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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグリーダと、通信ユニットと、処理手段とを有する装置における、広告及びマーケテ
ィングサービスを用意するのに用いることができる、人物に関する定量化されたイメージ
を提供する、上記人物のパーソナリティプロファイルを保持する方法であって、
　上記タグリーダが、上記人物に関連付けられたオブジェクト又はアイコンに関連する情
報を、タグを介して受信する段階を有し、
　上記通信ユニットが、上記タグから受信した上記情報に応じて、上記オブジェクトに関
連付けられた複数の識別子を含む、記憶手段に記憶されたオブジェクトプロファイルにア
クセスする段階であって、各識別子は上記オブジェクトと関連付けられたパーソナリティ
特徴を示し、所定の値を有する段階と、
　上記通信ユニットが、複数のパーソナリティ記述子を含む、上記記憶手段に記憶された
パーソナリティプロファイルにアクセスする段階であって、各記述子は上記オブジェクト
に関連付けられた上記複数の識別子の１つ以上に対応し、調節可能な値を有する段階と、
　上記処理手段が、上記オブジェクトに関連するパーソナリティ特徴と上記定量化された
イメージとの間の相関を記録するように、上記対応する識別子の上記所定の値に基づいて
上記記述子の上記調節可能な値を調節して、上記オブジェクトプロファイルに応じて上記
パーソナリティプロファイルを修正する段階と、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記装置の上記タグリーダ、上記通信ユニット、またはインターフェイスが、上記パー
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ソナリティプロファイルにアクセスするのを容易にする鍵を受信する段階を更に含む請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　上記鍵は、クレジットカード番号、社会保障番号、声紋、車両識別番号（ＶＩＮ）、又
は、一意の乱数である請求項２記載の方法。
【請求項４】
　上記パーソナリティプロファイルは、上記人物の個人的な嗜好、社会的価値、習慣、又
は関心を反映する請求項１記載の方法。
【請求項５】
　上記オブジェクトは、上記人物によって所有される、小型アイコン、おもちゃ、置物、
ピンボタン、又は、物理的なオブジェクトである請求項１記載の方法。
【請求項６】
　上記タグは、上記オブジェクトに一体にされる、埋め込まれる、又は結合される請求項
５記載の方法。
【請求項７】
　上記処理手段が、上記パーソナリティプロファイルに上記オブジェクト又はアイコンの
表示をする段階をさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　上記パーソナリティプロファイルはＸＭＬ文書として構成される、請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　広告及びマーケティングサービスを用意するのに用いることができる、人物に関する定
量化されたイメージを提供する、上記人物のパーソナリティプロファイルを保持するパー
ソナリティプロファイル取得装置であって、
　タグから情報を受信または読み取るタグリーダを有し、さらに
　上記タグから受信または読み取った上記情報に関連し、各々が上記オブジェクトに関連
付けられたパーソナリティ特徴を含み所定の値を有する、上記オブジェクトと関連する複
数の識別子を含むオブジェクトプロファイルにアクセスし、各記述子が上記オブジェクト
に関連付けられた上記複数の識別子の１つ以上に対応し調節可能な値を有する複数のパー
ソナリティ記述子を含むパーソナリティプロファイルにアクセスする通信ユニットと、
　上記オブジェクトに関連するパーソナリティ特徴と上記定量化されたイメージとの間の
相関を記録するように、上記対応する識別子の上記所定の値に基づいて上記記述子の上記
調節可能な値を調節して、上記オブジェクトプロファイルに応じて上記パーソナリティプ
ロファイルを修正する処理手段と、を含むことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　上記通信ユニットはリモート装置と通信して上記プロファイルにアクセスするように構
成された、請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、パーソナリティプロファイルを作成し及び利用する分野に係り、
より具体的には、タグ付き物理オブジェクトをその所有者のパーソナリティに関連付ける
方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　物理アイテム、記念品、装飾的小物、及び、他の個人的な所有物は、所有者の嗜好、好
み、及びパーソナリティを反映する。例えば、自分のオフィスにテニスラケット又はテニ
スラケットのアイコンを持っている人は、来客に、スポーツへの愛情又は理解を有するこ
とを伝える。ヨーロッパ製の車を運転する、又は、オフィスにヨーロッパ製の車の小型モ
デルを所有する女性は、特定のステイタス又は嗜好のメッセージを伝え得る。図１は、人
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々がどのように特定のイメージを周りに反映するよう様々なオブジェクトを関連付け得る
のかを示す。そのような特徴を反映するパーソナリティプロファイルは、例えば、広告及
び製品マーケティングといった様々な目的に非常に有用である。しかし、そのようなパー
ソナリティプロファイルをバーチャルな世界で作成することは困難である。このようなタ
イプの情報を手動で編集しない限り、これらの関連性をレポート又は電子データベースに
変換する直接的なメカニズムはない。この点に関し、発明者は、本発明の実施例では、こ
の問題を解決するためにスマートラベリング技術を用い得ることを認識した。
【０００３】
　スマートラベリングは、バーコード、電子商品監視（ＥＳＡ）、及び従来の無線識別（
ＲＦＩＤ）ソリューションの利点を組合わせた最新の無線識別（ＲＦＩＤ）技術である。
ＲＦＩＤシステムは、バーコードラベルが適切に機能しない又は実用的でない製造又は他
の種類の環境において、非接触読出しを可能にする。ＲＦＩＤは、その動いているオブジ
ェクトを追跡する能力によって、自動車両認識（ＡＶＩ）システムおよび家畜識別を含む
様々な範囲の市場において適用されている。この技術は、世界中の識別、自動データ収集
、及び、分析システムにおいて主要な役割を果たすようになってきている。
【０００４】
　例えば、フィリップス・セミコンダクタズのＩＣＯＤＥ　ＩＣは、スマートラベル技術
における最先端の技術を提示し、低価格、再プログラム可能、及び、使い捨て可能なソリ
ューションを、ソースタグ付け、自動データ捕捉、窃盗防止、製品又は製品の包装上のデ
ータ格納に対し提供している。ＩＣＯＤＥスマートラベルは、略全てのアイテムにタグを
付けることを可能にし、それにより効率のよい取扱いを可能にしている。ＩＣＯＤＥの高
度に自動化されたアイテム走査処理は、照準線を必要とせず、また、同時に複数のラベル
を走査することができる。
【０００５】
　航空会社の荷物タグ付け及び小包サービスにおいて、スマートラベルは、分類及びアイ
テム追跡にかなりの利点を提供する。サプライチェーン管理システムでは、スマートラベ
ルは、バーコード技術の限界を解決し、改善された製品流通を提供し、また、図書館及び
レンタル適用においては、スマートラベルは、自動チェックイン、自動チェックアウト、
及び、インベントリ制御を提供する。
【０００６】
　図２に示すように、従来のＲＦＩＤシステム１０は、シリアルポート１３を介してパー
ソナルコンピュータ（ＰＣ）１２に接続されるタグリーダ１１を含む。ＰＣ１２は、タグ
１４のトリガを読出しすると、作動し始める。情報は、通信媒体１５（例えば、インター
ネット、又は、イントラネット）を介して、遠隔サーバ１６と交換することができる。
【０００７】
　タグリーダ１１は、一般的に、３つの構成要素を含む。即ち、
アンテナコイルと、
送受信器（デコーダを含む）と、
一意の情報で電子的にプログラムされるトランスポンダ（一般的に、ＲＦタグと称する）
と、を含む。
【０００８】
　アンテナは、タグを活性化するよう無線信号を発信し、それにより、タグを読出しする
又はタグにデータを書込むことができる。アンテナは、タグと送受信器との間のチャネル
である。アンテナは、システムのデータ捕捉及び通信の制御を支援する。アンテナにより
生成される電磁場は、常に存在するか、又は、タグがセンサにより検出されるときに必要
に応じて活性化されることが可能である。
【０００９】
　しかし、最先端の技術を用いる方法に対し、上述した欠点を解決する必要がある。発明
者は、以下に説明するように、パーソナリティプロファイルの作成を容易にするのに様々
なラベリング技術を用いることにおける顕著な利点を発見した。
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【００１０】
［発明の概要］
　人々は、自分の周りのアイコンを用いて、自分の価値観、願い、及び望みを反映させる
。これらのアイコンは、その所有者のパーソナリティの一部を暗示的に反映する。本発明
の１つの面は、アイコンと、人々が自分を関連付ける価値観の一部を記述する属性との明
示的な関連付けの方法を提供する。属性を用いて、当該の人に関連するパーソナリティプ
ロファイルが構築される。このパーソナリティプロファイルは、広告、マーケティング、
及び他のサービスを用意するのに用いることのできる、その人についての明示的な、定量
化されたイメージを投影する。
【００１１】
　本発明の１つの実施例は、ある人に関連するプロファイルを作成する方法に係る。この
方法は、その人に関連付けられる少なくとも１つのオブジェクト又はアイコンを識別する
段階と、そのオブジェクト又はアイコンに関する情報をタグを介して受信する段階と、タ
グから受信した情報に応じてオブジェクトプロファイルにアクセスする段階と、その人に
関連付けられる一意のプロファイルにアクセスする段階とを含む。次に、この方法は、オ
ブジェクトプロファイルに応じて一意のプロファイルを修正する。
【００１２】
　本発明の別の実施例は、パーソナリティプロファイルを作成するコードを含むメモリ媒
体に関連する。
【００１３】
　本発明のこれらの及び他の特徴及び利点は、添付図面及び以下の詳細な説明からより明
らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図３は、本発明の１つの好適な実施例を示す。この実施例では、複数のオブジェクト３
０は、それぞれ、オブジェクトに関連付けられるタグ３１を有する。オブジェクト３０は
、小型アイコン、おもちゃ、置物、ピンボタン、又は、任意の物理的なオブジェクトであ
り得る。図３に示すオブジェクト３０のタイプは、例示的に過ぎず、制限するものではな
い。タグ３１は、オブジェクト３０に一体にされる、埋め込まれる、結合される、又は、
適度に（ｔｅｍｐｅｒａｔｅｌｙ）関連付けられることが可能である。本発明は、ＲＦタ
グに制限されず、例えば、バーコードといった他のタイプの情報タグも用いてもよい。更
に、タグは、オブジェクト３０に必ずしも取付けられている必要はなく、オブジェクト３
０が最初に購入されたときにだけ読出しされる。
【００１５】
　オブジェクト３０は、タグ３１に関連付けられる情報を介して、オブジェクト３０の所
有者を反映する。例えば、図４に示すように、２つのオブジェクト３０（例えば、テニス
ラケット及び音楽楽器）は、ある人４０に関連付けられる／所有される。それぞれのタグ
３１（オブジェクト３０に埋め込まれる／結合される）は、それぞれのドキュメント／プ
ロファイル５０に関連付けられる。ドキュメント／プロファイル５０は、オブジェクト３
０の所有者の価値観、習慣、特徴、及び／又は、個人的な願望を反映する情報５１を含む
。
【００１６】
　図４に示すように、この情報は、その人４０の価値観、習慣、特徴等のインジケータ５
２を含む。これらのインジケータ５２は、オブジェクト３０に対し予め決められる。これ
は、消費者調査、市場調査、及び、世論調査を利用して行われ得る。
【００１７】
　ドキュメント／プロファイル５０は、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）を用いて表現さ
れることが好適である。これは、ドキュメント／プロファイル５０のインターネットを介
しての転送及びアクセスを容易にする。
【００１８】
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　（ＸＭＬ）は、インターネットを介して供給されるコンテンツを記述する言語として急
速に主要になりつつある。ＸＭＬ規格は、ＸＭＬドキュメントと称するデータオブジェク
トのクラスと、そのようなドキュメントを処理するコンピュータプログラムの動作を記述
する。ＸＭＬドキュメントは、エンティティと称する記憶単位で構成され、これらは、構
文解析データ又は非構文解析データのいずれかを含む。構文解析データは、文字で構成さ
れ、文字の一部は文字データを形成し、文字データの一部はマークアップを形成する。所
与のＸＭＬドキュメントのマークアップは、そのドキュメントの記憶レイアウトと論理構
造の記述を符号化する。ＸＭＬは、記憶レイアウト及び論理構造に制限を課すメカニズム
を与える。従来のＸＭＬに関する更なる詳細は、２０００年１０月のワールドワイドウェ
ブコンソーシアム（Ｗ３Ｃ）推薦のＸＭＬ１．０（第２版）に記載される。
【００１９】
　図５に示すように、パーソナリティプロファイル５３は、ある人に所有される／関連付
けられるオブジェクト３０の編集に基づいて作成される。複数の重み付けされた値５４の
うち１つ以上の値が、その人４０が自分自身を結びつけるオブジェクト３０に関連付けら
れる識別子５２に基づいて調節される（即ち、上下される）。パーソナリティプロファイ
ル５３における重み付けされた値５４は、オブジェクト３０を社会的価値、習慣、又は、
関心に関連付ける相関率を記述する。
【００２０】
　パーソナリティプロファイル５３は、その人４０のパーソナリティ特徴を反映する。パ
ーソナリティプロファイル５３は、その人４０が所有する所有物のタイプ、その人が買い
物する場所、その人が買い物する日時、及び、その人４０が訪れる場所を示すためにも用
い得る。
【００２１】
　パーソナリティプロファイル５３は、ＸＭＬドキュメントであることが好適である。図
５は、そのようなＸＭＬドキュメントの一例である。
【００２２】
　図６は、本発明の１つの実施例によるパーソナリティプロファイル捕捉装置２００の１
つの例示的なハードウェア設計である。装置２００は、例えば、携帯電話機、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）、小売店のポイントオブセールズ端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
料金機械、自動販売機等であり得る。
【００２３】
　この実施例では、装置２００は、プロセッサ２２０、及びメモリ２２２を含む。プロセ
ッサ２２０は、例えば、マイクロプロセッサ、中央処理演算ユニット、コンピュータ、回
路カード、又は、特殊用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を表し得る。メモリ２２２は、例え
ば、ディスクに基づいた光又は磁気記憶ユニット、電子メモリ、及び、これらのメモリ装
置の一部又は組合せ、及び、他のメモリ装置を表し得る。装置２００は、更に、１つ以上
のパーソナリティプロファイル５３と、各オブジェクト３０に関連付けられるドキュメン
ト／プロファイル５０を格納するデータベース２２４を含み得る。
【００２４】
　図示するように、装置２００は、通信ユニット２２１（例えば、イーサネット（登録商
標）、ブルートゥース（登録商標）、セルラ、又は、パケットデータインタフェース）と
、タグ読出しユニット２２３も含む。タグ読出しユニット２２３は、タグ読出しユニット
２２３が装置２００のメモリ空間の一部となるよう装置２００と一体化されていても、又
は、例えば、シリアルインタフェース２２５といったインタフェースを介してアクセスさ
れる外部の読出しユニットであってもよい。タグ読出しユニット２２３は、ＲＦＩＤタイ
プのリーダであることが好適ではあるが、例えば、バーコードリーダといった他のタイプ
のタグ／ＩＤ生成／読出しメカニズムも使用し得る。
【００２５】
　装置２００は、ネットワーク４００を介して、１つ以上の遠隔装置３００と通信するこ
とができる。インターネットは、例えば、有線接続、無線接続、又は、それらの組合せを
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介して、インターネットプロトコル（ＩＰ）といった周知の従来の通信プロトコルを用い
て、装置２００によりアクセスされ得る。
【００２６】
　動作時には、装置２００は、タグ３１から情報を受信／読出しする。タグ３１は、アク
ティブ又はパッシブであり得る。ＲＦタグ３１に関連付けられるドキュメント／プロファ
イル５０がアクセスされる。ドキュメント／プロファイル５０は、データベース２２４か
ら直接来るか、又は、遠隔装置３００からアクセスされる情報でもよい。タグ３１には、
（図３に示すように）一意の識別番号が格納され、この識別番号は、データベース２２４
における適切なデータにアクセスするための重要な鍵として使用することが可能である。
【００２７】
　その人４０を一意に識別する鍵５００は更に、タグリーダ２２３、シリアルインタフェ
ース２２５、又は、通信ユニットを介して入力／受信される。例えば、鍵５００は、クレ
ジットカード番号、社会保障番号、その人４０の声紋、その人４０の車両からの車両識別
番号（ＶＩＮ）、更には、その人４０に関連付けられる一意の乱数であってよい。鍵５０
０に基づいて、その人４０に一意のパーソナリティプロファイル５３がアクセス／更新さ
れるか、又は、新しいパーソナリティプロファイルが作成される。その人４０は、その鍵
が入力されたことを知っていても知らなくてもよい。
【００２８】
　図６に示す実施例の利点は、パーソナリティプロファイル５３の捕捉及び編集を実施す
るために様々なシステムアーキテクチャを用いることが可能であるという点である。サー
バ側およびクライアント側のアーキテクチャを用いることが可能である。上に簡単に説明
したように、遠隔装置３００は、ウェブサーバ、処理センタ、又は、インターネット又は
他の通信ネットワークを介して装置２００に接続される他のデータベースであり得る。ネ
ットワーク４００は、インターネットといった世界的なコンピュータ通信ネットワーク、
ワイドエリアネットワーク、又は、メトロポリタンエリアネットワーク、ローカルエリア
ネットワーク、ケーブルネットワーク、衛星ネットワーク、又は、電話網、及び、これら
のネットワーク及び他のネットワークの一部又は組合せを表し得る。装置２００及び遠隔
装置３００は、それぞれネットワーク４００に接続されるサーバ及びクライアント機械で
あり得る。
【００２９】
　データベース２２４は、装置２００と一体にされても、又は、外部であってもよい。デ
ータベース２２４は、必要に応じて、広告、マーケティング、調査、又は他の類似する活
動のために他の人がパーソナリティプロファール５３を使用するようアクセスされてもよ
い。
【００３０】
　上述した装置２００に関連付けられる機能的動作は、メモリ２２２内に格納されプロセ
ッサ２２０により実行される１つ以上のソフトウェアプログラムとして部分的又は全体的
に実施されうる。
【００３１】
　本発明は、特定の実施例に関して説明したが、本発明は、開示した実施例に制限する意
図がないことを理解するものとする。対照的に、本発明は、特許請求の範囲の技術的思想
に含まれる本発明の様々な構造及び修正を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】アイコン／オブジェクトがどのように特定のパーソナリティ特徴又は嗜好に関連
付けられ得るのかを説明する一例を示す図である。
【図２】従来のＲＦＩＤシステムを示す図である。
【図３】アイコン／オブジェクトのタグとの関連付けを示す図である。
【図４】タグとパーソナリティプロファイルとの関連付けを示す図である。
【図５】本発明の１つの実施例によるパーソナリティプロファイルドキュメントの一例を
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示す図である。
【図６】本発明の別の実施例による例示的な捕捉及びプロファイル記憶装置を示すブロッ
ク図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】
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