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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージのなかの商品を検証するためのシステムであって、
　ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
商品上の場所に配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う商品を含む、パ
ッケージ作成装置と、
　１）スペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択されたタグ識別子と、２
）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、３）前記商品上の前記１つ以上の
選択されたタグ識別子の場所又は形状と、を使用して、前記商品を検証する検証装置と、
　を備えるシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークの数を測定する、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークの振幅を測定する、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークのルゲート位相を測定する、システム。
【請求項５】
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　請求項１に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、数のデコードを可能にする、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、システム。
【請求項７】
　パッケージのなかの商品を検証するためのシステムであって、
　ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
商品上の場所に或るパターンに配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う
商品を含む、パッケージ作成装置と、
　１）前記商品上の或るパターンに配された前記１つ以上の選択されたタグ識別子の場所
又は形状と、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、を使用して、前記
商品を検証する検証装置と、
　を備えるシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムであって、
　前記検証装置は、スペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択されたタグ
識別子も使用して、前記商品を検証する、システム。
【請求項９】
　請求項７に記載のシステムであって、
　前記検証装置は、前記１つ以上の選択されたタグ識別子の形状を使用して、前記商品を
検証する、システム。
【請求項１０】
　請求項７に記載のシステムであって、
　前記１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、システム。
【請求項１１】
　パッケージであって、
　１つ以上の商品と、
　１つ以上の選択されたタグ識別子であって、前記１つ以上の商品の各商品は、前記１つ
以上の選択されたタグ識別子に関連付けられている識別子の部分集合を有し、前記識別子
の部分集合は、前記１つ以上の商品の一商品上の場所に或るパターンに配される、１つ以
上の選択されたタグ識別子と、
　パッケージであって、前記１つ以上の商品は、前記パッケージに入れられる、パッケー
ジと、
　ラベルであって、前記パッケージは、前記ラベルを含み、前記１つ以上の商品を検証す
るために、１）前記ラベルと、２）前記１つ以上の商品上の前記１つ以上の選択されたタ
グ識別子の場所又は形状、又はスペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択
されたタグ識別子、とが使用されること、
　を備えるパッケージ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のパッケージであって、
　前記識別子部分集合は、或る形状に配される、パッケージ。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のパッケージであって、
　前記１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、パッケージ。
【請求項１４】
　パッケージのなかの或るタイプの商品を検証するためのシステムであって、
　ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
商品上の場所に配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う前記タイプの商
品を含む、パッケージ作成装置と、
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　１）スペクトル測定を使用して検出される前記関連の１つ以上の選択されたタグ識別子
と、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、３）前記商品上の前記１つ
以上の選択されたタグ識別子の場所又は形状と、を使用して、前記商品を検証する検証装
置と、
　を備えるシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークの数を測定する、システム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークの振幅を測定する、システム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、反射率ピークのルゲート位相を測定する、システム。
【請求項１８】
　請求項１４に記載のシステムであって、
　前記スペクトル測定は、数のデコードを可能にする、システム。
【請求項１９】
　請求項１４に記載のシステムであって、
　前記１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、システム。
【請求項２０】
　パッケージのなかの或るタイプの商品を検証するためのシステムであって、
　ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
商品上の場所に或るパターンに配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う
前記タイプの商品を含む、パッケージ作成装置と、
　１）前記商品上の或るパターンに配された前記１つ以上の選択されたタグ識別子の場所
又は形状と、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、を使用して、前記
商品を検証する検証装置と、
　を備えるシステム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のシステムであって、
　前記検証装置は、スペクトル測定を使用して検出される前記関連の１つ以上の選択され
たタグ識別子も使用して、前記商品を検証する、システム。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のシステムであって、
　前記関連の１つ以上の選択されたタグ識別子は、或る形状を形成する、システム。
【請求項２３】
　請求項２０に記載のシステムであって、
　前記関連の１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、システム。
【請求項２４】
　パッケージであって、
　或るタイプの商品と、
　１つ以上の選択されたタグ識別子であって、前記商品は、前記１つ以上の選択されたタ
グ識別子に関連付けられている識別子の部分集合を有し、前記関連の識別子部分集合は、
前記商品上の場所に或るパターンに配される、１つ以上の選択されたタグ識別子と、
　パッケージであって、前記商品は、前記パッケージに入れられる、パッケージと、
　ラベルであって、前記パッケージは、前記ラベルを含み、前記タイプの商品を検証する
ために、１）前記ラベルと、２）前記タイプの商品上の前記１つ以上の選択されたタグ識
別子の場所又は形状、又はスペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択され
たタグ識別子、とが使用されること、
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　を備えるパッケージ。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のパッケージであって、
　前記関連の識別子部分集合は、或る形状を形成する、パッケージ。
【請求項２６】
　請求項２４に記載のパッケージであって、
　前記１つ以上の選択されたタグ識別子は、シリカを含む、パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
[関連出願の相互参照]
　本出願は、２０１０年６月１４日に出願され「SYSTEM FOR VERIFYING AN ITEM IN A PA
CKEGE（パッケージのなかの商品を検証するためのシステム）」と題された米国仮特許出
願第６１／３５４，６３３号（代理人整理番号第ＣＢＩＯＰ００１＋）の優先権を主張す
る。該出願は、あらゆる目的のために、参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　商品（高価な商品を特に挙げられるが、限定はされない）（そのような商品の成分及び
構成要素を含む）の生産業者又は再販業者（例えば製造業者を挙げられるが、供給業者、
卸売販売業者、流通業者、再梱包業者、及び小売業者などの、供給・流通網全体のなかの
その他の業者も含む）は、商品の偽造に直面している。偽造は、商品の意図する製品仕様
と比べてその商品の成分又は構成要素を置き換える、希釈する、追加する、又は省略する
こと、及びパッケージング商品を虚偽表示する、又はパッケージング商品をその意図する
販売コースから脱線させることを含む。これは、本物の商品の代わりに偽物の商品が販売
されるゆえの、潜在的収益の損失を招く。また、偽物ではなく真正の商品を使用しないこ
とによって、健康の被害又は製品関連の被害も引き起こされる可能性がある。例えば、偽
物は、真正の商品と比べて機能が異なる又は全く機能しない可能性がある。これは、医薬
品、栄養補助食品、医療機器、嗜好品、建造、輸送、及び防衛などに関わる産業などの、
健康及び安全に影響を及ぼす産業において、とりわけ深刻である。
【０００３】
　国際犯罪組織が巧妙さを増すにつれて、既存のパッケージングの安全性が不十分である
ことがわかってきた。例えば医薬産業の供給網などの、多くの産業における供給網の複雑
性は、（１つ以上の）粗悪な又は偽物の製品がつけいる隙を与える。そのような製品は、
多くの場合、手間暇かけて高品質にパッケージングされており、盗まれた真正のパッケー
ジ又は一部をパッケージングしなおされたパッケージに包まれていることもある。
【０００４】
　変動価格を伴う複雑な製品供給網及び市場では、悪徳業者が根本の製品に何ら変更を加
えることなく製品の価格を虚偽表示し、例えば返品、割り戻し、又は支払取り消しなどの
形で不正に金銭的利益を得る鞘取りを行うチャンスがある。記録管理の誤りから、取引の
いずれの側にも貨幣損益が発生する恐れがある。
【０００５】
　偽造又は製品の虚偽表示に加えて、例えば或る種の栄養補助食品などの、物理的に同一
又は同様に見える商品は、実際は異なる成分又は構成要素を内包しているが、外観が同様
であるゆえに、非意図的に誤ってパッケージング又はラベル付けされる恐れがある。これ
らの商品は、たとえそれ以外の点では同一であっても、特定のロット条件又はバッチ条件
に関連する異なる性質を有するかもしれない。例えば、それ以外の点では同一に見える医
薬品は、異なる有効期限を有するかもしれず、そのような差異を証明するための品質保証
計画の不都合又は限界ゆえに、誤ってラベル付けされる恐れがある。
【０００６】
　製品開発研究のためには、ときには、同一に見えるが異なるように作成された商品の性
能を試験及び認証し、それらの差異が最終用途に影響するかどうか及びどのように影響す
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るかを学習することが有益だろう。このような、例えば医薬品開発につながる盲検（すな
わち「臨床的に中身を見えなくした」）試験などの試験では、ときには、被験者に真の内
容を明かすことなく確信をもって根本の商品を識別可能であることが重要である。医薬品
開発及び臨床実験の場合は、例えば、様々な製品配合を中身の見えない単位用量にパッケ
ージングしなおす委託研究機関において、商品レベルで内容の誤りが引き起こされる恐れ
がある。最終的に管理される単位用量の真の内容を検証するために、多くの時間、コスト
、及び努力が統計サンプリング及び化学分析に投入されている。
【０００７】
　よりコスト効率が良く尚且つ適時なやり方で前向きな健康転帰を実現しようとする取り
組みでは、ヘルスケア提供者は、特定の薬剤の効き目のみならず、治療計画の順守にも焦
点を当てる必要がある。薬がいつ、どこで、どれくらいの頻度で医師によって処方され、
どれくらいの正確さ及び適時さで薬局から調剤され、患者によって受け取られ、並びに患
者によって消費されたかを理解することは、治療計画全体の有効性を理解及び検証するの
に有用である。各段階で薬の根本の内容も確定することができつつ、適切な解析及び試験
のためのデータを記録及び収集することが、収集される情報の信頼性にとって重要である
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　発明の様々な実施形態が、以下の詳細な説明及び添付の図面で開示される。
【０００９】
【図１】パッケージのなかの商品を検証するための一実施形態を示したブロック図である
。
【００１０】
【図２】パッケージ作成装置の一実施形態を示したブロック図である。
【００１１】
【図３】ラベル生成部の一実施形態を示したブロック図である。
【００１２】
【図４】検証装置の一実施形態を示したブロック図である。
【００１３】
【図５】パッケージのなかの商品を検証するためのシステムの一実施形態を示したブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　発明は、プロセス、装置、システム、合成物、コンピュータによって読み取り可能なス
トレージ媒体に実装されたコンピュータプログラム製品、並びに／又は結合先のメモリに
記憶された命令及び／若しくは結合先のメモリによって提供される命令を実行するように
構成されたプロセッサなどのプロセッサを含む、数々の形態で実現することができる。本
明細書では、これらの実現形態、又は発明がとりうるその他のあらゆる形態を、技術と称
することができる。総じて、開示されたプロセスの工程の順番は、発明の範囲内で可変で
ある。別途明記されない限り、タスクを実施するように構成されるとして説明されるプロ
セッサ又はメモリなどの構成要素は、所定時にタスクを実施するように一時的に構成され
る汎用の構成要素として、又はタスクを実施するように製造された特殊な構成要素として
実装可能である。本明細書において、「プロセッサ」という用語は、コンピュータプログ
ラム命令などのデータを処理するように構成された１つ以上のデバイス、回路、及び／又
は処理コアを言う。
【００１５】
　発明の原理を例示した添付の図面とともに、以下で、発明の１つ以上の実施形態の詳細
な説明が提供される。発明は、このような実施形態との関連で説明されるが、いかなる実
施形態にも限定されない。発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定され、発明は
、数々の代替形態、変更形態、及び均等物を網羅している。以下の説明では、発明の完全
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な理解を提供するために、数々の具体的詳細が明記される。これらの詳細は、例示を目的
として提供されるものであり、発明は、これらの詳細の一部又は全部を伴わずとも、特許
請求の範囲にしたがって実施可能である。明瞭さを期するために、発明に関係する技術分
野で知られる技工物は、発明が不必要に不明瞭にされないように、詳細な説明を省略され
ている。
【００１６】
　パッケージのなかの商品を検証するためのシステムが開示される。システムは、パッケ
ージ作成装置と、検証装置とを含む。パッケージ作成装置は、ラベルを伴うパッケージを
作成する。パッケージは、商品上の場所に配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそ
れぞれ伴う１つ以上の商品を含む。検証装置は、１）スペクトル測定を使用して検出され
る１つ以上の選択されたタグ識別子と、２）イメージャを使用して検出される商品上のタ
グ識別子の場所及び／又は形状と、３）ラベルリーダを使用して読み取られるラベルとを
使用して、１つ以上の商品を検証する。
【００１７】
　様々な実施形態において、ラベルは、一部には、商品を認証するのに有用であるパッケ
ージング商品に関する情報（ここでは物品情報と記す）で構成される。例えば、薬につい
ての物品情報は、投与量情報、有効期限、ロット番号などを含むことができる。物品情報
は、関連付けられている商品に応じ、例えば、（１つ以上の）成分、最小在庫管理単位（
ＳＫＵ）数、識別子、物理的特性（例えば、重量、寸法、容積など）、栄養成分などの、
様々なタイプの情報を含むことができる。
【００１８】
　様々な実施形態において、パッケージは、個々に識別される商品を内包するか、或いは
パッケージは、１つのタイプの商品を１つの識別子で、又は（１つ以上の）識別子及び／
若しくは商品タイプのその他の任意の適切なマッピングで、又は任意の適切な商品若しく
は商品タイプで識別される１つのタイプの商品を内包するかのいずれかである。例えば、
各商品（例えば個々の芸術作品）が、個々に識別可能なタグの集合を有する、或いは各タ
イプの商品（例えば一連の芸術作品の全作品やリトグラフィによる一連の複製など）が、
同じタグを有する。したがって、各個々の商品が、異なるタグを有するゆえに識別可能で
あるか、或いは同じタイプの全ての商品が、同じタグを有し、したがって、そのタイプの
商品を個々に見分けることはできないがその他のタイプの商品からは区別可能である（例
えば、ビタミンＤ錠剤に対してビタミンＣ錠剤、又は高用量の薬に対して低用量タイプの
同等薬など）かのいずれかである。
【００１９】
　様々な実施形態において、パッケージは、１つ以上の経口固形製剤（ＳＯＤＦ：例えば
、錠剤、カプセル、カプレット、粉末、結晶粉末、薄膜など）、液剤（例えば、クリーム
、ゲル、塗布薬、香膏、水剤、注射剤、軟膏など）、及び／又はその他の任意の適切な薬
を含む、医薬品パッケージを含む。薬は、外側のコーティング内に追加された、又はコー
ティングされていない薬（例えばＳＯＤＦ）の外層上に分布された、又はＳＯＤＦ若しく
は液剤の全体に分布された、又はその他の任意の適切なタグ識別子追加方式による、１つ
以上の追加のタグ識別子を有する。一部の実施形態では、各タグは、ルゲートフィルタを
含む。一部の実施形態では、識別のために、物理的配置が使用される。例えば、タグは、
撮像機器を使用して検出可能なパターン（例えば幾何学形状やバーコードなど）に配され
る。一部の実施形態では、タグの形状が特性付けられ、識別のために、特性評価が使用さ
れる。
【００２０】
　様々な実施形態において、パッケージは、１つ以上の丸薬、液剤、試験紙、経皮貼付、
又はその他の任意の適切な薬若しくは医療機器を含む、医薬品パッケージを含む。薬は、
外側のコーティング内に追加された、又はコーティングされていない薬（例えば丸薬）の
外層上に分布された、又は丸薬若しくは液剤の全体に分布された、又はその他の任意の適
切なタグ識別子追加方式による、追加のタグ識別子を有する。様々な実施形態において、
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パッケージは、例えば、電子チップ、従属構成要素、医療機器、自動車若しくは航空機の
部品、建物若しくは資材の供給、衣服、玩具、化粧品、宝石、時計、芸術作品、貨幣、チ
ケット、公的身分証明書類、ワイン、又はグルメ食品などの、商品を含む。一部の実施形
態では、タグは、ルゲートフィルタを含む。一部の実施形態では、識別のために、物理的
配置が使用される。例えば、タグは、撮像機器を使用して検出可能な形状（例えば円や四
角など）又はパターン（例えば市松模様やバーコードなど）に配される。一部の実施形態
では、１つ以上のタグ自体の形状が特性付けられ、識別のために、特性評価が使用される
。一部の実施形態では、タグを配置するプロセスにランダム又は疑似ランダムな工程が含
まれるゆえに、個々のタグの配置が部分的に変動可能であり、これは、タグの集まりごと
に、一意の又は一意に近いタグ配置を可能にする。一部の実施形態では、検証装置は、商
品上又はラベル上の１つ以上のタグの場所を測定し、タグの場所及び／又は形状からアル
ゴリズムによって標識（シグネチャー）を作成する。一部の実施形態では、アルゴリズム
は、信用マークを伴って又は伴わずに複数タグの相対的配置及び／又は相対的形状を使用
して、単一の商品標識を作成する。一部の実施形態では、アルゴリズムは、各タグの場所
及び／又は形状から標識を作成し、次いで、商品上の２つ以上のタグからの標識を組み合
わせて単一の標識にする。一部の実施形態では、アルゴリズムは、１つ以上のタグの場所
及び／又は形状から導出される複数の標識を作成する。一部の実施形態では、検証装置は
、１つ以上のタグの場所及び／又は形状から単一の標識を作成する。例えば、（１つ以上
の）タグでマークされた商品が真正の商品であるかどうかを判定するために、１つのタグ
形状若しくは複数のタグ形状の組み合わせを使用すること、又は１つ以上のタグを或るパ
ターン若しくは配列に配したものを使用すること、又は１つ以上のタグの相対的場所を使
用すること、又は１つのタグ若しくは１つ以上のタグのスペクトル標識を使用することを
、単独で又は組み合わせて使用することができる。
【００２１】
　一部の実施形態では、タグは、シリカ（ＦＤＡによって、「一般に安全と認められる」
、すなわちＧＲＡＳであると見なされる）で作成され、これは、タグを、生物学的に不活
性で且つ可食性にする。かろうじて見える各タグは、１０億を超える可能性のなかから選
ばれた特注のスペクトル標識を内包しており、それでも尚、各商品にラベル付けするため
に必要なコストは、１セントに満たない。各タグの一意の光学的標識は、低コストのスキ
ャナによって読み取って、安全なデータベースのなかでラベルにリンクさせることができ
る。このようなデータベースには、将来の経歴追跡電子システムなどのように、商品に関
する追加の情報を格納することができる。タグは、エッチングによってコード化されるス
ペクトルコードを有するようにエッチングされたシリコンウエハを含む。ウエハは、小さ
いタグに分割され、結果得られるタグは、一意の反射率スペクトルを表示するように電気
化学的合成中にプログラムされる複雑な多孔性ナノ構造を内包する。タグは、次いで、結
晶質のナノ多孔性シリコンタグを非晶質のナノ多孔性シリカに変えるために、高温のベー
ク工程によって酸化される。このベーク工程は、ナノ多孔性構造を、更なる酸化に対抗し
て安定化させ（そうして、スペクトル標識を安定化させ）、タグを、ＧＲＡＳ添加物とし
て特性付けられるようにする。薬及びパッケージングの認証がまとめて行われ、パッケー
ジ又は中身のいずれの改ざんでも安全性の侵害に対して警告を発するように、スペクトル
は、単純で低コストの分光計ベースのリーダを通じて測定され、次いで、パッケージ上に
プリントされたその他の情報に照らして迅速に検証される。タグは、また、品質保証又は
その他の目的のために、タグ自身が単純にラベルとして機能するように使用することもで
きる。ピーク数、ピーク配置、ピークルゲート位相、及び／又はピーク振幅を変調パラメ
ータとして使用することによって、情報容量は、１兆の一意スペクトル候補に達すると予
想される。タグは、パッシブで、目立たず、尚且つ読み取りのために、薬若しくは食品の
外側に例えば透明な若しくは半透明なプラスチック製のブリスタ包装を通じて取り付ける
ことができる、又は許可を得た保安係若しくは品質保証係による調査若しくは検査のプロ
セスの一環としての読み取りのために、検査用の添加物として薬若しくは食品に混ぜ込む
ことができる。



(8) JP 5709987 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

【００２２】
　一部の実施形態では、タグの性質は、以下を含む。
　・１０億を超える数のコードが利用可能である。
　・目立たないサイズ範囲（２０μｍ～１５０μｍ）が、隠された使用又は半ば隠された
使用を可能にする。
　・透明で高純度なシリカで作成され、これは、タグを生物学的に不活性で且つ可食性に
する。
　・耐高温性：１６００℃を超える融点。
　・パッシブ：エネルギの出入りがない。
　・製品、パッケージ、ラベル、又はセキュリティファイバの内外に使用することができ
る。
　・スプレイ、コーティング、インク、ワニスを通じて、又はラミネートの一部として施
すことができる。
　・数々の製造工程において統合することができる。
　・ランダムなタグ形状を使用することによって、高い安全性レベルが可能である。安全
性は、特定の製品のニーズに合わせて増減させることができる。
　・自己認証可能に作成することができ、オンラインのデータベース及びメインテナンス
に付随するコスト及び安全性の危険を低減させる。
　・各シリカマイクロタグは、検査に有用な、コード化された情報を内包している。
【００２３】
　一部の実施形態では、パッケージのなかの商品を検証するシステムは、パッケージ作成
装置と、検証装置とを含む。パッケージ作成装置は、ラベルを伴うパッケージを作成する
。パッケージは、商品上の場所に配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴
う商品を含む。検証装置は、１）スペクトル測定を使用して検出される１つ以上の選択さ
れたタグ識別子、又は２）商品上の１つ以上の選択されたタグ識別子の場所若しくは形状
と、３）ラベルリーダを使用して読み取られるラベルとを使用して、商品を検証する。様
々な実施形態において、スペクトル測定は、反射率ピークの数、反射率ピークの振幅、反
射率ピークの位相、又はその他の任意の適切な測定値を測定する。一部の実施形態では、
スペクトル測定は、数のデコードを可能にする。一部の実施形態では、選択されたタグ識
別子は、シリカを含む。様々な実施形態において、関連の１つ以上の選択されたタグ識別
子は、或るパターンに、又はバーコードの形に、又は或る形状に、又は識別子に適したそ
の他の任意の適切な形状若しくは場所に配される。
【００２４】
　一部の実施形態では、パッケージは、１つ以上の商品と、１つ以上の選択されたタグ識
別子と、パッケージと、ラベルとを含む。１つ以上の商品の各商品は、１つ以上の選択さ
れたタグ識別子の関連の識別子部分集合を有し、該識別子部分集合は、１つ以上の商品の
一商品上の場所に配される。１つ以上の商品は、パッケージに入れられる。パッケージは
、ラベルを含み、１つ以上の商品を検証するために、１）ラベルと、２）１つ以上の商品
上の１つ以上の選択されたタグ識別子の、又はスペクトル測定を使用して検出される１つ
以上の選択されたタグ識別子の、場所又は形状とが使用される。
【００２５】
　一部の実施形態では、パッケージのなかの或るタイプの商品を検証するためのシステム
は、パッケージ作成装置と、検証装置とを含む。パッケージ作成装置は、ラベルを伴うパ
ッケージを作成する。パッケージは、商品上の場所に配された関連の１つ以上の選択され
たタグ識別子をそれぞれ伴うタイプの商品を含む。検証装置は、１）商品上の１つ以上の
選択されたタグ識別子の配置情報、又は２）スペクトル測定を使用して検出される関連の
１つ以上の選択されたタグ識別子と、３）ラベルリーダを使用して読み取られるラベルと
を使用して、商品を検証する。様々な実施形態では、スペクトル測定は、反射率ピークの
数、反射率ピークの振幅、反射率ピークの位相、又はその他の任意の適切な測定値を測定
する。一部の実施形態では、スペクトル測定は、数のデコードを可能にする。一部の実施
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形態では、選択されたタグ識別子は、シリカを含む。様々な実施形態において、関連の１
つ以上の選択されたタグ識別子は、或るパターンに、又はバーコードの形に、又は或る形
状に、又は識別子に適したその他の任意の適切な形状若しくは場所に配される。
【００２６】
　図１は、パッケージのなかの商品を検証するためのシステムの一実施形態を示したブロ
ック図である。図に示された例では、パッケージ作成装置１００は、関連のタグ（例えば
、タグ１０４及びタグ１０６）をそれぞれ伴う商品１０８及び商品１１０を作成する。タ
グ１０４は、商品１０８上において配置１０９に配される。タグ１０６は、商品１１０上
において配置１１１に配される。一部の実施形態では、タグ１０４及びタグ１０６は、ひ
とまとめで作成されて、各商品（例えば、商品１０８及び商品１１０）に関連付けるため
に選択される。一部の実施形態では、タグは、タグ形状、又はタグ形状の特性（例えば粗
さ、サイズ、形状など）に基づいて選択される。商品は、ラベル１１４を含むパッケージ
１１２に入れられる。様々な実施形態において、ラベル１１４は、商品のタイプ、商品の
効き目、商品の名称、商品の最小在庫管理単位数、商品に関連付けられたタグのスペクト
ル応答、商品の形状、（１つ以上の）タグ形状、タグ配置情報、商品の使用法情報、又は
その他の任意の適切な情報の１つ以上に関するコード化された情報を含む。
【００２７】
　検証装置１０２は、また、検証装置１０２のスペクトルリーダを使用して、タグ１０４
及びタグ１０６の読み取りも行う。検証装置１０２のイメージャを使用して、タグ形状及
び／又はタグ配置が読み取られる。検証装置１０２は、ラベル１１４上の情報、タグのス
ペクトル読み取り値、タグ形状及び／若しくはタグ配置情報、又はその他の任意の適切な
情報を使用して、パッケージ１１２の信頼性を検証する。誤った構成要素が検出されるよ
うに（例えば改ざん又は置き換えが検出されるように）、ラベル内の情報と、タグ内にコ
ード化された情報と、配置としてコード化された情報とのつながりが形成される。
【００２８】
　図２は、パッケージ作成装置の一実施形態を示したブロック図である。一部の実施形態
では、パッケージ作成装置２００は、図１のパッケージ作成装置１００を実現するために
使用される。図に示された例では、パッケージ作成装置２００は、識別子追加部２０２と
、ラベル生成部２０４と、パッケージング部２０６とを含む。識別子追加部２０２は、識
別子（例えば（１つ以上の）タグ）と、（１つ以上の）商品とを受信し、識別子を（１つ
以上の）商品に追加する。識別子を伴う商品は、タグからのスペクトル情報、商品上にお
けるタグの配置情報（例えばパターン、コード、形状など）、並びにタグ形状及び／又は
特性情報を求めてラベル生成部２０４によって測定される。ラベル生成部２０４は、商品
から検出された情報と、鍵及び／又は物品情報とに基づいて、商品のパッケージ用のラベ
ルを生成する。ラベルは、パッケージング部２０６を使用してパッケージに追加される。
【００２９】
　図３は、ラベル生成部の一実施形態を示したブロック図である。一部の実施形態では、
ラベル生成部３００は、図２のラベル生成部２０４を実現するために使用される。図に示
された例では、ラベル生成部３００は、分光リーダ３０２と、イメージャ３０４と、ラベ
ルジェネレータ３０８とを含む。分光リーダ３０２は、商品に関連付けられた１つ以上の
タグから１つ以上のスペクトルを読み取る。イメージャ３０４は、商品、及び／又はタグ
の配置、及び／又はタグの形状を撮像する。分光リーダ３０２及びイメージャ３０４から
の情報は、物品情報及び秘密鍵とともに、ラベルジェネレータ３０８に入力される。例え
ば、第１の分光リーダ３０２は、１つ以上のタグスペクトルを読み取り、測定されたタグ
の反射率スペクトルとしてコード化された数を出力する。各スペクトルにおける操作され
た反射率ピークの数、振幅、位相、及び／又は位置などの、特定のスペクトル特性を測定
することによって、（例えば、測定されたスペクトル特性と、コード化された数との間の
既定のマッピングを使用して、）コード化された数が導出される。イメージャ３０４は、
マーカの画像を捕え、該画像に関係した一意の数を出力する。例えば、印刷された信用マ
ークによって画定される推測グリッドにおけるタグの存在又は不在を測定し、タグの存在
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を１、タグの不在を０と見なしてグリッドから数を形成し、グリッドのなかの個々の各行
を連結し、二進数として見ることができる単一の行にすることによって成される。一意の
数は、次いで、連結又は別の数学的プロセスによって、反射率から導出された数と組み合
わされて、一意のマーカＩＤを形成する。マーカＩＤは、次いで、（やはり、連結又はよ
り複雑なプロセスによって、）物品情報と組み合わされ、その結果は、秘密鍵を使用して
、デジタル標識を付される。ラベルは、したがって、算出されたデジタル標識と、マーカ
ＩＤと、物品情報とを含む。
【００３０】
　図４は、検証装置の一部の実施形態を示したブロック図である。一部の実施形態では、
検証装置４００は、図１の検証装置１０２を実現するために使用される。図に示された例
では、検証装置４００は、分光リーダ４０２と、イメージャ４０４と、ラベルリーダ４０
６と、検証プロセッサ４０８とを含む。分光リーダ４０２は、商品に関連付けられた１つ
以上のタグを読み取る。イメージャ４０４は、商品、及び／又はタグの配置、及び／又は
タグの形状を撮像する。ラベルリーダ４０６は、パッケージからラベルを読み取る。分光
リーダ４０２、イメージャ４０４、及びラベルリーダ４０６からの情報は、物品情報及び
公開鍵とともに、検証４０８に入力される。検証プロセッサ４０８は、公開／秘密鍵ペア
の公開鍵を使用して、デジタル標識を検証する。もし、デジタル標識が無効であると見な
された場合は、検証の失敗が検出される。そうでない場合は、検証プロセッサ４０８は、
分光リーダ４０２及びイメージャ４０４からの情報を使用して、上記の図３の説明に記載
されたようにマーカＩＤを算出する。もし、算出されたマーカＩＤが、ラベルから読み取
られたマーカＩＤと、許容リーダ誤差基準によって定められた十分な程度に一致する場合
は、検証プロセッサは、検証の成功を示す信号を出力する。
【００３１】
　図５は、パッケージのなかの商品を検証するためのシステムの一実施形態を示したブロ
ック図である。図に示された例では、パッケージ作成装置５００は、関連のタグ（例えば
、タグ５０４）を伴う商品５０６を作成する。一部の実施形態では、タグ５０４は、ひと
まとめで作成されて、全ての商品（例えば、商品５０６）に関連付けるために選択される
。一部の実施形態では、タグは、タグ形状、又はタグ形状の特性（例えば粗さ、サイズ、
形状など）に基づいて選択される。商品は、ラベル５１０を含むパッケージ５０８に入れ
られる。様々な実施形態において、ラベル５１０は、商品のタイプ、商品の効き目、商品
の名称、商品の最小在庫管理単位数、商品に関連付けられたタグのスペクトル応答、商品
の形状、（１つ以上の）タグ形状、タグ配置情報、商品の使用法情報、又はその他の任意
の適切な情報の、１つ以上に関するコード化された情報を含む。
【００３２】
　検証装置５０２は、また、検証装置５０２のスペクトルリーダを使用して、タグ５０４
の読み取りも行う。検証装置５０２のイメージャを使用して、タグ形状及び／又はタグ配
置が読み取られる。検証装置５０２は、ラベル５１０上の情報、タグのスペクトル読み取
り値、タグ形状及び／若しくはタグ配置情報、又はその他の任意の適切な情報を使用して
、パッケージ５０８の信頼性を検証する。誤った構成要素が検出されるように（例えば、
改ざん又は置き換えが検出されるように）、ラベル内の情報と、タグ内にコード化された
情報と、配置としてコード化された情報とのつながりが形成される。
【００３３】
　以上の実施形態は、理解を明瞭にする目的で幾らか詳細に説明されてきたが、発明は、
提供された詳細に限定されない。発明を実現するためには、数々の代替的手法がある。開
示された実施形態は、例示のためであり、限定的ではない。
　適用例１：パッケージのなかの商品を検証するためのシステムであって、ラベルを伴う
パッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、商品上の場所に
配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う商品を含む、パッケージ作成装
置と、１）スペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択されたタグ識別子と
、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、を使用して、前記商品を検証
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する検証装置と、を備えるシステム。
　適用例２：適用例１に記載のシステムであって、前記検証装置は、前記商品上の前記１
つ以上の選択されたタグ識別子の場所又は形状も使用して、前記商品を検証する、システ
ム。
　適用例３：適用例１に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピーク
の数を測定する、システム。
　適用例４：適用例１に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピーク
の振幅を測定する、システム。
　適用例５：適用例１に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピーク
の位相を測定する、システム。
　適用例６：適用例１に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、数のデコード
を可能にする、システム。
　適用例７：適用例１に記載のシステムであって、前記１つ以上の選択されたタグ識別子
は、シリカを含む、システム。
　適用例８：パッケージのなかの商品を検証するためのシステムであって、ラベルを伴う
パッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、商品上の場所に
配された１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う商品を含む、パッケージ作成装
置と、１）前記商品上の前記１つ以上の選択されたタグ識別子の場所又は形状と、２）ラ
ベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、を使用して、前記商品を検証する検証
装置と、を備えるシステム。
　適用例９：適用例８に記載のシステムであって、前記検証装置は、スペクトル測定を使
用して検出される前記１つ以上の選択されたタグ識別子も使用して、前記商品を検証する
、システム。
　適用例１０：適用例８に記載のシステムであって、前記検証装置は、前記１つ以上の選
択されたタグ識別子の形状を使用して、前記商品を検証する、システム。
　適用例１１：適用例８に記載のシステムであって、前記１つ以上の選択されたタグ識別
子は、或るパターンに配される、システム。
　適用例１２：適用例８に記載のシステムであって、前記１つ以上の選択されたタグ識別
子は、バーコードの形に配される、システム。
　適用例１３：適用例８に記載のシステムであって、前記１つ以上の選択されたタグ識別
子は、シリカを含む、システム。
　適用例１４：パッケージであって、１つ以上の商品と、１つ以上の選択されたタグ識別
子であって、前記１つ以上の商品の各商品は、前記１つ以上の選択されたタグ識別子の関
連の識別子部分集合を有し、前記識別子部分集合は、前記１つ以上の商品の一商品上の場
所に配される、１つ以上の選択されたタグ識別子と、パッケージであって、前記１つ以上
の商品は、前記パッケージに入れられる、パッケージと、ラベルであって、前記パッケー
ジは、前記ラベルを含み、前記１つ以上の商品を検証するために、１）前記ラベルと、２
）前記１つ以上の商品上の前記１つ以上の選択されたタグ識別子の、又はスペクトル測定
を使用して検出される前記１つ以上の選択されたタグ識別子の、場所又は形状と、が使用
される、ラベルと、を備えるパッケージ。
　適用例１５：適用例１４に記載のパッケージであって、前記識別子部分集合は、或るパ
ターンに配される、パッケージ。
　適用例１６：適用例１４に記載のパッケージであって、前記識別子部分集合は、バーコ
ードの形に配される、パッケージ。
　適用例１７：適用例１４に記載のパッケージであって、前記識別子部分集合は、或る形
状に配される、パッケージ。
　適用例１８：適用例１４に記載のパッケージであって、前記１つ以上の選択されたタグ
識別子は、シリカを含む、パッケージ。
　適用例１９：パッケージのなかの或るタイプの商品を検証するためのシステムであって
、ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
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商品上の場所に配された関連の１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う前記タイ
プの商品を含む、パッケージ作成装置と、１）スペクトル測定を使用して検出される前記
関連の１つ以上の選択されたタグ識別子と、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前
記ラベルと、を使用して、前記商品を検証する検証装置と、を備えるシステム。
　適用例２０：適用例１９に記載のシステムであって、前記検証装置は、前記商品上の前
記１つ以上の選択されたタグ識別子の場所又は形状も使用して、前記商品を検証する、シ
ステム。
　適用例２１：適用例１９に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピ
ークの数を測定する、システム。
　適用例２２：適用例１９に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピ
ークの振幅を測定する、システム。
　適用例２３：適用例１９に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、反射率ピ
ークの位相を測定する、システム。
　適用例２４：適用例１９に記載のシステムであって、前記スペクトル測定は、数のデコ
ードを可能にする、システム。
　適用例２５：適用例１９に記載のシステムであって、前記１つ以上の選択されたタグ識
別子は、シリカを含む、システム。
　適用例２６：パッケージのなかの或るタイプの商品を検証するためのシステムであって
、ラベルを伴うパッケージを作成するパッケージ作成装置であって、前記パッケージは、
商品上の場所に配された関連の１つ以上の選択されたタグ識別子をそれぞれ伴う前記タイ
プの商品を含む、パッケージ作成装置と、１）前記商品上の前記１つ以上の選択されたタ
グ識別子の場所又は形状と、２）ラベルリーダを使用して読み取られる前記ラベルと、を
使用して、前記商品を検証する検証装置と、を備えるシステム。
　適用例２７：適用例２６に記載のシステムであって、前記検証装置は、スペクトル測定
を使用して検出される前記関連の１つ以上の選択されたタグ識別子も使用して、前記商品
を検証する、システム。
　適用例２８：適用例２６に記載のシステムであって、前記関連の１つ以上の選択された
タグ識別子は、或るパターンに配される、システム。
　適用例２９：適用例２６に記載のシステムであって、前記関連の１つ以上の選択された
タグ識別子は、バーコードの形に配される、システム。
　適用例３０：適用例２６に記載のシステムであって、前記関連の１つ以上の選択された
タグ識別子は、或る形状を形成する、システム。
　適用例３１：適用例２６に記載のシステムであって、前記関連の１つ以上の選択された
タグ識別子は、シリカを含む、システム。
　適用例３２：パッケージであって、或るタイプの商品と、１つ以上の選択されたタグ識
別子であって、前記商品は、前記１つ以上の選択されたタグ識別子の関連の識別子部分集
合を有し、前記関連の識別子部分集合は、前記商品上の場所に配される、１つ以上の選択
されたタグ識別子と、パッケージであって、前記商品は、前記パッケージに入れられる、
パッケージと、ラベルであって、前記パッケージは、前記ラベルを含み、前記タイプの商
品を検証するために、１）前記ラベルと、２）前記タイプの商品上の前記１つ以上の選択
されたタグ識別子の、又はスペクトル測定を使用して検出される前記１つ以上の選択され
たタグ識別子の、場所又は形状と、が使用される、ラベルと、を備えるパッケージ。
　適用例３３：適用例３２に記載のパッケージであって、前記関連の識別子部分集合は、
或るパターンに配される、パッケージ。
　適用例３４：適用例３２に記載のパッケージであって、前記関連の識別子部分集合は、
バーコードの形に配される、パッケージ。
　適用例３５：適用例３２に記載のパッケージであって、前記関連の識別子部分集合は、
或る形状を形成する、パッケージ。
　適用例３６：適用例３２に記載のパッケージであって、前記１つ以上の選択されたタグ
識別子は、シリカを含む、パッケージ。
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