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(57)【要約】
装置が、タグの表面上の接触パターンの情報を含む信号
を受信し、識別した接触パターンと信号を受信する前に
記憶された情報とを比較することで、受信した信号に基
づいて接触パターンを識別し、タグ固有の情報が確認さ
れたら、タグ固有の情報で特定される動作を行うものと
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグ上の接触パターンの情報を含む信号を受信することと、
　受信した前記信号に基づいて前記接触パターンを識別することと、
　識別した前記接触パターンと前記信号を受信する前に記憶された情報とを比較すること
で、受信した前記信号におけるタグ固有の情報を確認することと、
　前記タグ固有の情報が確認された場合、前記タグ固有の情報で特定される動作を行うこ
とと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記接触パターンを識別することは、
　１または２以上の接触で形成されたジェスチャを識別すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ジェスチャを識別することは、
　１本指ジェスチャ、２本指ジェスチャ、連続ジェスチャ、不連続ジェスチャ、近接ジェ
スチャ、スイープジェスチャのうちの少なくとも１つまたはタップとして前記ジェスチャ
を識別すること
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ユーザから第１の接触パターンを受け取ることと、
　前記第１の接触パターンからパラメータを識別することと、
　識別した前記パラメータを記憶することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　タグ固有の情報を確認することは、
　識別した前記接触パターンからパラメータを取得することと、
　取得した前記パラメータと記憶した前記パラメータとを比較することと
　を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　パラメータを識別することは、
　前記第１の接触パターンを完了するまでの時間を測定すること、
　各接触の指のサイズを測定すること、
　指の動きの速さを測定すること、
　接触ごとに指の形を判定すること、
　指の間の距離を測定すること、
　前記ユーザと前記タグとの間の距離を測定すること、
　指紋を判定すること
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　動作を行うことは、
　データの要求を受け取ることと、
　前記要求に応じて前記データを送ることと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　動作を行うことは、
　ネットワークにおける遠隔装置から情報をダウンロードすること、
　商取引を完了することと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
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　動作を行うことは、
　ダウンロードした前記情報を表示すること、
　ダウンロードした前記情報を聴覚的に伝えること
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タグへ搬送信号を送信し、前記タグから後方散乱信号を取得すること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タグからの後方散乱信号の強度グラフに基づいて接触を識別すること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　遠隔タグから信号を受信するコンピュータ実行可能命令と、
　受信した前記信号に基づいて前記遠隔タグ上の１または２以上の接触を識別するコンピ
ュータ実行可能命令と、
　識別した前記１または２以上の接触に基づいてジェスチャを識別するコンピュータ実行
可能命令と、
　識別した前記ジェスチャからパラメータを抽出するコンピュータ実行可能命令と、
　抽出した前記パラメータと記憶されたパラメータとを比較するコンピュータ実行可能命
令と、
　抽出した前記パラメータと前記記憶されたパラメータとを比較した結果、一致した場合
、受信した前記信号が提供する情報に基づいて遠隔装置と通信するコンピュータ実行可能
命令と
　を含むコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１３】
　前記遠隔タグは、
　受動的無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグ、
　能動的ＲＦＩＤタグ
　のうちの１つを含む、請求項１２に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１４】
　前記信号は、
　前記遠隔タグに固有の情報、
　前記遠隔タグが接触されたかどうかを示す情報、
　接触パターンを識別する情報
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１５】
　前記１または２以上の接触を識別するコンピュータ実行可能命令は、
　前記タグからの前記信号の強度グラフに基づいて１または２以上の接触を識別するコン
ピュータ実行可能命令
　を含む、請求項１２に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１６】
　前記遠隔タグへ信号を送信し、後方散乱信号を受信するコンピュータ実行可能命令
　をさらに含む、請求項１２に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１７】
　前記遠隔装置と通信するコンピュータ実行可能命令は、
　前記情報で識別される製品の購入に関連した情報を提供するコンピュータ実行可能命令
、
　ネットワークにおける遠隔装置からコンテンツをダウンロードするコンピュータ実行可
能命令
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１２に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１８】
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　前記遠隔装置と通信するコンピュータ実行可能命令は、
　前記情報で参照されるデータの要求を送るコンピュータ実行可能命令と、
　前記要求に応じて前記遠隔装置から送られてくる前記データを受け取るコンピュータ実
行可能命令と
　を含む、請求項１７に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項１９】
　前記信号を受信する前に複数の接触パターンに関連した前記パラメータを記憶するコン
ピュータ実行可能命令
　をさらに含む、請求項１７に記載のコンピュータ読出可能メモリ。
【請求項２０】
　装置であって、
　タグの表面上のジェスチャを、前記タグからの信号に基づいて識別する手段と、
　前記ジェスチャを特徴づけるパラメータが前記装置に記憶されるパラメータに一致する
かどうか判定する手段と、
　前記ジェスチャを特徴づけるパラメータが前記装置に記憶されるパラメータに一致する
場合、前記信号で提供される情報に基づいてネットワークに接続される１または２以上の
遠隔装置で動作を行う手段と
　を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　
【背景技術】
【０００２】
　多くのコンピュータ装置や通信装置が、キーボードやキーパッドを当てにしてユーザイ
ンタフェースの一部を提供する。しかしながら、キーボードやキーパッドの使用は、しば
しば厄介および／または不便なものである。加えて、タッチスクリーンを用いてキーボー
ドやキーパッドをエミュレートする他の装置でも、キーボードやキーパッドを用いた装置
に対して大きな改善を示さないことがある。
【発明の概要】
【０００３】
　一観点によれば、方法が、タグ上の接触パターンの情報を含む信号を受信することと、
受信した信号に基づいて接触パターンを識別することと、識別した接触パターンと信号を
受信する前に記憶された情報とを比較することで、受信した信号におけるタグ固有の情報
を確認することと、タグ固有の情報が確認された場合、タグ固有の情報で特定される動作
を行うこととを含んでもよい。
【０００４】
　加えて、接触パターンを識別することは、１または２以上の接触で形成されたジェスチ
ャを識別することを含んでもよい。
【０００５】
　加えて、ジェスチャを識別することは、１本指ジェスチャ、２本指ジェスチャ、連続ジ
ェスチャ、不連続ジェスチャ、近接ジェスチャ、スイープジェスチャのうちの少なくとも
１つまたはタップとして前記ジェスチャを識別することを含んでもよい。
【０００６】
　加えて、上記方法は、ユーザから第１の接触パターンを受け取ることと、第１の接触パ
ターンからパラメータを識別することと、識別したパラメータを記憶することとをさらに
含んでもよい。
【０００７】
　加えて、タグ固有の情報を確認することは、識別した接触パターンからパラメータを取
得することと、取得したパラメータと記憶したパラメータとを比較することとを含んでも
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よい。
【０００８】
　加えて、パラメータを識別することは、第１の接触パターンを完了するまでの時間を測
定すること、各接触の指のサイズを測定すること、指の動きの速さを測定すること、接触
ごとに指の形を判定すること、指の間の距離を測定すること、ユーザとタグとの間の距離
を測定することと、指紋を判定することのうちの少なくとも１つを含んでもよい。
【０００９】
　加えて、動作を行うことは、データの要求を受け取ることと、要求に応じてデータを送
ることとを含んでもよい。
【００１０】
　加えて、動作を行うことは、ネットワークにおける遠隔装置から情報をダウンロードす
ること、商取引を完了することとのうちの少なくとも１つを含んでもよい。
【００１１】
　加えて、動作を行うことは、ダウンロードした情報を表示すること、ダウンロードした
情報を聴覚的に伝えることのうちの少なくとも１つをさらに含んでもよい。
【００１２】
　加えて、上記方法は、タグへ搬送信号を送信し、タグから後方散乱信号を取得すること
をさらに含んでもよい。
【００１３】
　加えて、上記方法は、タグからの後方散乱信号の強度グラフに基づいて接触を識別する
ことをさらに含んでもよい。
【００１４】
　別の観点によれば、コンピュータ読出可能メモリが、遠隔タグから信号を受信するコン
ピュータ実行可能命令と、受信した信号に基づいて遠隔タグ上の１または２以上の接触を
識別するコンピュータ実行可能命令と、識別した１または２以上の接触に基づいてジェス
チャを識別するコンピュータ実行可能命令と、識別したジェスチャからパラメータを抽出
するコンピュータ実行可能命令と、抽出したパラメータと記憶されたパラメータとを比較
するコンピュータ実行可能命令と、抽出したパラメータと記憶されたパラメータとを比較
した結果、一致した場合、受信した信号が提供する情報に基づいて遠隔装置と通信するコ
ンピュータ実行可能命令とを含んでもよい。
【００１５】
　加えて、遠隔タグは、受動的無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグ、能動的ＲＦＩＤタグ、ポ
リマータグ、反射コードがある表面のうちの１つを含んでもよい。
【００１６】
　加えて、信号は、遠隔タグに固有の情報、遠隔タグが接触されたかどうかを示す情報、
接触パターンを識別する情報のうちの少なくとも１つを含んでもよい。
【００１７】
　加えて、１または２以上の接触を識別するコンピュータ実行可能命令は、タグからの信
号の強度グラフに基づいて１または２以上の接触を識別するコンピュータ実行可能命令を
含んでもよい。
【００１８】
　加えて、上記コンピュータ読出可能メモリは、遠隔タグへ信号を送信して後方散乱信号
を受信するコンピュータ実行可能命令をさらに含んでもよい。
【００１９】
　加えて、遠隔装置と通信するコンピュータ実行可能命令は、情報で識別される製品の購
入に関連した情報を提供するコンピュータ実行可能命令、ネットワークにおける遠隔装置
からコンテンツをダウンロードするコンピュータ実行可能命令のうちの少なくとも１つを
含んでもよい。
【００２０】
　加えて、遠隔装置と通信するコンピュータ実行可能命令は、情報で参照されるデータの
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要求を送るコンピュータ実行可能命令と、要求に応じて遠隔装置から送られてくるデータ
を受け取るコンピュータ実行可能命令とを含んでもよい。
【００２１】
　加えて、上記コンピュータ読出可能メモリは、信号を受信する前に複数の接触パターン
に関連したパラメータを記憶するコンピュータ実行可能命令をさらに含んでもよい。
【００２２】
　さらに別の観点によれば、装置が、タグの表面上のジェスチャを、タグからの信号に基
づいて識別する手段と、ジェスチャを特徴づけるパラメータが装置に記憶されるパラメー
タに一致するかどうか判定する手段と、ジェスチャを特徴づけるパラメータが装置に記憶
されるパラメータに一致する場合、信号で提供される情報に基づいてネットワークに接続
される１または２以上の遠隔装置で動作を行う手段とを備えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　本明細書に組み入れられて、その一部をなす添付図面は、発明を実施するための形態と
ともに、ここで説明する１または２以上の実施形態を示し、実施形態を説明するものであ
る。
【００２４】
【図１】図１は、ここで説明する発想を実施可能なシステムを示す。
【図２】図２は、図１の装置の図の一例である。
【図３】図３は、図２の装置のブロック図の一例である。
【図４】図４は、図２の装置の機能ブロック図の一例である。
【図５】図５は、接触を利用して情報を伝送する処理の一例のフローチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、時間の関数として接触パターンの一例を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、表示部の表面上の接触パターンの一例を示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図６Ａおよび図６Ｂに示すパターンごとに取得可能な様々な種類の
パラメータを含み得るテーブルを示す。
【図７】図７は、接触されたタグからの信号の強度のグラフの一例を示す。
【図８】図８は、ここで説明する発想の代替実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の発明を実施するための形態では、添付図面を参照する。異なる図における同一参
照番号は、同一のエレメントや同様のエレメントを識別することができる。
【００２６】
　「接触（ｔｏｕｃｈ）」という言葉をここで用いた場合は、指、身体の一部、またはポ
インティングデバイス（例えば尖筆やペンなど）で触れることを指すことができる。接触
については、物理的接触がなくとも、身体の一部やデバイスがセンサに近接して、センサ
が接触を検出した場合に起こるものと考えることができる。「タッチスクリーン（ｔｏｕ
ｃｈ　ｓｃｒｅｅｎ）」という言葉をここで用いた場合は、接触に対して高感度である画
面を指すのみでなく、指、身体の一部、またはデバイスが画面に近づくと接触を信号で伝
える画面（例えば静電容量スクリーンや近接場スクリーンなど）を指すことができる。
【００２７】
　「接触パターン」という言葉をここで用いた場合は、ある時間、１または２以上の接触
を追跡することで表面に作られるパターンを指すことができる。
【００２８】
　ここで説明する実施形態では、物体に対する一接触または一組の接触により、物体に関
する情報が装置へ伝送されるものとすることができる。物体に触れた手は、その直後、そ
の物体をつかんだり、別の物体に触れたりするなど、他の動作を自由に行うことができる
。
【００２９】
　例えば、ユーザが音楽を一曲ダウンロードしたいとする。例として、ユーザが、メディ
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アコンテンツを表すタグ（例えば、歌のリストに付いているタグ）にある特定のジェスチ
ャで触れるものとし、そのコンテンツがユーザの装置（例えば携帯電話）へダウンロード
されるものとすることができる。別の例では、ユーザが食料品に触れ、その接触に対する
フィードバックとして、音、振動、またはアイテムの情報をユーザの電話や別の装置（例
えば電話に連結したヘッドセット）で得るものとすることができる。また別の例では、ユ
ーザが家具屋で買い物をしており、ソファーの一部に触れたとすると、そのソファーのサ
イズの情報が提供されるものとすることができる。
【００３０】
　図１は、ここで説明する発想が実施可能なシステムの一例を示している。図示するよう
に、システム１００は、装置１０２と、タグ１０４と、無線アクセスポイント（ＷＡＰ：
ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）１０６と、ネットワーク１０８とを有す
る。他の実施形態では、システム１００がより多くの構成要素を有するものとしてもよい
し、より少ない構成要素を有するものとしてもよいし、あるいは異なる構成要素を有する
ものとすることも可能である。
【００３１】
　装置１０２は、以下の装置のうちいずれかを備えるものとすることができる。ゲームコ
ンソール（例えばニンテンドーデュアルスクリーン（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｄｕａｌ　Ｓｃ
ｒｅｅｎ（ＤＳ））。無線電話や移動電話などの電話。セルラ無線電話にデータ処理能力
、ファクシミリ能力、および／またはデータ通信能力を組合可能なパーソナル通信システ
ム（ＰＣＳ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ）端末。
電子ノートパッド。ラップトップ。パーソナルコンピュータ（ＰＣ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　
ｃｏｍｐｕｔｅｒ）。無線電話を備えることが可能な携帯情報端末（ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）。あるいは無線周波識別（ＲＦＩＤ：ｒ
ａｄｉｏ‐ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）受信部および／または
ＲＦＩＤタグを有する他の種類の計算装置や通信装置。
【００３２】
　タグ１０４は、タグ１０４上の接触に基づいて情報を送信する装置や物体を備えるもの
とすることができる。この情報については、タグ１０４が触れられたかどうかを示したり
、接触パターンとタグ１０４とに関連した識別子／情報を含んだりしたものとすることが
できる。一実施形態において、タグ１０４は、内部電源を有していない受動的物体を備え
たもの（例えばポリマータグ、反射マトリックスコードタグ、マイクロチップタグなど）
とすることができる。かかる実施形態では、タグ１０４は、装置１０２またはリモートソ
ースから信号を後方散乱（例えば反射）することで情報を送るものとすることが可能であ
る。タグ１０４から装置１０２への後方散乱信号の強度およびパターンについては、タグ
１０４上の接触によって起きる干渉パターンに依存することがある。別の実施形態では、
タグ１０４は内部電源を備え、信号を生成するものとすることができる。かかる実施形態
では、タグ１０４は、ある接触パターンを検出し、検出したパターンにしたがってその信
号／情報を符号化／変調するものとすることができる。符号化／変調した信号は、任意の
範囲内の全装置へ送信されるものとすることができる。
【００３３】
　ＷＡＰ１０６は、無線信号および／または有線信号を送受信可能なルータや、ネットワ
ークへのアクセスを提供するその他のデバイスなど、ネットワーク１０８にアクセスする
デバイスを備えたものとすることができる。ＷＡＰ１０６は、何らかの無線通信プロトコ
ルを用いて装置１０２と通信を行うものとすることができる。装置１０２は、ＷＡＰ１０
６を介してネットワーク１０８へ接続するものとすることができる。他の実施形態では、
装置１０２は、有線接続および／または無線接続を介してネットワーク１０８へ接続する
ものとすることができる。
【００３４】
　ネットワーク１０８としては、インターネット、アドホックネットワーク、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ：ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、ワイドエリアネ
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ットワーク（ＷＡＮ：ｗｉｄｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、メトロポリタンエリアネ
ットワーク（ＭＡＮ：ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、セルラ
ネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅ
ｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、イントラネット、その他のネットワークやネットワーク
の組合せが挙げられる。
【００３５】
　図１において、ユーザがタグ１０４から装置１０２へ情報（植物性食品の製品情報）を
伝送したい場合、所定のジェスチャにしたがってタグ１０４に触れるものとすることがで
きる。応じて、タグ１０４は、タグに関する情報と接触パターンとを装置１０２へ搬送す
ることができる。装置１０２はパターンを検出し、パターンを確認し、搬送されてきた情
報を用いてある動作を行う（例えば製品に関する情報をユーザへ中継したり、商取引を行
ったりなどする）ものとすることができる。
【００３６】
　装置の一例
　図２は、装置１０２に相当し得るブロック図の一例である。図示するように、装置１０
２は、カメラ２０２と、スピーカ２０４と、表示部２０６と、制御ボタン２０８と、キー
パッド２１０と、マクロフォン２１２と、筐体２１４とを備えたものすることができる。
カメラ２０２は、ユーザが装置１０２の前の被写体のメディア（例えば画像やビデオクリ
ップ）の観察、キャプチャ、記憶を行うことを可能にするものとすることができる。スピ
ーカ２０４は、装置１０２のユーザに可聴情報を提供するものとすることができる。表示
部２０６は、動画や静止画などの視覚情報をユーザに提供する表示画面や、ユーザからの
入力を受け取るタッチスクリーン（例えば静電容量スクリーン、近接場スクリーン）を含
むものとすることができる。制御ボタン２０８は、ユーザが装置１０２とやり取りして、
電話をかけたり受けたりするなど、１または２以上の動作を装置１０２に行わせることを
可能にするものとすることができる。キーパッド２１０は、標準的な電話のキーパッドを
含むものとすることができる。マイクロフォン２１２は、ユーザから可聴情報を受け取る
ものとすることができる。筐体２１４は、装置１０２の構成要素に対して外装を与え、外
部から構成要素を保護するものとすることができる。
【００３７】
　図３は、図２の装置１０２のブロック図の一例を示している。図示するように、装置１
０２は、記憶部３０２と、処理部３０４と、ネットワークインタフェース３０６と、入出
力デバイス３０８と、表示部３１０と、タグ送受信部３１２と、バス３１４とを備えたも
のとすることができる。他の実施形態では、装置１０２は、ズームレンズ部および／また
はオートフォーカスセンサを備えたものとすることもできる。
【００３８】
　記憶部３０２は、データおよび機械読取可能命令を記憶する読出専用メモリ（ＲＯＭ：
ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）などのスタティックメモリ、および／またはランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）などのダイナ
ミックメモリ、またはオンボードキャッシュを含むものとすることができる。記憶部３０
２は、フロッピーディスク、ＣＤＲＯＭ、ＣＤ読取／書込（Ｒ／Ｗ：ｒｅａｄ／ｗｒｉｔ
ｅ）ディスク、および／またはフラッシュメモリなどの記憶装置を含むものとすることも
、他の種類の記憶装置を含むものとすることも可能である。処理部３０４は、装置１０２
を制御可能な１または２以上のプロセッサ、マイクロプロセッサ、および／または処理論
理回路を備えたものとすることができる。
【００３９】
　ネットワークインタフェース３０６は、装置１０２が他の装置および／または他のシス
テムと通信することを可能とする送受信機のような機構を備えたものとすることができる
。例えば、ネットワークインタフェース３０６は、インターネット、地上無線ネットワー
ク（例えば無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ：ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ
　ｎｅｔｗｏｒｋ））、衛星に基づくネットワークなどのネットワークを介して通信する
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ための機構を備えたものとすることが可能である。追加的または代替的に、ネットワーク
インタフェース３０６は、モデム、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に対するイー
サネットインタフェース、および／または装置１０２を他の装置へ接続するインタフェー
ス／接続（例えばブルートゥースインタフェース）を備えたものとすることもできる。さ
らに、ネットワークインタフェース３０６は、全地球測位システム（ＧＰＳ：Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信部などの受信部を備えたものとするこ
ともできる。入出力デバイス３０８は、キーボード、キーパッド（例えば図２のキーパッ
ド２１０）、ボタン（例えば制御ボタン２０８）、マウス、スピーカ（例えばスピーカ２
０４）、マイクロフォン（例えばマイクロフォン２１２）、デジタルビデオディスク（Ｄ
ＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ）ライタ、ＤＶＤリーダ、ユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ライン、および／ま
たは物理的事象や現象から装置１０２に関するデジタル信号への変換および／または装置
１０２に関するデジタル信号から物理的事象や現象への変換を行う他の種類の装置を含む
ものとすることができる。
【００４０】
　表示部３１０は、画面（例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔ
ａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、陰極線管（ＣＲＴ：ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ）ディ
スプレイ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ：ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ‐ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ、表面伝導電子放出ディスプレイ（ＳＥＤ：ｓｕｒｆａ
ｃｅ‐ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏ‐ｅｍｉｔｔｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙ）、プ
ラズマディスプレイ、電解放出ディスプレイ（ＦＥＤ：ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　
ｄｉｓｐｌａｙ）、双安定ディスプレイなど）およびタッチスクリーン上、またはユーザ
入力インタフェースとして機能し得るパネル可能ディスプレイ上に画像として、装置１０
２が生成した信号を表示可能なデバイスを備えたものとすることができる。例えば、ディ
スプレイ３１０としては、圧力センシティブ（例えば抵抗）ディスプレイオーバレイ、近
接場センシティブ（例えば静電容量）ディスプレイオーバレイ、音響センシティブ（例え
ば表面音響波）ディスプレイオーバレイ、フォトセンシティブ（例えば赤外線）ディスプ
レイオーバレイ、および／またはディスプレイ３１０を入力装置として用いることを可能
とする他の種類のディスプレイオーバレイを含むものとすることができる。
【００４１】
　タグ送受信部３１２は、タグ１０４などのタグからデータ／信号を読み取るまたは受信
するデバイスを備えたものとすることができる。ある実施形態では、タグ送受信部３１２
は、タグ１０４へ信号を送信する送信部も備えたものとすることも可能である。これにつ
いては、タブ１０４がタグ送受信部３１２からの信号を受動的に後方散乱するという状況
に用いる場合のあるものである。
【００４２】
　バス３１４は、装置１０２の構成要素が互いに通信可能なインタフェースを提供するも
のとすることができる。
【００４３】
　図４は、装置１０２が備えることが可能な構成要素の一例の機能ブロック図の一例であ
る。図示するように、装置１０２は、データベース４０２と、ジェスチャエンジン４０４
とを備えたものとすることができる。他の実施形態では、装置１０２は、図４に示したも
のよりも少ない構成要素を備えることも、追加構成要素を備えることも、異なる種類の構
成要素を備えることも可能である（例えばウェブブラウザ）。
【００４４】
　データベース４０２は、記憶部３０２（図３）に含まれ、ジェスチャエンジン４０４の
ための情報保存庫としてはたらくものとすることができる。例えば、ジェスチャエンジン
４０４は、データベース４０２において、画像を取り出すおよび／または記憶するものと
することができる。ジェスチャエンジンは、タグ送受信部３１２において受信された信号
を処理するハードウェアおよび／またはソフトウェアを含むものとすることができる。よ
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り具体的には、ジェスチャエンジン４０４は、タグ１０４から受信された信号を用いて、
タグ１０４上の接触と、その接触に関するパターンとを検出し、タグ１０４に関する特定
の情報を得るものとすることができる。タグ１０４に関する接触検出、パターン、特定の
情報を用いて、情報を確認し、ある動作を行う（例えばネットワーク装置からタグ１０４
に関するコンテンツをダウンロードする）ものとすることが可能である。確認ができたら
、その動作を行うものとすることができる。
【００４５】
　例えば、タグ送受信部３１２において受信された信号に応じて、ジェスチャエンジン４
０４は、処理部３０４に、遠隔装置（例えばサーバ）から情報（例えば動画、静止画、音
楽、リンク、テキスト、文書など）を受け取らせる、および／または遠隔装置（例えばサ
ーバ）へ情報（例えば動画、静止画、音楽、リンク、テキスト、文書など）を送信させる
ことができる。別の例では、ジェスチャエンジン４０４は、例えばユーザの電子財布／ア
カウントからの引き落としにより、遠隔装置からの情報の受取に関する取引（例えば購入
）を完了させることができる。
【００４６】
　接触を用いて情報を伝送する処理の一例
　図５は、接触を用いて装置１０２へ情報を伝送する処理５００の一例を示している。処
理５００はブロック５０２から開始するものとし、ここでは、装置１０２において接触パ
ターンの決定および／または記憶を行うものとすることができる。接触パターンは、タッ
チスクリーンや装置１０２における接触に対して高感度な表面によって入力できる。別の
実施形態では、接触パターンは、反射タグ、能動的ＲＦＩＤタグなどによって、遠隔入力
できる。
【００４７】
　図６Ａおよび図６Ｂは、決定可能な異なる種類のパターンを示している。ある実施形態
では、様々なパターン認識システム（例えば人工神経ネットワークに基づくシステム、統
計モデルに基づくシステム（例えば隠れマルコフモデル）、特徴認識システムなど）に基
づいてパターンを決定可能である。図６Ａは、パターンを時間の関数として示している。
図示するように、パターン６０２は多くのタップを含み得るものである。各タップは、入
力スクリーン上の１または２以上の位置に到達し得るものであり、次のタップからある時
間離れたものとなり得る。
【００４８】
　図６Ｂは、表面（例えば表示部の表面）上の接触パターンを示している。図示するよう
に、表面接触パターンとしては、１本指ジェスチャ、２本指ジェスチャ、連続ジェスチャ
、不連続ジェスチャ、スイープジェスチャが挙げられる。その言葉通り、１本指ジェスチ
ャおよび２本指ジェスチャは、それぞれ１本の指および２本の指で形成することができる
。連続ジェスチャは、入力表面に対して途切れることなく移動する接触で形成することが
可能であり、不連続ジェスチャは、複数の接触によって、その間を表面より途切れさせる
ことで形成することが可能である。スイープジェスチャは、タグ１０４について、ある位
置（例えばタグ１０４の上、下、左、右）から別の位置（例えばタグ１０４の下、上、右
、左）へ身体の一部やポインティングデバイスを移動させることで形成することができる
。スイープジェスチャは、タグ１０４に接触してもしなくても行うことが可能である。
【００４９】
　図６Ｂでは、鍵として用いるとすると、最左端のジェスチャ（すなわち１本指ジェスチ
ャ）が図示したものの中では最低レベルの安全性を提供し、最右端のジェスチャが最高レ
ベルの安全性を提供する。異なる実施形態では、接触パターンは、追加の指（例えば３本
指接触）、人体における異なる部分（例えば手のひら）、様々なポインティングデバイス
による接触、近接ジェスチャ（例えば身体の一部やポインティングデバイスでタグに触れ
ずに行うジェスチャ）に関するパターンを含むものとすることができる。
【００５０】
　装置１０２においてパターンからのパラメータの取得および／または記憶を行うことが
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できる（ブロック５０４）。図６Ｃはテーブル６０４を示しており、図６Ａおよび図６Ｂ
に示したパターンごとに取得可能な種々のパラメータ（すなわちテーブル６０４の最左端
の列の項目）が含まれている。図示するように、パラメータとしては、指のサイズ（すな
わち入力表面上の接触領域のサイズ）、指の形（すなわち接触領域の形）、指の速さ、静
電容量（すなわち身体の一部が入力表面に近づいた場合の入力表面における静電容量の変
化）、時間（（すなわちパターン完了にかかった時間の量）、指の間の距離、パターン連
続性（すなわちパターンを形成する接触が途切れた回数）、タグに対するポインティング
デバイスが挙げられる。静電容量は、入力表示部として用いられた接触スクリーンに依存
するものとし、指の間の距離はジェスチャに依存するものとすることができる。加えて、
図６Ｃは、パターン（すなわちテーブル６０４の最上行の項目）ごとに、あるパラメータ
を抽出し、グラフィカルオブジェクトで表される情報を暗号化または複合する暗号／復号
鍵の一部として使用可能かどうかを示している。例えば、図６Ｃでは、指の大きさを用い
て、暗号鍵を形成するのに利用可能な文字列を導出することが可能であることをチェック
マークが示しているとすることができる。異なる実施形態では、指紋や、指または手の３
次元表現など、他のパラメータを接触パターンから得ることも可能である。
【００５１】
　タグ１０４上の接触および接触パターンを検出可能である（ブロック５０６）。実施形
態に応じて、タグ１０４上の接触および接触パターンは、装置１０２において検出するも
のとすることもできれば、タグ１０４において検出するものとすることもできる。
【００５２】
　タグ１０４を能動的デバイスとして実施する場合、タグ１０４は、その表面上の接触お
よび接触パターンを認識および決定するものとすることができる。ある実施形態では、接
触パターンに関するパラメータを抽出し、近くの全装置へ無線送信することができる。タ
グ１０４を受動的物体として実施する場合、タグ１０４上の接触にしたがって、装置１０
２から送信された信号がタグ１０４によって後方散乱し、後方散乱した信号を用いて接触
を推察し、接触パターンを再構成することができる。
【００５３】
　図７は、タグ１０４が受動的タグとして実施されていると仮定し、タグ１０４に接触が
あった際のタグ１０４からの信号の強度のグラフの一例を示している。タグ送受信部３１
２をもったユーザがタグ１０４に近づくにつれて、信号強度は増大し得る（例えば図７の
領域Ｔ１）。ユーザの手や身体の先端がタグ１０４に触れ、タグ１０４の一部を覆うと、
タグ１０４の閉塞のため信号強度は急激に低下し得る（例えば領域Ｔ２）。ユーザの手が
タグ１０４から離れると、信号は以前の強度レベルを取り戻し得る。ユーザとタグ送受信
部３１２がタグ１０４から離れると、信号強度は徐々に低減し得る。
【００５４】
　異なる実施形態では、図７に示すような強度グラフは必ずしも接触によって生成される
ものではない場合もある。例えば、タグ１０４の色々な部分で到来信号を後方散乱させた
り、受動的タグの他の部分と異なって信号を送信させたりすることで、タグ１０４の表面
上の接触が、装置１０２における接触パターンの再構成に利用可能な信号を伝えるものと
することも可能である。
【００５５】
　図５に戻るが、ブロック５０８では、検出したパターンを用いて、タグ１０４に固有の
情報を確認できる。上述のように、タグ１０４からの信号は、接触パターンに加えて、タ
グ１０４に固有の情報をもっているものとすることができる。検出したパターンとブロッ
ク５０２で記憶したパターンうちの１つとを整合することで、ユーザが接触パターンを生
成させたと装置１０２が確認できた場合に、情報は装置１０２によって確認されるものと
することができる。ある実施形態では、パターンの整合は、ブロック５０４で記憶したパ
ラメータと検出したパターンのパラメータとの比較を伴うこともある。例えば、タグ１０
４が接触に基づいてパターン検出を行い、検出したパターンからパラメータを抽出し、装
置１０２へパラメータを送ると仮定する。このような場合、装置１０２は、受け取ったパ
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ラメータとブロック５０４で記憶したパラメータとを比較するものとすることができる。
【００５６】
　情報が確認されると、情報によって特定された、あるいは情報に関連したある動作を行
うことができる（ブロック５１０）。この動作は、装置１０２とネットワーク１０８にお
ける装置との間の情報交換やネットワーク１０８における他の装置を介した商取引などの
一連の通信事象を含むものとすることができる。例えば、タグ１０４からの情報がユニバ
ーサルリソースロケータ（ＵＲＬ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔ
ｏｒ）を特定するものである場合、装置１０２でＵＲＬにアクセスし、ＵＲＬにより特定
されたサイトにおいてウェブ取引を行うことができる。別の例では、その情報は、ネット
ワークアドレス、ポート番号、認証情報、無線通信を介して装置１０２が遠隔データベー
スにアクセス可能な鍵を提供するものとすることも可能である。データベースは、鍵に基
づいて、製品情報を装置１０２に提供するものとすることができる。さらに他の実施形態
では、かかる情報を接触パターンと一緒に装置１０２へ送ることも可能である。
【００５７】
　実施形態に応じて、動作には、タグ１０４からの情報の受信に用いるチャネルまたはリ
ンクとは異なる通信チャネルまたはリンクを含むこともできる。例えば、装置１０２は、
ＷＬＡＮを介してネットワーク１０８における装置と通信することも可能であり、またブ
ルートゥースリンクや赤外線リンクを介してタグ１０４と通信することも可能である。
【００５８】
　ブロック５１２では、簿記動作を行うことができる。例えば、タグ１０４に固有の情報
がブロック５０８で確認されなかった場合、情報および／または接触パターンを装置１０
２より検出するものとすることができる。別の例では、動作が金銭取引を含む場合、適切
なアカウントに課金したり信用貸しをしたりすることができる。値引きクーポンの形で信
用貸しが提供される場合、クーポンはコンテンツの購入の際に使用できる。
【００５９】
　上記において、装置１０２と同様の装置をもった別の人が装置１０２のユーザに接近す
るものとする。このような場合には、タグ１０４からの信号の範囲が限られている（例え
ば１．５メートル）ため、問題はあまり起こり得ない。この限られた範囲によって、当該
範囲に入らない限り他のユーザは接触パターンを受信できないとすることが可能である。
さらに、タグ１０４における接触パターンはある特定の装置に固有とすることができるた
め、他のユーザがもっている装置は接触パターンに基づいてタグ固有の情報を確認できな
いとすることも可能である。
【００６０】
　例
　以下の例は、図８に示すような接触を用いた装置１０２へ情報の伝送に関する処理を説
明したものである。この例は、図５を参照して上述した処理の一例と一致する。
【００６１】
　図８では、エマが装置１０２に円接触を記憶させてあり、記憶してある円パターンに基
づいて、装置１０２が受け取ったいかなる円接触パターンでも確認できると仮定する。エ
マが食料品店で買い物をしており、装置１０２をもっているとしよう。Ｎａｔｕｒａｌ　
Ｈｏｎｅｙ８０２の近くにいるとき、エマがジェスチャをして、棚８０８の製品説明プレ
ート８０６に付されたＲＦＩＤタグ８０４の表面上に円パターンを描く。
【００６２】
　ＲＦＩＤタグ８０４は、装置１０２から送信された搬送信号を後方散乱する。装置１０
２は後方散乱した信号を受信し、信号を処理し、円接触パターンを検出する。装置１０２
は、検出した円パターンと記憶する円パターンとを（パターンに関するパラメータを比較
することで）比較し、後方散乱した信号によって提供されたタグ固有の情報を確認する。
上述のように、代替実施形態では、ＲＦＩＤタグ８０４を能動的デバイスとして、接触に
関する情報を装置１０２へ伝える信号を送信させることも可能である。
【００６３】
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　タグ固有の情報は、製品識別子、製品情報が得られるサーバのネットワークアドレス、
認証情報、サーバアプリケーションのポート番号を提供する。装置１０２は、ＷＡＰ（図
示せず）を介してネットワークに自動的に接続し、認証情報、ネットワークアドレス、ポ
ート番号、認証情報を用いて、サーバアプリケーションとやり取りを行う。装置１０２は
Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｏｎｅｙに関する情報をサーバアプリケーションからダウンロードす
る。
【００６４】
　装置１０２の表示部に情報が示される。エマは、イヤフォン８１２や無線ヘッドセット
（図示せず）で情報を聴くこともできる。情報が入手可能な際には装置１０２内のバイブ
レータが振動するものとすることもできる。この例では、イヤフォン８１２でＮａｔｕｒ
ａｌ　Ｈｏｎｅｙに関する栄養情報を聴くことが可能で、「Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｏｎｅｙ
は、微量のナッツを含んでおります」と指摘するかもしれない。エマはナッツアレルギー
であり、そのためＮａｔｕｒａｌ　Ｈｏｎｅｙを購入しないことにするかもしれない。
【００６５】
　以上の例は、どのようにして接触を用いて装置１０２へ情報を伝送するかを説明するも
のである。しかしながら、例で説明した発想は、違う状況において実施および応用可能で
ある。例えば、ある実施形態では、上述の機構を用いて、音楽やビデオクリップなどのメ
ディアコンテンツを伝送することもできる。この例では、ユーザがある特定のパターンで
メディアを表したタグに触れ、ユーザの装置へコンテンツが伝送されるものとすることが
できる。別の例では、ユーザが製品に触れ、その接触に対して、音や振動、あるいは製品
の情報というフィードバックを装置１０２からユーザが得る（例えば装置１０２に連結し
たヘッドセットで）ものとすることもできる。
【００６６】
　結論
　前述の実施形態の説明は、説明を与えるものではあるが、網羅的なものとした意図はな
く、あるいは開示した形態そのものに実施形態を限定する意図もない。上記の技術につい
ては、開示の実施から変更や変形が得られることもある。
【００６７】
　例えば、図５に示した処理の一例に関して一連のブロックを説明したが、他の実施形態
ではブロックの順番を変更することもできる。加えて、非従属のブロックが、他のブロッ
クと並行して実行可能な動作を表すこともある。
【００６８】
　ここで説明した態様が、図示した実施形態において、多種多様なソフトウェア、ファー
ムウェア、ハードウェアで実施可能なことは明らかであろう。態様を実施するために用い
る実際のソフトウェアコードや特定制御ハードウェアは、発明を限定するものではない。
したがって、ソフトウェアおよび制御ハードウェアはここでの説明に基づく態様を実施す
るために設計可能であるという理解のもと、態様の動作および挙動については、特定のソ
フトウェアコードを参照することなく説明した。
【００６９】
　「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」を本明細書で用いた場合、言明した特
徴、整数、ステップ、または構成要素の存在を特定するものであるが、１または２以上の
他の特徴、整数、ステップ、構成要素、またはその組合せの存在または追加を排除するも
のではないと解されることを強調したい。
【００７０】
　さらに、実施形態のある部分は、１または２以上の機能を行う「論理回路（ｌｏｇｉｃ
）」として説明した。この論理回路としては、プロセッサ、特定用途向け集積回路、電界
プログラム可能ゲートアレイなどのハードウェア、ソフトウェア、ハードウェアとソフト
ウェアの組合せが挙げられる。
【００７１】
　特徴の特定の組合せについて、特許請求の範囲における記載および／または明細書にお
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ける開示を行うが、かかる組合せで発明を限定する意図はない。実際、かかる特徴の多く
は、具体的に請求項の記載および／または明細書の開示にはないやり方で組み合わせるこ
とも可能である。
【００７２】
　本出願で用いたいかなるエレメント、動作、命令も、明示していない限りは、ここで説
明した実施形態に対して決定的または本質的であると考えるべきではない。また、「ａ」
という冠詞は、１または２以上のアイテムを含むという意図がある。１つのアイテムを意
図する場合は、「ｏｎｅ」という言葉や同様の言語を用いる。さらに、「ｂａｓｅｄ　ｏ
ｎ（に基づく）」という表現は「ｂａｓｅｄ，ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｉｎ　ｐａｒｔ，　ｏ
ｎ（少なくとも部分的に基づく）」を意図しており、そうではない場合は明示してある。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図６Ｃ】 【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月5日(2010.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグへ搬送信号を送信し、前記タグから後方散乱信号を取得することと、
　前記タグ上の接触パターンの情報を含む前記後方散乱信号を受信することと、
　受信した前記後方散乱信号に基づいて前記接触パターンを識別することと、
　識別した前記接触パターンと前記後方散乱信号を受信する前に記憶された情報とを比較
することで、受信した前記後方散乱信号におけるタグ固有の情報を確認することと、
　前記タグ固有の情報が確認された場合、前記タグ固有の情報で特定される動作を行うこ
とと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記接触パターンを識別することは、
　１または２以上の接触で形成されたジェスチャを識別すること
　を含み、ジェスチャを識別することは、
　１本指ジェスチャ、２本指ジェスチャ、連続ジェスチャ、不連続ジェスチャ、近接ジェ
スチャ、スイープジェスチャのうちの少なくとも１つとして前記ジェスチャを識別するこ
と
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ユーザから第１の接触パターンを受け取ることと、
　前記第１の接触パターンからパラメータを識別することと、
　識別した前記パラメータを記憶することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　パラメータを識別することは、
　前記第１の接触パターンを完了するまでの時間を測定すること、
　各接触の指のサイズを測定すること、
　指の動きの速さを測定すること、
　接触ごとに指の形を判定すること、
　指の間の距離を測定すること、
　前記ユーザと前記タグとの間の距離を測定すること、
　指紋を判定すること
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　動作を行うことは、
　ネットワークにおける遠隔装置から情報をダウンロードすること、
　商取引を完了することと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　遠隔タグへ信号を送信し、前記遠隔タグから後方散乱信号を送信させる手段と、
　前記遠隔タグから前記後方散乱信号を受信する手段と、
　受信した前記後方散乱信号に基づいて前記遠隔タグ上の１または２以上の接触を識別す
る手段と、
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　識別した前記１または２以上の接触に基づいてジェスチャを識別する手段と、
　識別した前記ジェスチャからパラメータを抽出する手段と、
　抽出した前記パラメータと記憶されたパラメータとを比較する手段と、
　抽出した前記パラメータと前記記憶されたパラメータとを比較した結果、一致した場合
、受信した前記後方散乱信号が提供する情報に基づいて遠隔装置と通信する手段と
　を備える装置。
【請求項７】
　前記信号は、
　前記遠隔タグに固有の情報、
　前記遠隔タグが接触されたかどうかを示す情報、
　接触パターンを識別する情報
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記１または２以上の接触を識別する手段は、
　前記タグからの前記後方散乱信号の強度グラフに基づいて１または２以上の接触を識別
する手段
　を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記遠隔装置と通信する手段は、
　前記情報で識別される製品の購入に関連した情報を提供する手段、
　ネットワークにおける遠隔装置からコンテンツをダウンロードする手段
　のうちの少なくとも１つを備える、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記遠隔装置と通信する手段は、
　前記情報で参照されるデータの要求を送る手段と、
　前記要求に応じて前記遠隔装置から送られてくる前記データを受け取る手段と
　を備える、請求項９に記載の装置。
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