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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペンデバイスにおける方法であって、
前記ペンデバイス内の光学検出器を使用して表面のイメージを取り込むことと、
通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対して位置検出処理を
行って、位置データを得ることと、
前記通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットがバーコード読取モ
ードへの切り替え用の位置を表す所定のパターンであることを検出すると、バーコード読
取モードに入ることと、
前記バーコード読取モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対してバー
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コード検出処理を行って、バーコードデータを得ることと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記切り替え用の位置を表す所定のパターンが前記ペンデバイスに取り込まれたときの
前記ペンデバイスと前記表面との接触が続いている間、前記バーコード読取モードに留ま
り、当該接触の終了時に、前記バーコード読取モードが終了されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ペンデバイスと前記表面とが接触している間に前記切り替え用の位置を表す所定の
パターンが前記ペンデバイスに取り込まれ、当該接触の次の接触が続いている間、前記バ
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ーコード読取モードに留まり、前記次の接触の終了時に、前記バーコード読取モードが終
了されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記バーコード読取モードに入って所定の期間の間、前記バーコード読取モードに留ま
り、前記所定の期間の終了時に、前記バーコード読取モードが終了されることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記位置検出処理は、第１イメージ取込レートで前記光学検出器を動作させ、
前記バーコード検出処理は、前記第１イメージ取込レートを超える第２イメージ取込レー
トで前記光学検出器を動作させることを特徴とする請求項１〜４のいずれか一項に記載の
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方法。
【請求項６】
前記バーコード読取モードにおいて得られたバーコードデータを、前記バーコード読取
モードに先行する通常動作モードにおいて得られた位置データおよび／または前記バーコ
ード読取モードに後続する通常動作モードにおいて得られた位置データに関連付けること
をさらに含むことを特徴とする請求項１〜５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
前記バーコードデータ検出処理は、
バーコードを横切る前記光学検出器の移動中に取り込まれる前記イメージの少なくともサ
ブセットに対して位置検出処理を行うことを繰り返して、位置のシーケンスを得ることと
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、
前記位置のシーケンスに基づいて、前記バーコードの垂直線の間隔および幅を求めること
と、
を含むことを特徴とする請求項１〜６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記バーコード検出処理は、
バーコードを横切る前記光学検出器の移動中に前記バーコードの少なくとも一部のイメー
ジのシーケンスを入力することと、
前記イメージの対の間の相対変位を識別することと、
前記イメージおよび前記相対変位を使用して前記バーコードを再構成することと、
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を含むことを特徴とする請求項１〜６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
前記識別することは、
イメージごとに前記イメージ内の前記バーコードの前記一部を表す１次元輝度のプロファ
イルを判定することと、
前記判定された１次元輝度のプロファイルを微分することと、
前記微分されたプロファイルを低域通過フィルタリングすることと、
前記相対変位を識別するために対の前記低域通過フィルタリングされたプロファイルの相
関をとることと、
を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
前記識別することは、
相関−変位関数を判定するためにイメージの１つの対の相関をとることと、
ウィンドウ関数を用いて前記相関−変位関数を操作することと、
ウィンドウ化された前記相関−変位関数から前記相対変位を判定することと、
を含むことを特徴とする請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
イメージの前記１つの対に関する前記相対変位の判定の後に、前記ウィンドウ関数は、
イメージの後続の対に関して判定される相関−変位関数を操作する時にこの相対変位を中
心としてセンタリングされることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
前記ウィンドウ関数は、少なくともイメージの初期対に関して判定される前記相関−変
位関数を操作する時に、ゼロ相対変位を中心としてセンタリングされることを特徴とする
請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記識別することは、
変位候補の複数の組であって、各組が連続する画像の各々の対に関する複数の候補変位値
および対応する候補確率値を含む前記複数の組を判定することと、
変位候補の前記複数の組を介して、前記相対変位を識別する最大尤度遷移の軌跡を計算す
ることと、
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を含むことを特徴とする請求項８または９に記載の方法。
【請求項１４】
前記計算することは、前記候補変位値および前記候補確率値の関数として第１組の候補
から第２組の候補への遷移確率を計算することと、前記第２組の候補ごとに選択された遷
移確率値および対応する選択された遷移を識別することと、前記第２組から連続する組へ
の遷移を評価する際に前記選択された遷移確率値を使用することと、によって、時間的に
段階をおいて、連続する対の前記組の間での遷移を評価することを含み、
前記軌跡は、前記遷移を評価することから生じる前記選択された推移確率から変位候補の
最後の組へ逆方向に前記選択された推移をトレースすることによって与えられることを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
前記再構成することは、
イメージごとに前記イメージ内の前記バーコードの前記一部を表す１次元輝度のプロファ
イルを判定することと、
前記相対変位を使用して前記１次元輝度プロファイルを合体し、バーコードプロファイル
を形成することと、
を含むことを特徴とする請求項８〜１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
前記バーコードプロファイルは、輝度要素のシーケンスを含み、
前記合体することは、
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前記１次元プロファイルをその相対変位に従って前記輝度要素に位置合せすることと、
要素ごとに前記要素の位置での前記輝度プロファイルの値の平均をとることと、
を含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記バーコードプロファイルを微分することと、
同一の符号を有する微分された値の各連続するシーケンスの重心を計算することによって
エッジのシーケンスを導出することと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
同一の符号を有する微分された値の各連続するシーケンスの重みを計算することによっ
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てエッジ強度のシーケンスを導出することと、
前記エッジ強度のシーケンスに基づいて前記エッジのシーケンスを修正するためにルール
の組を適用することと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記ルールの組は、所定の閾値未満の組み合わされた絶対重みを有する隣接するエッジ
を除去することを含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記ルールの組は、前記エッジのシーケンス内の同一の符号を有する隣接するエッジを
、これらの隣接するエッジの組み合わされた微分された値の重心によって置換することを
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含むことを特徴とする請求項１８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記エッジのシーケンスに基づいて前記バーコードをデコードすることをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１７〜２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
表面のイメージを取り込むための光学検出器を有するペンデバイスであって、
通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対して位置検出処理
を行って、位置データを得る手段と、
前記通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットがバーコード読取
モードへの切り替え用の位置を表す所定のパターンであることを検出すると、バーコード
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読取モードに入る手段と、
前記バーコード読取モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対してバ
ーコード検出処理を行って、バーコードデータを得る手段と、
を備えることを特徴とするペンデバイス。
【請求項２３】
ペンデバイスの光学検出器を使用して表面のイメージを取り込むことと、
通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対して位置検出処理
を行って、位置データを得ることと、
前記通常動作モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットがバーコード読取
モードへの切り替え用の位置を表す所定のパターンであることを検出すると、バーコード
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読取モードに入ることと、
前記バーコード読取モードにおいて、前記イメージの少なくともサブセットに対してバ
ーコード検出処理を行って、バーコードデータを得ることと、
を実行するコンピューター実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、全般的には情報処理に関し、具体的には、光学センサ技術を使用するデータ
入力に関する。
【背景技術】
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【０００２】
現在の社会では、フォーム等がかなりの範囲で使用されている。そのようなフォームの
目的は、ユーザが正しい情報を記入することと、これが構造化された形で実行されること
とを保証することである。したがって、フォームは、通常、どの情報をどこに記入しなけ
ればならないかに関する指示と共に、印刷されたフォームレイアウトを含む１枚の紙から
なる。
【０００３】
現代のコンピュータ技術を用いると、フォームに入力された情報を記録することが可能
である。例えば、記入されたフォームを、コンピュータシステムに接続されたフラットベ
ッドスキャナを用いてスキャンして、グラフィカルフォーマット（例えば、ＴＩＦＦフォ
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ーマット）の情報ファイルを作成することができる。そして、その作成されたファイルを
ＯＣＲ技術によって処理して、フォームのレイアウト内とユーザが記入したフィールド内
との両方でテキストを認識することができる。
【０００４】
本出願人は、表面への書込に使用されるとともに、位置コーディングされた製品表面か
ら位置データを読み取る電子ペンに基づいて書込みの電子的な取込および伝送を行う技術
を開発した。例えば、米国特許公報第２００３／００６１１８８号明細書、米国特許公報
第２００３／００４６２５６号明細書、および米国特許公報第２００２／００８１７１１
号明細書を参照されたい。電子手書きは、解釈およびデータ抽出のためにペンから１つま
たは複数の専用処理デバイスに転送することができ、この専用処理デバイスでは、異なる
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製品からのデータが、手書きデータの位置−内容に基づいて区別される。
【０００５】
この技法は、データの自動記録および／または自動伝送を用いて、ユーザに透過的に（
ユーザがシステムを意識しなくても利用できるように）することができる。さらに、デー
タを、中間のスキャンステップの必要なしに、処理デバイスから瞬間的に使用可能にする
ことができる。また、データ抽出を、スキャンされたデータと比較した使用可能なデータ
の高められた品質と、時間データおよび書込力などの動的手書きパラメータへのアクセス
とに起因して、改善することができる。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／００６１１８８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／００４６２５６号明細書
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【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／００８１７１１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、フォーム等の上の手書きを識別したり処理したりするための既存技術に
すでに投入された巨額の投資が、この技術に対する市場障壁になってしまう。この障壁を
できる限り下げることが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
一つの態様では、本発明は、組込み光学検出器を使用して表面のイメージを取り込むよ
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うに構成されたペンデバイスに関する。このペンデバイスを、イメージの少なくともサブ
セットを操作するために位置検出処理およびバーコード検出処理を選択的にアクティブ化
するように構成することができる。位置検出処理は、位置データをもたらし、バーコード
検出処理は、バーコードデータをもたらす。そのような組み合わされたバーコードおよび
位置検出機能を有するペンデバイスは、バーコードを用いてラベル付けされた製品の登録
をサポートし、フォームに入力された手書き情報にバーコードをリンクし、これによって
製品またはそれに関連する情報をリンクするために、一般に適用可能としてもよい。した
がって、このペンデバイスは、既存のバーコード識別技法と手書き取込用の電子ペン技術
との統合をもたらす。
【０００８】
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もう１つの態様では、本発明は、表面を有するフォームと、表面に配置されペンデバイ
スによって光学的に検出可能な位置コーディングパターンとを含む。フォームは、情報を
受け取るための少なくとも１つの位置コーディングされた入力フィールドを示す、表面上
のフォームレイアウトをも有してもよい。表面は、ペンデバイスによって光学的に検出可
能な、フォームレイアウトおよびフォームの一意のＩＤのうちの少なくとも１つを示すバ
ーコードをも有してもよい。
【０００９】
一実施形態では、バーコードは、位置コーディングパターンから空間的に分離して配置
される。
【００１０】
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もう１つの実施形態では、バーコードは、位置コーディングパターンに重ね合わされる
。例えば、バーコードは、バーコードのバーによって覆われた表面の部分でペンデバイス
が位置コーディングパターンを検出するのを妨げる可能性があるが、バーコードのバーの
間でペンデバイスが位置コーディングパターンを検出することを可能にすることができ、
バーコードは、バーの間の位置コーディングパターンによってエンコードされた位置に基
づいて検出可能である。
【００１１】
バーコードは、表面に取り付けられるラベルに印刷されてもよい。そのようなラベルは
、ペンデバイスに対して光学的に透明な材料から作られてもよい。
【００１２】
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位置コーディングパターンは、グリッドのグリッド点に関連するシンボルを含んでもよ
い。ここで、位置コーディングパターンは、表面上の複数の位置をエンコードしてもよく
、各位置は、複数のシンボルによってエンコードされ、各シンボルは、複数の位置のうち
の複数の位置のエンコーディングに寄与する。各シンボルの値は、グリッド点に関するマ
ーキングの変位によって決定されてもよい。
【００１３】
もう１つの態様では、本発明は、フォームを生成する方法に関する。プリンタは、光学
検出器によって検出可能な位置コーディングパターンを既に有する表面に、手書き情報を
受け取る少なくとも１つの位置コーディングされた入力フィールドを示すフォームレイア
ウトを印刷してもよい。さらに、プリンタは、フォームレイアウトを示すバーコードを表

10

面に印刷するようにされていてもよい。この形でフォームを生成するようにプリンタに指
示するコンピュータプログラムが、コンピュータ読取り可能な媒体に書き込まれていても
よい。
【００１４】
フォームを生成する方法は、複数のフォームレイアウトからフォームレイアウトを選択
することと、表面上の位置コーディングパターンによってエンコードされた位置を示す表
面データを導出することと、フォームレイアウトを示すフォーム識別子に関連付けて表面
データを格納することと、フォーム識別子を表すバーコードをコーディングすることとを
含んでもよい。
【００１５】
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フォームを生成する方法は、フォームレイアウトの個々の印刷ごとに一意のフォームイ
ンスタンス識別子を導出することと、フォームインスタンス識別子を表すバーコードをコ
ーディングすることとを含んでもよい。さらに、この方法は、フォームレイアウトの個々
の印刷ごとに前記個々の印刷に関連するインスタンスデータを導出することと、フォーム
インスタンス識別子に関連付けてインスタンスデータを格納することとを含んでもよい。
インスタンスデータの少なくとも一部は、表面にフォームレイアウトと一緒に印刷されて
もよい。
【００１６】
もう１つの態様では、本発明は、フォームを生成するシステムに関する。このシステム
は、それぞれが光学検出器によって検出可能な位置コーディングパターンを有する複数の
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表面を保持するプリンタを含んでもよい。このシステムは、表面の１つでの、手書き情報
を受け取る少なくとも１つの位置コーディングされた入力フィールドを示すフォームレイ
アウトの印刷を開始し、フォームレイアウトを示すバーコードの表面での印刷を開始する
ためにプリンタに動作可能に接続されたコントローラをも含んでもよい。
【００１７】
コントローラは、表面上の位置コーディングパターンによってエンコードされた位置を
示す表面データを導出し、フォームレイアウトを示すフォーム識別子に関連付けて表面デ
ータを格納するように構成されてもよい。前記バーコードは、フォーム識別子を表す。
【００１８】
コントローラは、フォームレイアウトの個々の印刷ごとに一意のフォームインスタンス
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識別子を導出するように構成されてもよい。前記バーコードは、フォームインスタンス識
別子を表す。さらに、コントローラは、フォームレイアウトの個々の印刷ごとに個々の印
刷に関連するインスタンスデータを導出し、フォームインスタンス識別子に関連付けてイ
ンスタンスデータを格納するように構成されてもよい。さらに、コントローラは、インス
タンスデータの少なくとも一部の、表面でのフォームレイアウトと一緒の印刷を開始する
ように構成されてもよい。
【００１９】
もう１つの態様では、本発明は、フォームを生成する方法に関する。プリンタは、光学
検出器によって検出可能な位置コーディングパターンを表面に印刷してもよい。同一のプ
リンタが、情報を受け取る少なくとも１つの入力フィールドを示すフォームレイアウトを
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表面に印刷してもよい。さらに、プリンタは、フォームレイアウトの各個々の印刷を示す
バーコードを表面に印刷してもよい。
【００２０】
フォームを生成する方法は、表面上の位置コーディングパターンによってエンコードさ
れた位置を示す表面データを導出することと、フォームレイアウトを示すフォーム識別子
に関連付けて表面データを格納することとを含んでもよい。
【００２１】
フォームを生成する方法は、フォームレイアウトの個々の印刷ごとに前記個々の印刷に
関連するインスタンスデータを導出することと、フォームインスタンス識別子に関連付け
てインスタンスデータを格納することと、フォームインスタンス識別子を表すバーコード

10

をコーディングすることとを含んでもよい。さらに、インスタンスデータの少なくとも一
部が、表面にフォームレイアウトと一緒に印刷されてもよい。
【００２２】
コンピュータプログラムが、フォームを処理してもよい。それを行うために、コンピュ
ータプログラムは、光学位置検出器から、その光学位置検出器によって検出可能な位置コ
ーディングパターンを有する表面上での光学センサを含むデバイスの移動に対応する位置
データを受け取ってもよい。コンピュータプログラムは、デバイス内のバーコード検出器
から、表面上のバーコードを表すバーコードデータをも受け取ってもよい。次に、プログ
ラムは、バーコードデータから、表面に印刷されたフォームレイアウトを判定し、位置デ
ータから、フォームレイアウトによって定義された入力フィールド内の情報入力を判定し
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てもよい。さらに、プログラムは、位置データから、表面に印刷されたフォームレイアウ
トを判定し、バーコードデータから、表面の個々のＩＤを示すインスタンス識別子を判定
してもよい。
【００２３】
プログラムは、さらに、任意選択としてまず入力フィールドで受け取られると期待され
る情報のタイプに基づいて情報入力を非手書きフォーマットに変換した後に、データベー
スに情報入力を格納してもよい。情報入力は、インスタンス識別子に関連付けてデータベ
ースに格納されてもよい。
【００２４】
前述は、本発明のごく少数の態様を要約したものであって、請求される発明の範囲全体
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を反映することは意図されていない。本発明の追加の特徴および利益は、次の説明に示さ
れ、その説明から明白であり、あるいは本発明を実践することによって習得することがで
きる。さらに、前述の全般的説明と次の詳細な説明との両方が、例示的であり、説明的で
あり、請求される発明のさらなる説明を提供することを意図されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下の説明では、少なくとも１つの入力フィールドを伴うフォームレイアウトを有する
フォームの提供を前提とする。このフォームは、シートの形のベース（または任意の他の
表面）に印刷されてもよい。このベースの表面は、位置コーディングパターンを有しても
よい。入力フィールドは、位置コーディングパターンを利用してシート上の位置を検出す
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る光学センサを有するユーザユニットを使用して完成させることができる。光学センサは
、これによって、入力フィールドに入力された情報のディジタル記録を可能にすることが
できる。表面は、センサによる検出の後にフォームレイアウトまたは個々のフォーム標本
を識別できるＩＤパターンをも有してもよい。
【００２６】
したがって、ユーザユニットを操作して、フォーム上の位置コーディングパターンの上
でのユーザユニットの移動を表す位置データだけではなく、フォーム上のＩＤパターンを
表すデータをも記録してもよい。この後者のＩＤデータは、ユーザユニットに関連するコ
ンピュータシステム内で、記録された位置データをコンピュータシステム内の特定のデー
タベースフォームにリンクするのに使用することができる。具体的に言うと、特定の入力
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フィールドに入力された情報を、データベースフォーム内の特定のレコードにリンクし、
そのレコードに格納することができる。したがって、完成した情報の構造化は、自動的に
実行されてもよい。
【００２７】
情報入力に格納される情報は、コンピュータシステムが記録された位置データに処理ル
ールを適用する時に生成される出力データを含んでもよい。処理ルールは、位置データが
記録された特定の入力フィールドに固有としてもよい。処理ルールの出力データのフォー
マットは、ブール変数、整数、実数、テキストストリング、またはグラフィカルフォーマ
ットを含む群からのフォーマットとしてもよい。次に、これらのフォーマットを、コンピ
10

ュータシステムによってさまざまな一般的な形で処理することができる。
【００２８】
コンピュータシステムは、ユーザユニットに含まれてもよい。これによって、フォーム
上で入力された情報のモバイルの記録と解釈との両方が可能になる。その後、処理された
データを、他のシステムに転送することができる。代替案では、コンピュータシステムは
、例えばサーバ、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（携帯情報端末）、携帯電話機などの
、ユーザユニットから記録されたデータを受け取る外部装置に含まれてもよい。
【００２９】
フォーム上で入力されたデータの上記の記録は、イメージ分析用の高度なソフトウェア
を備えたフラットベッドスキャナを必要としない。フォームの完成および入力される情報
の記録は、単一のステージで実行されてもよい。フォームは、郵送される必要があるので

20

はなく、例えば、それに入力されたもののコピーとして保存されてもよい。モバイル記録
は、現地で実行することができる。コンピュータシステムを、入力された情報を単純で構
造化された形で処理するように構成し、誤りの危険性を減らしてもよい。
【００３０】
図１Ａに、本発明の通常の実施形態による、フォームを生成し処理することができるコ
ンピュータシステム１００を示す。図１Ａには、シートの形のベース１０１と、光学セン
サを有するユーザユニット１０２も示されている。
【００３１】
コンピュータシステム１００は、ディスプレイ１０４およびキーボード１０５に接続さ
れたパーソナルコンピュータ１０３を含んでもよい。しかし、フォームは、図１Ａに示さ
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れたものより大きいコンピュータシステムとこれより小さいコンピュータシステムとの両
方によって、生成され処理されてもよい。コンピュータシステム１００は、プリンタ１０
６を含んでもよく、プリンタ１０６は、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、また
は任意の他のタイプのプリンタであってもよい。
【００３２】
ベース１０１は、１枚の紙であってもよい。しかし、プラスチック、ラミネートなどの
他の材料もしくはボール紙などの他の用紙が、フォームがその上に作成される適切な表面
を提供してもよい。そのようなフォーム内で、ベース１０１には、位置コーディングパタ
ーン１０７（拡大して図示）が設けられる。プリンタ１０６は、オンデマンドで位置コー
ディングパターン１０７を作成してもよい。あるいは、ベース１０１は、既に位置コーデ
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ィングパターンを適用された状態で届けられてもよい。
【００３３】
位置コーディングパターン１０７は、ある最小サイズのパターンの一部が光学的に記録
される場合に、パターン内の、したがってベース上でのパターンのこの部分の位置を曖昧
さなしに決定できるようになるように配置されてもよい。位置コーディングパターンは、
さまざまな既知の構成のいずれかを有するものとすることができる。例えば、位置コーデ
ィングパターンは、本出願人の米国特許公報第ＵＳ
公報第ＵＳ

６５７０１０４号明細書、米国特許

６６６３００８号明細書、米国特許公報第ＵＳ

米国特許公報第ＵＳ

６６６７６９５号明細書、

６６７４４２７号明細書、および国際特許公報第ＷＯ

０１／１６

６９１号明細書から既知であり、これらの特許公報の技術的開示は、参照によって本明細
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書に組み込まれている。
【００３４】
これらの特許出願に記載の位置コーディングパターンでは、各位置が、複数のシンボル
によってコーディングされてもよく、１つのシンボルが、複数の位置をコーディングする
のに使用されてもよい。図１Ａに示された位置コーディングパターン１０７は、米国特許
公報第ＵＳ

６５７０１０４号明細書に従って構成される。大きいほうのドットは「１」

を表してもよく、小さいほうのドットは「０」を表してもよい。
【００３５】
位置コーディングパターンは、例えば図１Ｂに示されるような、前述の米国特許公報第
ＵＳ

６６６３００８号明細書でさらに説明されるものなど、任意の他の適切な設計を有

10

してもよい。原理的に、図１Ｂのコーディングパターンは、単純なグラフィカルシンボル
からなり、これらのグラフィカルシンボルは、４つの異なる値をとることができ、したが
って、２ビットの情報をコーディングすることができる。各シンボルは、マーク１１０と
空間基準点または公称位置１１２とからなり、マーク１１０の中央は、公称位置１１２か
ら４つの異なる距離のうちの１つの距離だけ変位されまたはオフセットされている。各シ
ンボルの値は、変位の方向によって与えられる。シンボルは、所与のグリッド間隔１１６
を有する規則的なラスタまたはグリッド１１４を形成する公称位置に関して配置される。
グリッドは、仮想的、すなわちすべてのデコーディングデバイスに不可視であってもよく
、したがって、コーディングパターンに明示的には含まれなくてもよい。各絶対位置は、
コーディングウィンドウ内のシンボルのグループの集合的値によって２次元でコーディン
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グされ、例えば、６×６個の隣接シンボルを含む。さらに、このコーディングは、隣接位
置が、１つのグリッド間隔だけ変位されたコーディングウィンドウによってコーディング
されるという意味で、「浮動式」である。言い換えると、各シンボルは、複数の位置のコ
ーディングに寄与する。
【００３６】
他のタイプの位置コーディングパターンが、例えば、米国特許公報第ＵＳ
７６号明細書、米国特許公報第ＵＳ
許公報第ＵＳ

６３３０９

２００４／００８５２８７号明細書、および米国特

５８５２４３４号明細書から既知である。

【００３７】
図１Ａに戻って、ユーザユニット１０２が、例としてのみペンとして指定されて、図示
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されている。ユーザユニット１０２は、ベース上でテキストおよび数字を書くか図を描く
のに使用できるペン先１０８を有することができる。ユーザユニット１０２には、ベース
１０１上の位置コーディングパターン１０７を利用して位置コーディングパターン上の位
置を検出する光学センサをも含めることができる。図形１０９がベース１０１上で描かれ
る時に、光学センサは、ベース１０１上でのユーザユニット１０２の移動に対応するベー
ス１０１上の位置のシーケンスを検出することができる。この位置のシーケンスは、ベー
ス１０１上で描かれる図形１０９のディジタル記録を形成する。同一の形で、手書きの数
字および文字をディジタルに記録することもできる。
【００３８】
筆跡１０９によって示されているように、ペン先１０８は、インクをベース１０１内に

40

置くことができる。この筆記用インクは、筆記用インクがパターンの検出に干渉しないよ
うにするために、適切には、光学センサに透明なタイプのインクである。同様に、フォー
ムレイアウトを、センサに不可視の印刷用インクでベースに印刷することができるが、こ
れが必要ではない場合がある。その一方で、位置コーディングパターンは、センサに可視
の印刷用インクでベースに印刷される。一実施形態で、光学センサは、赤外波長領域の放
射を検出することによって位置コーディングパターンを感知するように設計される。ＩＤ
パターンは、実施形態に応じて、センサに可視の印刷用インクでベースに印刷しても、そ
うしなくてもよい。
【００３９】
ユーザユニットの例示的な実施形態を、さらに図１Ｃに示す。この図では、ユーザユニ
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ットは、それを通してイメージが記録される窓または開口１２２を画定するペン形のケー
シングまたはシェル１２０を含む。ケーシングは、カメラシステム、エレクトロニクスシ
ステム、および電源を含む。カメラシステム１２４には、少なくとも１つの照明用光源、
レンズ配置、および光学センサを含めることができる。光源は、適切には発光ダイオード
（ＬＥＤ）またはレーザダイオードであるが、領域のうちで、窓１２２を通して、例えば
赤外放射によって見ることのできる部分を照明することができる。見られた領域のイメー
ジを、レンズ配置によってイメージセンサに投影することができる。光学センサは、固定
フレームレートまたは可変フレームレート、例えば約７０〜１００Ｈｚでイメージを取り
込むためにトリガされる２次元ＣＣＤ検出器または２次元ＣＭＯＳ検出器とすることがで
10

きる。
【００４０】
このペンの電源は、電池１２６とすることができ、電池１２６は、代替案では、主電源
（図示せず）に置換するか、主電源によって増補することができる。
【００４１】
エレクトロニクスシステムには、メモリブロック１３０に接続された制御デバイス１２
８を含めることができる。制御デバイス１２８は、ユーザユニット内の異なる機能の責任
を負うものとすることができ、ＣＰＵ（「中央処理装置」）などの市販マイクロプロセッ
サによって、ＤＳＰ（「ディジタル信号プロセッサ」）によって、またはＦＰＧＡ（「フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ」）もしくはその代わりにＡＳＩＣ（「特定用途向
け集積回路」）、ディスクリートアナログコンポーネントおよびディスクリートディジタ
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ルコンポーネントなどの他のプログラマブル論理デバイスによって、あるいは上記のある
組合せとして実装されてもよい。メモリブロック１３０には、作業メモリ（例えば、ＲＡ
Ｍ）ならびにプログラムコードおよび永続ストレージメモリ（不揮発性メモリ、例えばフ
ラッシュメモリ）など、異なるタイプのメモリを含めることができる。関連するユーザユ
ニットソフトウェアを、ユーザユニットの動作に関する制御システムを実現するために、
制御デバイス１２８による実行のためにメモリブロック１３０に格納することができる。
【００４２】
接触センサ１３２を、ペン先に動作可能に接続して、ユーザユニットがベースに接触さ
せられた時（ペンダウン）および／またはベースから持ち上げられた時（ペンアップ）を
検出し、任意選択として、接触力の判定を可能にすることができる。接触センサ１３２の

30

出力に基づいて、カメラシステム１２４は、ペンダウンとペンアップとの間にイメージを
取り込むように制御される。制御ユニットは、そのイメージを処理して、位置コーディン
グパターンの結像された部分によってエンコードされた位置を計算する。そのような処理
は、例えば、本出願人の以前の米国特許公報第ＵＳ
、米国特許公報第ＵＳ

２００３／００５３６９９号明細書

２００３／０１８９６６４号明細書、米国特許公報第ＵＳ

０３／０１１８２３３号明細書、米国特許公報第ＵＳ
書、米国特許公報第ＵＳ
ＵＳ

２００２／００４４１３８号明細

６６６７６９５号明細書、米国特許公報第ＵＳ

７号明細書、米国特許公報第ＵＳ

２０

６７３２９２

２００３／０１２２８５５号明細書、米国特許公報第

２００３／０１２８１９４号明細書、および本明細書の参照に従って実施すること

ができる。その結果の、時間的にコヒーレントな位置のシーケンスは、ペンストロークの

40

電子表現を形成する。
【００４３】
エレクトロニクスシステムには、さらに、さらなる処理、格納、または伝送のために、
ユーザユニットによって記録された情報をパーソナルコンピュータ、セルラ携帯電話機、
ＰＤＡ、ネットワークサーバなどの近くの装置またはリモート装置に伝送するか露出する
通信インターフェース１３４を含めることができる。したがって、通信インターフェース
１３４は、有線もしくは無線の短距離通信用のコンポーネント（例えば、ＵＳＢ、ＲＳ２
３２、無線伝送、赤外伝送、超音波伝送、誘導結合など）、および／または通常はコンピ
ュータ、電話機、もしくは衛星通信網を介する有線もしくは無線のリモート通信用のコン
ポーネントを提供することができる。伝送される位置情報は、座標の対の組の形、ポリゴ
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ントレーンの形、または任意の他の形での、ユーザユニットによって記録された位置のシ
ーケンスを表すことができる。位置情報は、ユーザユニットにローカルに格納し、後に接
続が確立された時に伝送することもできる。
【００４４】
ペンには、ユーザフィードバックのために選択的にアクティブ化されるＭＭＩ（マンマ
シンインターフェース）１３６をも含めることができる。ＭＭＩには、ディスプレイ、イ
ンジケータランプ、バイブレータ、スピーカなどを含めることができる。さらに、ペンに
は、これによってペンをアクティブ化し、および／または制御できる１つまたは複数のボ
タンおよび／またはマイクロホン１３８を含めることができる。
【００４５】

10

図２に、本発明の例示的な実施形態によるフォーム２００を示す。フォーム２００は、
位置コーディングパターン（図２には図示せず）を設けられたベース２０１（または任意
の他の表面）からなる。フォームレイアウト２０３も、ベース２０１に印刷される。フォ
ームレイアウト２０３は、複数の入力フィールド２０４〜２０７を含む。この図に開示さ
れた表面は、１枚の紙など、単一の別個の表面を含むが、本明細書で使用される用語表面
は、複数の表面または複数ページフォームの複数のページを指すことができる。
【００４６】
フォーム２００は、情報の収集を可能にすることができる。例えば、ユーザは、入力フ
ィールド２０４〜２０７のいずれにもテキストまたは数字を書くことができる。ユーザに
よって供給される情報を、テキスト（例えば、氏名または住所）とすることができる。こ
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の情報を、年単位の人の年齢などの実数、または小数点以下２桁までの摂氏単位の患者の
体温などの実数とすることもできる。この情報を、複数選択質問に対する回答とすること
もできる。フォームは、他のタイプの情報の入力を可能にすることができる。
【００４７】
ユーザは、インターネットサーバからフォームレイアウトをダウンロードすることがで
きる。フォームレイアウトを、ユーザユニット１０２など、他のコンピュータシステムに
格納することもできる。
【００４８】
入力フィールド２０４〜２０７が、ユーザユニット１０２を使用してユーザによって完
成されている間に、ユーザユニットは、入力される情報のディジタル記録に対応する位置
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のシーケンスを記録することができる。その後、記録された情報をユーザユニット内でロ
ーカルに処理し、または格納することができる。代替案では、その情報を、処理または格
納のために別のコンピュータに送信することができる。そのような処理は、フォームレイ
アウトの知識を必要とする場合がある。
【００４９】
フォーム２００は、識別するパターンまたはＩＤパターン２０８を含んでもよい。以下
さらに説明するように、ＩＤパターンは、フォームレイアウトまたは個々のフォーム標本
を識別するのに使用されてもよい。ＩＤパターンは、例えばＩＤパターンによって定義さ
れる１つまたは複数のボックスを通って十字を描くこと、またはＩＤパターンによって定
義される１つまたは複数の位置を円で囲むことによって、マークされてもよい。その代わ
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りに、ユーザが、図柄の中の１つまたは複数の欠けている特徴部分に書き込みを行うよう
にされてもよい。
【００５０】
図２では、ＩＤパターンは、４つのボックス２０９〜２１２からなる。これらが、ユー
ザユニットを使用して十字を用いてマークされる時に、位置の組が、光学センサによって
記録されてもよい。可能なフォームレイアウトを表す位置パターンのデータベース内で位
置の一致する組を見つけることによって、位置データを処理するコンピュータは、マーク
された位置に対応するフォームレイアウト２０３を判定することができる。入力フィール
ド２０４〜２０７および４つのボックス２０９〜２１２は、任意の順序で完成されてよい
。一実施形態では、ボックスがマークされる時に記録される位置コーディングパターン内
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の絶対位置が、フォームレイアウトを識別するのに利用される。もう１つの実施形態では
、位置コーディングパターン内の異なるボックスの相対位置がフォームレイアウトを識別
するのに使用される。
【００５１】
複数のフォームを生成することを望むユーザは、位置コーディングパターンを既に設け
られているシートのパックを獲得し、複数のそのようなシートをそのユーザのプリンタに
ロードしてもよい。そのようなパックのすべてのシートは、同一とすることができる。す
なわち、すべてのシートの位置コーディングパターンが、同一の位置の組をコーディング
することができる。パックの各シートを独自とし、その結果、異なるシートの位置コーデ
ィングパターンによってコーディングされる位置の組が、相互に排他的になるようにする

10

ことも可能である。ユーザが、十分に高い印刷解像度を有するプリンタを使用して、自分
自身で位置コーディングパターンを印刷することもできる。
【００５２】
本出願人の米国特許公報第ＵＳ

６５７０１０４号明細書、米国特許公報第ＵＳ

６３００８号明細書、米国特許公報第ＵＳ
Ｓ

６６

６６６７６９５号明細書、米国特許公報第Ｕ

６６７４４２７号明細書、および国際特許公報第ＷＯ

０１／１６６９１号明細書に

記載の位置コーディングパターンは、よい分解能を伴って位置の非常に大きい全領域（複
数のＡ４サイズのページ）を定義することができる。この全領域を、フォームシート上で
の使用に適切な相互に独自のサブ領域に副分割することができる。したがって、各サブ領
域は、有形のシート上で、全体的な位置コーディングパターンの対応するサブセットとし
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て実施される。ユーザが獲得できるシートのパック上でエンコードされる位置は、フォー
ムに入力される情報を処理する責任を負うシステムに既知とすることができる。パックの
すべてのシートが同一である場合に、システムは、位置コーディングパターン内の位置が
シート上のどこに配置されるかを知っている。シートがパック内で独自である場合に、シ
ステムは、位置コーディングパターン内の位置がどのシートに配置されるかも知っている
。これは、複数のフォームの並列記録を可能にする。
【００５３】
並列記録は、同一のシートについて、すなわちすべてが同一の位置の組をエンコードす
るシートについても、ユーザユニットのＩＤをも記録し、その結果、システムが異なるユ
ーザユニットからの情報を異なるデータベースフォームに接続できるようにすることによ
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って、達成することができる。代替案では、ユーザが、フォームに記入することに関連し
て、ユーザユニットを操作して個人識別パターンをマークする場合に、同一のシートから
のデータを区別することができる。この個人識別パターンは、各々のユーザに一意とする
ことができ、例えば、位置の専用の組をエンコードするパターンとして、または専用の識
別子をエンコードするバーコードとして実施されてもよい。
【００５４】
並列記録は、同一のシートについて、そのようなシートのそれぞれにフォームレイアウ
トだけではなく印刷されたフォームをも識別するＩＤパターンを設けることによっても達
成することができる。したがって、フォームの各印刷された標本（フォームインスタンス
）に、ＩＤパターンとしてフォーム上に設けられる一意の識別子を与えることができる。

40

【００５５】
この原理は、図３に示されたＩＤパターン３００の実施形態でも使用することができる
。この図では、パターン３００は、従来のバーコードと同様に、互いに並んで配置された
異なる幅の平行線またはバー３０１、３０２、などの組からなる。バーコードが、位置コ
ーディングパターンの上に印刷され、光学センサを伴うユーザユニットを使用して線３０
１、３０２などに本質的に直角なそれらを通る線を描かせることによってマークされる場
合に、位置の記録が、バーコードの線と光学センサによる位置コーディングパターンの検
出との干渉の結果として、複数回開始され、終了される場合がある。したがって、バーコ
ードの線の相対的な位置および幅を、ユーザユニットによって記録される絶対位置から推
論することができる。垂直線の間隔および幅を知ることによって、バーコードをデコード
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し、フォームレイアウトを識別するのに使用することができる。一実施形態では、ユーザ
ユニットに、記録された絶対位置に基づいてバーコードを検出させることができる、すな
わち、ユーザユニットは、位置コーディングパターン内の所与の位置にバーコードがある
と期待する。
【００５６】
当業者であれば、絶対位置から線間隔および線幅への変換が、位置データの消失とバー
コード線の実際のエッジとの間のすべての不一致を考慮に入れる必要がある場合があるこ
とを理解できるであろう。これは、例えば、各位置コーディングシンボルもしくはグルー
プシンボルがある空間的な広がりを有するという事実によって、および／または、位置コ
ーディングパターンに組み込まれる誤り訂正方式の影響によって、引き起こされる。

10

【００５７】
代替の実施形態では、バーコードは、記録されたイメージ内のそのバーコードの物理的
特徴に基づいて、ユーザユニット内で識別され、デコードされる。このイメージは、位置
コーディングパターンの検出に使用されるカメラシステム（図１Ｃの１２４）によって、
またはユーザユニット内の補助カメラシステムによって記録されてもよい。イメージは、
ユーザユニットがバーコード上で静止して保持されている間に、または、特にバーコード
がカメラシステムの視野より大きい場合に、ユーザユニットがバーコードの上で動いてい
る間に、記録されてもよい。
【００５８】
もう１つの実施形態では、ＩＤパターンは、ユーザユニットに可視にフォーム上に普通
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の言語で書かれた識別子を含む。したがって、ユーザユニットは、この識別子のイメージ
を記録して、光学文字認識（ＯＣＲ）アルゴリズムをその上で動作させて、識別子を導出
してもよい。そのようなアルゴリズムは、当技術分野で周知である。ユーザユニットに識
別子をスキャンさせる代わりに、ユーザユニットを用いて１つまたは複数の専用の位置コ
ーディングされた入力フィールドに識別子を書き込むか、ユーザユニットを用いて使用可
能な位置コーディングされた選択フィールドの組合せをマークすることによって識別子を
表すように、フォームによってユーザに促してもよい。そのような選択フィールドの各々
は、文字、数、色などのシンボルを表してもよい。
【００５９】
本発明によるフォームは、市場調査、試験、医療記録、および確定申告を含む多数の用
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途に利用することができる。このリストは、網羅的であることを意図されたものではなく
、本発明は、手書き情報が記録され、および／または、伝えられるすべての形に関連する
使用について企図されている。
【００６０】
図４に、入力データとして位置情報を用いる複数の処理ルールまたは関数の適用を示す
。図４の左側には、複数の入力フィールド４０１〜４０４が示されており、入力フィール
ド４０１〜４０４は、ユーザが完成させることができる。この図の右側には、情報４０５
〜４０８が示されており、この情報４０５〜４０８は、さまざまな種類のフィールド固有
ルール４０９〜４１２が、フォームが完成される時に生成される位置情報のアイテム（情
報入力）を変換するために適用される時に、データベース内の対応する情報入力に挿入す
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ることができる。そのようなルールからの出力データは、一般に、ルールの入力データを
処理することによって得られる。
【００６１】
図５は、本発明の例示的な実施形態によるフォームを生成する方法５００を説明する流
れ図である。コンピュータプログラムは、この方法を実行するようにプリンタに指示して
もよい。ステップ５０１で、フォームレイアウトを印刷する。実際のフォームレイアウト
は、必ずしもフォームの機能性に厳密に関連はしないグラフィックスおよびテキストによ
って補足される場合がある。ステップ５０２で、ＩＤパターンを印刷してもよい。このＩ
Ｄパターンは、フォームレイアウトを識別してもよく、任意選択でフォームインスタンス
を識別してもよい。ステップ５０３で、関連するコンピュータシステム内でデータベース
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フォームを作成する。このデータベースフォームは、これから作成される実際のフォーム
の仮想コピーであってもよい。例えば、データベースフォームは、実際のフォームに関係
するデータ用のレコードと、ユーザユニットによって記録される情報に関連するデータ用
のレコードとを含んでもよい。レイアウト、ＩＤパターン、および位置コーディングパタ
ーンのすべてを同時に印刷してもよいが、これらを、任意の順序で順番に印刷することも
できる。
【００６２】
位置コーディングパターンは、おそらくは高解像度（通常は１０００ｄｐｉ超）でのオ
フセット印刷によって、前もって紙上に配置してもよい。そして、フォームレイアウトを
、位置コーディングパターンの上に印刷してもよい。また、プリンタには、位置コーディ
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ングパターンに適合されたフォームレイアウトの印刷を容易にするために、位置コーディ
ングパターンリーダーデバイスが設けられてもよい。
【００６３】
代替案では、位置コーディングパターンを、フォームレイアウトを印刷した後に別々の
プリンタによって、または同一のプリンタを用いて、第２の印刷を実行することにより、
紙に適用してもよい。紙にフォームレイアウトおよび／または位置コーディングパターン
を与えるためにコピー機を使用することも可能である。
【００６４】
図６は、本発明の例示的な実施形態による手書き情報入力に関してフォームデータを記
録し、処理する方法６００を説明する流れ図である。コンピュータプログラムが、これら
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のステップを実行してもよい。ステップ６０１で、入力フィールドに入力された位置情報
の第１組が記録されてもよい。ステップ６０２で、ユーザユニットを用いてＩＤパターン
をマークすることから生じる位置情報の第２組が記録されてもよい。
【００６５】
図７に、本発明の例示的な実施形態による情報管理システムを示す。このシステムでは
、エンコードされたフォーム７０１は、事前にエンコードされたシート７０２、すなわち
、位置コーディングパターンを設けられているがフォームレイアウトを設けられていない
シートから生成される。そのようなシート７０２は、例えば従来のオフセット印刷によっ
て低コストで大量に製造することができ、異なるシステムプロバイダまたはサービスプロ
バイダが入手可能とすることができる。論理主義的および在庫管理の理由から、位置の異
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なる組をエンコードしたシートの数が制限される場合がある。したがって、同一の事前に
エンコードされたシートから生成される異なるフォームレイアウトまたはフォームインス
タンスを区別するために、バーコード７０３が、事前にエンコードされたシート７０２に
適用される。
【００６６】
このために、図７のシステムは、エンコードされたフォーム７０１を出力する（矢印に
よって示される）ために、フォームレイアウトおよび識別するバーコード７０３を、事前
にエンコードされたシート７０２に適用するプリンタ７１０を含む。このプリンタは、シ
ート７０２の位置コーディングされた部分の上にバーコード７０３を印刷するように制御
されてもよい。バーコード７０３が、位置コーディングパターンを隠すように印刷される
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場合に、そのバーコードは、デコードされた位置に基づいて識別することができる。バー
コード７０３が、システム内のユーザユニットに可視である場合に、そのバーコードは、
記録されたイメージ内のそのバーコードの特徴に基づいて識別することができる。代替案
では、シート７０２のエンコードされない部分にバーコード７０３を印刷するようにプリ
ンタ７１０が制御されてもよい。バーコードは、イメージ内のそのバーコードの物理的出
現に基づいて識別することができる。もう１つの代替案では、このシステムは、プリンタ
７１０によるシートへのフォームレイアウトの印刷の前または後のいずれかに、事前にエ
ンコードされたシート７０２に取り付けられる粘着ラベルにバーコード７０３を印刷する
ように制御されるラベルプリンタ（図示せず）を含めてもよい。バーコード７０３を識別
する方法に応じて、ラベル材料は、ユーザユニットに不可視なものまたは不可視でないも
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のであってもよい。
【００６７】
このシステムは、また、フォームレイアウトに基づいてフォームの生成を制御し、第１
データベース７３０に関して動作する制御モジュール７２０を含む。制御モジュール７２
０は、コンピュータ上で実行されるソフトウェアとして実装されてもよい。このシステム
は、さらに、フォーム上での手書きの動きを、フォーム上の位置コーディングパターンに
よって与えられる絶対位置のシーケンスにディジタル化するユーザユニット７４０を含む
。ユーザユニット７４０は、フォーム上のバーコード７０３を示すデータを記録すること
もできる。このシステムには、さらに、フォームデータプロセッサ７５０が含まれ、フォ
ームデータプロセッサ７５０は、ユーザユニット７４０から入力データを受け取り、この

10

入力データを処理して、第２データベース７６０に格納される出力データを生成する。第
１データベース７３０および第２データベース７６０が１つの同一の全体的なデータベー
スの一部であってもよいことが理解できるであろう。入力データは、任意のフォーマット
であってもよく、例えば、ユーザユニットの光学センサによって記録された生イメージ、
ユーザユニットの制御デバイスによってデコードされた位置、バーコードによってエンコ
ードされた識別子、フォームレイアウトの知識に完全にまたは部分的に基づく手書きの認
識処理によって導出されたデータなどであってもよい。フォームデータプロセッサ７５０
は、コンピュータ上で実行されるソフトウェアとして実装されてもよい。
【００６８】
第１の変形では、バーコード７０３が、フォームレイアウトの識別子（「フォーム識別
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子」）を表す。この場合に、制御モジュール７２０は、ユーザが適切なグラフィカルユー
ザインターフェース（ＧＵＩ）を介して第１データベース７３０からフォームレイアウト
を選択できるようにしてもよい。制御モジュール７２０は、フォームレイアウトおよびそ
のフォーム識別子を第１データベース７３０から導出してもよい。制御モジュール７２０
は、フォームレイアウトと一緒に印刷される、各プリントアウトまたはプリントアウトの
組に固有のデータ、例えば名前および他の詳細を導出するためにさらなるデータベースに
接続するように操作されてもよい。次に、制御モジュール７２０は、フォームレイアウト
、バーコード、および各プリントアウトに固有のすべてのデータの印刷に関する印刷指示
をプリンタ７１０に転送する。制御モジュール７２０は、プリンタ７１０における事前に
エンコードされたシート７０２上にエンコードされる位置に関する情報を、この情報を入
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力するようにユーザに促すことによって、またはプリンタ７１０内の位置センサからこの
情報を受け取ることによってのいずれかで、導出してもよい。その後、この位置情報は、
フォームレイアウト／フォーム識別子に関連付けて第１データベース７３０に格納されて
もよい。
【００６９】
入力データをユーザユニット７４０から受け取る時に、フォームデータプロセッサ７５
０は、バーコード化されたフォーム識別子を抽出し、そのフォーム識別子に基づいて、対
応するフォームレイアウトの処理ルールの組を導出する。上で述べたように、これらの処
理ルールは、フォーム上のある種の入力フィールドからのデータの操作専用とすることが
でき、これらのデータは、各々の入力フィールド内にエンコードされていることがわかっ
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ている位置から識別される。フォームデータプロセッサ７５０は、第１データベース７３
０に問い合わせて、フォーム上でエンコードされた位置に関するデータを、したがって、
フォーム上の各入力フィールド内の位置に関するデータを導出する必要がある場合がある
。また、フォームデータプロセッサ７５０は、入力データから手書きデータを導出し、そ
のデータに各々の処理ルールを作用させる。代替案では、フォームデータプロセッサ７５
０は、フォーム識別子に基づいて第１データベース７３０からフォームレイアウトを導出
し、次に、フォームレイアウトに重ね合わせて手書きデータを表示して、ユーザによる手
動解釈を可能にすることができる。このユーザは、その後、出力データの少なくとも一部
を生成する。どちらの場合でも、結果の出力データは、第２データベース７６０内の対応
するデータベースフォームに格納される。このデータベースフォームは、フォームレイア
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ウト内の異なる入力フィールドに対応するレコードを含んでもよい。使用可能な場合には
、フォームデータプロセッサ７５０は、上述のユーザユニット識別子、またはユーザユニ
ット内の光学センサによって記録される個人識別パターンによって与えられる上述の個人
識別子を、データベースフォーム内の対応する出力データに関連する格納のために導出し
てもよい。
【００７０】
第２の変形では、バーコード７０３は、特定のフォームプリントアウトの識別子（「フ
ォームインスタンス識別子」）を表す。このフォームインスタンス識別子は、フォームレ
イアウトとシステム内の特定のフォームインスタンスとの両方を示すものでもよい。制御
モジュール７２０は、ユーザが適切なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を
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介して第１データベース７３０からフォームレイアウトを選択し、導出することを可能に
するものでもよい。次に、制御モジュール７２０は、作られるプリントアウトごとに一意
のフォームインスタンス識別子を生成する。このフォームインスタンス識別子は、フォー
ムレイアウトを示す第１部分およびプリントアウトを示す第２部分を含んでもよい。制御
モジュール７２０は、フォームレイアウトと一緒に印刷され、および／または、第１デー
タベース７３０にフォームインスタンス識別子に関連付けて格納される、各プリントアウ
トまたはプリントアウトの組に固有のデータ、例えば名前および他の詳細を導出するため
にさらなるデータベースに接続するように操作されてもよい。代替案では、そのような他
の詳細へのリンクが、データベース７３０に格納されてもよい。第１の変形と同様に、制
御モジュール７２０は、プリンタ７１０における事前にエンコードされたシート７０２上

20

にエンコードされる位置に関する情報を導出し、この位置情報を、フォームレイアウト識
別子／フォーム識別子またはフォームインスタンス識別子に関連付けて第１データベース
７３０に格納してもよい。フォームの印刷は、第１の変形と同様に実行される。
【００７１】
ユーザユニット７４０から入力データを受け取った時に、フォームデータプロセッサ７
５０は、バーコード化されたフォームインスタンス識別子を抽出し、このフォームインス
タンス識別子に基づいて、対応するフォームレイアウトの処理ルールの組を導出する。第
１の変形と同様に、フォームデータプロセッサ７５０は、第１データベース７３０に問い
合わせて、フォーム上でエンコードされた位置に関するデータを、したがって、フォーム
上の各入力フィールド内の位置に関するデータを導出する必要がある場合がある。第１の
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変形と同様に、フォームデータプロセッサ７５０は、入力データから手書きデータを導出
し、そのデータに各々の処理ルールを作用させて、フォームインスタンス識別子に関連す
る出力データを生成する。フォームインスタンス識別子ごとに、新しいデータベースフォ
ームが第２データベース７６０内で生成されてもよい。データベースフォームが、特定の
フォームインスタンス識別子について既に存在する場合には、出力データが、既存のデー
タベースフォームに追加されてもよい。第１の変形と同様に、データベースフォームは、
フォームレイアウト内の異なる入力フィールドに対応するレコードを含んでもよい。使用
可能な場合には、フォームデータプロセッサは、上述のユーザユニット識別子、またはユ
ーザユニット内の光学センサによって記録される個人識別パターンによって与えられる上
述の個人識別子を、データベースフォーム内の対応する出力データに関連する格納のため
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に導出してもよい。
【００７２】
第２の変形では、フォームインスタンス識別子がフォームレイアウトを示す必要がない
ことに留意されたい。その代わりに、フォームレイアウトが、印刷されたフォームにエン
コードされた位置によって与えられてもよい。したがって、制御モジュール７２０は、特
定のフォームレイアウトから作られるプリントアウトごとに一意のフォームインスタンス
識別子を生成し、プリンタを開始して、対応する一意のバーコードを有するプリントアウ
トを生成してもよい。位置の同一の組が、フォームレイアウトのすべてのインスタンスに
エンコードされてもよい。フォームレイアウト識別子／フォーム識別子とエンコードされ
た位置との間の関連付けは、制御モジュール７２０によって作成され、および／または記
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録され、第１データベース７３０に格納されてもよい。例えば、制御モジュール７２０は
、プリンタ７１０を開始して、位置コーディングパターン、フォームレイアウト、および
バーコードの両方を空白シートに適用し、またはフォームレイアウトおよびバーコードを
事前にエンコードされたシートに適用し、またはバーコードを事前にエンコードされたシ
ートすなわち位置コーディングパターンとフォームレイアウトとの両方を設けられている
シートに適用してもよい。どの場合でも、制御モジュール７２０は、印刷および／または
第１データベース７３０へのフォームインスタンス識別子に関連する格納のために、各プ
リントアウトまたはプリントアウトの組に固有のデータ、例えば名前および他の詳細を導
出してもよい。ユーザユニット７４０から入力データを受け取った時に、フォームデータ
プロセッサ７５０は、入力データに含まれる１つまたは複数の位置に基づいて、対応する
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フォームレイアウトの処理ルールの組を導出してもよい。次に、フォームデータプロセッ
サ７５０は、手書きデータに各々の処理ルールを作用させて、出力データを生成してもよ
い。フォームデータプロセッサ７５０は、入力データからバーコード化されたフォームイ
ンスタンス識別子を抽出し、このフォームインスタンス識別子に関連付けて出力データを
第２データベース７６０に格納してもよい。
【００７３】
上記の第１および第２の変形を組み合わせて、フォーム識別子を表すバーコードを有す
るある種のフォームおよびフォームインスタンス識別子を表すバーコードを有する他のフ
ォームの生成を可能にするシステムを提供できることも、当業者には明らかであろう。
【００７４】
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位置コーディングパターンを読み取るユーザユニット内のバーコード読取機能の他の潜
在的な用途があることに留意されたい。そのようなユーザユニットは、製品上の製品識別
バーコードを介する製品の登録と、位置コーディングされたフォームにバーコードをリン
クし、これによって製品またはそれに関連する情報を位置コーディングされたフォームに
リンクする可能性とをサポートすることができる。ほぼ限りなく応用例を考えることがで
き、それらのすべてが、製品、人、作業、指示などの識別に関するバーコードの公知の有
用性を利用する。そのような応用例の１つでは、ユーザユニットが、棚卸し用のフォーム
に記入するために操作され、ここで、特定の製品の在庫アイテムの個数を、専用の位置コ
ーディングされたフィールドに書き留めることができると同時に、各々の製品のＩＤが、
別々のバーコードリストまたは在庫の実際の製品からバーコードを読み取るユーザユニッ
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トによって入力され、その結果、バーコードデータを各々の位置コーディングされたフィ
ールドに関連付けることが可能になる。もう１つの実施例では、ユーザユニットは、位置
コーディングされた医療チャートに記録された位置データに関連付けられる特定の患者を
識別するバーコードを読み取る。もう１つの応用例では、１つまたは複数のバーコードを
医薬在庫カタログから読み取って、位置コーディングされたフォームに関連付けられる特
定の薬を識別する。
【００７５】
以下では、記録されたイメージ内のバーコードの物理的特徴に基づいてバーコードを識
別し、デコードする手法を、図８〜１５を参照して説明する。この手法は、３つの主要な
ステップすなわち、１）バーコードのイメージを獲得するステップ、２）バーコードのバ
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ーによって画定されるすべてのエッジを識別するステップ、および３）このように識別さ
れたエッジを使用してバーコードをデコードするステップに基づく。
【００７６】
基本ステップ２で使用される、複数の考えられるアルゴリズムがある。そのようなアル
ゴリズムの１つでは、本質的にバーコードを横切って延びる最高解像度のイメージまたは
少なくともイメージストリップが、各イメージ内のエッジをローカルに検出するために処
理される。次に、これらのエッジが、イメージ内のそのエッジの位置および確率値によっ
て分類される。確率値は、エッジでのイメージ強度を表すことができる。次に、エッジを
、誤差訂正および動的計画法、例えばビタビアルゴリズムを使用して一緒に縫い合わせて
、バーコード全体を表すエッジの完全なシーケンスを得ることができる。
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【００７７】
同様に、基本ステップ３で使用される、複数の考えられるアルゴリズムがある。そのよ
うなアルゴリズムの１つでは、白セクションおよび黒セクションが、ステップ２によって
与えられるエッジのシーケンスに基づいて分離され、その後、フーリエ変換をこれらのセ
クションに作用させて、バーコードのモジュールサイズを判定する。モジュール（「基本
要素」とも呼ばれる）は、バーコード内のバーまたは間隔の最小幅を表す。ステップ３に
対するこの手法は、印刷アーチファクトおよびセンサ露出効果に起因するモジュールサイ
ズのどの増加によっても本質的に影響されないことがわかっている。次に、バーのそれぞ
れのサイズを、ある個数のモジュールに分類する。そのようなモジュール分類の後には、
当業者がたやすく理解するとおり、デコーディングは単純である。

10

【００７８】
これらのアルゴリズムはかなり実施可能なものではあるが、基本ステップ２および３に
関するこれらのアルゴリズムを、以下で説明するように安定性および堅固性に関してさら
に改善することができる。本明細書で説明する、バーコードを識別し、デコードするアル
ゴリズムは、ユーザユニット内の制御デバイスによって実行することができる。代替案で
は、これらのアルゴリズムのすべてまたは諸部分を、記録されたデータをユーザユニット
から受け取る外部装置内の対応する制御デバイスによって実行することができる。
【００７９】
図８は、本発明の例示的な実施形態による、制御デバイスによって実施されるイメージ
処理手順の概略図である。イメージ処理手順の最初の部分（ステップ８０１）は、ユーザ
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ユニット内の光学センサによって記録された、通常はグレイスケールイメージであるイメ
ージを受け取ることを含む。処理能力およびメモリに対する要求を減らすため、ならびに
雑音の影響を減らすために、イメージ内のバーにまたがって延びるイメージの長方形のサ
ブセット（「イメージストリップ」）を、イメージ全体の代わりに、さらなる処理で使用
することができる。このイメージストリップは、図９の左側のイメージでは不透明の帯と
して示されているが、それぞれが輝度値を保持するイメージ画素の２次元行列から構成さ
れる。次に、イメージストリップを、イメージストリップ内の各縦画素位置で輝度値を合
計するかその平均をとることによって横方向で「ｂｉｎｎｅｄ処理」して、図９の右側に
示されている１次元（１Ｄ）イメージプロファイルを作成することができる。
【００８０】
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後続ステップ８０２では、１Ｄイメージプロファイルを対単位で相関をとって、２つの
イメージの間の増分変位を検出する。実際の相関ステップの前に、複数のサブステップを
行うことができる。最初のサブステップは、ステップ８０１から生じる元のプロファイル
のそれぞれ（図１０の１０Ａ）を微分し（ｄ（ｎ）＝ｘ（ｎ＋１）−ｘ（ｎ））、微分済
みプロファイル（図１０の１０Ｂ）をもたらすこととすることができる。次に、微分済み
プロファイルを、例えば８次ＦＩＲフィルタカーネル、例えば［０．０４７，０．１０１
，０．１５１，０．１８７，０．２００，０．１８７，０．１５１，０．１０１，０．０
４７］によって与えられるフィルタカーネルを用いて低域通過フィルタリングして、高周
波要素を減らすことができる。一実施形態では、結果の低域通過フィルタリングされたプ
ロファイル（図１０の１０Ｃ）が、相関をとるのに使用されるが、元の１Ｄイメージプロ
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ファイルが、下で説明するように、完全なバーコードプロファイルを構成するのに使用さ
れる。相関をとるのに低域通過フィルタリングされたプロファイルを使用することは、雑
音の影響を減らすためのみではなく、相関処理の堅固性を高めるためにも重要である可能
性がある。ユーザユニットがバーコードを横切って動いている間のユーザユニットの空間
的方位の変動は、例えば遠近法における変動に起因する、あるイメージから次のイメージ
へのエッジの所与の組の間隔の変化につながる可能性がある。間隔のこの変化が、微分済
みプロファイルのエッジ（図１０の１０Ｂのピークを参照されたい）の幅を超える場合に
、相関処理が、有意でない相関値をもたらし、おそらくはバーコードの識別の失敗をもた
らす可能性がある。低域通過フィルタリングは、微分済みプロファイルのエッジ（図１０
の１０Ｃのピークを参照されたい）の幅を広げることをもたらすので、イメージの間のエ
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ッジ間隔の変化に対する相関処理の許容範囲は、それ相応に広げられる。
【００８１】
実際の相関ステップでは、図１１の左側に示されているように、２つの連続する微分さ
れ低域通過フィルタリングされたプロファイルの相関がとられる。図１１の右側に示され
ている相関結果を、相関オーバーラップに関して正規化し、ウィンドウ重み付け関数を用
いて操作して（これによって乗算して）、可能性が低いと考えられる結果を抑制すること
ができる。多数の可能なウィンドウ重み付け関数、例えばハミング関数、ハニング関数、
トライアングル関数、ブラックマン関数などが、当業者に既知である。最初の相関に関し
て、ウィンドウは、当初に、０を中心としてセンタリングされた相関結果を期待するよう
に、すなわち、左から右へのスキャンより右から左へのスキャンを優先することをしない
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ようにセットすることができる。後続の対単位の相関では、最後の既知の相関シフトを、
ウィンドウ重み付け関数の中央としてセットすることができる。これは、システムにある
種の慣性を与えるはずであり、この場合に、イメージの間の極端に大きい速度変化（不自
然な加速度に対応する）が抑制される。相関結果のピークを、２次多項式にあてはめて、
変位におけるサブ画素精度を抽出することができる。図１２に、そのようなあてはめを示
すが、図１２では、円が、サブ画素変位のピークを示す。
【００８２】
このサブ画素または分数部分は、
【数１】
20

として計算することができる。
【００８３】
最大相関ピークから相対変位を直接に判定することの代わりに、ステップ８０２に、プ
ロファイルの各連続する対の対応する確率値を用いて変位候補の組を判定することと、次
に、誤差訂正および動的計画法、例えばビタビアルゴリズムを使用して、微分され低域通
過フィルタリングされたプロファイルのシーケンス内の相対変位の最尤シーケンスを見つ
けることとを含めることができる。図１５に、そのような計算の一実施形態で使用される
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状態行列を示すが、図１５では、異なる状態（ｐ１〜ｐｍ）が垂直方向で表され、増加す
る時間（ｔ１〜ｔｎ）が水平方向で表されている。各時間ステップは、現在の微分され低
域通過フィルタリングされたプロファイルと、前の微分され低域通過フィルタリングされ
たプロファイルとの間の相関を表す。結果の相関曲線（図１１の右側）の各ピークは、候
補遷移状態（ｐ１〜ｐｍ）を表す。各ピークの位置（ＰｅａｋＰｏｓ）および大きさ（Ｐ
ｅａｋＶａｌｕｅ）が、検出され、状態値対として状態行列に格納される。各時間ステッ
プが、異なる個数のピークすなわち状態（ｐ１〜ｐｍ）をもたらす場合があることを認め
られたい。状態行列にデータが取り込まれている間、または状態行列が完成された後に、
図１５で時刻ｔ２の第１状態について矢印１５Ａによって示されているように、ｔ−１か
らｔへのすべての状態遷移を評価することによって、累積スコアが計算される。

40

【００８４】
状態Ａから状態Ｂへの遷移について、状態Ｂの累積スコアＰｅａｋＳｕｍＢは、
【数２】

として計算され、ここで、Ｃｋは、試験によってセットできる感度定数である。このアル
ゴリズムが、大きいピーク大きさと、状態ＡとＢとの間の小さい位置シフトとを優先する
ことがわかる。状態Ｂへのすべての可能な遷移を評価し終えた後に、最大のＰｅａｋＳｕ
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ｍＢおよび対応する起点状態が、状態Ｂの状態変数として格納される。したがって、累積
スコアは、時刻ｔ２の状態ごとに計算され、その後、同一の手順が、ｔ２からｔ３への状
態遷移を評価することによって、時刻ｔ３の状態について繰り返される。ｔ１からｔｎま
で状態行列をトラバースし終えた後に、したがってｔｎでの状態のそれぞれの累積スコア
を計算し終えた後に、このアルゴリズムは、ｔｎでの最大の累積スコアを選択する。微分
され低域通過フィルタリングされたプロファイルのシーケンスでの相対変位の最尤シーケ
ンスは、ｔｎでの選択された状態から状態行列に格納された起点状態へ逆方向にトレース
することによって得られる。
【００８５】
処理効率を高めるために、このアルゴリズムは、ＰｅａｋＰｏｓＡとＰｅａｋＰｏｓＢ

10

との間の差によって与えられる、状態ＡとＢとの間の加速度が非現実的と考えられる場合
に、ＰｅａｋＳｕｍＢの計算を抑制することができる。
【００８６】
上の例によって示されるように、相関ステップ８０２は、一連の１Ｄイメージプロファ
イルおよびそれらの間の相対変位をもたらす。後続ステップ８０３では、元の（すなわち
、フィルタリングされていない）１Ｄイメージプロファイルを合体して、単一のバーコー
ドプロファイルを形成する。まず、最終的な結果のプロファイルの長さを、相関処理から
生じる変位の最長のコヒーレントシーケンスを識別することと、これらの変位を累積的に
合計することとによって計算することができる。次に、図１３に示されているように、一
方（Ａｃｃ）は最終的な結果のプロファイルの長さにわたる各画素のアキュムレータ要素
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を保持し、他方（ＢｕｆＣｏｕｎｔ）はアキュムレータ内の各アキュムレータ要素に寄与
するイメージプロファイルの個数を保持する、２つのバッファを割り振る。次に、イメー
ジプロファイルごとに、その画素Ｐ１〜Ｐｎからの寄与を、アキュムレータの各々の要素
に入力する。分数変位が使用されるので、寄与も分数になる。図１４には、最初のイメー
ジプロファイルの処理の後の２つのバッファ（Ａｃｃ、ＢｕｆＣｏｕｎｔ）の内容が示さ
れている。すべての１Ｄイメージプロファイルを処理し終えた時に、結果の画素値が、Ｐ
ｎ＝Ａｃｃｎ／ＢｕｆＣｏｕｎｔｎとして計算される。

【００８７】
次のステップ８０４では、ステップ８０３から生じるバーコードプロファイルを微分し
、その結果を処理して、エッジ位置−重み表現を作る。
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【００８８】
次のサブステップすなわち、（サブステップ８０４Ａ）微分されたバーコードプロファ
イル、ｄｎ＝ｐｎ＋１−ｐｎを計算するサブステップと、（サブステップ８０４Ｂ）同一
の符号を有する微分された値ｄｎの連続するシーケンスｍごとに、それぞれ
【数３】

40
として重みｗｍおよび重心ｃｇｍを計算するサブステップとを使用することができる。
【００８９】
結果のエッジリスト（ｗｍ，ｃｇｍ）は、ｗｍで交番する符号を有し、ｃｇｍが厳密に
増加するようになるようにソートされる。
【００９０】
このエッジリスト内のエッジの各連続する対は、バーコード内の帯またはバーに対応し
、ここで、負のｗｍ＋１が続く正のｗｍは、周囲より明るい帯を表し、正のｗｍ＋１が続
く負のｗｍは、暗いバーを表す。
【００９１】
完全なバーコードプロファイルを構成するのに、元の（フィルタリングされていない）
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１Ｄイメージプロファイル（相関処理で使用される低域通過フィルタリングされ微分され
たプロファイルではなく）を使用することによって、使用可能なすべてのデータが使用さ
れることが保証され、これは、すべてのエッジの正しい検出に重要である可能性がある。
しかし、完全なバーコードプロファイルには、雑音の成分も含まれる可能性がある。高周
波雑音が、バーコードを表すエッジリスト内に「偽りの」バーおよび帯を生成する可能性
がある。低周波雑音は、バーコードの照明の不均一性、イメージ内の遠近歪み、またはバ
ーコードの印刷の不均一性に起因してイメージ内に現れる可能性があるが、全体的な明る
さを変調する。ステップ８０５は、そのような雑音から生じるすべてのアーチファクトを
減らすように設計することができる。ステップ８０５に、所定の全体的閾値未満のすべて
の重みｗｍをエッジリストから除去することを含めることができる。そのような全体的閾
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値は、バーコード印刷の品質、照明、シート材料などに依存するので、判定が難しい場合
がある。その代わりに、エッジリスト内の重みを、その相互関係に関するルールの組に基
づいて検査することができる。１つの例示的な実施形態は、サブステップの次のシーケン
スに基づくものである。関係｜ｗｉ｜＋｜ｗｉ＋１｜＜ｃｓｍａｌｌｐａｉｒを満足する
エッジの隣接する対（すなわち、バーまたは帯）を見つけ（ｃｓｍａｌｌｐａｉｒは、経
験的に決定できる定数である）、これらをエッジリストから削除し、これによって小さい
高周波雑音帯を除去する（サブステップ８０５Ａ）。｜ｗｉ｜＜ｃｃｕｔｏｆｆである個
々のエッジを見つけ、削除し（ｃｃｕｔｏｆｆは、経験的に決定できる定数であり、ｃｃ
ｕｔｏｆｆ＜ｃｓｍａｌｌｐａｉｒ／２である）、これによって、例えば不均一な照明お

よび雑音から生じる小さいエッジを除去する（サブステップ８０５Ｂ）。最初と最後のエ
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ッジは特別な扱いを必要とするので、これらをｃｂｏｒｄｅｒ＿ｃｕｔｏｆｆ（図１４で
はＣＢによって表される）に対して検査し、それに従って削除することができる（サブス
テップ８０５Ｃ）。
【００９２】
新しい重みおよび新しい重心を
【数４】

として計算することによって、サブステップ８０５Ａ〜８０５Ｃから生じるエッジリスト
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内で、同一の符号を有する隣接するエッジを合体する（サブステップ８０５Ｄ）。
【００９３】
図１４に、処理の異なるステージ中の１Ｄイメージプロファイルの例示的なサブセット
（１４Ａ〜１４Ｃ）を示す。この処理の影響を視覚化するために、現在のエッジリストに
含まれるエッジが、イメージプロファイルに重ね会わされている。１４Ａから１４Ｂに進
む際に、サブステップ８０５Ｂが、小さい虚偽の負のエッジを除去し、１４Ｂから１４Ｃ
に進む際に、サブステップ８０５Ｄが、残りの隣接するエッジを合体して、新しいエッジ
を形成する。
【００９４】
正しいバーコードエッジリストを確立し終えた時に、結果のバーコードを、例えばＥＡ
Ｎ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社、Ｕｎｉｆｏｒｍ

ｃ（ＵＣＣ）社、およびＡＩＭ

Ｃｏｄｅ

Ｃｏｕｎｃｉｌ
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Ｉｎ

Ｉｎｃ．社によって発行されているものなどの標準的な

基準アルゴリズムを使用してデコードすることができる（ステップ８０６）。上で説明し
たアルゴリズムは、次の記号体系すなわち、ＥＡＮ
５

８、ＥＡＮ

Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ、Ｃｏｄａｂａｒ、およびＣｏｄｅ

１３、Ｃｏｄｅ

２／

３９に属するバーコー

ドの識別およびデコードについて成功してテストされたが、上で説明したアルゴリズムは
、これらの記号体系に限定はされない。
【００９５】
ステップ８０６の後に、制御デバイスが、バーコードが正しくデコードされたか否かを
示す確認信号をユーザに発行することが望ましい場合がある。そのような確認信号は、ユ
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ーザユニットのＭＭＩ（図１Ｃの１３６）のアクティブ化によって発行することができる
。
【００９６】
バーコードを識別し、デコードする代替の技法が、国際特許公報第ＷＯ

０１／９３１

８３号明細書に開示されており、その技術的開示は、参照によって本明細書に組み込まれ
ている。図８〜１４に関して上で説明した方法のステップのうちの１つまたは複数を、国
際特許公報第ＷＯ

０１／９３１８３号明細書に開示されステップのうちの１つまたは複

数によって増補するかこれに置換することが考えられる。例えば、国際特許公報第ＷＯ
０１／９３１８３号明細書で説明されている、任意のイメージ内でバーに垂直な方向を突
き止める技法を使用して、イメージストリップ（図９を参照されたい）が各イメージ内の

10

バーに本質的に垂直に延びていることを確かめることができる。
【００９７】
バーコードを読み取るのに使用される技法にかかわりなく、バーコードが記録されるこ
とをユーザユニットの制御デバイスに示すことが望ましい場合がある。そのような表示は
、ユーザユニットをバーコード読取モードにセットすることができ、このモードでは、制
御デバイスは、記録されたイメージに基づくバーコードの検出および任意選択としてデコ
ードのための専用のアルゴリズムを実行する。この表示は、ユーザユニット上のボタンが
押されること、または音声コマンドがユーザユニット上のマイクロホンによって記録され
ることから生じるものとすることができる。
【００９８】

20

もう１つの実施形態では、この表示は、制御デバイスが、カメラシステムによって記録
されたイメージ内で専用パターンを検出することから生じる。例えば、そのような専用パ
ターンは、１つまたは複数の専用の位置を表す位置コーディングパターンのサブセットと
することができる。ユーザユニットは、通常、記録されたイメージを位置に変換するよう
に操作されるので、通常動作中に、その制御デバイスにバーコード読取モードに切り替え
させる位置を記録することができる。一実施形態で、ユーザユニットを、バーコード読取
モードに入り、現在のペンストロークの終りまですなわちユーザユニットが持ち上げられ
る（ペンアップ）までバーコード読取モードに留まるように構成することができる。バー
コードスキャンは、ユーザユニットが専用パターン上に置かれ、その後、支持するベース
と接触して左から右へまたは右から左へバーコードを横切って引かれることによって開始
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される。もう１つの実施形態では、ユーザユニットを、バーコード読取モードに入り、次
のペンストロークの終りまでバーコード読取モードに留まるように構成することができる
。この実施形態は、専用パターンをバーコードから分離することを可能にする。もう１つ
の実施形態では、ユーザユニットを、バーコード読取モードに入り、所定の期間の間だけ
バーコード読取モードに留まるように構成することができる。
【００９９】
バーコードを読み取る時のユーザユニットの最大スワイプ速度は、カメラシステムのフ
レームレートに正比例する。上の方法では、連続するイメージは、相関ステップおよび合
体ステップ（図８のステップ８０２〜８０３を参照されたい）が十分に安定した結果をも
たらすために、好ましくは少なくとも１／４だけ、最も好ましくは少なくとも１／２だけ
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オーバーラップしなければならない。一特定の実施形態では、１００Ｈｚのフレームレー
トが、約０．１５ｍ／ｓの最大スワイプ速度をサポートすることがわかった。より高いス
ワイプ速度、例えば０．５ｍ／ｓまたは０．７５ｍ／ｓが望まれる場合には、対応してよ
り高いフレームレートが必要になる可能性がある。しかし、電力消費は、フレームレート
に伴って多くなり、より多い電力消費は、ハンドヘルドデバイスでは好ましくない可能性
がある。その一方で、位置デコード処理は、位置コーディングパターンが各個々のイメー
ジ内のデータに基づく位置の判定をサポートする場合に、フレームレートに依存する必要
がない。したがって、位置判定に関するフレームレートは、７０〜１００Ｈｚにセットす
ることができ、これは、通常の手書き速度のディジタル化されたペンストロークの受け入
れられる空間分解能をもたらすことがわかっている。電力消費を少なく保ちながら高いバ
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ーコードスワイプ速度を可能にするために、ユーザユニットの制御デバイスを、バーコー
ド読取モードでのみ、例えば１００〜５００Ｈｚのフレームレートにカメラシステムのフ
レームレートを選択的に高めるように構成することができる。
【０１００】
さらなる実施形態で、ユーザユニットの制御デバイスは、ユーザユニットのＭＭＩをア
クティブ化することによって、スワイプ速度が不適切に高い時に、必ずユーザに表示する
ように構成される。これによって、ユーザを、過度なスワイプ速度を使用しないように制
御することができる。スワイプ速度は、例えば、制御デバイスに対して、相関ステップ（
図８のステップ８０２を参照されたい）から生じる相対変位によって表すことができる。
【０１０１】

10

前述の方法に従って作成されたフォームの記録は、必ずしもイメージ分析用の高度なソ
フトウェアを備えたフラットベッドスキャナを必要としないが、本発明は、その最も広い
意味において、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに、多数のタイプの技術と共に使用
することができる。
【０１０２】
適用される保護の範囲は、上で説明した実施形態に制限されない。本発明は、添付の特
許請求の範囲の範囲内で変更することができる。
【０１０３】
上述の「発明を実施するための最良の形態」では、本発明のさまざまな特徴が、開示を
簡素化するために一つの実施形態でまとめられている。この開示の方法は、請求される発

20

明が各請求項に明示的に記載されたものより多数の特徴を必要とするという意図を反映す
るものと解釈してはならない。特許請求の範囲に反映されているように、発明の態様は、
上述の開示された一実施形態のすべての特徴より少ない。すなわち、特許請求の範囲は、
この「発明を実施するための最良の形態」に組み込まれ、各請求項は、それ自体で本発明
の別々の形態として有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１Ａ】本発明の例示的な実施形態によるシステムの概要を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の例示的な実施形態で使用できる位置コーディングパターンを示す図で
ある。
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【図１Ｃ】本発明の例示的な実施形態によるユーザユニットを部分的に断面で示す図であ
る。
【図２】例示的な実施形態によるフォームを示す図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態による、識別するパターンを示す図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態による、入力データとしての位置情報に関する複数の
ルールの適用を示す図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態による、フォームを生成する方法を説明する流れ図で
ある。
【図６】本発明の例示的な実施形態による、情報入力に関してフォームデータを記録する
方法を説明する流れ図である。
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【図７】本発明の例示的な実施形態による情報管理システムを示す図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態による、バーコードを識別し、デコードする方法を説
明する流れ図である。
【図９】１次元輝度プロファイル（右図）を作成するためにイメージの一部（左図）が１
次元で要約される、図８の方法の例示的なサブステップを示す図である。
【図１０】１次元輝度プロファイルが微分され、フィルタリングされる、図８の方法の例
示的なサブステップを示す図である。
【図１１】１次元輝度プロファイルの間の相互変位（左図）が相関手順の結果（右図）に
基づいて判定される、図８の方法の例示的なステップを示す図である。
【図１２】分数変位が相関手順の結果に基づいて判定される、図８の方法の例示的なサブ
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ステップを示す図である。
【図１３】例示的な実施形態による、１次元イメージプロファイルを単一のバーコードプ
ロファイルに合体するためのバッファの使用を示す図である。
【図１４】例示的な実施形態による、虚偽のエッジを除去する処理中の異なるステージを
示す図である。
【図１５】イメージのシーケンス内のバーコードプロファイルの間の相互変位の最大尤度
計算で使用される状態行列を示す図である。
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