
JP 2015-232853 A 2015.12.24

10

(57)【要約】
【課題】個々の物体の製造係る時間情報等の関連情報を
格納するサーバと、物体の表面パターン情報を格納し照
合処理をするサーバとが、分離された物体情報管理シス
テムを提供する。
【解決手段】照合サービスプロバイダ４００は、複数の
物体関連情報管理サーバのそれぞれから、物体が表面に
有する固有パターンを示す画像情報と、該物体の識別情
報と、を受信し、前記受信手段により受信される前記画
像情報と前記識別情報とを記憶し、前記物体がその表面
に有する固有パターンを示す画像情報をユーザ装置から
受信し、前記ユーザ画像情報受信手段により取得される
前記画像情報に基づき、前記記憶手段に記憶される前記
識別情報のうち１つを特定し、前記識別情報特定手段に
より特定される前記識別情報、又は該識別情報に関連づ
けて前記物体関連情報管理サーバに記憶される前記物体
の関連情報を前記ユーザ装置に送信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の物体関連情報管理サーバのそれぞれから、物体が表面に有する固有パターンを示
す画像情報と、該物体の識別情報と、を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信される前記画像情報と前記識別情報とを記憶する記憶手段と、
　前記物体がその表面に有する固有パターンを示す画像情報をユーザ装置から受信するユ
ーザ画像情報受信手段と、
　前記ユーザ画像情報受信手段により取得される前記画像情報に基づき、前記記憶手段に
記憶される前記識別情報のうち１つを特定する識別情報特定手段と、
　前記識別情報特定手段により特定される前記識別情報、又は該識別情報に関連づけて前
記物体関連情報管理サーバに記憶される前記物体の関連情報を前記ユーザ装置に送信する
送信手段と、
　を含む物体画像情報管理サーバ。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記ユーザ装置が前記物体関連情報管理サーバに前記識別情報特定手
段により特定される前記識別情報を送信するための通信制御情報を前記ユーザ装置に送信
する、
　請求項１に記載の物体画像情報管理サーバ。
【請求項３】
　前記送信手段は、前記識別情報特定手段により特定される前記識別情報を前記物体関連
情報管理サーバに送信して、該識別情報に関連づけて前記物体関連情報管理サーバに記憶
される前記関連情報を受信し、受信する前記関連情報を前記ユーザ装置に送信する、
　請求項１に記載の物体画像情報管理サーバ。
【請求項４】
　それぞれ表面に固有パターンを有する物体ごとに、前記固有パターンを示す画像情報と
、前記物体の関連情報と、を取得する取得手段と、
　前記物体関連情報管理手段によって取得される前記関連情報を、前記物体の識別情報に
関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記物体情報取得手段によって取得される前記画像情報と、前記識別情報と、を物体画
像情報管理サーバに送信する送信手段と、
　前記識別情報を受信する場合に、該識別情報に関連づけて前記記憶手段に記憶される前
記物体の関連情報を返信する返信手段と、
　を含む物体関連情報管理サーバ。
【請求項５】
　複数の物体関連情報管理サーバのそれぞれから、物体が表面に有する固有パターンを示
す画像情報と、該物体の識別情報と、を受信する受信手段、
　前記受信手段により受信される前記画像情報と前記識別情報とを記憶する記憶手段、
　前記物体がその表面に有する固有パターンを示す画像情報をユーザ装置から受信するユ
ーザ画像情報受信手段、
　前記ユーザ画像情報受信手段により取得される前記画像情報に基づき、前記記憶手段に
記憶される前記識別情報のうち１つを特定する識別情報特定手段、及び
　前記識別情報特定手段により特定される前記識別情報、又は該識別情報に関連づけて前
記物体関連情報管理サーバに記憶される前記物体の関連情報を前記ユーザ装置に送信する
送信手段
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項６】
　それぞれ表面に固有パターンを有する物体ごとに、前記固有パターンを示す画像情報と
、前記物体の関連情報と、を取得する取得手段、
　前記物体関連情報管理手段によって取得される前記関連情報を、前記物体の識別情報に
関連付けて記憶する記憶手段、
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　前記物体情報取得手段によって取得される前記画像情報と、前記識別情報と、を物体画
像情報管理サーバに送信する送信手段、及び
　前記識別情報を受信する場合に、該識別情報に関連づけて前記記憶手段に記憶される前
記物体の関連情報を返信する返信手段
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体画像情報管理サーバ、物体関連情報管理サーバ及びプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１は、表面に固有の（ランダムな）パターンを有する錠剤等の物体を製造
して容器に格納する工程において、各容器に格納された個々の物体を特定するための技術
を開示している。当該技術は各物体の表面固有のパターンを撮影し、その撮影した時間を
取得し、それら物体を格納した容器と容器に格納したときの時間範囲を関連付けて記憶さ
せ、これら情報から格納された個々の物体がどの容器に格納されたかを知ることができる
ようにするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０６５１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、物体の表面パターン情報の照合処理を行うサーバが、物体の関連情報を記憶
するサーバから独立して設けられた物体情報管理システムを実現し、それによって複数の
物体製造業者の照合処理を一括して受任するような仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための、請求項１に記載の発明は、複数の物体関連情報管理サーバ
のそれぞれから、物体が表面に有する固有パターンを示す画像情報と、該物体の識別情報
と、を受信する受信手段と、前記受信手段により受信される前記画像情報と前記識別情報
とを記憶する記憶手段と、前記物体がその表面に有する固有パターンを示す画像情報をユ
ーザ装置から受信するユーザ画像情報受信手段と、前記ユーザ画像情報受信手段により取
得される前記画像情報に基づき、前記記憶手段に記憶される前記識別情報のうち１つを特
定する識別情報特定手段と、前記識別情報特定手段により特定される前記識別情報、又は
該識別情報に関連づけて前記物体関連情報管理サーバに記憶される前記物体の関連情報を
前記ユーザ装置に送信する送信手段と、を含む物体画像情報管理サーバである。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、前記送信手段は、前記ユーザ装置が前記物体関連情報管理サ
ーバに前記識別情報特定手段により特定される前記識別情報を送信するための通信制御情
報を前記ユーザ装置に送信する、請求項１に記載の物体画像情報管理サーバである。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、前記送信手段は、前記識別情報特定手段により特定される前
記識別情報を前記物体関連情報管理サーバに送信して、該識別情報に関連づけて前記物体
関連情報管理サーバに記憶される前記関連情報を受信し、受信する前記関連情報を前記ユ
ーザ装置に送信する、請求項１に記載の物体画像情報管理サーバである。
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【０００８】
　請求項４に記載の発明は、それぞれ表面に固有パターンを有する物体ごとに、前記固有
パターンを示す画像情報と、前記物体の関連情報と、を取得する取得手段と、前記物体関
連情報管理手段によって取得される前記関連情報を、前記物体の識別情報に関連付けて記
憶する記憶手段と、前記物体情報取得手段によって取得される前記画像情報と、前記識別
情報と、を物体画像情報管理サーバに送信する送信手段と、前記識別情報を受信する場合
に、該識別情報に関連づけて前記記憶手段に記憶される前記物体の関連情報を返信する返
信手段と、を含む物体関連情報管理サーバである。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、複数の物体関連情報管理サーバのそれぞれから、物体が表面
に有する固有パターンを示す画像情報と、該物体の識別情報と、を受信する受信手段、前
記受信手段により受信される前記画像情報と前記識別情報とを記憶する記憶手段、前記物
体がその表面に有する固有パターンを示す画像情報をユーザ装置から受信するユーザ画像
情報受信手段、前記ユーザ画像情報受信手段により取得される前記画像情報に基づき、前
記記憶手段に記憶される前記識別情報のうち１つを特定する識別情報特定手段、及び前記
識別情報特定手段により特定される前記識別情報、又は該識別情報に関連づけて前記物体
関連情報管理サーバに記憶される前記物体の関連情報を前記ユーザ装置に送信する送信手
段としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、それぞれ表面に固有パターンを有する物体ごとに、前記固有
パターンを示す画像情報と、前記物体の関連情報と、を取得する取得手段、前記物体関連
情報管理手段によって取得される前記関連情報を、前記物体の識別情報に関連付けて記憶
する記憶手段、前記物体情報取得手段によって取得される前記画像情報と、前記識別情報
と、を物体画像情報管理サーバに送信する送信手段、及び前記識別情報を受信する場合に
、該識別情報に関連づけて前記記憶手段に記憶される前記物体の関連情報を返信する返信
手段としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１－３に記載の発明によれば、物体関連情報管理サーバからは独立して存在しな
がら、複数の物体関連情報管理サーバ内の物体の画像情報と同じ画像情報に対して、ユー
ザ装置の送信する物体の画像情報との照合処理を一括して行う物体画像情報管理サーバが
提供される。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、物体画像情報管理サーバは、物体関連情報管理サーバに照合
処理で特定された物体の関連情報を送信させるための通信制御情報を、照合処理を要求し
たユーザ装置に対し送信する。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、物体画像情報管理サーバは、物体関連情報管理サーバから照
合処理で特定された物体に係る関連情報を取得し、当該関連情報を照合処理を要求したユ
ーザ装置に送信する。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、物体の画像情報と関連情報を、物体に固有の識別情報に紐づ
けて記憶し、ユーザ装置から特定の物体の識別情報を受信すると、当該物体の関連情報を
返信する物体関連情報管理サーバが提供される。
【００１５】
　請求項５の発明によれば、物体関連情報管理サーバからは独立して存在しながら、複数
の物体関連情報管理サーバ内の物体の画像情報と同じ画像情報に対して、ユーザ装置の送
信する物体の画像情報との照合処理を一括して行う物体画像情報管理サーバとして、コン
ピュータを機能させるプログラムが提供される。
【００１６】
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　請求項６の発明によれば、物体の画像情報と関連情報を、物体に固有の識別情報に紐づ
けて記憶し、ユーザ装置から特定の物体の識別情報を受信すると、当該物体の関連情報を
返信する物体関連情報管理サーバとして、コンピュータを機能させるプログラムが提供さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る物体情報管理システムの第１の実施形態を示すシステム構成図であ
る。
【図２】本発明に係る物体情報管理システムの第２の実施形態を示すシステム構成図であ
る。
【図３】本発明に係る物体情報管理システムの機能ブロック図である。
【図４】本発明に係る物体関連情報テーブルの一例を示す図である。
【図５】本発明に係る物体画像情報テーブルの一例を示す図である。
【図６】本発明での物体画像等の登録処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明での物体画像等の照合処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　最初に、本発明を実施するための最小限の構成より成る第１の実施形態を図面に従って
説明する。図１は、第１の実施形態に係る物体情報管理システム１を示すシステム構成図
である。物体情報管理システム１はまず、物体の製造業者が管理する物体撮影装置１０２
、サーバＡ１１０、データベースＡ１２０等（図内左側に図示）を含んでいる。物体情報
管理システム１はこれらに加えて物体照合サービスプロバイダ（照合サービス提供者）が
管理するサーバＢ４１０、データベースＢ４２０等（図内右側に図示）を含んでいる。サ
ーバＡ１１０とサーバＢ４１０は、図内中央に描かれたインターネット６００を介して情
報の送受信を行う。
【００１９】
　物体撮影装置１０２は物体の製造現場の特定の場所、例えば生産ライン内等に配置され
、そこで製造された各々の物体１０１の表面の電子写真等を製造時に撮影し、それによっ
て物体１０１各々の表面パターン情報を取得する。ここでいう物体１０１の具体的な例と
しては、固有の表面パターンを有する物体、例えば錠剤やカード、電子部品、自動車部品
等が該当する。
【００２０】
　このように取得された表面パターン情報は、物体撮影装置１０２からサーバＡ１１０に
入力される。この時サーバＡ１１０には、物体１０１各々の製造に係る各種の関連情報、
即ち製造日時や製造時の気温や湿度等の製造条件、当該物体が製造される工場や生産ライ
ンのＩＤ等が生産ラインの製造装置等から入力される。同一の物体の表面パターン情報と
関連情報はともにデータベースＡ１２０に入力され、これらには物体１つ１つに固有のＩ
Ｄである物体ＩＤが付与される。１つの物体に係る物体ＩＤ、表面パターン情報、関連情
報は互いに紐づけられ、データベースＡ１２０に記憶される。
【００２１】
　データベースＡ１２０に物体の情報が記憶されると、その中の表面パターン情報とそれ
に紐づけられた物体ＩＤは、サーバＡ１１０からインターネット６００を通じて図内右側
の照合サービスプロバイダのサーバＢ４１０に送信される。この送信は逐次処理であって
もバッチ処理であってもよい。サーバＢ４１０はこの様にして送られた表面パターン情報
と物体ＩＤをデータベースＢ４２０に入力し、データベースＢ４２０はこれらを互いに紐
づけて記憶する。
【００２２】
　物体１０１の使用者、製造業者、流通業者等が真贋判定や追跡を目的として照合を希望
する場合には、各自で取得した物体の撮影画像を、携帯電話やスマートフォンと言った情
報端末等よりなるユーザ装置５００を用いて、インターネット６００を通じて照合サービ
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スプロバイダのサーバＢ４１０に照合要求と共に送信する。
【００２３】
　ユーザ装置からの照合要求を受けてサーバＢ４１０は、データベースＢ４２０に記憶さ
れた表面パターン情報と、ユーザ装置５００から送られた物体の撮影画像を照合する。撮
影画像に対応する表面パターン情報が見つかった場合、その旨をユーザ装置に通知すると
ともに、当該表面パターン情報に紐づけられた物体ＩＤを含む、サーバＡ１１０への接続
情報（ＵＲＬ等）がユーザ装置５００に送信される。この接続情報でサーバＡ１１０にア
クセスすることで、当該物体ＩＤに紐づけられた関連情報が、インターネット６００を通
じてユーザ装置５００に送信される。
【００２４】
　一方、サーバＢ４１０が対応する表面パターン情報を見つけられなかった場合は、サー
バＢ４１０は照合要求を行ったユーザ装置５００に対しその旨照合結果として通知する。
【００２５】
　以上見てきたように本実施形態によれば、製造業者が管理し個々の物体の製造に係る関
連情報を記憶するサーバと、照合処理を行うサーバがそれぞれ別に設けられているため、
製造業者が自身の製造する物品の照合処理を外部に委託する態様が実現される。
【００２６】
　次に、本発明の応用例である第２の実施形態を図面に従って説明する。図２は、本実施
形態に係る物体情報管理システム２のシステム構成図である。本実施形態は、物品の照合
サービスを行うサーバが、照合サービスを複数の製造業者に提供する場合を想定している
。
【００２７】
　本実施形態の基本的な構成は第１の実施形態の構成と同様であるが、第１の実施形態と
の相違点は、１つの照合サービスプロバイダ４００が複数の物体製造業者（工場１００、
２００、３００）に対し照合サービスを提供している点である。各工場は基本的に別の製
造業者のものであるが、同一の製造業者の別々の工場がそれぞれ１つの照合サービスプロ
バイダ４００から照合サービスを提供される態様でも勿論構わない。
【００２８】
　これら各工場は第１の実施形態１で製造業者の管理下にあるとした、物体撮影装置、サ
ーバＡ、データベースＡ等の構成をそれぞれ独自に備えている。ここでサーバＡやデータ
ベースＡ等は、各工場（或いは各製造業者）の実質的な管理下にあれば良いのであり、必
ずしも工場の敷地内に設置されていなければならないわけではない。
【００２９】
　照合サービスプロバイダ４００は各工場でそれぞれで取得された表面パターン情報とそ
のＩＤを記憶・管理している。即ち、図内右側の照合サービスプロバイダ４００は図内左
側の工場１００、工場２００、工場３００のそれぞれで製造される物体の画像とＩＤを管
理しており、これらの工場で製造される物体の照合サービスを、これらの工場の外部から
斉しく提供する。
【００３０】
　以上見てきたように本実施形態によれば、照合サービスプロバイダが複数の製造業者の
製造する物体の表面パターン情報をまとめて管理しているため、複数の製造業者の製造す
る物体の照合処理を外部から一括して受任する態様が実現される。
【００３１】
　以下、図３の機能ブロック図を用いて第２の実施形態に係る物体情報管理システム２の
詳細を説明する。なお、工場２００と工場３００は物体撮影装置、サーバＡ、データベー
スＡ等、本実施形態の運営に最低限必要なものは工場１００の構成と基本的に同様の構成
を有している（これらの工場が製造する物体は同様とは限らない）ので、ここでは省略す
る。物体情報管理システム２は大きく分けて工場１００、照合サービスプロバイダ４００
、ユーザ装置５００、及びこれらを相互につなぐインターネット６００よりなる。これら
はいずれも、図２の基本構成図に図示されている。
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【００３２】
　まずは、工場１００の機能ブロックについて説明する。工場１００には物体情報管理シ
ステム２の構成要素として、物体撮影装置１０２、生産管理システム１０３、サーバＡ１
１０、データベースＡ１２０が設置される。物体撮影装置１０２は例えばデジタルカメラ
であり、生産ライン工程において物体の表面パターン情報（電子写真等）を取得し、サー
バＡ１１０の物体情報取得部１１１に送信する。生産管理システム１０３は、例えば実際
に物体の製造を行う装置に接続されたコンピュータ等であって、製造日時、製造時の温度
や湿度、工場や生産ラインのＩＤや各物体１０１を格納する容器のＩＤ等、物体１０１の
製造に係る必要な関連情報をサーバＡ１１０の物体情報取得部１１１に送信する。なお、
この生産管理システム１０３とは、上記の必要な関連情報をサーバＡ１１０に送る機能を
有していれば良いのであって、何らかの具体的な態様に限定されない。
【００３３】
　サーバＡ１１０は物体情報取得部１１１、送受信部１１２、関連情報送信要求受付部１
１３を含む。サーバＡ１１０に備えられた上記各部の機能は、ＣＰＵ等の制御手段、ハー
ドディスクや半導体メモリ等の記憶手段、外部デバイスとデータを送受信する入出力手段
等を備えたコンピュータが、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体に格納されたプロ
グラムを読み込み実行することで実現されるものとしてよい。プログラムは光ディスク、
磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の情報記憶媒体によっ
てコンピュータにより構成されるサーバＡ１１０に供給されることとしてもよいし、イン
ターネット等のデータ通信網を介して提供されることとしてもよい。
【００３４】
　物体情報取得部１１１には、物体撮影装置１０２から物体１０１の表面パターン情報が
、生産管理システム１０３から物体１０１の関連情報が、それぞれ入力される。これらの
情報はその後サーバＡ１１０からデータベースＡ１２０に入力される。
【００３５】
　データベースＡ１２０は記憶部１２１を含んでいる。記憶部１２１はデータ及びプログ
ラムを記憶する。データベースＡ１２０は、サーバＡ１１０から物体１０１の表面パター
ン情報と関連情報の入力を受けると、物体１０１の１つ１つに固有のＩＤである物体ＩＤ
を付与し、これらを互いに紐づけて記憶部１２１に記憶させる。図４は、データベースＡ
１２０の記憶部１２１に記憶される情報の一例である。
【００３６】
　データベースＡ１２０の機能は、ＣＰＵ等の制御手段、ハードディスクや半導体メモリ
等の記憶手段、外部デバイスとデータを送受信する入出力手段等を備えたコンピュータが
、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体に格納されたプログラムを読み込み実行する
ことで実現されるものとしてよい。プログラムは光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ
、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の情報記憶媒体によってコンピュータにより構成
されるデータベースＡ１２０に供給されることとしてもよいし、インターネット等のデー
タ通信網を介して提供されることとしてもよい。
【００３７】
　サーバＡ１１０の送受信部１１２はインターネット６００を介して、工場１００の外に
ある照合サービスプロバイダ４００やユーザ装置５００との情報の送受信を行う。サーバ
Ａの関連情報送信要求受付部１１３は、ユーザ装置５００から物体ＩＤによって指定され
る物体の関連情報の送信要求を受付け、データベースＡに当該物体ＩＤに紐づけられた関
連情報を要求する。当該関連情報はサーバＡ１１０に返され、送受信部１１２からインタ
ーネット６００を介してユーザ装置５００に送られる。
【００３８】
　次に、照合サービスプロバイダ４００の機能ブロックについて説明する。照合サービス
プロバイダ４００は、サーバＢ４１０、データベースＢ４２０を含んでなる。
【００３９】
　サーバＢ４１０は送受信部４１１、照合部４１２、照合要求受付部４１３を含む。サー
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バＢ４１０に備えられた上記各部の機能は、ＣＰＵ等の制御手段、メモリ等の記憶手段、
外部デバイスとデータを送受信する入出力手段等を備えたコンピュータが、コンピュータ
読み取り可能な情報記憶媒体に格納されたプログラムを読み込み実行することで実現され
るものとしてよい。プログラムは光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディス
ク、フラッシュメモリ等の情報記憶媒体によってコンピュータにより構成されるサーバＢ
４１０に供給されることとしてもよいし、インターネット等のデータ通信網を介して提供
されることとしてもよい。
【００４０】
　サーバＢ４１０の送受信部４１１はインターネット６００を介して、照合サービスプロ
バイダ４００の外にある工場１００やユーザ装置５００との情報の送受信を行う。送受信
部４１１は、サーバＡ１１０からインターネットを通じて物体の表面パターン情報と物体
ＩＤを受け取るとこれらをデータベースＢに入力し、これらを互いに紐づけて記憶させる
。
【００４１】
　データベースＢ４２０は記憶部４２１を含んでいる。記憶部４２１はデータ及びプログ
ラムを記憶する。記憶部４２１にはあらかじめ記憶されたデータや、サーバＢ４１０から
入力された物体の表面パターン情報、関連情報等のデータ等が記憶される。図５は、デー
タベースＢ４２０の記憶部１２１に記憶される情報の一例である。
【００４２】
　データベースＢ４２０の機能は、ＣＰＵ等の制御手段、ハードディスクや半導体メモリ
等の記憶手段、外部デバイスとデータを送受信する入出力手段等を備えたコンピュータが
、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体に格納されたプログラムを読み込み実行する
ことで実現されるものとしてよい。プログラムは光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ
、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の情報記憶媒体によってコンピュータにより構成
されるデータベースＢ４２０に供給されることとしてもよいし、インターネット等のデー
タ通信網を介して提供されることとしてもよい。
【００４３】
　サーバＢ４１０の照合要求受付部４１３は、ユーザ装置５００からインターネットを通
じてサーバＢ４１０に送信された物体の撮影画像を照合要求と共に受け付け、照合部４１
２に送る。これを受けて照合部４１２は、データベースＢ４２０に照合の対象となる物体
の表面パターン情報を要求する。照合部４１２はデータベースＢ４２０から受け取った表
面パターン情報と、ユーザ装置５００から受信した撮影画像を照合し、対応する（同一の
物体から取得された）表面パターン情報がないか判定を行う。対応するものが見つかった
場合は、当該表面パターン情報に紐づけられた物体ＩＤを含むサーバＡ１１０への接続情
報（ＵＲＬ等）がユーザ装置５００に送信される。
【００４４】
　次に、図６－７のフローチャートを参照しながら、物体情報管理システム２において行
われる処理の順序を説明する。まず、図６は記憶処理の流れを示したものである。図６に
示されるように、工場１００で製造された物体の表面を物体撮影装置１０２が撮影して当
該物体の表面パターン情報を得る（Ｓ１００１）。次にサーバＡ１１０が、当該表面パタ
ーン情報と、当該物体の製造に係る関連情報を取得する（Ｓ１００２）。
【００４５】
　サーバＡ１１０が、これらの表面パターン情報と関連情報をデータベースＡ１２０に入
力すると、データベースＡ１２０はこれらに１つ１つの物体に固有の物体ＩＤを付与し、
互いに紐づけて記憶する（Ｓ１００３）。データベースＡ１２０はこれらの情報のうち、
互いに紐づけられた物体ＩＤと表面パターン情報をサーバＡ１１０に返し、サーバＡ１１
０はインターネットを介し、これらを照合サービスプロバイダ４００のサーバＢ４１０に
送信する（Ｓ１００４）。サーバＢ４１０が物体ＩＤと表面パターン情報をデータベース
Ｂ４２０に入力し、データベースＢ４２０はこれらを紐づけて記憶する（Ｓ１００５）。
【００４６】
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　図７は照合処理の流れを示したものである。図７に示されるように、サーバＢ４１０は
ユーザ装置５００から照合の対象となる物体の撮影画像と照合要求を受け付ける（Ｓ２０
０１）。サーバＢ４１０は、データベースＢ４２０に記憶された表面パターン情報と物体
ＩＤを取得し、ユーザ装置５００から送られた撮影画像と当該表面パターン情報との照合
処理を実行する（Ｓ２００２）。撮影画像に対応する表面パターン情報が見つかった場合
、その表面パターン情報に紐づけられた物体ＩＤを含む、サーバＡ１１０への接続情報を
ユーザ装置５００に送る（Ｓ２００３）。そして、ユーザ装置５００は接続情報によりサ
ーバＡ１１０にアクセスする（Ｓ２００４）。サーバＡ１１０は、その接続情報に含まれ
るＩＤに紐づけられた関連情報をデータベースＡ１２０から取得し、ユーザ装置５００に
送信する（Ｓ２００５）。
【００４７】
　本発明は上記の実施形態に限定されない。上記の実施形態では照合サービスプロバイダ
４００は物体の表面パターン情報と物体ＩＤのみを管理する構成としたが、照合サービス
プロバイダ４００がその他の情報をも管理する構成であっても良い。「その他の情報」と
しては、物体を製造した製造業者名や物体が製造された工場のＩＤ、物体の製造時期、又
は物体の名称（市場名等）等が考えられる。この場合は物体の製造時に、工場から物体の
表面パターン情報に加えてこれらの追加的な情報がサーバＢ４１０に送信される。そして
データベースＢ４２０は表面パターン情報とこれらの追加的な情報に物体ＩＤを紐づけ、
ともに記憶することとなる。
【００４８】
　上記の追加的な情報は、照合処理の対象となる物体パターン情報を限定するための限定
条件となる。この場合、照合を希望する者がその対象となる物体に関し上記限定条件に該
当する情報を知っておれば、ユーザ装置５００から照合要求と共に送信する態様が可能と
なる。例えば照合の目的が市販薬品の錠剤の真贋鑑定である場合、当該薬品の市場名や製
造業者名を照合要求と共に送信してもよいし、状況によっては工場のＩＤを送信すること
も考えられる。このような限定条件がデータベースＢ４２０に記憶される関連情報の一部
であれば、照合処理を行うサーバＢ４１０は当該限定条件に従い、照合処理を行う表面パ
ターン情報を絞ることができる。これによって照合処理に係るサーバＢ４１０への処理負
荷や処理に掛かる時間が削減される。
【００４９】
　又、上記の実施形態ではサーバＢ４１０での照合処理で撮影画像に対応する表面パター
ン情報が見つかった場合、物体ＩＤを含む接続情報のみがユーザ装置５００に送られる構
成としたが、本発明はこの様な構成に限定されない。照合処理で撮影画像に対応する表面
パターン情報が見つかった場合、サーバＢ４１０はインターネット６００を通じて、サー
バＡ１１０にデータベースＡ１２０に記憶された当該表面パターン情報に紐づけられた関
連情報を送信させ、ユーザ装置５００には表面パターン情報に紐づけられた接続情報の代
わりに照合結果と共に当該関連情報を送るような構成としてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１　物体情報管理システム、２　物体情報管理システム、１００　工場、１０１　物体
、１０２　物体撮影装置、１０３　生産管理システム、１１０　サーバＡ、１１１　物体
情報取得部、１１２　送受信部、１１３　関連情報送信要求受付部、１２０　データベー
スＡ、１２１　記憶部、２００　工場、２１０　サーバＡ、２２０　データベースＡ、３
００　工場、３１０　サーバＡ、３２０　データベースＡ、４００　照合サービスプロバ
イダ、４１０　サーバＢ、４１１　送受信部、４１２　照合部、４１３　照合要求受付部
、４２０　データベースＢ、５００　ユーザ装置、６００　インターネット。
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