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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】物理的な体験をデジタル体験で補完することに
よって、物理的な物品のユーザの全体的な体験を向上す
るための、システム、装置および方法を提供する。
【解決手段】環境１００においてユーザ１１０は、物品
１２４の物品識別子を取得するために、電子デバイス１
０２を使用して、物品に関連付けられるスマートタグ１
２０をスキャンする。電子デバイスは、物品識別子をサ
ーバに送信する。サーバは、物品に関連するデジタルコ
ンテンツを選択して、選択されたデジタルコンテンツを
、表示するためにユーザの電子デバイスに送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供する方法であって、
　前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けら
れ、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたと
き前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、
　前記方法は、
　　サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前
記電子デバイスから受信するステップであって、前記要求が、前記電子デバイスの前記ユ
ーザのユーザ識別子、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置
したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子、および位
置情報を含む、ステップと、
　前記サーバによって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステ
ップであって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するために、前記
ユーザ識別子および前記物品識別子のうちの少なくとも１つが使用される、ステップと、
　　前記物品が前記ユーザに登録されている場合、登録ユーザのために指定されたデジタ
ルコンテンツを前記電子デバイスに提供するステップと、
　　前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、未登録ユーザのために指定されたデ
ジタルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供するステップと
を備え、
　前記方法は、前記物品が前記ユーザに登録されている場合、前記物品の使用に関するコ
ンテストに参加するオプションを前記ユーザに提供するステップをさらに備え、
　前記コンテストが、指定された時間枠内に、前記位置情報および対応する時間を含める
ために物品プロファイルまたはユーザアカウントのうちの１つを更新することによって、
１つまたは複数の位置で前記物品をチェックインすることを含み、
　前記物品が前記指定された時間枠内に前記１つまたは複数の位置でチェックインされた
場合、便益のロックが解除され、
　前記便益は、販売促進用価格、前記位置での優先アクセス、および前記位置での優先サ
ービスのうちの少なくとも１つである、前記方法。
【請求項２】
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマー
トタグに近接して配置する時に前記電子デバイス上で起動されたアプリケーションによっ
て作成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
複数のアプリケーションが前記電子デバイスにインストールされ、前記スマートタグによ
って前記電子デバイスに提供される前記物品識別子が、前記電子デバイスに前記アプリケ
ーションのうちの適切なアプリケーションを起動させる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記物品がスポーツ用器材またはスポーツ衣料品の場合、前記物品識別子が前記電子デバ
イスにスポーツトレーニングアプリケーションを起動させる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
　　複数の物品についての登録データを有するデータベースにアクセスするステップと、
　　前記データベースで、前記物品の前記物品識別子に関連付けられる登録データを検索
するステップと、
　　前記物品識別子に関連付けられる前記登録データが前記ユーザの前記ユーザ識別子を
含むまたはそれを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステ
ップと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
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前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
　　複数のユーザについてのアカウントデータを有するデータベースにアクセスするステ
ップと、
　　前記データベースに、前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウン
トデータを検索するステップと、
　　前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデータが前記物品の前記物品識別
子を含むまたはそれを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定する
ステップと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、前記物品を前記ユーザのユーザアカウン
トに登録するオプションを前記ユーザに提供するステップと、
前記物品を登録する前記ユーザからの表示に応答して、前記物品識別子または前記物品識
別子への参照を前記ユーザの前記ユーザアカウントに含めるステップと
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
登録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツが、前記物品の製造を説明するビデオ
、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、前記物品に関する指導ビデオ、前記物品の仕様
の詳細、前記物品に関するニュース、他の物品の１つまたは複数の割引、ウェブサイトの
制限された部分へのアクセス、前記物品を使用する有名スポーツ選手についての情報、有
名なスポーツ選手の前記物品の使用についての情報、プロの試合における前記物品の使用
についての情報、およびマーケティング情報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】
未登録のユーザのために指定された前記デジタルコンテンツが、マーケティングウェブサ
イトへのリンク、広告ビデオ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、および前記物品の
仕様の詳細、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１０】
　前記位置情報が、地理的位置、イベント、および会場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１１】
物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供するシステムであって、
　前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けら
れ、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたと
き前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、
　前記システムが、
　　プロセッサと、
　　命令を含むメモリデバイスと
を備え、
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、
　　前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電子デバ
イスから受信させ、ここで前記要求が、前記電子デバイスの前記ユーザのユーザ識別子、
前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置したとき前記スマート
タグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子、および位置情報を含み、
　前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定させ、ここで前記物品が前記ユ
ーザに登録されているかどうかを決定するために、前記ユーザ識別子および前記物品識別
子のうちの少なくとも１つが使用され、
　　前記物品が前記ユーザに登録されている場合、登録ユーザのために指定されたデジタ
ルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供させ、
　　前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、未登録ユーザのために指定されたデ
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ジタルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供させ、
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　　前記物品が前記ユーザに登録されている場合、前記物品の使用に関するコンテストに
参加するオプションを前記ユーザに提供させ、
　前記コンテストが、指定された時間枠内に、前記位置情報および対応する時間を含める
ために物品プロファイルまたはユーザアカウントのうちの１つを更新することによって、
１つまたは複数の位置で前記物品をチェックインすることを含み、
　前記物品が前記指定された時間枠内に前記１つまたは複数の位置でチェックインされた
場合、便益のロックが解除され、
　前記便益は、販売促進用価格、前記位置での優先アクセス、および前記位置での優先サ
ービスのうちの少なくとも１つである、前記システム。
【請求項１２】
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマー
トタグに近接して配置する時に前記電子デバイス上で起動されたアプリケーションによっ
て作成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
複数のアプリケーションが前記電子デバイスにインストールされ、前記スマートタグによ
って前記電子デバイスに提供される前記物品識別子が、前記電子デバイスに前記アプリケ
ーションのうちの適切なアプリケーションを起動させる、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記物品がスポーツ用器材またはスポーツ衣料品の場合、前記物品識別子が前記電子デバ
イスにスポーツトレーニングアプリケーションを起動させる、請求項１３に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、
　　複数の物品についての登録データを有するデータベースにアクセスするステップと、
　　前記データベースで、前記物品の前記物品識別子に関連付けられる登録データを検索
するステップと、
　　前記物品識別子に関連付けられる前記登録データが前記ユーザの前記ユーザ識別子を
含むまたはそれを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステ
ップと
によって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかをさらに決定させる、請求項
１１に記載のシステム。
【請求項１６】
前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、
　　複数のユーザについてのアカウントデータを有するデータベースにアクセスするステ
ップと、
　　前記データベースに、前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるアカウントデ
ータを検索するステップと、
　　前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデータが前記物品の前記物品識別
子を含むまたはそれを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定する
ステップと
によって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかをさらに決定させる、請求項
１１に記載のシステム。
【請求項１７】
前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　　前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、前記物品を前記ユーザのユーザアカ
ウントに登録するオプションを前記ユーザに提供させ、
　　前記物品を登録する前記ユーザからの表示に応答して、前記物品識別子、または前記
物品識別子への参照を前記ユーザの前記ユーザアカウントに含めさせる、請求項１１に記
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載のシステム。
【請求項１８】
　登録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツが、前記物品の製造を説明するビデ
オ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、前記物品に関する指導ビデオ、前記物品の仕
様の詳細、前記物品に関するニュース、他の物品の１つまたは複数の割引、ウェブサイト
の制限された部分へのアクセス、前記物品を使用する有名スポーツ選手についての情報、
有名なスポーツ選手の前記物品の使用についての情報、プロの試合における前記物品の使
用についての情報、およびマーケティング情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１
７に記載のシステム。
【請求項１９】
未登録のユーザのために指定された前記デジタルコンテンツが、マーケティングウェブサ
イトへのリンク、広告ビデオ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、および前記物品の
仕様の詳細、のうちの少なくとも１つを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
前記位置情報が、地理的位置、イベント、および会場のうちの少なくとも１つを含む、請
求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明の実施形態は、物理的な体験をデジタル体験で補完することによって、物理的な
物品のユーザの全体的な体験を向上することに関し、より詳細には、ユーザが物理的な物
品に関連付けられるスマートタグをスキャンして、関連するデジタルコンテンツを取得で
きるようにすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来、物理的な物品を製造する企業は、優れた製品を作り、それらの製品を競争力のあ
る価格で提供することによって差別化してきた。今日でもそれは変わらない。しかし、モ
バイルコンピューティングデバイスがますます遍在することにより、高品質なデジタル体
験への消費者の需要が駆り立てられ、物理的な体験とデジタル体験との境界があやふやに
なりつつある。したがって、コスト効率よく高品質の製品を作ることに加えて、今日の企
業は、差別化を図り、潜在的な消費者の関心を引くために、物理的な製品を中心に意味の
あるデジタル体験を構築しなければならない。
【０００３】
  今日では、事実上あらゆる製品に、多かれ少なかれ処理機能および通信機能を有する電
子回路が装備されているが、物理的、法的、経済的な境界条件があり、それらは順守され
なければならない。たとえば、小型で軽量な製品は、大型で重い電子回路を装備すること
ができない。一方、たとえばある製品を監視および制御するために、その製品を無線ネッ
トワークに参加させるためには、最小限の処理、送信、およびバッテリ電力がなければな
らない。他の態様では、製品によって順守されなければならない、利用可能な周波数スペ
クトルおよび送信電力に関する規制が重要である。したがって、製品は任意に無線モジュ
ールを装備することができない。最後に、複雑なエレクトロニクスによって、製品がより
高価になってしまう。このように、追加された「知能」と、潜在的な消費者が喜んで支払
う価格との間にはトレードオフが存在する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】IEEE 802.11x
【非特許文献２】IEEE 802.15.4
【非特許文献３】ISO/IEC 18092
【非特許文献４】ISO/IEC 14443
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【非特許文献５】ISO/IEC 21481
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
  物理的な体験をデジタル体験で補完することによって、物理的な物品のユーザの全体的
な体験を向上するための、システム、装置、および方法を提供する。ある実施形態によれ
ば、ユーザは、物品の物品識別子を取得するために、電子デバイスを使用して、物品に関
連付けられるスマートタグをスキャンする。電子デバイスは、物品識別子をサーバに送信
し、サーバが物品に関連するデジタルコンテンツを選択して、選択されたデジタルコンテ
ンツを表示するためにユーザの電子デバイスに送信する。
【０００６】
  ある実施形態によれば、物品に関連するデジタルコンテンツを電子デバイスに送信する
ための方法であって、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに
関連付けられ、スマートタグが、電子デバイスがスマートタグに近接して配置されたとき
物品識別子を電子デバイスに送信するように構成される方法が提供される。本方法は、サ
ーバで、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を電子デバイスから受信する
ステップであって、要求が、電子デバイスをスマートタグに近接して配置したときスマー
トタグから電子デバイスに送信された物品識別子を含む、ステップと、サーバによって、
物品識別子に関連付けられ、物品に関連するデジタルコンテンツを識別するために、デジ
タルコンテンツを有するデータベースを検索するステップと、サーバによって、電子デバ
イスに送信するべき識別されたデジタルコンテンツのサブセットを選択するステップと、
識別されたデジタルコンテンツのサブセットをサーバから電子デバイスに送信するステッ
プとを含む。
【０００７】
  他の実施形態によれば、販売のために提供されている物品についての仮想値札をユーザ
に送信するための方法であって、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたスマ
ートタグに関連付けられ、スマートタグが、電子デバイスがスマートタグに近接して配置
されたとき物品識別子をユーザの電子デバイスに送信するように構成される方法が提供さ
れる。本方法は、サーバで、物品についての仮想値札を提供する要求をユーザの電子デバ
イスから受信するステップであって、要求が、ユーザが電子デバイスをスマートタグに近
接して配置したときスマートタグから電子デバイスに送信された物品識別子を含む、ステ
ップと、物品がユーザによって購入された場合に、サーバによって、物品の価格を識別す
るためにデータベースを検索するステップと、サーバからユーザの電子デバイスに物品の
価格を送信するステップであって、モバイルデバイスが価格をユーザに表示する、ステッ
プとを含む。
【０００８】
  他の実施形態によれば、物品をユーザのユーザアカウントに登録するための方法であっ
て、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられる方
法が提供される。本方法は、サーバで、物品についての購入表示メッセージをデバイスか
ら受信するステップであって、購入表示メッセージが、物品が購入されており、もはや販
売のために提供されていないことを表示し、物品を識別する物品識別子を含む、ステップ
と、サーバによって、物品データのデータベース内で、物品識別子に関連付けられ、物品
に関連する物品データのサブセットを突き止める（locate）ステップと、サーバによって
、物品データのサブセット内に登録フラグを設定するステップであって、サーバによって
処理されたとき、登録フラグが、物品をユーザアカウントに登録するようにサーバにユー
ザを促させる、ステップと、サーバで、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要
求をユーザの電子デバイスから受信するステップであって、要求が、ユーザが電子デバイ
スをスマートタグに近接して配置したときスマートタグからユーザの電子デバイスに送信
された物品識別子を含む、ステップと、サーバによって、物品に関連する物品データのサ
ブセットを物品データのデータベース内で突き止めるステップと、登録フラグを処理する
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ステップに応答して、ユーザが物品をユーザアカウントに登録するようサーバによって促
すステップとを含む。
【０００９】
  他の実施形態によれば、物品に関連するデジタルコンテンツを電子デバイスに送信する
ための方法であって、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに
関連付けられ、スマートタグが、電子デバイスがスマートタグに近接して配置されたとき
物品識別子を電子デバイスに送信するように構成される方法が提供される。本方法は、サ
ーバで、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を電子デバイスから受信する
ステップであって、要求が、電子デバイスのユーザのユーザ識別子、および電子デバイス
を前記スマートタグに近接して配置したときスマートタグから電子デバイスに送信された
物品識別子を含む、ステップと、サーバによって、物品がユーザに登録されているかどう
かを決定するステップであって、物品がユーザに登録されているかどうかを決定するため
に、ユーザ識別子および物品識別子のうちの少なくとも１つが使用される、ステップと、
物品がユーザに登録されている場合に、登録ユーザのために指定されたデジタルコンテン
ツを電子デバイスに提供するステップと、物品がユーザに登録されていない場合に、未登
録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツをユーザの電子デバイスに提供するステ
ップとを含む。
【００１０】
  他の実施形態によれば、物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に便益
のロックを解除するための方法であって、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化さ
れたスマートタグに関連付けられ、スマートタグが、スマートタグに近接して配置された
デバイスに物品識別子を送信するように構成される方法が提供される。本方法は、サーバ
で、ある位置に配置されたデバイスから、その位置での物品のチェックインを表示するチ
ェックインメッセージを受信するステップであって、チェックインメッセージが、物品を
識別する物品識別子、および位置を識別する位置識別子を含み、物品がデバイスに近接し
て配置されたとき物品識別子がスマートタグからデバイスに送信される、ステップと、サ
ーバによって、物品に関連するチェックインデータのサブセットをデータベース内で突き
止めるステップであって、物品識別子がチェックインデータのサブセットを突き止めるた
めに使用される、ステップと、サーバによって、物品が１つまたは複数の位置でチェック
インされたかどうかを決定するために、チェックインデータのサブセットを見直すステッ
プと、物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に、サーバによって、便益
のロックを解除するステップとを含む。
【００１１】
  他の実施形態によれば、物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合にデバ
イスに情報へのアクセスを許可するための方法であって、物品が、物品を識別する物品識
別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、スマートタグが、スマートタグに近接
して配置されたデバイスに物品識別子を送信するように構成される方法が提供される。本
方法は、サーバで、ある位置に配置されたデバイスから、その位置での物品のチェックイ
ンを表示するチェックインメッセージを受信するステップであって、チェックインメッセ
ージが、物品を識別する物品識別子、および位置を識別する位置識別子を含み、物品がデ
バイスに近接して配置されたとき物品識別子がスマートタグからデバイスに送信される、
ステップと、サーバによって、物品に関連するチェックインデータのサブセットをデータ
ベース内で突き止めるステップであって、物品識別子がチェックインデータのサブセット
を突き止めるために使用される、ステップと、サーバによって、物品が１つまたは複数の
位置でチェックインされたかどうかを決定するために、チェックインデータのサブセット
を見直すステップと、サーバによって、物品が１つまたは複数の位置でチェックインされ
た場合に、デバイスに情報へのアクセスを許可するステップとを含む。
【００１２】
  他の実施形態によれば、所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン
順序のうちの少なくとも１つに従って物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた
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場合に便益のロックを解除するための方法であって、物品がスマートタグに関連付けられ
ている方法が提供される。本方法は、サーバで、物品がデバイスに近接して配置されたと
き物品に関連付けられるスマートタグからデバイスに送信されたチェックインデータをデ
バイスから受信するステップであって、チェックインデータが、物品が以前にチェックイ
ンされている１つまたは複数の位置についての位置識別子および対応する時間を含む、ス
テップと、サーバによって、スマートタグから取得されたチェックインデータが、所定の
チェックインスケジュール、および所定のチェックイン順序のうちの少なくとも１つを満
たす場合に、便益のロックを解除するステップとを含む。
【００１３】
  他の実施形態によれば、所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン
順序のうちの少なくとも１つに従って物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた
場合にデバイスに情報へのアクセスを許可するための方法であって、物品がスマートタグ
に関連付けられている方法が提供される。本方法は、サーバで、物品がデバイスに近接し
て配置されたとき物品に関連付けられるスマートタグからデバイスに送信されたチェック
インデータをデバイスから受信するステップであって、チェックインデータが、物品が以
前にチェックインされている１つまたは複数の位置についての位置識別子および対応する
時間を含む、ステップと、サーバによって、スマートタグから取得されたチェックインデ
ータが、所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン順序のうちの少な
くとも１つを満たす場合に、デバイスに情報へのアクセスを許可するステップとを備える
。
【００１４】
  他の実施形態によれば、１つまたは複数の物品に関連する情報のタイムラインを作成す
るための方法であって、それぞれの物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたス
マートタグに関連付けられており、スマートタグが、デバイスがスマートタグに近接して
配置されたとき物品識別子をデバイスに送信するように構成される方法が提供される。本
方法は、サーバで、物品のうちの１つまたは複数に関連する登録情報をデバイスから受信
するステップであって、登録情報が、物品のうちの少なくともいくつかについて、ユーザ
のユーザ識別子、物品を識別する物品識別子、および取得日を含み、デバイスがスマート
タグに近接して配置されたとき物品識別子が、スマートタグからデバイスに送信される、
ステップと、サーバによって、物品のうちの少なくとも１つまたは複数についての物品説
明を取得するステップと、ユーザについての物品タイムラインであって、物品のうちの少
なくともいくつかについての物品説明および取得日をリストアップする物品タイムライン
を生成するステップと、グラフィカルユーザインターフェースに物品タイムラインを表示
するステップとを備える。
【００１５】
他の実施形態によれば、物品に関連付けられるイベントのタイムラインを作成するための
方法であって、物品が、物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付
けられており、スマートタグが、デバイスがスマートタグに近接して配置されたとき物品
識別子をデバイスに送信するように構成される方法が提供される。本方法は、サーバで、
デバイスから、物品のユーザのユーザ識別子、および物品を識別する物品識別子のうちの
少なくとも１つを受信するステップであって、デバイスがスマートタグに近接して配置さ
れたとき物品識別子がスマートタグからデバイスに送信される、ステップと、サーバによ
って、物品についての物品説明を取得するステップと、サーバによって、物品の複数のチ
ェックインを取得するステップと、物品についてのイベントのタイムラインを生成するス
テップであって、イベントのタイムラインが、チェックインのうちの少なくともいくつか
をリストアップする、ステップと、グラフィカルユーザインターフェースにイベントのタ
イムラインを表示するステップとを備える。
また、本発明は、以下の態様の発明を含む
［１］
販売のために提供されている物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供する方法
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であって、前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関
連付けられ、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置
されたとき前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、
サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電
子デバイスから受信するステップであって、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイス
を前記スマートタグに近接して配置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送
信された前記物品識別子を含む、ステップと、
前記サーバによって、前記物品識別子に関連付けられ、前記物品に関連するデジタルコン
テンツを識別するために、デジタルコンテンツを有するデータベースを検索するステップ
と、
前記サーバによって、前記ユーザに提供するべき前記識別されたデジタルコンテンツのサ
ブセットを選択するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを前記サーバから前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するステップとを備える、方法。
［２］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記ユーザの地理的位置を決定するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記ユーザの前記地理的位置との関連性を評価する
ステップとを備える、［１］に記載の方法。
［３］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記ユーザの前記地理的位置において話されている言語が、前記デジタルコンテンツが提
示される言語と一致するかどうかを決定するステップを含む、［２］に記載の方法。
［４］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記識別されたデジタルコンテンツの主題の前記地理的位置における人気を評価するステ
ップを含む、［２］に記載の方法。
［５］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記主題が、スポーツ、スポーツイベント、チーム
、会場、衣類、衣料品のタイプ、衣料品のスタイル、および衣料品のブランドのうちの少
なくとも１つに関連する、［４］に記載の方法。
［６］
前記ユーザの前記地理的位置が、前記電子デバイスの言語設定、前記電子デバイスの国設
定、前記電子デバイスのタイムゾーン設定、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によって提
供される位置データ、前記電子デバイスから取得されるセルタワー情報、前記電子デバイ
スから取得されるＷｉＦｉ位置のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて決
定される、［２］に記載の方法。
［７］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記物品が販売のために提供されている店舗内の前記ユーザの位置を決定するステップと
、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記ユーザの前記位置との関連性を評価するステッ
プとを備える、［１］に記載の方法。
［８］
前記店舗内の前記ユーザの前記位置が、前記物品が属する製品カテゴリ、前記店舗のフロ
アプラン、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によって提供される位置データ、および前記
電子デバイスによって取得されるＷｉＦｉ位置情報のうちの少なくとも１つに少なくとも
部分的に基づいて決定される、［７］に記載の方法。
［９］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
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前記要求が、前記ユーザの前記電子デバイスから前記サーバで受信された時間を決定する
ステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツのいずれが前記要求の前記時間と関連するかを識別す
るステップとを備える、［１］に記載の方法。
［１０］
前記要求の前記時間が、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、スポーツイベントと一致
する時間、およびカレンダの季節のうちの少なくとも１つである、［９］に記載の方法。
［１１］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザを識別するユーザ識別子を含む、
［１］に記載の方法。
［１２］
前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるユーザプロファイルデータを識別するた
めに、ユーザプロファイルデータを有するデータベースを検索するステップと、
前記識別されたユーザプロファイルデータに少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザの
前記電子デバイスに送信するために、前記サーバによって、前記識別されたデジタルコン
テンツの前記サブセットを選択するステップとをさらに備える、［１１］に記載の方法。
［１３］
前記識別されたユーザプロファイルデータが、居住地、購入回数、製品推薦回数、および
コンバージョンされた製品推薦の数のうちの少なくとも１つを備える、［１２］に記載の
方法。
［１４］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットが、前記電子デバイスから送信され
た前記要求に含まれる言語設定に少なくとも部分的に基づいて選択される、［１］に記載
の方法。
［１５］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択する前記ステップが、
前記ユーザの前記電子デバイスから受信された前記要求からウェブクッキーかブラウザキ
ャッシュのうちの少なくとも１つを取得するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツのうちのいずれが、前記クッキーおよび前記ブラウザ
キャッシュのうちの少なくとも１つに関連するかを識別するステップとを備える、［１］
に記載の方法。
［１６］
前記スマートタグが、近距離通信（ＮＦＣ）を介して前記物品識別子を前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するＮＦＣタグである、［１］に記載の方法。
［１７］
販売のために提供されている物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供するシス
テムであって、前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグ
に関連付けられ、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して
配置されたとき前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、
前記システムが、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電子デバイス
から受信させ、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接し
て配置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を含
み、
前記物品識別子に関連付けられ、前記物品に関連するデジタルコンテンツを識別するため
に、デジタルコンテンツを有するデータベースを検索させ、
前記ユーザに提供するべき前記識別されたデジタルコンテンツのサブセットを選択させ、
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前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを前記ユーザの前記電子デバイスに
送信させる、システム。
［１８］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、
前記ユーザの地理的位置を決定するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記ユーザの前記地理的位置との関連性を評価する
ステップとによって、前記プロセッサに、前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブ
セットをさらに選択させる、［１７］に記載のシステム。
［１９］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記ユーザの前記地理的位置において話されている言語が、前記デジタルコンテンツが提
示される言語と一致するかどうかを決定するステップを含む、［１８］に記載のシステム
。
［２０］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記識別されたデジタルコンテンツの主題の前記地理的位置における人気を評価するステ
ップを含む、［１８］に記載のシステム。
［２１］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記主題が、スポーツ、スポーツイベント、チーム
、会場、衣類、衣料品のタイプ、衣料品のスタイル、および衣料品のブランドのうちの少
なくとも１つに関連する、［２０］に記載のシステム。
［２２］
前記ユーザの前記地理的位置が、前記電子デバイスの言語設定、前記電子デバイスの国設
定、前記電子デバイスのタイムゾーン設定、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によって提
供される位置データ、前記電子デバイスから取得されるセルタワー情報、前記電子デバイ
スから取得されるＷｉＦｉ位置のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいて決
定される、［１８］に記載のシステム。
［２３］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、
前記物品が販売のために提供されている店舗内の前記ユーザの位置を決定するステップと
、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記ユーザの前記位置との関連性を評価するステッ
プとによって、前記プロセッサに前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを
さらに選択させる、［１７］に記載のシステム。
［２４］
前記店舗内の前記ユーザの前記位置が、前記物品が属する製品カテゴリ、前記店舗のフロ
アプラン、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によって提供される位置データ、および前記
電子デバイスによって取得されるＷｉＦｉ位置情報のうちの少なくとも１つに少なくとも
部分的に基づいて決定される、［１２］に記載のシステム。
［２５］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、
前記要求が、前記ユーザの前記電子デバイスから前記サーバで受信された時間を決定する
ステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツのいずれが前記要求の前記時間と関連するかを識別す
るステップとによって、前記プロセッサに前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブ
セットをさらに選択させる、［１７］に記載のシステム。
［２６］
前記要求の前記時間が、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、スポーツイベントと一致
する時間、およびカレンダの季節のうちの少なくとも１つである、［２５］に記載のシス
テム。
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［２７］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザを識別するユーザ識別子を含む、
［１７］に記載のシステム。
［２８］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるユーザプロファイルデータを識別するた
めに、ユーザプロファイルを有するデータベースを検索させ、
前記識別されたユーザプロファイルデータに少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザの
前記電子デバイスに送信するために、前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセッ
トを選択させる、［２７］に記載のシステム。
［２９］
前記識別されたユーザプロファイルデータが、居住地、購入回数、製品推薦回数、および
コンバージョンされた製品推薦の数のうちの少なくとも１つを備える、［２８］に記載の
システム。
［３０］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットが、前記電子デバイスから送信され
た前記要求に含まれる言語設定に少なくとも部分的に基づいて選択される、［１７］に記
載のシステム。
［３１］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、
前記ユーザの前記電子デバイスから受信された前記要求からウェブクッキーかブラウザキ
ャッシュのうちの少なくとも１つを取得するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツのうちのいずれが、前記クッキーおよび前記ブラウザ
キャッシュのうちの少なくとも１つに関連するかを識別するステップとによって、前記プ
ロセッサに前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットをさらに選択させる、［
１７］に記載のシステム。
［３２］
前記スマートタグが、近距離通信（ＮＦＣ）を介して前記物品識別子を前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するＮＦＣタグである、［１７］に記載のシステム。
［３３］
物品に関連するデジタルコンテンツを電子デバイスに送信する方法であって、前記物品が
、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマ
ートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物品識
別子を前記電子デバイスに送信するように構成されており、
サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記電子デバイスか
ら受信するステップであって、前記要求が、前記電子デバイスを前記スマートタグに近接
して配置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を
含む、ステップと、
前記サーバによって、前記物品識別子に関連付けられ、前記物品に関連するデジタルコン
テンツを識別するために、デジタルコンテンツを有するデータベースを検索するステップ
と、
前記サーバによって、前記電子デバイスに送信するべき前記識別されたデジタルコンテン
ツのサブセットを選択するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを前記サーバから前記電子デバイス
に送信するステップとを備える、方法。
［３４］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記電子デバイスの地理的位置を決定するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記電子デバイスの前記地理的位置との関連性を評
価するステップとを備える、［３３］に記載の方法。
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［３５］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記電子デバイスの前記地理的位置において話されている言語が、前記デジタルコンテン
ツが提示される言語と一致するかどうかを決定するステップを含む、［３４］に記載の方
法。
［３６］
前記識別されたデジタルコンテンツと前記地理的位置との関連性を評価するステップが、
前記識別されたデジタルコンテンツの主題の前記地理的位置における人気を評価するステ
ップを含む、［３４］に記載の方法。
［３７］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記主題が、スポーツ、スポーツイベント、チーム
、会場、衣類、衣料品のタイプ、衣料品のスタイル、および衣料品のブランドのうちの少
なくとも１つに関連する、［３６］に記載の方法。
［３８］
前記電子デバイスの前記地理的位置が、前記電子デバイスの言語設定、前記電子デバイス
の国設定、前記電子デバイスのタイムゾーン設定、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によ
って提供される位置データ、前記電子デバイスから取得されるセルタワー情報、前記電子
デバイスから取得されるＷｉＦｉ位置のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づ
いて決定される、［３４］に記載の方法。
［３９］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記物品が販売のために提供されている店舗内の前記電子デバイスの位置を決定するステ
ップと、
前記識別されたデジタルコンテンツと前記電子デバイスの前記位置との関連性を評価する
ステップとを備える、［３３］に記載の方法。
［４０］
前記店舗内の前記電子デバイスの前記位置が、前記物品が属する製品カテゴリ、前記店舗
のフロアプラン、前記電子デバイスのＧＰＳ受信機によって提供される位置データ、およ
び前記電子デバイスによって取得されるＷｉＦｉ位置情報のうちの少なくとも１つに少な
くとも部分的に基づいて決定される、［３９］に記載の方法。
［４１］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記要求が、前記電子デバイスから前記サーバで受信された時間を決定するステップと
前記識別されたデジタルコンテンツのいずれが前記要求の前記時間と関連するかを識別す
るステップとを備える、［３３］に記載の方法。
［４２］
前記要求の前記時間が、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、スポーツイベントと一致
する時間、およびカレンダの季節のうちの少なくとも１つである、［４１］に記載の方法
。
［４３］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記電子デバイスのユーザを識別するユーザ
識別子を含む、［３３］に記載の方法。
［４４］
前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるユーザプロファイルデータを識別するた
めに、ユーザプロファイルを有するデータベースを検索するステップと、
前記識別されたユーザプロファイルデータに少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザの
前記電子デバイスに送信するために、前記サーバによって、前記識別されたデジタルコン
テンツの前記サブセットを選択するステップとをさらに備える、［４３］に記載の方法。
［４５］
前記識別されたユーザプロファイルデータが、居住地、購入回数、製品推薦回数、および
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コンバージョンされた製品推薦の数のうちの少なくとも１つを備える、［４４］に記載の
方法。
［４６］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットが、前記電子デバイスから送信され
た前記要求に含まれる言語設定に少なくとも部分的に基づいて選択される、［３３］に記
載の方法。
［４７］
前記識別されたデジタルコンテンツの前記サブセットを選択するステップが、
前記ユーザの前記電子デバイスから受信された前記要求からウェブクッキーかブラウザキ
ャッシュのうちの少なくとも１つを取得するステップと、
前記識別されたデジタルコンテンツのうちのいずれが、前記クッキーおよび前記ブラウザ
キャッシュのうちの少なくとも１つに関連するかを識別するステップとを備える、［３３
］に記載の方法。
［４８］
前記スマートタグが、近距離通信（ＮＦＣ）を介して前記物品識別子を前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するＮＦＣタグである、［３３］に記載の方法。
［４９］
販売のために提供されている物品についての仮想値札をユーザに提供する方法であって、
前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ
、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき
前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成される方法であって、
サーバで、前記物品についての前記仮想値札を提供する要求を前記ユーザの前記電子デバ
イスから受信するステップであって、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記
スマートタグに近接して配置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信され
た前記物品識別子を含む、ステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記ユーザによって購入された場合、前記物品の価格を
識別するためにデータベースを検索するステップと、
前記サーバから前記ユーザの前記電子デバイスに前記物品の前記価格を送信するステップ
であって、モバイルデバイスが前記価格を前記ユーザに表示する、ステップとを備える、
方法。
［５０］
前記仮想値札を提供する前記要求が、前記ユーザを識別するユーザ識別子を含む、［１］
に記載の方法。
［５１］
前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるユーザプロファイルデータを識別するた
めに、ユーザプロファイルを有するデータベースを検索するステップと、
前記ユーザに関連付けられる前記ユーザプロファイルデータに少なくとも部分的に基づい
て、前記物品の前記価格を調整するステップとを備える、［５０］に記載の方法。
［５２］
前記識別されたユーザプロファイルデータが、前記ユーザに以前に購入された物品の数を
表す購入回数、別のユーザによって購入されるように前記ユーザが物品を推薦した回数を
表す推薦の数、前記ユーザの推薦によって別のユーザが前記推薦された購入を行うことに
なった回数を表すコンバージョンされた推薦の数、のうちの少なくとも１つを備える、［
５１］に記載の方法。
［５３］
識別されたユーザプロファイルデータが前記ユーザの居住地を備え、前記物品の前記価格
が前記ユーザの前記居住地と前記物品が販売のために提供されている位置と間の距離に基
づいて調整される、［５２］に記載の方法。
［５４］
前記仮想値札を求める前記要求の時間に基づいて前記価格を調整するステップをさらに備
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える、［４９］に記載の方法。
［５５］
前記要求の前記時間が、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、スポーツイベントと一致
する時間、およびカレンダの季節のうちの少なくとも１つである、［５４］に記載の方法
。
［５６］
前記物品が販売のために提供されている店舗についての在庫データを有するデータベース
を検索するステップと、
前記物品の現在の在庫を決定するために前記在庫データを見直すステップと、
前記物品の前記現在の在庫に少なくとも部分的に基づいて、前記物品の前記価格を調整す
るステップとをさらに備える、［４９］に記載の方法。
［５７］
前記ユーザに関連付けられるワークアウトデータを識別するために、ユーザのワークアウ
トデータを有するデータベースを検索するステップと、
前記ユーザに関連付けられる前記ワークアウトデータに少なくとも部分的に基づいて、前
記物品の前記価格を調整するステップとをさらに備える、［５０］に記載の方法。
［５８］
前記識別されたワークアウトデータが、走行距離、登録済み物品を使用または着用した走
行距離、ワークアウトの時間数、および登録済み物品の数のうちの少なくとも１つを備え
る、［５７］に記載の方法。
［５９］
前記物品が一足のシューズであり、前記ユーザの前記ワークアウトプロファイル内の走行
距離がしきい値を超えていると前記一足のシューズの前記価格が調整して下げられる、［
５８］に記載の方法。
［６０］
前記スマートタグが、近距離通信（ＮＦＣ）を介して前記物品識別子を前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するＮＦＣタグである、［４９］に記載の方法。
［６１］
前記ユーザに関連付けられるワークアウトデータを識別するために、ユーザプロファイル
データを有するデータベースを検索するステップと、
前記ユーザに関連付けられるすでに登録済み物品に少なくとも部分的に基づいて、前記物
品の前記価格を調整するステップとをさらに備える、［５０］に記載の方法。
［６２］
前記識別されたワークアウトデータが、登録済み物品を使用または着用した実績のうちの
少なくとも１つを備える、［５７］に記載の方法。
［６３］
前記実績が、ワークアウト数、距離、バッチ、トロフィまたはポイントのうちの少なくと
も１つを備える、［６２］に記載の方法。
［６４］
販売のために提供されている物品についての仮想値札をユーザに提供するシステムであっ
て、前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付け
られ、前記スマートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置された
とき前記物品識別子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成されるシステムで
あって、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品についての仮想値札を提供する要求を前記ユーザの前記電子デバイスから受信さ
せ、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置した
とき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を含み、
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前記物品が前記ユーザによって購入された場合、前記物品の価格を識別するためにデータ
ベースを検索させ、
前記物品の前記価格を前記ユーザの前記電子デバイスに送信させ、前記モバイルデバイス
が前記価格を前記ユーザに表示する、システム。
［６５］
前記仮想値札を提供する前記要求が、前記ユーザを識別するユーザ識別子を含む、［６４
］に記載のシステム。
［６６］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられるユーザプロファイルデータを識別するた
めに、ユーザプロファイルを有するデータベースを検索させ、
前記ユーザに関連付けられる前記ユーザプロファイルデータに少なくとも部分的に基づい
て、前記物品の前記価格を調整させる、［６５］に記載のシステム。
［６７］
前記識別されたユーザプロファイルデータが、前記ユーザに以前に購入された物品の数を
表す購入回数、別のユーザによって購入されるように前記ユーザが物品を推薦した回数を
表す推薦の数、前記ユーザの推薦によって別のユーザが前記推薦された購入を行うことに
なった回数を表すコンバージョンされた推薦の数、のうちの少なくとも１つを備える、［
６６］に記載のシステム。
［６８］
識別されたユーザプロファイルデータが前記ユーザの居住地を備え、前記物品の前記価格
が前記ユーザの前記居住地と前記物品が販売のために提供されている位置と間の距離に基
づいて調整される、［６７］に記載のシステム。
［６９］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、
前記仮想値札を求める前記要求の時間に基づいて前記価格をさらに調整させる、［６４］
に記載のシステム。
［７０］
前記要求の前記時間が、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、スポーツイベントと一致
する時間、およびカレンダの季節のうちの少なくとも１つである、［６９］に記載のシス
テム。
［７１］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記物品が販売のために提供されている店舗についての在庫データを有するデータベース
を検索させ、
前記物品の現在の在庫を決定するために前記在庫データを見直させ、
前記物品の前記現在の在庫に少なくとも部分的に基づいて、前記物品の前記価格を調整さ
せる、［６４］に記載のシステム。
［７２］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに
前記ユーザに関連付けられるワークアウトデータを識別するために、ユーザのワークアウ
トデータを有するデータベースを検索させ、
前記ユーザに関連付けられる前記ワークアウトデータに少なくとも部分的に基づいて、前
記物品の前記価格を調整させる、［６５］に記載のシステム。
［７３］
前記識別されたワークアウトデータが、走行距離、登録済み物品を使用または着用した走
行距離、ワークアウトの時間数、および登録済み物品の数のうちの少なくとも１つを備え
る、［７２］に記載のシステム。
［７４］
前記物品が一足のシューズであり、前記ユーザの前記ワークアウトプロファイル内の走行
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距離がしきい値を超えていると前記一足のシューズの前記価格が調整して下げられる、［
７３］に記載のシステム。
［７５］
前記スマートタグが、近距離通信（ＮＦＣ）を介して前記物品識別子を前記ユーザの前記
電子デバイスに送信するＮＦＣタグである、［６７］に記載のシステム。
［７６］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記ユーザに関連付けられるワークアウトデータを識別するために、ユーザプロファイル
データを有するデータベースを検索させ、
前記ユーザに関連付けられるすでに登録済み物品に少なくとも部分的に基づいて、前記物
品の前記価格を調整させる、［６８］に記載のシステム。
［７７］
前記識別されたワークアウトデータが、登録済み物品を使用または着用した実績のうちの
少なくとも１つを備える、［６８］に記載のシステム。
［７８］
前記実績が、ワークアウト数、距離、バッチ、トロフィまたはポイントのうちの少なくと
も１つを備える、［７７］に記載のシステム。
［７９］
物品をユーザのユーザアカウントに登録する方法であって、前記物品が、前記物品を識別
する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、
サーバで、前記物品についての購入表示メッセージをデバイスから受信するステップであ
って、前記購入表示メッセージが、前記物品が購入されており、もはや販売のために提供
されていないことを表示し、前記物品を識別する前記物品識別子を含む、ステップと、
前記サーバによって、物品データのデータベース内で、前記物品識別子に関連付けられ、
前記物品に関連する物品データのサブセットを突き止めるステップと、
前記サーバによって、物品データの前記サブセット内に登録フラグを設定するステップで
あって、前記サーバによって処理されたとき、前記登録フラグが、前記物品を前記ユーザ
アカウントに登録するように前記サーバに前記ユーザを促させる、ステップと、
前記サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの電
子デバイスから受信するステップであって、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイス
を前記スマートタグに近接して配置したとき前記スマートタグから前記ユーザの前記電子
デバイスに送信された前記物品識別子を含む、ステップと、
前記サーバによって、前記物品に関連する物品データの前記サブセットを物品データの前
記データベース内で突き止めるステップと、
前記登録フラグを処理するステップに応答して、前記ユーザが前記物品を前記ユーザアカ
ウントに登録するよう前記サーバによって促すステップとを備える、方法。
［８０］
前記ユーザが前記物品を前記ユーザアカウントに登録するように促すステップが、
前記ユーザの前記電子デバイスを物品登録ウェブページに向けさせるステップを備える、
［７９］に記載の方法。
［８１］
前記ユーザが前記物品を登録するように促すステップに応答して、前記ユーザの前記電子
デバイスから登録情報を受信するステップであって、前記登録情報が前記ユーザの前記ユ
ーザ識別子を含む、ステップと、
前記ユーザの前記ユーザアカウントを識別するために、ユーザアカウントデータのデータ
ベースを検索するステップであって、前記ユーザの前記ユーザアカウントが前記ユーザ識
別子に関連付けられる、ステップと、
前記物品識別子、または前記物品識別子への参照を、前記ユーザの前記ユーザアカウント
に含めるステップとをさらに備える、［７９］に記載の方法。
［８２］
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前記ユーザが前記物品を登録するように促すステップに応答して、前記ユーザの前記電子
デバイスから登録情報を受信するステップであって、前記登録情報が前記ユーザの前記ユ
ーザ識別子を含む、ステップと、
前記ユーザ識別子、または前記ユーザ識別子への参照を、前記物品識別子に関連付けられ
、前記物品に関連する物品データの前記サブセットに含めるステップとをさらに備える、
［７９］に記載の方法。
［８３］
前記購入表示メッセージを前記サーバに送信する前記デバイスが商店主のＰＯＳデバイス
である、［７９］に記載の方法。
［８４］
前記購入表示メッセージを前記サーバに送信する前記デバイスが前記ユーザの前記電子デ
バイスである、［７９］に記載の方法。
［８５］
物品をユーザのユーザアカウントに登録するためのシステムであって、前記物品が、前記
物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品についての購入表示メッセージであって、前記物品が購入されており、もはや販
売のために提供されていないことを表示し、前記物品を識別する前記物品識別子を含む購
入表示メッセージを受信させ、
物品データのデータベース内で、前記物品識別子に関連付けられ、前記物品に関連する物
品データのサブセットを突き止めさせ、
物品データの前記サブセット内に登録フラグを設定させ、前記サーバによって処理された
とき、前記登録フラグが、前記ユーザが前記物品を前記ユーザアカウントに登録するよう
前記サーバに促して、
前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの電子デバイスから
受信させ、前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配
置したとき前記スマートタグから前記ユーザの前記電子デバイスに送信された前記物品識
別子を含み、
前記物品に関連する物品データの前記サブセットを物品データの前記データベース内で突
き止めさせ、
前記登録フラグを処理するステップに応答して、前記ユーザが前記物品を前記ユーザアカ
ウントに登録するように促させる、システム。
［８６］
前記ユーザが前記物品を前記ユーザアカウントに登録するように促すステップが、
前記ユーザの前記電子デバイスを物品登録ウェブページに向けさせるステップを備える、
［８５］に記載の方法。
［８７］
前記ユーザが前記物品を登録するように促すステップに応答して、前記ユーザの前記電子
デバイスから登録情報を受信するステップであって、前記登録情報が前記ユーザの前記ユ
ーザ識別子を含む、ステップと、
前記ユーザの前記ユーザアカウントを識別するために、ユーザアカウントデータのデータ
ベースを検索するステップであって、前記ユーザの前記ユーザアカウントが前記ユーザ識
別子に関連付けられる、ステップと、
前記物品識別子、または前記物品識別子への参照を、前記ユーザの前記ユーザアカウント
に含めるステップとをさらに備える、［８５］に記載の方法。
［８８］
前記ユーザが前記物品を登録するように促すステップに応答して、前記ユーザの前記電子
デバイスから登録情報を受信するステップであって、前記登録情報が前記ユーザの前記ユ
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ーザ識別子を含む、ステップと、
前記ユーザ識別子、または前記ユーザ識別子への参照を、前記物品識別子に関連付けられ
、前記物品に関連する物品データの前記サブセットに含めるステップとをさらに備える、
［８５］に記載の方法。
［８９］
前記購入表示メッセージを前記サーバに送信する前記デバイスが商店主のＰＯＳデバイス
である、［８５］に記載の方法。
［９０］
前記購入表示メッセージを前記サーバに送信する前記デバイスが前記ユーザの前記電子デ
バイスである、［８５］に記載の方法。
［９１］
物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供する方法であって、前記物品が、前記
物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマートタ
グが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物品識別子を
前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、
サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電
子デバイスから受信するステップであって、前記要求が、前記電子デバイスの前記ユーザ
のユーザ識別子、および前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配
置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を含む、
ステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステッ
プであって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するために、前記ユ
ーザ識別子および前記物品識別子のうちの少なくとも１つが使用される、ステップと、
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、登録ユーザのために指定されたデジタルコ
ンテンツを前記電子デバイスに提供するステップと、
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、未登録ユーザのために指定されたデジタ
ルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供するステップとを備える、方法。
［９２］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマー
トタグに近接して配置する時に前記電子デバイス上で起動されたアプリケーションによっ
て作成される、［９１］に記載の方法。
［９３］
複数のアプリケーションが前記電子デバイスにインストールされ、前記スマートタグによ
って前記電子デバイスに提供される前記物品識別子が、前記電子デバイスに前記アプリケ
ーションのうちの適切なアプリケーションを起動させる、［９２］に記載の方法。
［９４］
前記物品がスポーツ用器材またはスポーツ衣料品の場合、前記物品識別子が前記電子デバ
イスにスポーツトレーニングアプリケーションを起動させる、［９３］に記載の方法。
［９５］
前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
複数の物品についての登録データを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースで、前記物品の前記物品識別子に関連付けられる登録データを突き止め
るステップと、
前記物品識別子に関連付けられる前記登録データが前記ユーザの前記ユーザ識別子を含む
か、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステップと
を備える、［９１］に記載の方法。
［９６］
前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
複数のユーザについてのアカウントデータを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースに、前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデ
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ータを配置するステップと、
前記ユーザに関連付けられる前記アカウントデータが前記物品の前記物品識別子を含むか
、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステップとを
備える、［９１］に記載の方法。
［９７］
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、前記物品を前記ユーザのユーザアカウン
トに登録するオプションを前記ユーザに提供するステップと、
前記物品を登録する前記ユーザからの表示に応答して、前記物品識別子、または前記物品
識別子への参照を前記ユーザの前記ユーザアカウントに含めるステップとをさらに備える
、［９１］に記載の方法。
［９８］
登録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツが、前記物品の製造を説明するビデオ
、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、前記物品に関する指導ビデオ、前記物品の仕様
の詳細、前記物品に関するニュース、他の物品の１つまたは複数の割引、ウェブサイトの
制限された部分へのアクセス、前記物品を使用する有名スポーツ選手についての情報、有
名なスポーツ選手の前記物品の使用についての情報、プロの試合における前記物品の使用
についての情報、およびマーケティング情報のうちの少なくとも１つを含む、［９１］に
記載の方法。
［９９］
未登録のユーザのために指定された前記デジタルコンテンツが、マーケティングウェブサ
イトへのリンク、広告ビデオ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、および前記物品の
仕様の詳細、のうちの少なくとも１つを含む、［９１］に記載の方法。
［１００］
前記ユーザの前記電子デバイスによって提供されたデジタルコンテンツを提供する前記要
求が位置情報を含む、［９１］に記載の方法。
［１０１］
前記位置情報および対応する時間を含めるために、物品プロファイル、またはユーザアカ
ウントのうちの１つを更新することによって、前記物品を位置にチェックインするステッ
プをさらに備える、［１００］に記載の方法。
［１０２］
前記位置情報が、地理的位置、イベント、および会場のうちの少なくとも１つを含む、［
１０１］に記載の方法。
［１０３］
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、前記物品の使用に関するコンテストに参加
するオプションを前記ユーザに提供するステップをさらに備える、［１］に記載の方法。
［１０４］
前記コンテストが、指定された時間枠内に、１つまたは複数の位置で前記物品をチェック
インするステップを含む、［１０３］に記載の方法。
［１０５］
物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供するシステムであって、前記物品が、
前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマー
トタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物品識別
子を前記ユーザの電子デバイスに送信するように構成され、前記システムが、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電子デバイス
から受信させ、前記要求が、前記電子デバイスの前記ユーザのユーザ識別子、および前記
ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置したとき前記スマートタグ
から前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を含み、
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前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定させ、前記物品が前記ユーザに登
録されているかどうかを決定するために、前記ユーザ識別子および前記物品識別子のうち
の少なくとも１つが使用され、
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、登録ユーザのために指定されたデジタルコ
ンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供させ、
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、未登録ユーザのために指定されたデジタ
ルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供させる、システム。
［１０６］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマー
トタグに近接して配置する時に前記電子デバイス上で起動されたアプリケーションによっ
て作成される、［１０５］に記載のシステム。
［１０７］
複数のアプリケーションが前記電子デバイスにインストールされ、前記スマートタグによ
って前記電子デバイスに提供される前記物品識別子が、前記電子デバイスに前記アプリケ
ーションのうちの適切なアプリケーションを起動させる、［１０６］に記載のシステム。
［１０８］
前記物品がスポーツ用器材またはスポーツ衣料品の場合、前記物品識別子が前記電子デバ
イスにスポーツトレーニングアプリケーションを起動させる、［１０７］に記載のシステ
ム。
［１０９］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、
複数の物品についての登録データを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースで、前記物品の前記物品識別子に関連付けられる登録データを突き止め
るステップと、
前記物品識別子に関連付けられる前記登録データが前記ユーザの前記ユーザ識別子を含む
か、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステップと
によって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかをさらに決定させる［１０５
］に記載のシステム。
［１１０］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに、前記物品が前
記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
複数のユーザについてのアカウントデータを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースに、前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデ
ータを配置するステップと、
前記ユーザに関連付けられる前記アカウントデータが前記物品の前記物品識別子を含むか
、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステップとに
よって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかをさらに決定させる［１０５］
に記載のシステム。
［１１１］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、前記物品を前記ユーザのユーザアカウン
トに登録するオプションを前記ユーザに提供させ、
前記物品を登録する前記ユーザからの表示に応答して、前記物品識別子、または前記物品
識別子への参照を前記ユーザの前記ユーザアカウントに含めさせる、［１０５］に記載の
システム。
［１１２］
登録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツが、前記物品の製造を説明するビデオ
、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、前記物品に関する指導ビデオ、前記物品の仕様
の詳細、前記物品に関するニュース、他の物品の１つまたは複数の割引、ウェブサイトの
制限された部分へのアクセス、前記物品を使用する有名スポーツ選手についての情報、有
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名なスポーツ選手の前記物品の使用についての情報、プロの試合における前記物品の使用
についての情報、およびマーケティング情報のうちの少なくとも１つを含む、［１１１］
に記載のシステム。
［１１３］
未登録のユーザのために指定された前記デジタルコンテンツが、マーケティングウェブサ
イトへのリンク、広告ビデオ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、および前記物品の
仕様の詳細、のうちの少なくとも１つを含む、［１１１］に記載のシステム。
［１１４］
前記ユーザの前記電子デバイスによって提供されたデジタルコンテンツを提供する前記要
求が位置情報を含む、［１１１］に記載のシステム。
［１１５］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記位置情報および対応する時間を含めるために、物品プロファイル、またはユーザアカ
ウントのうちの１つを更新することによって、前記物品を位置にチェックインさせる、［
１１４］に記載のシステム。
［１１６］
前記位置情報が、地理的位置、イベント、および会場のうちの少なくとも１つを含む、［
１１５］に記載のシステム。
［１１７］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、前記物品の使用に関するコンテストに参加
するオプションを前記ユーザに提供させる、［１０５］に記載のシステム。
［１１８］
前記コンテストが、指定された時間枠内に、１つまたは複数の位置で前記物品をチェック
インするステップを含む、［１１７］に記載のシステム。
［１１９］
物品に関連するデジタルコンテンツを電子デバイスに送信する方法であって、前記物品が
、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマ
ートタグが、前記電子デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物品識
別子を前記電子デバイスに送信するように構成され、
サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記電子デバイスか
ら受信するステップであって、前記要求が、前記電子デバイスのユーザのユーザ識別子、
および前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置したとき前記スマートタグか
ら前記電子デバイスに送信された前記物品識別子を含む、ステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステッ
プであって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するために、前記ユ
ーザ識別子および前記物品識別子のうちの少なくとも１つが使用される、ステップと、
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、登録ユーザのために指定されたデジタルコ
ンテンツを前記電子デバイスに提供するステップと、
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、未登録ユーザのために指定されたデジタ
ルコンテンツを前記ユーザの前記電子デバイスに提供するステップとを備える、方法。
［１２０］
デジタルコンテンツを提供する前記要求が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマー
トタグに近接して配置する時に前記電子デバイス上で起動されたアプリケーションによっ
て作成される、［１１９］に記載の方法。
［１２１］
複数のアプリケーションが前記電子デバイスにインストールされ、前記スマートタグによ
って前記電子デバイスに提供される前記物品識別子が、前記電子デバイスに前記アプリケ
ーションのうちの適切なアプリケーションを起動させる、［１２０］に記載の方法。
［１２２］
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前記物品がスポーツ用器材またはスポーツ衣料品の場合、前記物品識別子が前記電子デバ
イスにスポーツトレーニングアプリケーションを起動させる、［１２１］に記載の方法。
［１２３］
前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
複数の物品についての登録データを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースで、前記物品の前記物品識別子に関連付けられる登録データを突き止め
るステップと、
前記物品識別子に関連付けられる前記登録データが前記ユーザの前記ユーザ識別子を含む
か、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステップと
を備える、［１１９］に記載の方法。
［１２４］
前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステップが、
複数の物品についてのアカウントデータを有するデータベースを評価するステップと、
前記データベースに、前記ユーザの前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデ
ータを配置するステップと、
前記ユーザ識別子に関連付けられる前記アカウントデータが前記物品の前記物品識別子を
含むか、それを参照する場合、前記物品が前記ユーザに登録されていると決定するステッ
プとを備える、［１１９］に記載の方法。
［１２５］
前記物品が前記ユーザに登録されていない場合、前記物品を前記ユーザのユーザアカウン
トに登録するオプションを前記ユーザに提供するステップと、
前記物品を登録する前記ユーザからの表示に応答して、前記物品識別子、または前記物品
識別子への参照を前記ユーザの前記ユーザアカウントに含めるステップとをさらに備える
、［１１９］に記載の方法。
［１２６］
登録ユーザのために指定されたデジタルコンテンツが、前記物品の製造を説明するビデオ
、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、前記物品に関する指導ビデオ、前記物品の仕様
の詳細、前記物品に関するニュース、他の物品の１つまたは複数の割引、ウェブサイトの
制限された部分へのアクセス、前記物品を使用する有名スポーツ選手についての情報、有
名なスポーツ選手の前記物品の使用についての情報、プロの試合における前記物品の使用
についての情報、およびマーケティング情報のうちの少なくとも１つを含む、［１１９］
に記載の方法。
［１２７］
未登録のユーザのために指定された前記デジタルコンテンツが、マーケティングウェブサ
イトへのリンク、広告ビデオ、前記物品の主な特徴を説明するビデオ、および前記物品の
仕様の詳細、のうちの少なくとも１つを含む、［１］に記載の方法。
［１２８］
前記ユーザの前記電子デバイスによって提供されたデジタルコンテンツを提供する前記要
求が位置情報を含む、［１］に記載の方法。
［１２９］
前記位置情報および対応する時間を含めるために、物品プロファイル、またはユーザアカ
ウントのうちの１つを更新することによって、前記物品を位置にチェックインするステッ
プをさらに備える、［１２８］に記載の方法。
［１３０］
前記位置情報が、地理的位置、イベント、および会場のうちの少なくとも１つを含む、［
１２９］に記載の方法。
［１３１］
前記物品が前記ユーザに登録されている場合、前記物品の使用に関するコンテストに参加
するオプションを前記ユーザに提供するステップをさらに備える、［１１９］に記載の方
法。



(24) JP 2019-50021 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

［１３２］
前記コンテストが、指定された時間枠内に、１つまたは複数の位置で前記物品をチェック
インするステップを含む、［１３１］に記載の方法。
［１３３］
物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に便益のロックを解除する方法で
あって、前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連
付けられ、前記スマートタグが、前記スマートタグに近接して配置されたデバイスに前記
物品識別子を送信するように構成される方法であって、
サーバで、ある位置に配置されたデバイスから、前記位置での前記物品のチェックインを
表示するチェックインメッセージを受信するステップであって、前記チェックインメッセ
ージが、前記物品を識別する前記物品識別子、および前記位置を識別する位置識別子を含
み、前記物品が前記デバイスに近接して配置されたとき前記物品識別子が前記スマートタ
グから前記デバイスに送信される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品に関連するチェックインデータのサブセットをデータベー
ス内で突き止めるステップであって、前記物品識別子がチェックインデータの前記サブセ
ットを突き止めるために使用される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされたかどう
かを決定するために、チェックインデータの前記サブセットを見直すステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされた場合、
前記便益のロックを解除するステップとを備える、方法。
［１３４］
所定のスケジュールおよび所定の順序のうちの１つに従って、前記１つまたは複数の位置
で前記物品がチェックインされる場合、前記便益がロック解除される、［１３３］に記載
の方法。
［１３５］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［１３３］に記載の方法。
［１３６］
前記チェックインデータが前記ユーザアカウント内に位置する、［１３５］に記載の方法
。
［１３７］
前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさら
に備える、［１３３］に記載の方法。
［１３８］
たとえ前記ユーザが前記物品を所持していなくても、前記便益を前記ユーザに提供するス
テップをさらに備える、［１３７］に記載の方法。
［１３９］
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信するステップをさらに備える、［１
３３］に記載の方法。
［１４０］
前記便益が販売促進用価格である、［１３３］に記載の方法。
［１４１］
前記便益が前記位置での優先アクセスである、［１３３］に記載の方法。
［１４２］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前記
物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［１４１］に記載の方法。
［１４３］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［１３３］に記載の方法。
［１４４］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［１４２］に記載の方法。
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［１４５］
物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に便益のロックを解除するシステ
ムであって、前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに
関連付けられ、前記スマートタグが、前記スマートタグに近接して配置されたデバイスに
前記物品識別子を送信するように構成されるシステムであって、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
ある位置に配置されたデバイスから、前記位置での前記物品のチェックインを表示するチ
ェックインメッセージを受信させ、前記チェックインメッセージが、前記物品を識別する
前記物品識別子、および前記位置を識別する位置識別子を含み、前記物品が前記デバイス
に近接して配置されたとき前記物品識別子が前記スマートタグから前記デバイスに送信さ
れ、
前記物品に関連するチェックインデータのサブセットをデータベース内で突き止めさせ、
前記物品識別子がチェックインデータの前記サブセットを突き止めるために使用され、
前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされたかどうかを決定するために、
チェックインデータの前記サブセットを見直しさせ、
前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされた場合、前記便益のロックを解
除させる、システム。
［１４６］
所定のスケジュールおよび所定の順序のうちの１つに従って、前記１つまたは複数の位置
で前記物品がチェックインされる場合、前記便益がロック解除される、［１４４］に記載
のシステム。
［１４７］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［１４４］に記載のシステム。
［１４８］
前記チェックインデータが前記ユーザアカウント内に位置する、［１４６］に記載のシス
テム。
［１４９］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示させる、［１４４］
に記載のシステム。
［１５０］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、たとえ
前記ユーザが前記物品を所持していなくても、前記便益を前記ユーザに提供させる、［１
４８］に記載のシステム。
［１５１］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信させる、［１４４］に記載のシステ
ム。
［１５２］
前記便益が販売促進用価格である、［１４４］に記載のシステム。
［１５３］
前記便益が前記場所での優先アクセスである、［１４４］に記載のシステム。
［１５４］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前記
物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［１５２］に記載のシステ
ム。
［１５５］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［１４４］に記載のシステム。
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［１５６］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［１５４］に記載のシステム。
［１５７］
他の実施形態によれば、物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に、デバ
イスに情報へのアクセスを許可する方法であって、前記物品が、前記物品を識別する物品
識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマートタグが、前記スマート
タグに近接して配置されたデバイスに前記物品識別子を送信するように構成され、
サーバで、ある位置に配置された前記デバイスから、前記位置での前記物品のチェックイ
ンを表示するチェックインメッセージを受信するステップであって、前記チェックインメ
ッセージが、前記物品を識別する前記物品識別子、および前記位置を識別する位置識別子
を含み、前記物品が前記デバイスに近接して配置されたとき前記物品識別子が前記スマー
トタグから前記デバイスに送信される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品に関連するチェックインデータのサブセットをデータベー
ス内で突き止めるステップであって、前記物品識別子がチェックインデータの前記サブセ
ットを突き止めるために使用される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされたかどう
かを決定するために、チェックインデータの前記サブセットを見直すステップと、
前記サーバによって、前記物品が前記１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に
、前記デバイスに情報へのアクセスを許可するステップとを備える、方法。
［１５８］
前記情報が便益である、［１５６］に記載の方法。
［１５９］
前記便益へのアクセスを許可するステップが、前記便益のロックを解除するステップを備
える、［１５７］に記載の方法。
［１６０］
情報へのアクセスを許可するステップが、前記サーバから前記デバイスに前記情報を送信
するステップを備える、［１５６］から［１５７］のいずれか一項に記載の方法。
［１６１］
所定のスケジュールおよび所定の順序のうちの１つに従って、前記１つまたは複数の位置
で前記物品がチェックインされる場合、前記便益がロック解除される、［１５８］に記載
の方法。
［１６２］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［１５６］から［１５９］のいずれ
か一項に記載の方法。
［１６３］
前記チェックインデータが前記ユーザアカウント内に位置する、［１６１］に記載の方法
。
［１６４］
前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさら
に備える、［１５８］に記載の方法。
［１６５］
たとえ前記ユーザが前記物品を所持していなくても、前記便益を前記ユーザに提供するス
テップをさらに備える、［１６３］に記載の方法。
［１６６］
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信するステップをさらに備える、［１
５８］に記載の方法。
［１６７］
前記便益が販売促進用価格である、［１５６］に記載の方法。
［１６８］
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前記便益が前記位置での優先アクセスである、［１５８］に記載の方法。
［１６９］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、それによって前
記物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［１６７］に記載の方法
。
［１７０］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［１５８］に記載の方法。
［１７１］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［１６９］に記載の方法。
［１７２］
所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン順序のうちの少なくとも１
つに従って物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に便益のロックを解除
する方法であって、前記物品がスマートタグに関連付けられ、
サーバで、前記物品が前記デバイスに近接して配置されたとき前記物品に関連付けられる
前記スマートタグから前記デバイスに送信されたチェックインデータをデバイスから受信
するステップであって、前記チェックインデータが、前記物品が以前にチェックインされ
ている１つまたは複数の位置についての位置識別子および対応する時間を含む、ステップ
と、
前記サーバによって、前記スマートタグから取得された前記チェックインデータが、チェ
ックインの前記所定のスケジュール、およびチェックインの前記所定の順序のうちの少な
くとも１つを満たすと、前記便益のロックを解除するステップとを備える、方法。
［１７３］
前記スマートタグが書込み可能ＮＦＣタグである、［１７１］に記載の方法。
［１７４］
前記スマートタグから送信されたチェックインデータを受信する前記デバイスが、位置の
入口に位置する、［１７１］に記載の方法。
［１７５］
前記物品がシューズであり、前記物品の前記スマートタグから送信されたチェックインデ
ータを受信する前記デバイスがマットである、［１７１］に記載の方法。
［１７６］
前記物品が位置にチェックインされるたびに、位置識別子および対応する時間が前記物品
の前記スマートタグに書き込まれる、［１７２］に記載の方法。
［１７７］
前記便益のロックを解除するステップが、
前記便益がロック解除されたことを表示するメッセージを前記デバイスに送信するステッ
プを備える、［１７１］に記載の方法。
［１７８］
前記便益を解除するステップが、
前記物品に関連付けられるユーザが前記便益を受け取る資格があることを表示するメッセ
ージを前記デバイスに送信するステップを備える、［１７１］に記載の方法。
［１７９］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［１７１］に記載の方法。
［１８０］
前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさら
に備える、［１７８］に記載の方法。
［１８１］
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信するステップをさらに備える、［１
７１］に記載の方法。
［１８２］



(28) JP 2019-50021 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

前記便益が販売促進用価格である、［１７１］に記載の方法。
［１８３］
前記便益が前記位置での優先アクセスである、［１７１］に記載の方法。
［１８４］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、それによって前
記物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［１８２］に記載の方法
。
［１８５］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［１７１］に記載の方法。
［１８６］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［１８４］に記載の方法。
［１８７］
所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン順序のうちの少なくとも１
つに従って物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合に便益のロックを解除
するシステムであって、前記物品がスマートタグに関連付けられ、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品が前記デバイスに近接して配置されたとき前記物品に関連付けられる前記スマー
トタグから前記デバイスに送信されたチェックインデータをデバイスから受信させ、前記
チェックインデータが、１つまたは複数の位置についての位置識別子および対応する時間
を含み、前記物品が以前にチェックインされ、
前記スマートタグから取得された前記チェックインデータが、チェックインの前記所定の
スケジュール、およびチェックインの前記所定の順序のうちの少なくとも１つを満たすと
、前記便益のロックを解除させる、システム。
［１８８］
前記スマートタグが書込み可能ＮＦＣタグである、［１８６］に記載のシステム。
［１８９］
前記スマートタグから送信されたチェックインデータを受信する前記デバイスが、位置の
入口に位置する、［１８６］に記載のシステム。
［１９０］
前記物品がシューズであり、前記物品の前記スマートタグから送信されたチェックインデ
ータを受信する前記デバイスがマットである、［１８６］に記載のシステム。
［１９１］
前記物品が位置にチェックインされるたびに、位置識別子および対応する時間が前記物品
の前記スマートタグに書き込まれる、［１８７］に記載のシステム。
［１９２］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記便益がロック解除されたことを表示するメッセージを前記デバイスに送信することに
よって、前記便益のロックを解除させる、［１８６］に記載のシステム。
［１９３］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記物品に関連付けられるユーザが前記便益を受け取る資格があることを表示するメッセ
ージを前記デバイスに送信することによって、前記便益を介助させる、［１８６］に記載
のシステム。
［１９４］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［１８６］に記載のシステム。
［１９５］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
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前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示させる、［１９３］
に記載のシステム。
［１９６］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信させる、［１８６］に記載のシステ
ム。
［１９７］
前記便益が販売促進用価格である、［１８６］に記載のシステム。
［１９８］
前記便益が前記位置での優先アクセスである、［１８６］に記載のシステム。
［１９９］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、それによって前
記物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［１９７］に記載のシス
テム。
［２００］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［１８６］に記載のシステム。
［２０１］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［１９９］に記載のシステム。
［２０２］
所定のチェックインスケジュール、および所定のチェックイン順序のうちの少なくとも１
つに従って物品が１つまたは複数の位置でチェックインされた場合にデバイスに情報への
アクセスを許可する方法であって、前記物品がスマートタグに関連付けられ、
サーバで、前記物品が前記デバイスに近接して配置されたとき前記物品に関連付けられる
前記スマートタグから前記デバイスに送信されたチェックインデータを前記デバイスから
受信するステップであって、前記チェックインデータが、前記物品が以前にチェックイン
されている１つまたは複数の位置についての位置識別子および対応する時間を含む、ステ
ップと、
前記サーバによって、前記スマートタグから取得された前記チェックインデータが、チェ
ックインの前記所定のスケジュール、およびチェックインの前記所定の順序のうちの少な
くとも１つを満たすと、前記デバイスに情報へのアクセスを許可するステップとを備える
、方法。
［２０３］
前記情報が便益である、［２０１］に記載の方法。
［２０４］
前記便益へのアクセスを許可するステップが、前記便益のロックを解除するステップを備
える、［２０２］に記載の方法。
［２０５］
前記サーバから前記デバイスに前記情報を送信するステップを備える、［２０１］から［
２０３］のいずれか一項に記載の方法。
［２０６］
前記スマートタグが書込み可能ＮＦＣタグである、［２０１］から［２０４］のいずれか
一項に記載の方法。
［２０７］
前記スマートタグから送信されたチェックインデータを受信する前記デバイスが、位置の
入口に位置する、［２０５］に記載の方法。
［２０８］
前記物品がシューズであり、前記物品の前記スマートタグから送信されたチェックインデ
ータを受信する前記デバイスがマットである、［２０５］に記載の方法。
［２０９］
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前記物品が位置にチェックインされるたびに、位置識別子および対応する時間が前記物品
の前記スマートタグに書き込まれる、［２０５］に記載の方法。
［２１０］
前記便益のロックを解除するステップが、
前記便益がロック解除されたことを表示するメッセージを前記デバイスに送信するステッ
プを備える、［２０３］に記載の方法。
［２１１］
前記便益を解除するステップが、
前記物品に関連付けられるユーザが前記便益を受け取る資格があることを表示するメッセ
ージを前記デバイスに送信するステップを備える、［２０３］に記載の方法。
［２１２］
前記物品がユーザのユーザアカウントに登録される、［２０１］から［２０４］のいずれ
か一項に記載の方法。
［２１３］
前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさら
に備える、［２１１］に記載の方法。
［２１４］
前記便益を、前記物品のユーザの電子デバイスに送信するステップをさらに備える、［２
０３］に記載の方法。
［２１５］
前記便益が販売促進用価格である、［２０１］に記載の方法。
［２１６］
前記便益が前記位置での優先アクセスである、［２０３］に記載の方法。
［２１７］
前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前記
物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、［２１５］に記載の方法。
［２１８］
前記便益が前記位置での優先サービスである、［２０３］に記載の方法。
［２１９］
前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待遇
である、［２１７］に記載の方法。
［２２０］
１つまたは複数の物品に関連する情報のタイムラインを作成する方法であって、それぞれ
の前記物品が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けら
れており、前記スマートタグが、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置された
とき前記物品識別子をデバイスに送信するように構成され、
サーバで、前記物品のうちの１つまたは複数に関連する登録情報をデバイスから受信する
ステップであって、前記登録情報が、前記物品のうちの少なくともいくつかについて、前
記ユーザのユーザ識別子、前記物品を識別する物品識別子、および取得日を含み、前記物
品識別子が、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記スマートタ
グから前記デバイスに送信される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品のうちの少なくとも１つまたは複数についての物品説明を
取得するステップと、
前記ユーザについての物品タイムラインであって、前記物品のうちの少なくともいくつか
についての物品説明および取得日をリストアップする物品タイムラインを生成するステッ
プと、
グラフィカルユーザインターフェースに前記物品タイムラインを表示するステップとを備
える、方法。
［２２１］
前記スマートタグから前記物品識別子を受信して、前記物品識別子を前記サーバに送信す
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る前記デバイスが、ユーザの電子デバイスである、［２１９］に記載の方法。
［２２２］
前記物品についての物品説明を取得するステップが、
物品説明情報のデータベースにアクセスするステップと、
前記物品のうちの少なくともいくつかのために、前記物品識別子を使用して、前記データ
ベース内に前記物品についての物品説明を突き止めるステップとを備える、［２１９］に
記載の方法。
［２２３］
前記物品タイムラインが、前記物品のうちの少なくともいくつかについての画像をさらに
含む、［２１９］に記載の方法。
［２２４］
前記物品タイムラインが、前記物品の使用に関するコメントをさらに含む、［２１９］に
記載の方法。
［２２５］
前記物品タイムラインが、前記物品の使用に関する個人的実績をさらに含む、［２１９］
に記載の方法。
［２２６］
前記物品が購入された地理的位置をさらに備える、［２１９］に記載の方法。
［２２７］
前記物品に関連する使用法情報を受信するステップであって、前記使用法情報が、前記物
品のユーザユーザ識別子、前記物品を識別する物品識別子、前記利用の位置を識別する位
置情報、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記スマートタグか
ら前記デバイスに送信される物品識別子のうちの少なくとも１つを含む、ステップをさら
に備える、［２１９］に記載の方法。
［２２８］
前記タイムライン上に前記使用法情報のうちの少なくともいくつかをリストアップするス
テップをさらに備える、［２１９］に記載の方法。
［２２９］
１つまたは複数の物品に関連する情報のタイムラインを作成するシステムであって、前記
物品のそれぞれが、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付
けられており、前記スマートタグが、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置さ
れたとき前記物品識別子をデバイスに送信するように構成されており、前記システムが
、
　プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
前記物品のうちの１つまたは複数に関連する登録情報をデバイスから受信させ、前記登録
情報が、前記物品のうちの少なくともいくつかについて、前記ユーザのユーザ識別子、前
記物品を識別する物品識別子、および取得日を含み、前記デバイスが前記スマートタグに
近接して配置されたとき前記物品識別子が前記スマートタグから前記デバイスに送信され
、
前記物品のうちの少なくとも１つまたは複数についての物品説明を取得させ、
前記ユーザについての物品タイムラインであって、前記物品のうちの少なくともいくつか
についての物品説明および取得日をリストアップする物品タイムラインを生成させ、
グラフィカルユーザインターフェースに前記物品タイムラインを表示させる、システム。
［２３０］
前記スマートタグから前記物品識別子を受信して、前記物品識別子を前記サーバに送信す
る前記デバイスが、ユーザの電子デバイスである、［２２８］に記載のシステム。
［２３１］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
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前記物品についての物品説明を取得するステップが、
物品説明情報のデータベースにアクセスするステップと、
前記物品のうちの少なくともいくつかのために、前記物品識別子を使用して、前記データ
ベース内に前記物品についての物品説明を突き止めるステップとによって、前記物品につ
いての物品識別子を取得させる、［２２８］に記載のシステム。
［２３２］
前記物品タイムラインが、前記物品のうちの少なくともいくつかについての画像をさらに
含む、［２２８］に記載のシステム。
［２３３］
前記物品タイムラインが、前記物品の使用に関するコメントをさらに含む、［２２８］に
記載の方法。
［２３４］
前記物品タイムラインが、前記物品の使用に関する個人的実績をさらに含む、［２２８］
に記載のシステム。
［２３５］
前記物品が購入された地理的位置をさらに備える、［２２８］に記載のシステム。
［２３６］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記物品に関連する使用法情報を受信させ、前記使用法情報が、前記物品のユーザユーザ
識別子、前記物品を識別する物品識別子、前記利用の位置を識別する位置情報、前記デバ
イスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記スマートタグから前記デバイスに
送信される物品識別子のうちの少なくとも１つを含む、［２２８］に記載のシステム。
［２３７］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
前記タイムライン上に前記使用法情報のうちの少なくともいくつかをリストアップさせる
、［２２８］に記載のシステム。
［２３８］
物品に関連付けられるイベントのタイムラインを作成するための方法であって、前記物品
が、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられており、
前記スマートタグが、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物
品識別子をデバイスに送信するように構成され、サーバで、デバイスから、前記物品のユ
ーザのユーザ識別子、および前記物品を識別する物品識別子のうちの少なくとも１つを受
信するステップであって、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前
記物品識別子が前記スマートタグから前記デバイスに送信される、ステップと、
前記サーバによって、前記物品についての物品説明を取得するステップと、
前記サーバによって、前記物品の複数のチェックインを取得するステップと、
前記物品についてのイベントのタイムラインを生成するステップであって、イベントの前
記タイムラインが、前記チェックインのうちの少なくともいくつかをリストアップする、
ステップと、
グラフィカルユーザインターフェースにイベントの前記タイムラインを表示するステップ
とを備える、方法。
［２３９］
前記スマートタグから前記物品識別子を受信して、前記物品識別子を前記サーバに送信す
る前記デバイスが、ユーザの電子デバイスである、［２３７］に記載の方法。
［２４０］
複数の物品に関連する使用法情報を受信するステップをさらに備える、［２３７］に記載
の方法。
［２４１］
前記物品についての物品説明を取得するステップが、
物品説明情報のデータベースにアクセスするステップと、
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前記物品のうちの少なくともいくつかのために、前記物品識別子を使用して、前記データ
ベース内に前記物品についての物品説明を突き止めるステップとを備える、［２３７］に
記載の方法。
［２４２］
前記物品説明が前記物品の名称である、［２３７］に記載の方法。
［２４３］
前記物品タイムラインが、前記物品の画像をさらに含む、［２３７］に記載の方法。
［２４４］
前記物品タイムラインが、前記物品の前記使用に関するコメントをさらに含む、［２３７
］に記載の方法。
［２４５］
物品に関連付けられるイベントのタイムラインを作成するシステムであって、前記物品が
、前記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられており、前
記スマートタグが、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置されたとき前記物品
識別子をデバイスに送信するように構成されており、前記システムが、
プロセッサと、
命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたと
き、前記プロセッサに、
デバイスから、前記物品のユーザのユーザ識別子、および前記物品を識別する物品識別子
のうちの少なくとも１つを受信させ、前記デバイスが前記スマートタグに近接して配置さ
れたとき前記物品識別子が前記スマートタグから前記デバイスに送信され、
前記物品についての物品説明を取得させ、
前記物品の複数のチェックインを取得させ、
前記物品についてのイベントのタイムラインを生成させ、イベントの前記タイムラインが
、前記チェックインのうちの少なくともいくつかをリストアップし、
グラフィカルユーザインターフェースにイベントの前記タイムラインを表示させる、シス
テム。
［２４６］
前記スマートタグから前記物品識別子を受信して、前記物品識別子を前記サーバに送信す
る前記デバイスが、ユーザの電子デバイスである、［２４４］に記載のシステム。
［２４７］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
複数の物品に関連する使用情報を受信させる、［２４４］に記載のシステム。
［２４８］
前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
物品説明情報のデータベースにアクセスするステップと、
前記物品のうちの少なくともいくつかのために、前記物品識別子を使用して、前記データ
ベース内に前記物品についての物品説明を突き止めるステップとによって、前記物品につ
いての物品説明を取得させる、［２４４］に記載のシステム。
［２４９］
前記物品説明が前記物品の名称である、［２４４］に記載のシステム。
［２５０］
前記物品タイムラインが、前記物品の画像をさらに含む、［２４４］に記載のシステム。
［２５１］
前記物品タイムラインが、前記物品の前記使用に関するコメントをさらに含む、［２４４
］に記載のシステム。
【００１６】
  本発明の実施形態の性質および利点をより完全に理解するために、次の発明を実施する
ための形態および添付の図面を参照するべきである。本発明の他の態様、目的、および利
点は、以下の図面および発明を実施するための形態から明らかになるであろう。しかしな
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がら、本発明の範囲は、特許請求の範囲の記載から十分に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本明細書に開示された実施形態の態様を実装するための例示的環境のブロック図
である。
【図２】少なくとも１つの実施形態による、例示的電子デバイスのブロック図である。
【図３】少なくとも１つの実施形態による、様々な例示的物品に関連付けられる例示的ス
マートタグを示す概略図である。
【図４】少なくとも１つの実施形態による、例示的電子デバイスおよび例示的スマートタ
グ、ならびにそれらの間の通信を示す概略図である。
【図５】少なくとも１つの実施形態による、例示的システムの態様を表すブロック図であ
る。
【図６】ある実施形態による、デジタルコンテンツを要求して表示するためにどのアプリ
ケーションを使用するべきかを決定して、そのアプリケーションがまだインストールされ
ていない場合、そのアプリケーションを電子デバイスにダウンロードおよびインストール
する例示的処理を示す図である。
【図７】少なくとも１つの実施形態による、物品が販売のために提供される小売店の概略
図である。
【図８】少なくとも１つの実施形態による、販売のために提供されている物品に関連する
デジタルコンテンツを取得する要求を送信する例示的処理を示す流れ図である。
【図９Ａ】少なくとも１つの実施形態による、物品についてのより多くの情報を取得する
ためのオプションをユーザに与えるメニューの例示的スクリーンショットの概略図である
。
【図９Ｂ】少なくとも１つの実施形態による、物品についてのより多くの情報を取得する
ためのオプションをユーザに与えるメニューの例示的スクリーンショットの概略図である
。
【図９Ｃ】少なくとも１つの実施形態による、物品についてのより多くの情報を取得する
ためのオプションをユーザに与えるメニューの例示的スクリーンショットの概略図である
。
【図９Ｄ】少なくとも１つの実施形態による、物品についてのより多くの情報を取得する
ためのオプションをユーザに与えるメニューの例示的スクリーンショットの概略図である
。
【図１０】少なくとも１つの実施形態による、販売のために提供されている物品に関連す
るデジタルコンテンツを配信する例示的処理を示す流れ図である。
【図１１】少なくとも１つの実施形態による、物品に関連するデジタルコンテンツのサブ
セットを選択する例示的処理を示す流れ図である。
【図１２Ａ】少なくとも１つの実施形態による、販売のために提供されている物品につい
ての仮想値札を取得する要求を送信する例示的処理を示す流れ図である。
【図１２Ｂ】少なくとも１つの実施形態による、販売のために提供されている物品につい
ての仮想値札を取得する要求を送信する例示的処理を示す流れ図である。
【図１３】少なくとも１つの実施形態による、物品についての仮想値札、ならびに例示的
仮想値札を取得するためのオプションをユーザに与えるメニューの例示的スクリーンショ
ットの概略図である。
【図１４】少なくとも１つの実施形態による、物品についての仮想値札をユーザの電子デ
バイスに配信する例示的処理を示す流れ図である。
【図１５】少なくとも１つの実施形態による、物品の価格を調整する例示的処理を示す流
れ図である。
【図１６】少なくとも１つの実施形態による、物品が購入されたか、他の方法で入手され
たという通知を受信して、その物品を取得したユーザに登録する例示的処理を示す流れ図
である。
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【図１７】少なくとも１つの実施形態による、電子デバイスを使用して物品を登録する例
示的処理を示す流れ図である。
【図１８】少なくとも１つの実施形態による、物品に関連するデジタルコンテンツを提供
するユーザ要求を受信して、要求しているユーザが登録済み所有者か未登録のユーザかを
決定して、要求されたコンテンツを提供する例示的処理を示す流れ図である。
【図１９】少なくとも１つの実施形態による、物品に関するコンテンツを要求しているユ
ーザが、物品の登録済み所有者か未登録のユーザかを決定する例示的処理を示す流れ図で
ある。
【図２０Ａ】少なくとも１つの実施形態による、登録済み所有者および未登録のユーザに
提供されるメニューオプションの例示的スクリーンショットの概略図である。
【図２０Ｂ】少なくとも１つの実施形態による、登録済み所有者および未登録のユーザに
提供されるメニューオプションの例示的スクリーンショットの概略図である。
【図２０Ｃ】少なくとも１つの実施形態による、登録済み所有者および未登録のユーザに
提供されるメニューオプションの例示的スクリーンショットの概略図である。
【図２０Ｄ】少なくとも１つの実施形態による、登録済み所有者および未登録のユーザに
提供されるメニューオプションの例示的スクリーンショットの概略図である。
【図２０Ｅ】少なくとも１つの実施形態による、登録済み所有者および未登録のユーザに
提供されるメニューオプションの例示的スクリーンショットの概略図である。
【図２１】少なくとも１つの実施形態による、ある位置に「チェックイン」して、物品に
関連付けられるスマートタグにチェックインデータを格納する例示的処理を示す流れ図で
ある。
【図２２】少なくとも１つの実施形態による、スマートタグに格納されたチェックインデ
ータを使用して、便益のロックを解除する例示的処理を示す流れ図である。
【図２３】少なくとも１つの実施形態による、ある位置に「チェックイン」して、チェッ
クインデータをサーバ上に格納して、受ける資格のある（qualifying）便益のロックを解
除する例示的処理を示す流れ図である。
【図２４】１つまたは複数の物品に関連する情報のタイムラインを作成する処理を示す流
れ図である。
【図２５】少なくとも１つの実施形態による、図２４の処理に従って作成された例示的タ
イムラインのスクリーンショットの概略図である。
【図２６】少なくとも１つの実施形態による、既存のタイムラインに物品を追加する、お
よび／または既存のタイムラインを更新する処理を示す流れ図である。
【図２７】少なくとも１つの実施形態による、物品に関連付けられるイベントのタイムラ
インを作成する処理を示す流れ図である。
【図２８】少なくとも１つの実施形態による、図２７の処理に従って作成されたイベント
の例示的タイムラインのスクリーンショットの概略図である。
【図２９】少なくとも１つの実施形態による、実施形態を実装することができる例示的環
境を示す図である。
【図３０】少なくとも１つの実施形態による、専用コンピュータのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
  以下の説明では、様々な実施形態について説明する。説明の目的で、実施形態の完全な
理解を提供するために、特定の構成および詳細を説明する。しかし、実施形態は特定の詳
細なしに実施することができ、本明細書に明示的に開示されていない変形および他の態様
は様々な実施形態の範囲内であると想定されることも、当業者には明らかであろう。さら
に、よく知られている特徴は、記述されている実施形態を不明瞭にしないために省略また
は簡略化されうる。
【００１９】
  図１は、様々な実施形態による態様を実装するための環境１００の例を示している。理
解されるように、環境１００は説明の目的で提供されているが、様々な実施形態を実装す
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るために、必要に応じて異なる環境が利用されてよい。図示された環境１００は電子デバ
イス１０２を含み、電子デバイス１０２は適切なネットワーク１１６を介して要求、メッ
セージ、または情報を送受信して、デバイス１０２のユーザ１１０に情報を返送するよう
に動作可能な任意の適切なデバイスを含みうる。このような電子デバイスの例には、モバ
イル電話、電子デバイス、モバイルデバイス、ハンドヘルドメッセージングデバイス、ラ
ップトップコンピュータ、携帯情報端末、電子書籍リーダー、腕時計、手首装着型デバイ
ス、および同等物がある。
【００２０】
  実施形態によれば、電子デバイス１０２は、セルラー電話、メディアプレイヤー、パー
ソナルコンピュータなどの、１つまたは複数のポータブルデバイスの機能を組み込む。ユ
ーザは、たとえ電子デバイス１０２がポータブルであっても、電子デバイス１０２を使用
して、写真およびビデオの閲覧、インターネットサーフィン等をすることが可能である。
また、電子デバイス１０２によって、ユーザは、インターネット、あるいはローカルエリ
アネットワークまたはワイドエリアネットワークなどのネットワーク１１６に接続して、
それを通じて通信することができる。また、たとえば電子デバイス１０２によって、ユー
ザは、電子メール、テキストメッセージング、インスタントメッセージング、または他の
形式の電子通信を使用して通信することができる。
【００２１】
  実施形態によれば、電子デバイス１０２は、ブルートゥース（登録商標）、無線周波数
識別（ＲＦＩＤ）、および／または近距離通信（ＮＦＣ）などの短距離無線接続を使用し
て他のデバイスと通信する。ＮＦＣやＲＦＩＤが、ＮＦＣが有効な電子デバイスがＲＦＩ
Ｄチップを有するスマートタグからデータを読み出す方法で、またはその逆の方法で、連
携することが可能である。図１に示されるように、電子デバイス１０２は、短距離無線接
続１１８を使用して、物品１２４に取り付けられたスマートタグ１２０と通信する。たと
えば、電子デバイス１０２は、物品１２４のスマートタグ１２０から情報を取得して、取
得した情報を使用してネットワーク１１６から物品１２４に関連するデジタルコンテンツ
を取り出す。物品１２４はユーザ１１０によって購入された、または他の方法で入手され
た、任意の消費者製品または品物でよい。たとえば、物品１２４は、シューズ、靴下、シ
ャツ、パンツ、帽子等の衣料品でよい。また、たとえば物品１２４は、フットボール、サ
ッカーボール、テニスボールおよびラケット、心拍数モニタ、腕時計などのスポーツ用器
材でよい。
【００２２】
  図２は、様々な実施形態による例示的電子デバイス１０２のブロック図を示している。
図示されるように、デバイス１０２は、内部コンポーネントを損傷から保護する外部ケー
シング２０２に囲まれている。外部ケーシングは、プラスチック、金属等の任意の適切な
材料製とすることができる。電子デバイス１０２は、スイッチ、キー、ボタン、タッチセ
ンサ式ボタン等を含む、任意の数の触覚入力コントロールを含みうる。また、デバイス１
０２は、デバイスによって生成された様々な画像を表示することができるディスプレイ２
０８を含む。ディスプレイ２０８は、発光ダイオード（ＬＥＤ）ベースのディスプレイ、
Ｒｅｔｉｎａディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などの任意のタイプのディスプ
レイでよい。デバイス１０２は、選択した要素をタッチすることによって、ユーザがディ
スプレイ２０８の要素を選択することができるタッチスクリーン２１２を含みうる。
【００２３】
  ディスプレイ２０８は、ユーザがデバイスと対話できるようにするグラフィカルユーザ
インターフェース（ＧＵＩ）を表示するために使用されうる。触覚入力コントロールまた
はタッチスクリーンは、ＧＵＩをナビゲートするために使用されうる。たとえば、タッチ
スクリーン２１２の適切な位置をタッチすることによって、アイコンを選択することがで
きる。アイコンが選択されると、デバイス１０２は、そのアイコンに関連付けられるアプ
リケーションを開いて、対応するスクリーンを表示するように構成されうる。たとえば、
スポーツトレーニングアイコンが選択されると、デバイス１０２はスポーツトレーニング
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プログラムを開いて、スポーツトレーニングプログラムで利用可能な様々なツールおよび
機能を提示するトレーニングメニューを表示することができる。電子デバイス１０２は、
オーディオ入力を受信するマイクや、サウンドを出力するスピーカなどのオーディオ入力
および出力要素を含みうる。
【００２４】
  電子デバイス１０２は、オペレーティングシステム、アプリケーション、およびデバイ
ス１０２の他の機能を実行するために必要な処理機能を提供する１つまたは複数のプロセ
ッサ２０４を含みうる。１つまたは複数のプロセッサ２０４は、汎用マイクロプロセッサ
および専用マイクロプロセッサ、ならびに／またはそれらの組合せを含みうる。また、プ
ロセッサ２０４は、目的をキャッシュするためのオンボードメモリを含むことができ、デ
ータバス２１０に接続された他のデバイスに命令を提供することができるようにデータバ
ス２１０に接続されうる。
【００２５】
  また、電子デバイス１０２は、プロセッサ２０４の操作に必要なデータ、ならびに電子
デバイス１０２によって必要な他のデータを格納するための記憶装置２１８を含みうる。
たとえば、記憶装置２１８は、オペレーティングシステムなどの、１つまたは複数のプロ
セッサ２０４によって使用可能な電子デバイス１０２のファームウェア、電子デバイス１
０２の様々な機能を有効にする他のプログラム、ＧＵＩ機能、および／またはプロセッサ
機能を格納することができる。また、記憶装置２１８は、ソフトウェアアプリケーション
などのデータファイルを格納することができる。
【００２６】
  また、電子デバイス１０２は、１つまたは複数の通信チャネルを介して情報を送受信す
るための１つまたは複数のネットワークデバイス２３２を含みうる。したがって、ネット
ワークデバイス２３２は、１つまたは複数のネットワークインターフェースカード（ＮＩ
Ｃ）またはネットワークコントローラを含みうる。いくつかの実施形態では、ネットワー
クデバイス２３２は、有線イーサネット（登録商標）ベースネットワーク、および／また
は、IEEE 802.11x無線ネットワーク（すなわち、ＷｉＦｉ）などの無線ＬＡＮに接続する
ためのローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）インターフェースを含みうる。特定の実施
形態では、ＬＡＮインターフェースは、ＬＡＮに接続するために使用される、サービスセ
ット識別子（ＳＳＩＤ）、チャネル、および暗号化キーなどの情報を受信するために使用
されうる。
【００２７】
  また、ネットワークデバイス２３２は、セルラー通信ネットワークを介してインターネ
ットに接続できるようにするワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）インターフェースを含
みうる。また、ネットワークデバイス２３２は、ブルートゥース（登録商標）ネットワー
ク、IEEE 802.15.4（ＺｉｇＢｅｅ）ネットワーク、またはウルトラワイドバンド（ＵＷ
Ｂ）ネットワークなどの、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）に接続するためのＰ
ＡＮインターフェースを含みうる。ネットワークデバイス２３２はアンテナと相互作用し
て、ネットワークの無線周波数信号を送受信することができる。ネットワークデバイス２
３２は、任意の数および組合せのネットワークインターフェースを含みうる。
【００２８】
  また、電子デバイス１０２は、地理的位置を決定するために使用される位置決定デバイ
ス２３６を含みうる。位置決定デバイス２３６は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、ある
いは、たとえばセルタワー測位技術またはＷｉＦｉ技術を使用する、地域またはサイト全
体の測位システムを利用することができる。
【００２９】
  いくつかの実施形態によれば、デバイス１０２は、物品１２４に関連付けられるタグま
たはラベルから物品識別情報を取得するために使用されうるバーコードスキャナなどのス
キャナ２２０を含み、それらの情報はデバイス１０２にインストールされたアプリケーシ
ョンによって使用されうる。当業者は、スキャナ２２０を実装するための様々なデバイス
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および技法を理解できるであろう。また、デバイス１０２はカメラ２２４を含みうる。ス
キャナ２２０と同様に、カメラ２２４は、消費者製品などの物品１２４を識別するために
、全体的なシステムの一部として使用されうる。たとえば、カメラ２２４は、バーコード
またはＱＲコード（登録商標）の画像を取り込むために使用することができ、それらの画
像は、符号化された製品識別情報を抽出するためにデバイス１０２によって処理されうる
。符号化された情報を抽出するためにビデオ画像を処理するための技法も、当業者には知
られているであろう。
【００３０】
  デバイス１０２は、近距離通信を可能にして、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 14443、ISO/IE
C 21481などの標準、ならびに当業者によって知られている他の標準に準拠する、近距離
通信（ＮＦＣ）インターフェース２２８をさらに含む。ＮＦＣインターフェース２２８は
、たとえば、約２～４センチメートルの範囲を有することができる。ＮＦＣインターフェ
ース２２８との近距離通信は、ＮＦＣインタ－フェース２２８がＮＦＣと連携するスマー
トタグと通信できるように、磁界誘導を経由して行うことができる。スマートタグは、た
とえばＮＦＣタグおよび無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグを含む。このように、ＮＦＣイ
ンターフェース２２８は、スマートタグ１２０を含む消費者製品などの、物品１２４を識
別するために使用されうる。
【００３１】
  次に図３を参照すると、いくつかの物品１２４に取り付けられた、埋め込まれた、また
は他の方法で関連付けられた例示的スマートタグ１２０が示されている。実施形態によれ
ば、「情報タグ」または「タグ」としても知られるスマートタグ１２０は、記憶装置、お
よびアンテナに取り付けられた無線チップを有する。ＮＦＣおよびＲＦＩＤタグなどのス
マートタグは、小型かつ安価で、異なる物品１２４に容易に組み入れられる。図示される
ように、スマートタグ１０２は、ジャージ１２４ａ、シューズ１２４ｂ、靴ひも１２４ｃ
、ショートパンツ１２４ｄ、およびフットボール１２４ｅなどの物品１２４の適切な位置
に、織り込まれるか、縫い付けられるか、糊付けされるか、編み込まれるか、貼り付けら
れるか、または他の方法で取り付けられる。シューズの場合、スマートタグ１０２は、舌
革、中敷き、外底、ヒールカウンタ、および／または他の任意の適切な位置に組み入れる
ことができる。さらに、たとえば、スマートタグ１２０は、物品１２４に取り付けられた
、または他の方法で関連付けられた品質表示表に組み入れるか、取り付けることができる
。これらは単なる例に過ぎず、スマートタグは、当業者によって知られている任意の方法
によって、任意のタイプの物品１２４に取り付けることができることが理解されよう。
【００３２】
  実施形態によれば、スマートタグ１２０は受動的であり、電源を有さず、また必要とし
ない。この場合、スマートタグ１２０は、スマートタグを読み取るデバイスから電力を取
る。たとえば、図４に示されるように、ユーザは、電子デバイス１０２上のＮＦＣアプリ
ケーション４００をアクティブ化する。いくつかの例では、電子デバイスのＮＦＣ機能を
アクティブ化するために、ユーザは電子デバイス１０２の設定セクション内のＮＦＣ通信
をアクティブ化する（たとえば、ブルートゥース（登録商標）機能と同様）。ＮＦＣ通信
および／またはＮＦＣアプリケーション４００をアクティブ化すると、デバイス１０２の
内部のＮＦＣチップ４０２に信号が送信される。電流がＮＦＣチップ４０２を通過し、そ
れによって電子デバイス１０２のＮＦＣインターフェース２２８から磁場４０６が放出さ
れる。ユーザが電子デバイス１０２をスマートタグ１２０に近接して配置したときＮＦＣ
インターフェース２２８から放出される磁場４０６が、スマートタグ１２０の内部の電流
を誘導し、それによってスマートタグ１２０の内部の記憶装置および無線チップ４１６に
電力を供給する。たとえば、スマートタグ１２０のコイル４１０（アンテナとして知られ
る）が磁場４０６を電流に変換し、チップ４１６に電力を供給して、スマートタグ１２０
からデータを送信する電波４２０を放出させる。たとえば、スマートタグ１２０から放出
された電波４２０は、電子デバイス１０２から放出された磁場４０６と相互作用して、電
子デバイス１０２内のＮＦＣチップ４０２が、チップ４１６から送信されているデータを
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電波４２０から取得する。実施形態によれば、スマートタグ１２０はＮＦＣリベットなど
のリベットでよい。たとえば、リベットは、シューズおよび衣料品などの既存の物品にリ
ベット留めすることができるＮＦＣ受動ＩＣおよびアンテナを有することができる。本明
細書に記載されるように、いくつかの例では、ユーザは、その物品の特定のコンテンツを
駆動するために、リベットが付いた物品の写真を撮ることができる。
【００３３】
  いくつかの実施形態では、記憶装置および無線チップ４１６から送信されたデータは、
電子デバイス１０２に、特定のアプリケーションの起動、または特定のウェブページの取
込みなどの特定の動作を実行させる命令を含む。他の実施形態では、記憶装置および無線
チップ４１６が、物品識別子４３０を格納して電子デバイス１０２に送信し、電子デバイ
ス１０２上で独自に実行しているアプリケーションが物品識別子４３０の処理方法を決定
する。他の実施形態では、記憶装置および無線チップ４１６が、ウェブサイトアドレス、
電子メールアドレス等を格納および送信する。いくつかの実施形態によれば、スマートタ
グは書込み可能である。たとえば、空白のスマートタグまたは既存のデータに、カスタマ
イズされたデータを書き込むことができる。さらに、実施形態によれば、タグ上のデータ
を操作できないように、スマートタグをロックまたは暗号化することができる。
【００３４】
  再び図１を参照すると、ネットワーク１１６は、イントラネット、インターネット、セ
ルラーネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク、ローカルエリアネットワーク、
ワイドエリアネットワーク、無線データネットワーク、あるいは他の任意のこのようなネ
ットワークまたはそれらの組合せを含めた任意の適切なネットワークを含みうる。このよ
うなシステムに利用されるコンポーネントは、選択されたネットワークおよび／または環
境のタイプに少なくとも部分的に依存しうる。このようなネットワークを介して通信する
ためのプロトコルおよびコンポーネントはよく知られており、本明細書では詳細に説明し
ない。ネットワークを介した通信は、有線または無線接続、およびそれらの組合せによっ
て有効にされうる。
【００３５】
  図示された環境１００は、少なくとも１つのサーバ１２２およびデータストア１３０を
含む。連鎖されうる、または他の方法で構成されうる、および適切なデータストアからの
データの取得などのタスクを実行するために相互作用しうる、いくつかのサーバ（たとえ
ば、アプリケーションサーバ、ウェブサーバ等）、レイヤ、あるいは他の要素、処理、ま
たはコンポーネントがありうることが理解されよう。本明細書で使用されるように、「デ
ータストア」という用語は、データの格納、アクセス、および／または取込みができる、
任意のデバイスまたはデバイスの組合せを指し、任意の標準的、分散型、またはクラスタ
環境における、任意の組合せおよび数のデータサーバ、データベース、データ記憶装置、
ならびにデータ記憶媒体を含みうる。
【００３６】
  実施形態によれば、サーバ１２２は、クライアントデバイス１０２の１つまたは複数の
アプリケーションの態様を実行するために必要に応じてデータストアを組み入れるための
任意の適切なハードウェアおよびソフトウェアを含むアプリケーションサーバであり、ア
プリケーションのデータアクセスおよびビジネスロジックの大部分を処理することもでき
る。たとえば、サーバ１２２は、データストア１３０と協働するアクセス制御サービスを
提供し、ユーザに転送されるべきテキスト、グラフィック、オーディオ、および／または
ビデオなどのコンテンツを生成することができるアプリケーションサーバでよく、ＨＴＭ
Ｌ、ＸＭＬ、または他の適切な構造化言語の形式で、ウェブサーバによってクライアント
デバイス１０２上のネイティブアプリケーションによりユーザに配信されてもよい。
【００３７】
  データストア１３０は、それに関連付けられるロジックを通じて、サーバ１２２から命
令を受信して、それに応答してデータを取得、更新、または他の方法で処理するように動
作可能である。一例では、ユーザは、特定の物品１２４に関連するデジタルコンテンツを
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求める要求を提出することができる。この場合、データストア１３０は、格納されたユー
ザ情報にアクセスしてユーザのアイデンティティを確認することができ、また、データス
トア１３０は、格納された情報にアクセスして物品１２４についての情報を取得すること
ができる。次いで、情報がユーザに表示されうる。ユーザは、ユーザデバイス１０２上の
ネイティブアプリケーションを介して、またはユーザデバイス１０２上でブラウザを介し
てユーザが閲覧できるウェブページを介して、結果を見直すことができる。
【００３８】
  実施形態によれば、モバイルデバイスなどの電子デバイス１０２上のモバイルブラウザ
がコンテンツを求める要求をする時はいつでも、ブラウザはネイティブデバイスによって
提供される情報を評価することができる。たとえば、モバイルブラウザおよび他のアプリ
ケーション（デジタルコンテンツマネージャ５１０と通信するための、本明細書に記載の
アプリケーションなど）は、ネイティブモバイルデバイスにプログラミングインターフェ
ースを提供することができる。実施形態によれば、ブラウザクッキーおよびキャッシュな
どの、電子デバイスにローカルに格納された情報は、ユーザに適用されるべきコンテンツ
を選択するために使用される。たとえば、ユーザの電子デバイスにローカルに格納された
情報は、ユーザのタップ行動を反映することができる。この情報はウェブブラウザによっ
て問い合わせることができ、問合せの結果は、所定のウェブアドレスＵＲＬをフェッチし
ている、および／または所定のＨＴＭＬコードをレンダリングしている。たとえば、ユー
ザが電子デバイスで物品をタップして、デバイスがローカル情報を提供しない場合（たと
えば、これが第１タップである可能性がある）、電子デバイスのブラウザがデフォルトの
モバイルウェブサイトをフェッチする。このウェブサイトは、今後のタップに使用される
ために電子デバイスに格納される。
【００３９】
  次の物品をユーザがタップすると、ネットワークからデータがフェッチされる間、モバ
イルブラウザおよびユーザに何かをローカルに提示するために、格納されたウェブサイト
がスプラッシュページとしてレンダリングされる。これにより、物品をタップすると消費
者にフィードバックをすぐに与えることができ、消費者の体験が向上する。さらに、それ
ぞれの位置で実現した電子デバイスに格納するべきローカルデータを使用して、宝探しや
他のキャンペーンを実装することができる。したがって、ネットワークの接続性が良くな
いエリアの場合、情報がネイティブデバイスにローカルに格納されているので、ユーザは
位置にチェックインできるようになる。場合によっては、ネットワーク接続が回復した場
合、チェックインデータは後で遠隔サーバに送信されうる。
【００４０】
  サーバ１２２は、サーバの一般的な管理および運用のための実行可能プログラム命令を
提供するオペレーティングシステムを含むことができ、また、サーバのプロセッサによっ
て実行されたとき、サーバが意図する機能を実行できるようにする命令を格納するコンピ
ュータ可読媒体をさらに含むことができる。オペレーティングシステム、およびサーバの
一般的な機能にとって適切な実装形態は、知られているか市販されており、特に本明細書
の開示に照らして、当業者によって容易に実装される。
【００４１】
  一実施形態における環境１００は、１つまたは複数のコンピュータネットワークまたは
直接接続を使用して、通信リンクを介して相互接続されるいくつかのコンピュータシステ
ムおよびコンポーネントを利用する、分散コンピューティング環境である。しかし、当業
者には、このようなシステムは、図１に示されるコンポーネントよりも少数またはより多
数のコンポーネントを有するシステムにおいても等しく良好に動作できることが理解され
よう。したがって、図１における環境１００の描写は本質的に例示的なものと見なされる
べきであり、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではない。
【００４２】
  図１の環境１００は、図５のシステム５００に示されるように、さらなるコンポーネン
トおよび／または他の構成を含みうる。この例では、システム５００は、電子デバイスに
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特定の物品１２４に関連するデジタルコンテンツを提供するために、電子デバイスからの
要求に応答するデジタル体験マネージャ５１０を含む。いくつかの実施形態では、デジタ
ル体験マネージャ５１０は、サーバ１２２上で実行されるアプリケーションである。デジ
タル体験マネージャ５１０は、ウェブブラウザウインドウを介するなど、電子デバイス１
０２を使用して起動、閲覧、および／または制御されうる。
【００４３】
  図１に示されるように、ユーザ１１０は、たとえば、電子デバイス１０２を使用して物
品１２４のスマートタグ１２０をスキャンして、電子デバイス１０２に物品１２４に関連
するデジタルコンテンツを提供するために、デジタル体験マネージャ５１０に要求を送信
する。図示された実施形態によれば、デジタル体験マネージャ５１０は、アプリケーショ
ンダウンロードモジュール５１４、インストアコンテンツモジュール５１８、仮想値札モ
ジュール５２２、登録モジュール５２６、登録済み所有者モジュール５３０、未登録ユー
ザモジュール５３４、チェックインモジュール５３２、ロック＆キーモジュール５３８、
およびタイムラインモジュール５４２を含む。デジタル体験マネージャ５１０は、アプリ
ケーションデータストア５５４、物品情報データストア５６０、ユーザ情報データストア
５６４、登録データストア５６８、デジタルコンテンツデータストア５７２、チェックイ
ン情報データストア５７６、および便益情報データストア５８０に、データを読み出す、
および／または書き込む。データストア５５４、５６０、５６４、５６８、５７２、５７
６、および５８０は、本発明の実施形態に応じて、デジタル体験マネージャ５１０の一部
として実装されてもよく、デジタル体験マネージャ５１０とは別に実装されてもよい。
【００４４】
  アプリケーション情報５５４は、たとえば、ユーザの電子デバイスにダウンロードする
ために利用可能な、またユーザがデジタル体験マネージャ５１０と対話できるようにする
、アプリケーションを含みうる。たとえば、アプリケーション情報５５４は、インストア
コンテンツモジュール５１８と相互作用して、買い物の間にユーザによって識別された物
品に関するデジタルコンテンツをユーザに提供するアプリケーションを含みうる。また、
たとえば、アプリケーション情報５５４は、仮想値札モジュール５２２と対話して、ユー
ザが実店舗で買い物をしている間にユーザの電子デバイスに物品の価格を送信するアプリ
ケーションを含みうる。これらは、アプリケーション情報５５４内にあってよいアプリケ
ーションの例示的な実例に過ぎず、他のアプリケーションが提供されうることが理解され
よう。このようなアプリケーションは、とりわけ登録モジュール５２６、登録済み所有者
モジュール５３０、未登録ユーザモジュール５３４、ロック＆キーモジュール５３８、タ
イムラインモジュール５４２と相互作用することができる。モジュール５１４、５１８、
５２２、５２６、５３０、５３４、５３２、５３８、および５４２のうちのいくつかまた
は全てと相互作用するために、１つまたは複数のアプリケーションが提供されうることが
理解されよう。
【００４５】
  物品情報５６０は、たとえば、物品識別子の表および対応する物品説明、価格、型番／
型名、サイズ、色、デジタルコンテンツ５７２内の関連するデジタルコンテンツへのリン
ク／参照、登録済み所有者の識別子、およびユーザ情報５６４内の登録済み所有者のユー
ザアカウントへのリンク／参照を含みうる。また、物品情報５６０は、物品のデザイン、
製造、および配送についての情報を含みうる。また、物品情報５６０は、前記物品を使用
するスポーツ選手、スポーツクラブやチームの名前、統計値、および他の情報、ならびに
スポーツイベントにおける前記物品の使用についての情報（たとえば、フットボールが有
名な試合で使用された）を含みうる。
【００４６】
  ユーザ情報５６４は、たとえば、（１）年齢、性別、収入、現在の位置情報（たとえば
、都市、地域、住所）、電話番号、電子メールアドレス、関心、ソーシャルネットワーク
メンバーシップ、好きな大学および職業スポーツクラブやチーム、および同等物などの、
ユーザについての個人情報、（２）ユーザによって以前に購入された物品１２４を識別す
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るユーザ購入履歴、物品１２４に支払われた価格、およびどの商店主からその物品を購入
したか、（３）推薦を行った相手のアイデンティティ、推薦された物品１２４、推薦の日
付、および推薦が実際の購入にコンバージョンされたかどうかを含む、ユーザによって行
われた推薦履歴を含みうる。いくつかの例では、推薦は、ソーシャルネットワークおよび
／またはソーシャルメディア、ブログコメントおよびエントリ、ならびに他の電子通信を
介してユーザによって行われる。また、たとえば、製品の推薦は、ユーザは電子デバイス
１０２を使用して物品１２４のスマートタグ１２０を「タップ」して、それによって電子
デバイス上のアプリケーションに物品１２４を推薦させることができる。
【００４７】
  また、ユーザ情報５６４は、さらなる例として、（４）ユーザの電子デバイス上で実行
しているスポーツトレーニングアプリケーションによって生成および使用されるデータな
どのスポーツトレーニングデータを含みうる。前記スポーツトレーニングデータは、たと
えば、ジョギングルートおよびタイム、特定のエクササイズおよびユーザがそれらのエク
ササイズを実行する時間の表示、メモ、フィットネスの目標、フィットネスの達成度、な
らびに心拍数、消費カロリー、最大酸素摂取量などの生理学的データを含みうる。特に、
いくつかの実施形態によれば、スポーツトレーニングデータ（ワークアウトデータとして
知られる）は、登録済み物品を使用または着用した走行距離、ワークアウトの時間数、ス
ポーツ衣料品またはスポーツ用器材に分類されるユーザが登録した物品１２４の数、トロ
フィ、バッジ、賞、証明書などを含む実績の種類および数を含みうる。
【００４８】
  ユーザ情報５６４は、様々なメカニズムを通じて取得することができる。ユーザは、ウ
ェブサイトアプリケーションを通じてユーザ情報を明確に入力および提供することができ
る。たとえば、ウェブサイトまたはアプリケーションによって、ユーザが、ユーザ情報デ
ータストア５６４に組み込まれるユーザプロファイルまたはアカウントを作成および管理
できるようになる。ユーザ情報は、記録された履歴購入（オンラインおよびオフライン）
のデータベース、ユーザのインターネット検索履歴、ユーザのデモグラフィック情報、ソ
ーシャルグラフ（たとえば、友人、親族、同僚などのネットワーク）、および同等物から
取得することができる。
【００４９】
  登録情報５６８は、どの物品がどのユーザに登録されたかを表示することができる。た
とえば、登録情報は、物品識別子の表、および物品の登録済み所有者の対応するユーザ識
別子を含みうる。登録情報は、物品情報および／またはユーザ情報に含まれうることが理
解されよう。
【００５０】
  デジタルコンテンツ５７２は、たとえば、テキスト、画像、ビデオコンテンツ、アニメ
ーションコンテンツ、ゲーム、およびウェブサイトへのリンクを含むことができ、それら
のいずれも物品１２４についての情報を含みうる。いくつかの実施形態によれば、物品１
２４に関連付けられるエンティティ（たとえば、メーカー、商店主、小売業者、ベンダー
、広告主など）は、デジタルコンテンツの一部として、物品についての情報、ならびにブ
ランドイメージ、ロゴ、広告コンテンツ、および販売促進用コンテンツを提供することが
できる。たとえば、エンティティは、関連する製品、最もよく売れている物品、最新の物
品、特定の価格範囲内の物品、特定の地理的位置または市場で人気のある物品についての
情報、ならびに物品１２４を補完する製品についての情報を提供することができる。たと
えば、ユーザが特定のバスケットボールシューズに興味がある場合、エンティティは、バ
スケットボールショートパンツ、ジャージ、汗止めバンド、バスケットボール、および同
等物などの、バスケットボールシューズを補完する製品についてのデジタルコンテンツを
提供することができる。
【００５１】
  チェックイン情報５７６は、たとえば、ユーザが物品１２４を使用したと決定された位
置、ならびに時間および正確な使用位置などの対応する情報を含みうる。たとえば、使用
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位置はＧＰＳ位置、住所、都市、州、地域、および／または国でよい。また、使用位置は
、レストラン、スポーツイベント、会場などの、物品がチェックインされた企業の名前ま
たは他の識別情報でよい。チェックイン情報は、物品がチェックインされたインスタンス
の物品識別子の表および対応する時間、位置、ならびに／またはユーザデータを含みうる
。チェックイン情報は、物品情報５６０および／またはユーザ情報５６４に含まれうるこ
とが理解されよう。
【００５２】
  便益情報５８０は、たとえば、受ける資格のあるユーザにとって利用可能な便益につい
ての情報を含みうる。たとえば、便益は、テキストメッセージ、電子メール、またはプッ
シュメッセージを介して電子デバイスに直接配信されるサービスおよび／またはデジタル
コンテンツでよい。便益は、小売店に入店したときの販売員への迅速なアクセス、スポー
ツイベント、コンサート、または他のイベントへのアクセス、イベントでのエクスプレス
ラインまたは別の入場口へのアクセス、製品割引等の販売促進用価格などを含みうる。ま
た、便益は専用デジタルコンテンツへのアクセスを含みうる。
【００５３】
  ある実施形態によれば、アプリケーションダウンロードモジュール５１４は、アプリケ
ーション情報５５４から電子デバイス１０２にアプリケーションをダウンロードして、ユ
ーザ１１０が電子デバイス１０２を使用してデジタル体験マネージャ５１０と相互作用で
きるようにする。たとえば、アプリケーションダウンロードモジュール５１４はアプリケ
ーション情報５５４から、セール中の物品についての情報を提供するインストアショッピ
ングアプリケーションをダウンロードして、ユーザが製品についての情報を取得して閲覧
できるようにすることができる。他の例示的アプリケーションは、本明細書に記載されて
いる。
【００５４】
  図６は、ある実施形態による、デジタルコンテンツを要求して表示するためにどのアプ
リケーションを使用するべきかを決定して、そのアプリケーションがまだインストールさ
れていない場合、そのアプリケーションを電子デバイスにダウンロードおよびインストー
ルする例示的処理６００を示している。処理６００のうちのいくつかまたは全て（あるい
は、本明細書に記載の他の任意の処理、または変形形態、および／またはそれらの組合せ
）は、実行可能命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で実行
されて、ハードウェアによって、またはそれらの組合せによって、１つまたは複数のプロ
セッサ上で集合的に実行するコード（たとえば、実行可能命令、１つまたは複数のコンピ
ュータプログラム、あるいは１つまたは複数のアプリケーション）として実装されうる。
コードは、たとえば、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な複数の命令を備え
るコンピュータプログラムの形式で、コンピュータ可読記憶媒体に格納することができる
。コンピュータ可読記憶媒体は、非一時的記憶媒体でよい。１つまたは複数のコンピュー
タシステムは、例として、図５に関連して上述したデジタル体験マネージャ５１０を集合
的に実装する、図１の環境１００における１つまたは複数のコンピュータシステムでよい
。
【００５５】
  ブロック６０４に示されるように、処理６００は、一般的に、誰かが、一般的にはユー
ザ１１０が、一般的にユーザ１１０が買い物をしている店舗内で販売されている物品１２
４に関連付けられるスマートタグをスキャンすると開始する。ブロック６０８で、電子デ
バイス１０２が、スマートタグ１２０から受信したデータを処理する。
【００５６】
  いくつかの実施形態では、スマートタグ１２０からのデータは、電子デバイス１０２に
よって処理されたとき、電子デバイス１０２に物品１２４に関連するデジタルコンテンツ
を表示するアプリケーションを実行させる。たとえば、スマートタグ１２０から受信され
たデータの処理は、電子デバイス１０２に、スマートタグ１２０からのデータ内で指定さ
れたウェブページをウェブサーバから取り込むウェブブラウザを実行させる。この例では
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、スマートタグ１２０からのデータが、電子デバイスのウェブブラウザを特定のウェブペ
ージに導いて、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する。いくつかの例では、ウェ
ブブラウザは、多くの電子デバイスにプリインストールされている標準のウェブブラウザ
である。例示的な実例によれば、動作中、ユーザ１１０は、電子デバイス１０２を使用し
て、シューズなどの物品１２４のスマートタグ１２０を「タップ」または「スキャン」す
る。スマートタグ１２０に保存された命令が、電子デバイス１０２にウェブブラウザを開
かせて、物品についての情報（価格、名称、画像、テキスト、ビデオなど）があるウェブ
サイトにアクセスさせる。場合によっては、たとえば、スマートタグ１２０がスキャンさ
れるたびに、電子デバイスに、たとえばウェブブラウザなどに保存されたクッキーが、異
なる特定のコンテンツを表示する特定のウェブページをウェブブラウザに開かせる。いく
つかの例によれば、表示されるウェブページまたはウェブサイトは、タップの位置、時間
、曜日、実行されるマーケティングキャンペーン、以前のタップ位置、友人による他のタ
ップによって影響を受ける場合がある。
【００５７】
  スマートタグをスキャンして、物品に関連するデジタルコンテンツを表示すると、電子
デバイスによって、ウェブブラウザ以外のアプリケーションを起動する、開く、および／
または実行することができることが理解されよう。たとえば、物品のメーカーまたは小売
業者は、電子デバイス１０２にダウンロードするために、スキャンされた物品についての
デジタルコンテンツをユーザ１１０が閲覧することを可能にするアプリケーションを利用
可能にすることができる。このようなアプリケーションの例示的スクリーンショットは、
図９Ａ～図９Ｄおよび図１３に示されており、対応する説明はそれらの図を参照して提供
される。
【００５８】
  他の実施形態では、スマートタグ１２０からのデータは、電子デバイス１０２によって
処理されたとき、電子デバイス１０２に、物品のユーザの体験を向上させるために物品１
２４とともに使用されうるアプリケーションを実行させる。たとえば、物品１２４がジョ
ギングシューズの場合、アプリケーションは、ユーザの距離、ジョギングルート、心拍数
、消費カロリーなどを追跡するジョギングアプリケーションでよい。このようなアプリケ
ーションの例には、ａｄｉｄａｓ（登録商標）によって提供されるｍｉＣｏａｃｈ（登録
商標）アプリケーションがある。このようなアプリケーションの例示的スクリーンショッ
トは図２０Ａ～図２０Ｅ、図２５、および図２８に示されており、対応する説明はそれら
の図を参照して提供される。
【００５９】
  ブロック６１２で、スマートタグのデータによって指定されたアプリケーションがすで
に電子デバイス１０２にインストールされている場合、処理６００はブロック６１６に進
み、電子デバイスが、アプリケーションを起動する、開く、切り替える、または他の方法
で実行する（たとえば、アプリケーションはデバイス上ですでに開いているウェブブラウ
ザでよく、スマートタグからのデータがウェブブラウザに特定のウェブページまたはウェ
ブサイトにアクセスさせる）。しかし、ブロック６１２で、スマートタグからのデータに
よって指定されたアプリケーションがまだ電子デバイスにインストールされていない場合
、処理６００はブロック６２０に進み、スマートタグ１２０からのデータが電子デバイス
１０２に、デジタル体験マネージャ５１０のアプリケーションダウンロードモジュール５
１４へダウンロード要求を送信させる。ダウンロード要求は、適切なアプリケーションを
識別するスマートタグから取得した情報を含む（たとえば、アプリケーションは物品の小
売業者またはメーカーによって提供されてよい）。
【００６０】
  ブロック６２４で、ダウンロード要求に応答して、デジタル体験マネージャ５１０のア
プリケーションダウンロードモジュール５１４が電子デバイス１０２に、アプリケーショ
ンをダウンロードするためのリンクを送信する。ブロック６３０で、ユーザ１１０がアプ
リケーションのダウンロードを望んでいるかどうかを確認するために、電子デバイス１０
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２がユーザ１１０に尋ねる。ブロック６３０で、アプリケーションはユーザからの承認を
要求せずに自動的にダウンロードされることが理解されよう。ユーザが確認しない場合、
決定ブロック６３４で処理６００は終了する。しかし、ユーザが確認すると、ブロック６
４０でアプリケーションが電子デバイスにダウンロードされて、ブロック６１６で電子デ
バイス１０２がアプリケーションを起動する。
【００６１】
  再び図５を参照すると、インストアコンテンツモジュール５１８が、ユーザ１１０のユ
ーザデバイス１０２から、販売のために提供されている１つまたは複数の物品１２４に関
連するデジタルコンテンツを提供する要求を受信して、ユーザ１１０に送信するべきデジ
タルコンテンツを選択して、選択されたデジタルコンテンツを送信する。図７は、少なく
とも１つの実施形態による、ユーザがインストアコンテンツモジュール５１８に販売のた
めに提供されている物品についての情報を照会すると、ユーザが買い物をすることができ
る、例示的小売店７００の概略図を提供する。本明細書では、小売店７００は、インスト
アコンテンツモジュール５１８、およびデジタル体験マネージャ５１０の他のコンポーネ
ントの動作を説明するために記述されていることが理解されよう。したがって、小売店７
００の記述は、本明細書に記載の様々な発明の実施形態を限定することを意図するもので
はない。
【００６２】
  物品１２４は、小売店７００で販売のために提供されているスポーツ衣料品およびスポ
ーツ用器材の様々な物品を表し、ランニングセクション７１２、テニスセクション７１６
、フットボールセクション７２０、野球セクション７２４、およびバスケットボールセク
ション７３０を含むいくつかのセクションに分類される。ランニングに関連する物品１２
４はランニングセクションに提示され、テニスに関連する物品１２４はテニスセクション
７１６に提示され、以下同様である。例を挙げると、フットボールセクション７２０に提
示される物品１２４は、図３のジャージ１２４ａ、シューズ１２４ｂ、靴ひも１２４ｃ、
ショートパンツ１２４ｄ、およびフットボール１２４ｅを含みうる。スマートタグ１２０
はそれぞれの物品１２４に関連付けられており、たとえばそれぞれの物品に特有の物品識
別子４３０を格納する。デジタル体験マネージャ５１０と通信できるスマートタグリーダ
ー７５６は、販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末７４６および出入口７５０で提供される。
たとえば、出入口７５０で提供されるスマートタグリーダー７５６は、小売店７００に出
入りする際にユーザが踏むフロアマット７６０に埋め込まれるか、他の方法でフロアマッ
ト７６０に関連付けられる。スマートタグリーダー７５６は、ユーザがフロアマット７６
０を歩いて渡ると、シューズなどのユーザ物品に関連付けられるスマートタグを読み取る
ことができる。この場合、以下でより詳細に説明するように、ユーザが物品を着用する、
持ち運ぶ、またはその他の方法で出入口７５０を介して小売店７００の中および／または
外に移動させると、フロアマット７６０のスマートタグリーダー７５６が、「チェックイ
ン」情報とともに物品識別子４３０をデジタル体験マネージャ５１０に送信する。また、
たとえば、物品１２４が購入された場合、たとえば物品がユーザによって購入されたとい
う表示とともに、物品１２４の物品識別子４３０をデジタル体験デバイス５１０に送信す
ることによって、ＰＯＳ端末７４６で提供されたスマートタグリーダー７５６がデジタル
体験デバイス５１０に通知する。実施形態によれば、スマートタグライター７６４は、出
入口７５０の近くに配置されうる。また、いくつかの例では、スマートタグライター７６
４はフロアマット７６０に埋め込まれるか、他の方法でフロアマットに関連付けられる。
スマートタグライター７６４は、スマートタグに情報を書き込むことができる。たとえば
、スマートタグ１２０を埋め込んだシューズ１２４を履いたユーザ１１０がフロアマット
７６０のうちの１つを踏むと、スマートタグライター７６４は、スマートタグ１２０に、
時間および位置、たとえば地理的位置（geo-location）、店舗識別子、会場識別子等を示
す情報を書き込む。この情報は、たとえば、チェックイン情報としてスマートタグ１２０
に格納され、後に便益のロックを解除するために使用されうる（図２１～図２２参照）。
この情報は、スマートタグ１２０に関連付けられる情報を格納するサーバに書き込むこと
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ができる（たとえば、情報が、スマートタグ１２０の物品識別子に関連付けられるサーバ
またはクライアントコンピュータによって保存される）ことが理解されよう。また、スマ
ートタグライター７６４およびスマートタグリーダー７５６は同じデバイスでよいことが
理解されよう。
【００６３】
  図８は、物品に関連するデジタルコンテンツを取得する要求を作成して送信する、例示
的処理８００を示す流れ図を提供する。８０４で示されるように、処理８００は一般的に
、ユーザが電子デバイスに、ユーザがデジタルコンテンツを受信したい物品のスマートタ
グを「スキャン」させると開始する。たとえば、スマートタグをスキャンするために、ユ
ーザ１１０は、ＮＦＣインターフェースがまだアクティブではない場合、電子デバイス１
０２のＮＦＣインターフェース２２８をアクティブ化して、ＮＦＣインターフェース２２
８を物品１２４のスマートタグ１２０に近接して配置する。スキャンの間、電子デバイス
１０２は、スマートタグ１２０から物品１２４に関連付けられる物品識別子４３０を取得
する。電子デバイス１０２は、どのアプリケーションを起動するべきかに関連する命令な
どの、さらなる情報を取得することができる。アプリケーションは、ウェブブラウザでも
よく、スマートタグをスキャンして物品に関連するデジタルコンテンツを取得するために
特別に設計されたアプリケーションでもよく、ＮＦＣインターフェースを操作するための
汎用アプリケーションなどでもよいことが理解されよう。８０８で、電子デバイスが適切
なアプリケーションを起動するか、適切なアプリケーションをダウンロードするようにユ
ーザを促す（図６参照）。上述のように、電子デバイス１０２は、スマートタグから命令
コードを受信すると、適切なアプリケーションを自動的に起動するか、デジタル体験マネ
ージャ５１０のアプリケーションダウンロードモジュール５１４に適切なダウンロード要
求を送信する。
【００６４】
  ８１０で、一旦電子デバイス上でアプリケーションが起動されると、アプリケーション
がオプションのメニューをユーザに表示する。図示されるように、８０８でアプリケーシ
ョンが起動すると、処理８００は８２２に直接進み、価格、ビデオ、画像などの、物品に
関連するデジタルコンテンツを自動的に取得する要求が送信されることが理解されよう。
８１４で、ユーザが、物品に関連するデジタルコンテンツを取得するオプションをメニュ
ーから選択する。図９Ａは、「情報取得（get info）」オプション９０８を含む、オプシ
ョンのメニューの例示的スクリーンショット９０４を提供する。８１８で、ユーザの選択
に応答して、電子デバイス１０２が、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求
を作成する。要求は、物品に関連付けられるスマートタグ１２０から取得された物品識別
子を含む。また、暗黙的または明示的な要求は、ユーザのユーザ識別子を含みうることが
理解されよう。８２２で、電子デバイスが要求をデジタル体験マネージャ５１０に送信す
る。
【００６５】
  図１０は、デジタル体験マネージャ５１０がユーザの要求に応答してデジタルコンテン
ツをユーザの電子デバイスに配信する、例示的処理１０００を示す流れ図を提供する。ブ
ロック１００４で、デジタルコンテンツを提供する要求が受信される。要求はユーザによ
って明示的に要求されてもよく、ユーザによる明示的な要求なしに自動的に要求されても
よい。１００８で、インストアコンテンツモジュール５１８が、物品情報およびデジタル
コンテンツデータストア５６０、５７２を検索して、物品に関連するデジタルコンテンツ
を識別する。それを行うために、たとえば、インストアコンテンツモジュール５１８は、
要求に含まれる物品識別子に関連付けられる全てのデジタルコンテンツを識別する。１０
１２で、インストアコンテンツモジュール５１８が、識別されたデジタルコンテンツのサ
ブセットを選択して、ユーザに提供する。
【００６６】
  図１１は、デジタル体験マネージャ５１０が識別された情報のサブセットを選択してユ
ーザに提供する、例示的処理１１００を示す流れ図を提供する。処理１１００は、一般的
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に、ユーザの地理的位置が決定される１１０４から開始される。実施形態によれば、地理
的位置は、電子デバイスから受信した要求内で提供される。たとえば、要求を作成したア
プリケーションが、電子デバイスのＧＰＳ受信機から地理的位置データを取得して、地理
的位置データを要求に含める。他の例では、電子デバイスから受信した要求は、電子デバ
イスの言語、国、地域、都市、タイムゾーン設定を含み（たとえば、要求のヘッダに）、
ユーザの地理的位置はその情報から推測される。他の例では、ユーザの地理的位置は、電
子デバイスからの要求に含まれるセルタワーおよびＷｉＦｉ位置データに基づいて決定さ
れる。インストアコンテンツモジュール５１８が、識別されたデジタルコンテンツとユー
ザの地理的位置との関連性を評価することによって、識別されたデジタルコンテンツのう
ちのいずれがユーザの地理的位置に関連するかを決定する。たとえば、インストアコンテ
ンツモジュール５１８が、ユーザの地理的位置において話されている言語が、デジタルコ
ンテンツが提示される言語と一致するかどうかを評価する。また、たとえば、インストア
コンテンツモジュール５１８が、識別されたデジタルコンテンツの主題の地理的位置にお
ける人気を評価する。識別されたデジタルコンテンツの主題はスポーツ、スポーツイベン
ト、チーム、会場、衣類、衣料品のタイプ、衣料品のスタイル、および衣料品のブランド
でよい。
【００６７】
  実施形態によれば、電子デバイス１０２のユーザ１１０に提示されるコンテンツの言語
は、電子デバイス１０２の言語設定と一致する。したがって、ユーザがどの国にいるかに
関わらず、ユーザが物品１２４を「タップ」すると、ユーザの電子デバイス１０２の言語
設定と一致する言語でコンテンツが提示される。たとえば、たとえスペインでの休暇中に
デジタルコンテンツを要求するためにドイツ人ユーザが物品を「タップ」しても、電子デ
バイスの言語設定がドイツ語であるドイツ人ユーザにはドイツ語のコンテンツが提示され
る。したがって、物品１２４に関連するデジタルコンテンツを取得するためにユーザが電
子デバイス１０２を使用する時にどこにいるかに関わらず、ドイツ人ユーザはドイツ語の
コンテンツを提示される。ある実施形態によれば、ドイツ人ユーザが物品１２４をタップ
して、彼の電子デバイス１０２がデジタルコンテンツを求める要求をサーバ１２２に送信
する時、その要求は電子デバイスの言語設定を含む。要求に応答して、サーバ１２２は、
電子デバイスの言語設定と一致する言語で提示されるコンテンツを選択する。母国設定、
居住都市設定、ウェブブラウザバージョン、デバイス識別子などの、言語設定以外のデー
タを使用することができることが理解されよう。
【００６８】
  １１０８で、店舗内のユーザおよび／または物品１２４の位置が決定される。たとえば
、図７の小売店７００を参照すると、インストアコンテンツモジュール５１８が、ユーザ
および／または物品がセクション７１２、７１６、７２０、７２４、または７３０に配置
されているかどうかを決定する。いくつかの例によれば、インストアコンテンツモジュー
ル５１８は、図７の概略図と類似した店舗内地図にアクセスすることができ、地図は物品
識別子に基づいて店舗内の物品の位置を詳細に説明する。たとえば、物品識別子の範囲が
、店舗の異なる位置にグループ化される。したがって、地図および物品識別子を使用して
、店舗内のユーザの位置を決定することができる。さらに、ユーザの位置を決定するため
に、ユーザの地理的位置を地図に照らして相互参照することができる。上述のように、地
理的位置は、電子デバイスのＧＰＳ受信機から、あるいはセルタワーまたはＷｉＦｉ位置
データから取得した情報に基づいて決定することができる。他の例によれば、店舗内のユ
ーザの位置は、物品が属する製品カテゴリに基づいて決定される。たとえば、物品がバス
ケットボールの場合、ユーザは店舗のバスケットボールセクションにいると決定される。
インストアコンテンツモジュール５１８は、識別されたデジタルコンテンツとユーザの位
置との関連性を評価することによって、識別されたデジタルコンテンツのうちのいずれが
、店舗内のユーザの位置に関連するかを決定する。たとえば、ユーザが店舗のテニスセク
ションにいる場合、インストアコンテンツモジュール５１８は、識別されたデジタルコン
テンツのうちのいずれがテニスに関連するかを識別する。
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【００６９】
  たとえば、サッカー製品を見ている店舗内のユーザがサッカーブーツ上の電子デバイス
をタップすると、彼は、サッカーのディスプレイバックグラウンド、おそらく特定のサッ
カーコマーシャル、および有名なサッカー選手からの製品についてのメッセージとともに
、所望のサッカーブーツについての情報を受信する。この体験によって、ユーザは、ある
種の疑似サッカー世界にいるような気持ちになるに違いない。ユーザが店舗内のバスケッ
トボールエリアやランニングエリアにいるときにも同じことが当てはまる。店舗内のそれ
ぞれのエリア内で、およびタップしたスポーツ製品ごとに、ユーザは製品についての要求
に合った情報を受信する。
【００７０】
  １１１２で、ユーザが要求を送信した時間が決定される。たとえば、時間は要求が受信
された時間に基づいて決定することができる。他の例では、要求の時間は、要求のヘッダ
内などの要求自体に含まれる。時間は、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、および／
またはカレンダの季節でもよい。たとえば、時間がユーザの地理的位置で人気のあるスポ
ーツイベントと一致する場合、インストアコンテンツモジュール５１８は、識別されたデ
ジタルコンテンツのうちのいずれがそのスポーツイベントに関連するかを識別する。他の
例では、小売店は、物品が特別価格で販売のために提供される「ハッピーアワー」を有す
ることができる。この例では、時間がこれらの「ハッピーアワー」のうちの１つと一致す
る場合、インストアコンテンツモジュール５１８は、デジタルコンテンツのうちのいずれ
がそのハッピーアワーにふさわしいかを識別して、任意で、デジタルコンテンツに含まれ
る任意の物品に割引価格を提供する。
【００７１】
  １１１６で、ユーザプロファイルデータなどのユーザについてのユーザ情報が、ユーザ
情報データストア５６４から取得される。たとえば、ユーザ情報は、ユーザの住所、過去
にユーザによって行われた関連購入の数、ユーザが行った関連製品の推薦の数、およびそ
れらの製品推薦がユーザまたは他の人による製品購入にコンバージョンされた回数を含む
。他の任意の有益なユーザデータを、ユーザ情報データベース５６４から取得することが
できる。インストアコンテンツモジュール５１８は、識別されたデジタルコンテンツのう
ちのいずれがユーザプロファイルデータに関連するかを決定する。たとえば、インストア
コンテンツモジュール５１８は、ユーザの居住地で人気のあるプロスポーツチーム、ユー
ザの以前の購入、ユーザが以前推薦した物品、および／またはユーザの推薦で他の人によ
って購入された物品に関連するデジタルコンテンツを識別する。
【００７２】
  １１２０で、ユーザによる設定および承認に応じて、電子デバイスから受信された要求
から、ユーザのオンライン閲覧履歴についての情報を含むウェブクッキーおよび／または
ブラウザキャッシュが取得される。インストアコンテンツモジュール５１８は、識別され
たデジタルコンテンツのうちのいずれがユーザの閲覧履歴に関連するかを識別する。
【００７３】
  １１２４で、ユーザに送信するべきデジタルコンテンツのサブセットを選択するために
、１００８で物品１２４に関連すると識別されたデジタルコンテンツが、１１０４、１１
０８、１１１２、１１１６、１１２０、および／または１１２４で決定および／または取
得された情報に対して評価される。上述のように、デジタルコンテンツは、たとえば、テ
キスト、画像、ビデオコンテンツ、アニメーションコンテンツ、ゲーム、およびウェブサ
イトへのリンクを含むことができ、それらのいずれも物品１２４についての情報を含みう
る。実施形態によれば、ユーザからの設定および許可に応じて、１００８で識別されたデ
ジタルコンテンツから、インストアコンテンツモジュール５１８は、ユーザに地理的位置
および店舗内の位置、要求の時間、ユーザのプロファイルデータ、ならびに／またはユー
ザのオンライン閲覧履歴に関連するデジタルコンテンツのサブセットを識別する。
【００７４】
  再び図１０を参照すると、１０１６で、識別されたデジタルコンテンツのサブセットを
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選択した後、インストアコンテンツモジュール５１８が、そのサブセットをユーザの電子
デバイスに送信または提示する。図９Ｂ～図９Ｃは、電子デバイス上に提示されるような
、識別されたデジタルコンテンツのサブセットの例示的スクリーンショットを提供する。
図９Ｂのスクリーンショット９１２に示されるように、デジタルコンテンツは、物品の説
明、ユーザが関心を持っていると思われる推奨物品、物品が製造された方法のビデオを閲
覧するためのリンク、ならびに物品に関連する最新のニュースおよびイベントを含む。ま
た、スクリーンショット９１２は、「次のページ」ボタン９２０を含む。ユーザはボタン
９２０を選択して、物品に関連するさらなるコンテンツを受信することができる。たとえ
ば、ユーザがスクリーンショット９１２のボタン９２０を選択すると、図９Ｃのスクリー
ンショット９１３が提供される。スクリーンショット９１３に示されるように、デジタル
コンテンツは、物品の価格、物品についての友人および他人の意見をユーザが見ることが
できるソーシャルネットワーク／ソーシャルメディアへのリンク、ならびに物品のバック
ストーリーについてのビデオへのリンクも含むことができる。図９Ｄのスクリーンショッ
ト９１４に示されるように、デジタルコンテンツは、在庫されている物品の数、および入
手可能な色、サイズ、注釈などを見るためのリンクも含むことができる。リンクを提供す
るよりも、実際の在庫、ならびに入手可能な色、サイズ、および注釈をユーザに直接提供
できることが理解されよう。
【００７５】
  図９Ｄに示されるように、ユーザは「購入」ボタン９２４も提示されうる。これによっ
て、ユーザは電子デバイスを使用して物品を購入することができるようになり、販売時点
情報管理端末に並んで待つ必要がなくなる。いくつかの実施形態では、ユーザ情報５６４
は、ユーザのクレジットカード情報、ならびに／または他の支払いおよび請求情報を含む
。「購入」ボタン９２４を選択すると、電子デバイスは、購入要求を作成して、デジタル
体験マネージャ５１０に送信する。購入要求は、物品識別子およびユーザ識別子を含む。
デジタル体験マネージャ５１０は、物品識別子を使用して物品情報５６０から価格情報を
取得して、ユーザ識別子を使用してユーザのクレジットカード情報、ならびに／または他
の支払いおよび請求情報形式ユーザ情報５６４を取得する。次いで、デジタル体験マネー
ジャ５１０は、取得した情報を使用して、購入取引を処理する。ユーザは、ユーザが店舗
を出るために使用することができる確認コードを提供されうる。たとえば、確認コードは
、ユーザが店舗を出る際に店舗が「スキャン」することができる、ユーザのモバイルデバ
イスに表示されたバーコードでよい。また、たとえば、デジタル体験マネージャ５１０は
、物品情報５６０を更新して、物品が購入されたことを示す。したがって、店舗を出ると
、店舗が物品のスマートタグをスキャンして、その物品が購入されたという通知を受信す
ることができる。
【００７６】
  図１２～図１５を参照すると、デジタル体験マネージャ５１０の仮想値札モジュール５
２２によって提供される「仮想値札」機能が説明される。実施形態によれば、ユーザは販
売のために提供されている物品をスキャンして、手動または自動で、物品の価格がユーザ
の電子デバイス上に表示されるように要求することができ、価格はユーザについての情報
に基づいて調整される。
【００７７】
  図１２Ａは、物品の仮想価格を取得する要求を作成して送信する例示的処理１２００を
示す流れ図を提供する。１２０４に示されるように、処理１２００は、一般的に、ユーザ
が電子デバイス１０２に、ユーザが仮想価格を受信したい物品１２４のスマートタグ１２
０を「スキャン」させると開始する。スキャンの間、電子デバイス１０２は、スマートタ
グ１２０から物品１２４に関連付けられる物品識別子４３０を取得する。電子デバイス１
０２は、どのアプリケーションを起動するかに関する命令（たとえば、アプリケーション
は、電子デバイスにすでにインストールされたウェブブラウザでよい）などの、さらなる
情報を取得することができる。１２０８で、電子デバイスが、適切なアプリケーションを
起動する、開く、切り替える、または他の方法でアクティブ化するか、アプリケーション
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がまだインストールされていない場合、適切なアプリケーションをダウンロードするよう
にユーザを促す（図６参照）。上述のように、電子デバイス１０２は、スマートタグから
命令コードを受信すると、適切なアプリケーションを自動的に起動するか、デジタル体験
マネージャ５１０のアプリケーションダウンロードモジュール５１４に適切なダウンロー
ド要求を送信する。
【００７８】
  １２１２で、一旦電子デバイス上でアプリケーションが起動されると、アプリケーショ
ンがオプションのメニューをユーザに表示する。１２１６で、ユーザが、物品の仮想値札
を取得するオプションをメニューから選択する。図１３は、「価格を取得する（get pric
e）」オプション１３０８を含む、オプションのメニューの例示的スクリーンショット１
３０４を提供する。１２２０で、ユーザの選択に応答して、電子デバイス１０２が、物品
の価格を提供する要求を作成する。要求は、物品に関連付けられるスマートタグ１２０か
ら取得された物品識別子を含む。また、要求は、ユーザのユーザ識別子を含むことができ
ることが理解されよう。１２２４で、電子デバイスは要求をデジタル体験マネージャ５１
０に送信する。
【００７９】
  図１２Ｂは、物品の仮想価格を取得する要求を作成して送信する他の例示的処理１２２
８を示す流れ図を提供する。１２０４に示されるように、処理１２００は、一般的に、ユ
ーザが電子デバイス１０２に、ユーザが仮想価格を受信したい物品１２４のスマートタグ
１２０を「スキャン」させると開始する。スキャンの間、電子デバイス１０２が、スマー
トタグ１２０から物品１２４に関連付けられる物品識別子４３０を取得する。１２３０で
、スマートタグ１２０のスキャンに応答して、電子デバイス１０２が、物品の仮想値札を
取得する要求（たとえば、ｈｔｔｐ要求）を送信するウェブブラウザまたはアプリケーシ
ョンを起動する。たとえば、ウェブブラウザは、物品１２４の仮想値札を提供するウェブ
ページをウェブサーバから要求する。１２３４で、取得された仮想値札が、ウェブブラウ
ザまたはアプリケーションを介して自動的に表示される。たとえば、仮想値札を有する要
求ウェブページがウェブブラウザに表示される。
【００８０】
  図１４は、デジタル体験マネージャ５１０が、ユーザの要求に応答して、物品の価格を
ユーザの電子デバイスに配信する、例示的処理１４００を示す流れ図を提供する。ブロッ
ク１４０４で、物品の価格を提供する要求が受信される。１４０８で、仮想値札モジュー
ル５２２が物品情報データストア５６０を検索して、物品の価格情報を識別する。それを
行うために、たとえば、仮想値札モジュール５２２が物品の表示された小売価格を識別す
る。１４１２で、仮想値札モジュール５２２が、ユーザについての情報に少なくとも部分
的に基づいて、表示された小売価格をユーザのために調整する。
【００８１】
  図１５は、デジタル体験マネージャ５１０が物品の価格を調整する、例示的処理１５０
０を示す流れ図を提供する。たとえば、そのユーザが、関連物品を購入したり、他のユー
ザが関連物品を購入するように推薦したりする上顧客である場合、価格を下げることがで
きる。実施形態によれば、仮想値札モジュール５２２は、物品の価格を調整する際に、ユ
ーザ情報データストア５６４内のユーザについての情報を見直す。たとえば、ユーザ情報
データストア５６４は、ユーザの購入履歴、ユーザが他のユーザに購入推薦を行った履歴
、およびユーザの購入推薦が実際の購入にコンバージョンされた頻度に関する情報を含む
、ユーザのユーザプロファイルを含む。
【００８２】
  １５０４で、処理１５００は、一般的に、ユーザの購入履歴を見直すことから開始され
る。それを行うために、たとえば、仮想値札モジュール５２２は、ユーザ情報データスト
ア５６４内のユーザのユーザプロファイルデータにアクセスして、ユーザによって以前に
購入された関連物品の数を決定する。また、たとえば、仮想値札モジュール５２２は、仮
想値札を要求するために使用されたユーザのウェブブラウザおよび／または電子デバイス
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１０２に関連付けられるクッキーまたはブラウザキャッシュ等からユーザの購入履歴を取
得する。さらに、たとえば、ユーザは、値札を求める要求内に購入履歴を含めることなど
によって、ユーザの購入履歴を手動でデジタルコンテンツマネージャ５１０に提供するこ
とができる。たとえば、ユーザが特定のメーカー、ブランド、小売業者等に関連付けられ
る物品を頻繁に購入している場合、仮想値札モジュール５２２は、それにしたがって物品
の表示された小売価格を下げる。また、たとえば、ユーザが、特定のメーカー、ブランド
、小売業者等に関連付けられる物品を購入したことがない、または最近購入していない場
合、ユーザが購入する気になるようにするために価格を下げることができる。さらに、た
とえば、ユーザが以前に競合物品を購入したことがある場合、価格を下げることができる
。
【００８３】
  １５０８で、仮想値札モジュール５２２は、ユーザの推薦履歴を見直す。たとえば、仮
想値札モジュール５２２は、ユーザ情報データストア５６４内のユーザのユーザプロファ
イルデータにアクセスして、ユーザが他のユーザに物品の推薦を行った履歴を見直す。場
合によっては、ユーザが特定のメーカー、ブランド、小売業者などに関連付けられる物品
の購入を他のユーザに頻繁に推薦している場合、仮想値札モジュール５２２は、それにし
たがって物品の表示された小売価格を下げる。１５１２で、仮想値札モジュール５２２は
、ユーザの推薦が実際の購入にコンバージョンされた頻度を見直す。たとえば、仮想値札
モジュール５２２は、ユーザのユーザプロファイルデータにアクセスして、推薦の数とコ
ンバージョンの数とを比較する。当該物品に関連する物品の推薦、ならびに全ての物品に
わたる推薦を考慮することができる。たとえば、ユーザのコンバージョン率が高い場合、
仮想値札モジュール５２２は、ユーザが物品を推薦する気になるようにするために、物品
の価格を下げることができる。同様に、たとえば、ユーザのコンバージョン数が多い場合
、たとえユーザのコンバージョン率がより低くても、仮想値札モジュール５２２は物品の
価格を下げることができる。
【００８４】
  １５１６で、仮想値札モジュール５２２は、ユーザの居住地と、ユーザが仮想値札を求
める要求を送信した位置との間の距離を決定する。ある実施形態によれば、ユーザの居住
地はユーザ情報データストア５６４内で提供される。ユーザの居住地は、ユーザの電子デ
バイスから受信した要求メッセージに含まれうることが理解されよう。たとえば、要求メ
ッセージを作成して送信した電子デバイス上で実行しているアプリケーションは、電子デ
バイスからユーザの居住都市、国、郵便番号などを取得して、その情報を要求メッセージ
に含めることができる。ユーザが要求を送信した位置は、図１１の１１０４に関連して上
述した例のうちのいずれかによって決定されうる。一旦仮想値札モジュール５２２がユー
ザの居住地および要求が送信された位置を取得すると、仮想値札モジュール５２２はそれ
らの間の距離を決定する。距離がかなり長い場合、価格はほんのわずかに下げられるか、
全く下げられない。これは、ユーザが休暇またはビジネスで旅行をしていると考えられ、
したがってより多く支払うことができそうであると考えられるからである。一方、距離が
短い場合、ユーザが自宅付近で買い物をしていることを示し、ユーザが頻繁にその位置で
買い物をする気になるようにするために、価格を下げることができる。他の実施形態では
、距離がかなり長い場合に割引がより大きく、距離が短い場合に割引が少ない。
【００８５】
  １５２０で、仮想値札モジュール５２２が、要求が送信された時間を決定する。これは
、図１１の１１１２に関して上述した例のうちのいずれかによって決定されうる。上述の
ように、時間は、時刻、週の時間、月の時間、年の時間、および／またはカレンダの季節
でもよい。たとえば、物品がすぐに季節外れになる冬のコートなどの衣類の場合、価格を
下げることができる。また、たとえば、要求の時間が要求の位置付近のスポーツイベント
と一致し、物品がそのイベントに関連する場合、たとえその物品がすぐに季節外れになる
衣類であっても価格を調整することができる。
【００８６】
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  １５２４で、仮想値札モジュール５２２が、物品の現在の在庫を決定する。実施形態に
よれば、在庫データは物品情報データストア５６０に含まれうる。したがって、仮想価格
を提供する要求を受信すると、仮想値札モジュール５２２が、物品情報データストア５６
０にアクセスして物品の在庫データを見直して、ユーザが要求を送信した店舗の物品の在
庫を決定する。在庫データは、店舗、物品、および／またはその両方ごとに整理されうる
。一例では、在庫が十分にある場合は物品の価格を下げることができ、または在庫が限ら
れている場合は（定期的に）価格が上がる。
【００８７】
  １５２８で、仮想値札モジュール５２２が、ユーザに関連付けられるスポーツデータを
見直す。実施形態によれば、スポーツデータはユーザ情報データストア５６４に含まれう
る。したがって、仮想値札を提供する要求を受信すると、仮想値札モジュール５２２が、
ユーザ情報データストア５６４にアクセスして、ユーザのスポーツ／ワークアウトデータ
を見直す。スポーツデータは、たとえば、ジョギングルートおよびタイム、特定のエクサ
サイズおよびユーザがそれらのエクササイズを実行した時の表示、メモ、目標、達成度、
心拍数、消費カロリー、最大酸素摂取量などの生理学的データなどの、ユーザの電子デバ
イス上で動作しているスポーツトレーニングアプリケーションによって生成および使用さ
れるデータを含みうる。また、スポーツデータは、走行マイル数、登録済み物品１２４を
使用または着用した走行マイル数、ワークアウトの時間数、およびスポーツ衣料品または
スポーツ用器材に分類されるユーザが登録した物品の数を含みうる。いくつかの例では、
仮想値札モジュール５２２は、ユーザのワークアウト達成度に基づいて、物品の価格を下
方に調整することができる。たとえば、ユーザが、ユーザが登録したランニングシューズ
を履いて２００キロメートルを走行した場合、仮想値札モジュール５２２は、ユーザが特
定のモデル、ブランド、スタイル等のランニングシューズを購入する気になるようにする
ために、適格なランニングシューズの価格を下方に調整することができる。スポーツ／ワ
ークアウトデータは、データストア１３０、および／または電子デバイス１０２にローカ
ルに格納することができることが理解されよう。
【００８８】
  いくつかの実施形態によれば、物品の価格は将来のシェア（たとえば、ユーザが物品を
他のユーザに推薦する）に基づくことができる。たとえば、ユーザは、特定の時間内に物
品について指定された数の推薦を提供することに同意するためのオプションを提示されう
る。たとえば、ユーザは、物品購入の一週間で、製品をソーシャルネットワークまたはソ
ーシャルメディア上で１００人の友人に推薦することに同意することができる。期限が切
れても推薦の数が到達しなかった場合、ユーザは、支払うべき差額をカバーするために案
文額を課金される。また、ユーザは、物品の割引を得るための特典として推薦を行うこと
ができることが理解されよう。
【００８９】
  １５３２で、物品の価格は、１５０４、１５０８、１５１２、１５１６、１５２０、１
５２４、および／または１５２８で取得された情報を使用して行われた評価に少なくとも
部分的に基づいて調整される。たとえば、物品形成データストア５６０から物品の表示さ
れた小売価格を取得した後、仮想値札モジュール５２２は、前記情報に基づいて、表示さ
れた小売価格を上方または下方に調整する。
【００９０】
  再び図１４を参照すると、物品の表示された小売価格を上方または下方に調整した後、
１４１６で、仮想値札モジュール５２２が調整された価格をユーザの電子デバイスに送信
する。実施形態によれば、仮想値札モジュール５２２は、価格が調整された理由について
の情報も送信する。たとえば、仮想値札モジュール５２２は、ユーザが、登録済みシュー
ズを履いて２００キロメートルを走行し、シューズを買うようにという推薦を２０回行い
、およびそれらの推薦のうちの８回が実際の購入にコンバージョンされたために価格が調
整されたという表示を送信することができる。図１３は、電子デバイス上に提示されるよ
うな、仮想値札の例示的スクリーンショット１３１２を提供する。
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【００９１】
  いくつかの実施形態によれば、小売店内で買い物をしている間のユーザの「タップ活動
」は、ユーザへの開示およびユーザからの許可を条件として、小売店および他のエンティ
ティでシェアすることができる。このデータは、買い物をする、製品を見る、および製品
を購入する間の店舗内の消費者行動を追跡できるようにすることによって、企業に利益を
もたらす。これによって、ユーザの買い物習慣に基づいて、企業がユーザを販売促進の対
象にすることができるようになる。
【００９２】
  実施形態によれば、物品が購入されたか、他の方法で入手された後、購入または取得し
たユーザは、物品のスマートタグ上で自分の電子デバイス１０２を「タップ」して、ユー
ザの電話に配信されるプレミアムな登録所有者コンテンツを受信することができる。しか
し、いくつかの実施形態では、ユーザはまず新たに購入または入手した物品を登録しなけ
ればならない。図１６～１７を参照すると、物品をユーザのユーザアカウントに登録する
ための処理が記載されている。図１６はデジタル体験マネージャ５１０の観点から登録処
理を説明し、図１７はユーザ１１０の観点から登録処理を説明する。
【００９３】
  図１６は、物品を登録する例示的処理１６００を示す流れ図を提供する。１６０４で、
処理１６００は、一般的に、登録モジュール５２６が、物品がユーザによって購入された
、または他の方法で入手されたという通知を受信する時から開始される。通知は、物品に
ついての物品識別子を含む、購入表示メッセージを介して送信される。
【００９４】
  以下に、登録モジュール５２６がデバイスから購入表示メッセージを受信する方法の３
つの例示的な実例を示す。第１の例では、図７を参照すると、物品に関連付けられる物品
識別子４３０を取得するために、ＰＯＳ端末７４５でスマートタグリーダー７５６を使用
して、物品１２４に関連付けられるスマートタグ１２０をスキャンして、次いで購入表示
メッセージ内で物品識別子を登録モジュール５２６に送信する。第２の例では、やはり図
７を参照すると、物品が店舗外に持ち出される際に、小売店７００の出口７５０に配置さ
れたフロアマット７６０などのスマートタグリーダー７５６がスマートタグをスキャンし
て物品識別子を取得し、次いで購入表示メッセージ内で物品識別子を登録モジュール５２
６に送信する。第３の例では、ユーザ販売者が、物品をユーザ購入者に与えるか販売する
と（ユーザが店舗から購入するのではなく）、ユーザ販売者は自分の電子デバイス１０２
を使用してスマートタグ１２０をスキャンして、購入表示メッセージを登録モジュール５
２６に送信することができる（たとえば、以下で図２０Ａのオプション２０５６を参照し
て、物品を別のユーザに再譲渡する例を記述する）。
【００９５】
  この第３の例の他の実施形態では、ユーザ販売者は、コード／ＰＩＮをユーザ購入者に
与えることができ、ユーザ購入者は、そのコード／ＰＩＮを提出して物品を登録すること
ができる。たとえば、物品を購入した後、購入者（すなわち、ユーザ販売者）は、物品を
事前登録せずにその物品を別のユーザに与えることができる。この場合、購入された物品
は新しい所有者に登録され、購入者には登録されない。いくつかの例では、製品を購入す
る人は、レシート上、モバイルデバイス上、または電子メールを介してＰＩＮ／コードを
取得する。このＰＩＮ／コードは新しい所有者に提供され、新しい所有者はそのＰＩＮ／
コードを使用して物品を登録することができる。たとえば、ＰＩＮ／コードは、１６０４
で登録モジュール５２６に送信される購入表示メッセージ内に含まれうる。この登録処理
の結果は、新しい所有者が自分で製品を購入したのと同じである。
【００９６】
  １６１２で、登録モジュール５２６が物品識別子を使用して、物品についての登録デー
タを突き止める。それを行うために、ある実施形態によれば、登録モジュール５２６が物
品識別子を使用して、物品に関連付けられる登録データのサブセットを登録情報５６８内
で突き止める。たとえば、登録データのサブセットは、物品に関連付けられる登録テーブ
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ルまたは他の何らかの登録データ内の記録でよい。物品の登録データは、物品情報５６０
およびユーザ情報５６４内に含まれうることが理解されよう。
【００９７】
  １６１６で、登録モジュール５２６が、物品の登録データ内に登録フラグを設定する。
登録フラグは、物品が最近購入されたか他の方法で入手されたため、登録される必要があ
ることを示す。たとえば、フラグを設定するために、登録モジュール５２６は、物品の登
録データ内の「数字をフリップする（flip）」。
【００９８】
  １６２０で、物品に関連するデジタルコンテンツを取得するために、ユーザがデジタル
体験マネージャ５１０に要求を送信する。たとえば、この要求は、自分の新しい物品につ
いてのビデオを見ようとしてその物品（たとえば、バスケットボール）を「タップ」した
新しい所有者によって送信されうる。この要求は、ユーザの電子デバイス１０２から送信
され、物品に取り付けられたスマートタグ１２０から取得された物品識別子を含む。要求
に応答して、登録モジュール５２６が登録データを検索して、要求が物品の登録済み所有
者から送信されたことを確認する。そうする際に、サーバは、登録フラグを「見る」。こ
れは、物品が登録される必要があることを登録モジュール５２６に伝える。したがって、
要求されたデジタルコンテンツ（たとえば、ビデオ）を配信する前に、登録モジュールは
物品を登録するようにユーザを促す。
【００９９】
  １６２４で、ユーザが自分の登録情報を登録モジュール５２６に送信する。登録情報は
、ユーザのユーザ識別子を含む。１６２８で、サーバがユーザ識別子を使用して、ユーザ
情報６５４内のユーザのアカウントを検索する。１６３２で、物品識別子または物品識別
子への参照をユーザアカウントに含めることによって、物品がユーザに登録される。
【０１００】
  図１７は、ユーザが電子デバイスを使用して物品を登録する例示的処理１７００を示す
流れ図を提供する。ユーザは、購入した物品を登録して、ユーザがデジタル体験マネージ
ャ５１０によって提供される便益の資格を得られるようにしたい場合がある。１７０４に
示されるように、処理１７００は一般的に、たとえば電子デバイス１０２のＮＦＣインタ
ーフェース２２８をアクティブ化して、ＮＦＣインターフェース２２８を物品のスマート
タグ１２０に近接して配置することによって、ユーザが電子デバイスに物品のスマートタ
グを「スキャン」させる時に開始する。スキャンの間、電子デバイス１０２は、スマート
タグ１２０から物品１２４に関連付けられる物品識別子４３０を取得する。電子デバイス
１０２は、起動するべきアプリケーションに関する命令（たとえば、アプリケーションは
、電子デバイスにすでにインストールされたウェブブラウザでよい）などの、さらなる情
報を取得することができる。電子デバイスは、適切なアプリケーションを起動する、開く
、切り替える、または他の方法でアクティブ化するか、アプリケーションがまだインスト
ールされていない場合、適切なアプリケーションをダウンロードするようにユーザを促す
（図６参照）。決定ブロック１７０８によれば、アプリケーションをダウンロードするよ
うに促されると、１７１２で、ユーザは指示に従ってダウンロードして、次いでそのアプ
リケーションを起動する。
【０１０１】
  実施形態によれば、起動すると、アプリケーションが物品識別子をデジタル体験マネー
ジャ５１０に送信する。登録モジュール５２６は、物品識別子を使用して、物品の登録情
報を検索する。それを行う際、登録モジュール５２６が処理１６００の１６１６によって
設定された登録フラグを「見る」と、登録モジュール５２６は自分のユーザアカウントに
物品を登録するようにユーザを促す。しかし、１７１６で、ユーザがユーザアカウントを
持っていない場合、１７２０で、ユーザは命令に従ってユーザアカウントを作成する。た
とえば、ユーザは、ユーザ名およびパスワード、ならびに／または電子メールアドレス、
もしくは／あるいは基本的なデモグラフィック情報を入力するように求められる場合があ
る。次いで、ユーザアカウントがユーザ情報５６４内に作成されて、ユーザアカウント内
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にユーザ情報が格納される。
【０１０２】
  決定ブロック１７２４で、ユーザがまだアカウントにログインされていない場合、１７
２８で、ユーザがユーザアカウントにログインする。たとえば、ユーザが自分のユーザ名
およびパスワードを入力して、ログイン要求をデジタル体験マネージャ５１０に提出する
。この時点で、ある実施形態によれば、登録モジュールは、登録フラグを発見した結果、
電子デバイス上で実行しているアプリケーションに、物品を登録したいかどうかをユーザ
に自動的に尋ねさせる。しかし、１７３２で、アプリケーションが自動的に尋ねない場合
、１７３６で、ユーザがオプションメニューから物品を登録するオプションを選択する。
１７４０で、物品を登録したいかかどうかの質問に応答して、ユーザが「はい」を選択す
る。これによって、図１６を参照して上述したように、登録モジュール５３０に、物品を
ユーザに登録させる。物品は、ユーザに許可を求めずに、またユーザが手動で登録を要求
せずに、自動的に登録されうることが理解されよう。たとえば、ユーザがスマートタグを
「タップ」すると、電子デバイス１０２が、物品がユーザのアカウントに登録されるよう
に要求を自動的に送信する。
【０１０３】
  実施形態によれば、ユーザは物品のスマートタグ上で自分の電話を「タップ」して、そ
の物品に関連するデジタルコンテンツを取得することができる。図１８～図２０は、これ
を実現させるための例示的処理を提供する。これらの例では、登録済み所有者が、登録済
み所有者ごとに指定されたデジタルコンテンツを受信する。これは、たとえば魅力的なデ
ジタル体験を提供する、専用のプレミアムなコンテンツである。一方、未登録のユーザは
、未登録のユーザのために指定されたコンテンツを受信する。このコンテンツは、時々、
たとえばマーケティングコンテンツにより似ている。例によれば、登録済み所有者は、物
品１２４を購入したか、他の方法で入手して、処理１６００および処理１７００などによ
って物品を登録した、物品のユーザである。未登録のユーザは、所有者として登録してい
ない、物品のユーザである。このようなユーザは、物品を購入または入手したが、物品を
登録していない。また、このようなユーザは物品を借りているか、物品を「タップ」した
登録済み所有者の友人または知り合いである場合がある。ユーザは、アカウントが友人で
リンクされている、ソーシャルメディア上での友人である場合がある。
【０１０４】
  図１８を参照すると、例示的処理１８００は、一般的に、ユーザが電子デバイスに、ユ
ーザがデジタルコンテンツを取得したい物品のスマートタグを「スキャン」させる、１８
０４から開始される。たとえば、スマートタグをスキャンするために、ユーザ１１０は、
電子デバイス１０２のＮＦＣインターフェース２２８をアクティブ化して、ＮＦＣインタ
ーフェース２２８を物品１２４のスマートタグ１２０に近接して配置する。スキャンの間
、電子デバイス１０２は、スマートタグ１２０から物品１２４に関連付けられる物品識別
子４３０を取得する。電子デバイス１０２は、スマートタグから、どのアプリケーション
を起動する、開く、切り替える、またはアクティブ化するべきかに関する命令などの、さ
らなる情報を取得することができる。１８０８で、電子デバイスが適切なアプリケーショ
ンをアクティブ化する。たとえば、スマートタグから受信した命令は、電子デバイスにジ
ョギングアプリケーションなどの特定のアプリケーションをアクティブ化するように命令
することができる。また、たとえば、電子デバイスは、物品識別子に基づいて、物品（た
とえば、ランニングシューズ）のカテゴリを知ることができ、したがって適切なアプリケ
ーション（たとえば、ジョギングアプリケーション）を自動的にアクティブ化することが
できる。他の例では、電子デバイスは複数のモードを有するスポーツアプリケーションを
起動することができる。この例では、物品がランニングシューズの場合、ユーザがシュー
ズをタップした後ランニングを簡単に開始することができるように、アプリケーションは
「ランニングモード」で開始することができる。また、この例では、物品の物品識別子が
、物品はサイクリングシューズのカテゴリ内であることを示す場合、スポーツアプリケー
ションは「サイクリングモード」で開始する。適切なアプリケーションがまだ電子デバイ
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スにインストールされていない場合、図６に記載されるように適切なアプリケーションが
電子デバイスにダウンロードされ、次いで起動される。起動すると、アプリケーションが
物品に関連するデジタルコンテンツを求める要求を構成して、デジタル体験マネージャ５
１０に送信する。要求は、スマートタグ１２０から取得した物品識別子４３０、ならびに
ユーザのユーザ識別子を含む。たとえば、ユーザ識別子は、ユーザ名、番号、トークン、
シリアルナンバー、政府発行の識別番号、ユーザの電子デバイスの国際移動体装置アイデ
ンティティ（ＩＭＥＩ）番号でもよく、ユーザ情報データストア５６４内のユーザの情報
に関連付けられるコードでもよい。ことが理解されよう。
【０１０５】
  １８１６で、電子デバイス１０２から要求を受信すると、デジタル体験マネージャ５１
０は、要求しているユーザが登録済み所有者かどうかを決定する。図１９は、この決定を
行うための例示的処理９００を提供する。処理１９００は、一般的に、デジタル体験マネ
ージャ５１０が登録モジュール５２６を使用して、ユーザの要求から物品識別子およびユ
ーザ識別子を取得する、１９０４から開始される。１９０６で、登録モジュール５２６が
、物品識別子を使用して物品の登録情報５６８を検索する。たとえば、登録モジュール５
２６は、物品についての登録記録（登録データのサブセットとして知られる）を配置する
ことができる。登録記録は、物品情報５６０、ユーザ情報５６４、または登録情報５６８
のいずれかまたは全ての中に配置できることが理解されよう。１９１２で、登録モジュー
ル５２６は、ユーザ識別子が物品の登録済み所有者としてリストアップされているかどう
かを決定する。たとえば、登録モジュール５２６が、ユーザの識別子が所有者として登録
記録内にリストアップされているかどうかを確認する。この場合、記録の所有者欄に、ユ
ーザ識別子、あるいはユーザ識別子への参照またはリンクが含まれうる。
【０１０６】
  決定ブロック１９１６で、要求しているユーザのユーザ識別子がリストアップされてい
るか、他の方法で物品の登録済み所有者であると示されている場合、１９２０で、要求し
ているユーザが物品の登録済み所有者であるという結論が出される。しかし、要求してい
るユーザのユーザ識別子がリストアップされていないか、他の方法で物品の登録済み所有
者であると表示されていない場合、１９２４で、要求しているユーザは物品の未登録のユ
ーザであるという結論が出される。
【０１０７】
  ある実施形態によれば、要求しているユーザが物品の登録済み所有者としてリストアッ
プされていない場合、そのユーザが、ソーシャルネットワークなどによって、登録済み所
有者に関連付けられるかどうかに関する決定が行われる。たとえば、要求しているユーザ
が、ソーシャルネットワークまたはソーシャルメディア上で登録済み所有者と「友人」で
ある場合、要求しているユーザは登録済み所有者と同様に、または類似して扱われる。
【０１０８】
  再び図１８を参照すると、決定ブロック１８２０で、要求しているユーザに物品が登録
されている場合（すなわち、要求しているユーザが登録されている所有者である）、また
は、任意選択で、要求しているユーザが登録済み所有者と「友人」である場合、処理１８
００は１８２４に進み、登録済み所有者のために指定されたオプションのメニューがユー
ザに提示される。ある実施形態によれば、登録済み所有者のために指定されたオプション
のメニューを提供するために、登録済み所有者モジュール５３０が、デジタルコンテンツ
５７２にアクセスして利用可能なオプションを通じて検索して、物品の登録済み所有者に
とって利用可能なものとしてタグ付けされているオプションを識別する。また、たとえば
、登録済み所有者モジュール５３０がユーザ情報５６４にアクセスして、ユーザのユーザ
アカウント内で設計されたメニューオプションを識別する。ユーザは、物品の登録時に、
これらのオプションを手動で選択している場合もあり、ユーザアカウントにオプションが
自動的に入力されている場合もある。さらに、たとえば、登録済み所有者モジュール５３
０が物品情報５６０にアクセスして、物品の登録済み所有者にとって利用可能なオプショ
ンを識別する。次いで、登録モジュール５２６が利用可能なメニューオプションのリスト
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を編集して、そのリストをユーザの電子デバイスによって表示するために送信する。たと
えば、登録モジュール５２６が、電子デバイス上で動作している適切なアプリケーション
にリストを送信して、アプリケーションが、リストアップされたオプションをユーザに表
示する。
【０１０９】
  図２０Ａ～図２０Ｅは、ユーザに提供することができるメニューオプションの例示的ス
クリーンショットを提供する。図２０Ａ～図２０Ｅのメニューオプションは例示に過ぎず
、他の多くのオプションを提供することができることが理解されよう。図２０Ａのスクリ
ーンショット２００４は、登録済み所有者のために指定された例示的なオプションのメニ
ューを示している。スクリーンショット２００４は、物品１２４の名称を提供するウェル
カムメッセージ２００８を含む。オプションメニュー２０１２は、ウェルカムメッセージ
の下に提示される。オプションメニュー２０１２は、専用のニュースおよび情報を提供す
るオプション２０１６を含む。オプションの選択は、たとえば、物品の製造方法、場所、
製造者を説明するビデオ、物品の主な特徴および用途を説明するビデオ、物品を使用する
方法、時間、および場所についての有名スポーツ選手などの他のユーザのインタビューの
ビデオ、物品についての詳細を提供するビデオ、ならびに物品（たとえば、フットボール
）が使用された有名なコンペティション（たとえば、フットボールゲーム）、スポーツの
画像、スポーツ選手からのメッセージ、ＶＩＰメッセージ、レポートなどの物品の偉業を
示すビデオなどの、物品に「命」を与える特別なビデオ、レポート、写真、およびニュー
スから選択するオプションをユーザに与える。オプション２０２０は、統計値および他の
情報、ならびにその物品を使用するスポーツ選手などの有名人のビデオを提供する。たと
えば、このオプションは、物品を使用している有名なスポーツ選手のビデオを提供するこ
とができる。一例では、物品はバスケットボールシューズでよく、ビデオは、そのシュー
ズを履いてバスケットボールを教えている有名なバスケットボール選手を特集することが
できる。
【０１１０】
  また、オプション２０２０は、有名人、およびその有名人の物品の使用についての統計
値ならびにニュースを提供することができる。オプション２０２４によって、ユーザは位
置にチェックインできるようになる。たとえば、このオプションは、電子デバイスに位置
情報および時間情報をデジタル体験マネージャ５１０のチェックインモジュール５３２に
送信させる。チェックインモジュール５３２は、このデータをチェックイン情報データス
トア５７６に保存する。チェックインおよび関連便益は、以下でより詳細に説明する。オ
プション２０２８は、物品の登録済み所有者にとって利用可能なゲームおよびコンテスト
を提供する。たとえば、有名なスポーツ選手が物品のスポンサーである場合、利用可能な
コンテストは、有名なスポーツ選手が競合して物品を使用する、適格なイベントで物品を
チェックインすることを含みうる。コンテストの結果は、ソーシャルメディア上、または
電子デバイスの特別なアプリケーション内に掲載することができる。オプション２０３２
は、ユーザのための専用ウェブサイトへのリンクを提供する。このウェブサイトは、登録
済み所有者だけに利用可能な、物品についてのより多くのビデオ、ニュース、および他の
情報を提供することができる。実施形態によれば、ウェブサイト上に表示されるコンテン
ツは、スマートタグを「タップ」して、物品に関連するデジタルコンテンツを要求したと
きの電子デバイスの位置によって影響されうる。また、ウェブサイトのコンテンツは、時
刻、曜日、日にち、月、カレンダの季節、以前のタップの位置、ユーザのソーシャルネッ
トワークの友人によって行われたタップの位置等によって影響されうる。
【０１１１】
  オプション２０３６は、物品の登録済み所有者のための特別オファーを提供する。たと
えば、オファーは電子デバイスを使用してユーザがオンラインで、または加盟店で物品と
引き換えることができるクーポンでよい。オプション２０４０は、物品、および／または
ユーザが物品をタップしたときのユーザの位置に基づいて、ユーザのためのワークアウト
を自動的に開始する、トレーニングアプリケーションまたはワークアウトアプリケーショ



(58) JP 2019-50021 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

ンを起動することができる。たとえば、物品がランニングシューズであり、タップしたと
きにユーザが屋外にいる場合、ランニングアプリケーションまたはトレーニングアプリケ
ーションは自動的に起動して、ランニング特有の機能を提供することができる。より具体
的には、たとえば、要求に含まれる物品識別子が、物品がランニングシューズであること
を示す場合、および／または、要求が、要求しているユーザが屋外にいることを示す情報
を含む場合（たとえば、要求が、ユーザが屋外にいることを示すＧＰＳデータまたは他の
位置データ、ＷｉＦｉ信号が利用不可能であることを示す表示、などを含む）、ユーザが
ランニングに行こうとしているという推測が行われるので、モバイルデバイス上でトレー
ニングアプリケーションが自動的に起動される。いくつかの例では、ワークアウトアプリ
ケーションは、最初のタップで開始して２回目のタップで終了し、ワークアウトをデジタ
ルコンテンツマネージャ５１０上で保存および／または同期することができる。オプショ
ン２０４４は、ユーザのパーソナルトレーニング情報またはワークアウト情報をユーザに
提供する。パーソナルトレーニング情報またはワークアウト情報は、ユーザに関連付ける
こともでき、物品自体に関連付けることもできることが理解されよう。たとえば、ユーザ
に関連付けられる情報は、ユーザ情報５６４内のユーザのアカウントに格納されうる。こ
のような情報は、走行中にどのシューズまたは他の物品を着用または使用したかに関わら
ず、ユーザが走行した全距離を含みうる。一方、たとえば、物品に関連付けられる情報は
、特定の物品を着用または使用して行われたワークアウトおよびトレーニングに関連する
（たとえば、ユーザに関わらず、シューズを履いて走行した全距離）。どちらの場合も、
パーソナルトレーニング情報またはワークアウト情報は、速度、ルート、高度、距離、タ
イム、消費カロリー、平均／最大心拍数などを含むことができ、静力学は、ユーザおよび
／または物品に取り付けられたデバイスから受信したデータに基づいて生成されうる。こ
のようなデバイスは、加速度計、ＧＰＳ受信機、心拍数モニタなどを含む。
【０１１２】
  オプション２０５２は、登録済み所有者に、ユーザのプロファイル情報に基づいて、オ
ンラインまたは小売店ではまだ入手可能ではない物品への早期または特別なアクセスを取
得するオプションを提供する。たとえば、ユーザは、オプション２０５２を選択して、自
分のプロファイル情報に基づいて、ユーザがユーザデバイス１０２を使用して学ぶことが
できる、および任意選択で購入することができる、未発売物品を提示してもらうことがで
きる。次いで、購入した物品はユーザの自宅に配達されてもよく、ピックアップするため
に地域の小売店で保持されてもよい。
【０１１３】
  オプション２０５６は登録済み所有者または他のユーザに、物品を別のユーザに再譲渡
するオプションを提供する。たとえば、登録済み所有者が物品を別のユーザに販売するか
与える場合、登録済み所有者はオプション２０５６を選択して、物品を新しいユーザに再
譲渡することができる。いくつかの実施形態では、オプション２０５６を選択すると、ユ
ーザは、物品を再譲渡する相手の名前、ユーザ識別子、または他の何らかのユーザの表示
を入力するように促される。それを行うと、デジタルコンテンツマネージャ５１０は登録
情報５６８を更新して、今や物品は新しいユーザに譲渡されたことを反映させる。したが
って、登録済み所有者であることの特権が、新しい所有者に移る。
【０１１４】
  図２０Ｃのスクリーンショット２０８９は、登録済み所有者のために指定されたオプシ
ョンの別の例示的メニューを示している。図示されるように、物品をスキャンすると、物
品の画像ならびに物品説明がユーザに提示される。また、スクリーンショット２０８９は
、ワークアウトアプリケーション（たとえば、ａｄｉｄａｓ（登録商標）によって提供さ
れるｍｉＣｏａｃｈ（登録商標）アプリケーション）を開始する「ワークアウト（workou
t）」ボタン２０９０をユーザに提供する。このボタンを選択すると、たとえば、図２０
Ｄのスクリーンショット２０９４がユーザに提示される。この例では、ワークアウトアプ
リケーションはランニングアプリケーションである。図示されるように、ユーザは保存し
たルートの検索、新しいルートの作成、友人からのルートの取得（ソーシャルネットワー
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クへのリンク）、ユーザのランニング履歴（たとえば、過去のランニングのログ）の閲覧
、およびユーザの統計値の閲覧が可能である。図２０Ｄのランニングアプリケーションは
、多数の例示的ワークアウトアプリケーションの１つにすぎない。
【０１１５】
  再び図２０Ｃのスクリーンショット２０８９を参照すると、ユーザは「コンテンツ取得
（get content）」ボタン２０９２も提示される。このボタンを選択すると、たとえば、
図２０Ｅのスクリーンショット２０９６がユーザに提示され、ユーザは、クリックして専
用オファーを見る、物品を使用する有名スポーツ選手からのトレーニングビデオを見る、
友人に物品を推薦する（たとえば、ソーシャルメディアを介して）、および物品の手入れ
方法についてのビデオを見ることができる。これらはユーザに提示することができるいく
つかの例示的オプションにすぎない。物品に関連する他の情報が提供されうることが理解
されよう。
【０１１６】
  たとえば、物品は、電子デバイスによってタップされると、ボールについての詳細がデ
バイス上に現れるようにするために、ボールパネルのうちの１つの内側にスマートタグを
有するサッカーボールでよい。たとえば、電子デバイスは「製造までの道のり（road to 
production）」ビデオ、「ボールのテスト方法（how the ball was tested）」ビデオ、
「ボールが製造された場所（where the ball was manufactured）」ビデオ、および「ボ
ールが公表されたとき（when the ball was announced to the public）」ビデオを提供
することができる。物品の登録済み所有者は、物品上のスマートタグをタップすることを
介して、製造、流通、および店舗在庫を通じて製品を閲覧および追跡することができるこ
とが理解されよう。これは事実上のサプライチェーンである。これは、通常の製品ならび
にカスタマイズされた製品のために使用されうる。また、有名なサッカートーナメントの
間は毎日、電子デバイスを有する所有者およびその友人は、トーナメントにおけるボール
の偉業についてのオリジナルおよび専用ビデオが利用可能である。コンテンツは、ボール
に直接結びつけることができ、有名なトーナメントが開始した後にボールを購入した者は
、それ以前の日々を閲覧することができる。
【０１１７】
  他の例では、物品は、有名なバスケットボール選手がスポンサーである／その選手によ
って販売促進されるシューズでよい。スマートタグは、毎日有名なバスケットボール選手
についての専用統計値およびビデオを取得するために電子デバイスによってタップできる
ように、シューズの内側に提供される。動的なビジュアルは、コート上のバスケットボー
ル選手のシュート位置を表示することができる。また、加速度計および他のタイプのパフ
ォーマンスセンサを有するシューズについての加速度データおよびパフォーマンスデータ
を入手可能にすることができる。
【０１１８】
  他の例では、物品を先進技術で作成することができる。物品は、主な特徴のビデオ、テ
ストビデオ、使用されている物質や、他に誰が物品を着用または使用しているかなどの物
品についての情報を見るための電子デバイスによるタップを可能にするスマートタグを含
みうる。
【０１１９】
  実施形態によれば、未登録の所有者などの誰かが所有者に登録済み物品を「タップ」す
ると、所有者のプロファイル情報に基づいて、その物品の優先価格設定を得ることができ
る。場合によっては、物品をタップすると、未登録のユーザは、自分のモバイルデバイス
を介して、ユーザが物品を優先価格で購入することができるウェブページにアクセスする
。他の実施形態では、シューズをタップすると、バウチャーが作成されて、未登録のユー
ザのモバイルデバイスに送信される。バウチャーは、タップされた物品または他の物品を
優先価格で取得するために、小売店で物品と引き換えることができる。これによって、登
録済み所有者は友人の間で人気者になり、他の人が購入およびシェアするための動機を与
えることができる。
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【０１２０】
  再び図１８を参照すると、決定ブロック１８２０で、物品がユーザに登録されていない
場合、１８２８で、未登録のユーザのために指定されたオプションのメニューが要求して
いるユーザに提供される。ある実施形態によれば、未登録のユーザのために指定されたオ
プションのメニューを提供するために、未登録のユーザモジュール５３４が、デジタルコ
ンテンツ５７２にアクセスして利用可能なオプションを通じて検索して、物品の未登録の
ユーザにとって利用可能なものとしてタグ付けされているオプションを識別する。また、
たとえば、未登録の所有者モジュール５３４がユーザ情報５６４にアクセスして、ユーザ
のユーザアカウント内で設計されたメニューオプションを識別する。ユーザは、物品の登
録時に、これらのオプションを手動で選択している場合がある。さらに、たとえば、未登
録ユーザモジュール５３４が物品情報５６０にアクセスして、物品の未登録のユーザにと
って利用可能なオプションを識別する。次いで、未登録ユーザモジュール５３４が利用可
能なメニューオプションのリストを編集して、そのリストをユーザの電子デバイスによっ
て表示するために送信する。たとえば、未登録ユーザモジュール５３４は、電子デバイス
上で動作している適切なアプリケーションにリストを送信して、アプリケーションはリス
トアップされたオプションをユーザに表示する。
【０１２１】
  上述のように、図２０Ａ～図２０Ｅは、ユーザに提供することができるメニューオプシ
ョンの例示的スクリーンショットを提供する。図２０Ａ～図２０Ｅのメニューオプション
は例示に過ぎず、他の多くのオプションを提供することができることが理解されよう。図
２０Ｂのスクリーンショット２０６０は、未登録のユーザのために指定された例示的なオ
プションのメニューを示している。スクリーンショット２０６０は、物品１２４の名称を
提供するウェルカムメッセージ２０６４を含む。オプションメニュー２０６８は、ウェル
カムメッセージの下に提示される。オプションメニュー２０６８はオプション２０７２を
含み、同じ物品を購入するオプションを提供する。たとえば、このオプション２０７２の
選択は、電子デバイスのウェブブラウザに、未登録のユーザが物品を購入できるオンライ
ン商店主に関連付けられる統一資源位置指定子（ＵＲＬ）を提供する。実施形態によれば
、ＵＲＬは、物品の正確な構成（たとえば、配色、素材、ロゴ、サイズなど）を表す物品
に関連付けられるコードを含むので、ユーザはこの情報を手動で入力する必要がない。実
施形態によれば、物品をタップしたユーザがその物品を購入することを決定すると、所有
者は紹介についてのクレジットを取得する。オプション２０７６によって、関連ニュース
、情報、およびマーケティングコンテンツをユーザに提供することによって、ユーザは物
品についてより多くのことを学ぶことができるようになる。このオプションを選択するこ
とによって、たとえば、製品についてのマーケティングおよび情報ビデオ／画像／レポー
ト、ならびに製品の購入方法、または直接購入を選択するオプションをユーザに与える。
実施形態によれば、ユーザが物品を購入すると、所有者は紹介についてのクレジット、報
酬、バッチ、ポイントなどを取得する。また、このオプションは、オプション２０１６、
２０２０、およびその他を参照して上述したコンテンツのうちのいずれかをユーザに提供
することができる。
【０１２２】
  オプション２０８０は、所有者のプライバシー設定に応じて、所有者のパーソナルトレ
ーニング情報またはワークアウト情報をユーザに提供する。たとえば、所有者の現在のト
レーニング統計値、および／または、距離、ジャンプの高さ、ワークアウト数、ワークア
ウトの種類、シューズまたは衣料品の古さ、あるいはサーバ１２２および／またはモバイ
ルデバイス１０２に保存された他のデータなどの、物品に特有の統計値を提供する。オプ
ション２０８４は、自分のワークアウト（たとえば、パフォーマンス情報およびルート）
を物品のスマートタグに送信する、または所有者がワークアウトを格納したスマートタグ
からコピーするオプションをユーザに与える。たとえば、ワークアウトはジョギングルー
ト、サイクリングルート、スイミングラップ、クロストレーニングエクササイズなどでよ
い。また、情報は、バスケットボール統計値などの所有者の統計値でよい。たとえば、所
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有者は自分の電子デバイスを使用して統計データを物品のスマートタグに書き込むことが
でき、他の人は自分の電子デバイスを使用してデータをコピーすることができる。タグ付
けされた人がアカウントを有していない場合、電子メールアドレスに基づいて彼らのため
のアカウントを作成することができる。一旦アカウントを要求すると、彼らを待機してい
るワークアウト履歴を持つことになる。オプション２０８８によって、ユーザはソーシャ
ルネットワーク上でユーザとの友人つながりを作成することができるようになる。たとえ
ば、スマートタグをスキャンした後にこのオプションを選択すると、ユーザの電子デバイ
スに、ソーシャルネットワークに友達リクエストを送信させることになる。いくつかの実
施形態によれば、物品の相互タグ付けによって、ソーシャルネットワーク上で友人つなが
りが自動的に作成される。
【０１２３】
  実施形態によれば、所有者／ユーザは、自分の緊急連絡先情報をデジタルコンテンツマ
ネージャ５１０に提供することができる。たとえば、緊急連絡先情報は、ユーザ情報５６
４内のユーザのアカウントに格納されうる。緊急の場合、未登録のユーザ（たとえば、病
院職員）が、所有者が登録した製品のうちの１つのスマートタグをスキャンして、所有者
の緊急連絡先情報（たとえば、緊急の場合に連絡するべき人の電話番号）、ならびに医療
情報（たとえば、血液型、ペニシリンアレルギーなど）などの他の緊急情報を取得するこ
とができる。たとえば、所有者がジョギング中に負傷した場合、救急隊員が所有者のシュ
ーズのスマートタグをスキャンして、彼の緊急連絡先情報および彼の医療情報を取得する
ことができる。
【０１２４】
  再び図１８を参照すると、決定ブロック１８３２で、ユーザのメニューオプションの選
択が受信される。たとえば、登録済み所有者が、オプションメニュー２０１２上に提示さ
れたオプションのうちの１つを選択した後、登録済み所有者の電子デバイスが、選択の表
示を登録済み所有者モジュール５３０に送信する。同様に、たとえば、未登録のユーザが
、オプションメニュー２０６８上に提示されたオプションのうちの１つを選択した後、未
登録のユーザの電子デバイスが選択の表示を未登録ユーザモジュール５３４に送信する。
１８３６で、選択されたオプションがユーザに提供される。たとえば、ユーザが登録済み
所有者の場合、登録済み所有者モジュール５３０がデジタルコンテンツデータストア５７
２にアクセスして、登録済み所有者の電子デバイスに送信するべき適切なデジタルコンテ
ンツを識別する。未登録ユーザモジュール、ロック＆キーモジュール、タイムラインモジ
ュールなどの他のモジュールが、デジタルコンテンツを選択してユーザに送信することが
できることが理解されよう。
【０１２５】
  図２１～図２３を参照すると、便益のロックを解除するための例示的処理が提供されて
いる。たとえば、ユーザは、所定のスケジュールによる特定の位置でジャージまたは一足
のシューズなどの物品を「チェックイン」することによって便益のロックを解除すること
ができる。たとえば、所定のスケジュールは、ユーザが１つのシーズンに少なくとも１０
個のプロバスケットボールの試合を「チェックイン」するように指定することができる。
ユーザが所定のチェックインスケジュールを満たすと、便益のロックが解除される。便益
はどんなことをも含みうる。上記のバスケットボールの例では、便益はバスケットボール
の最終試合への無料入場、今後のバスケットボールの試合に入場する際にエクスプレスレ
ーンを使用するための資格、チケットのアップグレード、特権および他の物品の割引、好
みのチームの舞台裏のビデオなどのプレミアムなデジタルコンテンツへのアクセスなどで
よい。いくつかの実施形態では、便益は、デジタルチケット、クーポン、トークンなどの
形式で、ユーザの電子デバイスに配信される。
【０１２６】
  図２１～図２３を参照すると、便益のロックを解除するための例示的処理が提供されて
いる。たとえば、ユーザは、所定にスケジュールに従って特定の位置にジャージや一足の
シューズなどの物品を「チェックイン」することによって、便益のロックを解除すること
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ができる。たとえば、所定のスケジュールは、ユーザが１つのシーズンに少なくとも１０
個のプロバスケットボール試合を「チェックイン」するように指定することができる。ユ
ーザが所定のチェックインスケジュールを満たすと、便益のロックが解除される。便益は
、無限と思われるような可能な便益のいずれでもよい。上記のバスケットボールの例では
、便益はバスケットボールの最終試合への無料入場、今後のバスケットボールの試合に入
場する際にエクスプレスレーンを使用するための資格、チケットのアップグレード、特権
および他の物品の割引、プレミアムなデジタルコンテンツでもよく、好みのチームの舞台
裏のビデオなどのへのアクセスでもよい。いくつかの実施形態では、便益は、デジタルチ
ケット、クーポン、トークンなどの形式で、ユーザの電子デバイスに配信される。
【０１２７】
  図２１および図２２を参照すると、例示的処理２１００は、一般的に、ユーザが物品に
関連付けられるスマートタグをスマートタグライターに近接して配置することによって位
置にチェックインする２１０４から開始する。２１０８で、スマートタグライターがチェ
ックインデータをスマートタグに書き込み、２１１２で、スマートタグがチェックインデ
ータを格納する。スマートタグデータは、地理的位置、店舗識別子、および会場識別子な
どの、時間および位置識別情報を含みうる。
【０１２８】
  図１および図７を参照すると、処理２１００の例示的な実例が提供されている。２１０
４で、ユーザ１１０がシューズ１２４でスマートタグライター７６４に近接したフロアマ
ット７６０を踏むと、ユーザは小売店７００にチェックインして、スマートタグライター
７６４がシューズ１２４に関連付けられるスマートタグ１２０にチェックイン情報を書き
込む。チェックイン情報は、物品の物品識別子、チェックインの時間および位置を含みう
る。
【０１２９】
  図２２の処理２２００は、チェックインデータがスマートタグにローカルに格納される
実施形態における、便益のロック解除を示している。２２０４で、ユーザが物品のスマー
トタグをスマートタグリーダーに近接して配置し、２２０８で、スマートタグリーダーが
スマートタグから物品についてのチェックインデータを取得する。たとえば、図１、５、
および７を参照すると、ユーザ１１０がシューズ１２４でスマートタグリーダー７５６に
近接したフロアマット７６０を踏み、スマートタグリーダー７５６が、スマートタグ１２
０からチェックインデータを取得する。
【０１３０】
  ２２１２で、スマートタグリーダーがチェックインデータをサーバに送信する。たとえ
ば、図７のスマートタグリーダー７５６がチェックインデータをデジタル体験マネージャ
５１０に送信する。２２１６で、サーバが、チェックインの１つまたは複数の所定のスケ
ジュールを備える便益情報を突き止める。たとえば、ロック＆キーモジュールが便益情報
５８０にアクセスする。上述のように、所定のチェックインスケジュールが、便益のロッ
クを解除するために必要なチェックイン位置、および対応する時間を指定する。
【０１３１】
  ２２２０で、サーバが、スマートタグから取得したチェックインデータが、便益情報５
８０内に配置された所定のチェックインスケジュールのうちのいずれかを満たすかどうか
を決定する。たとえば、ロック＆キーモジュール５３８は、スマートタグ１２０から取得
したチェックインデータと便益情報５８０とを比較して、チェックインデータが、便益情
報５８０内に配置された所定のチェックインスケジュールのいずれかを満たすかどうかを
決定する。決定ブロック２２２４で、所定のチェックインスケジュールのいずれかが満た
される場合、２２２８で、ロック＆キーモジュール５３８が対応する便益のロックを解除
する。再び決定ブロック２２２４を参照すると、所定のチェックインスケジュールのいず
れも満たされない場合、２２３２で、サーバはどの便益のロックも解除しない。
【０１３２】
  図２３を参照すると、ある位置に「チェックイン」して、チェックインデータをサーバ
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に（図２１～図２２のようにスマートタグにではなく）格納して、受ける資格のある便益
のロックを解除する、例示的処理を示す流れ図が提供されている。２３０４で、ユーザが
、物品に関連付けられるスマートタグをスマートタグリーダーに近接して配置し、２３０
８で、スマートタグリーダーがスマートタグから物品識別子を取得する。たとえば、図１
、５、および７を参照すると、ユーザ１１０はシューズ１２４でスマートタグリーダー７
５６に近接したフロアマット７６０を踏み、スマートタグリーダー７５６が、スマートタ
グ１２０からシューズ１２４の物品識別子を取得する。
【０１３３】
  ２３１２で、スマートタグリーダーがチェックインメッセージをサーバに送信して、２
３１６で、サーバがそのチェックインメッセージを格納する。たとえば、スマートタグリ
ーダー７５６がチェックインメッセージをチェックインモジュール５３２に送信して、チ
ェックインモジュール５３２が、チェックインメッセージおよび／またはその中の情報を
チェックイン情報５７６に格納する。チェックインメッセージを格納するために、チェッ
クインモジュール５３２は、チェックインメッセージに含まれる物品識別子を使用して物
品についてのチェックイン情報５７６のサブセットを突き止め、その中にチェックインメ
ッセージから取得した位置および時間情報を格納する。
【０１３４】
  サーバが、ユーザが任意の便益のロックを解除する資格があるかどうかを確認する。２
３２４で、サーバが、チェックインの１つまたは複数の所定のスケジュールを備える便益
情報を突き止める。たとえば、ロック＆キーモジュール５３８が便益情報５８０にアクセ
スする。上述のように、所定のチェックインスケジュールが、便益のロックを解除するた
めに必要なチェックイン位置および対応する時間を指定する。２３２８で、サーバが、ス
マートタグから取得したチェックインデータが、便益情報５８０内に配置された所定のチ
ェックインスケジュールのうちのいずれかを満たすかどうかを決定する。たとえば、ロッ
ク＆キーモジュール５３８が、スマートタグ１２０から取得したチェックインデータと便
益情報５８０とを比較して、チェックインデータが、便益情報５８０内に配置された所定
のチェックインスケジュールのいずれかを満たすかどうかを決定する。決定ブロック２３
３２で、所定のチェックインスケジュールのいずれかが満たされる場合、２３３６で、ロ
ック＆キーモジュール５３８が対応する便益のロックを解除する。再び決定ブロック２３
３２を参照すると、所定のチェックインスケジュールのいずれも満たされない場合、２３
４０で、サーバはどの便益のロックも解除しない。
【０１３５】
  上述のように、便益はユーザの電子デバイスに配信することができ、ある位置またはイ
ベントにおける優先アクセスでよい。たとえば、サービスは、テキストメッセージ、電子
メール、またはプッシュメッセージを介して彼らのモバイルデバイスに直接配信されうる
。他の例では、所有者は入口にしかれているマットの上を歩くと、店舗内の販売員への直
接アクセスを取得する。販売員はすぐに所有者のもとに歩いてきて、彼にプレミアムサー
ビスを与える。また、たとえば、コンサートまたはサッカーの試合で、所有者は別の入口
またはファストレーンを使用することができる。このようなアクセスを取得するために、
所有者は、特別に登録したシューズを履いてマットの上を歩く。さらに、たとえば、必須
である特別シューズまたは他の物品を着用していれば、人気のある場所で、所有者は要求
に合ったマーケティングキャンペーンおよび製品割引を取得する。
【０１３６】
  図２４を参照すると、１つまたは複数の物品に関連する情報のタイムラインを作成する
処理２４００を示す流れ図が提供されている。図２５は、少なくとも１つの実施形態によ
って、処理２４００に従って作成された、例示的タイムライン２５００のスクリーンショ
ットの概略図である。図示されたタイムライン２５００は、ユーザの物品を取得日の時系
列でリストアップしている。タイムラインは、物品ごとに、物品説明２５０４、写真また
は画像２５０８、ユーザメモおよびコメント２５１２、ならびに友人のメモおよびコメン
ト２５１４を含みうる。物品を購入することができる、および／または物品についてのよ
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り多くの情報を取得することができるウェブページへのリンク、物品のユーザレビューな
どの、他の情報が提供されうることが理解されよう。本明細書で作成されるタイムライン
は、ソーシャルネットワーク上で、および／またはプライベートクラウドフォルダでシェ
アすることができる。
【０１３７】
  処理２４００は、一般的に、ユーザが電子デバイス上でアプリケーションを起動する２
４０４から開始して、２４０８で、アプリケーションメニューから物品のタイムラインを
作成するオプションを選択する。たとえば、アプリケーションを起動するために、ユーザ
は電子デバイスにアクセスして、物品に関連付けられるアイコンを選択することができる
。また、たとえば、ユーザは、物品に関連付けられるスマートタグをスキャンすることに
よって、アプリケーションを起動することができる。一旦アプリケーションが起動すると
、実施形態によれば、ユーザは、図２０のスクリーンショット２００４に類似するユーザ
インターフェースを提示されて、ユーザはメニュー２０１２からオプション２０４８（「
タイムラインを作成する（Create timeline）」）を選択する。タイムラインは、ユーザ
が登録した物品の在庫でもよくダッシュボードでもよいことが理解されよう。登録済み物
品について、タイムラインは、距離、ワークアウト数、操作の時間数、賞、報酬、バッチ
、ポイント、クレジットなどの、さらなる情報へのリンクを表示または提供することがで
きる。タイムラインは、ユーザ情報５６４、物品情報５６０などの、データストア１３０
に保存することができる。また、タイムラインは、複数のデバイス上で複数のアプリケー
ションまたはウェブブラウザで開くことのできるソーシャルネットワークによって、保存
および提示することができる。
【０１３８】
  ２４１２で、アプリケーションが、タイムラインを作成する要求をサーバに送信する。
要求は、ユーザのユーザ識別子を含む。たとえば、電子デバイス１０２が、ユーザのユー
ザ識別子を含む要求をデジタル体験マネージャ５１０のタイムラインモジュール５４２に
送信する。２４１６で、サーバが、物品のリストおよび関連物品を編集できるようにする
ために、１つまたは複数の物品に関連する登録情報を取得する。たとえば、タイムライン
モジュール５４２は、ユーザに関連付けられる物品を識別するために、ユーザ識別子を使
用して、物品識別子、取得日、ユーザコメント、ユーザの物品写真などを含むユーザ情報
５６０および／または登録情報５６８を検索する。物品を識別した後、タイムラインモジ
ュール５４２が物品識別子を使用して、物品説明、画像、物品を購入することができる、
またはより多くの情報を取得することができるウェブページへのリンクを取得するために
物品情報５６０を検索することができる。
【０１３９】
  ２４２０で、サーバが、物品についての情報をユーザから取得する。たとえば、タイム
ラインモジュールは、電子デバイス１０２を介して、１つまたは複数の物品についてのコ
メントを提供するようにユーザを促すことができる。図２５に示されるように、ユーザは
、「私の初めての中古シューズ（pair of throwbacks）です。今でも時々履いています」
などの、物品についてのコメントを提供する。ユーザから取得した情報は、２４１６で取
得した任意の登録情報を含みうることが理解されよう。
【０１４０】
  ２４２４で、サーバがユーザについての物品タイムラインを生成する。たとえば、タイ
ムラインモジュール５４２は、２４１６および２４２０で取得した情報を、取得日によっ
て時系列でリストアップし、物品説明、写真および画像、ユーザメモおよびコメントなど
を含む、タイムライン２５００などのタイムラインをもたらすテンプレートに編集する。
タイムラインは、物品についての他の任意の適切な情報を含みうることが理解されよう。
さらに、タイムラインは時系列で構成されなくてもよいことが理解されよう。たとえば、
物品カテゴリ、物品人気度などごとに整理されうる。タイムラインは、ユーザによって指
定される任意の方法で構成することもできる。２４２８で、サーバが、グラフィカルユー
ザインターフェースに物品タイムラインを表示するか、友人がコメント２５１４などのコ
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メントをすることができるソーシャルネットワークでタイムラインをシェアする。たとえ
ば、タイムラインモジュール５４２は、ディスプレイ２０８を介して表示するために、タ
イムラインを電子デバイス１０２に送信することができる。
【０１４１】
  図２６は、１つまたは複数の物品に関連する情報の既存のタイムラインに物品を追加す
る、および／またはそのタイムラインを更新する処理２６００を示す流れ図を提供する。
たとえば、処理２４００によってタイムライン２５００などのタイムラインを作成した後
、ユーザはタイムラインを編集したい、および／またはタイムラインに新しい物品を追加
したい場合がある。それを行うために、ユーザは処理２６００を実装することができる。
処理２６００は、一般的に、２６０４で、ユーザが電子デバイスに、ユーザがタイムライ
ンに追加したい物品のスマートタグを「スキャン」させるか、ユーザが電子デバイスに、
ユーザがタイムライン上の出現を編集または削除したい物品のスマートタグを「スキャン
」させると開始する。スキャンの間、電子デバイス１０２は、スマートタグ１２０から物
品１２４に関連付けられる物品識別子４３０を取得する。電子デバイス１０２は、スマー
トタグから、どのアプリケーションを起動するかに関する命令（たとえば、ウェブブラウ
ザを起動して、指定されたウェブページまたはウェブサイトにアクセスする命令でよい）
などのさらなる情報を取得することができる。２６０８で、電子デバイスが、適切なアプ
リケーションを起動する、開く、切り替える、または他の方法でアクティブ化するか、ア
プリケーションがまだインストールされていない場合、適切なアプリケーションをダウン
ロードするようにユーザを促す（図６参照）。上述のように、電子デバイス１０２は、ス
マートタグから命令コードを受信すると、適切なアプリケーションを自動的に起動するか
、デジタル体験マネージャ５１０のアプリケーションダウンロードモジュール５１４に適
切なダウンロード要求を送信する。
【０１４２】
  一旦電子デバイス上でアプリケーションが起動されると、アプリケーションがオプショ
ンのメニューをユーザに表示する。２６１２で、ユーザが、既存のタイムラインを編集す
る、および／またはそこに物品を追加するオプションをメニューから選択する。図２０は
、「タイムラインを作成または編集する（Create or edit timeline）」オプション２０
４８を含む、オプションのメニューの例示的スクリーンショット２００４を提供している
。決定ブロック２６１８で、アプリケーションは、物品識別子に関連付けられる物品が、
タイムラインにすでにリストアップされているかどうかを決定する。まだリストアップさ
れていない場合、２６２２で、アプリケーションはタイムラインに物品を追加するオプシ
ョンをユーザに与える。ここで、たとえば、アプリケーションが新しい物品の物品識別子
をサーバに送信して、サーバが物品についての情報を取得する。たとえば、アプリケーシ
ョンから物品識別子を受信すると、デジタル体験マネージャ５１０のタイムラインモジュ
ール５４２が物品識別子を使用して、物品説明、画像、物品を購入することができる、ま
たはより多くの情報を取得することができるウェブページへのリンクを取得するために物
品情報５６０を検索することができる。
【０１４３】
  ２６２６で、アプリケーションが、タイムライン上に提示された情報を追加または編集
するオプションをユーザに与える。ユーザが既存の物品を編集する場合、ユーザは物品に
ついての情報を追加または削除するオプションを与えられる。ユーザが新しい物品を追加
する場合、ユーザは、物品情報５６０から取得した情報から選択して、ユーザコメントを
入力するオプションを与えられる。２６３０で、アプリケーションが、新しい物品および
関連情報を含めるために、ならびに／または既存の物品へのユーザの編集を反映させるた
めに、タイムラインを更新する。
【０１４４】
  図２７を参照すると、物品に関連付けられるイベントのタイムラインを作成する処理２
７００を示す流れ図が提供されている。図２８は、処理２７００によって作成されたイベ
ントの例示的タイムライン２８００のスクリーンショットの概略図である。図示されたタ
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イムライン２８００は、単一の物品２８０２についてのイベントの時系列をリストアップ
する。タイムラインは、イベントごとに、ユーザメモおよびコメント、写真または画像２
８０８、ならびに友人のメモおよびコメント２８１２を含むイベント説明２８０４を含み
うる。イベントについてのさらなる写真または情報へのリンクなどの、他の情報が提供さ
れうることが理解されよう。
【０１４５】
  処理２７００は、一般的に、ユーザが電子デバイス上でアプリケーションを起動する２
７０４から開始して、２７０８で、アプリケーションメニューから物品についてのイベン
トのタイムラインを作成するオプションを選択する。たとえば、アプリケーションを起動
するために、ユーザは電子デバイスにアクセスして、物品に関連付けられるアイコンを選
択することができる。また、たとえば、ユーザは、イベントのタイムラインを作成したい
物品に関連付けられるスマートタグをスキャンすることによって、アプリケーションを起
動することができる。一旦アプリケーションが起動すると、実施形態によれば、ユーザは
、図２０のスクリーンショット２００４に類似するユーザインターフェースを提示されて
、ユーザがメニュー２０１２からオプション２０４８（「タイムラインを作成する」）を
選択する。このオプションを選択した後、ユーザは、イベントのタイムライン（製品のタ
イムラインではなく）を作成したいと指定することができる。
【０１４６】
  ２７１２で、アプリケーションがタイムラインを作成する要求をサーバに送信する。要
求は、タイムラインを構築するべき物品の物品識別子、ならびにユーザのユーザ識別子を
含む。たとえば、電子デバイス１０２が、物品識別子およびユーザ識別子を含む要求を、
デジタル体験マネージャ５１０のタイムラインモジュール５４２に送信する。２７１６で
、サーバが、物品に関連付けられるイベントのリストを編集できるようにするために、物
品に関連するイベント情報を取得する。たとえば、タイムラインモジュール５４２が物品
識別子およびユーザ識別子を使用して、関連物品情報５６０およびチェックイン情報５７
６を取得する。たとえば、関連物品情報は、物品の説明および画像を含むことができ、関
連チェックイン情報は物品がチェックインされたイベント（たとえば、時間および場所）
を含むことができる。物品を識別した後、タイムラインモジュール５４２は物品識別子を
使用して、物品説明、画像、物品を購入することができる、またはより多くの情報を取得
することができるウェブページへのリンクを取得するために物品情報５６０を検索するこ
とができる。
【０１４７】
  ２７２０で、サーバが物品についての情報をユーザから取得する。たとえば、タイムラ
インモジュールは、電子デバイス１０２を介して、１つまたは複数のイベントについての
コメントを提供するようにユーザを促すことができる。図２８に示されるように、ユーザ
は、「初めてのマラソンでジャージを着ました」などの、イベントについてのコメントを
提供する。
【０１４８】
  ２７２４で、サーバが物品についてのイベントタイムラインを作成する。たとえば、タ
イムラインモジュール５４２は、２７１６および２７２０で取得した情報を、物品を含む
イベントを時系列でリストアップし、イベント説明、写真、ビデオおよび画像、ユーザメ
モおよびコメントなどを含む、タイムライン２８００などのタイムラインをもたらすテン
プレートに編集する。タイムラインは、イベントについての他の任意の適切な情報を含み
うることが理解されよう。さらに、タイムラインは時系列で構成されなくてもよいことが
理解されよう。たとえば、イベントカテゴリ、イベント人気度などごとに整理されうる。
タイムラインは、ユーザによって指定される任意の方法で構成することもできる。２７２
８で、サーバが、グラフィカルユーザインターフェースにイベントタイムラインを表示す
るか、友人がコメント２８１２などのコメントをすることができるソーシャルネットワー
クでタイムラインをシェアする。たとえば、タイムラインモジュール５４２は、ディスプ
レイ２０８を介して表示するために、タイムラインを電子デバイス１０２に送信すること



(67) JP 2019-50021 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

ができる。また、たとえば、タイムラインは「タップ」してＮＦＣを介してシェアするこ
とによって、別のデバイス１０２に転送されうる。
【０１４９】
  実施形態によれば、タイムラインは、物品の認定された「歴史」に基づいて、販売／再
販売する前に物品１２４の付加価値を生み出すために使用されうる。たとえば、ボールお
よびジャージなどの物品は、小売店に出荷される、または販売される前に、チームのロッ
カールーム、またはホームピッチ／コート／フィールドを「訪れる」ことができる。これ
は、その位置で物品を「タップ」して、およびその位置を物品の個々のタイムラインに追
加することによって文書化することができる。顧客は、購入する前に、小売店で物品をタ
ップしてタイムラインを見ることができる。たとえば、顧客は自分の電子デバイスを使用
して物品のスマートタグをタップして、その物品が特定の場所にあったこと、および／ま
たは特定の人々（たとえば、有名なスポーツ選手）によって着用または使用されたことを
示す物品のタイムラインを閲覧することができる。いくつかの例では、タイムラインは、
重要なバスケットボールの試合で有名なバスケットボール選手によって着用または使用さ
れたことなど、特定の物品が特定のイベントで特定の人々によって着用または使用された
ことを示すことができる。マーケティングコールアウトまたは顧客に伝える見えるタグが
あってもよく、特別なタイムラインを有する製品を探し求めて皆が異なる製品のタップを
開始するようになるサプライズであってもよい。購入履歴もタイムラインの一部になりう
るので、製品の有名な所有者を追跡して認証することができる。これには、認証されたソ
ーシャルネットワーキングおよびソーシャルメディアアカウント（たとえば、Twitter（
登録商標）、Facebook（登録商標））を使用して、所有者認証情報を登録する必要がある
場合がある。最終的にディスプレイ上に表示された製品を、ゲストがタップして、彼らの
電子デバイス上でタイムラインを閲覧することができる。
【０１５０】
  アウトラインは、スマートタグをトリガとして使用して、物品に主要なマイルストーン
と時系列のイベントを文書化する物品についての「タイムカプセル」でよい。タイムライ
ンは、個人的実績／記録（たとえば、最速の１０キロメートル、最長走行など）、完了し
た競争イベント（たとえば、有名なマラソンなど）、最も高い標高、累積マイル、購入日
などを含みうる。不履行については、タイムラインは、スポーツイベント（たとえば、有
名なサッカークラブが競合するのを見るために２０２年１２月２日に訪れた有名スタジア
ムなど）、ナイトクラブ（ニューヨーク市にある有名なクラブなど）を含みうる。これら
のイベントは、カスタムアプリケーションを実行している電子デバイスで物品をタップす
ることを介して添付することができる。ビデオ、写真、音声、およびテキストなどのあら
ゆるタイプのメディアを、ソーシャルネットワークを介してシェアするオプションととも
にタイムラインに添付することができる。
【０１５１】
  実施形態によれば、スマートタグ１２０は、有益な情報とともに埋め込んで、任意の数
の、および様々な物品に取り付けることができ、任意のユーザによって提示された埋込み
情報の電子デバイス１０２をシェアするために利用することができる。たとえば、スマー
トタグ１２０をトレイルマーカーとして使用することができる。これらのスマートタグ１
２０はトレイルに沿って配置されて（たとえば、ツリー、ポスト等に取り付けられる）、
距離、高度、その位置で、またはその近くで発生した歴史的イベントなどのトレイルにつ
いての詳細を含むことができる。また、スマートタグは、電子デバイスに送信することが
でき、またそこからレンダリングすることができる、マッピング情報を含みうる。たとえ
ば、ユーザはこれらのスマートタグのうちの１つをタップすることができ、スマートタグ
は、トレイルルートをダウンロードする、および／またはルートに沿ってワークアウトを
開始するよう、電子デバイス１０２に命令する。いくつかの例では、スマートタグは、モ
バイルデバイス上のワークアウトアプリケーションに、ルートをダウンロードしてワーク
アウトを開始するように命令する。アプリケーションは、ソーシャルネットワーク上でル
ートをチェックインおよび／またはシェアすることを可能にすることができる。他の例で
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は、スマートタグ１２０は体育器材に配置されうる。スマートタグは、器材の名称／タイ
プなどの情報、およびユーザの器材使用についての情報を電子デバイスに送信することが
できる。たとえば、スマートタグは、反復および／またはセットの回数、使用される重量
または設定、それぞれの反復および／またはセット間の時間、ならびに器材を使用する総
ワークアウト時間を送信することができる。さらに、電子デバイスのモバイルアプリケー
ションは、ロードするべき重量、使用するべき設定、カウントダウンするべき反復回数、
および反復間の所定の休憩時間に関して、器材に指示することができる。
【０１５２】
  図２９は、実施形態を実装することができる例示的環境２９００である。環境２９００
は、インターネット、ワイドエリアネットワーク、ローカルエリアネットワークなどのネ
ットワーク２９１８で接続された、コンピュータ２９２６、ネットワークルータ２９１２
、プリンタ２９０８、およびサーバ２９１０を含む。コンピュータ２９２６は、モニタ２
９０６、プロセッサ２９０２、およびキーボード２９２２を含む。コンピュータ２９２６
は、たとえば、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ハンドヘルドコ
ンピュータ、および電子デバイス１０２などの電子デバイス、メインフレームコンピュー
タなどでよい。実施形態によれば、ユーザは、タッチスクリーン、マウス、キーボード２
９２２、トラックボールなどの様々な入力デバイスを使用して、コンピュータ２９２６に
コマンドを入力することができる。
【０１５３】
  サーバ２９１０は、たとえば、さらなるソフトウェアプログラムおよびデータを格納す
るために使用されうる。一実施形態では、本明細書に記載のシステム、方法、および処理
を実装するソフトウェアは、サーバ２９１０内の記憶媒体に格納されうる。したがって、
ソフトウェアはサーバ２９１０内の記憶媒体から実行されうる。他の実施形態では、本明
細書に記載のシステム、方法、および処理を実装するソフトウェアは、コンピュータ２９
２６内の記憶媒体に格納されうる。したがって、ソフトウェアはコンピュータ２９２６内
の記憶媒体から実行されうる。したがって、この実施形態では、ソフトウェアは、コンピ
ュータ２９２６がネットワークルータ２９１２に接続されているかどうかに関わらず使用
することができる。プリンが２９０８は、ルータ２９１２を介してではなく、直接コンピ
ュータ２９２６に接続されうることが理解されよう。
【０１５４】
  図３０に示されるように、専用コンピュータシステム３０００の実施形態が示されてい
る。たとえば、デジタル体験マネージャ５１０およびそのコンポーネントは、専用コンピ
ュータシステム３０００でよい。上記の方法は、上述の処理およびコンポーネントの動作
を実行するようにコンピュータシステムに指示するコンピュータプログラム製品によって
実装されうる。それぞれのこのようなコンピュータプログラム製品は、対応する動作を実
行するようにコンピュータシステムのプロセッサに指示するコンピュータ可読媒体に組み
入れられた命令（コード）のセットを備えうる。命令は、連続的順序で、またはパラレル
に（異なる処理スレッドの下などに）、あるいはそれらの組合せで実行するように構成さ
れうる。コンピュータプログラム製品を汎用コンピュータ２９２６にロードした後、汎用
コンピュータ２９２６は専用コンピュータシステム３０００に変わる。
【０１５５】
  専用コンピュータシステム３０００は、ユーザ出力デバイス３００６（たとえば、モニ
タ）、ユーザ入力デバイス３０１０（たとえば、キーボード、マウス、トラックボール、
タッチスクリーン）、通信インターフェース３０１６、および／または有形コンピュータ
可読媒体に格納されたコンピュータプログラム製品３０２０が接続された、コンピュータ
３００２を備える。コンピュータプログラム製品３０２０は、上述の方法および処理を実
行するようにコンピュータシステム３０００に指示する。コンピュータ３００２は、バス
サブシステム３０３０を介していくつかの周辺デバイスと通信する、１つまたは複数のプ
ロセッサ３０２６を含みうる。これらの周辺デバイスは、ユーザ出力デバイス３００６、
ユーザ入力デバイス３０１０、通信インターフェース３０１６、ならびに有形コンピュー
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タ可読メモリの形式のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３０３６および不揮発性ストレ
ージドライブ３０４０（たとえば、ディスクドライブ、光ドライブ、ソリッドステートド
ライブ）などのストレージサブシステムを含みうる。
【０１５６】
  コンピュータプログラム製品３０２０は、不揮発性ストレージドライブ３０４０、また
はコンピュータ３００２がアクセス可能な他のコンピュータ可読媒体に格納されて、メモ
リ３０３６にロードされうる。それぞれのプロセッサ３０２６は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標
）またはＡｄｖａｎｃｅｄ  Ｍｉｃｒｏ  Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．（登録商標）からの
マイクロプロセッサ、および同等物などのマイクロプロセッサを備えうる。コンピュータ
プログラム製品３００５をサポートするために、コンピュータ３００２は、製品３０２０
の上述のコンポーネントとの通信、ならびにコンピュータプログラム製品３０２０をサポ
ートする上述のコンポーネント間の通信を処理するオペレーティングシステムを実行する
。例示的オペレーティングシステムには、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
のＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）または同等物、ＡｐｐｌｅのＯＳ  Ｘ（登録商標）、Ｓｕ
ｎ  ＭｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓのＳｏｌａｒｉｓ（登録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）
、ＵＮＩＸ（登録商標）、および同等物がある。
【０１５７】
  ユーザ入力デバイス３０１０は、コンピュータ３００２に情報を入力するための、全て
の可能なタイプのデバイスおよびメカニズムを含む。これらは、キーボード、キーパッド
、マウス、スキャナ、デジタル描画パッド、ディスプレイに組み込まれたタッチスクリー
ン、音声認識システムやマイクなどのオーディオ入力デバイスを含みうる。ユーザ入力デ
バイス３０１０によって、一般的に、ユーザは、ボタンのクリックまたは同等のものなど
のコマンドを介して、モニタ上に現れるオブジェクト、アイコン、テキストおよび同等物
を選択できるようになる。ユーザ出力デバイス３０３０は、コンピュータ２９０２から情
報を出力するための、全ての可能なタイプのデバイスおよびメカニズムを含む。これらは
、ディスプレイ、モニタ、プリンタ、オーディオ出力デバイスなどの非視覚的ディスプレ
イなどを含みうる。
【０１５８】
  通信インターフェース３０１６は、他の通信ネットワークおよびデバイスへのインター
フェースを提供して、他のシステム、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、および／ま
たはインターネットからデータを受信して、そこにデータを送信するためのインターフェ
ースとして働くことができる。通信インターフェース３０１６の実施形態は、イーサネッ
ト（登録商標）カード、モデム（電話、衛星、ケーブル、ＩＳＤＮ）、（非同期）デジタ
ル加入者回線（ＤＳＬ）ユニット、ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録商標）インターフェース、Ｕ
ＳＢ（登録商標）インターフェース、無線ネットワークアダプタ、および同等物を含む。
たとえば、通信インターフェース３０１６は、コンピュータネットワーク、ＦｉｒｅＷｉ
ｒｅ（登録商標）バス、または同等物に結合されうる。他の実施形態では、通信インター
フェース３０１６は、コンピュータ３００２のマザーボードに物理的に組み入れられても
よく、および／あるいはソフトウェアプログラムまたは同等物でもよい。
【０１５９】
  メモリ３０３６および不揮発性ストレージドライブ３０３０４０は、実行可能コンピュ
ータコード、人間が読めるコード、または同等物を含む、本発明のコンピュータプログラ
ム製品実施形態などのデータを格納するように構成された有形コンピュータ可読媒体の例
である。他のタイプの有形コンピュータ可読媒体には、フレキシブルディスク、リムーバ
ブルハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどの光記憶媒体、バーコード、フラッシュ
メモリなどの半導体メモリ、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、バッテリバックアップ式揮発
性メモリ、ネットワーク記憶装置、および同等物がある。メモリ３０３６および不揮発性
ストレージドライブ３０４０は、上述のように、本発明の様々な実施形態の機能を提供す
る基本プログラミングおよびデータ構造を格納するように構成されうる。
【０１６０】
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  本発明の機能を提供するソフトウェア命令セットは、メモリ３０３６および不揮発性ス
トレージドライブ３０４０に格納されうる。これらの命令セットまたはコードは、プロセ
ッサ３０２６によって実行されうる。メモリ３０３６および不揮発性ストレージドライブ
３０４０は、本発明によって使用されるデータおよびデータ構造を格納するためのリポジ
トリも提供することができる。メモリ３０３６および不揮発性ストレージドライブ３０４
０は、プログラム実行の間に命令およびデータを格納するための主要ＲＡＭ、および固定
命令が格納されるＲＯＭを含む、いくつかのメモリを含みうる。メモリ３０３６および不
揮発性ストレージドライブ３０４０は、プログラムおよび／またはデータファイルの永続
的（不揮発性）ストレージを提供するファイルストレージサブシステムを含みうる。また
、メモリ３０３６および不揮発性ストレージドライブ３０４０は、リムーバブルフラッシ
ュメモリなどのリムーバブルストレージシステムを含みうる。
【０１６１】
  バスサブシステム３０３０は、コンピュータ３００２の様々なコンポーネントおよびサ
ブシステムが、意図したとおりに相互に通信できるようにするメカニズムを提供する。バ
スサブシステム３０３０は単一のバスとして概略的に示されているが、バスサブシステム
の代替実施形態は、コンピュータ３００２内の複数のバスまたは通信パスを利用すること
ができる。
【０１６２】
  ファームウェアおよび／またはソフトウェア実装形態の場合、方法は本明細書に記載の
機能を実行するモジュール（たとえば、手順、機能など）で実装することができる。命令
を有形に具現化する任意の機械可読媒体は、本明細書に記載の方法を実装する際に使用す
ることができる。たとえば、ソフトウェアコードはメモリに格納されうる。メモリはプロ
セッサ内で実装されてもよく、プロセッサの外部で実装されてもよい。本明細書で使用さ
れるように、「メモリ」という用語は、任意のタイプのロングターム、ショートターム、
揮発性、不揮発性、または他の記憶媒体を指し、任意の特定のタイプのメモリまたは任意
の特定の数のメモリ、またはメモリが格納されるタイプの媒体に限定されるものではない
。
【０１６３】
  さらに、本明細書に開示されるように、「記憶媒体」という用語は、情報を格納するた
めのＲＯＭ、ＲＡＭ、磁気ＲＡＭ、コアメモリ、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フ
ラッシュメモリデバイスおよび／または他の機械可読媒体を含む、データを格納するため
の１つまたは複数のメモリを表すことができる。「機械可読媒体」という用語は、これに
限定されないが、ポータブルまたは固定記憶デバイス、光記憶デバイス、無線チャネル、
および／あるいは、命令および／またはデータを含む、または搬送するものを格納するこ
とができる、他の様々な記憶媒体を含む。
【符号の説明】
【０１６４】
  １００  環境
  １０２  電子デバイス
  １１０  ユーザ
  １１６  ネットワーク
  １１８  短距離無線接続
  １２０  スマートタグ
  １２２  サーバ
  １２４  物品
  １２４ａ  ジャージ
  １２４ｂ  シューズ
  １２４ｃ  靴ひも
  １２４ｄ  ショートパンツ
  １２４ｅ  フットボール
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  １３０  データストア
  ２０４  プロセッサ
  ２０８  ディスプレイ
  ２１０  データバス
  ２１２  タッチスクリーン
  ２１８  記憶装置
  ２２０  スキャナ
  ２２４  カメラ
  ２２８  ＮＦＣインタ－フェース
  ２３２  ネットワークデバイス
  ２３６  位置決定デバイス
  ４００  ＮＦＣアプリケーション
  ４０２  ＮＦＣチップ
  ４０６  磁場
  ４２０  電波
  ４３０  物品識別子
  ５１０  デジタル体験マネージャ
  ５１４  アプリケーションダウンロードモジュール
  ５１８  インストアコンテンツモジュール
  ５２２  仮想値札モジュール
  ５２６  登録モジュール
  ５３０  登録済み所有者モジュール
  ５３２  チェックインモジュール
  ５３４  未登録ユーザモジュール
  ５３８  ロック＆キーモジュール
  ５４２  タイムラインモジュール
  ５５４  アプリケーションデータストア
  ５５４  アプリケーション情報
  ５６０  物品情報データストア
  ５６０  物品情報
  ５６４  ユーザ情報データストア
  ５６４  ユーザ情報
  ５６４  ユーザ情報データベース
  ５６８  登録データストア
  ５６８  登録情報
  ５７２  デジタルコンテンツデータストア
  ５７２  デジタルコンテンツ
  ５７６  チェックイン情報データストア
  ５７６  チェックイン情報
  ５８０  便益情報データストア
  ５８０  便益情報
  ６００  処理
  ７００  小売店
  ７１２  ランニングセクション
  ７１６  テニスセクション
  ７２０  フットボールセクション
  ７２４  野球セクション
  ７３０  バスケットボールセクション
  ７４６  販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末
  ７５０  出入口



(72) JP 2019-50021 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

  ７５６  スマートタグリーダー
  ７６０  フロアマット
  ７６４  スマートタグライター
  ８００  処理
  ９００  処理
  ９０８  「情報取得」オプション
  ９０４  例示的スクリーンショット
  ９１２  スクリーンショット
  ９１３  スクリーンショット
  ９１４  スクリーンショット
  ９２０  「次のページ」ボタン
  ９２４  「購入」ボタン
  １０００  処理
  １１００  処理
  １２００  処理
  １２２８  処理
  １３０４  スクリーンショット
  １３０８  「価格取得」オプション
  １３１２  スクリーンショット
  １４００  処理
  １５００  処理
  １６００  処理
  １７００  処理
  １７０８  決定ブロック
  １７２４  決定ブロック
  １８００  処理
  １８２０  決定ブロック
  １８３２  決定ブロック
  １９００  処理
  １９１６  決定ブロック
  ２００４  スクリーンショット
  ２００８  ウェルカムメッセージ
  ２０１２  オプションメニュー
  ２０１６  オプション
  ２０２０  オプション
  ２０２４  オプション
  ２０３２  オプション
  ２０４０  オプション
  ２０４４  オプション
  ２０４８  「タイムラインを作成または編集する」オプション
  ２０５６  オプション
  ２０６０  スクリーンショット
  ２０６４  ウェルカムメッセージ
  ２０６８  オプションメニュー
  ２０７２  オプション
  ２０８４  オプション
  ２０８８  オプション
  ２０８９  スクリーンショット
  ２０９０  「ワークアウト」ボタン
  ２０９２  「コンテンツ取得」ボタン
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  ２０９４  スクリーンショット
  ２０９６  スクリーンショット
  ２１００  処理
  ２２００  処理
  ２４００  処理
  ２５００  タイムライン
  ２５０４  物品説明
  ２５０８  写真または画像
  ２５１２  ユーザメモおよびコメント
  ２５１４  友人のメモおよびコメント
  ２６００  処理
  ２６１８  決定ブロック
  ２７００  処理
  ２８００  タイムライン
  ２８０２  物品
  ２８０４  イベント説明
  ２８０８  写真または画像
  ２８１２  友人のメモおよびコメント
  ２９００  環境
  ２９０２  プロセッサ
  ２９０６  モニタ
  ２９０８  プリンタ
  ２９１０  サーバ
  ２９１２  ネットワークルータ
  ２９１８  ネットワーク
  ２９２２  キーボード
  ２９２６  コンピュータ
  ３０００  専用コンピュータシステム
  ３００２  コンピュータ
  ３００６  ユーザ出力デバイス
  ３０１０  ユーザ入力デバイス
  ３０１６  通信インターフェース
  ３０２０  コンピュータプログラム製品
  ３０２６  プロセッサ
  ３０３０  バスサブシステム
  ３０３６  ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
  ３０４０  不揮発性ストレージドライブ
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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【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】
　物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供する方法であって、前記物品が、前
記物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマート
タグが、前記スマートタグに近接して配置されたデバイスに前記物品識別子を送信するよ
うに構成され、
　サーバで、前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記
電子デバイス上で実行するアプリケーションから受信するステップであって、前記要求が
、前記ユーザのユーザ識別子と、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近
接して配置したとき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子
とを含む、ステップと、
　前記サーバによって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステ
ップであって、前記物品識別子がデータストアにおいて前記ユーザ識別子に関連付けられ
る場合、前記物品は前記ユーザに登録されていると決定される、ステップと、
　前記物品が前記ユーザに登録されていないと決定される場合、前記ユーザの前記電子デ
バイス上で実行する前記アプリケーションに、前記物品を前記ユーザに登録し、登録され
ていないユーザのために指定されたデジタルコンテンツを前記ユーザに表示するオプショ
ンを前記ユーザに提供させるステップと、
　前記物品が前記ユーザに登録されるべきであると決定される場合、前記ユーザの前記電
子デバイス上で実行する前記アプリケーションに、登録ユーザのために指定された登録ユ
ーザデジタルコンテンツを表示させるステップであって、前記登録ユーザデジタルコンテ
ンツが、ある位置に前記物品をチェックインするオプションを含む、ステップと、
　チェックインする前記オプションのユーザ選択に応答して、前記位置の前記物品のチェ
ックインを示すチェックインメッセージを前記電子デバイスから前記サーバで受信するス
テップであって、前記チェックインメッセージが前記位置の位置情報を含む、ステップと
、
　前記サーバによって、前記データストアに、前記物品に関連付けられるチェックインデ
ータを配置するステップであって、前記物品識別子が、前記チェックインデータを突き止
めるために使用されるステップと、
　便益のロックを解除するかどうかを決定するために、前記サーバによって、前記チェッ
クインデータを見直すステップと
を備える、方法。
【請求項２】
　所定のスケジュールまたは所定の順序のうちの少なくとも１つに従って、１つまたは複
数の位置で前記物品がチェックインされる場合、前記便益がロック解除される、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記物品が前記ユーザのユーザアカウントに登録される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記チェックインデータが前記ユーザアカウント内に位置する、請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさ
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らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　たとえ前記ユーザが前記物品を所持していなくても、前記便益を前記ユーザに提供する
ステップをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記便益を、前記物品の前記ユーザの前記電子デバイスに送信するステップをさらに備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記便益が販売促進用価格である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記便益が前記位置での優先アクセスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前
記物品の前記ユーザが列に並んで待つことを回避することができる、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記便益が前記位置での優先サービスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待
遇である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　物品に関連するデジタルコンテンツをユーザに提供するシステムであって、物品が１つ
または複数の位置でチェックインされた場合に便益のロックを解除し、前記物品が、前記
物品を識別する物品識別子で符号化されたスマートタグに関連付けられ、前記スマートタ
グが、前記スマートタグに近接して配置されたデバイスに前記物品識別子を送信するよう
に構成される、システムであって、
　プロセッサと、
　命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行された
とき、前記プロセッサに、
　前記物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求を前記ユーザの前記電子デバイ
ス上で実行するアプリケーションから受信することであって、前記要求が、前記ユーザの
ユーザ識別子と、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマートタグに近接して配置した
とき前記スマートタグから前記電子デバイスに送信された前記物品識別子とを含む、こと
と、
　前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定することであって、前記物品識
別子がデータストアにおいて前記ユーザ識別子に関連付けられる場合、前記物品は前記ユ
ーザに登録されていると決定される、ことと、
　前記物品が前記ユーザに登録されていないと決定される場合、前記ユーザの前記電子デ
バイス上で実行する前記アプリケーションに、前記物品を前記ユーザに登録し、登録され
ていないユーザのために指定されたデジタルコンテンツを前記ユーザに表示するオプショ
ンを前記ユーザに提供させることと、
　前記物品が前記ユーザに登録されるべきであると決定される場合、前記ユーザの前記電
子デバイス上で実行する前記アプリケーションに、登録ユーザのために指定された登録ユ
ーザデジタルコンテンツを表示させることであって、前記登録ユーザデジタルコンテンツ
が、ある位置に前記物品をチェックインするオプションを含む、ことと、
　チェックインする前記オプションのユーザ選択に応答して、前記電子デバイスから、前
記位置の前記物品のチェックインを示すチェックインメッセージを受信することであって
、前記チェックインメッセージが前記位置の位置情報を含む、ことと、
　前記データストアに、前記物品に関連付けられるチェックインデータを配置することで
あって、前記物品識別子が、前記チェックインデータを突き止めるために使用される、こ
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とと、
　便益のロックを解除するかどうかを決定するために、前記チェックインデータを見直す
ことと
を行わせる、システム。
【請求項１４】
　所定のスケジュールまたは所定の順序のうちの少なくとも１つに従って、１つまたは複
数の位置で前記物品がチェックインされる場合、前記便益がロック解除される、請求項１
３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記物品が前記ユーザのユーザアカウントに登録される、請求項１３に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記チェックインデータが前記ユーザアカウント内に位置する、請求項１５に記載のシ
ステム。
【請求項１７】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示させる、請求項１
６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　たとえ前記ユーザが前記物品を所持していなくても、前記便益を前記ユーザに提供させ
る、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記便益を、前記物品の前記ユーザの前記電子デバイスに送信させる、請求項１３に記
載のシステム。
【請求項２０】
　前記便益が販売促進用価格である、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記便益が前記位置での優先アクセスである、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前
記物品の前記ユーザが列に並んで待つことを回避することができる、請求項２１に記載の
システム。
【請求項２３】
　前記便益が前記位置での優先サービスである、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待
遇である、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　サーバで、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求をユーザの電子デバイス
から受信するステップであって、前記要求が、前記ユーザのユーザ識別子と、前記物品を
識別する物品識別子とを含み、前記物品識別子が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記
スマートタグに近接して配置したとき、前記物品に関連付けられるスマートタグから前記
電子デバイスに送信される、ステップと、
　前記サーバによって、前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定するステ
ップであって、前記物品識別子がデータストアにおいて前記ユーザ識別子に関連付けられ
る場合、前記物品は前記ユーザに登録されていると決定される、ステップと、
　前記物品が前記ユーザに登録されていないと決定される場合、前記ユーザの前記電子デ
バイスに、前記物品を前記ユーザに登録し、登録されていないユーザのために指定された



(86) JP 2019-50021 A 2019.3.28

デジタルコンテンツを前記ユーザに表示するオプションを前記ユーザに提供させるステッ
プと、
　前記物品が前記ユーザに登録されるべきであると決定される場合、前記ユーザの前記電
子デバイスに、登録ユーザのために指定された登録ユーザデジタルコンテンツを表示させ
るステップであって、前記登録ユーザデジタルコンテンツが、便益のロックを解除するオ
プションを含む、ステップと、
　前記便益のロックを解除する前記オプションのユーザ選択に応答して、前記物品が前記
電子デバイスに近接して配置されたとき前記物品に関連付けられる前記スマートタグから
前記電子デバイスに送信されたチェックインデータを前記電子デバイスから前記サーバで
受信するステップであって、前記チェックインデータが、前記物品が以前にチェックイン
されている１つまたは複数の位置についての位置情報を含む、ステップと、
　前記サーバによって、前記スマートタグから取得された前記チェックインデータが、チ
ェックインの所定のスケジュール、またはチェックインの所定の順序を満たすと、前記便
益のロックを解除するステップと
を備える、方法。
【請求項２６】
　前記スマートタグが書込み可能ＮＦＣタグである、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記スマートタグから送信された前記チェックインデータを受信する前記電子デバイス
がモバイルデバイスである、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記物品がシューズである、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記物品が前記便益に関連付けられる位置に運ばれるたびに、位置識別子および対応す
る時間が前記物品の前記スマートタグに記憶された前記チェックインデータに書き込まれ
る、請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　前記便益がロック解除されたことを表示するメッセージを前記電子デバイスに送信する
ステップをさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記物品に関連付けられるユーザが前記便益を受け取る資格があることを表示するメッ
セージを前記デバイスに送信するステップをさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記物品が前記ユーザのユーザアカウントに登録される、請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示するステップをさ
らに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記便益を、前記物品の前記ユーザの前記電子デバイスに送信するステップをさらに備
える、請求項２５に記載の方法。
【請求項３５】
　前記便益が販売促進用価格である、請求項２５に記載の方法。
【請求項３６】
　前記便益がある位置での優先アクセスである、請求項２５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前
記物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、請求項３６に記載の方法
。
【請求項３８】
　前記便益がある位置での優先サービスである、請求項２５に記載の方法。
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【請求項３９】
　前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待
遇である、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　プロセッサと、
　命令を含むメモリデバイスとを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行された
とき、前記プロセッサに、
　サーバで、物品に関連するデジタルコンテンツを提供する要求をユーザの電子デバイス
から受信することであって、前記要求が、前記ユーザのユーザ識別子と、前記物品を識別
する物品識別子とを含み、前記物品識別子が、前記ユーザが前記電子デバイスを前記スマ
ートタグに近接して配置したとき、前記物品に関連付けられるスマートタグから前記電子
デバイスに送信される、ことと、
　前記物品が前記ユーザに登録されているかどうかを決定することであって、前記物品識
別子がデータストアにおいて前記ユーザ識別子に関連付けられる場合、前記物品は前記ユ
ーザに登録されていると決定される、ことと、
　前記物品が前記ユーザに登録されていないと決定される場合、前記ユーザの前記電子デ
バイスに、前記物品を前記ユーザに登録し、登録されていないユーザのために指定された
デジタルコンテンツを前記ユーザに表示するオプションを前記ユーザに提供させることと
、
　前記物品が前記ユーザに登録されるべきであると決定される場合、前記ユーザの前記電
子デバイスに、登録ユーザのために指定された登録ユーザデジタルコンテンツを表示させ
ることであって、前記登録ユーザデジタルコンテンツが、便益のロックを解除するオプシ
ョンを含む、ことと、
　前記便益のロックを解除する前記オプションのユーザ選択に応答して、前記物品が前記
電子デバイスに近接して配置されたとき前記物品に関連付けられる前記スマートタグから
前記電子デバイスに送信されたチェックインデータを前記電子デバイスから受信すること
であって、前記チェックインデータが、前記物品がチェックインされている１つまたは複
数の位置についての位置情報を含む、ことと、
　前記スマートタグから取得された前記チェックインデータが、チェックインの所定のス
ケジュール、またはチェックインの所定の順序を満たすと、前記便益のロックを解除する
、ことと、
を行わせる、システム。
【請求項４１】
　前記スマートタグが書込み可能ＮＦＣタグである、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記スマートタグから送信された前記チェックインデータを受信する前記電子デバイス
がモバイルデバイスである、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記物品がシューズである、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記物品が前記便益に関連付けられる位置に運ばれるたびに、位置識別子および対応す
る時間が前記物品の前記スマートタグに記憶された前記チェックインデータに書き込まれ
る、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記便益がロック解除されたことを表示するメッセージを前記電子デバイスに送信させ
る、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記物品に関連付けられるユーザが前記便益を受け取る資格があることを表示するメッ



(88) JP 2019-50021 A 2019.3.28

セージを前記デバイスに送信させる、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記物品が前記ユーザのユーザアカウントに登録される、請求項４０に記載のシステム
。
【請求項４８】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記便益のロックが解除されたことを前記ユーザアカウント内に表示させる、請求項４
７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、さらに前記プロセッサに、
　前記便益を、前記物品の前記ユーザの前記電子デバイスに送信させる、請求項４０に記
載のシステム。
【請求項５０】
　前記便益が販売促進用価格である、請求項４０に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記便益がある位置での優先アクセスである、請求項４０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記優先アクセスが、前記位置でのファストレーンへのアクセスであり、したがって前
記物品のユーザが列に並んで待つことを回避することができる、請求項５１に記載のシス
テム。
【請求項５３】
　前記便益がある位置での優先サービスである、請求項４０に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記位置での前記優先サービスが、前記位置の１人または複数の雇用者からのＶＩＰ待
遇である、請求項５３に記載のシステム。
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