｂ）は、
　（ｉ）前記第２の証印の第２の要素の第２の特徴を前記異なる物品ごとに変化させるこ
と、を備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７１】
ステップ（ａ）は、
　（ｉ）前記複合証印の向きを定めるために境界を印刷すること
　を備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７２】
ステップ（ｂ）は、
　（ｉ）前記複合証印の向きを定めるために境界を印刷すること
　を備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７３】
（ｃ）前記物品に商業グラフィックを重ね刷りして、前記商業グラフィックは、前記複合
証印にそろえられ、前記複合証印は、影響を受けないようになっていること
　をさらに備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７４】
（ｃ）前記複合証印を走査することと、
（ｄ）（ｃ）に応じて、前記第１の要素に関連する少なくとも１つの数学的性質を計算す
ることと、
（ｅ）（ｄ）に応じて、前記少なくとも１つの数学的性質に従って符号を割り当てること
と、
（ｆ）前記物品についての対応する情報を得ることと、
（ｇ）前記符号および前記対応する情報を後の検索のために格納することと
　をさらに備える請求項６７に記載の方法。
【請求項７５】
（ｈ）前記複合証印を走査することと、
（ｉ）（ｈ）に応じて、数学的特徴から前記符号を計算することと、
（ｊ）（ｉ）に応じて、前記物品についての前記対応する情報を検索することと
　をさらに備える請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
請求項６７，７４または７５に記載の前記方法を行うためのコンピュータ実行可能命令を
有するコンピュータ読取可能媒体。
【請求項７７】
物品に印を付ける複合証印を処理する方法であって、
　請求項１４ないし１８のいずれかに記載の方法により物品にデータを関連づける方法を
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含み、さらに、
　（ａ）複数の証印を備えて異なる物品ごとに変化する模様を形成する前記複合証印を走
査することと、
　（ｂ）（ａ）に応じて、前記複合証印に関連する数学的特徴から符号を計算することと
、
　（ｃ）（ｂ）に応じて、前記符号に従って前記物品についての対応する情報を検索する
ことと
　を備える方法。
【請求項７８】
独特の複合証印を物品に関連づける装置であって、
　第１の証印を前記物品のあらかじめ決められた位置に印刷する第１の印刷シリンダにお
いて、前記第１の証印は、２次元の第１の模様を備え、変化の周期は、前記第１の印刷シ
リンダの第１の直径の関数である第１の印刷シリンダと、
　第２の証印を前記物品の前記あらかじめ決められた位置に印刷する第２の印刷シリンダ
において、前記第２の証印は、第２の模様を備え、前記第２の印刷シリンダは、前記第１
の直径とは異なる直径を有して前記第１および第２の印刷シリンダが位相をずらして機能
するようになっている第２の印刷シリンダと
　を備え、前記複合証印は、前記第１の証印および前記第２の証印を備え、前記複合証印
は、前記物品に関連し、前記複合証印の模様は、異なる物品ごとに変化することを特徴と
する装置。
【請求項７９】
請求項１～４、１１～１３、２４～３３、４１～６６、７８のいずれかに記載の装置によ
って生成された証印、または、請求項５～１０、１４～２３、３４～３９、６７～７５、
７７のいずれかに記載の方法により生成された証印。
【請求項８０】
　請求項７９に記載の証印を有する物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００１年１２月７日出願の英国仮特許出願第０１２９３６９．５号（物品
に印を付けるための方法および装置）について優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、製品および／またはその包装、カートン、箱、運送箱、文書、銀行券、ラベ
ル、テープ、うわ包装フィルム、切手、納税印紙、収入印、切符、宅配業者の封筒、引換
券、フィルム、そしてさらに個々の物品、産品、またはアイテムに関する情報を、識別し
、真正であることを検証し、追跡し、または管理するための、グラフィックマークまたは
証印などの符号に関する。
【背景技術】
【０００３】
　パスポートやクレジットカードなどの物品の正当性を検証するためのシステムとして、
米国特許第５，７１９，９３９号が開示され、知られている。この従来技術のシステムで
は、独特の模様が物品に組み込まれる。この模様は繊維で作られ、繊維は２次元または３
次元の基材に横たえられて、複製できない独特の模様を作り出す。この模様は、次に適切
な大きさの部分に分けられて、物品の表面に付けられ、または模様が物品の両側から見え
るように物品の中に組み込まれる。模様の一部は、次に、少なくとも１つの方向から光学
的に走査されて、走査された模様から情報が引き出される。情報は、物品に関係する関連
情報と共に、デジタルデータに変換され、必要ならば圧縮および暗号化され、そして格納
される。物品の正当性を識別しまたは検証するため、模様は再び走査されて情報が変換さ
れ、あらかじめ記録されたデータと比較される。
【０００４】
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　しかしながら、このシステムには関連するさまざまな問題がある。第１に、大量生産さ
れる物品の製造中に模様を付けようとすると、遅くて時間を浪費してしまう。なぜなら、
まず模様を必要な大きさに切断し、次に物品の所望の場所に確実に付けなければならない
からである。これには機械の追加が必要であり、またたいていの大規模製造工程で現在必
要とされる速さでは、行うことができない。第２に、次に行う模様の走査で、記録されて
いるものとわずかに異なる測定結果となる可能性がある。これは、測定が最初の測定時と
はわずかに異なる角度で行われた時の視差誤差によって起こることがあり、模様が深くな
るほどますます問題になる。異なる波長の光源が使われた場合も、模様が光を異なるよう
に回折させるため、異なる測定結果が出てしまうことがある。また、模様は物品を使用す
る際に劣化して変化することがあり、その結果、模様が変わってしまう。第３に、模様の
大きさが、製造工程や使用される繊維によって制限される。従って、一部の品物では重要
な、非常に小さな模様を作ることが困難となってしまう可能性がある。
【０００５】
　上で論じたシステムに類似したシステムが、米国特許第５，６２１，２１９号に開示さ
れている。透明な材料に繊維を埋め込んで模様を形成し、これを次に、識別する必要のあ
る物に固定する。この発明の実施の形態では、少なくとも１つの光源を用いて模様の像の
シルエットを投射することによって模様を識別する。複数の光源を用いると、模様を見る
時に模様から得られる情報の量が増える。この発明では、得られる情報を増やすために、
回折および視差の効果が利用されるのである。しかしながら、このためには、模様を識別
したい時はいつでも、同一の精巧な装置を用いる必要がある。異なる方法で模様を測定す
るよう設計された装置を使うと、結果が異なってしまうからである。さらに、各模様から
大量のデータが記録されるので、模様ごとに大量のデータ記憶空間が必要である。また、
上に概説した製造時の問題は、このシステムについても当てはまる。
【０００６】
　この他にも、多くの２次元符号化記号体系がある。例えば、「データマトリックス」や
「ＰＤＦ４１７」である。これらは製品の識別に用いられ、さまざまな自動読取技術が適
宜採用されている。
【０００７】
　しかしながら、依然として、高速で行われたり、独特の印や証印を付けることを保証し
たり、損傷や破損に対して高い耐性を有する（すわなち、印のかなりの部分が無くなった
り破損したりした場合でも読取装置で確実に復元できるような）印を作り出したりする符
号化方法が求められている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、添付の独立請求項に定義されており、これからそれについて言及する。さら
に、本発明の好ましい特徴については、独立請求項に追加された従属請求項の中に見出さ
れるであろう。
【０００９】
　本発明の態様によれば、独特の印または証印を作って一連の別個の物品一つ一つに付け
るための方法および装置が提供される。独特の証印はそれぞれ少なくとも２つの別の証印
の組み合わせを備えており、証印は可変であっても可変でなくてもよい。２つの証印は、
証印を付ける物品ごとに位置がずれるように維持される。言い換えれば、第１の証印と第
２の証印とは、どの２つの物品においても、同一の模様または様式で互いに重なるという
ことがない。逆に、証印は物品ごとに互いにずれており、それによって独特の複合証印を
作っている。従って、複合証印は別個の物品ごとに独特である。そして、一つ一つの別個
のアイテムまたは物品に関連する一つ一つの独特の複合証印を、物品を説明するデータや
情報等と共に何らかの方法で（例えば英数字の形態に変換して）目録に載せ、または記録
してもよく、それによって各物品には安全性が高くしかもアクセスも可能な記録が提供さ
れ、物品全体には目録が提供される。各複合証印は完全に独特であり、それ自体は情報を
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内包または自己記録しておく必要がないため、この印付けの安全性は、本質的に完全な水
準である。
【００１０】
　本発明の実施の形態では、独特の複合証印一つ一つは、基体または別個の物品に固定さ
れる第１の証印と、第１の証印に重なって、別個の物品ごとに異なる複合模様の形を定め
る第２の証印とを備える。第１および第２の証印は、例えば線、点、多角形、円、楕円な
どや、またはその組み合わせのような、２次元に描かれた幾何学形状で構成されてもよい
。ある実施の形態では、第１の証印は、２次元の開いた模様または形状の集まりであり、
第２の証印は、２次元の形状の集まりを包囲する閉じた境界である。別個で別で独特の複
合証印一つ一つを作るために、第２の証印は、本明細書で特に「あらかじめ決められた位
置」と呼ばれる別個で別の位置において、第１の証印に重ねられる。従って、各複合証印
にとってのあらかじめ決められた位置とは、第１の証印上の第２の証印の別個で別の位置
である。このようにして、どの２つの複合証印も、同一とはならないように作られる。
【００１１】
　このように、本発明の実施の形態は、２次元の証印を用いて実施すると特に有用である
。証印は、２次元の形状、線、および形状と線の集まりだけでなく、２次元の可変のスペ
クトル要素または色要素を備えてもよい。本発明の２次元バージョンに関連する利益は、
高い費用効果で、あるいは安く、このような印を作れることを含む。
【００１２】
　別の実施の形態では、第１の証印は、形または形状の模様でもよく、第２の証印は、第
１の模様に重ねられる形または形状の模様でもよく、第３の証印は、この複合模様の一部
または一区分に重なることによって、複合証印を読み取りまたは識別するための共通の開
始基部またはあらかじめ決められた位置を定義する座標マーカーでもよい。
【００１３】
　別の実施の形態では、２つ以上の模様を付けられた証印を互いに重ねて、あらかじめ決
められた独特の位置を特定する印と共に、複合模様を与えてもよい。
【００１４】
　一つ一つの独特の複合証印を作る方法は、物品または基体に第１の証印を印刷し、次に
第２の証印を重ね刷りすることを備えてもよい。この場合、第１および第２の証印は、あ
らかじめ決められた同じ位置に独特となるように置かれ、それによって一連の、別々かつ
独特の複合証印を作り、またはその形を定める。
【００１５】
　あるいは、方法は、第１の２次元の証印を、模様を付けられた２次元の基体（例えば、
合金の粒界の模様、または繊維もしくは紙材の繊維の模様）を有する物品に印刷しまたは
与えることを含んでもよい。そして、第２の証印は、一定の可変でない証印ではなく、下
に横たわる基体の特徴または模様を備えてもよい。また、この別の証印は、可変であって
もよい。いずれの場合でも、複合証印はさらに、あらかじめ決められた位置を識別するも
の、例えば境界マーカーなどを含む。
【００１６】
　別の例として、第１の証印は、開いているが一定である繰り返し模様から引き出されて
もよく、第２の証印は、１組または一連の閉じた模様でもよい。閉じた模様は、境界また
は一定の参照ガイドを有する一定の模様（例えば、模様であって、その模様の端部の形を
定める線のある模様。線は、好ましくは、模様の周線、または模様の境界線が少なくとも
２本交差したもの）として定義される。参照ガイドは、例えば複合証印に基線を印刷する
といった、さらなる印刷ステップによって与えてもよく、または第１および第２の証印の
複合物の一部を覆うことによって与えてもよい。
【００１７】
　第１および第２の証印の変化（模様）は、周期的でもよい。２つの証印があり、それぞ
れの変化（模様）が周期的である場合は、組み合わさって複合証印を形成するこの２つの
証印の変化の周期は、等しくなくてよい。すなわち、一方は他方の整数倍でなくてよい。
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１つの証印が周期的な変化（模様）を有し、１つの証印が一定であってそれを連続する物
品へ付けることが周期的である場合は、可変の証印の変化の周期と、一定の証印を付ける
周期とは、等しくなくてよく、前者は後者の整数倍でなくてよい。このように、一つ一つ
の複合証印の変化（模様）は、数学的原理を用いて無限となるよう管理されてもよい。
【００１８】
　少なくとも１つの証印は、印刷手段を用いて物品に付けられてもよい。印刷手段は、そ
の証印または一つ一つの単純な証印の１つ以上の要素として、１つ以上の線、点、楕円、
および／または多角形を印刷してもよい。
【００１９】
　方法は、少なくとも１つのさらなる印刷ステップを含んでもよい。その際、さらなる印
刷ステップは、物品に１つ以上の像、ロゴ、またはカラースキームを重ね刷りすることと
、あらかじめ決められた位置を印刷されないままにすることとを含む。さらなる印刷ステ
ップには、一定の証印を印刷することが含まれてもよい。複合証印は、複合証印の向きを
定める手段として境界を有してもよい。あるいは、複合証印の向きは、さらなる印刷ステ
ップにより与えられ得る参照ガイドによって定められてもよい。参照ガイドにおいては、
証印に線が印刷され、または証印の一部が重ね刷りされる。
【００２０】
　また、本発明は、独特の識別印を一連の物品に付ける装置を提供する。この装置は、可
変の証印を物品のあらかじめ決められた位置に印刷するように構成された第１の印刷手段
と、別または第２の証印を物品の同じ位置に印刷してそのあらかじめ決められた位置に複
合証印を形成するように構成された第２の印刷手段とを備え、そして、第１の印刷手段は
印刷模様を備え、印刷模様は１つ以上の特徴を含み、その特徴の場所、方向または向きが
印刷面にわたって変化し、それによって、印刷された時に、証印の要素の、物品のあらか
じめ決められた位置に関する場所、方向または向きが、連続する物品ごとに変化するよう
になっていて、物品ごとに異なる複合証印が印刷される。
【００２１】
　典型的には、各証印の要素は、線、点、長方形などの多角形、および／または楕円を備
える。第１の印刷手段は、第１の印刷ローラまたはシリンダを備えてもよい。第２の印刷
手段は、第２の証印を印刷するように構成されてもよい。第２の証印は、線、点、楕円、
および／または多角形などで出来た一定の模様を備え、印刷された複合証印の限界を印す
働きをする枠、境界、または周線を含んでもよい。また、複合証印の限界は、重ね刷りス
テップのような、さらなる印刷ステップで定められてもよい。第２の印刷手段は、第２の
印刷ローラまたはシリンダを備えてもよく、第２の印刷ローラまたはシリンダは、使用時
に、連続する物品に連続する同一の第２の単純な証印を印刷するように構成されてもよい
。
【００２２】
　第１および第２の印刷ローラ／シリンダは、位相をずらして印刷するように構成されて
もよい。第１および第２の印刷ローラ／シリンダは、異なる直径（周長）であってもよく
、および／または異なる速さで回転してもよい。一方のローラ／シリンダまたはその両方
の回転速度は、変化するように構成されてもよい。ここで説明した技術はすべて、安く、
簡単に適用できる方法で各物品に独特の複合証印を作ることを目的としている。
【００２３】
　方法は、以下のステップをさらに備えてもよい。すなわち、複合証印を走査することに
よって複合証印から引き出された情報を格納するステップと、複合証印の１つ以上の要素
に関する１つ以上の数学的性質を計算するステップと、複合証印を一意に識別し、よって
それに関連する物品を一意に識別する性質に、符号（例えば英数字の文字列）を割り当て
るステップと、複合証印を付ける物品についての必要なまたは所望の他の情報と共に、こ
の符号をデータベースに記録するステップとである。
【００２４】
　また、複合証印を走査して複合証印の１つ以上の要素に関して性質を引き出すことは、
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例えば知られている指紋認識技術を用いて行ってもよい。
【００２５】
　方法は、証印の数学的性質を計算し、アルゴリズムを用いて独特の符号を定め、その符
号をデータベースと相互に関連させることによって、一つ一つの独特の複合証印に関連す
る情報を記録し、後に呼び出す、という手段を含んでもよい。計算される証印の数学的性
質の少なくとも１つは、複合証印の少なくともいくつかの要素の、互いの空間的関係の関
数でもよいし、および／または複合証印の周囲の境界などの他の境界条件に対する空間的
関係の関数でもよい。
【００２６】
　証印は、包装または物品それ自体に印刷されてもよい。証印は、製品を識別するバーコ
ードに組み込まれてもよい。証印は、物品製造中に包装または物品に直接印刷されてもよ
く、あるいは物品を後で包装する包装の一部（例えば開封テープまたはラベル）に印刷さ
れてもよい。証印は、ガラス、フィルム、紙、プラスチック、金属、木、または印刷でき
る表面など、どんな表面に付けられてもよい。複合証印は、使用できる装置および／また
は印刷される表面の性質により、例えばグラビア印刷、フレキソ印刷、凸版印刷、レーザ
ー、インクジェット、ドットペン、熱転写、またはオフセットなど、どんな技術を用いて
も印刷され得る。
【００２７】
　本発明の別の態様によれば、複合証印は、証印が付けられている物品についての情報を
表し、または符号化するために提供される。その際、複合証印は２つの証印を備えており
、複合証印は一連となっているそのような複合証印の１つであり、各複合証印の少なくと
も１つの証印は、連続する複合証印ごとに連続して変化する。
【００２８】
　本発明はまた、証印が付けられている物品についての情報を表し、または符号化するた
めの、一連の複合証印を含む。その際、各複合証印は２つの証印を備え、その１つは連続
する複合証印ごとに連続して変化する。
【００２９】
　一方の証印は連続する複合証印ごとに連続して変化してもよく、他方は一定のままでも
よい。あるいは、両方の証印が、連続する複合証印ごとに連続して変化してもよい。
【００３０】
　一つ一つの独特の複合証印は、機械読取可能な要素を備えることによって情報を表し、
または符号化してもよい。その際、少なくともいくつかの機械読取可能な要素の、互いの
空間的関係および／または証印の周囲の境界に対する空間的関係は、複合証印の属性とし
得るような、例えば数値などの独特の文字列に変換することができるようになっている。
文字列は、複合証印が付けられている物品に必要な情報と共に、コンピュータデータベー
スに格納されてもよい。
【００３１】
　いったん情報がデータベースに格納されたら、複合証印を機械で読み取って証印に関連
する独特の識別情報数値を決定し、その識別情報または文字列に対応する情報をデータベ
ースから得ることによって、情報を検索してもよい。
【００３２】
　従って、本発明は、別個で独特の証印、そのような証印の使用、そのような証印を作る
方法、そのような証印を作る装置、およびそのような証印を組み込み、または用いて活動
や事業を行う方法に関する。
【００３３】
　概説すると、各印は、２次元の例では、少なくとも第１の模様と第２の模様とを組み合
わせる（同じ位置に置いて重ねる）ことによって構成され、または作られる。その際、各
組み合わせは、他のどの組み合わせとも重ね合わせの位置がずれる（並置される）ように
なっている。また、本発明は、３次元を有する、および／または時間に依存する開始証印
の、そのような組み合わせとして表されてもよい。その場合も、組み合わせは、互いに重
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ね合わせの位置がずれているので独特である。２次元の一定の模様から得られる複合物に
関しては、第１の模様も第２の模様も、境界がなくてもよい。そこでさらに、組み合わせ
に窓または境界を組み込んで、得られる複合物の重ね合わせの位置がずれる状態にしても
よい。あるいは、個々の複合物を表出する時に、重ねる方の開始証印を並置することによ
って、各複合物を別々に得てもよい。好ましい方法論は、前者の表出方法（境界条件また
は窓の使用）を採用し、そして前者の方法論を後者と組み合わせることによって独特の証
印を作ることである。すなわち、少なくとも２つの開始証印を組み合わせ、その模様に境
界条件を表出し、それを一連の並置された開始証印について行うのである。
【００３４】
　このように、個別または別々の物品のための独特の印を作る技術を提供することは、本
発明の目的の１つである。
【００３５】
　本発明の別の目的は、そのような独特の印を作るための費用効果の高い方法を提供する
ことである。
【００３６】
　本発明のさらなる目的は、簡単に着手、実行できる経済的な方法および方法の組み合わ
せを利用してそのような独特の印を作る方法を提供することである。
【００３７】
　本発明の別の目的は、個別のアイテムのための別々かつ独特の印を作る技術を提供する
ことであり、その際、印そのものは、情報を組み込む必要がないにもかかわらず、印を機
械読取可能な言葉で表すアルゴリズム変換技術を含むさまざまな分析ツールを利用して、
分析されまたは目録にされてもよいようになっている。
【００３８】
　本発明の別の目的は、個別の物品のための独特の印を作って使うための手順を作ること
であり、その際、各物品に関連する各印は、物品に関連するさらなるデータまたは情報と
共に、（連続して、または他の何らかの順番で）目録にされまたは目録に記入されてもよ
いようになっている。
【００３９】
　本発明のさらなる目的は、一つ一つが独特な一連の印を作ることであり、それは、最低
でも第１の証印を第２の証印と組み合わせて複合証印を形成することの結果であり、その
際、組み合わせは各場合において独特の結果となるようになっている。
【００４０】
　本発明の別の目的は、２次元の模様として与えられる少なくとも２つの証印を利用して
、一連の独特の複合証印を考案することである。
【００４１】
　本発明のこれらおよび他の目的、利点、特徴は、続く説明で明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　本発明の実施の形態を、例示の目的としてのみ、添付の図面を参照して説明する。
【００４３】
　図１は、物品（図示せず）に付けられるラベルという形態で独特の複合証印または印を
形成するための多段階印刷装置１０の全体を示している。装置１０は、給送ローラ１２お
よび巻取ローラ１４を備え、その間には一巻きの用紙１６が伸び、その上には一つ一つが
独特の複合証印を含むラベルが形成される。組になった印刷ローラ１８、２０、および２
２はそれぞれ段階Ａ、Ｂ、およびＣを形成し、ガイド／テンションローラ２４は用紙が給
送ローラ１２から巻取ローラ１４へと移動する際に用紙を導き、張力をかける。
【００４４】
　Ａ、Ｂ、Ｃの各段階はインク２８を収めるインクタンク２６を有し、加圧ローラ１８ａ
または２０ａまたは２２ａと、グラビア印刷シリンダ１８ｂまたは２０ｂまたは２２ｂと
を備える。例えば用紙１６が加圧ローラ１８ａと印刷シリンダ１８ｂとの間を通過する際
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、用紙はシリンダ１８ｂの模様に従って印刷される。これは他の段階についても同様であ
る。
【００４５】
　図２は段階Ａをさらに詳しく示しており、そこでは用紙１６が加圧シリンダ１８ａとグ
ラビア印刷シリンダ１８ｂとの間を通過する。シリンダ１８ｂの円筒状の印刷面は、図２
にいくつかの短い斜線として示される模様を有する。これによって用紙１６には、シリン
ダ１８ｂの円周の関数である反復性を有する線の模様が印刷される。挿入部Ｘは、シリン
ダ１８ｂの印刷模様の一部をより詳細に示している。
【００４６】
　通常、連続的な模様を印刷するために、シリンダ１８ｂの印刷面は、シリンダ１８ｂの
円周のまわりに連続的で切れ目のない模様を含む。図３は、対応する模様をシリンダ１８
ｂの印刷面にわたって与えるために用いられ得る２次元の模様１５を図示している。模様
１５を用いてシリンダ表面に連続的で切れ目のない模様を実現するため、模様１５の個々
の要素は、印刷面の大きさに相当する大きさを有する領域にわたって配置され、かつ模様
１５の横方向の端部１７ａ、１７ｂをまたがないように配置される。要素は、印刷面の模
様の途切れを起こすことなく、模様１５の縦方向の端部１９をまたいでもよい。模様１５
は、シリンダ１８ｂの表面の、互いに接する２つの横方向の端部１７ａ、１７ｂにわたっ
て広がって、部分的に形成された模様要素が端部１７ａと１７ｂとが接する領域にない円
筒印刷面が提供される。ただし、模様は、シリンダ１８ｂの端部２１には、部分的に形成
された模様要素を含んでもよい。
【００４７】
　図４は、段階Ｂをさらに詳細に示しており、そこでは用紙１６が加圧ローラ２０ａとグ
ラビア印刷シリンダ２０ｂとの間を通過し、後者が第２の印刷模様を用紙に与える。シリ
ンダ２０ｂの印刷模様は、図４にいくつかの斜線を含む正方形の囲みという形態で示され
る、一連の別々かつ単純な証印を備える。単純な証印は、図４ではすべて同一であるが、
代わりに異なるようにできる。生成される印刷模様は、段階Ａでシリンダ１８ｂによって
生成される印刷模様と類似したものとすることもできる。単純な証印の１つ以上の模様要
素は残りの要素とは違うものとされ、ここでは囲みの隣接する２つの側線が太くされてい
る様子が示されているが、それによって、証印の向きを定めるための参照が与えられる。
あるいは、証印の内側の、１本の側線からずれたところに参照線が印刷されてもよい。ま
た、シリンダ２０ｂの表面の残りの部分は、第１の印刷段階からの余分な線を隠すために
用紙の囲み状証印の間を覆う抹消用の背景を含んでもよい。抹消用の背景は証印の一部を
覆うように構成することができ、それにより証印の一部が見えなくされることによって参
照バーが与えられる。これに加えて、またはこれに代わって、どのような抹消用の背景が
印刷段階Ｃによって与えられてもよい（以下参照）。挿入部Ｘ’は、単純な囲み状証印の
１つをさらに詳細に示している。挿入部Ｙは、段階ＡおよびＢの後の用紙の複合証印を示
している。
【００４８】
　複合証印は、例えば多角形や円など、どのような形状とすることもできる。図４の複合
証印は、複数の斜線を含む正方形である。段階Ａからの線の模様が変化するため、また、
段階Ｂからの囲みの模様（これも周期的だが）の位相が段階Ａの模様の位相とずれている
ため、どの２つの複合証印も正確に同一とはならない。印刷される独特の複合証印の数を
増やすために、段階Ａの模様と段階Ｂの模様との位相のずれを、より多くのシリンダ回転
数にわたって維持することが望ましい。
【００４９】
　複合証印の反復はシリンダ同士が同じ位相で回転することによって起こり得るが、これ
はさまざまな技術を用いて避けることができる。例えば、複数のシリンダが使用されてい
る場合は、シリンダのうち少なくとも１つを、残りの１つ以上のシリンダの回転速度とは
異なる速度で駆動してもよい。他の例としては、シリンダの直径／円周を異なるようにで
きる。シリンダが摩耗するまでシリンダ同士が同位相に戻って同じ証印を作り始めること
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がないような関係となるように、シリンダの円周および／または直径を選んでもよい。さ
らに詳細には、シリンダの１つが他のシリンダの円周の測定単位において素数となるよう
な円周を有していれば、シリンダの模様同士が再び同位相になるまでに、たいていの用途
には十分な数の独特の複合証印が与えられるであろう。円周を変える場合は、円周にわず
かな違い（例えばシリンダＡは６００．７５３４ｍｍでシリンダＢは６０１．７５７ｍｍ
）をつければ、多くの回転数にわたってシリンダ同士の位相をずれた状態に維持すること
ができる。たいていの輪転グラビア印刷シリンダの（印刷面が使用不能になるまでの）寿
命はおよそ１００万回転であり、円周を注意深く選べば、シリンダの寿命までシリンダ同
士が同位相に戻らないようにできるであろう。
【００５０】
　印刷シリンダを用いることの利点は、印刷シリンダが用紙１６を横切る位置を、用紙の
ロールを交換するたびに調整できて、証印の組み合わせをより多く与えられるということ
である。
【００５１】
　第２の証印が線でできた一定の模様のときは、この模様は（例えば図４に示すような）
境界と共に（２０ｂのような）シリンダで付けてもよく、その場合、模様はシリンダの印
刷面の周囲に繰り返されることになり、あるいはこの模様は、インクジェットプリンタな
どのデジタル印刷手段を含む他の印刷手段で付けてもよい。いずれの場合でも、連続する
物品において、証印の第２の部分の印刷が証印の第１の部分を印刷する印刷シリンダの周
期に関して正確に同じ位置では行われないように注意すべきである。言い換えると、連続
する第２の一定の証印を（第１の印刷シリンダからの）証印の変化の周期と同じにすべき
ではなく、また後者を前者の正確な倍数とすべきでもない。これにより、複合証印が繰り
返されずに済む。
【００５２】
　図５は、図２および４に示す段階Ａ（例えばシリンダ１８ｂ）および段階Ｂ（例えばシ
リンダ２０ｂ）によって印刷され得る複合証印１００の例を示している。複合証印１００
は、斜線１０３および１０５のような複数の斜線を備える。この例では、参照バーまたは
境界条件１０１は、抹消用の背景（この例では陰付きの灰色）に含まれていたものである
。後に続く証印の読み取りにおける証印の向きは、参照バー１０１ならびに境界１０９お
よび１１１を識別することによって与えられる（証印の読み取りと向きの決定については
後にさらに詳しく論じる）。複合証印の特徴点は、斜線１０３および１０５のような異な
る斜線の交点に関連づけられてもよい。本実施の形態においては、交点の位置（例えば交
点の、境界１０９および１１１によって与えられ得る参照枠に関する座標）を、複合証印
１００に関連する独特の符号（例えば英数字の文字列）に関係づけてもよい。本実施の形
態においては、複合証印１００は、複合証印１００の細長い一片で構成される参照線１０
１に沿って走査されてもよい。複合証印１００の特徴点の性質上、対応する情報（例えば
、後に論じるような、複合証印１００から引き出され得る符号）を決定するためには、複
合証印の一部のみを処理すればよい。参照線１０１を処理する際は、各斜線に対応する標
準化された、すなわち平均化され、正規化され、単純化された、または実質的に１次元の
、線（例えば斜線１０３に関連する線１０７）であってさらに処理される線を引き出すた
めに、各斜線の位置が突き止められる。本実施の形態においては、斜線の標準化された線
を引き出すために、斜線の像が統計学的に処理されて斜線の中央が割り出される。
【００５３】
　図６は、付加的な第３の印刷段階Ｃを示しており、そこでは用紙１６が加圧ローラ２２
ａと印刷シリンダ２２ｂとの間を通過する。この段階において、挿入部Ｘ’’にさらに詳
しく示されているように、印刷シリンダ２２ｂは用紙に商業グラフィックを与える。この
図ではワシとして示されている。このワシの図柄は空白の正方形または窓を有し、用紙が
段階Ｃにおいて印刷される時に、その正方形または窓が先の印刷段階からの複合証印の位
置と合って、囲みＺに示される像を生じる。証印は、例えば何らかのレタリングでグラフ
ィックに組み込まれてもよい。境界が印刷されていなければ、このグラフィックを印刷す
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ることによって像に境界を与えてもよい。また、この印刷段階が証印に参照バーまたは境
界条件を与えてもよい。それによって、証印が後に読み取られる際に、証印の向きを定め
たり認識したりするのが容易になる。この参照バーは、証印に印刷された線でもよく、ま
たは証印の一部に重ね刷りされた抹消用の背景の一部でもよい。また、この参照バーは、
証印が後に読み取られる際に、読取装置のカメラに合焦対象物を提供する。
【００５４】
　別の実施の形態について、図１２から１５を参照して論じる。本実施の形態の変形で、
証印の不変である第２の部分（すなわち図１および４の段階Ｂ）の代わりに、第２の部分
が変化してもよい。すなわち、第２の部分は、連続して印刷されるものが異なるように生
成されてもよい。これは、証印の第１の部分の印刷（段階Ａ）と類似した方法で行われて
もよい。この場合、証印の第２の部分は、点、楕円、多角形、または線といった要素の模
様を有する印刷シリンダを用いて形成されてもよい。このような手法を用いる場合は、（
上に述べたような）境界または参照線を印刷する別のステップが必要となることがある。
【００５５】
　図１２は、別の多段階印刷装置４６の全体を示している。これは図１の装置と類似して
おり、同様の特徴には同様の参照番号を用いる。しかしながら、この実施の形態において
、第２の段階（Ｂ）の印刷シリンダ２０ｂは、第１の段階（Ａ）のシリンダ１８ｂの模様
にやや類似した、短い斜線でできた別の模様を有する（図１３および１４参照）。そして
用紙１６には２つの模様が印刷され、これらの模様はそれぞれが互いに対しても変化し、
結果として出来る複合証印に対しても変化する。これは、この場合、シリンダが回転して
、２つの模様の組み合わせが複雑な線の重ね合わせとなるからである。図１の実施の形態
に関連して上に述べたように、２つのシリンダ２０ｂと１８ｂとの円周は異なっており、
これらの円周は、シリンダ同士が再び同位相となって同一の複合証印が形成される恐れが
生じるまでに、非常に多数の回転が行われなければならなくなるように選ばれている。段
階Ｃにおいては、ここでもまた商業グラフィックが印刷され、それによって複合証印に境
界が形成される。中間ステップとして、段階Ｃでの印刷に先立って、用紙に抹消用の印刷
を施し、複合証印の必要な部分のみを残して模様の他の部分を抹消するようにしてもよい
。また、抹消用の印刷ステップは、上述したように参照バーまたは境界条件を証印に与え
てもよい。
【００５６】
　図１５で、挿入部Ｘ’’’はシリンダ２２ｂによって用紙に印刷されている商業グラフ
ィックを示し、挿入部Ｚ’は３つの印刷段階Ａ、Ｂ、およびＣの組み合わせの結果を示し
ている。この実施の形態では、複合証印は２つの単純な証印から形成され、そのそれぞれ
は複合証印ごとに変化し、より多くの独特の複合証印が与えられる。証印の第２の部分を
印刷するシリンダは、証印の第１の部分を印刷したシリンダと同一のものとすることがで
きるが、その場合、印刷される物品は印刷シリンダ１８ｂに２度接しなければならない。
あるいは、図１２に示すように、第２の印刷シリンダ２０ｂを備え得る第２の印刷装置を
用いることもできる。
【００５７】
　印刷された複合証印は次に、必要となる前にいつでも、記録され、またはログ記録され
てよい。これは以下のように行うことができる。すなわち、証印を光学的に走査してその
像をデジタル的に取り込み、そしてコンピュータを用いて証印の数学的性質を計算するか
、または知られている指紋認識技術のようにいわゆる特徴点の特徴を用いるのである。こ
こで、証印の数学的特徴は、証印の少なくともいくつかの要素間の空間的関係の関数、お
よび／または要素と境界との間の空間的関係の関数であってもよい。次にアルゴリズムが
このデータに適用され、それによって証印が符号（例えば番号）に変換される。この符号
は、物品に関する情報と共にデータベースに格納することができる。本実施の形態では、
インターネット、イントラネット、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）可能なインタフェース、
またはショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のような無線サービスを用いて、データベ
ースへ情報を送ったりデータベースから情報を検索したりしてもよい。
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【００５８】
　図５を参照する。複合証印１００の特徴点は、複合証印に関連する独特の英数字符号を
決定するために利用される。２本の参照線（例えば斜線１０３と１０５）は、交点（例え
ば交点１１３）で交差し得る。各交点の座標が、独特の符号の構成要素を与える。本実施
の形態を説明する例として、交点の（ｘ，ｙ）座標をひとつながりにすることによって独
特の符号を決定してもよい。例えば、座標（ｘ1，ｙ1）および（ｘ2，ｙ2）を有する２つ
の交点の場合、これらをつなげたｘ1ｘ2ｙ1ｙ2によって符号を決定してもよい。交点はさ
らに多くなる可能性があり、それらと共に符号の並びを拡張してもよい。また、例えば（
ｘ1，ｙ1）が（０．０１３単位，０．０７１単位）であり、（ｘ2，ｙ2）が（０．０５１
単位，０．０８３単位）である場合、対応する符号は、整数を得るために各座標を１００
０倍したものをつないで、１３５１７１８３として得てもよい。
【００５９】
　図１６は、本発明の実施の形態に従って、複合証印（例えば証印１００）から引き出さ
れた符号（例えば番号）２０１と、関連する物品についての情報と、を関係づけるデータ
ベース項目２００の例を示す図である。例えば、日用消費財（ＦＭＣＧ）の場合は、人が
読める（ＨＲ）番号２０３、時刻記録２０５、日付２１１、製造場所２０９、銘柄／型式
２０７、バッチ番号、および賞味期限（もしあれば）が記録されてもよい。また、このデ
ータは、格納前に適当な手段によって暗号化され、間引かれ、または圧縮されてもよい。
【００６０】
　データは、例えばインターネットからアクセス可能な、中央記憶コンピュータのデータ
ベースに格納される。後に物品の証印が読み取られる際、コンピュータが、同じアルゴリ
ズムを用いて光学的なデータを符号へと変換する。コンピュータは次にデータベース内で
その符号を検索し、その符号のもとに格納されている情報を呼び出す。従って、虚偽の証
印を有する偽造品があれば、コンピュータ記録が見つからない（または明らかに間違った
記録が見つかる）ので、発見される。同じ証印の複製を有する多数の品物がある場合も、
本物でないことが分かる。システムを構成して、同じ証印が異なる２つの場所で読み取ら
れたり、または同じ証印が同じ場所で異なる時刻に読み取られたりした場合に（これら２
つの状況は、偽造品の存在を示す）、警告を発するようにすることもできる。
【００６１】
　最初に複合証印から十分な詳細が得られれば、証印が劣化したり、またはおよそ７０パ
ーセントかおそらくそれ以上が欠落したりした場合でも、証印の冗長な特徴を利用するこ
とによって、情報を呼び出す処理が正確な状態に保たれる。特徴の冗長性は、およそ８５
パーセントであってもよい。
【００６２】
　本実施の形態の変形で、選ばれた符号（例えば英数字の番号）を処理して、生成される
複合証印の特徴点がその選ばれた符号に対応するようにしてもよい（先に論じたところに
よれば、符号は複合証印から決定される。本実施の形態の本変形では、複合証印は選ばれ
た符号から決定される）。例えば、選ばれた符号は、ｘ1、ｘ2～ｘn、ｙ1、ｙ2～ｙnとい
う番号で表されてもよい。この番号から、要素である交点（例えば線が交差する場所）の
（ｘ，ｙ）座標を決定し、それによって対応する特徴点を有する複合証印を構成してもよ
い。構成された複合証印は（図５に関連して論じたように）後に分析されて、選ばれた符
号が得られることになる。本明細書で論じてあるように、本実施の形態の本変形は、以下
のようにして、連絡を取り合う二者間で情報を運ぶために利用してもよい。すなわち、選
ばれた符号を決定し、対応する複合証印を構成し、複合証印を搬送する信号を伝達し、そ
して選ばれた符号を得るために複合証印を分析するのである。
【００６３】
　図１９は、複合証印２６２を付けられた物品２６０の一部を示す図である。物品には適
当なロゴまたは商業グラフィック２６４が重ね刷りされており、これはハッチングで示さ
れている。このグラフィックは、グラフィックの一部２７０によって証印が小さな部分２
６６と大きな部分２６８とに分かれるように印刷されており、グラフィックの一部２７０
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が参照特徴を与える。複合証印は、物品上でどの方向を向いていてもよい。上述したよう
に、複合証印が物品に付けられる際には、物品に付けられた証印に対応して、その物品に
関する情報がデータベースに格納されている。まず、複合証印が、コンピュータに接続さ
れたカメラに読み取られる。カメラは、図１９に示す部分のような、物品のあらかじめ決
められた部分をとらえるように構成されてもよい。カメラは、複合証印のあらかじめ決め
られた部分を走査する。カメラは、参照バーに焦点を合わせるように構成されてもよい。
カメラの焦点を複合証印に適切に合わせないと、計算および認識に大きな誤りが生じる。
カメラが読み取った像において、コンピュータに格納されたソフトウェアが、証印および
参照バーのエッジを見つける。これによって、図２０に示したように、コンピュータが複
合証印の向きを定め、物品に印刷された商業グラフィックを無視することが可能となる。
また、証印に長方形の形状を与えると、証印の向きを定めるのが容易になる。またこの例
では、図に示すように、コンピュータは証印の小さな部分２６６が左側となるように証印
の向きを定める。また、ソフトウェアは証印を拡大してもよい。いったん証印２６２の向
きが定まったら、ソフトウェアは、参照バー２７０および証印の小さな部分２６６を廃棄
して、証印の大きな部分２６８のみが残るようにする。図１９～２１に示す証印は、線２
７２で出来ている。ソフトウェアは、証印の大きな部分に残る線の太さを十分に減らして
、それらの線が事実上１次元となるようにしてもよい。これは正規化、平均化または他の
適当な方法によって行ってもよい。このように線の太さを減らすと、線の太さに関連して
生じ得る誤りが減少する。残った証印を図２１に示す。次に、図２２に示すように、この
証印のさまざまな数学的性質が計算される。この例では、図２１の証印からの２本の線が
用いられている。線と線との間の角度、および線と縁との間の角度が計算される。次に適
当なアルゴリズムがこのデータに適用されて、データが英数字の符号へと変換される。そ
して、この符号は、証印が付けられている物品についての他の適当な情報と共に、データ
ベースに格納される。この、証印を読み取ってそれに関する情報をデータベースに格納す
る処理を、図２３の流れ図に示す。
【００６４】
　これに続く証印の読み取りにおいては、読取カメラおよびソフトウェアが、上のように
符号を見つけて処理する。そこで、上に論じた方法で、英数字の符号が証印から決定され
る。次に（例えば上に述べた媒体のいずれかを介して）データベースが調べられて、その
英数字の符号に関する情報が検索される。そして、情報が読取側に送り返される。この処
理を図２４に示す。
【００６５】
　他の実施の形態では、例えば販売時に品物を識別するために広く用いられているバーコ
ードに、本発明に従って証印を組み込むことができる。証印は、１本の「バー」の内側に
印刷されてもよいし、あるいは、証印が紫外線または赤外線インクで印刷されるのであれ
ば、バーコードの後ろまたは上に印刷してもよい。そうすることで、品物にバーコードお
よび複合証印の両方を持たせることができ、広く用いられている装置との互換性が保たれ
る。図１７にこの例をいくつか示す。物品またはアイテムに関する情報またはデータは、
複合証印（独特の印）に含まれたり組み込まれたりする必要はないが、それでもなお、独
特かつ抽象的な文字を保持しつつ、情報を組み入れるように印が作られてもよい。例えば
、図１７に示したようにバーコードと組み合わせたり、色付きなどの他の読取可能な証印
を利用したりしてもよい。色や番号は、例えばＳＫＵコードのように、品物の種類と関連
づけられてもよい。
【００６６】
　短命の品物のようなアイテムに関する証印のデータは、適当な期間の後に消去すること
ができる。そうすることで、格納すべきデータの量を減らすことができる。
【００６７】
　複合証印の変化可能な数は非常に多く、ｎが３０より大きな数としておそらく１０n以
上なので、独特の証印そして独特の識別符号を非常に多数の物品に与えることが可能であ
る。与え得る独特の識別符号の数は、線、点、楕円、または多角形のような要素の数に依
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存し、また上述の印刷技術を用いた場合は、印刷シリンダの直径にも依存する。また、ジ
グザグな線を用いれば、与え得る独特の識別符号の数は増える。さらに、独特の複合証印
は簡単に物品に印刷することができるので、現存する印刷工程を用いて自動的かつ高速に
証印が付けられてもよい。証印は、後に光学的な走査手段によって、１秒の何分の１かで
読み取られてもよい。
【００６８】
　例えば紫外線、磁気、音波探知機、放射線、または赤外線により見ることのできるイン
クなどで複合証印を印刷すれば、目に見えない、または隠された符号化が可能である。こ
れは、目に見える証印を物品に印刷することによって物品の外観が損なわれてしまう場合
に、特に有用である。
【００６９】
　証印は、ホログラフィーで作られたり、金属化されたり、または浮き出しにされたりし
てもよく、また、納税印紙および／または収入印として用いられてもよい。丸薬や錠剤の
ような医薬品一つ一つに証印を印刷することもできる。証印は、レーザー彫刻によって付
けられてもよい。１色より多い数の色で証印を印刷することもできる。証印は、例えば服
のラベルに縫い込まれてもよい。
【００７０】
　証印は、市場で認識したり読み取ったりすることが比較的容易なため、品質保証、顧客
への償還（購入の証拠として）、在庫管理、製品の追跡と遡及、ブランド保護、およびリ
アルタイム製品監視を含む多種多様な活動に用いられてもよく、また、証印は、他のタグ
または符号化システムであって、例えば、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグのような、記
憶装置に各物品のデータが便利よく一緒に格納されるようにするタグまたは符号化システ
ムと共に用いられてもよい。そして、こうしたタグまたは符号化システムは、マルチパッ
クの外側に置かれてもよく、またパック内の個々の物品の証印の、独特の符号を含んでも
よい。
【実施例】
【００７１】
　以下の例は、本発明を説明するためのものであり、本発明を限定するためのものでも他
の方法で制限するためのものでもない。
【００７２】
＜例１＞
　図７は、本発明に従って形成され得る複合証印の例を示す図である。いずれの場合も、
証印は図１の段階Ａから段階Ｃを通じて発展する。証印は線のみから成る必要はなく、点
、長方形、もしくは楕円、またはさらにこれらの要素の組み合わせのような、他の要素や
形状を備えてもよい。
【００７３】
＜例２＞
　図８～１１は、本発明に従って複合証印を持つさまざまな物品を示す図である。図８で
は、証印は、包装３０、開封テープ３２、およびラベル３４の上に直接見えている。
【００７４】
　図９は、段ボール箱３６の外側の、比較的大きな複合証印３７を示す図である。
【００７５】
　図１０は、郵便切手３８（あるいは納税印紙でもよい）、銀行券４０、および封筒４２
を示す図であり、これらはそれぞれ、本発明に従って複合証印３９、４１、４３を持つ。
一方、図１１は、郵便宅配業において急ぎの文書を送るのに用いられるような、一般に「
ドキュメントメーラー」と呼ばれる封筒４４を示す図であり、この封筒も、上述したよう
に複合証印４５を持つ。
【００７６】
＜例３＞
　ある複合証印は、開封テープの片側に印刷された。一般に、開封テープは、包装用の包
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みなどを開け始めるために使われる。この開封テープの幅は、およそ２．９ｍｍであった
。証印はグラビア印刷工程を用いて印刷され、黒の線で別々の模様が与えられた。印刷さ
れた複合証印一つ一つは、約１．９ｍｍ×約１．９ｍｍの大きさであった。
【００７７】
＜例４＞
　図１８は、本発明の実施の形態に従って開封テープ２５１の例を示す図である。開封テ
ープ２５１の一部は、独特の複合証印２５３（これは図５に示す証印１００に対応しても
よい）を備える。開封テープ２５１の一部は、物品（例えばアルコール飲料のびん）に貼
付されてもよいし、または物品を識別するために物品を保持している包装（例えばたばこ
の包装）に貼付されてもよい。各物品には複合証印が割り当てられ、各物品が物品につい
ての情報に関連づけられてその情報がデータベースに格納されるようになっていてもよい
。図１６は、データベース項目２００の例を図示している。この例では、アルコール飲料
のびんが、独特の符号２０１（複合証印２５３から決定される）、人が読める（ＨＲ）番
号２０３、時刻記録２０５、銘柄／型式２０７、工場識別２０９、および日付２１１によ
って識別される。この例では、アルコール飲料のびんが仕向け地に流通された時に、複合
証印が走査されてもよく、またデータベース２００がインターネットを介してアクセスさ
れてもよい。その結果、在庫または品物の流通についての情報を、例えば更新することも
できる。さらに、物品が本物であり偽造品ではないことが検証されてもよい。
【００７８】
＜例５＞
　図２５は、本発明に従って形成され得る複合証印の例を示す図である。いずれの場合も
、証印は図１２の段階Ａから段階Ｃを通じて発展する。証印は線のみから成る必要はなく
、点、長方形、もしくは楕円、またはさらにこれらの要素の組み合わせのような、他の要
素や形状を備えてもよい。図１２で、変化する２つの証印がＡおよびＢにおいて印刷され
る。さらなる印刷ステップによってこの複合証印の上に境界が印刷され、図の一番下に印
刷された複合証印の１つが与えられる。
【００７９】
　従って、通常は、第１および第２の証印が互いに重ねられて、その結果として複合物が
表出される。複合物は、この第１および第２の証印（模様）を他のどの複合物と並置した
場合においても、まったく別となるであろう。並置された複合物一つ一つの、別の部分ま
たは区域を識別することによって、別個の複合物の領域をさらに広げることができる。例
えば、複合物のさまざまな異なる区域に、境界条件が付けられてもよい。そして、一連の
異なる複合物に境界条件が付けられれば、それぞれの場合において、結果として得られる
組み合わせは、たとえ境界条件が同じだとしても独特となるであろう。もちろん、各複合
物は、複数の別々な境界条件を持ってもよい。ここで述べた方法論の結果として、既存技
術の組み合わせを用いる単純かつ安価な技術によって、多数の独特な証印が作られる。
【００８０】
　当技術分野の技術者であれば認めることができるように、コンピュータシステムであっ
てそのコンピュータシステムを制御する命令を含むコンピュータ読取可能媒体に付随した
コンピュータシステムを利用して、本明細書にて開示された例示的な実施の形態を実施す
ることができる。コンピュータシステムは、マイクロプロセッサのようなコンピュータを
少なくとも１つと、デジタル信号プロセッサと、これらに付随する周辺電子回路とを含ん
でもよい。
【００８１】
　上述した実施の形態は、本発明を単に説明するための原理であり、本発明の範囲から逸
脱することなく当技術分野の技術者によって多くの変形が工夫されてよいものである、と
理解されなければならない。従って、そのような変形は請求の範囲に含まれるものとされ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
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【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に従って、段階Ａ、Ｂ、およびＣにおいて異
なる証印が組み合わされてラベルシートに複数の独特の複合証印を形成する多段階印刷装
置を模式的に示す図である。
【図２】図２は、図１の多段階装置の段階Ａをさらに詳細に示す図である。
【図３】図３は、図２の段階Ａの印刷装置で用いられ得る２次元模様を説明する図である
。
【図４】図４は、図１の装置の段階Ｂをさらに詳しく示す図である。
【図５】図５は、図２および図３に示されるように段階Ａおよび段階Ｂで印刷され得る複
合証印の例を示す図である。
【図６】図６は、図１の装置の段階Ｃをさらに詳しく示す図である。
【図７】図７は、図１に図示された段階Ａ～Ｃにおける、証印の実施の形態の代替例を示
す図である。
【図８】図８は、本発明に従って独特の複合証印を付けられた物品の抜粋を示す図である
。
【図９】図９は、本発明に従って独特の複合証印を付けられた物品の抜粋を示す図である
。
【図１０】図１０は、本発明に従って独特の複合証印を付けられた物品の抜粋を示す図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明に従って独特の複合証印を付けられた物品の抜粋を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施の形態に従って、段階Ａ、Ｂ、およびＣにおい
て異なる証印が組み合わされてラベルシートに複数の独特の複合証印を形成する多段階印
刷装置を模式的に示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２の実施の形態に従って、段階Ａ、Ｂ、およびＣにおい
て異なる証印が組み合わされてラベルシートに複数の独特の複合証印を形成する多段階印
刷装置を模式的に示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態に従って、段階Ａ、Ｂ、およびＣにおい
て異なる証印が組み合わされてラベルシートに複数の独特の複合証印を形成する多段階印
刷装置を模式的に示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の第２の実施の形態に従って、段階Ａ、Ｂ、およびＣにおい
て異なる証印が組み合わされてラベルシートに複数の独特の複合証印を形成する多段階印
刷装置を模式的に示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態に従って、複合証印から引き出された符号と、
関連する物品についての情報と、を関係づけるデータベース項目の例を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態に従って複合証印がどのように従来のバーコー
ドと組み合わせられるかの例を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態に従って開封テープの例を示す図である。
【図１９】図１９は、包装に付けられた、向きが不規則な複合証印を示す図である。
【図２０】図２０は、図１６の証印が読取装置に認識された状態を示す図である。
【図２１】図２１は、読取装置によって純化された図１６の証印を示す図である。
【図２２】図２２は、証印の情報図を示す図である。
【図２３】図２３は、証印を認識し情報をデータベースに格納する処理を示す流れ図であ
る。
【図２４】図２４は、データベースから情報を検索する処理を示す流れ図である。
【図２５】図２５は、図１２に模式的に示した段階での証印の実施の形態の代替例を示す
図である。
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