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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬製品に関する取引を実行するための取引端末であって、
　前記医薬製品はパッケージングを有し、該パッケージングの上または中に、複数のコー
ド化データ部分を含んだコード化データが印字され、各コード化データ部分は、当該医薬
製品の識別情報、および、前記識別情報のデジタル署名の断片を表し、
　前記取引端末は、
　少なくとも１つのコード化データ部分を照らすための放射源と、
　前記放射源により照らされたコード化データ部分を感知するためのセンサと、
　プロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、ソフトウェアによる情報処理によって、
　　感知された前記コード化データ部分から、前記医薬製品の識別情報を決定し、
　　感知された前記コード化データ部分から、前記識別情報のデジタル署名の断片を決定
し、
　　感知された前記コード化データ部分から、前記デジタル署名の断片に係る署名部分識
別子を決定し、
　　前記医薬製品の識別情報から、確定された署名を決定し、
　　前記確定された署名と前記署名部分識別子から、確定された署名の一部分を決定し、
前記確定された署名の一部分と、前記決定された前記識別情報のデジタル署名の断片とを
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比較することで、前記医薬製品の認証を行い、前記認証が成功した場合に、前記医薬製品
の前記決定された識別情報を使用して、当該医薬製品に関する取引を実行する、
　取引端末。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記医薬製品の識別情報を使用して、
　　前記取引の承認、
　　取引詳細の決定、および
　　前記医薬製品に関する追跡情報の更新、
　の少なくとも１つを実行する、請求項１に記載の取引端末。
【請求項３】
　前記取引端末は、
　　キャッシュレジスタ、
　　自動販売機、
　　スーパーマーケットのレジ、および
　　コンピュータシステムに接続されたハンドヘルドスキャナ、
　の少なくとも１つである、請求項１に記載の取引端末。
【請求項４】
　前記医薬製品の識別情報は、
　　前記医薬製品のシリアル番号、
　　ＥＰＣ、
　　前記パッケージングの識別情報、および
　　前記パッケージングの領域の識別情報、
　の少なくとも１つから、少なくとも部分的に形成される、請求項１に記載の取引端末。
【請求項５】
　前記医薬製品は、
　　前記識別情報を使用して、鍵を決定し、
　　前記識別情報と前記鍵とを使用して、確定された署名を決定し、
　　前記少なくとも１つの署名の部分と前記確定された署名とを比較することで、
　認証される、請求項１に記載の取引端末。
【請求項６】
　前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされており、
　前記プロセッサが、前記複数のコード化データ部分から、署名を決定し、
　前記医薬製品は、
　　前記感知された少なくとも１つのコード化データ部分から決定された前記医薬製品の
識別情報を使用して、鍵を決定し、
　　当該コード化データ部分から決定された前記医薬製品の識別情報と、前記鍵とを使用
して、確定された前記医薬製品の識別情報を決定し、
　　前記コード化データ部分から決定された前記医薬製品の識別情報と、前記確定された
前記医薬製品の識別情報とを比較することで、
　認証される、請求項１に記載の取引端末。
【請求項７】
　前記コード化データが複数のレイアウトを含み、
　各レイアウトは、前記識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置と、前記
署名の少なくとも一部分を定義する複数の第２のシンボルの位置とを定義する、請求項１
に記載の取引端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品またはセキュリティ文書の表面にまたはその中に配置された機械可読タ
グを使用する製品およびセキュリティ文書の保護の方法および装置に広く関する。
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【０００２】
　［同時係属出願］
　次の特許出願が、本願と同時に本出願人によって出願された。
ＨＹＮ　ＨＹＳ
　これらの同時係属出願の開示が、参照によって本明細書に組み込まれている。上記の特
許出願は、その出願整理番号によって識別されているが、これらは、対応する出願番号が
割り当てられたならば、その出願番号に置換される。
【０００３】
　［相互参照］
　本発明に関する様々な方法、システム、および装置が、本出願人または本発明の譲受人
によって出願された次の同時係属の米国特許出願および付与された特許に開示されている
。これらの同時係属の米国特許出願および付与された特許のすべての開示が、相互参照に
よって本明細書に組み込まれている。
【表１】
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【表２】

【表３】

　いくつかの特許出願は、出願整理番号によって識別されているが、これらは、出願番号
がわかった時に置換される。
【背景技術】
【０００４】
　医薬品偽造
　製薬業界は、巨大であり、着実に成長し続けて、２００２年には、全世界での売上高が
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４千億米ドルに達した。総売上高収入の約２０％は、Ｒ＆Ｄに費やされている。製薬業界
は、グローバル産業でもあり、そのセキュリティ構造は、主として、巨大なＲ＆Ｄ投資を
保護する必要性の結果である。多くの政府は、公的資金を財源とする医療制度において、
医薬品の大口購入者である。
【０００５】
　経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）加盟国では、医薬品支出は、現在、保健支出全体の約１
５％に相当している。貿易および製造活動は、国際的なレベルで営まれており、国家当局
は、国家方針を立案する際、グローバルな視野の中における自国の位置を勘案する。グロ
ーバル産業の利権と公共の安全衛生に対する配慮との釣り合いをとる必要もある。
【０００６】
　このような環境では、医薬品サプライチェーンのセキュリティを、
・国際貿易協定（ＩＴＡ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｒａｄｅ　Ａｇｒｅｅｍｅｎ
ｔ）を介するグローバル貿易規制、
・特許活動を介するＲ＆Ｄ支出の保護、および
・公共の安全衛生に対する配慮
を通して高める必要がある。
【０００７】
　グローバル貿易は、ＩＴＡを介して規制され、公衆衛生、産業および貿易規制、ならび
にセキュリティ方針に関する複数の目標を追及する、多くの公的機関を巻き込む。したが
って、世界貿易機関（ＷＴＯ）は、製薬業界に特有な利権に関する協定を提供する、多く
の機関の１つに過ぎない。
【０００８】
　以下の協定は、製薬業界が組織される方法に現在影響を与える、ＷＴＯの主要貿易要件
のいくつかを際立たせている。
【０００９】
　原産地規則に関する協定：原産地規則は、製品の国籍を決定するのに必要とされる基準
であり、商品はその原産地に応じて異なる差別的措置を受けることがあるので、必要であ
る。原産地規則は、
・どの輸入製品が、最恵国待遇または優遇を受けるか、
・アンチダンピング税および緊急輸入制限措置など、商業政策に関する措置および手段を
いつ実施するか、
・貿易統計、
・ラベル付け要件および正札付け要件、ならびに
・政府調達のための手続き
を決定するのに必要とされる基準である。
【００１０】
　輸入認可手続きに関する協定：輸入認可手続きに関する協定は、貿易業者がなぜどのよ
うにして認可が与えられるのかを知ることができる十分な情報を公開するよう、政府に要
求する。この協定はまた、国が新しい輸入認可手続きを導入した場合、または既存の手続
きを変更した場合に、国はどのようにＷＴＯに通知すべきかについても説明している。
【００１１】
　出荷前検査協定：出荷前検査を使用する政府に適用される義務には、
・非差別性、
・透明性、
・企業秘密情報の保護、
・不当な遅滞の回避、
・価格検査を実施するための特別のガイドラインの使用、および
・検査機関による利害衝突の回避
が含まれる。
【００１２】
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　偽造品の貿易を含む、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定：この協定は、知的財
産権の保護および実施の水準に相当な格差があることを認識している。偽造品の国際貿易
に対処する規範、規則、および罰則に関する多国間の枠組みの欠如は、国際経済関係にお
いて、増大しつつある緊張の源となっている。
【００１３】
　上記のＷＴＯ規定は、製薬業界の国際および国内貿易行動を現在律している多種多様な
法的要件および規制要件のうちの数例にすぎない。それらは、一意アイテム識別の使用を
強制する可能性のある、差し迫った規制圧力および法的圧力をも際立たせている。
【００１４】
　国際反模倣品同盟（ＩＡＣＣ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＡｎｔｉＣｏｕｎｔｅｒ
ｆｅｉｔｉｎｇ　Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ）が常に特に懸念しているさらなる領域は、公共の
安全衛生に対する脅威を引き起こし、与え続けている偽造製品が、ますます入手しやすく
なっていることである。過去２年間に認識が進んだ結果、公共の安全衛生への危険に関す
るＩＡＣＣの懸念は、増すばかりであった。ＷＨＯは、偽造薬はすべての医薬品の１０パ
ーセントを占め、これらのうち１６％は不正な成分を含み、６０％は有効成分をまったく
有していないと見積もっている。偽造薬のその比率は、開発途上国では６０％という高さ
まで上昇し得る。
【００１５】
　資金調達手段として製薬産業を使用するのに加えて、テロリストが、例えば、致命的な
生物毒素を含有する偽造製品を出荷することによって、その犯罪行為そのものを攻撃手段
として使用するという可能性も存在する。米国議会は、商標悪用および薬偽造による知的
財産の窃盗、およびこれらが公共の安全衛生にもたらす脅威において、組織犯罪およびテ
ロリスト活動の果たす役割が増加していることを認識している。収入は、より暴力的な活
動に資金を提供するためにしばしば使用される。ＩＡＣＣは、犯罪および偽造に手を染め
るテロリスト組織の動向を追跡しており、今では関連が存在することを示唆する十分な証
拠がある。
【００１６】
　セキュリティ上の問題とブランド保護を強化する必要性によって引き起こされた問題と
の間には、相当な重複が存在することも、ここで留意されたい。製薬業界が、薬認証を改
善するとともに、供給元から顧客までの商品の物理的な流れを積極的に監視できる、自動
一意アイテム識別プロセスを採用することなく、引き起こされたセキュリティ問題および
ブランド保護問題のすべてに効果的に対処することは、断じて不可能である。
【００１７】
　セキュリティ問題およびブランド保護問題に対処するよう製薬業界に求める圧力に鑑み
て、新しいテクノロジの採用を考慮することが必要になった。全体的な効率の改善および
サプライチェーンの保護に必要とされる２つの主要な機能は、トラックアンドトレース（
ｔｒａｃｋ　ａｎｄ　ｔｒａｃｅ）と、保護認証である。
【００１８】
　トラックアンドトレースおよび保護認証の導入を支持する説得力のある論拠がいくつか
あるものの、対処される必要のある複雑さも存在する。
【００１９】
　製薬業界の２つの基本的目標は、消費者のヘルスケアと、公共の安全である。米国にお
いてこれらの目標を達成するため、ＦＤＡおよび個々の州は、医薬品サプライチェーン全
体にわたって薬の保全性を保護するために立案された法律および行政命令によって、製薬
業界を規制している。薬認証に対する管理要件と、トラックアンドトレースを行う能力は
、事実上法律に含まれる。
【００２０】
　トラックアンドトレースは、偽造、薬品の横流し、および取り扱いミスを検出し、抑制
するための体系的な方法を、製造業者、流通業者、および薬局に与えることによって、改
善された患者の安全のための基礎を形成する。
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【００２１】
　トラックアンドトレース機能の導入は、来歴の概念も導入する。フロリダ州は、先ごろ
、州内で販売される各薬の来歴を確立するための法案を提出したことによって、全米の注
目を集めた。この法案はまだ法律になっていないが、その意図は、信頼性を検査し、偽造
アイテムがサプライチェーンに入ってくるリスクを減らすことにある。具体的には、この
法案は、サプライチェーンのすべての段階を通して、以下の来歴情報が、各薬に添付され
ることを求めており、その来歴情報とは、
・薬名、
・投薬量、
・コンテナサイズ、
・コンテナ数、
・薬ロット番号または管理番号
・製造元から始まるこれまでの各取引に関わったすべての業者の事業者名および住所、な
らびに
・これまでの各取引の日付
である。
【００２２】
　その他の国々も、来歴規制を進めている。最も目立ったものとして、イタリア政府は、
欧州連合から財政支援を受けて、２０００年にボリーニ（Ｂｏｌｌｉｎｉ）法により、医
薬品のトラックアンドトレースの実施を開始した。この法律は、シリアル番号とサプライ
チェーン内のすべての業者のトレースとを含む、特殊なステッカの使用を要求する。しか
し、これは、製造業者および流通業者に多大な困難を負わせることになった。その結果、
この法律は、２００４年７月までは完全な実施には到らないが、それは、シリアル番号を
記録し、保管するタスクを処理するテクノロジの欠如のせいである。さらなる問題は、ト
ラックアンドトレースを支援するのに必要とされるデータベース構造の設計仕様が、まだ
決定されていないことである。
【００２３】
　商品の物理的形態は、製造および流通の過程で変化するが、完成品を製造するために使
用されるすべての原材料および作業工程に対するリンクは依然として存在する。このタイ
プのリンクは、特定の属性の継承を示す。患者によって使用される各薬剤は、特定のロッ
ト番号と、コンテナに印刷された使用期限とを有する。薬は、一定の期間、特定の温度を
保って、識別可能なトラックで出荷される。薬の有効性は、最終的には、製造工程の質と
、輸送および保存の環境条件とに依存する。これらはすべて、来歴を形成する継承属性で
ある。
【００２４】
　サプライチェーン内のすべての医薬製品アイテムに関する膨大な数の情報リンクを組織
することは、複雑になる。製品データ管理を簡素化するため、２つのさらなる概念が必要
とされる。その２つとは、データ集約と、データ継承である。
【００２５】
　データ継承は、親データの履歴である。データ継承は、アイテム集約または集成の論理
的同等物である。サプライチェーン内のデータを一連の親－子関係として見ることによっ
て、トラックアンドトレースが可能になる。アイテムの履歴を再構成するため、形態にお
ける各変化が、親から子へ移転されなければならない。
【００２６】
　データ集約は、サプライチェーン内のクリティカルポイントにおける読み取り回数を減
らすために、リンクされたデータまたは同様のデータを一緒に結びつけ、その結果、大規
模な薬認証と、トラックアンドトレースとのために必要とされる情報リンクのキャプチャ
をより実現可能なものにする。データ集約が可能でない場合、パレット上の各製品の識別
子が読まれる必要があり、パレットレベルの出荷を取り扱うとき特に、多数の追加の読み
取りを生じさせる。
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【００２７】
　膨大な量の製品データの発生に関連する問題を克服するため、バーコード用に現在使用
されている統一商品コード（ＵＰＣ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｄｅ）
を拡張すること、または取り替えることに、大きな関心が寄せられている。北米では、製
品は一般に、１２桁の統一商品コード（ＵＰＣ）によって識別され、欧州およびその他の
地域では、２Ｄバーコードの形態をとる機械可読商品コードである、１３桁の欧州統一商
品番号（ＥＡＮ：Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）によって識別され
る。統一コード委員会（ＵＣＣ：Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｃｏｄｅ　Ｃｏｕｎｃｉｌ）およびＥ
ＡＮは、ＵＰＣおよび関連コードを、１４桁のグローバルトレードアイテムナンバ（ＧＴ
ＩＮ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｅ　Ｉｔｅｍ　Ｎｕｍｂｅｒ）のサブセットとして定義し
、管理している。
【００２８】
　Ａｕｔｏ－ＩＤセンタは、ＥＰＣと現行方式の間の互換性を保証するのを助けるため、
ＧＴＩＮを９６ビットの電子製品コード（ＥＰＣ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔ　Ｃｏｄｅ）にマッピングするための標準を定義した。ＭＩＴ　Ａｕｔｏ－ＩＤセンタ
は、インターネットベースのオブジェクトネーミングサービス（ＯＮＳ：Ｏｂｊｅｃｔ　
Ｎａｍｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）および製品マークアップ言語（ＰＭＬ：Ｐｒｏｄｕｃｔ
　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）と結びつけられた、９６ビットの電子製品コード用
の標準を開発した。ＥＰＣがスキャンされると、それは、ＰＭＬでエンコードされた一致
する製品情報を、ＯＮＳを介して検索するために使用される。ＥＰＣは、８ビットのヘッ
ダと、２８ビットのオブジェクトクラスと、３６ビットのシリアル番号とからなる。ＥＰ
Ｃは、多くの物理的形式にエンコードされ、様々なインターフェースを介して運ばれるこ
とができるが、Ａｕｔｏ－ＩＤセンタは、個別アイテム識別のために、低コストの受動的
ＲＦＩＤタグを使用してＥＰＣを運ぶことの利点を強く主張している。
【００２９】
　Ａｕｔｏ－ＩＤのソリューションの魅力は、リモートデータベースに格納された薬につ
いての情報を検索するためのポインタとして、ＥＰＣを使用する能力にある。ＥＰＣは、
アイテムが合法的に取得されたのかどうかを検査するための、永続的なリンクとして機能
する。これは、サプライチェーンにおける多くの地点において、不正行為に対する強力な
抑止力として機能する。もし顧客がアイテムを返品しようと決心したとき、またはその内
容に疑わしい問題がある場合、製品の詳細を検証するための情報への永続的なリンクが存
在する。それは、非合法な返品を防止し、製品の使用－または誤使用－から医学上の問題
が生じた場合には顧客を保護し、顧客と、間違った人によって使用されて医学上の問題を
引き起こすかもしれない特注製品とを追跡することを可能にする。在庫管理および発注業
務は、はるかに信頼性の高いものになる。
【００３０】
　アイテムのＥＰＣは、アイテムが医薬品サプライチェーンの中を進む際、アイテムの特
徴とその成長する履歴を記録する分散ＰＭＬデータベースに対する鍵として機能する。サ
プライチェーンの各ノードに配置されたＰＭＬサーバと、セキュアなインターネットベー
スの通信が、組み合わさって、主要な処理構造および手段を提供する。サプライチェーン
内におけるより高レベルの単位（例えば、パレットまたは船会社、発送／注文番号、およ
び輸送経路）の追跡は、事実上含まれる。すべての輸送入口点および出口点に設置された
読み取り器は、サプライチェーン内のすべての地点において、自動的に移動を追跡し、発
送記録を更新するために、使用されることができる。インターネットまたは専用コンピュ
ータネットワークのどちらかが、通信リンクを提供することができる。
【００３１】
　Ａｕｔｏ－ＩＤのソリューションのためのハードウェア構成要素は、過去数年間に起こ
った目覚しい発展のおかげで、技術的に実現可能である。複数の供給業者が、製薬業界に
特有の要件を満たすのに不可欠な基盤構成要素を製造することができる。
【００３２】
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　トラックアンドトレースおよび薬認証の改善において提案された応用例のほかに、Ａｕ
ｔｏ－ＩＤの基盤は、医療業界にとって重要な将来の応用例のための基礎としても機能す
る。例えば、ヒトゲノムプロジェクトは、特殊な病気に苦しむ少人数の個人を治療する薬
を設計するためのより大きな機会を生み出した。これらの「デザイナ薬」は、注文生産ベ
ースで小ロットサイズで製造される。この環境では、数千のバイオテクノロジ薬が、医薬
品サプライチェーンに溢れるため、物流および調整は、新しい形態をとる。これらの新薬
を正しいグループの人々に送り届けることは、現在の物流システムが効果的に処理し得な
い課題を提示する。
【００３３】
　しかし、この新しい能力は、難点を有する。昨年１年間に米国内で販売された推定６０
億の個別医薬品アイテムのストリーミング情報を処理する作業は、データ集約および継承
の概念が使用されるとしても、インターネットまたは専用コンピュータネットワークの容
量に重い負担をかける。さらなる複雑さは、来歴情報および薬認証情報の高レベルの信頼
性を保証するために、多くの異なるサプライチェーンパートナ間での情報同期に関して、
Ａｕｔｏ－ＩＤの手法が精細に調整されなければならないことである。１つのサプライチ
ェーンパートナが情報を正確に処理しなかった場合、偽造の疑いを起こさせるギャップを
、来歴が示すことがある。Ａｕｔｏ－ＩＤの手法は、医薬品サプライチェーン内の異なる
主体が、この情報基盤をサポートする際に、共通レベルの協調を達成できることも仮定し
ている。
【００３４】
　克服すべきさらなる困難は、すべての薬製造業者、運送業者、卸業者、および薬局が、
ＥＰＣ情報を読み取り、処理するのに必要なハードウェアおよびコンピューティング能力
を有することを、Ａｕｔｏ－ＩＤの手法が仮定していることである。したがって、この能
力が直ちに生じると信じることは非現実的である。
【００３５】
　したがって、製造チェーンおよびサプライチェーン全体にわたる一意アイテム識別テク
ノロジの標準化に対して発展的なアプローチを、製薬業界が採用し続ける可能性がある。
セキュリティおよびサプライチェーンの効率に漸進的な改善を導入するため、様々なテク
ノロジが採用され、統合されることが必要とされる可能性もある。
【００３６】
　現在、主に２つのタイプのテクノロジが、ＥＰＣなどに代わる一意製品アイテム識別の
代替方法を提供しており、その２つとは、すなわち、
・２Ｄ光バーコード、および
・無線識別タグ（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｔａｇ）
である。
【００３７】
　２Ｄ光バーコードは、約２０００バイトのデータを２つの次元に沿って保存できる複合
イメージからなる。統一コード委員会および国際欧州統一商品番号（ＥＡＮ：Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｎｕｍｂｅｒｉｎｇ）協会は、様々な２Ｄバーコードを標準化
し、そのすべてが、既存のＥＰＣよりかなり大きな容量を有する。
【００３８】
　２Ｄ光バーコードは、グローバルな製薬業界において、現在広く使用されている。米国
では、食品医薬品局（ＦＤＡ：Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉ
ｏｎ）が、その管轄区域内で製造されるすべての医薬品について、製造ラインを識別する
ために、２Ｄ光バーコードの使用を強制している。それらの採用を後押しする主な利点は
、それらが安価に製造できることである。
【００３９】
　２Ｄ光バーコードの主な難点は、ラベルの損傷のせいで読み取りがしばしば難しくなる
ことと、スキャンのために直接的な「見通し線」が必要とされることである。これに加え
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て、２Ｄ光バーコードは、目障りであり、したがって、製品のパッケージングにとって不
都合である。この問題は、一般に小さなパッケージングを使用する一方で、相対的に大き
なバーコードを必要とし、その結果、パッケージングの相当な部分が不明瞭になり得る医
薬品の場合には、深刻になる。
【００４０】
　ＲＦＩＤタグは、一意にオブジェクトを識別するための、電磁結合または静電結合の使
用を含むテクノロジである。ＲＦＩＤタグは、３つの部分、すなわち、アンテナと、送受
信器と、応答器とからなる。
【００４１】
　医薬品の場合、ＲＦＩＤタグは、ＥＰＣの形式でエンコードされた一意製品アイテム識
別を提供する。製薬業界は、正確で信頼性の高い一意アイテム識別を導入する多くの利点
を認識している。期待される利点には、
・「商品逸失」による棚卸損および帳消しの劇的な除去、
・商品の発送および受入における生産性の向上、
・欠陥品回収の必要がある場合、製品の所在を識別するのに必要とされる時間の大幅な短
縮、
・規制要件を満たすための効率的な基盤の提供、
・出荷の正確性の保証の増大、それによる、顧客からの苦情の数の減少、および
・ロットおよび使用期限追跡機能の提供
が含まれる。
【００４２】
　ＲＦＩＤ追跡は、医薬品サプライチェーンの保全性を向上させるのに役立つように、自
動化されることができる。サプライチェーン内において製品を識別し、追跡することによ
って、会社は、合法的な出荷に対するより厳格な統制を維持し、製品が強奪されたり、盗
まれたりしないよう保証することができる。これは、薬を希釈または改変した後、疑いを
もたない薬局および顧客にそれらを販売することができる偽造者の手に、製品が渡ること
を防止する。この理由で、Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　ＪｏｈｎｓｏｎやＥｌｉ　Ｌｉｌｌｙ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙなどの多くの主要な会社が、現在、すべての薬出荷についてＲＦ
ＩＤタグを使用することの可能性を探っている。
【００４３】
　ＲＦＩＤテクノロジの採用を後押しする規制要件も存在する。ＦＤＡは、新テクノロジ
採用のためのフォーラムおよびガイダンスを提供する上で、主導的役割を演じており、規
則遵守および患者の安全を保証するため、サプライチェーンの至る所で処方薬を認証する
方法の実施を積極的に奨励している。製薬会社および偽造防止セキュリティシステムの供
給業者と作業を行って、ＦＤＡは、顧客およびブランド保護に対する様々な脅威から製薬
業界を守ることのできるテクノロジを特定した。ＦＤＡは、どのテクノロジが特定された
脅威に対抗できるのか明確にしていないが、製品パッケージングおよび梱包物において利
用される必要があるセキュリティ機能を明確にしている。医療分配管理協会（ＨＤＭＡ：
Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ）も、２００５年までに医薬品製造業者および卸業者がケースに製品識別子
を使用すること、および２００７年までにアイテムレベルでＲＦＩＤタグが配備されるべ
きことを推奨している。
【００４４】
　最近、ＦＤＡは、「Ｂａｒ　Ｃｏｄｅ　Ｌａｂｅｌ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏ
ｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｄｒｕｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｂｌｏｏｄ　ＦＤＡ　Ｐｒｏｐ
ｏｓｅｄ　Ｒｕｌｅ（２００３年３月１４日）」と呼ばれる規則案を公表した。Ｂａｒ　
Ｃｏｄｅ　Ｌａｂｅｌ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｄｒｕｇ　Ｐ
ｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｂｌｏｏｄ、Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（Ｖｏｌ．６
８，Ｎｏ．５０）、１２４９９～１２５３４ページ。この規則案は、線形バーコードを使
用して、各薬および投薬量を識別することを製薬会社に要求する。ロット番号および使用
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期限を含む必要性については、まだ検討中である。一意アイテム識別の利点は、現在検討
されているが、これは、今のところ利用可能な適切なソリューションが存在しないので、
しばらくの間は可能性が薄い。
【００４５】
　しかし、予想される利点およびＲＦＩＤ使用を求める規制圧力に加えて、ＲＦＩＤタグ
をいくつかの医薬製品にとって不適切にする、いくつかの不都合も存在する。
【００４６】
　第１に、ＲＦＩＤタグは、製造するのにコストがかかる。ＲＦＩＤを製造する現在のコ
ストは、約３０～５０セントである。このコストは、高い製造量と広範な採用が達成され
れば、著しく削減され得るが、予測可能な将来において、ＲＦＩＤタグ１つ当たりのコス
トが、５セントより安くなることはありそうにない。ＲＦＩＤタグをパッケージングおよ
びラベリングに組み込むことに関連する、いくつかの追加コストも存在する。
【００４７】
　さらなる問題は、金属、液体、および他の電磁周波（ＥＭＦ）信号の存在が、ＲＦＩＤ
タグスキャナに干渉し、その結果、ＲＦＩＤシステムの信頼性および保全性を深刻な危険
にさらすことがあり得ることである。製薬業界では、多くの放射線不透過性物質が、商品
の内容物およびコンテナの両方で使用される。ＲＦＩＤシステムのこの問題を克服するに
は、商品の個々の箱がＲＦＩＤタグ読み取り器を通り過ぎて運ばれ得るように、それらを
分離する必要があるが、これは、ドック間移送をより時間のかかるものにする。これらの
制約は、販売時点（ＰＯＳ：ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ）のアイテムレベルでも当ては
まる。これだけでも、ＲＦＩＤシステムを大規模配備には不適切なものにする。
【００４８】
　ＲＦＩＤタグの第３の難点は、顧客プライバシに関係する。例えば、末期癌患者が、Ｒ
ＦＩＤタグを付された硫酸モルヒネの処方箋を数多く保持していた場合、ある人が、不法
にスキャンデバイスを使用して、所有者に知られずにＲＦＩＤタグを読み取ることによっ
て、内容の性質を検出することが可能かもしれない。内容を知ったことで、その人は、商
品を盗もうと決心するかもしれない。しかし、アイテムが顧客の手に渡ったら、個人情報
または製品詳細を保護するために、ネットワークを介した情報へのアクセスが、動的に変
更され、セキュリティ保護されることを保証することによって、リスクは低減されること
ができる。これは、医療システム用の患者情報フォルダ（ＰＩＦ：ｐａｔｉｅｎｔ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｏｌｄｅｒ）を管理し、セキュリティ保護するための新たな標準
に従った仮想顧客記録を使用して、実現されることができる。
【００４９】
　一緒になって、これらの難点は、ＲＦＩＤタグが、すべての医薬品アイテムまたは治療
アイテムにとって適切なものになり、その結果、代替テクノロジとして配備され、製品識
別システムの他のいくつかの形態と共に採用され得ることがありそうにないことを意味し
ている。
【００５０】
　表面コーディングの背景
　Ｎｅｔｐａｇｅ表面コーディングは、タグの高密度平面タイリングからなる。各タグは
、平面内のそれ自体の位置をエンコードする。各タグは、隣接するタグと共に、そのタグ
を含む領域の識別子もエンコードする。この領域ＩＤは、すべての領域の間で一意である
。Ｎｅｔｐａｇｅシステムでは、領域は、通常、紙の片面など、タグ付けされた表面のす
てての範囲に対応する。
【００５１】
　この表面コーディングは、タグ全体の捕捉を保証するのに十分に大きい獲得視野が、タ
グを含む領域のＩＤの獲得を保証するのに十分に大きくなるように、設計される。タグ自
体の捕捉は、領域内のタグの２次元位置ならびに他のタグ固有データの獲得を保証する。
したがって、この表面コーディングは、感知デバイスが、コーディングされた表面との純
粋にローカルな相互作用中に、例えばペンによるコーディングされた表面の「クリック」
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またはタップの間に、領域ＩＤおよびタグ位置を獲得することを可能にする。
【００５２】
　Ｎｅｔｐａｇｅ表面コーディングの使用は、特許文献１および特許文献２に、より詳細
に記載されている。
【００５３】
　暗号法の背景
　暗号法は、ストレージ内と移動中の両方で機密情報を保護し、取引の当事者を認証する
のに使用される。広く使用されている２種類の暗号法すなわち、秘密鍵暗号法および公開
鍵暗号法がある。
【００５４】
　対称暗号法とも称する秘密鍵暗号法は、メッセージの暗号化および暗号化解除に同一の
鍵を使用する。メッセージの交換を望む２つの当事者は、まず、セキュアに秘密鍵を交換
するように手配しなければならない。
【００５５】
　非対称暗号法とも称する公開鍵暗号法は、２つの暗号化鍵を使用する。この２つの鍵は
、一方の鍵を使用して暗号化されたすべてのメッセージが、他方の鍵を使用することによ
ってのみ暗号解除できる形で、数学的に関係付けられる。これらの鍵の一方は公開される
が、他方は秘密に保たれる。これらの鍵を、それぞれ公開鍵および私有鍵と称する。公開
鍵は、私有鍵の保持者宛のすべてのメッセージを暗号化するのに使用される。公開鍵を使
用して暗号化されたならば、メッセージは、私有鍵を使用することによってのみ暗号化解
除することができる。したがって、２つの当事者は、最初に秘密鍵を交換する必要なしに
、メッセージをセキュアに交換することができる。私有鍵が保護されていることを確実に
するために、私有鍵の保持者が公開鍵／私有鍵対を生成することが通常である。
【００５６】
　公開鍵暗号法は、デジタル署名を作成するのに使用することができる。私有鍵の保持者
が、メッセージの既知のハッシュを作成し、その後、私有鍵を使用してそのハッシュを暗
号化する場合に、単に公開鍵を使用して、暗号化されたハッシュを暗号化解除し、メッセ
ージに対してハッシュを検査することによって、誰もが、暗号化されたハッシュがその特
定のメッセージに関する私有鍵の保持者の「署名」を構成することを検査することができ
る。署名がメッセージに付加される場合に、メッセージの受取人は、メッセージが真正で
あることと、それが移動中に変更されていないこととの両方を検査することができる。
【００５７】
　秘密鍵を、デジタル署名を作成するのに使用することもできるが、これは、署名検査も
、秘密鍵に関与する当事者によらなければ実行できないという短所を有する。
【００５８】
　公開鍵暗号法を機能させるために、なりすましを防ぐ、公開鍵を配布する形が必要であ
る。これは、通常、証明書および認証局を使用して行われる。認証局は、公開鍵と人のま
たは他の実体のアイデンティティとの間の関連を認証する信頼される第三者である。認証
局は、アイデンティティ文書などを調べることによってアイデンティティを検査し、次に
、アイデンティティ詳細および公開鍵を含むデジタル証明書を作成し、署名する。認証局
を信頼する誰もが、それが真正であることの高い度合の確実性を伴って、証明書で公開鍵
を使用することができる。彼らは、証明書が、公開鍵が周知である認証局によって実際に
署名されたことを検査するだけでよい。秘密鍵暗号法に匹敵するセキュリティを達成する
ために、公開鍵暗号法は、１桁以上大きい鍵長さすなわち数百ビットと比較して数千ビッ
トを利用する。Ｓｃｈｎｅｉｅｒ　Ｂ．（「Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ
」、Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、１９９６年
）に、暗号法技法の詳細な議論が示されている。
【特許文献１】米国特許出願第１０／８１５，６４７号（公開番号US2004/0245332）
【特許文献２】米国特許出願第１０／８１５，６０９号（公開番号US2004/0196501）
【発明の開示】
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【００５９】
　第１の広範な形態では、本発明は、医薬製品に関する取引を実行するための取引端末を
提供し、前記医薬製品が、複数のコード化データ部分を含むコード化データをその上また
はその中に配置したパッケージングに関連付けられ、各コード化データ部分が、前記医薬
製品の識別情報を表し、前記取引端末は、少なくとも１つのコード化データ部分を照射す
るための放射源と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセン
サと、プロセッサであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセ
ッサとを備える。
【００６０】
　任意選択で、前記プロセッサが、前記識別情報を使用して、前記医薬製品の認証、前記
取引の承認、取引詳細の決定、および前記医薬製品に関する追跡情報の更新の少なくとも
１つを実行する。
【００６１】
　任意選択で、前記取引端末は、キャッシュレジスタ、自動販売機、スーパーマーケット
のレジ、およびコンピュータシステムに接続されたハンドヘルドスキャナの少なくとも１
つである。
【００６２】
　任意選択で、前記識別情報が、前記医薬製品のシリアル番号、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【００６３】
　任意選択で、コード化データ部分が、署名の少なくとも部分を表し、前記署名が、前記
識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記プロセッサが、前記少なくとも１
つの感知コード化データ部分を使用して、少なくとも１つの感知署名部分を決定し、前記
感知識別情報と、前記少なくとも１つの感知署名部分とを使用して、前記医薬製品の認証
をもたらす。
【００６４】
　任意選択で、前記プロセッサが、前記感知識別情報と、前記少なくとも１つの感知署名
部分とを少なくとも部分的に表す表示データを生成し、前記表示データをコンピュータシ
ステムに転送し、前記コンピュータシステムが、前記表示データに応答して、前記表示デ
ータを使用して、前記感知識別情報と、前記少なくとも１つの感知署名部分とを決定し、
前記感知識別情報と、前記少なくとも１つの感知署名部分とを使用して、前記医薬製品を
認証する。
【００６５】
　任意選択で、前記医薬製品が、前記プロセッサ、およびコンピュータシステムの少なく
とも一方によって認証され、前記少なくとも一方が、前記感知識別情報を使用して、鍵を
決定し、前記感知識別情報と、前記鍵とを使用して、決定署名を決定し、前記少なくとも
１つの感知署名部分と、前記決定署名とを比較して、それによって、前記医薬製品を認証
する。
【００６６】
　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記プロセッサが、複数の感知コード化データ部分から、感知署名を決定し、医薬製品が、
前記プロセッサ、およびコンピュータシステムの少なくとも一方によって認証され、前記
少なくとも一方が、前記感知識別情報を使用して、鍵を決定し、前記感知識別情報と、前
記鍵とを使用して、決定識別情報を決定し、前記決定識別情報と、前記感知識別情報とを
比較して、それによって、前記医薬製品を認証する。
【００６７】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
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記署名の少なくとも部分を定義する。
【００６８】
　任意選択で、前記取引端末は、データベースと通信するための通信システムを備え、前
記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記関係するデータが、認
証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名に関連付け
られた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって、前記医薬製品の所有
者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前記医薬製品の所在場所
、および感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡情報を少なくとも部分的に
表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コスト、患者識別子、ユーザ識
別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、製品流通業者、製品供給業
者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期限、効能、副作用、使用
条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬量の少なくとも１つを含む
製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なくとも１つを含む。
【００６９】
　任意選択で、前記取引端末は、認証の結果、追跡情報、および製品情報の少なくとも１
つを表示するためのディスプレイを備える。
【００７０】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【００７１】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【００７２】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【００７３】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はコード化されるデータオブジ
ェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【００７４】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【００７５】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【００７６】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【００７７】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
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つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【００７８】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【００７９】
　任意選択で、前記取引端末は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタを備え、
前記プリンタは、前記パッケージング上に提供された可視情報を決定し、前記医薬製品に
関連付けられた識別情報を決定し、前記識別情報を使用してコード化データを生成し、前
記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、前記パッケージングを印
刷するためのものである。
【００８０】
　任意選択で、前記取引端末は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にする方法
をさらに実行し、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示デ
ータを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応
答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るス
テップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステップ
と、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクショ
ンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、前
記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユー
ザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップと
を含む。
【００８１】
　任意選択で、前記取引端末は、前記医薬製品を認証するための方法をさらに実行し、各
コード化データ部分が、署名をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なくとも部分
のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にコード化され、前記方法が、感
知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップと、前記
感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署名部分と
を表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データから、決
定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情
報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステッ
プとを含む。
【００８２】
　任意選択で、前記取引端末は、前記医薬製品を認証するための方法をさらに実行し、各
コード化データ部分は、署名をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なくとも部分
のデジタル署名であり、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから
表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感
知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくとも部分的に表
す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、決定識別情報
と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記
少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む
。
【００８３】
　任意選択で、前記取引端末は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定する方法を
さらに実行し、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示デー
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タを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答
して、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デ
ータから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬
製品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬
製品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡デー
タを使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【００８４】
　任意選択で、前記取引端末は、前記医薬製品を追跡する方法をさらに実行し、前記方法
が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップで
あって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテム
の前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り表
示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステップ
とを含む。
【００８５】
　任意選択で、前記取引端末は、医薬製品パッケージングを製造する方法をさらに実行し
、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、前記医薬製品に関連付けられるシリアル
番号を決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップ
と、前記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コ
ード化データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード
化データ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、
前記生成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつか
のコード化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリ
アル番号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【００８６】
　任意選択で、前記取引端末は、前記医薬製品を投薬する方法をさらに実行し、前記方法
が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップで
あって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を少
なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データ
を使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１つ
の基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬製
品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【００８７】
　任意選択で、前記取引端末は、前記医薬製品と共に使用される感知デバイスをさらに具
備し、前記感知デバイスが、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジン
グと、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つ
の照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード
化データ部分を使用して、感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。第２の
広範な形態では、本発明は、医薬製品に関連するパッケージングを印刷するためのプリン
タを提供し、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供された可視情報を決定し、前
記医薬製品に関連付けられた識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、コード化デー
タであって、複数のコード化データ部分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の
少なくとも前記識別情報を表す、前記コード化データを生成し、前記コード化データと、
前記可視情報とを印刷することによって、前記パッケージングを印刷するためのものであ
る。
【００８８】
　任意選択で、各コード化データ部分が、署名の少なくとも部分を表し、前記署名が、前
記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記プリンタは、前記署名を決定し
、前記署名を使用して、前記コード化データを生成する。
【００８９】
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　任意選択で、プリンタは、セキュアなデータストアデータと、前記データストア内に保
存されたデータを使用して、前記署名を生成するプロセッサとを備える。
【００９０】
　任意選択で、前記プリンタは、前記署名の全体を複数のコード化データ部分の中にコー
ド化する。
【００９１】
　任意選択で、前記プリンタは、レイアウトであって、前記パッケージング上の各コード
化データ部分の位置を表すコード化データレイアウト、および前記パッケージング上の前
記可視情報の位置を表す文書記述の少なくとも一方である、前記レイアウトを決定し、前
記レイアウトを使用して、前記コード化データ、および前記可視情報の少なくとも一方を
印刷する。
【００９２】
　任意選択で、前記プリンタは、データベースと通信するための通信システムを備え、前
記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記関係するデータが、認
証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名に関連付け
られた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって、前記医薬製品の所有
者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前記医薬製品の所在場所
、および感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡情報を少なくとも部分的に
表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コスト、患者識別子、ユーザ識
別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、製品流通業者、製品供給業
者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期限、効能、副作用、使用
条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬量の少なくとも１つを含む
製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なくとも１つを含む。
【００９３】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品に関する前記データの少なくともいくつか
を更新すること、および前記医薬製品に関する前記データの少なくともいくつかを使用し
て、前記コード化データを生成することの少なくとも一方を行う。
【００９４】
　任意選択で、前記識別情報が、前記医薬製品のシリアル番号、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【００９５】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【００９６】
　任意選択で、前記プリンタは、前記パッケージングを受け取り、前記パッケージングを
スキャンして、前記医薬製品の出所、医薬製品タイプ、前記医薬製品の前記識別情報、お
よび前記医薬製品の前記シリアル番号の少なくとも１つを表す情報を決定し、前記決定情
報を使用して、前記コード化データの少なくとも部分を生成する。
【００９７】
　任意選択で、前記コード化データが、感知デバイスによる少なくとも１つのコード化デ
ータ部分の感知が、前記識別情報、少なくとも１つの署名部分、前記パッケージングに対
する前記感知デバイスの位置、および前記パッケージングに対する前記感知デバイスの移
動の少なくとも１つの決定を可能にするような、複数の基準点を表す。
【００９８】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【００９９】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０１００】
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　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０１０１】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はエンコードされるデータオブ
ジェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０１０２】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０１０３】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０１０４】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０１０５】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０１０６】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０１０７】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末を
備え、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源と
、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッサ
であって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を決
定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える。
【０１０８】
　任意選択で、前記プリンタは、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にする方法
をさらに実行し、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示デ
ータを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応
答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るス
テップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステップ
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と、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクショ
ンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、前
記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユー
ザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップと
を含む。
【０１０９】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品を認証するための方法をさらに実行し、各
コード化データ部分が、署名をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なくとも部分
のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にコード化され、前記方法が、感
知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップと、前記
感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署名部分と
を表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データから、決
定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情
報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステッ
プとを含む。
【０１１０】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品を認証するための方法をさらに実行し、各
コード化データ部分は、署名をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なくとも部分
のデジタル署名であり、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから
表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感
知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくとも部分的に表
す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、決定識別情報
と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記
少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む
。
【０１１１】
　任意選択で、前記プリンタは、前記パッケージングの可能な複製を決定する方法をさら
に実行し、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを
受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して
、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データ
から、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製品
に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製品
の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データを
使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０１１２】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品を追跡する方法をさらに実行し、前記方法
が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップで
あって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテム
の前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り表
示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステップ
とを含む。
【０１１３】
　任意選択で、前記プリンタは、前記パッケージングを製造する方法をさらに実行し、前
記方法が、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を決
定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前記
識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化デ
ータの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化データ
部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分
のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生成
をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコード
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化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番号
の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０１１４】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品を投薬する方法をさらに実行し、前記方法
が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップで
あって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を少
なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データ
を使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１つ
の基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬製
品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０１１５】
　任意選択で、前記プリンタは、前記医薬製品と共に使用される感知デバイスをさらに具
備し、前記感知デバイスが、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジン
グと、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つ
の照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード
化データ部分を使用して、感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。第３の
広範な形態では、本発明は、ユーザが医薬製品と対話することを可能にする方法を提供し
、前記医薬製品が、コード化データをその上またはその中に配置したパッケージングに関
連付けられ、前記コード化データの少なくともいくつかが、少なくとも識別情報を表し、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るス
テップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別
情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表
示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステップと、前記医薬製品
に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクションが、ユーザに情
報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、前記医薬製品に関す
る取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユーザからフィードバ
ックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップとを含む。
【０１１６】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングのそれぞれのアク
ションに関連付けられた領域の識別情報の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成さ
れる。
【０１１７】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記表示データを使用
して、記述を決定するステップと、前記記述を使用して、前記アクションを決定するステ
ップとを含む。
【０１１８】
　任意選択で、前記コード化データが、複数の基準点を表し、前記表示データが、前記パ
ッケージングに対する前記感知デバイスの位置、および前記パッケージングに対する前記
感知デバイスの移動の少なくとも１つを少なくとも部分的に表し、前記方法は、前記コン
ピュータシステムにおいて、前記表示データを使用して、決定位置、および決定移動の少
なくとも一方を決定するステップと、前記決定位置、および前記決定移動の少なくとも一
方に基づいて、少なくとも部分的に前記アクションを実行するステップとを含む。
【０１１９】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のコード化データ部分を含み、各コード化デ
ータ部分が、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名の少なくとも部分
を表し、少なくとも１つのコード化データ部分の感知に応答して、前記感知デバイスが、
少なくとも１つの署名部分を少なくとも部分的に表す表示データを生成し、前記方法は、
前記コンピュータシステムにおいて、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも
１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つ
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の決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０１２０】
　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記方法は、前記感知デバイスにおいて、複数のコード化データ部分を感知して、それによ
って、前記署名の全体を決定するステップを含む。
【０１２１】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
記署名の少なくとも部分を定義する。
【０１２２】
　任意選択で、前記情報が、製品コスト、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製
造日付、バッチ番号、製品製造業者、製品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存
条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらな
る情報へのリンク、禁忌、および投薬量の少なくとも１つを含む。
【０１２３】
　任意選択で、前記フィードバックが、前記医薬製品の前記効能の表示、市場フィードバ
ック、前記医薬製品に関する質問、および顧客調査に対する回答の少なくとも１つを含む
。
【０１２４】
　任意選択で、前記追跡情報が、前記医薬製品の現在の所有者、前記医薬製品を使用して
実行された１つまたは複数の取引、前記医薬製品の所在場所、および前記感知デバイスの
所在場所の少なくとも１つを表す。
【０１２５】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０１２６】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０１２７】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０１２８】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はエンコードされるデータオブ
ジェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをエンコードしたものである。
【０１２９】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０１３０】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０１３１】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
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によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０１３２】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０１３３】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０１３４】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０１３５】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０１３６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にコード化され、前記方
法は、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップ
と、前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署
名部分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データ
から、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決
定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証す
るステップとを含む。
【０１３７】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知
デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード
化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくと
も部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、
決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別
情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステ
ップとを含む。
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【０１３８】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０１３９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０１４０】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０１４１】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０１４２】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。別の広範な形態では、本発明は、
ユーザが医薬製品と対話することを可能にする方法を提供し、前記医薬製品が、コード化
データをその上またはその中に配置したパッケージングに関連付けられ、前記コード化デ
ータの少なくともいくつかが、少なくとも識別情報を表し、前記方法は、感知デバイスに
おいて、前記コード化データの少なくともいくつかを感知するステップと、前記感知コー
ド化データを使用して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを決定するス
テップと、前記表示データをコンピュータシステムに転送するステップとを含み、前記コ
ンピュータシステムは、前記表示データに応答して、前記表示データを使用して、少なく
とも１つのアクションを決定し、前記医薬製品に関連するアクションを実行するためのも
のであり、前記アクションが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡
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情報を更新すること、前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証す
ること、および前記ユーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む。
第４の広範な形態では、本発明は、医薬製品を認証するための方法を提供し、前記医薬製
品が、複数のコード化データ部分を含むコード化データをその上またはその中に配置した
パッケージングに関連付けられ、各コード化データ部分が、前記医薬製品の識別情報と、
前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であって、複数のコード化データ部分の中
にエンコードされた署名の少なくとも部分とを表し、前記方法は、感知デバイスにおいて
、少なくと１つのコード化データ部分を感知するステップと、前記感知コード化データ部
分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署名部分とを表す表示データを生
成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データから、決定識別情報と、少なく
とも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも
１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０１４３】
　任意選択で、前記方法は、前記プロセッサにおいて、前記識別情報を使用して、セキュ
アなデータストアから鍵を取得するステップであって、前記セキュアなデータストアが、
少なくとも１つの秘密鍵を保存する、前記取得するステップと、前記決定識別情報と、前
記鍵とを使用して、生成署名を生成するステップと、前記少なくとも１つの決定署名部分
と、前記生成署名とを比較して、それによって、前記医薬製品を認証するステップとを含
む。
【０１４４】
　任意選択で、前記セキュアなデータストアが、前記プロセッサの内部メモリを形成する
。
【０１４５】
　任意選択で、前記方法は、前記プロセッサにおいて、前記感知デバイスにおいて、複数
のコード化データ部分を感知するステップと、前記感知コード化データ部分を使用して、
前記署名を表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データ
から、決定署名を決定するステップと、前記識別情報を使用して、鍵を生成するステップ
と、前記決定署名と、前記鍵とを使用して、生成識別情報を生成するステップと、前記決
定識別情報と、前記生成識別情報とを比較して、それによって、前記医薬製品を認証する
ステップとを含む。
【０１４６】
　任意選択で、前記方法は、前記プロセッサにおいて、前記識別情報を使用して、ローカ
ルデータストアから前記鍵を取得するステップと、前記鍵が前記ローカルデータストアか
ら取得できない場合、前記識別情報を使用して、リモートデータストアから前記鍵を取得
するステップとを含む。
【０１４７】
　任意選択で、前記方法は、前記感知デバイス、および前記プロセッサの少なくとも一方
において、感知デバイスにおいて十分な場合を決定するステップと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を感知するステップと、前記感知コード化データ部分を使用して、前記
識別情報と、前記少なくとも１つの署名部分とを表す表示データを生成するステップと、
プロセッサにおいて、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名
部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分
とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０１４８】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０１４９】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
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記署名の少なくとも部分を定義する。
【０１５０】
　任意選択で、前記方法は、前記プロセッサにおいて、ローカルデータベースと通信する
ステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記関
係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名で
ある署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって、
前記医薬製品の所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前記
医薬製品の所在場所、および前記感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡情
報を少なくとも部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コスト
、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、製
品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期
限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬量
の少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なくと
も１つを含む。
【０１５１】
　任意選択で、前記方法は、認証の結果、追跡情報、および製品情報の少なくとも１つを
表示するステップを含む。
【０１５２】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【０１５３】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０１５４】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０１５５】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０１５６】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はエンコードされるデータオブ
ジェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０１５７】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０１５８】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０１５９】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
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【０１６０】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０１６１】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０１６２】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０１６３】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０１６４】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
とを含む。
【０１６５】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記医薬製品の
前記識別情報と、前記署名部分とを少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記
受け取るステップと、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名
部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分
とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０１６６】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
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を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０１６７】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０１６８】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０１６９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０１７０】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。第５の広範な形態では、本発明は
、医薬製品を認証するための方法を提供し、前記医薬製品が、複数のコード化データ部分
を含むコード化データをその上またはその中に配置したパッケージングに関連付けられ、
各コード化データ部分が、前記医薬製品の識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分の
デジタル署名である署名の少なくとも部分とを表し、前記方法は、コンピュータシステム
において、感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイス
が、前記コード化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部
分とを少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表
示データから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと
、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品
を認証するステップとを含む。
【０１７１】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記決定識別情報を使
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用して、鍵を決定するステップと、前記決定識別情報と、前記鍵とを使用して、生成署名
を生成するステップと、前記少なくとも１つの決定署名部分と、前記生成署名とを比較し
て、それによって、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０１７２】
　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記感知デバイスが、複数の感知コード化データ部分の感知に応答して、前記署名の全体を
表す表示データを生成し、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記表示デ
ータを使用して、決定署名を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、鍵を決
定するステップと、前記決定署名と、前記鍵とを使用して、生成識別情報を生成するステ
ップと、前記決定識別情報と、前記生成識別情報とを比較して、それによって、前記医薬
製品を認証するステップとを含む。
【０１７３】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記決定識別情報を使
用して、前記医薬製品の所在場所を少なくとも部分的に表す追跡データを決定するステッ
プと、前記追跡データを使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定する
ステップとを含む。
【０１７４】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、成功した認証に応答し
て、前記医薬製品に関する取引を認証するステップと、前記医薬製品に関する追跡データ
を更新するステップであって、前記追跡データが、前記医薬製品の前記所在場所を少なく
とも部分的に表す、前記更新するステップとを含む。
【０１７５】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、データベースと通信す
るステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記
関係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名
である署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって
、前記医薬製品の所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前
記医薬製品の所在場所、および前記感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡
情報を少なくとも部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コス
ト、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、
製品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効
期限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬
量の少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なく
とも１つを含む。
【０１７６】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、認証の結果、追跡情報
、および製品情報の少なくとも１つの表示をもたらすステップを含む。
【０１７７】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０１７８】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
記署名の少なくとも部分を定義する。
【０１７９】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【０１８０】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
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【０１８１】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０１８２】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０１８３】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はコード化されるデータオブジ
ェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０１８４】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０１８５】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０１８６】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０１８７】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０１８８】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０１８９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０１９０】
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　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０１９１】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
とを含む。
【０１９２】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、前記方法は
、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップと、
前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署名部
分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データから
、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識
別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するス
テップとを含む。
【０１９３】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０１９４】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０１９５】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
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ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０１９６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０１９７】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。別の広範な形態では、本発明は、
医薬製品を認証するための方法を提供し、前記医薬製品が、複数のコード化データ部分を
含むコード化データをその上またはその中に配置したパッケージングに関連付けられ、各
コード化データ部分が、前記医薬製品の識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分のデ
ジタル署名である署名の少なくとも部分とを表し、前記方法は、感知デバイスにおいて、
少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップと、前記感知コード化データ部
分を使用して、前記識別情報と、少なくとも１つの署名部分とを少なくとも部分的に表す
表示データを生成するステップと、前記表示データをコンピュータシステムに転送するス
テップであって、前記コンピュータシステムが、前記表示データに応答して、前記表示デ
ータから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定し、前記決定識別情
報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証する、前記
転送するステップとを含む。第６の広範な形態では、本発明は、医薬製品パッケージング
の可能な複製を決定する方法を提供し、前記パッケージングが、複数のコード化データ部
分を含むコード化データをその上またはその中に配置し、各コード化データ部分が、前記
医薬製品の少なくとも識別情報を表し、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感
知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コー
ド化データの感知に応答して、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情
報を使用して、前記医薬製品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記
追跡データが、前記医薬製品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするス
テップと、前記追跡データを使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定
するステップとを含む。
【０１９８】
　任意選択で、追跡データが、複数の既存の医薬製品のための追跡情報を表し、前記方法
は、前記コンピュータシステムにおいて、前記医薬製品が前記既存の医薬製品の１つの複
製であるかどうかを決定するステップを含む。
【０１９９】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記表示データを使用
して、前記医薬製品の現在の所在場所を決定するステップと、前記現在の所在場所を前記
追跡情報と比較するステップと、前記現在の所在場所が前記追跡情報と一致しない場合、
前記医薬製品が可能な複製であると決定するステップとを含む。
【０２００】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、所定の規則を使用して
、前記現在の所在場所が前記追跡情報と一致しないかどうかを決定するステップを含む。
【０２０１】
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　任意選択で、各コード化データ部分が、署名の少なくとも部分を表し、前記署名が、前
記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記表示データが、少なくとも１つ
の署名部分を少なくとも部分的に表し、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて
、前記表示データから、少なくとも１つの決定署名部分を決定するステップと、前記決定
識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証する
ステップとを含む。
【０２０２】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、成功した認証に応答し
て、前記医薬製品に関する取引を認証するステップと、前記医薬製品に関する追跡データ
を更新するステップとを含む。
【０２０３】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、データベースと通信す
るステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記
関係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名
である署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって
、前記医薬製品の所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前
記医薬製品の所在場所、および前記感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡
情報を少なくとも部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コス
ト、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、
製品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効
期限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬
量の少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なく
とも１つを含む。
【０２０４】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、認証の結果、追跡情報
、および製品情報の少なくとも１つの表示をもたらすステップを含む。
【０２０５】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０２０６】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【０２０７】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０２０８】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０２０９】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０２１０】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はエンコードされるデータオブ
ジェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをエンコードしたものである。
【０２１１】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
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）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０２１２】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０２１３】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０２１４】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０２１５】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０２１６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０２１７】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０２１８】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
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ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
とを含む。
【０２１９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にコード化され、前記方
法は、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップ
と、前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署
名部分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データ
から、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決
定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証す
るステップとを含む。
【０２２０】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知
デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード
化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくと
も部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、
決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別
情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステ
ップとを含む。
【０２２１】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０２２２】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０２２３】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０２２４】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
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、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。別の広範な形態では、本発明は、
医薬製品パッケージングの可能な複製を決定する方法を提供し、前記パッケージングが、
複数のコード化データ部分を含むコード化データをその上またはその中に配置し、各コー
ド化データ部分が、前記医薬製品の少なくとも識別情報を表し、前記方法は、感知デバイ
スにおいて、前記コード化データの少なくともいくつかを感知するステップと、前記感知
コード化データを使用して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを決定す
るステップと、前記表示データをコンピュータシステムに転送するステップとを含み、前
記コンピュータシステムは、前記表示データに応答して、前記表示データから、決定識別
情報を決定し、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製品の所在場所を少なくとも部分
的に表す前記医薬製品に関する追跡データにアクセスし、前記追跡データを使用して、前
記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するためのものである。第７の広範な形態
では、本発明は、医薬製品を追跡する方法を提供し、前記医薬製品が、複数のコード化デ
ータ部分を含むコード化データをその上またはその中に配置したパッケージングに関連付
けられ、各コード化データ部分が、前記医薬製品の識別情報を表し、前記方法は、コンピ
ュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前
記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテムの前記識別
情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り表示データを
使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステップとを含む。
【０２２５】
　任意選択で、前記追跡情報、および前記表示データの少なくとも一方が、前記感知デバ
イスの識別情報、患者の識別情報、前記医薬製品の現在の所有者の識別情報、前記医薬製
品を使用して実行される１つまたは複数の取引、前記医薬製品の所在場所、および前記感
知デバイスの所在場所の少なくとも１つを表す。
【０２２６】
　任意選択で、各コード化データ部分が、署名の少なくとも部分を表し、前記署名が、前
記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記表示データが、少なくとも１つ
の署名部分を少なくとも部分的に表し、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて
、前記表示データから、少なくとも１つの決定署名部分を決定するステップと、前記決定
識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証する
ステップとを含む。
【０２２７】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、成功した認証に応答し
て、前記医薬製品に関する取引を認証するステップと、前記追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０２２８】
　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記システムが、複数のコード化データ部分を感知して、それによって、前記署名の全体を
決定するように構成された前記感知デバイスを備える。
【０２２９】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、データベースと通信す
るステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記
関係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名
である署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、および製品データで
あって、製品コスト、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号
、製品製造業者、製品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シ
リアル番号、有効期限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、
禁忌、および投薬量の少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製
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品データの少なくとも１つを含む。
【０２３０】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、認証の結果、追跡情報
、および製品情報の少なくとも１つの表示をもたらすステップを含む。
【０２３１】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
記署名の少なくとも部分を定義する。
【０２３２】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０２３３】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０２３４】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０２３５】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０２３６】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はコード化されるデータオブジ
ェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０２３７】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０２３８】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０２３９】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０２４０】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
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【０２４１】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０２４２】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０２４３】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０２４４】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
とを含む。
【０２４５】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前記
方法は、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステッ
プと、前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの
署名部分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示デー
タから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記
決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証
するステップとを含む。
【０２４６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知
デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード
化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくと
も部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、
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決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別
情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステ
ップとを含む。
【０２４７】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０２４８】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０２４９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０２５０】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。別の広範な形態では、本発明は、
医薬製品を追跡する方法を提供し、前記医薬製品が、複数のコード化データ部分を含むコ
ード化データをその上またはその中に配置したパッケージングに関連付けられ、各コード
化データ部分が、前記医薬製品の識別情報を表し、前記方法は、感知デバイスにおいて、
前記コード化データの少なくともいくつかを感知するステップと、前記感知コード化デー
タを使用して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを決定するステップと
、前記表示データをコンピュータシステムに転送するステップとを含み、前記コンピュー
タシステムが、前記表示データに応答して、受け取り表示データを使用して、追跡データ
を更新する。
【０２５１】
　第８の広範な形態では、医薬製品パッケージングを製造する方法を提供し、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を決定するス
テップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前記識別情報
を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化データの生
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成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化データ部分を含
み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分のデジタ
ル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生成をもたら
すステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコード化データ
と、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番号の少なく
とも一方との印刷をもたらすステップとを含む。前記識別情報が、前記医薬製品のシリア
ル番号、前記医薬製品の識別情報、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記
パッケージングの領域の識別情報の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０２５２】
　任意選択で、前記方法は、前記署名の全体を複数のコード化データ部分の中にエンコー
ドするステップを含む。
【０２５３】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する可視情報を決定するステップと、前記
可視情報のレイアウトを記述する記述を決定するステップと、前記識別情報と前記レイア
ウト情報との関連を記録するステップと、前記レイアウトを使用して、前記パッケージン
グの印刷をもたらすステップとを含む。
【０２５４】
　任意選択で、前記記述が、前記医薬製品に関連する少なくとも１つのアクションを表し
、前記アクションが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更
新すること、前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、
および前記ユーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む。
【０２５５】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、データベースと通信す
るステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記
関係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名
である署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって
、前記医薬製品の所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前
記医薬製品の所在場所、および感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡情報
を少なくとも部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コスト、
患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、製品
流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期限
、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬量の
少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なくとも
１つを含む。
【０２５６】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記医薬製品に関する
前記データの少なくともいくつかを更新するステップと、前記医薬製品に関する前記デー
タの少なくともいくつかを使用して、前記コード化データを生成するステップとを含む。
【０２５７】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記パッケージングの
スキャンに応答して、スキャンシステムから、前記医薬製品の出所、医薬製品タイプ、前
記医薬製品の前記識別情報、および前記医薬製品の前記シリアル番号およびの少なくとも
１つを表す情報を受け取るステップを含む。
【０２５８】
　任意選択で、前記コード化データが、感知デバイスによる少なくとも１つのコード化デ
ータ部分の感知が、前記識別情報、少なくとも１つの署名部分、前記パッケージングに対
する前記感知デバイスの位置、および前記パッケージングに対する前記感知デバイスの移
動の少なくとも１つの決定を可能にするような、複数の基準点を表す。
【０２５９】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
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、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０２６０】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０２６１】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０２６２】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０２６３】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はコード化されるデータオブジ
ェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０２６４】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０２６５】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０２６６】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０２６７】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０２６８】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０２６９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
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を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０２７０】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０２７１】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
とを含む。
【０２７２】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にコード化され、前記方
法は、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステップ
と、前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの署
名部分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示データ
から、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決
定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証す
るステップとを含む。
【０２７３】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知
デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード
化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくと
も部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、
決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別
情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステ
ップとを含む。
【０２７４】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
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品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０２７５】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０２７６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を投薬するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を
少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１
つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬
製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０２７７】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。第９の広範な形態では、本発明は
、医薬製品を投薬する方法を提供し、前記医薬製品が、コード化データをその上またはそ
の中に配置したパッケージングに関連付けられ、前記コード化データの少なくともいくつ
かが、前記医薬製品の少なくとも識別情報を表し、前記方法は、コンピュータシステムに
おいて、感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが
、前記コード化データの感知に応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示デ
ータを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データを使用して、また投薬データ
ベースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１つの基準を決定するステップと
、前記少なくとも１つの基準が満たされた場合、前記医薬製品が投薬されることをもたら
すステップとを含む。
【０２７８】
　任意選択で、前記少なくとも１つの基準が、前記医薬製品の予定受領者を表し、前記方
法は、コンピュータシステムにおいて、前記医薬製品を要求する個人の識別情報を表す識
別情報データを決定するステップと、前記識別情報データを前記少なくとも１つの基準と
比較するステップと、前記個人の前記識別情報が前記予定受領者の識別情報と同じである
場合、前記少なくとも１つの基準が満たされたと決定するステップとを含む。
【０２７９】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記識別情報データを保存するためのデータストア
を備え、前記方法は、前記データストアから、前記識別情報データを決定するステップを
含む。
【０２８０】
　任意選択で、前記少なくとも１つの基準が、前記医薬製品を投薬する予定時刻、前記医
薬製品を投薬する予定日付、および前記医薬製品を投薬する予定場所の少なくとも１つを
表す。
【０２８１】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のコード化データ部分を含み、各コード化デ
ータ部分が、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名の少なくとも部分
を表し、少なくとも１つのコード化データ部分の感知に応答して、前記感知デバイスが、
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少なくとも１つの署名部分を少なくとも部分的に表す表示データを生成し、前記方法は、
前記コンピュータシステムにおいて、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも
１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つ
の決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステップと、成功した認証に応答
して、前記医薬製品を投薬するステップとを含む。
【０２８２】
　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記方法は、前記感知デバイスにおいて、複数のコード化データ部分を感知して、それによ
って、前記署名の全体を決定するステップを含む。
【０２８３】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、データベースと通信す
るステップを含み、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記
関係するデータが、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名
である署名に関連付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって
、前記医薬製品の所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前
記医薬製品の所在場所、および前記感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡
情報を少なくとも部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コス
ト、患者識別子、ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、
製品流通業者、製品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効
期限、効能、副作用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬
量の少なくとも１つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なく
とも１つを含む。
【０２８４】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、認証の結果、追跡情報
、および製品情報の少なくとも１つの表示をもたらすステップを含む。
【０２８５】
　任意選択で、前記識別情報が、コード化データ部分識別情報、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０２８６】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【０２８７】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０２８８】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０２８９】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０２９０】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はコード化されるデータオブジ
ェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをコード化したものである。
【０２９１】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
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ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０２９２】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０２９３】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０２９４】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０２９５】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０２９６】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末の使用
を含み、前記取引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源
と、前記少なくとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッ
サであって、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を
決定し、前記感知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える
。
【０２９７】
　任意選択で、前記方法は、前記パッケージングを印刷するためのプリンタの使用を含み
、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬製品
に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用して、複数のコード化データ部
分を含み、各コード化データ部分が前記医薬製品の少なくとも前記識別情報を表す、コー
ド化データを生成し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、
前記パッケージングを印刷するためのものである。
【０２９８】
　任意選択で、前記方法は、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にするためにさ
らに使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示
データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に
応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取る
ステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアクションを決定するステッ
プと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステップであって、前記アクシ
ョンが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追跡情報を更新すること、
前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証すること、および前記ユ
ーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む、前記実行するステップ
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とを含む。
【０２９９】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前記
方法は、感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコード化データ部分を感知するステッ
プと、前記感知コード化データ部分を使用して、前記識別情報と、前記少なくとも１つの
署名部分とを表す表示データを生成するステップと、プロセッサにおいて、前記表示デー
タから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記
決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証
するステップとを含む。
【０３００】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を認証するためにさらに使用され、各コード化
データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記署名が、前記識別情報の少なく
とも部分のデジタル署名であり、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、前記感知
デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード
化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報と、前記署名部分とを少なくと
も部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示データから、
決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定するステップと、前記決定識別
情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して、前記医薬製品を認証するステ
ップとを含む。
【０３０１】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定するためにさら
に使用され、前記方法は、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記表示デー
タから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使用して、前記医薬製
品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前記追跡データが、前記医薬製
品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスするステップと、前記追跡データ
を使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決定するステップとを含む。
【０３０２】
　任意選択で、前記方法は、前記医薬製品を追跡するためにさらに使用され、前記方法は
、コンピュータシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップ
であって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記製品アイテ
ムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステップと、前記受け取り
表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡データを更新するステッ
プとを含む。
【０３０３】
　任意選択で、前記方法は、医薬製品パッケージングを製造するためにさらに使用され、
前記方法は、コンピュータシステムにおいて、医薬製品に関連付けられるシリアル番号を
決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情報を生成するステップと、前
記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識別情報を使用して、コード化
データの生成をもたらすステップであって、前記コード化データが、複数のコード化デー
タ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、前記識別情報の少なくとも部
分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコード化したものである、前記生
成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に、少なくともいくつかのコー
ド化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別情報、および前記シリアル番
号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０３０４】
　任意選択で、前記感知デバイスが、前記医薬製品と共に使用され、前記感知デバイスが
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、使用時にユーザによって持たれるように適合されたハウジングと、少なくとも１つのコ
ード化データ部分を照射するための放射源と、少なくとも１つの照射コード化データ部分
を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、
感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備える。別の広範な形態では、本発明は、
医薬製品を投薬する方法を提供し、前記医薬製品が、コード化データをその上またはその
中に配置したパッケージングに関連付けられ、前記コード化データの少なくともいくつか
が、前記医薬製品の少なくとも識別情報を表し、前記方法は、感知デバイスにおいて、前
記コード化データの少なくともいくつかを感知するステップと、前記感知コード化データ
を使用して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを決定するステップと、
前記表示データをコンピュータシステムに転送するステップとを含み、前記コンピュータ
システムは、前記表示データに応答して、前記表示データを使用して、また投薬データベ
ースから、前記医薬製品を投薬するための少なくとも１つの基準を決定し、前記少なくと
も１つの基準が満たされた場合、前記医薬製品が投薬されることをもたらすためのもので
ある。
【０３０５】
　第１０の広範な形態では、本発明は、医薬製品と共に使用される感知デバイスを提供し
、前記医薬製品が、複数のコード化データ部分を含むコード化データをその上またはその
中に配置したパッケージングに関連付けられ、各コード化データ部分が、前記医薬製品の
識別情報を表し、前記感知デバイスは、使用時にユーザによって持たれるように適合され
たハウジングと、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源と、少な
くとも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、前記少なくとも１つの
感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を決定するためのプロセッサとを備え
る。
【０３０６】
　任意選択で、前記感知デバイスは、通信システムを備え、前記プロセッサが、前記感知
識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成し、前記表示データをコンピュータ
システムに転送し、前記コンピュータシステムが、前記表示データに応答して、前記医薬
製品の認証、前記取引の承認、取引詳細の決定、および前記医薬製品に関する追跡情報の
更新の少なくとも１つを含むアクションを実行する。
【０３０７】
　任意選択で、前記プロセッサが、前記感知識別情報を使用して、前記医薬製品の認証、
前記取引の承認、取引詳細の決定、および前記医薬製品に関する追跡情報の更新の少なく
とも１つを実行する。
【０３０８】
　任意選択で、前記識別情報が、前記医薬製品のシリアル番号、前記医薬製品の識別情報
、ＥＰＣ、前記パッケージングの識別情報、および前記パッケージングの領域の識別情報
の少なくとも１つから少なくとも部分的に形成される。
【０３０９】
　任意選択で、コード化データ部分が、署名の少なくとも部分を表し、前記署名が、前記
識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記プロセッサが、前記少なくとも１
つの感知コード化データ部分を使用して、少なくとも１つの感知署名部分を決定し、前記
感知識別情報と、前記少なくとも１つの感知署名部分とを使用して、前記医薬製品の認証
をもたらす。
【０３１０】
　任意選択で、前記医薬製品が、前記プロセッサ、およびコンピュータシステムの少なく
とも一方によって認証され、前記少なくとも一方が、前記感知識別情報を使用して、鍵を
決定し、前記感知識別情報と、前記鍵とを使用して、決定署名を決定し、前記少なくとも
１つの感知署名部分と、前記決定署名とを比較して、それによって、前記医薬製品を認証
する。
【０３１１】
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　任意選択で、前記署名の全体が、複数のコード化データ部分の中にエンコードされ、前
記プロセッサが、複数の感知コード化データ部分から、感知署名を決定し、医薬製品が、
前記プロセッサ、およびコンピュータシステムの少なくとも一方によって認証され、前記
少なくとも一方が、前記感知識別情報を使用して、鍵を決定し、前記感知識別情報と、前
記鍵とを使用して、決定識別情報を決定し、前記決定識別情報と、前記感知識別情報とを
比較して、それによって、前記医薬製品を認証する。
【０３１２】
　任意選択で、前記コード化データが、複数のレイアウトを含み、各レイアウトが、前記
識別情報をエンコードする複数の第１のシンボルの位置を定義し、第２のシンボルが、前
記署名の少なくとも部分を定義する。
【０３１３】
　任意選択で、パッケージングが、ブリスタパック、ボトル、ボトル蓋、ラベル、箱、お
よびリーフレットの少なくとも１つを含む。
【０３１４】
　任意選択で、前記感知デバイスは、データベースと通信するための通信システムを備え
、前記データベースが、前記医薬製品に関係するデータを保存し、前記関係するデータが
、認証データであって、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名に関連
付けられた少なくとも鍵を含む、前記認証データ、追跡データであって、前記医薬製品の
所有者、前記医薬製品を使用して実行された１つまたは複数の取引、前記医薬製品の所在
場所、および前記感知デバイスの所在場所の少なくとも１つを含む追跡情報を少なくとも
部分的に表す、前記追跡データ、および製品データであって、製品コスト、患者識別子、
ユーザ識別子、所有者識別子、製造日付、バッチ番号、製品製造業者、製品流通業者、製
品供給業者、発行国、成分、保存条件、廃棄条件、シリアル番号、有効期限、効能、副作
用、使用条件、使用器具、さらなる情報へのリンク、禁忌、および投薬量の少なくとも１
つを含む製品情報を少なくとも部分的に表す、前記製品データの少なくとも１つを含む。
【０３１５】
　任意選択で、前記感知デバイスは、認証の結果、追跡情報、および製品情報の少なくと
も１つの表示するためのディスプレイを備える。
【０３１６】
　任意選択で、前記コード化データは、人間の肉眼には実質的に不可視である。
【０３１７】
　任意選択で、前記コード化データが、不可視インク、および赤外線吸収インクの少なく
とも一方を使用して、表面に印刷される。
【０３１８】
　任意選択で、前記コード化データが、可視の人間可読情報と実質的に一致して提供され
る。
【０３１９】
　任意選択で、前記コード化が、複数のコード化データ部分を含み、前記コード化データ
部分の少なくともいくつかは、前記それぞれのコード化データ部分の場所、前記表面にお
ける前記それぞれのコード化データ部分の位置、前記コード化データ部分のサイズ、署名
部分、署名のサイズ、署名部分の識別情報、表示場所の単位、および複数のコード化デー
タ部分によってデータオブジェクト全体が少なくとも１度はエンコードされるデータオブ
ジェクトの少なくとも部分の少なくとも１つをエンコードしたものである。
【０３２０】
　任意選択で、前記データオブジェクトが、多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ
）データ、テキストデータ、イメージデータ、オーディオデータ、ビデオデータ、アプリ
ケーションデータ、契約データ、情報、名刺データ、および住所氏名録データの少なくと
も１つを含む。
【０３２１】
　任意選択で、前記コード化データが、冗長データ、誤り訂正を可能にするデータ、リー
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ド－ソロモンデータ、および巡回冗長検査（ＣＲＣ）データの少なくとも１つを含む。
【０３２２】
　任意選択で、前記デジタル署名が、前記識別情報に関連付けられた乱数、少なくとも前
記識別情報の鍵付きハッシュ、私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用して検
査可能な、少なくとも前記識別情報の鍵付きハッシュ、少なくとも前記識別情報を暗号化
することによって生成される暗号文、少なくとも前記識別情報と乱数とを暗号化すること
によって生成される暗号文、および私有鍵を使用して生成され、対応する公開鍵を使用し
て検査可能な暗号文の少なくとも１つを含む。
【０３２３】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、１／ｎ回転分ずつ離れ
るように回転の中心の周りで回転されたｎ個の個別サブレイアウトを含み、少なくとも１
つのサブレイアウトが、そのサブレイアウトをその他の各サブレイアウトから区別する回
転表示データを含む。
【０３２４】
　任意選択で、前記コード化データが、ｎが少なくとも２であるｎ回回転対称を有する少
なくとも１つのレイアウトに従って配置され、前記レイアウトが、ｍを１以上の整数とし
て、ｎのｍ倍のシンボルからなるシーケンスを含む向き表示データをエンコードし、前記
レイアウトのｎ個の向きの各々における前記シンボルの復号が、前記向き表示データのｎ
個の表現を生成し、各表現が、前記向き表示データの異なる循環シフトを含み、前記レイ
アウトの回転の度数を表すように、各エンコードシンボルが、前記レイアウトの回転対称
の中心の周りのｎ個の場所に分散される。
【０３２５】
　任意選択で、前記医薬製品に関する取引を実行するための取引端末に結合され、前記取
引端末が、少なくとも１つのコード化データ部分を照射するための放射源と、前記少なく
とも１つの照射コード化データ部分を感知するためのセンサと、プロセッサであって、前
記少なくとも１つの感知コード化データ部分を使用して、感知識別情報を決定し、前記感
知識別情報を使用して、前記取引を実行する、前記プロセッサとを備える。
【０３２６】
　任意選択で、前記医薬製品に関連するパッケージングを印刷するためのプリンタに結合
され、前記プリンタは、前記パッケージング上に提供される可視情報を決定し、前記医薬
製品に関連付けられる識別情報を決定し、前記識別情報を使用してコード化データを生成
し、前記コード化データと、前記可視情報とを印刷することによって、前記パッケージン
グを印刷するためのものである。
【０３２７】
　任意選択で、前記感知デバイスは、ユーザが前記医薬製品と対話することを可能にする
方法を実行するためにさらに使用され、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、前
記感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記
コード化データの感知に応答して、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを
生成する、前記受け取るステップと、前記表示データを使用して、少なくとも１つのアク
ションを決定するステップと、前記医薬製品に関連する前記アクションを実行するステッ
プであって、前記アクションが、ユーザに情報を提供すること、前記医薬製品に関する追
跡情報を更新すること、前記医薬製品に関する取引を実行すること、前記医薬製品に認証
すること、および前記ユーザからフィードバックを受け取ることの少なくとも１つを含む
、前記実行するステップとを含む。
【０３２８】
　任意選択で、前記感知デバイスは、前記医薬製品を認証するための方法を実行するため
にさらに使用され、各コード化データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記
署名が、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、複数のコード化データ部
分の中にエンコードされ、前記方法が、前記感知デバイスにおいて、少なくとも１つのコ
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ード化データ部分を感知するステップと、前記感知コード化データ部分を使用して、前記
識別情報と、前記少なくとも１つの署名部分とを表す表示データを生成するステップと、
プロセッサにおいて、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名
部分とを決定するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分
とを使用して、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０３２９】
　任意選択で、前記感知デバイスは、前記医薬製品を認証するための方法を実行するため
にさらに使用され、各コード化データ部分が、署名の少なくとも部分をさらに表し、前記
署名が、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名であり、前記方法が、コンピュー
タシステムにおいて、前記感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前
記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答して、前記医薬製品の前記識別情報
と、前記署名部分とを少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステ
ップと、前記表示データから、決定識別情報と、少なくとも１つの決定署名部分とを決定
するステップと、前記決定識別情報と、前記少なくとも１つの決定署名部分とを使用して
、前記医薬製品を認証するステップとを含む。
【０３３０】
　任意選択で、前記感知デバイスは、医薬製品パッケージングの可能な複製を決定する方
法を実行するためにさらに使用され、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、前記
感知デバイスから表示データを受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コ
ード化データの感知に応答して、前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取
るステップと、前記表示データから、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別
情報を使用して、前記医薬製品に関する追跡データにアクセスするステップであって、前
記追跡データが、前記医薬製品の所在場所を少なくとも部分的に表す、前記アクセスする
ステップと、前記追跡データを使用して、前記医薬製品が可能な複製であるかどうかを決
定するステップとを含む。
【０３３１】
　任意選択で、前記感知デバイスは、前記医薬製品を追跡する方法を実行するためにさら
に使用され、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記製品アイテムの前記識別情報を表す表示データを生成する、前記受け取るステッ
プと、前記受け取り表示データを使用して、追跡情報を少なくとも部分的に表す追跡デー
タを更新するステップとを含む。
【０３３２】
　任意選択で、前記感知デバイスは、医薬製品パッケージングを製造する方法を実行する
ためにさらに使用され、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、前記医薬製品に関
連付けられるシリアル番号を決定するステップと、前記シリアル番号を使用して、識別情
報を生成するステップと、前記識別情報を使用して、署名を生成するステップと、前記識
別情報を使用して、コード化データの生成をもたらすステップであって、前記コード化デ
ータが、複数のコード化データ部分を含み、各コード化データ部分が、前記識別情報と、
前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である前記署名の少なくとも部分とをコー
ド化したものである、前記生成をもたらすステップと、前記医薬製品パッケージング上に
、少なくともいくつかのコード化データと、以下の少なくとも一方、すなわち、前記識別
情報、および前記シリアル番号の少なくとも一方との印刷をもたらすステップとを含む。
【０３３３】
　任意選択で、前記感知デバイスは、前記医薬製品を投薬する方法を実行するためにさら
に使用され、前記方法が、コンピュータシステムにおいて、感知デバイスから表示データ
を受け取るステップであって、前記感知デバイスが、前記コード化データの感知に応答し
て、前記識別情報を少なくとも部分的に表す表示データを生成する、前記受け取るステッ
プと、前記表示データを使用して、また投薬データベースから、前記医薬製品を投薬する
ための少なくとも１つの基準を決定するステップと、前記少なくとも１つの基準が満たさ
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れた場合、前記医薬製品が投薬されることをもたらすステップとを含む。
【０３３４】
　第１１の広範な形態では、本発明は、オブジェクトを検査する方法を提供し、前記方法
は、コンピュータシステムにおいて、検査要求を受け取るステップであって、前記要求が
、前記オブジェクトの識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である
署名の少なくとも１つの署名断片とを少なくとも部分的に表す、前記受け取るステップと
、前記検査要求を使用して、決定識別情報を決定するステップと、前記決定識別情報を使
用して、またデータベースから、検査に関する少なくとも１つの基準を決定するステップ
と、前記受け取り検査要求を前記少なくとも１つの基準と比較するステップと、前記少な
くとも１つの基準が満たされる場合、前記オブジェクトが検査されることをもたらすステ
ップとを含む。
【０３３５】
　任意選択で、前記少なくとも１つの基準が、受け取り検査要求の数、受け取り検査要求
の速度、および受け取り検査要求のタイミングの少なくとも１つの限界に関係する。
【０３３６】
　任意選択で、前記限界が、前記オブジェクトの前記識別情報、前記署名、前記署名断片
、検査要求源、および前記オブジェクトの少なくとも１つに関連して確定される。
【０３３７】
　任意選択で、前記限界が、前記署名断片に比例する。
【０３３８】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記検査要求を使用し
て、複数のこれまで受け取った検査要求を表す要求履歴と、対応する限界とを決定するス
テップと、前記検査要求と、前記要求履歴とを使用して、要求数を決定するステップと、
前記要求数が前記対応する限界を超過しない場合、前記オブジェクトが検査されることを
もたらすステップとを含む。
【０３３９】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、検査要求に応答して、
前記要求履歴を更新するステップを含む。
【０３４０】
　任意選択で、前記要求履歴が、前記受け取り検査要求のタイミングを表す。
【０３４１】
　任意選択で、前記要求履歴が、前記オブジェクトの前記識別情報と、前記署名と、前記
署名断片と、検査要求源と、前記オブジェクトと、に関連する。
【０３４２】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記オブジェクトの前
記識別情報と、前記少なくとも１つの署名断片とを使用して、前記オブジェクトを認証す
ることによって、前記オブジェクトを検査するステップを含む。
【０３４３】
　任意選択で、前記検査要求が、前記署名断片の識別情報を少なくとも部分的に表す。
【０３４４】
　任意選択で、前記オブジェクトが、複数のコード化データ部分を含むコード化データを
その上またはその中に配置した表面に関連付けられ、各コード化データ部分が、少なくと
も、前記識別情報と、署名断片とを表し、少なくとも１つのコード化データ部分の感知に
応答して、感知デバイスが、前記検査要求を生成する。
【０３４５】
　任意選択で、前記検査要求が、前記署名断片の識別情報を少なくとも部分的に表し、前
記断片識別情報が、少なくとも１つの感知コード化データ部分の中にエンコードされた数
、および前記表面上における前記少なくとも１つの感知コード化データ部分の位置の少な
くとも一方に基づく。
【０３４６】
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　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、検査失敗の後、前記受
け取り検査要求を前記少なくとも１つの基準と比較することのみを行うステップを含む。
【０３４７】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、検査要求を受け取るス
テップであって、前記要求が、前記オブジェクトの識別情報と、前記識別情報の少なくと
も部分のデジタル署名である署名断片の連結と、ランダム署名とを少なくとも部分的に表
す、前記受け取るステップと、前記検査要求を使用して、決定識別情報を決定するステッ
プと、前記連結を使用して、前記署名断片を決定するステップと、前記決定識別情報と、
前記署名断片とを使用して、前記オブジェクトを検査するステップとを含む。
【０３４８】
　任意選択で、前記方法は、前記コンピュータシステムにおいて、前記決定識別情報を使
用して、鍵を決定するステップと、前記決定識別情報と、前記鍵とを使用して、生成署名
を生成するステップと、前記生成署名を前記連結と比較して、それによって、前記署名断
片を識別および認証するステップとを含む。
【０３４９】
　別の広範な形態では、本発明は、表面上または中に配置されるコード化データを提供し
、前記コード化データが、複数のコード化データ部分を含み、各コード化データ部分は、
識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名の断片と、ランダ
ム署名とをエンコードしたものである。
【０３５０】
　別の広範な形態では、本発明は、表面上または中に配置されるコード化データを提供し
、前記コード化データが、複数のコード化データ部分を含み、各コード化データ部分が、
識別情報と、前記識別情報の少なくとも部分のデジタル署名である署名の少なくとも断片
と、前記表面上における前記コード化データの位置とを少なくとも部分的に表す。
【０３５１】
　任意選択で、各コード化データ部分が、データ部分識別情報を少なくとも部分的に表し
、前記データ部分識別情報が、各コード化データ部分で一意であり、その位置を表す。
【０３５２】
　任意選択で、前記コード化データが、各データ部分識別情報のために対応するコード化
データ部分の位置を表すレイアウトを使用して、前記表面上または中に配置される。
【０３５３】
　任意選択で、前記署名が、ＲＳＡ暗号化を使用して、生成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０３５４】
　本発明の一実施形態が、添付の図面を参照しながら、今から説明される。
【０３５５】
　Ｎｅｔｐａｇｅ表面コーディングは、タグの高密度平面タイリングからなる。各タグは
、平面内のそれ自体の位置をエンコードする。各タグは、隣接するタグと共に、そのタグ
を含む領域の識別子もエンコードする。Ｎｅｔｐａｇｅシステムでは、領域は、通常、紙
の片面など、タグ付けされた表面のすてての範囲に対応する。
【０３５６】
　ハイパーラベルは、セキュリティ文書保護、オブジェクト追跡、医薬品セキュリティ、
スーパーマーケットオートメーション、対話的製品ラベル、印刷表面からのウェブブラウ
ジング、紙ベースの電子メール、およびその他の多くのものを含む、多様な用途向けの一
意アイテム識別で使用するために、Ｎｅｔｐａｇｅタグを適合させたものである。
【０３５７】
　Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）デジタル印刷テクノロジ（米国特許出願第１０／４０７，２
１２号を含む複数の保留中の米国特許出願の主題である）を使用して、ハイパーラベルタ
グは、セキュリティ文書、銀行券、または医薬品パッケージングなどの表面のほぼ全体に
、赤外線（ＩＲ）インクを用いて印刷される。赤外線を反射する任意の被印刷物上にタグ
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を赤外線吸収インクで印刷することによって、近赤外線波長、したがってタグは、人間の
眼には見えないが、適切なフィルタを備える固体イメージセンサによって、容易に感知さ
れる。これは、紙幣に元々ある文字または図柄を覆い隠すことなく、紙幣またはその他の
表面の広い部分にわたって、機械可読情報がエンコードされることを可能にする。各個別
紙幣またはアイテムの検証など、関連アクションを実行するために、スキャンレーザまた
はイメージセンサが、表面の任意の部分上のタグを読み取ることができる。
【０３５８】
　そのようなハイパーラベルエンコード文書の一例が、図１に示されている。この例では
、ハイパーラベル文書は、可視インクを使用して印刷されたグラフィックデータ２と、ハ
イパーラベルタグ４から形成されるコード化データ３とからなる。この文書は、対応する
グラフィック８の空間的範囲に対応するゾーン７によって定義される、対話的要素６を含
む。使用の際、タグは、ＩＤを含むタグデータをエンコードする。これは、少なくとも１
つのタグを感知し、適切なシステムを使用して、エンコードＩＤを決定し、解釈すること
によって、関連アクションが実行されることを可能にする。
【０３５９】
　一例では、タグデータ内にエンコードされたＩＤに基づいて、ハイパーラベル文書上の
タグのレイアウトを定義するために、タグマップが使用される。ハイパーラベル文書の個
々の要素を記述し、特に、ボタンまたはテキストフィールドなどの対話的要素のタイプお
よび空間的範囲（ゾーン）を記述する、文書記述を参照するためにも、ＩＤが使用される
ことができる。したがって、この例では、要素６は、対応するグラフィック８の空間的範
囲に対応するゾーン７を有する。これは、コンピュータシステムが、ハイパーラベル文書
との対話を解釈することを可能にする。
【０３６０】
　位置表示技法において、各タグのタグデータ内にエンコードされたＩＤは、ハイパーラ
ベル文書上におけるタグの正確な位置が、タグマップから決定されることを可能にする。
その後、その位置は、感知タグが、対話的要素のゾーンに位置付けられているかどうかを
、文書記述から決定するために、使用されることができる。
【０３６１】
　オブジェクト表示技法において、タグデータ内にエンコードされたＩＤは、文書のある
領域におけるタグの存在が、タグマップから決定されることを可能にする（その領域内で
のタグの相対位置も示されることができる）。この場合、その領域が対話的要素のゾーン
に対応するかどうかを決定するために、文書記述が使用されることができる。
【０３６２】
　このプロセスの一例が、Ｎｅｔｐａｇｅまたはハイパーラベルペン１０１の形態をとる
感知デバイスが、セキュリティ文書、ラベル、または製品パッケージングなどの印刷ハイ
パーラベル文書１上のコード化データとどのように対話するかを示す、図２および図３を
参照して、今から説明される。
【０３６３】
　ハイパーラベルペン１０１は、エリアイメージセンサを使用してタグを感知し、タグデ
ータを検出する。ハイパーラベルペン１０１は、感知コード化データを使用して、コンピ
ュータ７５またはプリンタ６０１の一部を形成し得る中継器４４に短距離無線リンク９を
介して送信される、対話データを生成する。中継器は、文書サーバ１０にネットワーク１
９を介して対話データを送信し、文書サーバ１０は、ＩＤを使用して、文書記述にアクセ
スし、対話を解釈する。適切な状況では、文書サーバは、対応するメッセージをアプリケ
ーションサーバ１３に送信し、その後、アプリケーションサーバ１３は、対応するアクシ
ョンを実行することができる。
【０３６４】
　一代替実施形態では、ＰＣ、ウェブ端末、Ｎｅｔｐａｇｅプリンタ、または中継器デバ
イスは、ローカルまたはリモートウェブサーバを含むローカルまたはリモートアプリケー
ションソフトウェアと直接通信することができる。関連して、出力は、Ｎｅｔｐａｇｅプ
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リンタによって印刷されるようには限定されない。出力は、ＰＣまたはウェブ端末上に表
示されることもでき、さらに、対話は、紙ベースではなく画面ベース、またはその２つの
混合とすることができる。
【０３６５】
　一般に、ハイパーラベルペンは、それぞれのハイパーラベルペンに保存された識別子と
ユーザを関連付ける登録簿を登録サーバ１１を介して使用する。これは、対話データの一
部として感知デバイス識別子を提供することによって、ユーザが識別されることを可能に
し、取引などが実行されることを可能にする。
【０３６６】
　文書サーバ１０に転送されるＩＤをＩＤサーバに生成させることによって、ハイパーラ
ベル文書が生成される。文書サーバ１０は、文書記述を決定し、次に、ＩＤを使用した以
後の文書記述検索を可能にするために、文書記述とＩＤの間の関連を記録する。
【０３６７】
　その後、ＩＤは、ページ記述およびタグマップを使用して、文書がハイパーラベルプリ
ンタ６０１によって印刷される前に、以下でより詳しく説明されるように、タグデータを
生成するために使用される。
【０３６８】
　各タグは、２種類の要素を含むパターンによって表される。要素の第１の種類は、ター
ゲットである。ターゲットは、タグがコード化表面のイメージ内で発見されることを可能
にし、タグの遠近歪みが推測されることを可能にする。要素の第２の種類は、マクロドッ
トである。各マクロドットは、その存在または不在によって、１ビットの値をエンコード
する。
【０３６９】
　パターンは、光学撮像システムによって、特に、近赤外において狭帯域応答を有する光
学システムによって、パターンが捕捉されることが可能になるような方法で、コード化表
面上に表される。パターンは一般に、狭帯域近赤外線インクを使用して、表面上に印刷さ
れる。
【０３７０】
　ハイパーラベルシステムでは、領域は一般に、製品アイテム全体の表面、またはセキュ
リティ文書に対応し、領域ＩＤは、一意アイテムＩＤに対応する。以下の説明を平明なも
のにするため、アイテムＩＤが領域ＩＤに対応するという理解の下で、アイテムおよびア
イテムＩＤ（または単にＩＤ）について言及する。
【０３７１】
　表面コーディングは、タグ全体の捕捉を保証するのに十分に大きい獲得視野が、タグを
含む領域のＩＤの獲得を保証するのに十分に大きくなるように、設計される。タグ自体の
捕捉は、領域内のタグの２次元位置ならびに他のタグ固有データの獲得を保証する。した
がって、表面コーディングは、感知デバイスが、コーディングされた表面との純粋にロー
カルな相互作用中に、例えばペンによるコーディングされた表面の「クリック」またはタ
ップの間に、領域ＩＤおよびタグ位置を獲得することを可能にする。
【０３７２】
　多様な異なるタグ構造が、使用されることができ、いくつかの例が、今から説明される
。
【０３７３】
　タグ構造の第１の例
　図４は、完全なタグの構造を示している。４つの黒丸の各々は、ターゲットである。タ
グ、およびその全体パターンは、物理的なレベルで、４回回転対称を有する。
【０３７４】
　各正方形の領域は、シンボルを表し、各シンボルは、４ビットの情報を表す。
【０３７５】
　図５は、シンボルの構造を示している。シンボルは、４つのマクロドットを含み、その
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各々は、その存在（１）または不在（０）によって１ビットの値を表す。
【０３７６】
　マクロドット間隔は、この文書では、パラメータｓによって指定される。この間隔は、
１インチに１６００ドットのピッチで印刷された９ドット分に基づいて、１４３μｍの公
称値を有する。しかし、パターンを生成するのに使用されるデバイスの能力に従って、±
１０％までの変動が許容される。
【０３７７】
　図６は、９つの隣接シンボルの配列を示している。マクロドット間隔は、シンボル内お
よびシンボル間で均等である。
【０３７８】
　図７は、シンボル内でのビットの並びを示している。ビット０は、シンボル内での最小
位であり、ビット３は、シンボル内での最高位である。この並びは、シンボルの向きに応
じて相対的なものであることに留意されたい。タグ内の特定のシンボルの向きは、タグ図
内のシンボルのラベルの向きによって表される。一般に、タグの特定の区画内のすべての
シンボルの向きは、シンボルの底部がタグの中心に最も近くなるよう、同じ向きになる。
【０３７９】
　マクロドットだけが、パターン内のシンボル表現の部分である。この文書では、タグの
構造をより明瞭に説明するために、シンボルの正方形の輪郭が使用されている。図８は、
図説によって、すべてのビットが設定された、タグの実際のパターンを示している。実際
には、タグのすべてのビットが設定されることはあり得ないことに留意されたい。
【０３８０】
　マクロドットは、公称では、（５／９）ｓの公称直径を有する円形である。しかし、パ
ターンを生成するのに使用されるデバイスの能力に従って、±１０％までのサイズの変動
が許容される。
【０３８１】
　ターゲットは、公称では、（１７／９）ｓの公称直径を有する円形である。しかし、パ
ターンを生成するのに使用されるデバイスの能力に従って、±１０％までのサイズの変動
が許容される。
【０３８２】
　タグパターンは、パターンを生成するのに使用されるデバイスの能力に従って、最大±
１０％までのスケールの変動が許容される。公称スケールからの偏差は、位置サンプルの
正確な生成を可能にするため、タグデータ内に記録される。
【０３８３】
　図４のタグ構造に示された各シンボルは、一意のラベルを有する。各ラベルは、英字の
接頭辞と、数字の接尾辞とからなる。
【０３８４】
　タググループ
　タグは、タググループ内に配置される。各タググループは、正方形に配置された４つの
タグを含む。したがって、各タグは、タググループ正方形内におけるその場所に従って、
４つの可能なタグタイプのうちの１つを有する。タグタイプは、図９に示されるように、
００、１０、０１、１１とラベル付けされる。
【０３８５】
　タググループ内の各タグは、図に示されるように回転され、すなわち、タグタイプ００
は、０度回転され、タグタイプ１０は、９０度回転され、タグタイプ１１は、１８０度回
転され、タグタイプ０１は、２７０度回転される。
【０３８６】
　図１０は、タグの連続タイリングにおいて、タググループがどのように反復されるかを
示している。タイリングは、４つの隣接タグからなるどの組も、各タイプのタグを１つ含
むよう保証する。
【０３８７】
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　向き表示サイクリック位置コード
　タグは、タグの実際の向きを決定するため、タグの４つの可能な向きのどれでも復号さ
れ得る、２４進（４，１）サイクリック位置コードワードを含む。サイクリック位置コー
ドワードの部分であるシンボルは、「Ｒ」の接頭辞を有し、桁の位が大きくなる順に０か
ら３までの番号が付される。
【０３８８】
　サイクリック位置コードワードは、（０，７，９，Ｅ１６）である。４ビットのシンボ
ルは、１６の可能な値を有するが、サイクリック位置コードワードは、４つの異なるシン
ボル値だけを使用することに留意されたい。復号中、未使用シンボル値は、もし検出され
た場合は、消失として扱われるべきである。軽量のビット誤りが、シンボル誤りではなく
、消失を引き起こす確率を最大化するため、シンボル値は、ハイパーキューブ上にできる
だけ均等に配置されるように選択される。
【０３８９】
　サイクリック位置コードの最小距離は４であり、したがって、その誤り訂正能力は、１
つまでの消失の存在では、１シンボルであり、２以上の消失の存在では、０シンボルであ
る。
【０３９０】
　向き表示サイクリック位置コードワードのレイアウトが、図１１に示されている。
【０３９１】
　局所コードワード
　タグは、そのタグに一意な情報をエンコードするのに使用される、１つの完全なコード
ワードを局所的に含む。そのコードワードは、パンクチャード２４進（１３，７）リード
－ソロモンコードに属する。したがって、タグは、そのタグに一意な最大２８ビットまで
の情報をエンコードする。
【０３９２】
　局所コードワードのレイアウトが、図１２に示されている。
【０３９３】
　分散コードワード
　タグはまた、タググループ内の４つの隣接タグにわたって分散され、１組の連続タグに
共通する情報をエンコードするのに使用される、４つのコードワードの断片も含む。各コ
ードワードは、パンクチャード２４進（１５，１１）リード－ソロモンコードに属する。
したがって、４つの隣接タグは一緒に、１組の連続タグに共通する最大１７６ビットまで
の情報をエンコードする。
【０３９４】
　タググループ内の４つの隣接タグにわたって分散された、４つの完全なコードワードの
レイアウトが、図１３に示されている。図１３のタググループ内の４つのタグの並びは、
図９の４つのタグの並びである。
【０３９５】
　図１４は、完全なタググループのレイアウトを示している。
【０３９６】
　リード－ソロモンエンコーディング
　局所コードワード
　局所コードワードは、パンクチャード２４進（１３，７）リード－ソロモンコードを使
用して、エンコードされる。このコードは、２８データビット（すなわち、７シンボル）
と、２４冗長ビット（すなわち、６シンボル）とを、各コードワード内にエンコードする
。その誤り検出能力は、６シンボルである。その誤り訂正能力は、３シンボルである。
【０３９７】
　図１５に示されるように、コードワード座標は、係数に対応する次数でインデックス付
けされ、データビットの並びが、コードワードビットの並びの後に続く。
【０３９８】



(56) JP 4728327 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

　このコードは、２つの冗長座標が除去された２４進（１５，７）リード－ソロモンコー
ドである。除去された座標は、最高位の冗長座標である。
【０３９９】
　このコードは、以下の原始多項式を有する。
【数１】

　このコードは、以下の生成多項式を有する。
【数２】

　分散コードワード
　分散コードワードは、２４進（１５，１１）リード－ソロモンコードを使用して、エン
コードされる。このコードは、４４データビット（すなわち、１１シンボル）と、１６冗
長ビット（すなわち、４シンボル）とを、各コードワード内にエンコードする。その誤り
検出能力は、４シンボルである。その誤り訂正能力は、２シンボルである。
【０４００】
　コードワード座標は、係数に対応する次数でインデックス付けされ、データビットの並
びが、コードワードビットの並びの後に続く。
【０４０１】
　このコードは、局所コードワードコードと同じ原始多項式を有する。
【０４０２】
　このコードは、以下の生成多項式を有する。
【数３】

　タグ座標空間
　タグ座標空間は、それぞれｘおよびｙと呼ばれる２つの直交軸を有する。ｘ軸の正方向
が右を指す場合、ｙ軸の正方向は下向きである。
【０４０３】
　表面コーディングは、特定のタグ付けされた表面上におけるタグ座標空間の原点の場所
を指定せず、その表面に関するタグ座標空間の向きも指定しない。この情報は、アプリケ
ーション固有である。例えば、タグ付けされた表面が１枚の紙である場合、その紙にタグ
を印刷するアプリケーションは、実際のオフセットおよび向きを記録することができ、こ
れらは、後にその表面に関連してキャプチャされるデジタルインクを正規化するために使
用されることができる。
【０４０４】
　タグ内にエンコードされる位置は、タグ単位で定義される。慣例では、この位置は、原
点に最も近いターゲットの中心の位置になるように取られる。
【０４０５】
　タグ情報内容
　フィールド定義
　表１は、表面コーディング内に埋め込まれる情報フィールドを定義する。表２は、これ
らのフィールドがコードワードにどのようにマッピングされるかを定義する。
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【表４】

　アクティブエリアは、その中ではキャプチャされた入力が解釈のため即時に対応するハ
イパーラベルサーバに転送されるエリアである。これはまた、入力が即時効果を有するこ
とを、ハイパーラベルサーバがユーザに通知することを可能にもする。サーバは正確な領
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域定義にアクセスするので、表面コーディング内のアクティブエリア表示は、包含的であ
る限り、正確でなくてもよい。
【０４０６】
　高位座標フィールドの幅は、０でない場合、対応するビット数だけ、署名フィールドの
幅を削減する。完全な座標は、高位座標フィールドを対応する座標フィールドの先頭に付
加することによって、計算される。
【表５】

　埋め込みデータ
　領域フラグ内の「領域は埋め込みデータを有する」フラグが設定されている場合、表面
コーディングは、埋め込みデータを含む。データは、複数の連続タグのデータフラグメン
トにエンコードされ、適当な回数だけ表面コーディング内で複製される。
【０４０７】
　埋め込みデータは、埋め込みデータを含む表面コーディングのランダムで部分的なスキ
ャンで十分にデータ全体を取り出すことができるような方法で、エンコードされる。スキ
ャンシステムは、取り出されたフラグメントからデータを組み立て直し、十分なフラグメ
ントが誤りなく取り出されたことをユーザに報告する。
【０４０８】
　表３に示されるように、２００ビットのデータブロックが、１６０ビットのデータをエ
ンコードする。ブロックデータは、５×５の正方形に配置された２５個のタグからなる連
続グループのデータフラグメント内にエンコードされる。タグは、タグの座標を５で除算
した値とその整数座標とが等しいブロックに属する。各ブロック内で、データは、ｙ座標
が増える中でｘ座標が増えるタグ内に配置される。
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【０４０９】
　データフラグメントは、アクティブエリアマップが存在する場合、ブロックから失われ
てもよい。しかし、喪失データフラグメントは、ブロックの別のコピーから回復可能であ
る可能性が高い。
【０４１０】
　任意サイズのデータは、長方形に配置されるブロックの連続する組からなるスーパーブ
ロック内にエンコードされる。スーパーブロックのサイズは、各ブロック内にエンコード
される。ブロックは、ブロックの座標をスーパーブロックのサイズで除算した値とその整
数座標とが等しいスーパーブロックに属する。各スーパーブロック内で、データは、ｙ座
標が増える中でｘ座標が増えるブロック内に配置される。
【０４１１】
　スーパーブロックは、表面コーディングの縁に沿うものを部分的に含み、適当な回数だ
け表面コーディング内で複製される。
【０４１２】
　スーパーブロック内にエンコードされたデータは、より正確なタイプ情報、より正確な
サイズ情報、ならびにより拡張された誤り検出および／または訂正データを含むことがで
きる。
【表６】

　例えば、製品情報などのテキスト、イメージ、オーディオ、ビデオデータ、アプリケー
ションデータ、連絡先データ、名刺データ、および住所氏名録データを含む、任意の形式
の埋め込みデータが使用され得ることは理解されよう。
【０４１３】
　領域署名
　領域フラグ内の「領域は署名を有する」フラグが設定されている場合、署名フィールド
は、最大幅３６ビットの署名を含む。署名は一般に、セキュアなデータベース内の領域Ｉ
Ｄに関連付けられた乱数である。署名は理想的には、量子過程などの真にランダムな過程
を使用して、またはランダム事象からランダム性を取り出すことによって、生成される。
【０４１４】
　オンライン環境では、署名は、セキュアなデータベースにアクセスするサーバに問い合
わせることによって、領域ＩＤとの関連で検証されることができる。
【０４１５】
　領域フラグ内の「領域は埋め込みデータを有する」フラグと、「埋め込みデータは署名
である」フラグとが設定されている場合、表面コーディングは、領域ＩＤの１６０ビット
の暗号化署名を含む。署名は、１ブロックのスーパーブロック内にエンコードされる。
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【０４１６】
　オンライン環境では、完全な署名または対応する私有鍵についての知識を有するサーバ
に問い合わせることによって署名を検証するために、任意の数の署名断片が、領域ＩＤお
よび任意選択でランダム署名と併せて使用されることができる。
【０４１７】
　オフライン（またはオンライン）環境では、完全な署名は、複数のタグを読み取ること
によって、回復されることができ、その後、対応する公開署名鍵を使用して、検証される
ことができる。
【０４１８】
　署名検査は、以下でより詳しく説明される。
【０４１９】
　ＭＩＭＥデータ
　埋め込みデータが「ＭＩＭＥ」である場合、スーパーブロックは、ＲＦＣ２０４５（Ｆ
ｒｅｅｄ，Ｎ．、およびＮ．Ｂｏｒｅｎｓｔｅｉｎ、「Ｍｕｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｍａｉｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ（ＭＩＭＥ）－Ｐａｒｔ　Ｏｎｅ：Ｆｏ
ｒｍａｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｏｄｉｅｓ」、ＲＦＣ２０４５
、１９９６年１１月）、ＲＦＣ２０４６（Ｆｒｅｅｄ，Ｎ．、およびＮ．Ｂｏｒｅｎｓｔ
ｅｉｎ、「Ｍｕｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍａｉｌ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏ
ｎｓ（ＭＩＭＥ）－Ｐａｒｔ　Ｔｗｏ：Ｍｅｄｉａ　Ｔｙｐｅｓ」、ＲＦＣ２０４６、１
９９６年１１月）、および関連ＲＦＣに従った、多目的インターネットメール拡張（ＭＩ
ＭＥ）データを含む。ＭＩＭＥデータは、ヘッダと、それに続くボディとからなる。ヘッ
ダは、８ビットのストリング長が先頭に付された、可変長テキストストリングとしてエン
コードされる。ボディは、ビッグエンディアンフォーマットの１６ビットのサイズが先頭
に付された、可変長のタイプ固有のオクテットストリームとしてエンコードされる。
【０４２０】
　ＲＦＣ２０４６で説明されている基本的なトップレベルのメディアタイプは、テキスト
、イメージ、オーディオ、ビデオ、およびアプリケーションを含む。
【０４２１】
　ＲＦＣ２４２５（Ｈｏｗｅｓ，Ｔ．、Ｍ．Ｓｍｉｔｈ、およびＦ．Ｄａｗｓｏｎ、「Ａ
　ＭＩＭＥ　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｔｙｐｅ　ｆｏｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ」、ＲＦＣ２０４５、１９９８年９月）、およびＲＦＣ２４２６（Ｄａｗｓｏｎ
，Ｆ．、およびＴ．Ｈｏｗｅｓ、「ｖＣａｒｄ　ＭＩＭＥ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｐｒｏ
ｆｉｌｅ」、ＲＦＣ２０４６、１９９８年９月）は、例えば、名刺に現れることがある連
絡先情報のエンコードに適した住所氏名録情報のためのテキストサブタイプについて説明
している。
【０４２２】
　コード化および印刷の考察
　プリントエンジンコントローラ（ＰＥＣ：Ｐｒｉｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｒ）（これは、第０９／５７５，１０８号、第１０／７２７，１６２号、第０９／５
７５，１１０号、第０９／６０７，９８５号、第６，３９８，３３２号、第６，３９４，
５７３号、第６，６２２，９２３号を含む、複数の係属中の米国特許出願の主題である）
は、２つの固定（ページ当たり）２４進（１５，７）リード－ソロモンコードワードと、
４つの可変（タグ当たり）２４進（１５，７）リード－ソロモンコードワードとをサポー
トするが、異なる方式では、その他の数のコードワードが使用されることができる。
【０４２３】
　さらに、ＰＥＣは、そのレイアウトは一定（ページ当たり）であるが、その可変コード
ワードデータは１つのユニットセルと次のユニットセルとでは異なり得る、長方形のユニ
ットセルを介して、タグの描画をサポートする。ＰＥＣは、ユニットセルが、ページ移動
の方向で重なり合うことを許容しない。
【０４２４】
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　ＰＥＣと互換性のあるユニットセルは、４つのタグからなる単一のタググループを含む
。タググループは、タググループで一意であるが、タググループ内で４回複製される、単
一のＡコードワードと、４つの一意なＢコードワードとを含む。これらは、ＰＥＣがサポ
ートする６つの可変コードワードのうちの５つを使用して、エンコードされることができ
る。タググループはまた、８つのＣおよびＤコードワードも含む。これらのうちの１つは
、ＰＥＣの可変コードワードの残りの１つを使用して、エンコードされることができ、さ
らに２つは、ＰＥＣの２つの固定コードワードを使用して、エンコードされることができ
、残りの５つは、エンコードされ、ＰＥＣに供給されるタグフォーマット構造（ＴＦＳ：
Ｔａｇ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）の中に事前描画される。
【０４２５】
　ＰＥＣは、ＴＦＳ行当たり３２の一意ビットアドレスという制限を課す。ユニットセル
の内容は、この制限に従う。ＰＥＣはまた、ＴＦＳの幅に３８４という制限を課す。ユニ
ットセルの内容は、この制限に従う。
【０４２６】
　穏当なページサイズの場合、Ａコードワード内の可変座標ビットの数はあまり多くなく
、検索表を介したエンコーディングを扱いやすくすることに留意されたい。検索表を介し
たＢコードワードのエンコーディングも、可能にすることができる。リード－ソロモンコ
ードは系統的であるので、冗長データだけが検索表に現れればよいことに留意されたい。
【０４２７】
　イメージングおよび復号についての考察
　タグ全体の捕捉を保証するのに必要な最小撮像視野は、３９．６ｓ、すなわち

【数４】

の直径を有し、表面コーディングと視野の間の任意のアラインメントを可能にする。１４
３μｍのマクロドット間隔が与えられた場合、これは、５．７ｍｍの必要視野を与える。
【０４２８】
　表４は、イメージセンサのサイズを１２８ピクセルと仮定した場合に、本発明の表面コ
ーディングのために達成可能な、異なるサンプリングレート別のピッチ範囲を与えている
。
【表７】

　上記の表面コーディングの場合、復号手順は、以下のようになる。
・完全なタグのターゲットを発見する。
・ターゲットから透視変換を推定する。
・サイクリック位置コードをサンプリングする。
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・サイクリック位置コードを復号する。
・サイクリック位置コードから向きを決定する。
・局所リード－ソロモンコードワードをサンプリングし、復号する。
・タグｘ－ｙ位置を決定する。
・向きを確定されたターゲットから３Ｄタグ変換を推定する。
・タグｘ－ｙ位置および３Ｄ変換から、先端ｘ－ｙ位置を決定する。
・アクティブエリアマップを参照して、先端位置のアクティブエリアステータスを決定す
る。
・先端アクティブエリアステータスに基づいて、局所フィードバックを生成する。
・タグタイプを決定する。
・分散リード－ソロモンコードワードをサンプリングする（タグタイプに関連したモジュ
ロウィンドウアラインメント（ｍｏｄｕｌｏ　ｗｉｎｄｏｗ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ））。
・分散リード－ソロモンコードワードを復号する。
・タググループデータのＣＲＣを検査する。
・復号誤り時、不正領域ＩＤサンプルにフラグを立てる。
・エンコーディングタイプを決定し、未知のエンコーディングを拒絶する。
・領域フラグを決定する。
・領域ＩＤを決定する。
・領域ＩＤ、先端ｘ－ｙ位置、先端アクティブエリアステータスをデジタルインク内にエ
ンコードする。
・領域フラグに基づいて、デジタルインクを送り出す。
【０４２９】
　領域ＩＤの復号は、位置の復号と同じ速度で行われる必要はなく、コードワードの復号
は、そのコードワードが既知の正しいコードワードと同じであることが分かれば、回避さ
れることができる。
【０４３０】
　高位座標幅が非０である場合、低位ｘまたはｙ座標がそこでラップする（ｗｒａｐ）タ
グの間の境界について、特別の配慮が払われなければならず、さもなければ、コードワー
ド誤りが、導入されることがある。ラッピング（ｗｒａｐｐｉｎｇ）が低位ｘまたはｙ座
標から検出された（すなわち、低位座標が０のビットまたは１のビットしか含まない）場
合、対応する高位座標は、コードワードの復号の前に、調整されることができる。高位座
標に真のシンボル誤りが存在しない場合、これは、コードワード誤りの偶発的導入を防止
する。
【０４３１】
　代替タグ構成
　様々な異なるタグレイアウトおよびタグ構造が利用され得ることが理解されよう。
【０４３２】
　例えば、図９に示されたタググループは、タグが互いに回転していない図１６に示され
るタググループで置き換えられることができる。図１７は、物理的レベルで６回回転対称
を利用する配置を示しており、各ダイアモンド形が、それぞれのシンボルを表す。図１８
は、外周に沿ってシンボルの追加の帯を追加することによって、データ容量を増やすため
にタグが拡張された、タグの別形を示している。
【０４３３】
　これらの代替タグ構成の使用は、関連エンコーディングについての考察を含めて、同時
係属中の特許出願第［ＨＹＧ、ＨＹＴの場合の整理番号をここに含める］号により詳細に
説明されており、それらの内容は、相互参照により本明細書に組み込まれる。
【０４３４】
　セキュリティの説明
　上で説明されたように、認証は、データとそのデータの署名の間の対応を検査すること
に依存する。署名を偽造することが難しくなればなるほど、署名ベースの認証の信頼性は



(63) JP 4728327 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

大きくなる。
【０４３５】
　アイテムＩＤは一意であり、したがって、署名の基礎を提供する。オンライン認証アク
セスが仮定される場合、署名は単純に、信用のあるオンラインオーセンティケータからア
クセス可能な認証データベース内のアイテムＩＤに関連付けられた乱数とすることができ
る。乱数は、決定論的（擬似ランダム）アルゴリズム、または確率論的物理過程などを介
する、任意の適切な方法によって、生成されることができる。鍵付きハッシュまたは暗号
化ハッシュは、認証データベース内に追加の空間を必要としないので、乱数よりも好まし
いことがある。しかし、鍵付き署名と同じ長さのランダム署名は、鍵攻撃を受けることが
ないので、鍵付き署名よりもセキュアである。同じことだが、より短いランダム署名は、
より長い鍵付き署名と同じセキュリティを与える。
【０４３６】
　極限ケースでは、データベース内におけるアイテムＩＤの単なる存在が確実性を示すの
で、署名は実際には必要とされない。しかし、署名の使用は、偽造者が、実際に見たこと
のあるアイテムを偽造することを制限する。
【０４３７】
　見えないＩＤのための署名の偽造を防止するため、署名は、オンラインオーセンティケ
ータへの反復アクセスを介した網羅的探索を手に負えないものにするほど十分に大きくな
ければならない。署名が、ランダムにではなく、鍵を使用して生成される場合、その長さ
も、偽造者が、既知のＩＤ－署名ペアから鍵を推論することを防止できるほど十分に長く
なければならない。数百ビットの署名は、私有鍵を使用して生成されても、秘密鍵を使用
して生成されても、セキュアと考えられる。
【０４３８】
　署名により多くのスペースを提供するためにＩＤの長さが短縮される場合は特に、適度
にセキュアなランダム署名をタグ（または局所タググループ）内に含めることは実際的で
あり得るが、セキュアなＩＤ導出署名をタグ内に含めることは実際的でないことがある。
セキュアなＩＤ導出署名をサポートするため、代わりに、署名の断片を複数のタグにわた
って分散させることができる。各断片が孤立してＩＤに対して検査されることができる場
合、感知デバイスの視野を広げることなく認証をサポートするという目標が達成される。
偽造者は、ユーザがどの断片をランダムに選択して検査するかを予測できないので、署名
のセキュリティは、依然として、断片の長さからよりも、署名の全長から導き出される。
信用のあるオーセンティケータは、鍵および／または完全な保存署名にアクセスするので
、常に断片検査を実行することができ、そのため、信用のあるオーセンティケータへのオ
ンラインアクセスが利用可能なときは、断片検査が常に可能である。
【０４３９】
　断片検査は、個々の断片への暴力的攻撃を防止することを必要とし、さもなければ、偽
造者は、各断片を順番に攻撃することによって、署名全体を決定することができる。暴力
的攻撃は、ＩＤごとにオーセンティケータを制限することによって防止されることができ
る。しかし、断片が短い場合、極端な制限が必要とされる。オーセンティケータを制限す
ることの代替として、オーセンティケータは、代わりに、与えられた断片番号の検査要求
にそれが問題なく応答する、検査要求の数に限界を課すことができる。利用可能な多くの
断片が存在し、ユーザによって選択される実際の断片は様々であることができるので、限
界が非常に小さなものにされても、通常のユーザが、与えられた断片に関して、それを使
い果たす可能性は低い。限界が１であっても、実際的であることができる。より一般には
、限界は、断片のサイズに比例すべきであり、すなわち、断片が小さくなればなるほど、
限界も小さくなる。したがって、ユーザの体験は、断片サイズによらずだいたい変わりが
ない。制限することも、断片検査限界を課すことも、オーセンティケータへの要求の直列
化を意味する。断片検査限界を課すことはさらに、断片ごとの満たされた検査要求数を維
持するようにオーセンティケータに要求する。
【０４４０】
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　暴力的攻撃はまた、断片をタグ内にエンコードされたランダム署名と連結することによ
っても、防止されることができる。ランダム署名は、断片を保護すると考えることができ
るが、断片も、ランダム署名の長さを単純に増やし、その結果、署名のセキュリティを高
めると考えることができる。
【０４４１】
　断片検査は、同時に最小数の断片の検査を要求することによって、よりセキュアにされ
ることができる。
【０４４２】
　断片検査は、断片の識別を必要とする。断片は、明示的に付番されることができ、また
はタグの連続タイリングにわたる署名の反復を法としたタグの２次元座標によってより経
済的に識別されることができる。
【０４４３】
　ＩＤ自体の限界のある長さが、さらなる脆弱性を導入する。理想的には、ＩＤは、少な
くとも数百ビットであるべきである。Ｎｅｔｐａｇｅ表面コーディング方式では、ＩＤは
、９６ビット以下である。これを克服するため、ＩＤは、パディングされることができる
。これが効果的であるためには、パディングは、可変でなければならず、すなわち、パデ
ィングは、１つのＩＤと次のＩＤとで異なるものでなければならない。理想的には、パデ
ィングは、単なる乱数であり、ＩＤによってインデックス付けされて、認証データベース
内に保存されなければならない。パディングがＩＤから決定論的に生成される場合、それ
は役に立たない。
【０４４４】
　秘密鍵署名のオフライン認証は、信用のあるオフライン認証デバイスの使用を必要とす
る。ＱＡチップ（これは、第０９／１１２，７６３号、第０９／１１２，７６２号、第０
９／１１２，７３７号、第０９／１１２，７６１号、第０９／１１３，２２３号を含む、
複数の係属中の米国特許出願の主題である）は、容量は制限されるが、そのようなデバイ
スの基礎を提供する。ＱＡチップは、その内部メモリ内にセキュアに保持された秘密鍵を
使用して署名を検査するようにプログラムされることができる。しかし、このシナリオで
は、ＩＤごとのパディングをサポートすることは現実的ではなく、ごく少数より多くの秘
密鍵をサポートすることすら現実的ではない。さらに、この方法でプログラムされたＱＡ
チップは、選択文書攻撃を受けやすい。これらの制約は、ニッチアプリケーションに対す
るＱＡチップベースの信用のあるオフライン認証デバイスの適用性を制限する。
【０４４５】
　一般に、特定の信用のあるオフライン認証デバイスの主張されるセキュリティにも関わ
らず、セキュアなアイテムの作成者は、そのようなデバイスに自らの秘密署名鍵を委ねた
がらない傾向が強く、これが再び、ニッチアプリケーションに対するそのようなデバイス
の適用性を制限する可能性がある。
【０４４６】
　対照的に、（対応する私有鍵を使用して生成される）公開鍵署名のオフライン認証は、
高い実用性がある。公開鍵を利用するオフライン認証デバイスは、自明的に任意の数の公
開鍵を保持することができ、それが対応する公開署名鍵をもたないことを知っているＩＤ
に遭遇した場合、要求に応じて、一時的なオンライン接続を介して追加の公開鍵を取り出
すように設計されることができる。信用のないオフライン認証は、私有署名鍵の排他的制
御を保持することができるので、セキュアなアイテムの大多数の作成者にとって魅力的で
ある可能性が高い。
【０４４７】
　公開鍵署名のオフライン認証の難点は、コーディングから署名全体が獲得されなければ
ならず、最小視野により認証をサポートするという望みに反することである。公開鍵署名
のオフライン認証の対応する利点は、公開署名鍵を使用した署名の暗号解除が、ＩＤとそ
のパディングを生成するので、ＩＤパディングへのアクセスがもはや必要とされず、パデ
ィングが無視され得ることである。オンライン認証時にはパディングは無視されないので



(65) JP 4728327 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

、偽造者は、オフライン認証時にパディングが無視されるという事実を利用することがで
きない。
【０４４８】
　分散署名全体の獲得は、特に厄介ではない。ハンドヘルド感知デバイスをコード化表面
上でランダムまたは直線的に動かすことで、感知デバイスは、署名のすべての断片を素早
く獲得することが可能である。感知デバイスは、断片の完全な組を獲得し、認証を完了し
た場合、ユーザに通知するように容易にプログラムされることができる。スキャンレーザ
も、署名のすべての断片を容易に獲得することができる。両方の種類のデバイスは、タグ
が署名の存在を示すときだけ認証を実行するようにプログラムされることができる。
【０４４９】
　公開鍵署名は、ランダムに生成された場合でも、秘密鍵を使用して生成された場合でも
、任意の署名と同じ方法で、その断片のどれかによってオンラインで認証され得ることに
留意されたい。信用のあるオンラインオーセンティケータは、私有鍵とＩＤパディングと
を使用して、要求に応じて署名を生成することができ、または認証データベース内に明示
的に署名を保存することができる。後者のアプローチは、ＩＤパディングを保存する必要
を取り除く。
【０４５０】
　署名ベースの認証は、信用のあるオーセンティケータへのアクセスが利用可能なときで
あっても、断片ベースの認証の代わりに使用され得ることにも留意されたい。
【０４５１】
　表５は、上記の説明に鑑みてどの署名方式が実用的であるかについての概要を提供する
。
【表８】

　セキュリティ仕様
　図１９は、アイテム署名オブジェクトモデルの一例を示している。
【０４５２】
　アイテムは、ＩＤ（Ｘ）と、その他の詳細（図示されず）とを有する。アイテムは、任
意選択で、秘密署名（Ｚ）を有する。アイテムは、任意選択で、公開鍵署名も有する。公
開鍵署名は、署名（Ｓ）を明示的に記録し、および／または署名を生成するためにＩＤと
併せて使用されるパディング（Ｐ）を記録する。公開鍵署名は、関連する公開－私有鍵ペ
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ア（Ｋ，Ｌ）を有する。鍵ペアは、アイテムＩＤの１つまたは複数の範囲に関連付けられ
る。
【０４５３】
　一般に、セキュリティ文書および医薬品の発行者は、ある範囲の文書などを識別するた
めに、ある範囲のＩＤを利用する。これを受けて、発行者は、次に、これらの詳細を使用
して、各アイテムまたはマーク付けされる文書のためのそれぞれのＩＤを生成する。
【０４５４】
　製品の認証は、その後、タグ内にエンコードされたタグデータを感知し、複数の異なる
メカニズムを状況に応じて使用して認証を実行することによって、オンラインまたはオフ
ラインで実行されることができる。
【０４５５】
　含まれるプロセスの例が、それぞれ公開鍵および私有鍵暗号化ごとに今から説明される
。
【０４５６】
　公開鍵署名に基づく認証
　ＩＤ範囲ごとのセットアップ
・公開－私有署名鍵ペア（Ｋ，Ｌ）を生成する。
・ＩＤ範囲によってインデックス付けされた鍵ペア（Ｋ，Ｌ）を保存する。
【０４５７】
　ＩＤごとのセットアップ
・ＩＤパディング（Ｐ）を生成する。
・ＩＤ（Ｘ）によって私有署名鍵（Ｌ）を取り出す。
・私有鍵（Ｌ）を使用してＩＤ（Ｘ）およびパディング（Ｐ）を暗号化することによって
署名（Ｓ）を生成する。
【数５】

・署名（Ｓ）をＩＤ（Ｘ）によってインデックス付けしてデータベースに保存する（およ
び／またはパディング（Ｐ）を保存する）。
・すべてのタググループ内にＩＤ（Ｘ）をエンコードする。
・反復方式で複数のタグにわたる署名（Ｓ）をエンコードする。
【０４５８】
　オンライン断片ベース認証（ユーザ）
・タグからＩＤ（Ｘ）を獲得する。
・タグから位置（ｘ，ｙ）ｉおよび署名断片（Ｔｉ）を獲得する。
・位置（ｘ，ｙ）ｉから断片番号（ｉ）を生成する。
【数６】

・ＩＤ（Ｘ）によって信用のあるオーセンティケータを検索する。
・ＩＤ（Ｘ）、断片（Ｓｉ）、および断片番号（ｉ）を信用のあるオーセンティケータに
送信する。
【０４５９】
　オンライン断片ベース認証（信用のあるオーセンティケータ）
・ＩＤ（Ｘ）、断片（Ｓｉ）、および断片番号（ｉ）をユーザから受信する。
・ＩＤ（Ｘ）よってデータベースから署名（Ｓ）を取り出す（または署名を再生成する）
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。
・受信断片（Ｔｉ）を対応する署名の断片（Ｓｉ）と比較する。
・認証結果をユーザに報告する。
【０４６０】
　オンライン署名ベース認証（ユーザ）
・タグからＩＤ（Ｘ）を獲得する。
・タグから位置（ｘ，ｙ）ｉおよび署名断片（Ｔｉ）を獲得する。
・位置（ｘ，ｙ）ｉから断片番号（ｉ）を生成する。
【数７】

・（ｎ）個の断片から署名（Ｓ）を生成する。
・ＩＤ（Ｘ）によって公開署名鍵（Ｋ）を取り出す。
・公開鍵（Ｋ）によって署名（Ｓ）を暗号解除して、ＩＤ（Ｘ’）およびパディング（Ｐ
’）を取得する。

【数８】

・獲得したＩＤ（Ｘ）を暗号解除したＩＤ（Ｘ’）と比較する。
・認証結果をユーザに報告する。
【０４６１】
　秘密鍵署名に基づく認証
　ＩＤごとのセットアップ
・秘密（Ｚ）を生成する。
・秘密（Ｚ）をＩＤ（Ｘ）によってインデックス付けしてデータベースに保存する。
・すべてのタググループ内にＩＤ（Ｘ）および秘密（Ｚ）をエンコードする。
【０４６２】
　オンライン秘密ベース認証（ユーザ）
・タグからＩＤ（Ｘ）を獲得する。
・タグから秘密（Ｚ’）を獲得する。
・ＩＤによって信用のあるオーセンティケータを検索する。
・ＩＤ（Ｘ）および秘密（Ｚ’）を信用のあるオーセンティケータに送信する。
【０４６３】
　オンライン秘密ベース認証（信用のあるオーセンティケータ）
・ＩＤ（Ｘ）および秘密（Ｚ’）をユーザから受信する。
・ＩＤ（Ｘ）データベースから秘密（Ｚ）を取り出す。
・受信秘密（Ｚ’）を秘密（Ｚ）と比較する。
・認証結果をユーザに報告する。
【０４６４】
　先に説明されたように、秘密ベースの認証は、断片ベースの認証と併せて使用されるこ
とができる。
【０４６５】
　暗号法アルゴリズム
　公開鍵署名がオフラインで認証される場合、ユーザの認証デバイスは一般に、署名が最
初に生成されるときに使用されるパディングにアクセスしない。したがって、署名検査ス
テップは、認証デバイスが、署名内のＩＤをタグから獲得された署名と比較することが可
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能なように、署名を暗号解除しなければならない。これは、標準デジタル署名アルゴリズ
ム、米国商務省／米国標準技術局、デジタル署名標準（ＤＳＳ）、ＦＩＰＳ　１８６～２
、２０００年１月２７日など、署名を暗号解除することによって署名検査ステップを実行
しないアルゴリズムの使用を妨げる。
【０４６６】
　ＲＳＡ暗号化は、
・Ｒｉｖｅｓｔ，Ｒ．Ｌ．、Ａ．Ｓｈａｍｉｒ、およびＬ．Ａｄｌｅｍａｎ，「Ａ　Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｏｂｔａｉｎｉｎｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓ　ａｎ
ｄ　Ｐｕｂｌｉｃ－Ｋｅｙ　Ｃｒｙｐｔｏｓｙｓｔｅｍｓ」、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＡＣＭ、Ｖｏｌ．２１、Ｎｏ．２、１９７８年２月、１２０～１２
６ページ
・Ｒｉｖｅｓｔ，Ｒ．Ｌ．、Ａ．Ｓｈａｍｉｒ、およびＬ．Ｍ．Ａｄｌｅｍａｎ、「Ｃｒ
ｙｐｔｏｇｒａｐｈｉｃ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅ
ｔｈｏｄ」、米国特許第４，４０５，８２９号、１９８３年９月２０日発行
・ＲＳＡ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、ＰＫＣＳ　＃１　ｖ２．０：ＲＳＡ　Ｅｎｃｒｙ
ｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ、１９９８年１０月１日
で説明されている。
【０４６７】
　ＲＳＡは、署名を暗号解除する適切な公開鍵デジタル署名アルゴリズムを提供する。Ｒ
ＳＡは、ＡＮＳＩ　Ｘ９．３１　デジタル署名標準、米国規格協会、ＡＮＳＩ　Ｘ９．３
１－１９９８、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒｅｖｅｒｓｉｂ
ｌｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｋｅｙ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｆｉｎａｎ
ｃｉａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（ｒＤＳＡ）、１９９８年９月８日に基
礎を提供する。公開鍵署名アルゴリズムは、パディングが使用されない場合、使用される
ことができる。
【０４６８】
　ハイパーラベル表面コーディング方式では、ＩＤは、９６ビット以下の長さである。Ｉ
Ｄは、署名される前に、１６０ビットになるようにパディングされる。
【０４６９】
　パディングは、理想的には、量子過程［１４，１５］などの真のランダム過程を使用し
て、またはランダム事象からランダム性を取り出すことによって、生成される、Ｓｃｈｎ
ｅｉｅｒ，Ｂ．、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ　１９９６年。
【０４７０】
　ハイパーラベル表面コーディング方式では、ランダム署名または秘密は、３６ビット以
下の長さである。これも理想的には、真のランダム過程を使用して、生成される。
【０４７１】
　セキュリティタグ付けおよび追跡
　通貨、小切手、およびその他の貨幣文書は、通貨偽造を検出するため、および資金洗浄
に対抗するため、タグ付けされることができる。ハイパーラベルタグ付け通貨は、貨幣シ
ステム全体にわたって、検証され、追跡されることができる。医薬品などのハイパーラベ
ルタグ付け製品は、タグ付けされて、アイテムが、流通および小売りシステム全体にわた
って、検証され、追跡されることを可能にする。
【０４７２】
　ハイパーラベルタグ付けおよび追跡の概念の複数の例は、特に銀行券および医薬品に言
及するが、ハイパーラベルタグ付けは、例えば、トラベラーズチェック、要求払い預金、
パスポート、化学薬品など、その他の製品をセキュアにタグ付けし、追跡するためにも等
しく使用されることができる。
【０４７３】
　Ｎｅｔｐａｇｅシステムを用いたハイパーラベルタグ付けは、オブジェクトをセキュア
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に検証し、追跡するためのメカニズムを提供する。
【０４７４】
　オブジェクトの表面上のハイパーラベルタグは、そのオブジェクトを一意に識別する。
各ハイパーラベルタグは、オブジェクトの一意ＩＤ、ハイパーラベルタグ付け表面におけ
るタグの場所を始めとする情報を含む。ハイパーラベルタグは、オブジェクトを認証する
のに使用され得る署名断片も含む。スキャンレーザまたはイメージセンサは、オブジェク
トを識別し、オブジェクトを認証し、オブジェクトの追跡を可能にするために、そのオブ
ジェクトの任意の部分にあるタグを読み取ることができる。
【０４７５】
　医薬品のタグ付け
　医薬品の保護の一例が、銀行券など通貨の特別な保護に関連して、今から説明されるが
、その技法は、任意のセキュリティ文書にも適用され得ることを理解されたい。
【０４７６】
　ハイパーラベルタグは、医薬品パッケージングの表面全体にわたって、またはパッケー
ジングのより狭いエリアだけに、印刷されることができる。ハイパーラベル医薬品タグは
、個々のアイテムを一意に識別するため、アイテムの製品ＩＤと、シリアル番号とを含む
。製品ＩＤは、アイテムの全米医薬品コード（ＮＤＣ：Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｒｕｇ　Ｃ
ｏｄｅ）番号を識別する。ＮＤＣ番号は、薬および薬関連アイテムに対してＦＤＡ（米国
食品医薬品局）によって割り当てられ、管理され、製品および製造元を識別する。代替と
して、タグは、欧州国際商品番号（ＥＡＮ：Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｎｕｍｂｅｒｉｎｇ）コードまたはＥＰＣなど、別の製品ＩＤコ
ードを含むこともできる。
【０４７７】
　この例では、各六角形ハイパーラベル通貨タグは、差し渡し約２．５ｍｍであり、赤外
線インクで印刷されたドットの形態で、様々なデータを含む。医薬品パッケージングに含
まれるタグの一例が、図２０に示されている。
【０４７８】
　タグはまた、
・位置合わせマーク（これらは上記のイメージ内のより大きなドットである）、
・タグが、別の商用ハイパーラベルまたはハイパーラベルタグではなく、医薬品タグであ
ることを示すコード、
・パッケージングに沿ったどこにタグがあるかを指定する水平位置コード、
・パッケージングを横切るどこにタグがある場所を指定する垂直位置コード、
・暗号署名、
・誤り検出および訂正ビット
を含むことができる。
【０４７９】
　各タグは一意である。すなわち、かつてパッケージングまたはその他の文書に印刷され
たすべてのタグの中で、２つの有効なタグが同じであることは決してない。タグは、様々
な検証デバイスに組み込まれ得る低コストのスキャナを用いて容易に読み取られるように
設計される。
【０４８０】
　医薬品ＩＤは、スキャナによって読み取られることができ、アイテムのロット番号およ
び有効期限の詳細を検索するために使用されることができる。代替として、ロット番号お
よび有効期限は、スキャナによるこれらの情報のオフライン取得を可能にするため、医薬
品タグ内に含まれることができる。医薬品ＩＤは、投薬量および管理情報、薬物相互作用
、用心、禁忌、製品警告、欠陥品回収情報、製造場所など、詳細にアクセスするためにも
使用されることができる。
【０４８１】
　ハイパーラベル通貨タグは、任意のハイパーラベルスキャナによって読み取られること
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ができる。これらのスキャナは、以下でより詳しく説明されるような認証および追跡を容
易にするため、様々なデバイスに組み込まれることができる。
【０４８２】
　追跡
　追跡およびアイテム検証のため、製造業者または中央当局は、すべてのアイテムの所在
位置およびステータスを追跡するデータベースを維持する。
【０４８３】
　医薬品アイテムはスキャンされるたび、その所在位置が記録される。この所在位置情報
は、中央データベースに収集されて、異常な製品移動の分析および識別、ならびに偽造医
薬品の検出を可能にすることができる。
【０４８４】
　これは、犯罪行動についての非常に正確な情報の生成、およびサプライチェーン内の多
くの場所または流通における、盗まれた医薬品または偽造医薬品の所在位置のリアルタイ
ム検出を可能にする。例えば、ハイパーラベルドットパターンが正確に複製された巧妙な
偽造の場合、正確に偽造された医薬品アイテムの複数のコピー（少なくとも、オリジナル
と偽造品）が存在する。複数の同じ医薬品アイテムが同時に異なる場所に現れた場合、医
薬品アイテムの１つを除くすべてが、偽造品でなければならない。その場合、すべてが疑
わしいオブジェクトとして扱われることができる。
【０４８５】
　したがって、医薬品アイテムに関する取引が実行される場合、一般的なプロセスは、以
下のようになる。
・取引が合意される。
・取引に関して通貨が提供される。
・医薬品アイテムが適切な感知デバイスを使用してスキャンされる。
・感知デバイスが少なくとも１つのタグを感知し、所定のデータを生成する。
・所定のデータが中央政府のデータベースに転送される。
【０４８６】
　これに関して、以下の所定のデータが、スキャナから中央政府の通貨データベースに自
動的に送信される。
・医薬品アイテムの一意識別子。
・医薬品アイテムの種類。
・有効性データ。
・スキャナのシリアル番号。
・スキャンの時刻および日付。
・スキャンが行われた時刻におけるスキャナの物理的所在位置（固定スキャナの場合、こ
れは自動的であり、移動スキャナの場合、物理的所在位置はＧＰＳ追跡装置を使用して決
定される）。
・スキャナのネットワークロケーション。
・報告可能取引を行った人の識別情報。
【０４８７】
　したがって、ハイパーラベルテクノロジは、製造されたすべての医薬品アイテムの履歴
を含むデータベースを構築することが可能であり、流通および消費者による使用のあらゆ
る段階で、それらが追跡されることを可能にする。収集されたデータは、受信された検証
データに基づいて、フローマップを作成するために使用されることができ、その存在が、
医薬品アイテム偽造と戦うための強力な道具を法執行機関に提供する。
【０４８８】
　また、関連する膨大な数－１日当たり数億の取引が存在する。これらは、従来の分散ト
ランザクション処理システムの能力の範囲内にある。しかし、ハイパーラベル通貨システ
ムは、ディスクドライブの代わりに半導体メモリ内でトランザクションを実行する新世代
データベースシステムを使用することによって、著しく低コストで実施されることができ
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る。これらのトランザクションは、その語、バックグラウンドの「バックアップ」タスク
として、ディスクに継続的にストリーム転送されることができる。そのようなシステムは
、ハイパーラベルベースの通貨追跡システムが出現して実行可能な選択となる時までに、
十分に成熟している可能性が高い。
【０４８９】
　基本的な追跡および検証機能の他に、データベースシステムは、以下の追加機能を有す
ることができる。
・システム内における異常な医薬品アイテム移動パターンの表示。
・医薬品アイテム需要予測の提供。
・偽造者を見つけ出し起訴するために使用され得るデータマイニング機能。
・ニューラルネットワークベースの不正検出。
・地理的傾向識別。
【０４９０】
　中央データベースは、有効オブジェクトＩＤ、（すべての疑わしいオブジェクトＩＤの
ための）オブジェクトＩＤホットリスト、およびオブジェクトＩＤに対応する公開鍵のリ
ストに関する最新情報を維持する。中央サーバは、オブジェクトの移動を追跡するため、
オブジェクトスキャン履歴も維持する。オブジェクトがスキャンされるたび、タイムスタ
ンプを押されたその所在位置が記録される。分かっていれば、オブジェクトの所有者につ
いての詳細も記録されることができる。この情報は、大きな取引の場合に特に、分かるこ
とがある。このオブジェクトスキャン履歴データは、例えば、医薬品の不法な輸入など、
不法な製品移動を検出するために使用されることができる。このデータは、製品偽造を示
し得る異常または疑わしい製品移動を検出するためにも使用されることができる。
【０４９１】
　あるオブジェクトが盗まれたことが分かった場合、そのオブジェクトは中央サーバ上の
オブジェクトＩＤホットリストに直ちに追加されることができる。このホットリストは、
すべてのオンラインスキャナに自動的に配布され（またはアクセス可能になり）、すべて
のオフラインスキャナに次回の更新時にダウンロードされる。このようにして、窃盗ステ
ータスが、膨大な数の小売店に自動的かつ速やかに広められる。同様に、あるオブジェク
トがその他の疑惑を受けている場合、そのオブジェクトをスキャンした人にそのステータ
スが伝達されるように、そのオブジェクトはホットリストに追加されることができる。
【０４９２】
　オンラインスキャナは、スキャン時に各オブジェクトＩＤを検査することが可能なよう
に、中央サーバに直ちにアクセスする。オブジェクトスキャン履歴は、オブジェクトがス
キャンされた時に、中央サーバでも更新される。
【０４９３】
　オフラインスキャナは、スキャンされたオブジェクトの検証を可能にするため、オブジ
ェクトステータスデータを内部的に保存する。オブジェクトステータスデータは、有効Ｉ
Ｄ範囲リスト、オブジェクトＩＤホットリスト、公開鍵リスト、およびオブジェクトスキ
ャン履歴を含む。オブジェクトがスキャンされるたび、その詳細がオブジェクトスキャン
履歴に記録される。スキャナが接続されるたび、オブジェクトステータスデータが、中央
サーバからダウンロードされ、オブジェクトスキャン履歴が、中央サーバにアップロード
される。
【０４９４】
　移動スキャナの所在位置は、スキャナがＧＰＳ装備であれば、スキャナによってアプリ
ケーションに提供されることができる。代替として、スキャナの所在位置は、スキャナが
それを介して通信するネットワークによって提供されることができる。
【０４９５】
　例えば、ハンドヘルドスキャナが移動電話ネットワークを使用する場合、スキャナの所
在位置は、移動電話ネットワークプロバイダによって提供されることができる。利用可能
な複数の位置決定テクノロジが存在する。その１つは、アシスト全地球測位システム（Ａ
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－ＧＰＳ：Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
である。これは、ＧＰＳ衛星から位置信号を受信する、ＧＰＳ装備のハンドセットを必要
とする。電話ネットワークは、最も近いセルサイトからハンドセット（このケースでは、
ハンドセットはスキャナでもある）の近似的な所在位置を知る。これに基づいて、ネット
ワークは、どのＧＰＳ衛星を位置計算で使用すべきかをハンドセットに伝える。ＧＰＳ装
備であるデバイスを必要としない別のテクノロジは、アップリンク到着時間差（Ｕ－ＴＤ
ＯＡ：Ｕｐｌｉｎｋ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）である
。これは、無線ハンドセット信号がネットワークのセルサイトに設置された複数の位置測
定ユニット（ＬＭＵ：Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）に到着す
るのに要する時間を比較することによって、三角測量の形態を使用して、無線ハンドセッ
トの所在位置を決定する。ハンドセットの所在位置は、その後、３つ（またはより多く）
の信号の到着時間差に基づいて計算される。
【０４９６】
　認証
　各オブジェクトＩＤは、署名を有する。ハイパーラベルタグ構造内の限界のある空間は
、完全な暗号化署名をタグ内に含むことを非現実的にするので、署名断片が、複数のタグ
にわたって分散される。より小さなランダム署名または秘密は、タグ内に含まれることが
できる。
【０４９７】
　オブジェクトＩＤの限界のある長さに起因する脆弱性を回避するため、オブジェクトＩ
Ｄは、理想的には乱数でパディングされる。パディングは、オブジェクトＩＤによってイ
ンデックス付けされて、認証データベースに保存される。認証データベースは、製造業者
によって管理されることができ、または第三者の信用のあるオーセンティケータによって
管理されることができる。
【０４９８】
　各ハイパーラベルタグは、署名断片を含み、各断片（または断片のサブセット）は、オ
ブジェクトＩＤに対して孤立して検査されることができる。偽造者は、ユーザがどの断片
をランダムに選択して検査するかを予測できないので、署名のセキュリティは、依然とし
て、断片の長さからよりも、署名の全長から導き出される。
【０４９９】
　断片検査は、断片の識別を必要とする。断片は、明示的に付番されることができ、また
はタグの連続タイリングにわたる署名の反復を法としたタグの２次元座標によって識別さ
れることができる。
【０５００】
　信用のあるオーセンティケータは、常に断片検査を実行することができ、そのため、断
片検査は、信用のあるオーセンティケータへのオンラインアクセスが利用可能な場合は常
に可能であることに留意されたい。
【０５０１】
　認証データベースの確立
　ＩＤの新しい範囲を割り当てる前に、いくつかのセットアップ作業が、認証データベー
スを確立するために必要とされる。
【０５０２】
　ＩＤの各範囲ごとに、公開－私有鍵ペアが生成され、その鍵ペアが、ＩＤ範囲によって
インデックス付けされて、認証データベース内に保存される。
【０５０３】
　範囲内の各オブジェクトＩＤごとに、以下のセットアップが必要とされる。
・ＩＤパディングを生成し、オブジェクトＩＤによってインデックス付けして認証データ
ベース内に保存する。
・オブジェクトＩＤによって私有署名鍵を取り出す。
・私有鍵を使用してオブジェクトＩＤおよびパディングを暗号化することによって署名を
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生成する。
・署名は、ＩＤ、パディング、および私有鍵を使用して再生成されることができるので、
署名をオブジェクトＩＤによってインデックス付けして認証データベースに保存する、お
よび／またはパディングを保存する。
・反復方式で複数のタグにわたる署名をエンコードする。
【０５０４】
　このデータは、ハイパーラベルタグのために必要とされ、したがって、ハイパーラベル
の印刷前または印刷時に、認証データベースが、確立されなければならない。
【０５０５】
　セキュリティ問題は、上でより詳しく説明された。
【０５０６】
　図２１は、ハイパーラベルタグを用いた医薬品パッケージングの印刷および配布を要約
している。医薬品はまた、流通においてスキャンされたときは常に、また破壊されたとき
にも、データベース内に記録される。
【０５０７】
　商用ハイパーラベルタグを印刷するためのテクノロジは市販されているが、認可された
製造業者だけが、製品に対応するコードを印刷することができる。これらのコードは、ハ
イパーラベルタグを印刷するために使用されるＭｅｍｊｅｔ（登録商標）プリンタに組み
込まれた集積回路（チップ）内に埋め込まれた、２０４８ビットのＲＳＡ暗号によって保
護されることができる。これは、私有および公開鍵を使用する非対称暗号法の非常にセキ
ュアな形態である。特定の通貨に関する私有鍵は、認可された国家安全保障局によっての
み保たれる。
【０５０８】
　オフライン公開鍵ベースの認証
　オフライン認証デバイスは、公開鍵署名を利用する。認証デバイスは、複数の公開鍵を
保持する。デバイスは、任意選択で、それが対応する公開署名鍵をもたないオブジェクト
ＩＤに遭遇した場合、要求に応じて、一時的なオンライン接続を介して追加の公開鍵を取
り出すことができる。
【０５０９】
　オフライン認証の場合、署名全体が必要とされる。認証デバイスは、ハイパーラベルタ
グ表面上で面に沿って動かされ、複数のタグが読み取られる。これから、オブジェクトＩ
Ｄ、ならびに複数の署名断片およびそれらの位置が獲得される。署名が、その後、これら
の署名断片から生成される。公開鍵が、オブジェクトＩＤを使用してスキャンデバイスか
ら検索される。署名は、その後、公開鍵を使用して暗号解除されて、オブジェクトＩＤお
よびパディングを与える。署名から取得されたオブジェクトＩＤが、ハイパーラベルタグ
内のオブジェクトＩＤと一致する場合、そのオブジェクトは本物と見なされる。
【０５１０】
　オフライン認証方法は、オーセンティケータの役割を果たす信用のあるオーセンティケ
ータを用いて、オンラインで使用されることもできる。
【０５１１】
　オンライン公開鍵ベースの認証
　オンライン認証デバイスは、オブジェクトの確実性を検査するため、信用のあるオーセ
ンティケータを使用する。オンライン認証の場合、単一のタグが、認証を実行するのに必
要とされるすべてであることができる。認証デバイスは、オブジェクトをスキャンし、１
つまたは複数のタグを捕捉する。これから、オブジェクトＩＤ、ならびに少なくとも１つ
の署名断片およびその位置が獲得される。断片番号が、断片位置から生成される。適切な
信用のあるオーセンティケータが、オブジェクトＩＤによって検索される。オブジェクト
ＩＤ、署名断片、および断片番号が、信用のあるオーセンティケータに送信される。
【０５１２】
　信用のあるオーセンティケータは、データを受信し、オブジェクトＩＤによって認証デ
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ータベースから署名を取り出す。この署名は供給された断片と比較され、認証結果がユー
ザに報告される。
【０５１３】
　オンライン秘密ベースの認証
　代替または追加として、ランダム署名または秘密が、各タグ（またはタググループ）に
含まれる場合、信用のあるオーセンティケータにアクセス可能な秘密のコピーを参照して
、これが検査されることができる。その場合、データベースセットアップは、各オブジェ
クトのために秘密を割り当てることと、オブジェクトＩＤによってインデックス付けして
認証データベースにそれを保存することとを含む。
【０５１４】
　認証デバイスは、オブジェクトをスキャンし、１つまたは複数のタグを捕捉する。これ
から、オブジェクトＩＤ、および秘密が獲得される。適切な信用のあるオーセンティケー
タが、オブジェクトＩＤによって検索される。オブジェクトＩＤ、および秘密が、信用の
あるオーセンティケータに送信される。
【０５１５】
　信用のあるオーセンティケータは、データを受信し、オブジェクトＩＤによって認証デ
ータベースから秘密を取り出す。この秘密は供給された秘密と比較され、認証結果がユー
ザに報告される。
【０５１６】
　秘密ベースの認証は、上でより詳しく説明されたオンライン断片ベースの認証と併せて
使用されることができる。
【０５１７】
　製品スキャン対話
　小売店での製品スキャンが、図２２に示されている。店舗のオペレータがハイパーラベ
ルタグ付け製品をスキャンすると、タグデータが、サービス端末に送信される（Ａ）。サ
ービス端末は、取引データを店舗サーバに送信する（Ｂ）。店舗サーバは、このデータを
小売店詳細と共に製造業者サーバに送信する（Ｃ）。ハイパーラベルサーバは、どの製造
業者サーバがメッセージを送信したかをオブジェクトＩＤから知る。その製造業者が信用
のあるオーセンティケータである場合、入力を受信すると、製造業者サーバがオブジェク
トを認証する。代替として、製造業者サーバは、オブジェクトＩＤおよび署名を検査する
ため、データを認証サーバに受け渡す（Ｄ）。認証サーバは、認証結果を製造業者サーバ
に返送する（Ｅ）。製造業者サーバは、（その有効ＩＤリストおよびホットリストと対比
して）オブジェクトＩＤのステータスを検査し、応答を店舗サーバに送信し（Ｆ）、店舗
サーバは、結果を店舗のサービス端末に返送する（Ｇ）。店舗サーバは、関連する認証サ
ーバと直接通信することもできる。
【０５１８】
　小売店におけるオンライン製品スキャンの対話詳細が、図２３に示されている。店舗の
オペレータが、ハイパーラベルタグ付け製品をスキャンする。スキャナは、スキャナＩＤ
と、タグデータとをサービス端末に送信する。サービス端末は、このデータを端末ＩＤお
よびスキャナ所在場所と共に店舗サーバに送信する。店舗サーバは、その後、要求を製造
業者サーバに送信し、製造業者サーバは、認証を（それ自体でまたは第三者の認証サーバ
を介して）実行し、オブジェクトステータスを決定する。応答が、その後、店舗サーバに
、さらにオペレータのサービス端末に返送される。
【０５１９】
　小売店におけるオフライン製品スキャンの対話詳細が、図２４に示されている。店舗の
オペレータが、ハイパーラベルタグ付け製品をスキャンする。スキャナは、スキャナＩＤ
と、複数のタグからのタグデータとをサービス端末に送信する。サービス端末は、このデ
ータを端末ＩＤおよびスキャナ所在場所と共に店舗サーバに送信する。店舗サーバは、そ
の後、セクション３．４．２で説明されたようなオフライン認証を実行し、キャッシュさ
れたホットリスト、有効オブジェクトＩＤ、および公開鍵リストによってオブジェクトス
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テータスを決定する。店舗サーバは、スキャン詳細を内部オブジェクトスキャン履歴に保
存する。応答が、その後、オペレータのサービス端末に返送される。
【０５２０】
　スキャナがハンドヘルド単独型スキャナである場合、オフライン製品スキャナの代替が
行われる。この場合、キャッシュされた認証データは、スキャナ自体の内部に保存され、
スキャナは、内部的に検証を実行する。オブジェクトスキャン履歴も、スキャナ自体の内
部にキャッシュされる。定期的に、スキャナは、中央データベースに接続し、オブジェク
トスキャン履歴をアップロードし、最新の公開鍵リスト、オブジェクトＩＤホットリスト
、および有効ＩＤ範囲リストをダウンロードする。この接続は、自動的で（ユーザから不
可視で）あることができ、または、例えば、スキャナがドッキングステーション／充電器
に置かれたときにユーザによって開始されることができる。
【０５２１】
　Ｎｅｔｐａｇｅペンを用いる製品スキャンが、図２５に示されている。ユーザがハイパ
ーラベルタグ付けアイテムをＮｅｔｐａｇｅペンでスキャンすると、入力が、ユーザのＮ
ｅｔｐａｇｅペンからＮｅｔｐａｇｅシステムに通常の方法で送信される（Ａ）。製品と
対話するのではなく製品をスキャンするため、ペンは特別の様態で置かれることができる
。これは、一般にワンショットモードであり、Ｎｅｔｐａｇｅ上に印刷された＜ｓｃａｎ
＞ボタン上をタップすることによって開始されることができる。代替として、ペンは、ユ
ーザ操作ボタンを有することができ、このボタンは、タップまたはスワイプ（ｓｗｉｐｅ
）中に押し下げられた場合、対話を通常の対話ではなく製品スキャンとして扱うようペン
に通達する。タグデータは、ペンからユーザのＮｅｔｐａｇｅベースのステーションに送
信される。Ｎｅｔｐａｇｅベースのステーションは、ユーザの移動電話またはＰＤＡであ
ることができ、またはＰＣなど他の何らかのＮｅｔｐａｇｅデバイスであることができる
。入力は、ハイパーラベルサーバに中継され（Ｂ）、その後、通常の方法で製造業者サー
バに中継される（Ｃ）。その製造業者が信用のあるオーセンティケータである場合、入力
を受信すると、製造業者サーバがオブジェクトを認証する。代替として、製造業者サーバ
は、オブジェクトＩＤおよび署名を検査するため、データを認証サーバに受け渡す（Ｄ）
。認証サーバは、認証結果を製造業者サーバに返送する（Ｅ）。製造業者サーバは、（そ
の有効ＩＤリストおよびホットリストと対比して）オブジェクトＩＤのステータスを検査
し、応答をハイパーラベルサーバに送信する（Ｇ）。ハイパーラベルサーバは、Ｎｅｔｐ
ａｇｅシステムの一部として、ユーザの識別情報およびデバイスを知ることができる。ハ
イパーラベルサーバは、製造業者サーバの応答をユーザの電話に中継し（Ｇ）、または適
切な場合はウェブブラウジングデバイスに中継する（Ｈ）。ユーザのＮｅｔｐａｇｅペン
がＬＥＤを有する場合、ハイパーラベルサーバは、適切なＬＥＤを点灯するためのコマン
ドをユーザのペンに送信することができる（Ｉ、Ｊ）。
【０５２２】
　Ｎｅｔｐａｇｅペンを用いるスキャンの対話詳細が、図２６に示されている。Ｎｅｔｐ
ａｇｅペンが、ハイパーラベルタグ付け製品上をクリックする。Ｎｅｔｐａｇｅペンは、
ペンＩＤ、製品のタグデータ、およびペンの所在位置をハイパーラベルサーバに送信する
。ペンＩＤがまだスキャナと関連付けられていない場合、ハイパーラベルサーバは、ペン
のために新しいスキャナレコードを生成することができ、またはスキャナＩＤとしてペン
ＩＤを使用することができる。ハイパーラベルサーバは、スキャナＩＤ、タグデータ、お
よび（分かれば）スキャナの所在位置を製造業者サーバに送信し、製造業者サーバは、認
証を（それ自体でまたは第三者の認証サーバを介して）実行し、オブジェクトステータス
を決定する。応答が、その後、ハイパーラベルサーバに、さらにユーザのデフォルトのウ
ェブブランジングデバイスに返送される。
【０５２３】
　セキュリティタグ付けおよび追跡オブジェクトモデル
　セキュリティタグ付けおよび追跡オブジェクトモデルは、ハイパーラベルタグ、オブジ
ェクトＩＤ、および署名を中心に展開する。図３７は、これらのオブジェクトの管理およ
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び組織を示している。
【０５２４】
　図２７に示されるように、ハイパーラベルタグは、タグタイプと、オブジェクトＩＤと
、２次元位置と、署名断片とを含む。タグタイプは、それが一般オブジェクト上のタグで
あるかどうか、またはタグが紙幣または医薬製品などの特別なタイプのオブジェクト上に
あるかどうか示す。署名断片は、全署名内における断片の場所を識別するオプションの断
片番号を有する。
【０５２５】
　上で説明されたように、製品の一意アイテムＩＤは、特別な種類の一意オブジェクトＩ
Ｄと見なされることができる。電子製品コード（ＥＰＣ）は、アイテムＩＤのための新た
に出現した１つの標準である。アイテムＩＤは、一般に、製品ＩＤと、シリアル番号とか
らなる。製品ＩＤは、製品のクラスを識別し、シリアル番号は、そのクラスの特定オブジ
ェクト、すなわち、個々の製品アイテムを識別する。製品ＩＤは、一般に、製造業者番号
と、製品クラス番号とからなる。最もよく知られた製品ＩＤは、ＥＡＮ．ＵＣＣの統一商
品コード（ＵＰＣ）およびその変形である。アイテムＩＤのクラス図が、図２８に示され
ている。
【０５２６】
　医薬品は、医薬品ＩＤによって識別される。一般に、医薬品ＩＤは、ＥＰＣである。医
薬品ＩＤは、製品ＩＤと、シリアル番号とからなる。製品ＩＤは、一般に、製造業者番号
と、製品クラス番号とからなる。医薬製品のための最もよく知られた製品ＩＤは、米国の
食品医薬品局によって割り当てられ、管理される、全米医薬品コード（ＮＤＣ）である。
医薬品ＩＤのクラス図が、図２９に示されている。
【０５２７】
　オブジェクト記述、所有権、および集約クラス図が、図３０に示されている。これは、
上でより詳しく説明された。
【０５２８】
　オブジェクトスキャン履歴のクラス図が、図３１に示されている。オブジェクトは、ス
キャナがオブジェクトをスキャンするたびに記録する、オブジェクトスキャン履歴を有す
る。各オブジェクトスキャンイベントは、スキャナＩＤと、スキャンの時刻および日付と
、スキャン時のオブジェクトステータスと、オブジェクトがスキャンされた時のスキャナ
の所在位置とを含む。オブジェクトステータスは、有効、盗まれた、偽造が疑われるなど
であることができる。分かれば、オブジェクトの所有者詳細も記録されることができる。
【０５２９】
　スキャナは、一意のスキャナＩＤと、ネットワークアドレスと、所有者情報と、ステー
タス（例えば、オンライン、オフライン）とを有する。スキャナは、所在位置が変化し得
る移動スキャナ、または所在位置が知られ一定である固定スキャナのどちらかである。ス
キャナは、所在位置詳細およびタイプスタンプを含む現在所在位置を有する。スキャナは
、Ｎｅｔｐａｇｅペンであることができ、その場合、Ｎｅｔｐａｇｅペン記録に関連付け
られる。スキャナは、オフラインにある場合、オブジェクトスキャン履歴を維持し、任意
選択で公開鍵リスト、有効ＩＤ範囲リスト、およびオブジェクトＩＤホットリストを保存
する。スキャナのクラス図が、図３２に示されている。
【０５３０】
　製造業者またの中央当局は、各々が一意のリストＩＤと、リストが最後に更新された時
刻とを有する、複数のオブジェクトＩＤホットリストを維持する。各ホットリストは、オ
ブジェクトＩＤと、日付と、時刻と、ステータス（偽造が疑われる、盗まれたなど）と、
その他の情報とを含む疑わしいオブジェクトＩＤのリストを含む。オブジェクトＩＤホッ
トリストのクラス図が、図３３に示されている。
【０５３１】
　製造業者またの中央当局は、有効ＩＤ範囲リストを維持する。リスト内の各有効オブジ
ェクトＩＤ範囲エントリは、開始オブジェクトＩＤおよび終了オブジェクトＩＤ（有効Ｉ
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Ｄ範囲）と、エントリが更新された時刻とを含む。有効ＩＤ範囲のリストのクラス図が、
図３４に示されている。
【０５３２】
　製造業者または中央当局は、公開鍵リストを維持する。公開鍵リストは、オブジェクト
ＩＤ範囲のための公開鍵を識別する複数のエントリからなる。各有効オブジェクトＩＤ範
囲は、エントリの更新時刻と、範囲の開始オブジェクトＩＤと、範囲の終了オブジェクト
ＩＤと、与えられた範囲内の各オブジェクトＩＤに適用可能な公開鍵とを含む。公開鍵リ
ストのクラス図が、図３５に示されている。
【０５３３】
　その他の認証は、製造業者または第三者の信用のあるオーセンティケータによって実行
されることができる。信用のあるオーセンティケータは、オーセンティケータＩＤと、名
称と、詳細とを有する。信用のあるオーセンティケータは、各々が１つまたは複数のＩＤ
範囲に関連付けられた公開－私有鍵ペアのリストを保持する。これは、（開始および終了
ＩＤによって識別される）オブジェクトＩＤ範囲と、対応する公開／私有署名鍵ペアとの
リストである。信用のあるオーセンティケータはまた、秘密署名のリストと、公開鍵署名
のリストとを保持する。各公開鍵署名は、実際の署名、および／または署名を生成するの
に使用されるパディングを識別する。各秘密署名および公開鍵署名は、オブジェクトＩＤ
によって一意オブジェクトに関連付けられる。信用のあるオーセンティケータのクラス図
が、図３６に示されている。
【０５３４】
　スキャナ
　ハイパーラベルスキャナは、様々なデバイス内に組み込まれることができる。スキャナ
は、固定型または移動型とすることができる。固定スキャナは、永続的に既知の所在位置
を有する。移動スキャナは、一定の所在位置を有さない。スキャナは、オンライン、すな
わち、中央データベースに即時アクセスすることができ、またはオフラインであることも
できる。
【０５３５】
　スキャナは、通貨カウンタなど、特定の製品向け用途に特化することができ、または汎
用的なハイパーラベルスキャナであることもできる。ハイパーラベルスキャナは、例えば
、移動電話またはＰＤＡなど、その他の多機能デバイスに組み込まれることができる。
【０５３６】
　ハイパーラベル通貨タグは、
・キャッシュレジスタ、
・ＰＯＳチェックアウト、
・組み込みスキャナを備える移動電話、
・ハイパーラベルペン、
・自動販売機
を含む、多くのタイプのスキャナを使用して、読み取られることができる。
【０５３７】
　これらのデバイスで使用されるハイパーラベルテクノロジは、多種多様な適用例におい
て実施されることができる。結果として、開発および配備コストは、主要な利害関係者に
よって分担されることができる。したがって、これらはセキュリティ文書に関して上で説
明されたのと同様の方法で実施され得ることを理解されたい。
【０５３８】
　様々な製品に組み込まれるハイパーラベルスキャナは、Ｓｉｌｖｅｒｂｒｏｏｋ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈで現在開発中の以下の機能、すなわち、
・各医薬品アイテムを一意に識別するハイパーラベルタグを読み取るための赤外線イメー
ジセンサ、
・２０４８ビットＲＳＡ暗号を使用して署名される２０メガビットのセキュアなコード空
間を有する３２ビットＲＩＳＣプロセッサ、



(78) JP 4728327 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

・ハイパーラベルタグ上の暗号署名を検査するための暗号および物理セキュリティ機能を
有する非常にセキュアなプロセッサ（Ｓｉｌｖｅｒｂｒｏｏｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈで開発
中）、
・ハイパーラベルインクの赤外線スペクトルに同調されるフィルタを含む赤外線光学素子
、
・報告される各取引の時刻を検査するためのリアルタイムクロック、
・ハイパーラベルタグを復号し、各スキャン詳細を記録し、スキャンされた各紙幣を検証
し、オンラインデータベースとの自動的でセキュアな通信を容易にするためのソフトウェ
ア、
・中央通貨検査データベースへのセキュアなネットワーク接続を生成するための通信シス
テム
を含む。
【０５３９】
　以下で説明される様々なハイパーラベルスキャナは、以下のユニット、すなわち、
・投薬される医薬品アイテムの詳細、偽造が疑われるアイテム、および報告可能な現金取
引を要求する人の識別情報をオペレータに知らせる、組み込みディスプレイおよびデータ
入力機構、
・すべての既知の偽造医薬品アイテムのシリアル番号のキャッシュ、
・（市販のハイパーラベルインクとは異なる）セキュアな通貨インクのスペクトルに同調
されるその他のスペクトルフィルタ、
・使用時の通貨カウンタの所在位置を検査するためのＧＰＳ追跡装置
を含むことも計画されている。
【０５４０】
　組み込みスキャナを備える移動電話
　各アイテムをスキャンし検証するために組み込みハイパーラベル赤外線スキャナを備え
る移動電話は、薬剤が流通のために保存される場所または投薬される場所など、様々な場
所で使用されることができる。この移動電話は、数億の移動電話加入者の間での幅広い使
用および配布が意図されている。この移動電話は、アイテムを検証するため、または速や
かに処方アイテムについての追加情報を見出すため、消費者によって使用されることがで
きる。この移動電話は、商標権侵害の取り締まりおよび棚卸しなど、在庫管理および有効
性検査用途のために使用されることもできる。
【０５４１】
　ハイパーラベルスーパーマーケットチェックアウトスキャナ
　ハイパーラベルのその他の主要用途の１つは、それが次世代バーコードとなり、個々の
アイテムの自動追跡を可能にする可能性を有する、消費者包装商品にある。ハイパーラベ
ルレーザスキャナの利用が、スーパーマーケットのチェックアウトで製品を自動的にスキ
ャンすることを可能にする。これらのチェックアウトは、販売時点で各アイテムを検証す
るため、医薬品ハイパーラベルを読み取ることができる。ハイパーラベルの一例が、図３
８に示されており、同時係属中の出願第［ハイパーラベルチェックアウトについて説明す
る任意の出願を相互参照］号でより詳しく説明されており、その内容は相互参照により本
明細書に組み込まれる。
【０５４２】
　キャッシュレジスタ
　キャッシュレジスタは、ユニット当たり小さな追加コストで、アドオンまたは組み込み
通貨スキャナを有することができる。医薬品アイテムは、販売のために処理されるときに
スキャンされる。キャッシュレジスタの一例が、図３９に示されている。
【０５４３】
　ハイパーラベルペン
　ハイパーラベルペンは、消費者または小規模事業使用のための小型の低コストイメージ
センサとして使用されることができる。ハイパーラベルペンは、赤外線イメージセンサを
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使用し、表面に対してクリックされたときにハイパーラベルタグの像を捉えるために使用
される。これらのペンも、大量の消費者使用が意図されており、１億ユニットを超える配
布が意図されている。その主要な用途は多種多様な「対話紙（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　
ｐａｐｅｒ）」およびコンピュータ周辺機器使用であるが、ハイパーラベル上でクリック
することによって、消費者が医薬品およびその他の商品を検証することも可能にする。
【０５４４】
　ハイパーラベルは、ハイパーラベルペンによって読まれるとき、ペンが、ラベルに対す
るそれ自体の先端の動きを追跡することを可能にする。ペンは、その５ｍｍの視野内の各
タグの位置および向きを使用して、タグ内にエンコードされた位置だけよりもはるかに正
確な位置を決定する。ペンは、解釈のため、対話データをハイパーラベルサーバに送信す
る。対話データは、ＥＰＣによって識別される製品ラベルに対して定義される動きデータ
（または「デジタルインク」）からなり、その結果、消費者が、製品ラベルを使用して、
製造業者のウェブサイトと直接対話することを可能にする。ハイパーラベルネットワーク
は、専用ハイパーラベルサーバによって管理され、ハイパーラベルペンからの医薬品スキ
ャンは、これらのサーバを介して医薬品サーバに転送される。
【０５４５】
　ハンドヘルド有効性スキャナの一例は、図２および図２５に示されており、同時係属中
の出願第［有効性スキャナについて説明する任意の出願を相互参照］号でより詳しく説明
されており、その内容は相互参照により本明細書に組み込まれる。
【０５４６】
　ハンドヘルド有効性スキャナ
　ハンドヘルドハイパーラベル有効性スキャナも、通貨カウンタが必要でない場所または
適切でない場所で使用されることができる。これらのデバイスは、複数の用途を有するの
で、通貨カウンタよりはるかに一般的であることが期待され、はるかに安価である。
【０５４７】
　有効性スキャナは、医薬品セキュリティ、ブランド名セキュリティ、棚卸し、法医学検
査、および取締りを含む、複数の用途を有する。有効性スキャナは、専用通貨デバイスで
はない。有効性スキャナは、別の状況でのようには政府の通貨サーバと直接通信せず、大
多数の非通貨関連メッセージは、政府サーバに転送されることを必要とする。代わりに、
有効性スキャナは、商用のハイパーラベルサーバと直接通信し、通貨関連検証要求は、政
府サーバに受け渡される。政府サーバにかかるトランザクション負荷を低減するため、紙
幣関連情報は、通貨カウンタにキャッシュされるように、ハイパーラベルサーバにキャッ
シュされることができる。
【０５４８】
　データベースへのリンクは、一般に、局所的な移動性を許容するために無線リンクを介
して中継される。無線リンクは、必要に応じて、ＷｉＦｉ、ＧＰＲＳ、３Ｇモバイル、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ、またはその他のＩＰリンクとすることができる。インターネット取引
は、暗号化パケットを使用してセキュリティ保護される。
【０５４９】
　ハンドヘルドスキャナの一例が、図２２に示された代替例と共に、図４０に示されてお
り、同時係属中の出願第［有効性スキャナについて説明する任意の出願を相互参照］号で
より詳しく説明されており、その内容は相互参照により本明細書に組み込まれる。
【０５５０】
　セキュリティ特徴
　ハイパーラベル通貨セキュリティ特徴は、
・紙幣は、銀行、スーパーマーケットチェックアウト、自動販売機、キャッシュレジスタ
、および低コスト家庭用スキャナでスキャンされるたび、追跡され得ること、
・通貨タグ番号の一意範囲は、政府印刷局によってのみ印刷され得ること、
・固有のスペクトル属性を有する通貨ＩＲインクは、政府印刷局にのみ利用可能にされ得
ること、
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・タグ内に印刷される紙幣記番号は、印刷記番号と一致しなければならないこと、
・タグが、紙幣両面の全体にわたって印刷されること、
・タグは、紙幣にわたって様々であり、偽造者は紙幣に印刷された数千のタグを合わせな
ければならないこと、
・この文書に開示されない追加の専有セキュリティ特徴、
・通貨の有効性および価値の両方を決定する能力
を含む。
【０５５１】
　ハイパーラベルの利点
　ラベル損傷およびスキャンに必要とされる直接的な「見通し線」が原因で読み取りがし
ばしば困難になる２Ｄ光学バーコードと異なり、光学的に可読であるが不可視の赤外線ハ
イパーラベルタグは、製品ラベルの全域または広い区画に印刷される。ハイパーラベルタ
グは、見通し線全方向読み取り（ｌｉｎｅ－ｏｆ－ｓｉｇｈｔ　ｏｍｎｉｄｉｒｅｃｔｉ
ｏｎａｌ　ｒｅａｄｉｎｇ）をサポートする。実際、ハイパーラベルリーダは、少なくと
も２つの実質的に直交する方向から、スキャンフィールドをスキャンするように設計され
る。これは、手がアイテムをもっている場合に生じることがある遮蔽をリーダが回避する
のに役立つ。ハイパーラベルタグは、信頼性を向上させるため、リード－ソロモン誤り訂
正法も組み入れる。
【０５５２】
　バーコードにまさるハイパーラベルのさらなる利点は、ハイパーラベルは可視のラベル
領域を使用せず、タグ情報はラベルの１区画のみに制限されないので、ハイパーラベルが
顧客に目障りにならないことである。
【０５５３】
　したがって、ハイパーラベルタグは、配置が容易であり、読み取りが容易であり、正確
で自動的なスキャンを可能にする。自動チェックアウトは、オペレータと顧客または海運
業者との共謀の可能性を最小限に抑える。すなわち、自動チェックアウトは、オペレータ
または海運業者が故意に選択されたアイテムをスキャンしないことによる商品逸失を著し
く低減する。自動チェックアウトは、すり替えベースの不正を防止するのにも役立つ。
【０５５４】
　ハイパーラベルは、読み取りに見通し線を必要とするので、ＲＦＩＤタグほど無差別で
はない。これは、顧客が知らぬ間に彼らの製品をスキャンして情報を得ることが困難にな
ることを意味する。ハイパーラベルは、医薬品を運ぶときに顧客が今できるのとほぼ同じ
方法で、プライバシを守る手段を顧客に提供する。
【０５５５】
　対話的ウェブページとしてのハイパーラベル
　ハイパーラベルテクノロジの特有で独特な特徴は、パッケージングラベルを対話的「ウ
ェブページ」として設計し、その結果、製品にリンクされたまったく新しい範疇の顧客サ
ービスが製薬業界によって導入されることを可能にする機会を、ハイパーラベルが提供す
ることである。
【０５５６】
　デジタルペンの使用が広まる今から数年のうちに、製品の絵が、対話エリアを示すため
にラベルに追加されることができ、ハイパーラベルペンを使用して書き込みまたはクリッ
クするよう顧客を促すようになる。デジタルハイパーラベルペンは、ラベル上のｘ－ｙ位
置を識別し、ラベル上の情報とサーバ上のウェブページの間にリンクが確立されることを
可能にすることができる。ハイパーラベルペンは、移動電話またはコンピュータなどの随
伴デバイスを介して、顧客をインターネットベースのハイパーラベルサーバに接続する。
【０５５７】
　ハイパーラベルペンを使用してラベルと対話することで、顧客は、薬使用、薬間の潜在
的相互作用の危険性および助言に関する追加情報を提供されることができる。それは、顧
客が新薬試験への参加を登録し、促進に加入し、ウェブチャットセッションに参加し、ま



(81) JP 4728327 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

たは「無料」サンプルを受け取る機会も提供することができる。ウェブページは、顧客プ
ロフィール、地域の健康データに基づいて、または地理的場所など様々な製品サプライチ
ェーンデータを使用することによって、カスタマイズされることができる。
【０５５８】
　したがって、ハイパーラベルは、製薬業界が、ブランド力を高め、顧客とのより近い結
び付きを確立するため、製品ラベルおよびパッケージングの使用を拡大することを可能に
する。したがって、ハイパーラベルを用いて、顧客は、製品サプライチェーンの不可欠な
部分となることができ、サプライチェーンデータは、顧客に提供されるサービスの全体的
な効率およびレベルを向上させるため、顧客関係管理（ＣＲＭ：ｃｕｓｔｏｍｅｒ　ｒｅ
ｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）または医療データベースと一体化される
ことができる。
【０５５９】
　以下のセクションは、全体的なブランド力を向上させ、セキュリティを高めるために、
ハイパーラベルテクノロジがどのように実施され得るかを際立たせる。
【０５６０】
　ブランド保護
　現在製薬業界に突きつけられている最も重要な課題の１つは、ブランド保護である。製
薬業界が利益およびＲ＆Ｄ投資、ならびに顧客を保護するためには、強力なブランド保護
戦略が不可欠である。ブランド価値を損なうために犯罪者によって現在使用されており、
最も懸念されている不法活動は、
・並行貿易および不法輸入、
・製品すり替えおよび偽造、および
・製品タンパリング
である。
【０５６１】
　並行貿易および不法輸入
　異なる市場において同じ製品に著しい価格差がある場合、医薬品の並行輸入が存在する
。
【０５６２】
　医薬品製造業者は、並行貿易業者が医薬品製造業者の利益を減らすので、並行輸入に厳
しく反対しており、Ｒ＆Ｄに費やす資金が少なくなると主張する。医薬品製造業者は、並
行輸入が安全、品質、および効能の国際標準に合致しないこと、また偽造のさらなる機会
を生じさせることの懸念もしばしば表明する。期限切れの薬、汚染された薬、効き目の弱
い薬、効き目の強すぎる薬、および偽造された薬についての規制を受けない小売店による
流通も、顧客にとって重大な潜在的危険である。規制を受けない薬剤師が、間違ったまた
は禁忌の薬剤、間違った強さ、または適切な用法のない薬剤を患者に提供することもあり
得る。地元の製薬業界を管理する州当局は、そのような出来事から公衆を保護するための
適切な標準および防護手段を実施することができずにいる。
【０５６３】
　別の懸念は、国際的な並行貿易に対する現在の見解が、政府間の論争の１つになってい
ることである。例えば、Ａｍｏｘｉｌ（アモキシシリン）薬の価格は、世界中で相当な違
いがあり、最も安価なパキスタンでは８米ドル、最も高価なドイツでは６０米ドルする。
したがって、高い価格を避けるため、Ａｍｏｘｉｌのような薬が国境を越えて不法に輸入
されるのは、現在では普通のことである。米国食品医薬品局（ＦＤＡ）は、国際郵便機関
を介して、年間で、ＦＤＡ規制製品を含む約２百万包みが、個人使用のため、米国に入っ
ていると見積もっている。その他の情報ソースは、２００２年に、カナダの約７０（マニ
トバ州の４０）の薬局が、ほぼ５億米ドルの価値のある処方薬を米国に出荷したと見積も
っている。米国ではこの年、製薬業界の貿易グループ－米国研究製薬工業協会（ＰｈＲＭ
Ａ：Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ
ｅｒｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）－が、カナダの薬の輸入を許可する法案に反対するよう
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議員に働きかけるのに８５０万米ドルを費やした。したがって、多くのことが、世界貿易
機構（ＷＴＯ）から期待されている。結果は、各国政府の相違を克服するため、個々のア
イテム識別および検査機能の導入を強制する規制を求める、製薬業界によるＷＴＯへのさ
らなる働きかけとなる可能性が高い。
【０５６４】
　ハイパーラベルは、ＥＰＣリンクデータを使用して、各アイテムの出所およびサプライ
チェーン詳細を決定することによって、並行貿易および不法輸入の可能性を低下させるた
めに使用されることができる。
【０５６５】
　製品すり替えおよび偽造
　偽造製品は、誤った成分を有する、有効成分を有さない、不十分な有効成分しか有さな
い、または模造パッケージングを有する製品を含むことができる。このタイプの不法行為
は、患者の安全を危険にさらすこと、および定評のある薬製造業者の経済的損失につなが
り得る。
【０５６６】
　偽造に対する法律および規制は過去２０年間実施されてきたが、偽造の形跡は増加し続
けている。ＦＤＡは、アルジェリア、コロンビア、およびメキシコなどの国々から出荷さ
れる医薬品の最大４０％が偽造品であり得ると見積もっている。調査を公表する統一世界
当局は存在せず、施行のための世界法廷も存在しない。その結果、製薬会社は自ら、業界
、利害関係者、および顧客を保護するため、代替アプローチを有する法律的アプローチを
増大しなければならない。
【０５６７】
　ハイパーラベルは、非真正製品および製品タンパリングの認識を容易にすることによっ
て、製造業者を支援することができる。特殊な「指紋」が、各ガラス瓶、ドラム缶、輸送
コンテナ、およびラベルごとに作成される。工場の出荷ドックから出て行くあらゆる製品
アイテムの一意識別子が、製造現場、パッケージング日付、保存場所および時刻、流通経
路、再パッケージング詳細、試験、ならびにその他の可能な情報などのデータを収集する
ために使用されることができる。製品は、タンパの証拠を残す複数の層も含むことができ
る。したがって、ハイパーラベルアイテム識別システムは、製薬業界を支援して、効果的
なアイテムレベルのトラックアンドトレースシステムを実施するために使用されることが
できる。
【０５６８】
　製品タンパリング
　今日、製薬業界は、医薬製品タンパリングの脅威からの危険に直面している。今日のバ
イオ医薬製品のいくつかは、製造するのに１グラム当たり２０００ドル～３０００ドルを
超えるコストがかかり、犯罪者の中には（または薬剤師の中にさえ）、利益を得るために
タンパを行うものがいる。医薬品は、多くの国々の社会的、経済的、および政治的安定に
とって不可欠であるので、テロリストの攻撃を受けやすい標的でもある。各事例で、出所
である実際の国を決定する能力の欠如が、最大の懸念となっている。
【０５６９】
　これらの脅威に対処するため、様々な保護方法が、現在実施されている。これらは、除
去される必要があるシール、壊されなければならない特徴、または製品自体の一部である
色、味、および香りなどの永続的尺度を含むことができる。その他の手段は、ＵＶ光の下
でだけそのカラースペクトルが見えるコード、または特殊な表示デバイスでだけ見える特
殊コード化ラベルワード／シンボルを含む。
【０５７０】
　製薬業界は、すべての利害関係者、患者、および製造業者を同様に保護するため、新し
いテクノロジを使用してサプライチェーンを安全にすることも行っている。これは、あら
ゆるレベルがタンパされる製品に可能な導入地点を提供し、複数の異なる方法の使用を含
むことができるので、パッケージングおよびコンテナ詰めの複数のレベルで、ブランド保
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護が適用される必要があることも意味する。タンパの証拠のためのレベルは、最大単位（
倉庫建物）で開始し、アイテムラベルおよび内容まで下る、各パッケージ構成レベルで適
用される必要がある。ハイパーラベルは、その他の製品ブランド保護方法と並行して使用
される場合、サプライチェーンのこれらの各地点においてブランド保護を向上させる可能
性を提供することができる。
【０５７１】
　顧客を医薬品サプライチェーンに加える
　ハイパーラベルが製薬業界に提供できる主要な利点の１つは、顧客がサプライチェーン
の不可欠な部分となることができるように、ラベリングの使用を拡張してウェブ対話可能
にする能力である。
【０５７２】
　ウェブ対話可能なハイパーラベルが製薬業界に利益をもたらすには多くの方法がある。
【０５７３】
　これらのいくつかは、
・顧客が自ら製品を認証できるようにすること、
・改善された市場細分化および特注生産を通してブランド力を保護すること、
・新しい顧客主導のマーケティングモデルを導入することによってより顧客中心になるこ
と、
・ウェブベースの顧客直結（ＤＴＣ：ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　ｃｕｓｔｏｍｅｒ）販促キャ
ンペーンを導入することによってマーケティングミックスを洗練させること、および
・拡張ラベルマーケティングモデルを使用することによって製品を差別化すること
である。
【０５７４】
　製品の顧客認証
　偽造防止アプローチの変化は、製造業者および規制当局が、真正の製品と偽の製品とを
見分けるのに役立つが、早急な変化は、一般の人々を混乱させることがあり得る。これは
、顧客が自ら製品の確実性を検査することは難しいと感じる状況を生みだす。ハイパーラ
ベルペンを使用することで、顧客は、自分でアイテムを検証すること、ならびに追加の製
品情報および顧客中心サービスにアクセスすることができる。
【０５７５】
　市場細分化および特注生産
　医薬品市場は、３つの広範な製品セグメント、すなわち、
・要処方薬（金額ベースで市場の約８０％、量ベースで５０％を構成する）、
・ジェネリックブランド薬、および
・処方箋がなくても購入でき、ブランド薬でもジェネリック薬でもあり得る、市販薬（Ｏ
ＴＣ：ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｅｒ）
に分割されることができる。
【０５７６】
　これらの市場セグメントの各々は、異なる戦略的アプローチを必要とする。ブランド処
方薬の供給業者は、Ｒ＆Ｄ努力を保護する必要がある。ジェネリック会社は、サプライチ
ェーン物流コストおよび製造コストに焦点をあてる。ＯＴＣは、処方されることは稀であ
り、顧客直結（ＤＴＣ）マーケティング方法を必要とする。各ケースで、ハイパーラベル
ウェブ対話ラベリングは、製薬業界が、各セグメントで顧客との直接的なマーケティング
関係を確立することを可能にし、同時に、市場細分化を改善する機会を提供する。
【０５７７】
　顧客主導マーケティング
　大多数の医薬品会社は、顧客主導であるよりも製品主導である。これはおそらく、特定
の顧客の必要に合致する製品の開発が容易でないための、Ｒ＆Ｄ工程の予測不可能性の結
果である。ウェブ対話ハイパーリンクは、新しい顧客主導マーケティング活動に参加する
「オプトイン（ｏｐｔ　ｉｎ）」方法を顧客に提供する。例えば、顧客は、子供を「気分
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よく」させるために、どのようなウェブキャラクタステッカ（Ｗｅｂ　ｃｈａｒａｃｔｅ
ｒ　ｓｔｉｃｋｅｒ）がパッケージング上に現れて欲しいかについて提案することができ
る。
【０５７８】
　ウェブ顧客直結（ＤＴＣ）マーケティング
　別の新たに出現した傾向は、顧客直結（ＤＴＣ）広告の高まる重要性の周囲で展開して
いる。媒体として、ＤＴＣ　ＴＶ広告は、１９９０年代の米国の医薬品市場において、売
り上げを伸ばすことに責任を負う要因の１つであった。ＥＵは医薬品のＤＴＣ広告をまだ
許可していないが、顧客は、ウェブ上の製品情報にアクセスすることができる。２０００
年に、健康は、人々がウェブ検索を行う上位２つの理由のうちの１つであった。数多くの
顧客が現在、健康関連情報の豊かな情報源としてインターネットを使用しており、より多
くの医薬品供給業者が、ＤＴＣ広告媒体としてウェブを使用している。
【０５７９】
　拡張ラベルマーケティングモデル
　購入選択の７０％は販売時点に行われることに伴い、マーケティング担当者は、顧客に
即時的なインパクトを与えるパッケージングを用いて、ブランド認識を形成し、売り上げ
を促進することができる。このため、医薬品会社は現在、広告に費やす資金よりも多くの
資金をパッケージングに費やしている。市場は成熟しており、競争的差別化の余地は狭ま
っているので、パッケージングは、マーケティング戦略の非常に重要な構成要素になって
いる。
【０５８０】
　製品パッケージはしばしば、その最も弁別的なマーケティング努力であり、複数の基本
的な機能を実行する。パッケージは、顧客と情報交換する手段を提供する。しかし、より
多くの情報がラベル上に配置されることを規制が要求し、一方でパッケージングが「縮小
」する傾向もあるので、利用可能なスペースの使用がより重要になっている。バーコード
は、このスペースのいくらかを占有する。ウェブ対話ハイパーラベルを使用することによ
って、製薬業界は、様々な拡張ラベルマーケティングモデルの着想を得ることができる。
例えば、それらは、薬の服用、競争への参加、商品の再発注、またはサポートサービスへ
のアクセスに対するＳＭＳリマインダを要求するためのウェブページへのハイパーリンク
を含むことができる。
【０５８１】
　したがって、ウェブ対話ハイパーラベルが、製造業者に利益をもたらし、医薬製品の市
場受容を改善する多くの方法が存在する。
【０５８２】
　ハイパーラベル利点分析マトリックス
　これまでのセクションで得られた結論から、製薬業界が代替テクノロジにまさる著しい
利点を有する長期的な低コストの一意アイテム識別ソリューションを導入する独特な機会
を、ハイパーラベルが提供することは明らかである。
【０５８３】
　２Ｄ光学バーコードおよびＲＦＩＤタグと比べた場合のハイパーラベルの利点の要約が
、表６に提供されている。これらの利点が製薬業界に届けることができる様々な利益は、
・現在および予想される法定要件を満たすこと、
・高価なＲ＆Ｄ投資を保護すること、
・犯罪およびテロリスト活動による事業および顧客リスクを制限すること、
・並行貿易および不法輸入を減らすこと、
・すり替えおよび偽造を減らすこと、
・製品タンパリングを防止すること、
・業界と顧客の間のリンクを（ハイパーラベルを介して）確立すること、ならびに
・医薬品サプライチェーン物流および効率を改善すること
を含む。
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【０５８４】
　一意製品識別およびトラックアンドトレース機能が、上記の目標を達成するための礎石
であることも明らかである。
【表９】

【図面の簡単な説明】
【０５８５】
【図１】ハイパーラベル符号化を含む文書の一例の図である。
【図２】図１のハイパーラベル文書と対話するためのシステムの一例の図である。
【図３】図１のハイパーラベル文書と対話するためのシステムのさらなる一例の図である
。
【図４】タグ構造の第１の例の図である。
【図５】図４のタグ構造のシンボルユニットセルの一例の図である。
【図６】図５のシンボルユニットセルの配列の一例の図である。
【図７】図５のシンボルユニットセル内におけるシンボルビットの並びの一例の図である
。
【図８】すべてのビットが設定された図４のタグ構造の一例の図である。
【図９】図４のタグ構造のタググループ内におけるタグタイプの一例の図である。
【図１０】図９のタググループの連続タイリングの一例の図である。
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【図１１】図４のタググループの向き表示サイクリック位置コードワードＲの一例の図で
ある。
【図１２】図４のタググループの局所コードワードＡの一例の図である。
【図１３】図４のタググループの分散コードワードＢ、Ｃ、Ｄ、およびＥの一例の図であ
る。
【図１４】完全なタググループのレイアウトの一例の図である。
【図１５】図４のタググループのコードワードの一例の図である。
【図１６】図４のタグ構造の代替タググループの一例の図である。
【図１７】タグ構造の第２の例の図である。
【図１８】タグ構造の第３の例の図である。
【図１９】アイテム署名オブジェクトモデルの一例の図である。
【図２０】医薬品アイテムに適用されるハイパーラベルタグの一例の図である。
【図２１】医薬品分配プロセスの一例の図である。
【図２２】小売店対話におけるスキャンの一例の図である。
【図２３】オンラインスキャン対話詳細の一例の図である。
【図２４】オフラインスキャン対話詳細の一例の図である。
【図２５】Ｎｅｔｐａｇｅペンスキャン対話の一例の図である。
【図２６】Ｎｅｔｐａｇｅペンスキャン対話詳細の一例の図である。
【図２７】ハイパーラベルタグのクラス図の一例の図である。
【図２８】アイテムＩＤのクラス図の一例の図である。
【図２９】医薬品ＩＤのクラス図の一例の図である。
【図３０】オブジェクト記述、所有権、および集約のクラス図の一例の図である。
【図３１】オブジェクトスキャン履歴のクラス図の一例の図である。
【図３２】スキャナのクラス図の一例の図である。
【図３３】オブジェクトＩＤホットリストのクラス図の一例の図である。
【図３４】有効ＩＤ範囲のクラス図の一例の図である。
【図３５】公開鍵リストのクラス図の一例の図である。
【図３６】信用のあるオーセンティケータのクラス図の一例の図である。
【図３７】タグ付けおよび追跡オブジェクト管理の一例の図である。
【図３８】ハイパーラベルスーパーマーケットチェックアウトの一例の図である。
【図３９】キャッシュレジスタの一例の図である。
【図４０】ハンドヘルド有効性スキャナの一例の図である。
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