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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準位置に対するマークの位置によって該マークの値が示され、複数の前記マークの値
の組み合わせを一つの位置情報として、この位置情報を与え得る全空間の中の一部の異な
る空間がそれぞれ割り当てられ、割り当てられた空間に対応する前記マークの群がそれぞ
れ印刷された複数の領域が設けられ、かつ所定の順序でこれら複数の領域に記入される帳
票を処理する帳票処理システムであって、
　前記帳票の前記複数の領域への前記所定の順序での記入に対応して、記入された位置に
存在する前記複数のマークの値を読み込んで位置情報の系列を生成するペン装置の出力を
取り込むペン出力取り込み部と、
　前記帳票の前記複数の領域にそれぞれ割り当て可能な個々の空間の識別情報とそれぞれ
の空間の位置に関する情報とが対応付けて記憶された第１の記憶部と、
　前記ペン出力取り込み部にて取り込まれた前記位置情報の系列と前記第１の記憶部に記
憶された個々の空間の位置に関する情報とを比較して、前記ペン装置により記入が行われ
た前記複数の領域にそれぞれ割り当てられた空間の識別情報を順に判別して前記空間の識
別情報の配列を生成する空間番号判別部と、
　前記空間の識別情報の配列と人の区分を示す情報とが予め記憶された第２の記憶部と、
　前記空間番号判別部によって判別された前記空間の識別情報の配列と前記第２の記憶部
に記憶された前記空間の識別情報の配列とを比較して一致した前記空間の識別情報の配列
に対応する人の区分を示す情報を判別する情報判別部と
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　を具備することを特徴とする帳票処理システム。
【請求項２】
　前記帳票に設けられた前記複数の領域が、前記ペン装置によって文字が記入される領域
であり、
　前記複数の領域に記入された文字を認識する文字認識部と、
　前記情報判別部により判別された情報と前記文字認識部により認識された文字の情報と
を対応付けて記憶する第３の記憶部と
　をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の帳票処理システム。
【請求項３】
　基準位置に対するマークの位置によって該マークの値が示され、複数の前記マークの値
の組み合わせを一つの位置情報として、この位置情報を与え得る全空間の中の一部の異な
る空間がそれぞれ割り当てられ、割り当てられた空間に対応する前記マークの群がそれぞ
れ印刷された複数の領域が設けられ、かつ所定の順序でこれら複数の領域に記入される帳
票を処理する帳票処理方法であって、
　前記帳票の前記複数の領域にそれぞれ割り当て可能な個々の空間の識別情報とそれぞれ
の空間の位置に関する情報とが対応付けて記憶された第１の記憶部と、前記空間の識別情
報の配列と人の区分を示す情報とが予め記憶された第２の記憶部とを設けておき、
　前記帳票の前記複数の領域への前記所定の順序での記入に対応して、記入された位置に
存在する前記複数のマークの値を読み込んで位置情報の系列を生成するペン装置の出力を
取り込むステップと、
　前記取り込まれた位置情報の系列と前記第１の記憶部に記憶された個々の空間の位置に
関する情報とを比較して、前記ペン装置により記入が行われた前記複数の領域にそれぞれ
割り当てられた空間の識別情報を順に判別して前記空間の識別情報の配列を生成するステ
ップと、
　前記生成された前記空間の識別情報の配列と前記第２の記憶部に記憶された前記空間の
識別情報の配列とを比較して一致した前記空間の識別情報の配列に対応する人の区分を示
す情報を判別するステップと
　を具備することを特徴とする帳票処理方法。
【請求項４】
　基準位置に対するマークの位置によって該マークの値が示され、複数の前記マークの値
の組み合わせを一つの位置情報として、この位置情報を与え得る全空間の中の一部の異な
る空間がそれぞれ割り当てられ、割り当てられた空間に対応する前記マークの群がそれぞ
れ印刷された複数の領域が設けられ、かつ所定の順序でこれら複数の領域に記入される帳
票を処理する機能をコンピュータにおいて実現するプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記帳票の前記複数の領域への前記所定の順序での記入に対応して、記入された位置に
存在する前記複数のマークの値を読み込んで位置情報の系列を生成するペン装置の出力を
取り込むペン出力取り込み部と、
　前記帳票の前記複数の領域にそれぞれ割り当て可能な個々の空間の識別情報とそれぞれ
の空間の位置に関する情報とが対応付けて記憶された第１の記憶部と、
　前記ペン出力取り込み部にて取り込まれた前記位置情報の系列と前記第１の記憶部に記
憶された個々の空間の位置に関する情報とを比較して、前記ペン装置により記入が行われ
た前記複数の領域にそれぞれ割り当てられた空間の識別情報を順に判別して前記空間の識
別情報の配列を生成する空間番号判別部と、
　前記空間の識別情報の配列と人の区分を示す情報とが予め記憶された第２の記憶部と、
　前記空間番号判別部によって判別された前記空間の識別情報の配列と前記第２の記憶部
に記憶された前記空間の識別情報の配列とを比較して一致した前記空間の識別情報の配列
に対応する人の区分を示す情報を判別する情報判別部として機能させることを特徴とする
プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報を示す複数のマークが印刷された帳票に記入を行うと同時にその記
入位置のマークを読み取って位置情報を復号する機能を有するペン装置の出力を処理する
帳票処理システム、帳票処理方法、プログラム、および光学読み取り帳票に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　基準位置に対するマークの位置によってそのマークの値が示され、このマークを縦横に
複数配置して一つの認識対象のパターンとし、光学読み取り帳票に印刷する技術がある（
たとえば特許文献１など）。具体的な応用として、平均０．３ｍｍ間隔に配置された縦横
６×６個のドットのパターンを一つの位置情報として、この位置情報を二次元の空間に対
して与える方式がある。この方式では、個々のドットはそれぞれ縦横０．３ｍｍ間隔に設
定された基準位置から上下左右の４通りの方向へ僅かにずらした位置に配置され、その基
準位置に対するドットの位置によってそのドットの値が示されている。これによって、縦
横６×６個のドットの値の組み合わせで４の３６乗通りのパターンを生成でき、広大な二
次元空間に対して位置情報を与えることができる。
【０００３】
　このような広大な二次元空間の中の一部の異なる空間に対応するドットパターンの群を
帳票の書面に印刷しておくことで、ペン装置によって帳票への記入が行われた際、その記
入が行われた位置に存在するドットパターンをペン装置に搭載されたカメラで読み込み、
これを復号することによって、筆跡に相当する位置情報の系列が得られ、この位置情報の
系列をもとに文字の認識を行うことができる。
【０００４】
　ところで、帳票の処理をコンピュータを用いて行うシステムにおいては、顧客を顧客ご
とに割り当てられたコード番号で管理することが一般である。その際、顧客コードに対応
付けて記憶された顧客名と、帳票に記入された顧客名を文字認識して得た結果とを照合し
て、顧客を同定することが行われている。
【０００５】
　しかしながら、このようなシステムにおいて、顧客は、帳票に自身の名称（顧客名）と
顧客コードの両方を記入しなければならない。このため、各顧客に自分の顧客コードの管
理を依存しなければならず、顧客の負担が大きい。
【０００６】
　一方、帳票の書面をラインスキャナなどで全面的に走査して帳票から情報を読み込む方
式の場合には、顧客コードそのものや、顧客コードを符号化したバーコードなどを帳票に
印刷しておけば、帳票の書面を走査する機会に顧客コードを読み込むことが可能である。
しかし、上記のドットパターンから位置情報を読み込む方式の場合には、ペンの筆跡部分
しか走査されないため、帳票に印刷された顧客コードやバーコードなどを読み取れないと
いう問題がある。
【０００７】
　また、上記のような顧客の同定処理を行うために、ドットパターンにより位置情報を与
え得る全空間の中の別々の空間を顧客コードごとに割り当て、この空間に対応するドット
パターンを帳票に印刷しておき、このドットパターンをペン装置に内蔵されたカメラで撮
像して顧客コードを読み取る方法が提案されている（たとえば特許文献２など）。
【特許文献１】特表２００３－５１１７６１号公報
【特許文献２】特開２００５－２１５８１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、顧客コードごとに固有の空間を割り当てる方法では、顧客数に比例した
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広さの空間に対応した数のドットパターンが必要となる。ドットパターンによって位置情
報を与えることのできる空間は広大であるとは言え、非効率な消費は、最悪ドットパター
ンの枯渇問題をもたらす要因となる。
【０００９】
　本発明は、上記の事情を鑑み、帳票に印刷されるたとえばドットパターンなど、複数の
マークのそれぞれの基準位置に対する位置によって空間の位置に関する情報を与えるパタ
ーンの利用効率の向上を図ることのできる帳票処理システム、帳票処理方法、プログラム
、および光学読み取り帳票を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の帳票処理システムは、基準位置に対するマーク
の位置によって該マークの値が示され、複数の前記マークの値の組み合わせを一つの位置
情報として、この位置情報を与え得る全空間の中の一部の異なる空間がそれぞれ割り当て
られ、割り当てられた空間に対応する前記マークの群がそれぞれ印刷された複数の領域が
設けられ、かつ所定の順序でこれら複数の領域に記入される帳票を処理する帳票処理シス
テムであって、前記帳票の前記複数の領域への前記所定の順序での記入に対応して、記入
された位置に存在する前記複数のマークの値を読み込んで位置情報の系列を生成するペン
装置の出力を取り込むペン出力取り込み部と、前記帳票の前記複数の領域にそれぞれ割り
当て可能な個々の空間の識別情報とそれぞれの空間の位置に関する情報とが対応付けて記
憶された第１の記憶部と、前記ペン出力取り込み部にて取り込まれた前記位置情報の系列
と前記第１の記憶部に記憶された個々の空間の位置に関する情報とを比較して、前記ペン
装置により記入が行われた前記複数の領域にそれぞれ割り当てられた空間の識別情報を順
に判別して前記空間の識別情報の配列を生成する空間番号判別部と、前記空間の識別情報
の配列と人の区分を示す情報とが予め記憶された第２の記憶部と、前記空間番号判別部に
よって判別された前記空間の識別情報の配列と前記第２の記憶部に記憶された前記空間の
識別情報の配列とを比較して一致した前記空間の識別情報の配列に対応する人の区分を示
す情報を判別する情報判別部とを具備するするものである。
【００１１】
　この発明では、ペン装置を使って帳票の領域に文字や図形などを記入する操作に伴って
、その帳票の複数の領域と複数の空間との割り当ての関係によって定義された情報を読み
取ることができる。したがって、少ない数の空間で多数の情報を定義することができ、空
間の位置に関する情報を与えるパターンの利用効率の向上を図ることができる。
【００１２】
　また、本発明において、前記帳票に設けられた前記複数の領域が、前記ペン装置によっ
て文字が記入される領域であり、前記複数の領域に記入された文字を認識する文字認識部
をさらに具備するものであってもよい。
【００１３】
　さらに、本発明は、前記情報判別部により判別された情報と前記文字認識部により認識
された文字の情報とを対応付けて記憶する記憶部をさらに具備するものであってもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、帳票に印刷されるたとえばドットパターンなど、複数のマークのそれ
ぞれの基準位置に対する位置によって空間の位置に関する情報を与えるパターンの利用効
率を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施形態にかかる帳票処理システムによって処理される帳票１１
０の書面の例を示す図である。
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【００１７】
　この帳票１１０は通信販売申込書であり、この帳票１１０には、１０桁の数字からなる
電話番号が１文字ごとに記入される１０個の記入枠ａ１－ａ１０と、商品の種類ごとの購
入個数が記入される記入枠ａ１１－ａ１９とが設けられている。少なくとも、これらの記
入枠ａ１－ａ１９によって囲まれた各領域には、図１６に示すように、平均０．３ｍｍ間
隔に配置された縦横６×６個のドットＤ１，…，Ｄ３６のそれぞれの基準位置Ｂ１，…，
Ｂ３６に対する位置によって、それぞれのドットＤ１，…，Ｄ３６の値が示され、これら
のドットＤ１，…，Ｄ３６の値の組み合わせを一つの位置情報として、この位置情報を与
え得る全空間の中の一部の異なる空間がそれぞれ割り当てられ、かつ割り当てられた空間
に対応する全てのドットパターンが印刷されている。すなわち、電話番号が記入される個
々の記入枠ａ１－ａ１０に割り当てられる空間は、位置情報を与え得る全空間の中で予め
決められた、それぞれ異なる位置の空間とされている。そして、電話番号が記入される個
々の記入枠ａ１－ａ１０と空間との割り当ての関係は、帳票１１０ごとの定義情報の一例
である顧客コードによって決められている。
【００１８】
　たとえば、電話番号が記入される個々の記入枠ａ１－ａ１０にそれぞれ割り当てられた
１０個の空間の番号を"1"から"10"とすると、記入枠ａ１－ａ１０の左から右への順（記
入が行われる順）の空間の番号の配列を、
・顧客コード(0000001）に対して"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10"
・顧客コード(0000002）に対して"1,2,3,4,5,6,7,8,10,9"
・顧客コード(3628800）に対して"10,9,8,7,6,5,4,3,2,1"
のように帳票１１０ごとの定義情報である顧客コードによって変更する。これにより、多
数の顧客コードを表現できるようにしている。
【００１９】
　なお、ドットパターンは、記入枠ａ１－ａ１９によって囲まれた領域のみならず、帳票
１１０の書面全体に印刷されていてもよい。
【００２０】
　図２は図１に示した書式を有する帳票１１０を処理する帳票処理システム１００の全体
の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この帳票処理システム１００は、帳
票１１０への記入を行うペン装置１２０と、このペン装置１２０の出力を処理するホスト
装置１３０とで構成される。
【００２１】
　まず、ペン装置１２０の構成とその動作から説明する。図３はこの帳票処理システム１
００に用いられるペン装置１２０の構成を示す図である。同図に示すように、このペン装
置１２０は、ユーザによって掴持されることに適した形状の筐体１２１を備える。筐体１
２１の一端には帳票１１０の紙面にインクによって実際の記入を行うことのできるペン部
１２２が設けられている。また、筐体１２１内には、帳票１１０の紙面においてペン部１
２２の先端が当てられている位置とその近傍の領域を撮像するためのＣＣＤ(Charge-Coup
led Devices)、ＣＭＯＳ(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)センサなどの撮像
素子を用いたカメラ１２３が配置されている。さらに、筐体１２１内には、ペン部１２２
により帳票１１０への記入が行われているタイミングを検知するためにペン部１２２の筆
圧を検出する加圧センサ１２４が設けられている。
【００２２】
　また、筐体１２１内には、制御部１２５、メモリ１２６、通信部１２７などが設けられ
ている。制御部１２５は、ペン装置１２０内の各部の総括的な制御、カメラ１２３によっ
て取り込まれた映像データに対する処理、たとえば、映像データからの上記のドットパタ
ーンの抽出や、抽出したドットパターンを位置情報に変換する処理などを行う。メモリ１
２６は、カメラ１２３によって取り込まれた映像データの一時的な蓄積のための領域や、
制御部１２５による映像データの処理のための作業領域などとして用いられる。また、メ
モリ１２６には、制御部１２５による映像データの処理のために必要なプログラムや、ド
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ットパターンを位置情報に変換するために参照される変換テーブルなどが格納されている
。通信部１２７は、たとえば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）や無線などによってホス
ト装置１３０との通信を処理する。
【００２３】
　次に、このペン装置１２０の動作を説明する。
【００２４】
　カメラ１２３は、帳票１１０の紙面において、ペン部１２２の先端が当てられている位
置とその近傍の領域を撮像している。制御部１２５は加圧センサ１２４の出力の変化を監
視しており、ペン部１２２が帳票１１０の紙面に当てられたとき加圧センサ１２４の出力
が所定の閾値に達したことを判断して、カメラ１２３によって撮像された映像データをメ
モリ１２６に取り込む。次に、制御部１２５は、メモリ１２６に記憶された映像データの
中からドットパターンを抽出し、メモリ１２６に格納されている変換テーブルを用いて、
そのドットパターンに対応する位置情報を判定する。なお、ここで言うドットパターンは
、個々のドットのそれぞれの基準位置からのずれの方向の組み合わせによって位置情報が
符号化されたパターンである。この位置情報の生成は所定の時間間隔で行われ、これによ
り帳票１１０の紙面でのペン装置１２０のペン部１２２の移動の軌跡（筆跡）に対応した
位置情報の系列が得られる。このようにして得られた位置情報の系列は、通信部１２７に
よってホスト装置１３０へ転送される。
【００２５】
　たとえば、帳票１１０における電話番号の記入枠ａ１－ａ１０にペン装置１２０によっ
て電話番号の記入が行われるとき、その記入位置にあるドットパターンがカメラ１２３に
よって読み込まれ、制御部１２５は、そのドットパターンに対応する位置情報をメモリ１
２６に格納されている変換テーブルを参照して復号し、通信部１２７を通じてホスト装置
１３０へ送信する。なお、位置情報はＸＹ座標の値と時刻データとで構成される。
【００２６】
　次に、ホスト装置１３０の構成を説明する。
【００２７】
　ホスト装置１３０は、ハードウェアとして、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、メ
モリ、記憶装置、入力装置、出力装置などの典型的なコンピュータの構成を備えた装置で
ある。たとえば、ＰＣ（Personal Computer）などがホスト装置１３０として用いられる
。記憶装置またはメモリにはＣＰＵによって実行される、帳票処理のために必要なプログ
ラムや各種のテーブルなどが格納されている。
【００２８】
　図２に示すように、ホスト装置１３０は、ペン出力取り込み部１３１、位置情報系列記
憶部１３２、空間番号判別用テーブル１３３、空間番号判別部１３４、顧客コード判別用
テーブル１３５、顧客コード判別部１３６、文字認識部１３７、文字認識結果・顧客コー
ド判別結果記憶部１３８を有する。
【００２９】
　ペン出力取り込み部１３１は、ペン装置１２０を用いて帳票１１０への記入が行われる
時にペン装置１２０より出力される位置情報の系列を取り込む。
【００３０】
　位置情報系列記憶部１３２は、ペン出力取り込み部１３１によってペン装置１２０より
取り込まれた位置情報の系列が格納される記憶部である。位置情報系列記憶部１３２には
、ペン装置１２０より一定の時間周期で入力された位置情報が記憶される。ここで、位置
情報は、上記のドットパターンによって位置情報を与え得る全空間内での位置を示す情報
である。また、ペン装置１２０より取り込まれた個々の位置情報には、ペン装置１２０に
よってドットパターンが位置情報に復号されたときの時刻データが付加されている。
【００３１】
　空間番号判別用テーブル１３３は、帳票１１０に設定された電話番号用の記入枠ａ１－
ａ１０ごとに割り当てられた空間を判別するために必要な情報が予め格納されているテー
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ブルである。図４は空間番号判別用テーブル１３３の例を示す図である。同図に示すよう
に、空間番号判別用テーブル１３３においては、電話番号用の記入枠ａ１－ａ１０に割り
当てるように予め決められた個々の空間の識別情報である"1"から"10"の番号と、その空
間の位置に関する情報を示す左上と右下の座標値とが対応付けて登録されている。ここで
、空間の位置に関する情報とは、上記のドットパターンによって位置情報を与え得る全空
間内での位置を示す情報である。
【００３２】
　空間番号判別部１３４は、位置情報系列記憶部１３２に格納された位置情報の系列と、
空間番号判別用テーブル１３３に登録されている空間の位置に関する情報とを比較して、
ペン装置１２０より取得した位置情報が空間番号判別用テーブル１３３に登録されている
どの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号判別用テーブ
ル１３３に登録されている空間の番号を記入順に判別して空間の番号の配列を生成する。
【００３３】
　顧客コード判別用テーブル１３５は、空間の番号の配列とこれに対応する定義情報であ
る顧客コードとが予め登録されたテーブルである。図５は顧客コード判別用テーブル１３
５の例を示す図である。
【００３４】
　顧客コード判別部１３６は、空間番号判別部１３４によって判別された空間の番号の配
列と顧客コード判別用テーブル１３５に登録された空間の番号の配列とを比較して、一致
した空間の番号の配列に対応付けて顧客コード判別用テーブル１３５に登録された定義情
報である顧客コードを判別する。
【００３５】
　文字認識部１３７は、位置情報系列記憶部１３２に格納された一文字分の位置情報の系
列と、文字の標準パターンが格納された辞書とを比較して文字認識を行い、文字認識結果
である文字コードを得る。たとえば、文字認識部１３７は、帳票１１０に設けられた電話
番号用の記入枠ａ１－ａ１０にペン装置１２０を用いて記入された各文字を認識し、これ
によって得られた１０個の文字コードを一つの文字コード列にまとめて電話番号のデータ
を生成する。また、文字認識部１３７は、帳票１１０に設けられた商品の種類ごとの購入
個数が記入される記入枠ａ１１－ａ１９にペン装置１２０を使って記入された各文字を認
識し、これによって得られた文字コード列から、商品の種類ごとの購入個数のデータを生
成する。
【００３６】
　文字認識結果・顧客コード判別結果記憶部１３８は、顧客コード判別部１３６によって
判別された顧客コードと文字認識部１３７によって得られた電話番号および商品の種類ご
との購入個数の各データとを組み合わせて記憶する記憶部である。
【００３７】
　次に、この実施形態の帳票処理システム１００の動作を説明する。
【００３８】
　図６はこの帳票処理システム１００においてペン装置１２０の出力から顧客コードを得
るまでの動作を示すフローチャートである。
【００３９】
　帳票１１０に設定された電話番号の記入枠ａ１－ａ１０にペン装置１２０を使って文字
の記入が行われているとき、ホスト装置１３０は、ペン出力取り込み部１３１により、ペ
ン装置１２０より取り込んだ位置情報の系列を位置情報系列記憶部１３２に格納する（ス
テップＳ１０１）。次に、ホスト装置１３０は、空間番号判別部１３４にて、位置情報系
列記憶部１３２に格納された位置情報の系列をもとに、帳票１１０に設定された電話番号
のための全ての記入枠ａ１－ａ１０への記入が完了したか否かを判別する（ステップＳ１
０２）。電話番号のための一つの記入枠への文字の記入が完了してから次の記入枠への文
字の記入が開始されるまでには、比較的長い入力待ち時間が発生する。そこで空間番号判
別部１３４は、位置情報系列記憶部１３２に格納された位置情報の中の時刻データをもと
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に、ペン先が２つの記入枠の間を移動するタイミングを判定することによって一文字ごと
の位置情報の系列を判別する。そして空間番号判別部１３４は、帳票１１０に設定された
電話番号のための全ての記入枠ａ１－ａ１０への記入が完了したことを判定したところで
（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、次の処理へ進む。
【００４０】
　次に、空間番号判別部１３４が処理を開始する。空間番号判別部１３４は、位置情報系
列記憶部１３２に格納された一文字ごとの位置情報の系列と空間番号判別用テーブル１３
３に登録されている各空間の位置に関する情報とを比較して、ペン装置１２０より取得し
た位置情報がどの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号
判別用テーブル１３３に登録されている空間の番号を判別する（ステップＳ１０３）。こ
の処理を位置情報系列記憶部１３２に格納されたすべての位置情報の系列について繰り返
し（ステップＳ１０４）、空間の番号の配列を生成する（ステップＳ１０５）。生成され
た空間の番号の配列は顧客コード判別部１３６へ渡される。
【００４１】
　顧客コード判別部１３６は、空間番号判別部１３４より渡された空間の番号の配列と顧
客コード判別用テーブル１３５に登録された空間の番号の配列とを比較して顧客コードの
判別を行う（ステップＳ１０６）。すなわち、顧客コード判別用テーブル１３５には、１
０個の空間の番号の配列と顧客コードとの対応関係が予め登録されているので、顧客コー
ド判別部１３６は、空間番号判別部１３４より取得した空間の番号の配列と顧客コード判
別用テーブル１３５に登録された空間の番号の配列とを比較して、一致した空間の番号の
配列に対応する顧客コードを判別する。そして、顧客コード判別部１３６は、判別した顧
客コードを文字認識結果・顧客コード判別結果記憶部１３８に記憶する。
【００４２】
　一方、文字認識部１３７は、位置情報系列記憶部１３２に格納された一文字分の位置情
報の系列と、文字の標準パターンが格納された辞書とを比較して文字認識を行い、文字認
識結果である文字コードを得る。文字認識部１３７は、この文字認識処理を、一文字分の
位置情報の系列が位置情報系列記憶部１３２に格納されるごとに繰り返すことで、電話番
号と商品の種類ごとの購入個数のデータを生成し、これらのデータを、顧客コード判別部
１３６によって判別された顧客コードと対応付けて文字認識結果・顧客コード判別結果記
憶部１３８に記憶する。
【００４３】
　このように、本実施形態の帳票処理システム１００によれば、ペン装置１２０を使って
帳票１１０に電話番号を記入する操作に伴って、帳票１１０ごとの定義情報である顧客コ
ードを判別することができる。また、本実施形態の帳票処理システム１００によれば、電
話番号用の記入枠ａ１－ａ１０の数分の空間を消費するだけで、多数の顧客コードを定義
することができ、ドットパターンの利用効率を高めることができる。
【００４４】
　上記の実施形態では、電話番号が記入される記入枠ａ１－ａ１０とこれに割り当てられ
る空間との関係を帳票１１０ごとの定義情報によって変更することとしたが、電話番号以
外の情報が記入される記入枠とこれに割り当てられる空間との関係を変更するようにして
もよい。
【００４５】
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。
【００４６】
　まず、この実施形態に採用される帳票と比較される典型的な帳票について説明する。図
７はこの典型的な帳票であるテスト答案用紙（帳票２１０ａ）の書式を示す図である。こ
の典型的な帳票２１０ａには、受験者によって６桁の学生番号が記入される記入枠ｂ１－
ｂ７と、テスト問題に対する解答が受験者によって記入される解答欄ｄ１－ｄ３と、記入
枠ｂ１－ｂ７に記入された学生番号が採点者によって転記される記入枠ｃ１－ｃ７と、解
答欄ｄ１－ｄ３に対する採点が採点者によって記入される記入枠ｅ１－ｅ６とが設けられ
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ている。転記用の記入枠ｃ１－ｃ７と採点用の記入枠ｅ１－ｅ６に囲まれた各領域には、
第１の実施形態の帳票１１０と同様のドットパターンが印刷されている。なお、ドットパ
ターンは、転記用の記入枠ｃ１－ｃ７と採点用の記入枠ｅ１－ｅ６に囲まれた各領域のみ
ならず、帳票１１０の書面全体に印刷されていてもよい。
【００４７】
　学生番号の記入枠ｂ１－ｂ７および解答欄ｄ１－ｄ３にはそれぞれ、通常のペンを使っ
て受験者によって学生番号および解答文の記入が行われ、転記用の記入枠ｃ１－ｃ７およ
び採点用の記入枠ｅ１－ｅ６には、ペン装置を使って採点者によって学生番号の転記と採
点の記入が行われる。採点用の記入枠ｅ１－ｅ６は、採点の十桁目の値が記入される枠ｅ
１、ｅ３，ｅ５と一桁目の値が記入される枠ｅ２、ｅ４，ｅ６とで構成される。
【００４８】
　この典型的な帳票２１０ａの転記用の記入枠ｃ１－ｃ７にペン装置を使って学生番号の
転記が行われたとき、ホスト装置においては、ペン装置より取り込んだ位置情報の系列か
ら転記用の記入枠ｃ１－ｃ７に記入された数字を認識して、転記用のすべての記入枠ｃ１
－ｃ７に記入された数字の並びを学生番号のデータとして得る。また、採点用の記入枠ｅ
１－ｅ６にペン装置を使って採点の記入が行われたとき、ホスト装置は、ペン装置より取
り込んだ位置情報の系列から採点用の記入枠ｅ１－ｅ６に記入された数字を認識して採点
のデータを得る。
【００４９】
　このように典型的な帳票２１０ａへのペン装置を用いた入力操作においては、帳票２１
０ａ上の学生番号用の記入枠ｂ１－ｂ７に記入されている学生番号を、採点者がペン装置
を使って転記用の記入枠ｃ１－ｃ７に転記する必要があり、これが採点者にとっての負担
となっていた。
【００５０】
　本発明を応用すれば、このような学生番号の転記が不要になり、採点者の作業効率を改
善することが可能である。以下、この第２の実施形態の帳票処理システムについて説明す
る。
【００５１】
　図８は第２の実施形態の帳票処理システムに採用される帳票２１０であるテスト答案用
紙の書式例を示す図である。同図に示すように、この帳票２１０には、受験者によって通
常のペンを用いて解答が記入される解答欄ｄ１－ｄ３と、採点者によってペン装置１２０
を用いて、解答欄ｄ１－ｄ３に対応する採点が記入される記入枠ｅ１－ｅ６が設けられて
いる。すなわち、本実施形態の帳票２１０の書式には、図７に示した典型的な帳票２１０
ａの書式に設けられていた、学生番号の記入枠ｂ１－ｂ７と学生番号転記用の記入枠ｃ１
－ｃ７とが省かれている。
【００５２】
　ここで、採点が記入される個々の記入枠ｅ１－ｅ６に割り当てられる空間は、位置情報
を与え得る全空間の中で予め決められた、それぞれ異なる位置の空間とされている。そし
て、採点が記入される個々の記入枠ｅ１－ｅ６と空間との割り当ての関係は、帳票２１０
ごとの定義情報の一例である学生番号によって決められている。
【００５３】
　たとえば、採点用の記入枠ｅ１－ｅ６にそれぞれ割り当てられた６個の空間の番号を"1
"から"6"とすると、記入枠ｅ１－ｅ６の左から右への順（記入が行われる順）の空間の番
号の配列を、
・学生番号（001）に対して"1,2,3,4,5,6"
・学生番号（002）に対して"1,2,3,4,6,5"
・学生番号（720）に対して"6,5,4,3,2,1"
のように定義情報である学生番号によって変更する。これにより、多数の学生番号を表現
できるようにしている。
【００５４】
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　なお、ドットパターンは、採点用の記入枠ｅ１－ｅ６によって囲まれた領域のみならず
、帳票１１０の書面全体に印刷されていてもよい。
【００５５】
　図９は図８に示した書式を有する帳票２１０を処理する帳票処理システム２００の全体
の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この帳票処理システム２００は、帳
票２１０への記入を行うペン装置２２０と、このペン装置２２０の出力を処理するホスト
装置２３０とで構成される。ペン装置２２０の構成とその動作は第１の実施形態のペン装
置１２０と同じであるため、説明を省略する。
【００５６】
　ホスト装置２３０は、ペン出力取り込み部２３１、位置情報系列記憶部２３２、空間番
号判別用テーブル２３３、空間番号判別部２３４、学生番号判別用テーブル２３５、学生
番号判別部２３６、文字認識部２３７、文字認識結果・学生番号判別結果記憶部２３８を
有する。
【００５７】
　ペン出力取り込み部２３１は、ペン装置２２０を用いて帳票２１０への記入が行われる
時にペン装置２２０より出力される位置情報の系列を取り込む。
【００５８】
　位置情報系列記憶部２３２は、ペン出力取り込み部２３１によってペン装置２２０より
取り込まれた位置情報の系列が格納される記憶部である。位置情報系列記憶部２３２には
、ペン装置２２０より一定の時間周期で入力された位置情報が記憶される。ここで、位置
情報は、上記のドットパターンによって位置情報を与え得る全空間内での位置を示す情報
である。また、ペン装置２２０より取り込まれた個々の位置情報には、ペン装置２２０に
よってドットパターンが位置情報に復号されたときの時刻データが付加されている。
【００５９】
　空間番号判別用テーブル２３３は、帳票２１０に設定された採点用の記入枠ｅ１－ｅ６
ごとに割り当てられた空間を判別するために必要な情報が予め格納されているテーブルで
ある。図１０は空間番号判別用テーブル２３３の例を示す図である。同図に示すように、
空間番号判別用テーブル２３３においては、採点用の記入枠ｅ１－ｅ６に割り当てるよう
に予め決められた個々の空間の"1"から"6"の番号と、その空間の位置に関する情報を示す
左上と右下の座標値とが対応付けて登録されている。ここで、空間の位置に関する情報と
は、上記のドットパターンによって位置情報を与え得る全空間内での位置を示す情報であ
る。
【００６０】
　空間番号判別部２３４は、位置情報系列記憶部２３２に格納された位置情報の系列と、
空間番号判別用テーブル２３３に登録されている空間の位置に関する情報とを比較して、
ペン装置２２０より取得した位置情報が、空間番号判別用テーブル２３３に登録されてい
るどの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号判別用テー
ブル２３３に登録されている空間の番号を記入順に判別して空間の番号の配列を生成する
。
【００６１】
　学生番号判別用テーブル２３５は、空間の番号の配列と学生番号との対応関係が予め登
録されたテーブルである。図１１は学生番号判別用テーブル２３５の例を示す図である。
【００６２】
　学生番号判別部２３６は、空間番号判別部２３４によって判別された空間の番号の配列
と学生番号判別用テーブル２３５に登録された空間の番号の配列とを比較して、一致した
空間の番号の配列に対応付けて学生番号判別用テーブル２３５に登録された定義情報であ
る学生番号を判別する。
【００６３】
　文字認識部２３７は、位置情報系列記憶部２３２に格納された一文字分の位置情報の系
列と、文字の標準パターンが格納された辞書とを比較して文字認識を行い、文字認識結果
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である文字コードを得る。たとえば、文字認識部２３７は、帳票２１０に設けられた採点
用の記入枠ｅ１－ｅ６にペン装置２２０を用いて記入された各文字を認識し、これによっ
て得られた文字コードから採点データを判定する。
【００６４】
　文字認識結果・学生番号判別結果記憶部２３８は、学生番号判別部２３６によって判別
された学生番号と文字認識部２３７によって得られた採点データとを組み合わせて記憶す
る記憶部である。
【００６５】
　次に、この実施形態の帳票処理システム２００の動作を説明する。
【００６６】
　採点者は、帳票２１０上の第１問目の解答欄ｄ１に対応する採点用の記入枠ｅ１，ｅ２
から、ペン装置２２０を使って採点を記入して行く。この際、記入枠ｅ１，ｅ２には二桁
の採点が記入される必要があるので、採点が１０点未満である場合には、十桁目の記入枠
ｅ１に”０”を記入する必要がある。
【００６７】
　次に、本実施形態の帳票処理システム２００の動作を説明する。
【００６８】
　図１２はこの帳票処理システム２００においてペン装置２２０の出力から学生番号を得
るまでの動作を示すフローチャートである。
【００６９】
　帳票２１０の採点用の記入枠ｅ１－ｅ６にペン装置２２０を用いて採点の記入が行われ
ているとき、ホスト装置２３０は、ペン出力取り込み部２３１により、ペン装置２２０よ
り取り込んだ位置情報の系列を位置情報系列記憶部２３２に格納する（ステップＳ２０１
）。次に、ホスト装置２３０は、空間番号判別部２３４にて、位置情報系列記憶部２３２
に格納された位置情報の系列をもとに、帳票２１０に設定された採点用の全ての記入枠ｅ
１－ｅ６への記入が完了したか否かを判別する（ステップＳ２０２）。空間番号判別部２
３４にて、帳票２１０に設定された採点用の全ての記入枠ｅ１－ｅ６への記入が完了した
ことが判定されたところで（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、次の処理へ進む。
【００７０】
　次に、空間番号判別部２３４が処理を開始する。空間番号判別部２３４は、位置情報系
列記憶部２３２に格納された一文字ごとの位置情報の系列と空間番号判別用テーブル２３
３に登録されている各空間の位置に関する情報とを比較して、ペン装置２２０より取得し
た位置情報がどの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号
判別用テーブル２３３に登録されている空間の番号を判別する（ステップＳ２０３）。こ
の処理を位置情報系列記憶部２３２に格納されたすべての位置情報の系列について繰り返
し（ステップＳ２０４）、空間の番号の配列を生成する（ステップＳ２０５）。生成され
た空間の番号の配列は学生番号判別部２３６へ渡される。
【００７１】
　学生番号判別部２３６は、空間番号判別部２３４より渡された空間の番号の配列と学生
番号判別用テーブル２３５に登録された空間の番号の配列とを比較して学生番号の判別を
行う（ステップＳ２０６）。すなわち、学生番号判別用テーブル２３５には、６個の空間
の番号の配列と学生番号との対応関係が予め登録されているので、学生番号判別部２３６
は、空間番号判別部２３４より取得した６個の空間の番号の配列と、学生番号判別用テー
ブル２３５に登録された空間の番号の配列とを比較して、一致した空間の番号の配列に対
応する学生番号を判別する。そして、学生番号判別部２３６は、判別した学生番号を文字
認識結果・学生番号判別結果記憶部２３８に記憶する。
【００７２】
　一方、文字認識部２３７は、位置情報系列記憶部２３２に格納された一文字分の位置情
報の系列と、文字の標準パターンが格納された辞書とを比較して文字認識を行い、文字認
識結果である文字コードを得る。文字認識部２３７は、この文字認識処理を、一文字分の
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位置情報の系列が位置情報系列記憶部２３２に格納されるごとに繰り返し、３つの解答欄
ｄ１－ｄ３それぞれに対する採点データを生成するとともに、これら３つの採点データの
合計を生成する。このようにして求められた採点データは、学生番号判別部２３６によっ
て得られた学生番号のデータと対応付けて文字認識結果・学生番号判別結果記憶部２３８
に記憶される。
【００７３】
　このように、本実施形態の帳票処理システム２００によれば、ペン装置２２０を使って
帳票２１０に採点を記入する操作に伴って、帳票２１０ごとの定義情報である学生番号の
データを判別することができる。これにより帳票２１０の書面に採点者が学生番号を転記
する手間を要することなく学生番号のデータを得ることができ、採点者の負担を減らすこ
とができる。また、本実施形態の帳票処理システム２００によれば、採点用の記入枠ｅ１
－ｅ６の数分の空間を消費するだけで、多数の顧客コードを定義することができ、ドット
パターンの利用効率を高めることができる。
【００７４】
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。
【００７５】
　以上の実施形態では、帳票に設けられた記入枠へ文字を記入する際に、その文字の記入
が行われた記入枠に対応する空間の番号を取得して、この空間の番号の配列に対応付けら
れた顧客コードや学生番号を取得することとしたが、空間の番号を取得することができる
ならば、必ずしも記入枠に文字を記入することに限定されない。
【００７６】
　図１３は、ペン装置を使って特定の領域に直線を記入させることによって、記入が行わ
れた空間の番号を取得できるようにした帳票３１０である通信販売申込書の例である。こ
の帳票３１０には、直線記入用の１０個の領域ｆ１－ｆ１０が並べて設けられている。そ
れぞれの領域ｆ１－ｆ１０には、第１の実施形態の帳票１１０と同様にドットパターンが
印刷されている。ここで、個々の領域ｆ１－ｆ１０に割り当てられる空間は、位置情報を
与え得る全空間の中で予め決められた、それぞれ異なる位置の空間とされている。そして
、個々の領域ｆ１－ｆ１０と空間との割り当ての関係は、帳票３１０ごとの定義情報の一
例である顧客コードによって決められている。
【００７７】
　この帳票３１０では、１０個の領域ｆ１－ｆ１０を通過させるように、図中のＡ点から
Ｂ点にかけて、ペン装置を使って直線を記入することとしている。なお、領域ｆ１－ｆ１
０は、これを囲む線によって可視化されたものであっても不可視なものであってもかまわ
ない。また、この帳票３１０には、商品の種類ごとの購入個数を記入させるための記入枠
ａ１１－ａ１９とが設けられており、これらの記入枠ａ１－ａ１９によって囲まれた個々
の領域にも上記のドットパターンが印刷されている。
【００７８】
　なお、ドットパターンは、直線が記入される領域ｆ１－ｆ１０や、購入個数を記入させ
るための記入枠ａ１１－ａ１９によって囲まれた個々の領域のみならず、帳票３１０の書
面全体に印刷されていてもよい。
【００７９】
　図１４は図１３の帳票３１０を処理する帳票処理システム３００の全体の構成を示すブ
ロック図である。同図に示すように、この実施形態の帳票処理システム３００は、帳票３
１０への記入を行うペン装置３２０と、このペン装置３２０の出力を処理するホスト装置
３３０とで構成される。ペン装置３２０の構成は第１の実施形態のペン装置１２０と同じ
であるため、説明を省略する。
【００８０】
　ホスト装置３３０は、ペン出力取り込み部３３１、位置情報系列記憶部３３２、空間番
号判別用テーブル３３３、空間番号判別部３３４、顧客コード判別用テーブル３３５、顧
客コード判別部３３６、文字認識部３３７、文字認識結果・顧客コード判別結果記憶部３
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３８を有する。
【００８１】
　ペン出力取り込み部３３１は、ペン装置３２０を用いて帳票３１０への記入が行われる
時にペン装置３２０より出力される位置情報の系列を取り込む。
【００８２】
　位置情報系列記憶部３３２は、ペン出力取り込み部３３１によってペン装置３２０より
取り込まれた位置情報の系列が格納される記憶部である。位置情報系列記憶部３３２には
、ペン装置３２０より一定の時間周期で入力された位置情報が記憶される。ここで、位置
情報は、上記のドットパターンによって位置情報を与え得る全空間内での位置を示す情報
である。また、ペン装置３２０より取り込まれた個々の位置情報には、ペン装置３２０に
よってドットパターンが位置情報に復号されたときの時刻データが付加されている。
【００８３】
　空間番号判別用テーブル３３３は、帳票３１０に設定された直線記入用の領域ｆ１－ｆ
１０ごとに割り当てられた空間を判別するために必要な情報が予め格納されているテーブ
ルである。この空間番号判別用テーブル３３３においては、図４に示したように、直線記
入用の領域ｆ１－ｆ１０に割り当てるように予め決められた個々の空間の識別情報である
"1"から"10"の番号と、その空間の位置に関する情報を示す左上と右下の座標値とが対応
付けて登録されている。ここで、空間の位置に関する情報とは、上記のドットパターンに
よって位置情報を与え得る全空間内での位置を示す情報である。
【００８４】
　空間番号判別部３３４は、位置情報系列記憶部３３２に格納された位置情報の系列と、
空間番号判別用テーブル３３３に登録されている空間の位置に関する情報とを比較して、
ペン装置３２０より取得した位置情報が空間番号判別用テーブル１３３に登録されている
どの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号判別用テーブ
ル３３３に登録されている空間の番号を記入順に判別して空間の番号の配列を生成する。
【００８５】
　顧客コード判別用テーブル３３５は、図５に示したように、空間の番号の配列とこれに
対応する定義情報である顧客コードとが予め登録されたテーブルである。
【００８６】
　顧客コード判別部３３６は、空間番号判別部３３４によって判別された空間の番号の配
列と顧客コード判別用テーブル３３５に登録された空間の番号の配列とを比較して、一致
した空間の番号の配列に対応付けて顧客コード判別用テーブル３３５に登録された定義情
報である顧客コードを判別する。
【００８７】
　文字認識部３３７は、位置情報系列記憶部３３２に格納された一文字分の位置情報の系
列と、文字の標準パターンが格納された辞書とを比較して文字認識を行い、文字認識結果
である文字コードを得る。たとえば、文字認識部３３７は、帳票３１０に設けられた商品
の種類ごとの購入個数が記入される記入枠ａ１１－ａ１９にペン装置３２０を使って記入
された各文字を認識し、これによって得られた文字コード列から、商品の種類ごとの購入
個数のデータを取得する。直線記入用の領域ｆ１－ｆ１０に記入されたものに対する文字
の認識は行われない。
【００８８】
　文字認識結果・顧客コード判別結果記憶部３３８は、顧客コード判別部３３６によって
判別された顧客コードと文字認識部３３７によって得られた商品の種類ごとの購入個数の
各データとを組み合わせて記憶する記憶部である。
【００８９】
　次に、この実施形態の帳票処理システム３００の動作を説明する。
【００９０】
　図１５はこの帳票処理システム３００においてペン装置３２０の出力から顧客コードを
得るまでの動作を示すフローチャートである。
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【００９１】
　帳票３１０に設定された直線記入用の領域ｆ１－ｆ１０にペン装置３２０を使って直線
の記入が行われているとき、ホスト装置３３０は、ペン出力取り込み部３３１により、ペ
ン装置３２０より取り込んだ位置情報の系列を位置情報系列記憶部３３２に格納する（ス
テップＳ３０１）。次に、ホスト装置３３０は、空間番号判別部３３４にて、位置情報系
列記憶部３３２に格納された位置情報の系列をもとに、帳票３１０に設定された直線記入
用の全ての領域ｆ１－ｆ１０への記入が完了したか否かを判別する（ステップＳ３０２）
。そして空間番号判別部３３４は、帳票３１０に設定された直線記入用の全ての領域ｆ１
－ｆ１０への直線の記入が完了したことを判定したところで（ステップＳ３０２のＹＥＳ
）、次の処理へ進む。
【００９２】
　次に、空間番号判別部３３４が処理を開始する。空間番号判別部３３４は、位置情報系
列記憶部３３２に格納された位置情報の系列と空間番号判別用テーブル３３３に登録され
ている各空間の位置に関する情報とを比較して、ペン装置３２０より取得した位置情報が
どの空間に属しているかを判定し、この判定した空間に対応付けて空間番号判別用テーブ
ル３３３に登録されている空間の番号を判別する（ステップＳ３０３）。この処理を位置
情報系列記憶部３３２に格納されたすべての位置情報の系列について繰り返し（ステップ
Ｓ３０４）、直線の記入が行われた空間の番号の配列を生成する（ステップＳ３０５）。
生成された空間の番号の配列は顧客コード判別部３３６へ渡される。
【００９３】
　顧客コード判別部３３６は、空間番号判別部３３４より渡された空間の番号の配列と顧
客コード判別用テーブル２３５とを比較して顧客コードの判別を行う（ステップＳ３０６
）。すなわち、顧客コード判別用テーブル３３５には、１０個の空間の番号の配列と顧客
コードとの対応関係が予め登録されているので、顧客コード判別部３３６は、空間番号判
別部３３４より取得した空間の番号の配列と顧客コード判別用テーブル３３５に登録され
た空間の番号の配列とを比較して、一致した空間の番号の配列に対応する顧客コードを判
別する。そして、顧客コード判別部３３６は、判別した顧客コードを文字認識結果・顧客
コード判別結果記憶部３３８に記憶する。
【００９４】
　一方、文字認識部３３７は、ペン装置３２０を使って、帳票３１０上の、商品の種類ご
との購入個数の記入枠ａ１１－ａ１９の中に数字が記入されることによって位置情報系列
記憶部３３２に格納された一文字分の位置情報の系列と、文字の標準パターンが格納され
た辞書とを比較して文字認識を行い、文字認識結果である文字コードを得る。文字認識部
３３７は、この文字認識処理を、一文字分の位置情報の系列が位置情報系列記憶部３３２
に格納されるごとに繰り返すことで、商品の種類ごとの購入個数のデータを生成し、これ
らのデータを、顧客コード判別部３３６によって判別された顧客コードと対応付けて文字
認識結果・顧客コード判別結果記憶部３３８に記憶する。
【００９５】
　このように、本実施形態の帳票処理システム３００によれば、ペン装置３２０を使って
帳票３１０に設けられた直線記入用の領域ｆ１－ｆ１０に直線を記入する操作に伴って、
帳票３１０ごとの定義情報である顧客コードを判別することができる。また、本実施形態
の帳票処理システム３００によれば、直線記入用の領域ｆ１－ｆ１０の数分の空間を消費
するだけで、多数の顧客コードを定義することができ、ドットパターンの利用効率を高め
ることができる。また、少ない数の空間分のドットパターンで、多数の顧客コードを表現
することができ、ドットパターンの利用効率を高めることができる。
【００９６】
　（その他の変形例）
【００９７】
　第１の実施形態では、図１において、帳票１１０上の電話番号用の全ての記入枠ａ１－
ａ１０と空間との割り当てを帳票ごとの定義情報によって変更することとしたが、ａ１か
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らａ１０の記入枠のうちの一つのみを空間の割り当てが変更される対象としてもよい。た
とえば、ａ１の記入枠に割り当てられる空間を顧客ごとに変更し、その他のａ２からａ１
０の記入枠に割り当てる空間は全ての顧客間で共通とする。
【００９８】
　また、以上の実施形態では、ドットパターンによって位置情報を表現した空間の番号の
配列によって顧客コード、学生番号などの情報を特定することとしたが、帳票ごとに特定
したい情報であれば何でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の第１の実施形態の帳票処理システムによって処理される帳票の書面の例
を示す図である。
【図２】第１の実施形態の帳票処理システムの全体の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態の帳票処理システムに用いられるペン装置の構成を示す図である
。
【図４】第１の実施形態の帳票処理システムに用いられる空間番号判別用テーブルの例を
示す図である。
【図５】第１の実施形態の帳票処理システムに用いられる顧客コード判別用テーブルの例
を示す図である。
【図６】第１の実施形態の帳票処理システムにおいてペン装置の出力から顧客コードを得
るまでの動作を示すフローチャートである。
【図７】典型的なテスト答案用紙の書式を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の帳票処理システムに採用される帳票の書式例を示す図
である。
【図９】第２の実施形態の帳票処理システムの全体の構成を示すブロック図である。
【図１０】第２の実施形態の帳票処理システムに用いられる空間番号判別用テーブルの例
を示す図である。
【図１１】第２の実施形態の帳票処理システムに用いられる学生番号判別用テーブルの例
を示す図である。
【図１２】第２の実施形態の帳票処理システムにおいてペン装置の出力から顧客コードを
得るまでの動作を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施形態の帳票処理システムに採用される帳票の書式例を示す
図である。
【図１４】第３の実施形態の帳票処理システムの全体の構成を示すブロック図である。
【図１５】第３の実施形態の帳票処理システムにおいてペン装置の出力から顧客コードを
得るまでの動作を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の帳票に用いられるドットパターンの例を示す図である。
【符号の説明】
【０１００】
　１００…帳票処理システム、１１０…帳票、１２０…ペン装置、１３０…ホスト装置、
１３１…ペン出力取り込み部、１３２…位置情報系列記憶部、１３３…空間番号判別用テ
ーブル、１３４…空間番号判別部、１３５…顧客コード判別用テーブル、１３６…顧客コ
ード判別部、１３７…文字認識部、１３８…顧客コード判別結果記憶部、
２００…帳票処理システム、２１０…帳票、２２０…ペン装置、２３０…ホスト装置、２
３１…ペン出力取り込み部、２３２…位置情報系列記憶部、２３３…空間番号判別用テー
ブル、２３４…空間番号判別部、２３５…学生番号判別用テーブル、２３５…顧客コード
判別用テーブル、２３６…学生番号判別部、２３７…文字認識部、２３８…学生番号判別
結果記憶部、３００…帳票処理システム、３１０…帳票、３２０…ペン装置、３３０…ホ
スト装置、３３１…ペン出力取り込み部、３３２…位置情報系列記憶部、３３３…空間番
号判別用テーブル、３３４…空間番号判別部、３３５…顧客コード判別用テーブル、３３
６…顧客コード判別部、３３７…文字認識部、３３８…顧客コード判別結果記憶部。
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