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(57)【要約】
【課題】
　符号パターンと電子文書とが重畳印刷された用紙上に
、文字、図形等の筆記された筆記情報を記憶し、異なる
用紙間に筆記された筆記情報を組み合わせた再印刷など
の処理が行われる筆記情報管理装置、筆記情報管理シス
テムおよび筆記情報管理プログラムを提供する。
【解決手段】
　画像形成装置１０で生成された座標情報と識別情報と
が符号パターンに記録されて印刷された用紙に、電子ペ
ン５０で筆記された筆記情報をクライアントＰＣ４０が
検出し、検出された筆記情報を識別する筆記情報識別情
報と用紙の識別情報が登録管理される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙上での位置を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む
複数の符号情報が記録された紙文書を生成する紙文書生成手段と、
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書および該紙文書に対応する電子文書を前記
文書識別情報に対応して登録する紙文書登録手段と、
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記情報
を検出する筆記情報検出手段と、
　前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応して該筆記情報を識別する筆記情報
識別情報を登録する筆記情報登録手段と、
　前記紙文書登録手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報および前
記筆記情報登録手段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別情報を管
理する識別情報管理手段と
　を具備する筆記情報管理装置。
【請求項２】
　前記識別情報管理手段で管理される前記文書識別情報に基づき所望の電子文書を検索す
る文書検索手段と、
　前記識別情報管理手段で管理される前記筆記情報識別情報に基づき所望の筆記情報を検
索する筆記情報検索手段と、
　前記文書検索手段で検索された電子文書に基づき前記電子文書に対応し、用紙上での位
置を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む複数の符号情報
が記録された紙文書上に前記筆記情報検索手段で検索された筆記情報に対応する画像を重
畳して生成する筆記情報生成手段と
　を更に具備する請求項１記載の筆記情報管理装置。
【請求項３】
　前記筆記情報検出手段は、
　前記用紙上に記録された前記符号情報に含まれる座標情報を読み取ることにより前記筆
記情報を検出する電子ペンを含む請求項１記載の筆記情報管理装置。
【請求項４】
　前記筆記情報登録手段は、
　前記筆記情報に係わる筆記をした日時、筆記をしたユーザ、筆記をした紙文書の履歴の
少なくとも１つの含む属性情報を該筆記情報に対応して登録する請求項１記載の筆記情報
管理装置。
【請求項５】
　前記筆記情報生成手段は、
　前記筆記情報に対応する画像を前記用紙上の前記電子文書に対応する画像と識別可能に
重畳して生成する請求項２記載の筆記情報管理装置。
【請求項６】
　前記筆記情報生成手段は、
　前記筆記情報に対応する画像を該筆記情報の検出順が識別可能に重畳して生成する請求
項２記載の筆記情報管理装置。
【請求項７】
　前記筆記情報生成手段は、
　前記筆記情報に対応する画像を前記属性情報に基づき重畳して生成する請求項２記載の
筆記情報管理装置。
【請求項８】
　電子文書および該電子文書から生成された紙文書を文書識別情報に対応して管理する文
書管理装置と、
　前記紙文書上に筆記された筆記情報を筆記情報識別情報に対応して管理する筆記情報管
理装置と、
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　前記文書管理手段で管理される電子文書若しくは紙文書に対応する文書識別情報および
前記筆記情報管理装置で管理される筆記情報に対応する筆記情報識別情報を管理する識別
情報管理装置と、
　文書処理装置と
　を備え、
　前記文書処理装置は、
　用紙上での位置を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む
複数の符号情報が記録された紙文書を生成する紙文書生成手段と、
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書および該紙文書に対応する電子文書を前記
文書識別情報に対応して前記文書管理装置に登録する紙文書登録手段と
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記情報
を検出する筆記情報検出手段と、
　前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応して該筆記情報を識別する筆記情報
識別情報を前記筆記情報管理装置に登録する筆記情報登録手段と、
　前記紙文書登録手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報および前
記筆記情報登録手段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別情報を前
記識別情報管理装置で管理させる識別情報管理手段と
　を具備する筆記情報管理システム。
【請求項９】
　コンピュータを、
　用紙上での位置を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む
複数の符号情報が記録された紙文書を生成する紙文書生成手段、
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書および該紙文書に対応する電子文書を前記
文書識別情報に対応して登録する紙文書登録手段、
　前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記情報
を検出する筆記情報検出手段、
　前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応して該筆記情報を識別する筆記情報
識別情報を登録する筆記情報登録手段、
　前記紙文書登録手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報および前
記筆記情報登録手段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別情報を管
理する識別情報管理手段
　として機能させる筆記情報管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記情報管理装置、筆記情報管理システムおよび筆記情報管理プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オフィスでは、オフィス内で使用される文書は電子化されているが、画像形成装
置から出力された用紙に、筆記用具などで手書きの情報が筆記されることは頻繁に行われ
ている。
【０００３】
　そして、このように手書きされた筆記情報を電子化して管理する技術が開発されている
。
【０００４】
　特許文献１では、複数のマークを備えた符号化パターンを有する製品であって、前記マ
ークのそれぞれが少なくとも２つの異なる値のうちの１つを表しており、前記符号化パタ
ーンが、また、複数の基準位置を備えており、前記複数のマークのそれぞれが１つの前記
基準位置に関連付けられ、前記各マークの値がその基準位置に対するその位置によって決
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定されていて、この製品の使用法を備える光学読み取り用の符号化用紙が提案されている
。
【０００５】
　特許文献２では、用紙上に形成される文書の固有情報と該文書の位置情報を有する２次
元コードにおいて、第１の２次元コード以外に所定領域に形成される第２の２次元コード
を形成することで、ペン型入力座標装置だけでなく、従来、ドットパターンを利用して手
書き入力を行っていたパッド型座標入力装置やＭＦＰなどにおいてもバーコードを利用し
て手書き入力を行うことができる２次元コードパターン、２次元コード作成方法、２次元
コード作成装置及び印刷媒体が提供されている。
【０００６】
　特許文献３では、ペン先を文書にわたって移動させる間にペン先のパスを判定するｍ配
列デコーディングおよび高速画像照合によるストロークの位置測定が提案されている。
【特許文献１】特表２００３－５１１７６１号公報
【特許文献２】特開２００６－０８５６７９号公報
【特許文献３】特開２００５－２３５１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来は、手書きされた筆記情報を電子化して記憶することはできても、その筆
記情報が蓄積するだけで、手書き情報の効果的な管理・再利用については考慮されていな
かった。
【０００８】
　そこで、この発明は、符号パターンと電子文書とが重畳印刷された用紙上に筆記された
筆記情報を記憶し、異なる用紙間に筆記された筆記情報を組み合わせて再印刷するなどの
処理が可能な筆記情報管理装置、筆記情報管理システムおよび筆記情報管理プログラムを
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成する為に、請求項１の発明の筆記情報管理装置は、用紙上での位置を示
す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む複数の符号情報が記録
された紙文書を生成する紙文書生成手段と、前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書
および該紙文書に対応する電子文書を前記文書識別情報に対応して登録する紙文書登録手
段と、前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記
情報を検出する筆記情報検出手段と、前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応
して該筆記情報を識別する筆記情報識別情報を登録する筆記情報登録手段と、前記紙文書
登録手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報および前記筆記情報登
録手段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別情報を管理する識別情
報管理手段とを具備するように構成される。
【００１０】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記識別情報管理手段で管理され
る前記文書識別情報に基づき所望の電子文書を検索する文書検索手段と、前記識別情報管
理手段で管理される前記筆記情報識別情報に基づき所望の筆記情報を検索する筆記情報検
索手段と、前記文書検索手段で検索された電子文書に基づき前記電子文書に対応し、用紙
上での位置を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む複数の
符号情報が記録された紙文書上に前記筆記情報検索手段で検索された筆記情報に対応する
画像を重畳して生成する筆記情報生成手段とを更に具備するように構成される。
【００１１】
　また、請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記筆記情報検出手段は、前記用
紙上に記録された前記符号情報に含まれる座標情報を読み取ることにより前記筆記情報を
検出する電子ペンを含むように構成される。
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【００１２】
　また、請求項４の発明は、請求項１の発明において、前記筆記情報登録手段は、前記筆
記情報に係わる筆記をした日時、筆記をしたユーザ、筆記をした紙文書の履歴の少なくと
も１つの含む属性情報を該筆記情報に対応して登録するように構成される。
【００１３】
　また、請求項５の発明は、請求項２の発明において、前記筆記情報生成手段は、前記筆
記情報に対応する画像を前記用紙上の前記電子文書に対応する画像と識別可能に重畳して
生成するように構成される。
【００１４】
　また、請求項６の発明は、請求項２の発明において、前記筆記情報生成手段は、前記筆
記情報に対応する画像を該筆記情報の検出順が識別可能に重畳して生成するように構成さ
れる。
【００１５】
　また、請求項７の発明は、請求項２の発明において、前記筆記情報生成手段は、前記筆
記情報に対応する画像を前記属性情報に基づき重畳して生成するように構成される。
【００１６】
　また、請求項８の発明の筆記情報管理システムは、電子文書および該電子文書から生成
された紙文書を文書識別情報に対応して管理する文書管理装置と、前記紙文書上に筆記さ
れた筆記情報を筆記情報識別情報に対応して管理する筆記情報管理装置と、前記文書管理
手段で管理される電子文書若しくは紙文書に対応する文書識別情報および前記筆記情報管
理装置で管理される筆記情報に対応する筆記情報識別情報を管理する識別情報管理装置と
、文書処理装置とを備え、前記文書処理装置は、用紙上での位置を示す座標情報と該用紙
上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む複数の符号情報が記録された紙文書を生成
する紙文書生成手段と、前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書および該紙文書に対
応する電子文書を前記文書識別情報に対応して前記文書管理装置に登録する紙文書登録手
段と前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記情
報を検出する筆記情報検出手段と、前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応し
て該筆記情報を識別する筆記情報識別情報を前記筆記情報管理装置に登録する筆記情報登
録手段と、前記紙文書登録手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報
および前記筆記情報登録手段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別
情報を前記識別情報管理装置で管理させる識別情報管理手段とを具備するように構成され
る。
【００１７】
　また、請求項９の発明の筆記情報管理プログラムは、コンピュータを、用紙上での位置
を示す座標情報と該用紙上に形成される紙文書の文書識別情報とを含む複数の符号情報が
記録された紙文書を生成する紙文書生成手段、前記紙文書生成手段で生成された前記紙文
書および該紙文書に対応する電子文書を前記文書識別情報に対応して登録する紙文書登録
手段、前記紙文書生成手段で生成された前記紙文書上における筆記により生成された筆記
情報を検出する筆記情報検出手段、前記筆記情報検出手段で検出された筆記情報に対応し
て該筆記情報を識別する筆記情報識別情報を登録する筆記情報登録手段、前記紙文書登録
手段により登録された前記紙文書に対応する前記文書識別情報および前記筆記情報登録手
段により登録された前記筆記情報に対応する前記筆記情報識別情報を管理する識別情報管
理手段として機能させるように構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の発明によれば、座標情報と文書識別情報とが符号情報として記録された紙文
書に筆記された筆記情報を登録管理することができる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、所望の電子文書と所望の筆記情報とが重畳された紙文書を生
成することができる。
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【００２０】
　請求項３の発明によれば、座標情報を読み取る電子ペンによって筆記された筆記情報を
登録管理することができる。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、筆記情報に対応して筆記情報に係わる属性情報を登録するこ
とができる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、紙文書に印刷された筆記情報の画像と電子文書の画像とが紙
文書上で識別可能となる。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、筆記情報の検出順が紙文書上で識別可能となる。
【００２４】
　請求項７の発明によれば、筆記情報の属性情報に基づいて筆記情報が印刷されるという
効果を奏する。
【００２５】
　請求項８の発明によれば、座標情報と文書識別情報とが符号情報として記録された紙文
書に筆記された筆記情報を登録管理することができる。
【００２６】
　請求項９の発明によれば、座標情報と文書識別情報とが符号情報として記録された紙文
書に筆記された筆記情報を登録管理することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施例について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００２８】
　まず、筆記情報管理システム７０について図１を参照して説明する。
【００２９】
　図１は、筆記情報管理システム７０の構成を示した図である。
【００３０】
　図１に示すように、筆記情報管理システム７０は、画像形成装置１０、文書管理サーバ
２０、識別情報管理サーバ３０、クライアントＰＣ４０が通信回線６０に接続されて構成
される。　また、クライアントＰＣ４０は、画像形成装置１０から出力された用紙から符
号パターンを読み取ることができる電子ペン５０から、読み取った情報を受信することが
できる。　符号パターンは、用紙上に電子文書の画像データと重畳印刷されており、細か
いドットで構成されている。
【００３１】
　画像形成装置１０は、スキャナ機能を備えた印刷装置であり、指定された電子文書の画
像データと種種の情報が記録された符号パターンとを用紙に重畳印刷して出力することが
できる。
【００３２】
　文書管理サーバ２０は、記憶装置を備え、電子文書や、符号パターンが印刷された用紙
に電子ペン５０で筆記された文字や図形などの筆記情報を記憶する。
【００３３】
　識別情報管理サーバ３０は、記憶装置を備え、画像形成装置１０から出力された用紙の
識別情報である用紙ＩＤや、電子文書の識別情報である文書ＩＤや、符号パターンが印刷
された用紙に筆記された筆記情報についての識別情報である筆記ＩＤなどを記憶する。　
そして、識別情報管理サーバ３０は、どの電子文書がどの用紙に印刷されてどの筆記情報
が筆記されたかを、文書ＩＤ、用紙ＩＤ、筆記ＩＤの関係を互いに記憶することで、記憶
する。
【００３４】
　クライアントＰＣ４０は、パーソナルコンピュータで構成され、文書管理サーバ２０に
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記憶される電子文書を画像形成装置１０で印刷するように指示が行われたり、電子ペン５
０とブルートゥース（Bluetooth）などの無線通信により、電子ペン５０内に記憶された
情報を受信し、電子ペン５０によって書かれた筆記情報を検出する。　また、クライアン
トＰＣ４０で作成された電子文書は、文書管理サーバ２０に記憶される。
【００３５】
　このように構成される筆記情報管理システム７０では、文書管理サーバ２０に、識別情
報である文書ＩＤが一意に付与された電子文書が記憶される。　また、画像形成装置１０
から出力される用紙にも識別情報である用紙ＩＤが一意に付与されて管理される。　さら
に、画像形成装置１０から出力された用紙に電子ペン５０で筆記された筆記情報にも、識
別情報である筆記ＩＤが一意に付与されて管理される。
【００３６】
　このように、筆記情報管理システム７０では、電子文書、用紙、筆記情報にそれぞれ文
書ＩＤ、用紙ＩＤ、筆記ＩＤが付与されて、電子文書、用紙、筆記情報について様々な管
理がされる。
【００３７】
　次に、画像形成装置１０、文書管理サーバ２０、識別情報管理サーバ３０、クライアン
トＰＣ４０の構成について図２を参照して説明する。
【００３８】
　図２（ａ）は画像形成装置１０の構成を示すブロック図であり、図２（ｂ）は文書管理
サーバ２０の構成を示すブロック図であり、図２（ｃ）は識別情報管理サーバ３０の構成
を示すブロック図であり、図２（ｄ）はクライアントＰＣ４０の構成を示すブロック図で
ある。
【００３９】
　図２（ａ）に示すように画像形成装置１０は、制御部１０１、通信Ｉ／Ｆ部１０２、画
像受付部１０３、符号パターン生成部１０４、印刷実行部１０５、表示／操作部１０６、
画像読取部１０７、符号パターン検出部１０８、画像処理部１０９を備える。
【００４０】
　制御部１０１は、画像形成装置１０の統括的な制御を行う。
【００４１】
　通信Ｉ／Ｆ部１０２は、通信回線６０と接続され、文書管理サーバ２０、識別情報管理
サーバ３０、クライアントＰＣ４０と情報の授受を行う。
【００４２】
　画像受付部１０３は、文書管理サーバ２０から通信回線６０を通じて送信された電子文
書を受け付ける。
【００４３】
　符号パターン生成部１０４は、用紙に重畳印刷される符号パターンを生成する処理を行
う。　符号パターンには、印刷される用紙上での位置情報や用紙ＩＤ等が記録される。
【００４４】
　印刷実行部１０５は、画像受付部１０３で受け付けた電子文書の画像データと符号パタ
ーン生成部で生成された符号パターンとを用紙に重畳印刷して出力する。
【００４５】
　表示／操作部１０６は、液晶のタッチパネルで構成され、ユーザに情報を提示し、また
、ユーザから操作に関する指示を受け付ける。
【００４６】
　画像読取部１０７は、スキャナで構成され、配置された原稿を読み取って画像データに
変換する。　画像読取部１０７は、赤外線を原稿に照射して読み取ることにより、赤外線
を吸収する素材で印刷された符号パターンを読み取ることができる。
【００４７】
　符号パターン検出部１０８は、画像読取部１０７で読み取った画像データより、用紙に
印刷された符号パターンを検出して、検出した符号パターンに記録された用紙ＩＤなどの
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情報を検出する。
【００４８】
　画像処理部１０９は、１つ以上の筆記情報と電子文書との画像データを重ね合わせる画
像処理を行ったり、出力される筆記情報を色分けしたり注釈を付与するなどの処理を行う
。
【００４９】
　また、図２（ｂ）に示すように文書管理サーバ２０は、制御部２０１、通信Ｉ／Ｆ部２
０２、記憶部２０３を備える。　そして、記憶部２０３は、電子文書記憶部２０４、筆記
情報記憶部２０５を備える。
【００５０】
　制御部２０１は、文書管理サーバ２０の統括的な制御を行う。
【００５１】
　通信Ｉ／Ｆ部２０２は、通信回線６０と接続され、画像形成装置１０、識別情報管理サ
ーバ３０、クライアントＰＣ４０と情報の授受を行う。
【００５２】
　記憶部２０３は記憶装置で構成され、記憶部２０３内の電子文書記憶部２０４では筆記
情報管理システム７０で管理される電子文書が記憶される。　また、記憶部２０３内の筆
記情報記憶部２０５では電子ペン５０で筆記された筆記情報が記憶される。
【００５３】
　また、図２（ｃ）に示すように識別情報管理サーバ３０は、制御部３０１、用紙ＩＤ生
成部３０２、筆記ＩＤ生成部３０３、通信Ｉ／Ｆ部３０４、識別情報記憶部３０５を備え
る。
【００５４】
　制御部３０１は、識別情報管理サーバ３０の統括的な制御を行う。
【００５５】
　用紙ＩＤ生成部３０２は、画像形成装置１０より出力される用紙に付与される用紙ＩＤ
を生成する。　生成される用紙ＩＤは、画像形成装置１０より出力される用紙に一意に付
与される識別情報である。
【００５６】
　筆記ＩＤ生成部３０３は、電子ペン５０で筆記された筆記情報に対して一意に付与され
る識別情報である筆記ＩＤを生成する。
【００５７】
　通信Ｉ／Ｆ部３０４は、通信回線５０と接続され、画像形成装置１０、文書管理サーバ
２０、クライアントＰＣ４０と情報の授受を行う。
【００５８】
　識別情報記憶部３０５は、用紙ＩＤ、文書ＩＤ、筆記ＩＤの識別情報の各種情報を記憶
する。
【００５９】
　また、図２（ｄ）に示すようにクライアントＰＣ４０は、制御部４０１、表示部４０２
、操作部４０３、通信Ｉ／Ｆ部４０４、無線受信部４０５、筆記情報検出部４０６、画像
処理部４０７を備える。
【００６０】
　制御部４０１は、クライアントＰＣ４０の統括的な制御を行う。
【００６１】
　表示部４０２は、ディスプレイで構成され、操作者に情報を提示する。
【００６２】
　操作部４０３は、キーボードで構成され、操作者から指示を受け付ける。
【００６３】
　通信Ｉ／Ｆ部４０４は、通信回線６０と接続され、画像形成装置１０、文書管理サーバ
２０、識別情報管理サーバ３０と情報の授受を行う。
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【００６４】
　無線受信部４０５は、電子ペン５０より、電子ペン５０が読み取った情報を無線で受信
する。
【００６５】
　筆記情報検出部４０６は、無線受信部４０５で受信した情報を元にして、電子ペン５０
で筆記された文字や図形などの筆記情報を検出する。
【００６６】
　画像処理部４０７は、１つ以上の筆記情報と電子文書との画像データを重ね合わせる画
像処理を行う。
【００６７】
　次に、画像形成装置１０より重畳印刷されて出力される用紙について図３を参照して説
明する。
【００６８】
　図３は、電子文書の画像データと符号パターンが重畳印刷された用紙を示す模式図であ
る。
【００６９】
　図３に示すように、画像形成装置１０より重畳印刷されて出力された用紙には、電子文
書の画像データと符号パターンとが重畳印刷されている。
【００７０】
　重畳印刷された符号パターンは、細かいドットで用紙上に印字されている。　そして、
重畳印刷される符号パターンと電子文書の画像データとのうち、符号パターンは赤外線を
吸収するトナーによって印刷され、電子文書の画像データは赤外線を吸収しないトナーに
よって印刷される。　このような重畳印刷は画像形成装置１０の印刷実行部１０５で行わ
れる。　このため、印刷された用紙が画像読取部１０７に配置されて赤外線が照射される
と、その反射光は符号パターンが印刷された箇所だけ吸収されて測定されるので、符号パ
ターン検出部１０８で符号パターンの検出が行われる。
【００７１】
　尚、符号パターンの印刷に使用される赤外線を吸収するトナーに、透明トナーを用いて
重畳印刷されてもよい。　透明トナーが用いされた重畳印刷だと、重畳印刷された用紙に
符合パターンは視認されず電子文書の画像データだけが視認される効果がある。
【００７２】
　次に、画像形成装置１０で用紙に重畳印刷される符号パターンについて図４を参照して
説明を行う。
【００７３】
　図４は、符号パターンについて示した模式図である。
【００７４】
　図４（ａ）は符号パターンの最小構成単位の単位符号について示した模式図であり、図
４（ｂ）は２５個の単位符号で構成される符号ブロックについて示した模式図であり、図
４（ｃ）は用紙上の符号ブロックで構成される符号パターンを示した模式図である。
【００７５】
　図４（ａ）に示すように、符号パターンの最小単位には１辺が0.5076mmの正方形の中に
ドット４１０が３つ配置される。　その正方形が縦３つ横３つの９つに分割され、その分
割された９つの箇所から３箇所が選択されてドットが配置される。　正方形の中でドット
が配置可能な場所は９箇所あり、その中から３箇所が選択されるので、単位符号が取りう
る組み合わせは（9Ｃ3）となり８４通りとなる。
【００７６】
　また、図４（ｂ）に示すように、単位符号が縦に５つ、横に５つと、正方形状に２５個
並べられた状態で、１つの符号ブロックが形成される。
【００７７】
　１つの符号ブロック内には、単位符号が２５個あり、同期をとるための同期情報が記録
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された単位符号が１個、用紙上でのＸ軸上の位置が記録された単位符号が４個、用紙上で
のＹ軸上の位置が記録された単位符号が４個、符号パターンが印刷される用紙に付与され
た用紙ＩＤが記録された単位符号が１６個ある。
【００７８】
　そして、このような符号ブロックが用紙上に重畳印刷されることにより、用紙上での位
置がＸ、Ｙ軸の２軸で把握可能となり、また、用紙に用紙ＩＤが記録されることになる。
【００７９】
　また、符号ブロックは、図４（ｃ）に示すように、用紙上に電子文書の画像データと重
畳印刷される。
【００８０】
　次に、電子ペン５０について図５を参照して説明を行う。
【００８１】
　図５（ａ）は電子ペン５０の構成を示した図であり、図５（ｂ）は電子ペン５０で筆記
された筆記情報が文書管理サーバ２０に記憶される様子を示した模式図である。
【００８２】
　電子ペン５０は、画像形成装置１０から出力された符号パターンが重畳印刷された用紙
上に筆記することができ、そして、そのように筆記された文字、図形などの筆記情報を取
得することができる。
【００８３】
　図５（ａ）に示すように、ペンチップ５０１、圧力センサ５０２、ペンＩＤメモリ５０
３、通信回路５０４、赤外ＬＥＤ（Light Emitting Diode）５０５、赤外ＣＭＯＳ（Comp
lementary Metal Oxide Semiconductor）５０６、画像処理部５０７、データ処理部５０
８、制御回路５０９、バッテリー５１０、メモリ５１１を備える。
【００８４】
　ペンチップ５０１は、用紙などに筆記される為のインクが詰まったペン軸である。
【００８５】
　圧力センサ５０２は、ペンチップ５０１に加えられた圧力を検知する機能を司る。　こ
の圧力センサ５０２により、電子ペン５０で筆記動作が開始されたことが検知さる。
【００８６】
　ペンＩＤメモリ５０３は、電子ペン５０毎に設定されるペンＩＤを記憶する。　このペ
ンＩＤがユーザＩＤとセットにされて識別情報管理サーバ３０に記憶されており、電子ペ
ン５０によって筆記された筆記情報がどのユーザによって筆記されたのかが把握される。
【００８７】
　通銀回路５０４は、ブルートゥースの通信装置で構成され、電子ペン５０内部に記憶さ
れた情報をクライアントＰＣ４０に送信する。
【００８８】
　赤外ＬＥＤ５０５は、赤外線を紙面に照射する機能を司る。
【００８９】
　赤外ＣＭＯＳセンサ５０６は、赤外ＬＥＤ５０５によって照射された用紙上の画像を撮
像する。　この赤外ＣＭＯＳセンサ５０６は、撮像した画像を同時に転送できるグローバ
ルシャッター方式のＣＭＯＳを使用している。　そして、赤外ＣＭＯＳセンサ５０６は、
赤外領域に感度があるＣＭＯＳセンサが使用され、70fps～100fps（frame per second）
程度の周期で画像を撮像する。　赤外ＬＥＤ５０５の照射タイミングは、バッテリー５１
０の消費電力を抑制するために、赤外ＣＭＯＳセンサ５０６のシャッタータイミングに同
期させてパルス点灯される。
【００９０】
　画像処理部５０７は、赤外ＣＭＯＳセンサ５０６で撮像した画像より、ぼかし処理やア
ンシャープマスキングなどの先鋭化処理を施してノイズ除去を行い、そして、２値化処理
によって符号パターンと電子文書の画像データとに切り分け、符号パターンを検出する。
【００９１】
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　データ処理部５０８は、画像処理部５０７で検出された符号パターンを復号して、同期
情報を検出し、更に、用紙ＩＤ、座標情報を検出する。
【００９２】
　制御回路５０９は、赤外ＣＭＯＳセンサ５０６によって撮像された画像より、画像処理
部５０７、データ処理部５０８によって用紙ＩＤ、座標情報を検出し、検出した情報をメ
モリ５１１に記憶させる。　メモリ５１１に記憶される複数の座標情報に基づいて、クラ
イアントＰＣ４０の筆記情報検出部４０６で電子ペンの軌跡が判明され、電子ペン５０で
筆記された筆記情報が検出される。
【００９３】
　バッテリー５１０は、電子ペン５０で使用される電力を供給する。
【００９４】
　メモリ５１１は、制御回路５０９より送られた用紙ＩＤや複数の座標情報やペンＩＤな
どの情報を記憶する。
【００９５】
　このように構成される電子ペン５０では、筆記が開始されると、圧力センサ５０２が筆
記開始を検知して、それに伴い、赤外ＬＥＤ５０５の照射と赤外ＣＭＯＳセンサ５０６に
よる撮像が開始され、符号パターンの検出が開始される。
【００９６】
　そして、データ処理部５０８で検出された符号パターンの情報については、筆記によっ
て動作した電子ペン５０の軌跡の情報が複数の座標情報としてメモリ５１１に記憶され、
また、符号パターンに記録された用紙ＩＤやペンＩＤの情報がメモリ５１１に記憶される
。　メモリ５１１に記憶された情報は、通信回路５０４を通じてクライアントＰＣ４０に
送信され、クライアントＰＣ４０内の筆記情報検出部４０６で電子ペン５０で用紙上に筆
記された文字や図形などの筆記情報が検出される。
【００９７】
　次に図５（ｂ）を参照して、電子ペン５０で筆記された筆記情報が文書管理サーバ２０
に記憶される処理について説明する。
【００９８】
　図５（ｂ）に示すように、符号パターンが重畳印刷された用紙上に電子ペン５０によっ
て筆記動作が行われると、電子ペン５０内に記憶された情報（用紙ＩＤ、座標情報、ペン
ＩＤ等）がクライアントＰＣ４０に送信されて、クライアントＰＣ４０内の筆記情報検出
部４０６で、用紙上に筆記された筆記情報が検出される。　筆記情報は、参照番号５１２
で示すように、電子ペン５０で筆記された文字、図形がビットマップ等の画像データとし
て検出される。
【００９９】
　筆記情報検出部４０６で検出された筆記情報については、識別情報管理サーバ３０で生
成されて付与された筆記ＩＤが、筆記された用紙の用紙ＩＤや筆記を行ったユーザのユー
ザＩＤと関連付けられて識別情報管理サーバ３０で記憶される。　そして、筆記情報検出
部４０６で検出された筆記情報は、文書管理サーバ２０内の筆記情報記憶部２０５に記憶
される。
【０１００】
　次に、文書管理サーバ２０で記憶される情報について図６を参照して説明する。
【０１０１】
　図６は、文書管理サーバ２０で記憶される情報について示した模式図である。
【０１０２】
　図６に示すように、文書管理サーバ２０の電子文書記憶部２０４には、一意に識別情報
が付与された電子文書が記憶される。
【０１０３】
　また、図６に示すように、文書管理サーバ２０の筆記情報記憶部２０５には、一意に識
別情報が付与されて、クライアントＰＣ内の筆記情報検出部４０６で検出された筆記情報



(12) JP 2009-80773 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

が記憶される。
【０１０４】
　次に、識別情報管理サーバ３０で記憶される情報について図７を参照して説明する。
【０１０５】
　図７は、識別情報管理サーバ３０の識別情報記憶部３０５で記憶される情報について示
した表である。
【０１０６】
　識別情報記憶部３０５では、画像形成装置１０から出力された用紙の用紙ＩＤ、その用
紙が出力された日時、その用紙に印刷された電子文書の画像データを示す電子文書の文書
ＩＤ、その用紙上に筆記された筆記情報、筆記された日時、筆記したユーザが記憶される
。
【０１０７】
　このようにして、画像形成装置１０から出力された用紙、およびその用紙に印刷された
電子文書、その用紙上に筆記された筆記情報が登録される。
【０１０８】
　識別情報記憶部３０５には、ユーザの識別情報を示すユーザＩＤとユーザが使用する電
子ペン５０のペンＩＤとの関係が記憶されており、ペンＩＤが判明すれば、その電子ペン
５０を使用したユーザのユーザＩＤが判明する。　これにより、クライアントＰＣ４０か
らペンＩＤが送信されれば、その電子ペン５０を使用したユーザが判明される。
【０１０９】
　次に、筆記情報管理システム７０において、クライアントＰＣ４０から印刷指示が行わ
れて画像形成装置１０から印刷出力される処理について図８を参照して説明を行う。
【０１１０】
　図８は、筆記情報管理システム７０において、クライアントＰＣ４０から印刷指示が行
われて画像形成装置１０から印刷出力される処理について示したシーケンス図である。
【０１１１】
　図８に示すように、クライアントＰＣ４０が操作されて、文書管理サーバ２０に記憶さ
れる電子文書から、印刷が所望される電子文書が選択され（参照番号８０１）、印刷指示
が行われる（参照番号８０２）。
【０１１２】
　クライアントＰＣ４０から印刷指示が行われると、選択された電子文書の印刷指示が文
書管理サーバ２０に対して送信され、文書管理サーバ２０から、識別情報管理サーバ３０
に対して印刷指示された電子文書が送信される（参照番号８０３）。
【０１１３】
　印刷指示された電子文書が送信された識別情報管理サーバ３０では、その電子文書を受
信すると、印刷する用紙に付与される用紙ＩＤを用紙ＩＤ生成部３０２で新たに生成し（
参照番号８０４）、その電子文書の文書ＩＤと生成した用紙ＩＤとを組にして識別情報記
憶部３０５に記憶する（参照番号８０５）。
【０１１４】
　そして、識別情報管理サーバ３０は、通信Ｉ／Ｆ部２０２より、画像形成装置１０に対
して、文書管理サーバ２０より受信した電子文書と参照番号８０４で生成された用紙ＩＤ
とを送信する。
【０１１５】
　電子文書と用紙ＩＤとを受信した画像形成装置１０では、受信した電子文書は画像受付
部１０３に記憶され、また、受信した用紙ＩＤは符号パターン生成部１０４に送られる。
　符号パターン生成部１０４は、用紙ＩＤを受け付けると、その用紙ＩＤが記録される符
号パターンを生成する（参照番号８０６）。
【０１１６】
　符号パターンが生成されると、その符号パターンと先ほど画像受付部１０３に記憶され
た電子文書とが印刷実行部１０５で重畳印刷される。
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【０１１７】
　印刷実行部１０５で重畳印刷されて出力される用紙には、識別情報管理サーバ３０で生
成されて文書ＩＤと組にされて記憶された用紙ＩＤが符号パターンに記録されて印刷され
ており、また、その用紙ＩＤと組にされて記憶された文書ＩＤの電子文書の画像データが
印刷されている。
【０１１８】
　次に、画像形成装置１０より出力された用紙に、電子ペン５０で筆記された筆記情報が
記憶される処理について図９を参照して説明を行う。
【０１１９】
　図９は、筆記情報管理システム７０において、画像形成装置１０より出力された用紙に
電子ペン５０によって筆記された筆記情報が記憶される処理を示したシーケンス図である
。
【０１２０】
　図９に示すように、画像形成装置１０より符号パターンが重畳印刷されて出力された用
紙上に、電子ペン５０で筆記動作がされると（参照番号９０１）、筆記動作されることに
よって電子ペン５０のメモリ５１１に、用紙ＩＤ、ペンＩＤ、座標情報が記録され（参照
番号９０２）、それらの情報がクライアントＰＣ４０に送信される。
【０１２１】
　そして、クライアントＰＣ４０の筆記情報検出部４０６で、電子ペン５０によって用紙
上に筆記された文字、図形等の筆記情報が検出される（参照番号９０３）。
【０１２２】
　筆記情報が検出されると、クライアントＰＣ４０から識別情報管理サーバ３０に、検出
された筆記情報と電子ペン５０から受信した用紙ＩＤとペンＩＤとが送信される（参照番
号９０４）。
【０１２３】
　識別情報管理サーバ３０では、クライアントＰＣ４０から筆記情報、用紙ＩＤ、ペンＩ
Ｄを受信すると、筆記ＩＤ生成部３０３が筆記情報に付与する識別情報である筆記ＩＤを
生成する。
【０１２４】
　そして、生成された筆記ＩＤは受信した用紙ＩＤと組にされて識別情報記憶部３０５に
記憶される（参照番号９０５）。　これにより、どの用紙にどのような筆記がされたかの
関係が記憶される。
【０１２５】
　すると、識別情報管理サーバ３０は、文書管理サーバ２０に対して、クライアントＰＣ
４０から受信した筆記情報とその筆記情報に付与される筆記ＩＤとを送信する。
【０１２６】
　文書管理サーバ２０では、受信した筆記情報を筆記ＩＤと共に記憶する（参照番号９０
６）。
【０１２７】
　次に、文書管理サーバ２０に記憶される電子文書と筆記情報とが画像形成装置１０より
出力される処理について図１０を参照して説明を行う。
【０１２８】
　図１０は、文書管理サーバ２０に記憶される電子文書と筆記情報とが画像形成装置１０
より出力される処理について示したシーケンス図である。
【０１２９】
　図１０に示すように、クライアントＰＣ４０が操作されて、印刷される文書が選択され
る。　印刷が所望される文書の選択は、クライアントＰＣ４０が識別情報管理サーバ３０
とアクセスして、識別情報管理サーバ３０内の識別情報記憶部３０５に記憶される識別情
報がクライアントＰＣ４０の表示部４０２に表示されて、操作部４０３が操作されること
によって行われる。　印刷が所望される文書の選択は、後で図１２を参照して詳しく説明
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するが、識別情報記憶部３０５で管理される識別情報の中から用紙ＩＤが選択されて印刷
指示されるだけではなく、所望の電子文書と所望の筆記情報とが文書ＩＤと筆記ＩＤとで
選択されて印刷指示されてもよい。　この図１０を参照しての説明では、用紙ＩＤが選択
されて印刷指示が行われるものとして説明する。
【０１３０】
　クライアントＰＣ４０の操作部４０３が操作されて、所望の用紙ＩＤが選択されて（参
照番号１００１）、印刷指示が行われる（参照番号１００２）。
【０１３１】
　印刷指示が行われると、クライアントＰＣ４０から識別情報管理サーバ３０に対して、
印刷が所望される用紙の用紙ＩＤが送信される（参照番号１００３）。　尚、印刷が所望
される文書の選択が、用紙ＩＤの選択によって行われず、後で図１２を参照して説明する
ように文書ＩＤと筆記ＩＤとが選択されて行われる場合には、印刷指示に伴って識別情報
管理サーバ３０に送信される情報は、用紙ＩＤではなく文書ＩＤと筆記ＩＤである。
【０１３２】
　識別情報管理サーバ３０で印刷指示を受信すると、識別情報記憶部３０５内より受信し
た用紙ＩＤが検索されて、その用紙ＩＤの用紙を構成する電子文書と筆記情報との文書Ｉ
Ｄ、筆記ＩＤとが検索される。　文書ＩＤ、筆記ＩＤとが検索されると、それらの情報が
文書管理サーバ２０に送られる。
【０１３３】
　文書管理サーバでは、受信した文書ＩＤと筆記ＩＤの電子文書と筆記情報とを、それぞ
れ、電子文書記憶部２０４、筆記情報記憶部２０５より検索する。　そして、検索された
電子文書と筆記情報とが識別情報管理サーバ３０に送信される（参照番号１００４）。
【０１３４】
　識別情報管理サーバ３０では、用紙ＩＤ生成部３０２で新しい用紙ＩＤが生成される。
【０１３５】
　そして、生成された新しい用紙ＩＤは、文書管理サーバ２０より受信した筆記情報の筆
記ＩＤと電子文書の文書ＩＤと共に、識別情報記憶部３０５に記憶される（参照番号１０
０５）。
【０１３６】
　識別情報記憶部３０５に、新しい用紙ＩＤ、文書ＩＤ、筆記ＩＤが組にされて記憶され
ると、識別情報管理サーバ３０から画像形成装置１０に対して、文書管理サーバ２０から
受信した電子文書と筆記情報と新しい用紙ＩＤとが画像形成装置１０に送信される。
【０１３７】
　画像形成装置は、識別情報管理サーバ３０から電子文書と筆記情報と用紙ＩＤとを受信
すると、受信した用紙ＩＤが記録される符号パターンを符号パターン生成部１０４で生成
する。
【０１３８】
　そして、画像形成装置１０の印刷実行部１０４は、生成された符号パターンと識別情報
管理サーバ２０から画像形成装置１０が受信した電子文書の画像データとを重畳印刷する
（参照番号１００６）。
【０１３９】
　このようにして、画像形成装置１０から、文書管理サーバ２０に記憶される電子文書の
画像データと文書管理サーバ２０に記憶される筆記情報の画像データとが画像処理部部１
０９で重ねあわされる画像処理がされて、符号パターンと共に重畳印刷される。
【０１４０】
　次に、画像形成装置１０から出力された筆記情報が含まれる用紙に、新たに筆記情報が
筆記された場合の処理について図１１を参照して説明を行う。
【０１４１】
　図１１は、筆記情報が含まれる画像形成装置１０から出力された用紙に対して、新たに
筆記情報が筆記されたときの処理を示したシーケンス図である。
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【０１４２】
　まず、筆記される用紙には、筆記される前に既に電子ペン５０による筆記がされており
、既に筆記されていた筆記情報は識別情報管理サーバ３０にその筆記ＩＤが登録されてい
る。
【０１４３】
　そして、このような用紙に対して電子ペン５０で筆記されると（参照番号１１０１）、
筆記動作されることによって電子ペン５０のメモリ５１１に、用紙ＩＤ、ペンＩＤ、座標
情報が記録され（参照番号１１０２）、それらの情報がクライアントＰＣ４０に送信され
る。　
　そして、クライアントＰＣ４０の筆記情報検出部４０６で、電子ペン５０によって用紙
上に筆記された文字、図形等の筆記情報が検出される（参照番号１００３）。
【０１４４】
　筆記情報が検出されると、クライアントＰＣ４０から識別情報管理サーバ３０に、検出
された筆記情報と電子ペン５０から受信した用紙ＩＤとペンＩＤとが送信される（参照番
号１００４）。
【０１４５】
　識別情報管理サーバ３０では、クライアントＰＣ４０から筆記情報、用紙ＩＤ、ペンＩ
Ｄを受信すると、筆記ＩＤ生成部３０３が筆記情報に付与する識別情報である筆記ＩＤを
生成する。
【０１４６】
　そして、生成された筆記ＩＤは受信した用紙ＩＤと組にされて識別情報記憶部３０５に
記憶される（参照番号１００５）。　識別情報記憶部３０５への記憶は、用紙に対して以
前に行われていた筆記情報の筆記ＩＤと、新たに筆記された筆記情報の筆記ＩＤとが、そ
の用紙の用紙ＩＤと組にされて記憶される。
【０１４７】
　筆記情報が記憶されると、識別情報管理サーバ３０は、新たに筆記された筆記情報を筆
記ＩＤと共に文書管理サーバ２０に対して送信する。
【０１４８】
　そして、文書管理サーバ２０で、送信された筆記情報が筆記ＩＤと共に記憶される。
【０１４９】
　このように、画像形成装置１０より出力される筆記情報が印刷された用紙に対して、新
たに電子ペン５０による筆記が行われた場合にも、筆記情報が検出されて記憶される。
【０１５０】
　次に、クライアントＰＣ４０から印刷される文書が選択される処理について図１２を参
照して詳しく説明する。
【０１５１】
　図１２は、クライアントＰＣ４０の表示部４０２に表示される出力文書選択画面を示す
画面構成図である。
【０１５２】
　筆記情報管理システム７０において、印刷が所望される文書の選択はクライアントＰＣ
４０で行われるが、図１０を参照して説明したように、文書の選択は、識別情報管理サー
バ３０に記憶される用紙ＩＤの指定だけでなく、識別情報管理サーバ３０に記憶される文
書ＩＤと筆記ＩＤとが指定されて行われてもよい。
【０１５３】
　図１２に示すように、クライアントＰＣ４０の表示部４０２には、出力文書選択画面が
表示される。
【０１５４】
　出力文書選択画面は、クライアントＰＣ４０が識別情報管理サーバ３０と情報の授受を
行って、識別情報管理サーバ内の識別情報記憶部３０５に記憶される識別情報についての
情報が表示される。
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【０１５５】
　また、出力文書選択画面の下部には、表示される識別情報の表から用紙ＩＤを選択する
用紙ＩＤ選択ボタン１２０１、表示される識別情報の表から文書ＩＤを選択する文書ＩＤ
選択ボタン１２０２、表示される識別情報の表から筆記ＩＤを選択する筆記ＩＤ選択ボタ
ン１２０３、矢印ボタン１２０４、矢印ボタン１２０４で選択された表中のＩＤを決定す
る決定ボタン１２０５、決定ボタン１２０５で決定されたＩＤを解除する解除ボタン１２
０６が配置されている。
【０１５６】
　このような出力文書選択画面によって出力文書が選択される選択のパターンは、用紙Ｉ
Ｄだけが選択されるパターンと、用紙ＩＤは選択されずに電子文書ＩＤと筆記ＩＤとが個
々に選択されるパターンとがある。
【０１５７】
　前者の用紙ＩＤだけが選択されるパターンの場合には、図１０を参照して説明したよう
に、選択された用紙ＩＤがクライアントＰＣ４０から識別情報処理サーバ３０に送信され
る。
【０１５８】
　また、後者の用紙ＩＤは選択されずに電子文書ＩＤと筆記ＩＤとが個々に選択されるパ
ターンの場合には、出力文書選択画面より、１つの電子文書ＩＤと１つ以上の筆記ＩＤと
が選択されて、選択されたＩＤの情報がクライアントＰＣ４０から識別情報処理サーバ３
０に送信される。
【０１５９】
　例えば、図１２に示す出力文書選択画面では、文書ＩＤが「0102」の電子文書が選択さ
れ（参照番号１２０７）、また、筆記ＩＤでは「0302」の筆記情報が選択されている（参
照番号１２０８）。
【０１６０】
　次に、クライアントＰＣ４０で、印刷される文書が選択されるときに、用紙ＩＤだけが
選択されるのではなく文書ＩＤと筆記ＩＤとが選択されて出力される場合について図１３
を参照して説明を行う。
【０１６１】
　図１３は、用紙ＩＤと筆記ＩＤとが選択されて、画像形成装置１０から出力される場合
について示した模式図である。
【０１６２】
　例えば、図１３に示すように、用紙ＩＤが「0201」の用紙は文書ＩＤが「0101」の電子
文書に筆記ＩＤが「0301」、「0302」の筆記情報が筆記されていて、用紙ＩＤが「0202」
の用紙は文書ＩＤが「0102」の電子文書に筆記ＩＤが「0303」の筆記情報が筆記されてい
る。　そして、これらの識別情報の関係は識別情報管理サーバ３０の識別情報記憶部３０
５に記憶されている。
【０１６３】
　このような状況から、用紙ＩＤが「0201」の用紙に筆記された筆記ＩＤが「0302」の筆
記情報（参照番号１３０１）と、用紙ＩＤが「0202」の用紙の印刷元の電子文書である文
書ＩＤ「0102」の電子文書（参照番号１３０２）とを画像形成装置１０で出力させるよう
に指示することもできる。
【０１６４】
　その印刷指示の結果、画像形成装置１０から出力される用紙は、文書ＩＤが「0102」の
電子文書に筆記ＩＤが「0302」の筆記情報が重ね合わされて出力される。
【０１６５】
　このように、筆記情報管理システム７０で印刷指示される用紙は、用紙を構成する電子
文書と筆記情報とが、異なる用紙間で組み合わされて選択されることもできる。
【０１６６】
　その際、異なる用紙間の筆記情報が組み合わされて印刷される場合には、それらの筆記
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情報と電子文書の画像データは、画像形成装置１０の画像処理部１０９で合成されて、符
号パターンと重畳印刷される。
【０１６７】
　次に、筆記情報が印刷された用紙について図１４を参照して説明する。
【０１６８】
　図１４は、画像形成装置１０から出力される、複数の筆記情報が印刷された用紙を示し
た模式図であり、図１４（ａ）は複数の筆記情報にそれぞれ注釈が付与された用紙を示し
た模式図であり、図１４（ｂ）は複数の筆記情報がそれぞれ色わけされて印刷された用紙
を示した模式図であり、図１４（ｃ）（ｄ）は複数の筆記情報の中で最新に筆記された筆
記情報が明確になるように印刷された用紙を示した模式図であり、図１４（ｅ）は筆記情
報の属性情報に基づいて選択された筆記情報が印刷された用紙を示した模式図である。
【０１６９】
　図１４（ａ）に示すように、画像形成装置１０から出力される用紙に、それぞれの筆記
情報の属性情報を印刷される筆記情報に付与されるようにもできる。　このように筆記情
報に属性情報の注釈が付けられて印刷されることで、用紙に印刷された筆記情報の画像デ
ータと電子文書の画像データとの違いが用紙上で明確にされる。
【０１７０】
　筆記情報の属性情報とは、その筆記情報が筆記された日付、筆記したユーザ名、何世代
目に筆記された筆記情報なのか、等の情報である。　「世代」とは、用紙に筆記された筆
記情報の順番を表す。
【０１７１】
　属性情報として、図１４（ａ）に示す例では、用紙に印刷された筆記情報の右上に「07
-Jul-07 13:05　電子太郎　第１世代」と小さく印刷されている（参照番号１４０１）。
【０１７２】
　また、図１４（ｂ）に示すように、画像形成装置１０から出力される用紙は、複数の筆
記情報が、筆記された順番或いは筆記したユーザ或いは筆記された日時等の筆記情報の属
性情報が明確になるように、色分けされて印刷されるようにもできる。　図１４（ｂ）に
示す例では、筆記情報１３０２、筆記情報１３０３の２つが用紙上に印刷されているが、
それぞれの筆記情報は異なる色で印刷されており、予め定められた色と対応して、筆記情
報の属性情報が明確にされる。
【０１７３】
　また、用紙に筆記された筆記情報のなかで最新の筆記情報が明確になるようにだけされ
るようにもできる。　図１４（ｃ）に示すように、最新の筆記情報にだけ注釈が付与され
るようにもできるし、また、図１４（ｄ）に示すように、最新の筆記情報だけが他の筆記
情報と異なる色で印刷されるようにもできる。
【０１７４】
　このように、筆記情報が色分けされる処理や筆記情報に注釈が付与される画像処理は、
画像形成装置１０の画像処理部１０９で行われる。
【０１７５】
　そして、画像処理された筆記情報と電子文書の画像データとが重ね合わされて、符合パ
ターンと重畳印刷されて出力される。
【０１７６】
　また、筆記情報の属性情報に基づいて、用紙に印刷される筆記情報が選択されてもよい
。
【０１７７】
　筆記情報の属性情報である日付、ユーザ名、世代に関して、ユーザが選択した所望の属
性情報を含む筆記情報だけが用紙に印刷されるようにもできる。
【０１７８】
　例えば、図１４（ｅ）に示すように、第２世代の筆記情報だけが用紙に印刷されるよう
にすることもできる。
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【０１７９】
　次に、筆記情報が筆記された用紙が、画像形成装置１０で複写或いはスキャニングの処
理が行われる処理について図１５を参照して説明を行う。
【０１８０】
　図１５は、画像形成装置１０で複写或いはスキャニングが行われる処理について示した
シーケンス図である。
【０１８１】
　筆記情報が筆記された用紙の複写或いはスキャニングを所望するユーザは、画像形成装
置１０の画像読取部１０７にその用紙を配置する。
【０１８２】
　配置された用紙の画像データの読み取りが行われると（参照番号１５０１）、符号パタ
ーン検出部１０８で、用紙の画像データから符号パターンが検出されて（参照番号１５０
２）用紙の用紙ＩＤが検出される（参照番号１５０３）。
【０１８３】
　検出された用紙ＩＤは、通信Ｉ／Ｆ部１０２より、識別情報管理サーバ３０に送信され
る（参照番号１５０４）。
【０１８４】
　識別情報管理サーバ３０は、用紙ＩＤを受信すると、当該用紙ＩＤの用紙を構成する電
子文書の文書ＩＤと筆記情報の筆記ＩＤとを識別情報記憶部３０５より検索し（参照番号
１５０５）、文書管理サーバ２０に送信する（参照番号１５０６）。
【０１８５】
　文書管理サーバ２０では、文書ＩＤと筆記ＩＤとを受信して、電子文書記憶部２０４、
筆記情報記憶部２０５より、受信した識別情報の電子文書と筆記情報とを検索する（参照
番号１５０７）。
【０１８６】
　ここで、ユーザが所望する処理が複写の場合には、検索された電子文書とその文書ＩＤ
、検索された筆記情報とその筆記ＩＤが、文書管理サーバ２０から画像形成装置１０に送
信される（参照番号１５０８）。
【０１８７】
　画像形成装置１０は、文書管理サーバ２０から電子文書等を受信すると、印刷実行部１
０５より出力する用紙に付与する用紙ＩＤを新たに生成して（参照番号１５０９）、生成
した用紙ＩＤを文書管理サーバ２０から受信した文書ＩＤ、筆記ＩＤと共に識別情報管理
サーバ３０に送信する（参照番号１５１０）。
【０１８８】
　識別情報管理サーバ３０に送信された用紙ＩＤ、文書ＩＤ、筆記ＩＤは、識別情報記憶
部３０５に組にされて記憶される（参照番号１５１１）。
【０１８９】
　画像形成装置１０では、新たに生成された用紙ＩＤが記録される符号パターンを符号パ
ターン生成部１０４が生成し、その符号パターンと、文書管理サーバ２０から受信した電
子文書、筆記情報が画像処理部１０９で重ねあわされた画像データとが重畳印刷されて出
力される（参照番号１５１２）。
【０１９０】
　また、ユーザが所望する処理がスキャニングの場合には、文書管理サーバ２０において
用紙を構成する電子文書と筆記情報が検索されると（参照番号１５０７）、その検索され
た電子文書と筆記情報とがクライアントＰＣ４０に送信される。
【０１９１】
　クライアントＰＣでは、電子文書と筆記情報とを受信して、画像処理部４０７でそれら
の画像データを重ね合わせる画像処理が施されて、ユーザが所望する用紙の画像データが
取得される（参照番号１５２１）。
【０１９２】
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　尚、画像形成装置１０が、文書管理サーバ２０が備える記憶部２０３（電子文書記憶部
２０４、筆記情報記憶部２０５を含む）と識別情報管理サーバ３０が備える用紙ＩＤ生成
部３０２、筆記ＩＤ生成部３０３、識別情報記憶部３０５とクライアントＰＣ４０が備え
る無線受信部４０５、筆記情報検出部４０６との機能を備える構成を有することで、画像
形成装置１０が、文書管理サーバ２０、識別情報管理サーバ３０の機能とクライアントＰ
Ｃ４０の文書作成機能以外の機能を担うようにも構成することもできる。　その際、画像
形成装置１０内の電子文書記憶部２０４に相当する構成部分に記憶される電子文書への印
刷指示は、表示／操作部１０６で行われる。　そして、その際には上述した出力文書選択
画面も表示／操作部１０６に表示される。　このように構成された画像形成装置を図１６
に示す。　図１６は、文書管理サーバ２０が備える記憶部２０３（電子文書記憶部２０４
、筆記情報記憶部２０５）と識別情報管理サーバ３０が備える用紙ＩＤ生成部３０２、筆
記ＩＤ生成部３０３、識別情報記憶部３０５とクライアントＰＣ４０が備える無線受信部
４０５、筆記情報検出部４０６と画像形成装置１０が備える制御部１０１、通信Ｉ／Ｆ部
１０２、画像受付部１０３、符号パターン生成部１０４、印刷実行部１０５、表示／操作
部１０６、画像読取部１０７、符号パターン検出部１０８、画像処理部１０９との機能を
備えるように構成される画像形成装置を示したブロック図である。　図１６に示すように
、この画像形成装置は、記憶部２０３の機能を有する記憶部、用紙ＩＤ生成部３０２が備
える用紙ＩＤ生成部、筆記ＩＤ生成部３０３の機能を備える筆記ＩＤ生成部、識別情報記
憶部３０５の機能を有する識別情報記憶部、無線受信部４０５の機能を有する無線受信部
、筆記情報検出部４０６の機能を有する筆記情報検出部、制御部１０１の機能を有する制
御部、通信Ｉ／Ｆ部１０２の機能を有する通信Ｉ／Ｆ部、画像受付部１０３の機能を有す
る画像受付部、符号パターン生成部１０４の機能を有する符号パターン生成部、印刷実行
部１０５の機能を有する印刷実行部、表示／操作部１０６の機能を有する表示／操作部、
画像読取部１０７の機能を有する画像読取部、符号パターン検出部１０８の機能を有する
符号パターン検出部、画像処理部１０９の機能を有する画像処理部とを備える。
【産業上の利用可能性】
【０１９３】
　この発明は、筆記情報管理装置、筆記情報管理システムおよび筆記情報管理プログラム
に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１９４】
【図１】筆記情報管理システム７０の構成を示した図。
【図２】画像形成装置１０、文書管理サーバ２０、識別情報管理サーバ３０、クライアン
トＰＣ４０の構成を示すブロック図。
【図３】電子文書の画像データと符号パターンが重畳印刷された用紙を示す模式図。
【図４】符号パターンについて示した模式図。
【図５】電子ペン５０の構成を示した図。
【図６】文書管理サーバ２０で記憶される情報について示した模式図。
【図７】識別情報管理サーバ３０の識別情報記憶部３０５で記憶される情報について示し
た表。
【図８】印刷指示が行われて画像形成装置１０で印刷出力される処理を示したシーケンス
図。
【図９】電子ペン５０によって筆記された筆記情報が記憶される処理を示したシーケンス
図。
【図１０】文書管理サーバ２０に記憶される電子文書と筆記情報とが画像形成装置１０よ
り出力される処理を示すシーケンス図。
【図１１】筆記情報が含まれる用紙に対して、新たに筆記情報が筆記されたときの処理を
示すシーケンス図。
【図１２】出力文書選択画面を示す画面構成図。
【図１３】用紙ＩＤと筆記ＩＤとが選択されて、画像形成装置１０から出力される場合に
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ついて示した模式図。
【図１４】筆記情報が印刷された用紙を示した模式図。
【図１５】複写或いはスキャニングが行われれる処理を示したシーケンス図。
【図１６】文書管理サーバ２０、識別情報管理サーバ３０の機能と、クライアントＰＣ４
０の一部の機能とを備えた画像形成装置の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【０１９５】
　　１０　　画像形成装置
　　２０　　文書管理サーバ
　　３０　　識別情報管理サーバ
　　４０　　クライアントＰＣ
　　５０　　電子ペン
　　７０　　筆記情報管理システム
　　１０１　　制御部
　　１０２　　通信Ｉ／Ｆ部
　　１０３　　画像受付部
　　１０４　　符号パターン生成部
　　１０５　　印刷実行部
　　１０６　　表示／操作部
　　１０７　　画像読取部
　　１０８　　符号パターン検出部
　　１０９　　画像処理部１０９
　　２０１　　制御部
　　２０２　　通信Ｉ／Ｆ部
　　２０３　　記憶部
　　２０４　　電子文書記憶部
　　２０５　　筆記情報記憶部
　　３０１　　制御部
　　３０２　　用紙ＩＤ生成部
　　３０３　　筆記ＩＤ生成部
　　３０４　　通信Ｉ／Ｆ部
　　３０５　　識別情報記憶部
　　４０１　　制御部
　　４０２　　表示部
　　４０３　　操作部
　　４０４　　通信Ｉ／Ｆ部
　　４０５　　無線受信部
　　４０６　　筆記情報検出部
　　４０７　　画像処理部
　　４１０　　ドット
　　５０１　　ペンチップ
　　５０２　　圧力センサ
　　５０３　　ペンＩＤメモリ５０３
　　５０４　　通信回路
　　５０５　　赤外ＬＥＤ
　　５０６　　赤外ＣＭＯＳ
　　５０７　　画像処理部
　　５０８　　データ処理部
　　５０９　　制御回路
　　５１０　　バッテリー
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