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(57)【要約】
　多層クイックレスポンスコード内の機密情報を表示す
るシステム、方法及び装置を開示することができる。個
人が、モバイル装置上のモバイルアプリケーション内の
固有のクイックレスポンスコードスキャナを用いて、商
品又は製品に取り付けられたクイックレスポンスコード
を読み取ることができる。クイックレスポンスコードス
キャナは、モバイルアプリケーションを通じて、モバイ
ルアプリケーション固有のクイックレスポンスコードに
埋め込まれた情報を読み取ることができる。モバイルア
プリケーションに関連するウェブポータル上にホストさ
れた又はこのようなウェブポータルを介してアクセスさ
れるコンテンツに個人をリンクすることができる。これ
により、この個人に、商品の小売業者以外のソースを含
む様々なデータソースからアクセスされる情報、又はモ
バイルアプリケーションプロバイダ固有の機密情報を提
示することができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層クイックレスポンスコードを用いて機密情報を表示する方法であって、
　スキャナ装置を用いて、商品又は製品に取り付けられた少なくとも１つのクイックレス
ポンスコードをスキャンするステップと、
　前記スキャナ装置において実行される１又は２以上のモバイルアプリケーションを通じ
て、前記クイックレスポンスコードに埋め込まれた情報を読み取るステップと、
　前記スキャナ装置を、前記１又は２以上のモバイルアプリケーションに関連するウェブ
ポータル上にホストされた、又は該ウェブポータルを介してアクセスされるコンテンツに
リンクするステップと、
　複数のデータソースからの前記商品又は製品に関する情報を表示するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記データソースの少なくとも１つは、前記商品又は製品の小売業者以外のソースから
のものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記商品に関する情報の少なくとも一部は、前記１又は２以上のモバイルアプリケーシ
ョンのプロバイダ固有の機密情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記機密コンテンツは、サステナビリティデータ、毒性データ、製品安全データ、材料
内容、サプライチェーン情報、及び製品取扱データのうちの少なくとも１つを含む、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記スキャナ装置は、カメラ又はリーダの少なくとも一方を備えたスマートフォン、タ
ブレット又はモバイル装置のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記クイックレスポンスコードは、多層クイックレスポンスコードである、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記多層クイックレスポンスコードの第１の層は、第１の汎用モバイルアプリケーショ
ンを通じてアクセスできる、前記製品又は商品の小売業者固有の情報を含み、
　前記多層クイックレスポンスコードの少なくとも１つの第２の層は、前記第１の汎用モ
バイルアプリケーションからアクセスできない機密情報を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記機密情報に前記小売業者以外のソースからの第２の専用モバイルアプリケーション
を通じてアクセスすることができる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのクイックレスポンスコードに少なくとも１つの無線周波数識別イ
ンレイを関連付けるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　多層クイックレスポンスコードを用いて機密情報を表示するシステムであって、
　商品又は製品に取り付けられた少なくとも１つのクイックレスポンスコードと、
　前記少なくとも１つのクイックレスポンスコードを読み取るように構成された少なくと
も１つのスキャナ装置と、
　前記クイックレスポンスコードの第１の層を読み取り、該第１の層に埋め込まれた情報
に基づいて前記スキャナ装置のディスプレイ上に第１のコンテンツを表示するように構成
された、前記スキャナ装置において実行される第１のモバイルアプリケーションと、
　前記クイックレスポンスコードの少なくとも１つの第２の層を読み取り、該少なくとも
１つの第２の層に埋め込まれた情報に基づいて前記スキャナ装置の前記ディスプレイ上に
少なくとも１つの第２のコンテンツを表示するように構成された、前記スキャナ装置にお
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いて実行される少なくとも１つの第２のモバイルアプリケーションと、
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第２のコンテンツには前記第１のモバイルアプリケーションを通
じてアクセスすることができない、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第２のコンテンツは、前記商品又は製品の小売業者以外のソース
から提供される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの第２のコンテンツは、前記少なくとも１つの第２のモバイルアプ
リケーションのプロバイダ固有の機密情報を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記機密コンテンツは、サステナビリティデータ、毒性データ、製品安全データ、材料
内容、サプライチェーン情報及び製品取扱データのうちの少なくとも１つを含む、請求項
１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記スキャナ装置は、カメラ又はリーダの少なくとも一方を備えたスマートフォン、タ
ブレット又はモバイル装置のうちの少なくとも１つである、請求項１０に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのクイックレスポンスコードに関連する少なくとも１つの無線周波
数識別インレイをさらに備える、請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１４年７月２１日に出願された米国仮特許出願第６２／０２７，００６
号に基づく優先権を主張するものであり、この仮特許出願はその全体が引用により本明細
書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　消費者市場では、クイックレスポンス（ＱＲ）コードがよく見られるようになってきた
。ＱＲコード（登録商標）は、取り付け先の製品又は商品に関する情報を含む２次元バー
コードである。通常は、ＱＲコードスキャナ、又はスマートフォンなどのスキャナを備え
た装置がＱＲコードを読み取って何らかの有用な形に変換する。例えば、商品に取り付け
られたＱＲコードをＱＲコードスキャナが読み取ると、小売業者が作成したウェブコンテ
ンツにリンクすることができ、これによってユーザがウェブブラウザにウェブアドレスを
打ち込み、又は別様に所望のコンテンツを検索する必要性が排除される。通常、ＱＲコー
ドは、特定の種類又は範囲の製品の詳細、特別提供、競争及びロイヤリティスキームを含
むことができる消費者志向マーケティング情報の形を取る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ＱＲコードによって提供される情報は、小売業者が提供する情報に制限
される。多くの場合、消費者がＱＲコードをスキャンすると、製品に関する様々なデータ
を含む情報が様々な範囲のソースから提供されるようにすれば有用であると思われる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　後述する本発明の実施形態は包括的なものではなく、或いは以下の詳細な説明に開示す
る厳密な形態に本発明を限定するものでもない。むしろ、これらの実施形態は、当業者が
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本発明の原理及び実践を認識して理解できるように選択し、説明するものである。
【０００５】
　１つの例示的な実施形態では、多層クイックレスポンスコード内の機密情報を表示する
システム、方法及び装置について説明することができる。個人が、モバイル装置上のモバ
イルアプリケーション内の固有のクイックレスポンスコードスキャナを用いて、商品又は
製品に取り付けられたクイックレスポンスコードを読み取ることができる。クイックレス
ポンスコードスキャナは、モバイルアプリケーションを通じて、モバイルアプリケーショ
ン固有のクイックレスポンスコードに埋め込まれた情報を読み取ることができる。モバイ
ルアプリケーションに関連するウェブポータル上にホストされた又はこのようなウェブポ
ータルを介してアクセスされるコンテンツに個人をリンクすることができる。これにより
、この個人に、商品の小売業者以外のソースを含む様々なデータソースからアクセスされ
る情報、又はモバイルアプリケーションプロバイダ固有の機密情報を提示することができ
る。
【０００６】
　当業者には、以下の詳細な説明から本発明の他の特徴及び利点が明らかになるであろう
。しかしながら、様々な実施形態及び特定の例についての詳細な説明は、本発明の好まし
い実施形態及びその他の実施形態を示すものではあるが、限定ではなく一例として示すも
のであると理解されたい。本発明の趣旨から逸脱することなく、本発明の範囲内における
多くの変更及び修正を行うことができ、本発明は全てのこのような修正を含む。
【０００７】
　以下の例示的な実施形態の詳細な説明から、本開示の実施形態の利点が明らかになるで
あろう。以下の詳細な説明は、添付図面と併せて検討すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】多層ＱＲコードの例示的な実施形態を示す図である。
【図２】読み取ったＱＲコードからサステナビリティデータの形の機密コンテンツを生成
する例示的な実施形態を示す図である。
【図３】読み取ったＱＲコードからＲＳＬ／毒性データの形の機密コンテンツを生成する
例示的な実施形態を示す図である。
【図４】読み取ったＱＲコードから出所データの形の機密コンテンツを生成する例示的な
実施形態を示す図である。
【図５】読み取ったＱＲコードから長期取扱データの形の機密コンテンツを生成する例示
的な実施形態を示す図である。
【図６】読み取ったＱＲコードから取扱及び内容情報データの形の機密コンテンツを生成
する例示的な実施形態を示す図である。
【図７】ＲＦＩＤインレイを含む多層ＱＲコードの例示的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明及び本発明の特定の実施形態に向けられた関連図面に、本発明の態様を開示
する。本発明の趣旨又は範囲から逸脱することなく、別の実施形態を考案することもでき
る。また、本発明の例示的な実施形態の周知の要素については、本発明の関連する詳細を
曖昧にしないように詳細に説明しておらず、又は省略している。さらに、説明を容易に理
解できるように、以下、本明細書で使用するいくつかの用語について説明する。
【００１０】
　本明細書で使用する「例示的な」という用語は、「例、事例又は例証としての役割を果
たす」ことを意味する。本明細書で説明する実施形態は、限定的なものではなく、むしろ
例示的なものにすぎない。説明する実施形態は、必ずしも他の実施形態よりも好ましいも
の、又は有利なものとして解釈すべきではないと理解されたい。さらに、「本発明の実施
形態」「実施形態」又は「発明」という用語は、説明する特徴、利点又は動作モードを本
発明の全ての実施形態が含むことを必要とするわけではない。
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【００１１】
　さらに、多くの実施形態は、例えばコンピュータ装置の要素によって実行される一連の
動作面から説明している。本明細書で説明する様々な動作は、特定の回路（例えば、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によって、メモリに記憶されたプログラム命令が１又は
２以上のプロセッサに実行されることによって、又はこれらの組み合わせによって実行す
ることができると認識されるであろう。また、本明細書で説明するこれらの一連の動作は
、実行時に関連するプロセッサが本明細書で説明する機能を実行するようにする対応する
一連のコンピュータ命令を記憶するあらゆる形のコンピュータ可読記憶媒体内に完全に具
体化されると考えることができる。従って、本発明の様々な態様は多くの異なる形で具体
化することができ、これらの全てが本発明主題の範囲に含まれるように検討されている。
また、本明細書では、本明細書で説明する各実施形態について、対応する全てのこのよう
な実施形態の形を、例えば説明する動作を実行する「ように構成されたロジック」として
説明することができる。
【００１２】
　少なくとも１つの例示的な実施形態によれば、クイックレスポンスコード内の機密情報
を表示する方法、システム及び装置について説明することができる。
【００１３】
　図１は、ＱＲコードを用いて機密情報を表示する方法、システム及び装置の例示的な実
施形態１００を示すことができる。この例では、特定の商品又は製品に多層ＱＲコード１
０２を取り付けることができる。ＱＲコード１０２の第１の層は、例えば小売業者が割り
当てたウェブページなどの、小売業者によって提供されるコンテンツにリンクして表示す
ることができる、自由に利用できる汎用アプリケーションによって復号することができる
。また、スマートフォン、タブレット又はその他のモバイル装置１０４は、カメラ又はリ
ーダを備えるとともに、商品に取り付けられたＱＲコード１０２の追加層をさらに復号し
、汎用アプリケーションを通じてアクセスできない追加の機密情報を含む様々な追加ソー
ス１０６に個人をリンクするために使用できる好適な専用モバイルアプリケーションを有
することができる。１つの例示的な実施形態では、専用モバイルアプリケーションが、個
々の販売業者又は小売業者に識別目的で特定のコードを割り当てることができる。
【００１４】
　図２は、本明細書で説明する専用モバイルアプリケーションに関連してＱＲコード２０
２を通じて提供できる、例えばサステナビリティデータの形の読み取った機密コンテンツ
の例示的な実施形態２００を示すことができる。
【００１５】
　消費者は、販売時点又は購入後に専用モバイルアプリケーションを用いてＱＲコード２
０２をスキャンして、製品又は商品の製造工程及び／又は流通に関するサステナビリティ
データ２０４にアクセスすることができる。データは、例えば、Ｈｉｇｇ　Ｉｎｄｅｘ、
Ｂｌｕｅｓｉｇｎ、又は当業者であれば理解するような他のサステナビリティデータを含
むことができる。このモデルのデータは、例えば様々な外部システム２０６上にホストす
ることができ、モバイルアプリケーションに関連するポータルによって「ダッシュボード
」にコンパイルして消費者に提示することができる。
【００１６】
　図３は、本明細書で説明する専用モバイルアプリケーションに関連してＱＲコード３０
２を通じて提供できる、ＲＳＬ／毒性データの形の読み取った機密コンテンツの別の例示
的な実施形態３００を示すことができる。
【００１７】
　消費者は、販売時点又は購入後に専用モバイルアプリケーションを用いてＱＲコード３
０２をスキャンして、特定の商品又は製品の材料内容に関する製品安全データ３０４にア
クセスすることができる。データは、例えば、ＲＢＯ　ＲＳＬ、ＯｅｋｏＴｅｘ、ＲＥＡ
ＣＨ、又は当業者であれば理解するような他の毒性データを含むことができる。このモデ
ルのデータは、例えば様々な外部システム３０６上にホストすることができ、モバイルア
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プリケーションに関連するポータルによって「ダッシュボード」にコンパイルして消費者
に対してディスプレイ上に提示することができる。
【００１８】
　図４は、本明細書で説明する専用モバイルアプリケーションに関連してＱＲコード４０
２を通じて提供することができる、例えば出所データの形の読み取った機密コンテンツの
別の例示的な実施形態４００を示すことができる。
【００１９】
　この例示的な実施形態では、消費者が、販売時点又は購入後に専用モバイルアプリケー
ションを用いてＱＲコード４０２をスキャンして、例えば原料（例えば、オーガニックコ
ットン）の産地及び製造所を含む商品又は製品のサプライチェーン４０４の詳細、並びに
当業者であれば理解するような社会的及び倫理的コンプライアンスのためのあらゆる入手
可能な認定評価にアクセスすることができる。このモデルのデータは、例えば遠隔地に配
置されたサーバなどの様々な外部又は内部システム４０６上にホストすることができ、モ
バイルアプリケーションに関連するポータルによって「ダッシュボード」にコンパイルし
て消費者に対してディスプレイ上に提示することができる。
【００２０】
　図５は、本明細書で説明する専用モバイルアプリケーションに関連してＱＲコード５０
２を通じて提供することができる、例えば長期取扱データの形の読み取った機密コンテン
ツの別の例示的な実施形態５００を示すことができる。
【００２１】
　この例では、消費者が、販売時点又は購入後に専用モバイルアプリケーションを用いて
ＱＲコード５０２をスキャンして、製品又は商品の寿命を最大限に延ばして環境影響を最
低限に抑えるために製品又は商品の最善の手入れ方法に関するガイドライン５０４にアク
セスすることができる。取扱表示記号の文字説明を含めることができ、修理についてのヒ
ント、こつ及び／又は技術、或いは修理センターを含めることもできる。当業者であれば
理解するように、データは、汎用外部ソース（例えば、Ｇｉｎｅｔｅｘ　Ｃｌｅｖｅｒｃ
ａｒｅ）及び商品固有のデータベースから取り出すことができる。このモデルのデータは
、例えば様々な外部又は内部システム５０６上にホストすることができ、モバイルアプリ
ケーションに関連するポータルによって「ダッシュボード」にコンパイルして消費者に対
してディスプレイ上に提示することができる。
【００２２】
　図６は、本明細書で説明する専用モバイルアプリケーションに関連してＱＲ６０２コー
ドを通じて提供することができる、例えば取扱及び内容情報データの形の読み取った機密
コンテンツの別の例示的な実施形態６００を示すことができる。
【００２３】
　この例では、消費者が、購入後にＱＲコード６０２をスキャンして、もともと取扱表示
ラベル上に全体が印刷されているような取扱及び内容情報にアクセスすることができる。
これにより、消費者は、この情報が一般的には多言語で印刷されている取扱表示ラベルの
大部分６０８を切除し、又は引きはがすことができるようになる。この結果、取扱及び内
容情報へのアクセスを断念することなく、はるかに小さなラベルによって快適性を高める
ことができる。このモデルのデータは、例えば内部システム６０６上にホストすることが
でき、モバイルアプリケーションに関連するポータルによってコンパイルして、全体を表
示することも、又はユーザが選択可能な言語によって表示することもできる。
【００２４】
　図７は、本明細書で説明する例示的な実施形態に関連するＲＦＩＤインレイ７０１の例
示的な実施形態７００を示すことができる。ＲＦＩＤインレイ７０１は、取扱表示ラベル
に組み込んで一意のＥＰＣ番号で符号化することができる。ＥＰＣ番号は、同じラベル上
に印刷できるＱＲコード７０２内に全体的又は部分的に再現することができる。
【００２５】
　ＥＰＣは、好適な又は所望のアプリケーションを実行するスマートフォン７０４によっ
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てＱＲコード７０２から復号することができ、専用ＲＦＩＤリーダの必要性を排除するこ
とができる。これにより、サプライチェーン内のＲＦＩＤリーダが設置されていない地点
でＥＰＣを取り込んで関連データベースを参照する機会をさらに多く与えることができる
。
【００２６】
　さらに、消費者は、（例えば、快適性又はプライバシーを高めるために）インレイを含
むラベル部分を取り除くことができる一方で、ＥＰＣにリンクされたあらゆるデータソー
ス７０６にアクセスする能力を保持することができる。
【００２７】
　図１～図７を全体的に参照すると、本明細書で説明した例示的な実施形態は、ＱＲコー
ドを有するあらゆる商品又は製品と共に利用することができる。例えば、衣服及び履物で
は、本明細書で説明した例示的な実施形態を利用して、ＱＲコードからの一般コンテンツ
と、限定するわけではないが、組成、取扱表示、流通管理、サステナビリティなどの機密
コンテンツとをいずれも表示することができる。当業者であれば理解するように、モバイ
ルアプリケーションから読み取られる機密情報のタイプは、ＱＲコードを有する製品又は
商品のタイプに合わせることも、或いは製品又は商品に応じて修正することもできる。
【００２８】
　さらなる例示的な実施形態では、ＱＲコードが、例えば追跡又は認証などのためにアプ
リケーション及びデータリンクを介してセキュアなデータベースに接続できる一意の識別
番号を保持することができる。例えば、ＱＲは、本明細書で説明したようなコンテンツに
接続するＵＲＬ、並びに制御文字などによってＵＲＬと分離することができる一意のシリ
アル番号又は同様のものを符号化することができる。
【００２９】
　一意のシリアル番号は、セキュアなデータベースを参照できるとともに、物品の製造及
び流通に関する商品固有のデータ、又は当業者であれば理解するような他の情報を保持す
ることができる。消費者対応アプリケーションは、ＱＲコードを用いて非機密情報にアク
セスすることができ、ブランド調査アプリケーションは、同じＱＲコードをスキャンする
こともできるが、この一意の番号を分離してセキュアなデータベース内の特定の商品を検
索することができる。
【００３０】
　上記の説明及び添付図面には、本発明の原理、好ましい実施形態及び動作モードを示し
た。しかしながら、本発明は、上述した特定の実施形態に限定されるものとして解釈すべ
きではない。当業者であれば、上述した実施形態のさらなる変形を認識するであろう。
【００３１】
　従って、上述した実施形態は、限定的なものではなく例示的なものと見なすべきである
。従って、当業者であれば、以下の特許請求の範囲によって定められる本発明の範囲から
逸脱することなく、これらの実施形態の変形形態を作成することができると理解されたい
。
【符号の説明】
【００３２】
７００　実施形態
７０１　ＲＦＩＤインレイ
７０２　ＱＲコード
７０４　スマートフォン
７０６　データソース
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