
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のカレンダーエリア（２）を有する複数のページ（１）を備えるカレンダー帳であ
って、
　 カレンダーエリア が、固有の時間を示すと共に、 時間に関す
る手書き入力を受け入れるようになっているカレンダー帳において、
　前記カレンダーエリア（２）上に電子的に読み取り可能な絶対位置符号化パターン（９
）が設けられ、
　前記絶対位置符号化パターン（９）が前記カレンダーエリアにおいてなされた手書き入
力 該手書き入力と前記カレンダーエリアによって特定された前記時間との関係の電子
記録とを しており、
　前記絶対位置符号化パターン が、前記カレンダーエリアに亘って広がりかつ絶対
位置座標を符号化しており、これによって前記カレンダーエリアになされた手書き入力が
、前記絶対位置符号化パターン を検出することにより、座標列の形でディジタル化
されて記録でき、前記カレンダーエリアにより特定される時間が、前記座標列における座
標に基づいて決定でき、
　

こ
とを特徴とするカレンダー帳。
【請求項２】

10

20

JP 3764100 B2 2006.4.5

少なくとも１つの （２） 該

と、
可能に

（９）

（９）

少なくとも１つのカレンダーエリアが、このカレンダーエリアに対してなされた手書き
入力に関して実行されるべきコマンドを定義する機能フィールドに関連付けられている



　カレンダーエリアに設けられた前記絶対位置符号化パターンが、  前記絶対位置符号化
パターンの第１の部分を構成しており、前記 部分が、前記絶対位置符号化パターン
が符号化することができる全ての点を備える、仮想表面上の第１の座標エリア内の点の座
標を符号化しており、前記第１の座標エリアが、カレンダー情報のために提供されて

　

　

ことを特徴とする請求項１に記載のカレンダー帳。
【請求項３】
　少なくとも１つのページが、前記絶対位置符号化パターン及び前記固有の時間を指定す
る指標 を備え、前記絶対位置符号化パターン及び前記指標 が、互いに重なり
合っていることを特徴とする に記載のカレンダー帳。
【請求項４】
　前記書込みエリアの機能フィールドに関連づけられたコマンドが、前記手書き入力の保
存、前記手書き入力を含むメールの送信、前記手書き入力を含むＳＭＳの送信、及び前記
手書き入力を含むファックスの送信を あることを特徴と
する請求項 に記載のカレンダー帳。
【請求項５】
　前記絶対位置符号化パターン（９）が、第１の所定数のシンボル を含む第１の
シンボルの並び に基づくと共に、前記第１のシンボルの並び から第
２の所定数のシンボル を取ったときに、前記第１のシンボルの並びにおけるこ
れらのシンボルの位置が確定されるという特性を備え、前記第１のシンボルの並び

が、前記カレンダーページ上の第１の座標における位置を決定するために用いられ、
前記第１のシンボルの並びと同じ特性を有する第２のシンボルの並び が、前記
カレンダーページ上の第２の座標における位置を決定するために用いられることを特徴と
する 請求項に記載のカレンダー帳。
【請求項６】
　

　

　

　

　

　

カレンダー ページ。
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第１の

おり
、

前記機能フィールドに設けられた絶対位置符号化パターンが、前記絶対位置符号化パタ
ーンの第２の部分であり、前記第２の部分が、前記仮想表面上の第２の座標エリア内の点
の座標を符号化し、前記第２の座標エリアがコマンド専用であり、

時間を特定することなく、手書き入力を受け入れるよう適合された少なくとも１つの書
込みエリアを更に備え、前記書込みエリアが、絶対位置符号化パターンを備えており、前
記書込みエリアに設けられた前記絶対位置符号化パターンが、前記絶対位置符号化パター
ンの第３の部分であり、前記第３の部分が、前記仮想表面上の第３の座標エリア内の点の
座標を符号化するものであり、前記第３の座標エリアが時間と無関係の項目のために設け
られている

（４） （４）
請求項１又は２

促すためのコマンドのいずれかで
３

（４４）
（４５ａ） （４５ａ）

（４５ｂ）
（４５

ａ）
（４５ｂ）

請求項１ないし４のいずれかの

印刷されたカレンダー情報と、時間と関連するカレンダーエリアとを有し、ユーザ書き
込み可能な媒体を有するカレンダー帳用ページであって、

前記カレンダーエリアが、固有の時間を示すと共に、その時間に関する手書き入力を受
け入れるようになっているカレンダー帳用ページにおいて、

前記ユーザ書き込み可能な媒体上の前記カレンダーエリア（２）に電子的に読み取り可
能な絶対位置符号化パターン（９）が設けられ、

前記絶対位置符号化パターン（９）が前記カレンダーエリアにおいてなされた手書き入
力と、該手書き入力と前記カレンダーエリアによって特定された前記時間との関係の電子
記録とを可能にしており、

前記絶対位置符号化パターンが、前記カレンダーエリアに亘って広がりかつ絶対位置座
標を符号化しており、これによって前記カレンダーエリアになされた手書き入力が、前記
絶対位置符号化パターンを検出することにより、座標列の形でディジタル化されて記録で
き、前記カレンダーエリアにより特定される時間が、前記座標列における座標に基づいて
決定でき、

少なくとも１つのカレンダーエリアが、このカレンダーエリアに対してなされた手書き
入力に関して実行されるべき機能を定義する機能フィールドに関連付けられていることを
特徴とする 帳用



【請求項７】
　前記絶対位置符号化パターンが、外部装置へ前記手書き入力を保存する機能、前記手書
き入力を含むメールを送信する機能、前記手書き入力を含むＳＭＳを送信する機能、及び
前記手書き入力を含むファックスを送信する機能の１つを可能にするよう適合されている
ことを特徴とする請求項 に記載のカレンダー ページ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】
　本発明は、複数のカレンダーエリアを有する複数のページを含むカレンダー であって
、該各カレンダーエリアが、固有の を識別すると共に、その時間の手書き を受
け入れるように適合されているものに関する。本発明はまた、カレンダー情報を記録する
ための装置、方法およびカレンダーページに関する。
【０００２】
【発明の背景】
　現在、多くの人々は、家庭および職場で、所定の時間に行わなければならない約束や様
々な種類の仕事を忘れないように助ける記憶補助具としてカレンダー を使用している。
多数の異なる形式のカレンダー が存在するが、それらは本質的に２つの主要な部類に分
類できる。すなわち、紙ベースのものと、電子的なものである。
【０００３】
　使用者があらかじめ決められた入力エリアに普通のペンで書き込む紙ベースのカレンダ
ー は、依然として最も一般的な部類である。それらは通常、非常に信頼でき使いやすい
が、もし使用者がそのカレンダー を失くしたりすれば、それらに書かれた全ての情報が
失われるという短所がある。
【０００４】
　紙ベースのカレンダー に加え、多くの人々が職場の各自のコンピュータにある電子カ
レンダー を使用している。電子カレンダー は、会議や他の活動のことを使用者に思い
出させるアラーム機能を一般に実行できるという利点を有する。しかし、ほとんどの人々
は、自分の紙ベースのカレンダー だけでなくコンピュータにも情報を記録することを忘
れることが時々ある。
【０００５】
　ごく最近、いくつかの種類の携帯型電子カレンダー 、いわゆるＰＤＡが市販されてい
る。これらは、紙ベースのカレンダー に取って代わり、使用者が自己のコンピュータお
よび携帯型カレンダー に有するカレンダー情報が常に同一であるように、カレンダー情
報をコンピュータと自動的に交換できるという利点を有するように意図されている。しか
し、多くの人々は、依然として紙ベースのカレンダー の使用を好んでいる。
【０００６】
【発明の概要】
　従って、本発明の目的は、紙ベースのカレンダー の上記の問題を回避することである
。
【０００７】
　本発明のさらに別の目的は、紙ベースのカレンダー の機能を拡大することである。
【０００８】
　この目的は、請求項１に記載のカレンダー 、請求項１３に記載のカレンダー情報を記
録する装置、請求項２２に記載のカレンダー情報のディジタル記憶の方法、および、請求
項２４に記載のカレンダーページによって、完全にまたは部分的に達成される。好ましい
実施態様は従属項において規定されている。
【０００９】
　詳細にいえば、本発明は、複数のカレンダーエリアを有する複数のページを含むカレン
ダー であって、該各カレンダーエリアが、固有の時間を特定すると共に、その時間の手
書き を受け入れるように適合されているものに関するものであり、各カレンダーエ
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リアには、そのカレンダーエリアになされた手書き の電子的バックアップを作成する
ように設計されている電子的に読み取り可能なコードが備わっている。
【００１０】
　本発明に従ったカレンダー では、物理的カレンダー の全ての入力は、使用者の側で
のいかなる追加的な行為も伴わずに電子的に記録できる。それは、使用者が電子的および
カレンダー の両方の利点を得られることを意味する。
【００１１】
　これに関して、用語「物理的カレンダー 」は、冒頭で述べた紙ベース
の部類に属し、紙または、普通のペンでなされる手書き を受け入れるのに適切な類
似の材料で作られたページを備えるカレンダーをいう。
【００１２】
　カレンダーエリアは、各種大きさの囲みまたは行といった多様な形状とすることができ
、月、週、日またはある１日の特定の といった様々な を識別できる。これらのカ
レンダーエリアには、使用者が個々の に関係する活動を入力することができる。個々
のカレンダーページは、固有の を識別する１個または複数のカレンダーエリアを設け
ることも、またはまったく設けないこともできる。
【００１３】
　このように、上述のカレンダーエリアの各々には、電子的に読み取り可能なコード、す
なわち電子的補助具によって読み取られ得るコードが付与される。このコードの目的は、
使用者が当該のカレンダーエリアに行う手書き の電子的バックアップを可能にする
ことである。そのために、コードは、入力が関係する の決定および／または入力のデ
ィジタル化を可能にし得る。
【００１４】
　時間は広く解釈するべきであることを指摘しておかなければならない。それは、その始
まりに関する時点および終わりに関する時点によって、またはその始まりおよび終わりの
双方に関する単一の時点だけによって、さらには他のいずれかの適切な態様によって定義
できる。ここで使用されている通り、用語「 」は における単一の時点も含む。
【００１５】
　好ましくは、コードはほぼカレンダーエリア全体にわたり拡がる。これにより、コード
は、エリア内の手書き が行われる場所を問わず読み取られ得る。コードは、好適に
は、例えば１以上の座標によりカレンダー における位置を指し示す位置コードとし得る
。好ましくは、位置コードは各カレンダーエリアの複数の位置を符号化する。その理由は
、手書き が行われている時のペンの位置の連続的な読み取りが、手書き をデ
ィジタル化する一法であるからである。さらに、位置は に変換できる。さらに、位置
コードは、位置コードの単純な読み取りによりカレンダーエリアによって識別される時間
の決定が可能となるように、各カレンダーエリアについて一意であることが有利である。
適切には、位置コードは二次元であり、それにより位置を二次元で符号化できる。この場
合、位置コードの１つの次元が個々のカレンダーエリアについて一意であるように好適に
形成され、時間を決定するためにその次元を使用できるようにする。位置コードが各時間
について一意でない場合、時間を決定するために他の何らかの手段を使用しなければなら
ない。その場合、カレンダーエリアの各々は、カレンダーエリアにより識別される時間の
決定を可能にする時間コードを好適に含むこともできる。あるいはまた、カレンダーエリ
アの各々はそうした時間コードだけを備えることができるが、位置コードの使用とは異な
る他の何らかの方法で手書き を電子的形態で記録する必要が生じる。この場合、一
法は、手書き を電子的に撮像するかまたは、手書き を行っているペンがどの
ように動かされているかを例えば画像または加速度計によって決定することである。しか
し当然ながら、時間決定および入力のディジタル化の両方に同じコードが使用できる場合
、特にそれが、読み取り装置に関して両方のタスクに同じセンサを使用可能にすることか
ら、有利である。
【００１６】
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　コードは、化学的、磁気的または他のいずれかの形式のものとすることができるが、好
ましくは、光学的に読み取り可能なものである。すなわち、それは、コードが感光センサ
により記録できるような態様で光を反射／吸収できなければならないことを意味する。カ
レンダーエリアは異なる長さの時間を識別できる。このように、カレンダー の全てのペ
ージは同じ外観である必要はない。例えば、あるページは１年に対応してもよく、その場
合、各カレンダーエリアは１ヶ月に対応するかもしれない。別のページは１日に対応する
ことができ、その場合、各カレンダーエリアは１時間に対応する。
【００１７】
　しかし、カレンダー の好ましい実施態様では、コードは、カレンダーエリア全体に拡
がり、絶対位置の座標を符号化する第１の絶対位置符号化パターンであり、それにより、
前記カレンダーエリアの第１のエリアになされた手書き は第１の絶対位置符号化パ
ターンを検出することによって座標列の形態でディジタルに記録でき、第１のカレンダー
エリアにより識別される時間は座標列における座標にもとづいて決定できる。
【００１８】
　絶対位置を符号化する絶対位置符号化パターンによって、カレンダーエリアのこの絶対
位置符号化パターンで検出できる全ての位置は一意となる。その結果、一定のカレンダー
エリア内の全ての位置は、そのカレンダーエリアにより特定される時間と関係づけること
ができ、このようにして、そのカレンダーエリアになされる入力は、関係する時間と関連
づけられる。絶対位置符号化パターンは、十分な正確さでパターンによって手書き
が記録できるような分解能により位置を符号化しなければならない。
【００１９】
　従って、絶対位置符号化パターンは、使用者がパターン全体でペンを動かす際に生成さ
れる手書き のディジタル記録を可能にし、かつ、手書き が関係づけられる固
有の時間を定義するという二重の機能を有する。
【００２０】
　第１の絶対位置符号化パターンは好ましくは、より大きな絶対位置符号化パターンの第
１の部分となることができ、その第１の部分は、大きな絶対位置符号化パターンが符号化
することができる全ての点を含む仮想表面上の第１の座標エリア内の点の座標を符号化し
、前記第１の座標エリアはカレンダー情報に専用である。
【００２１】
　この場合、第１の絶対位置符号化パターンは、初めからカレンダーエリアの絶対位置を
符号化するのではなく、仮想表面の、カレンダー情報に専用のエリア内の絶対位置を符号
化する。従ってカレンダー は、座標の原点で開始する座標を必ずしも有する必要はない
。その利点は、カレンダー情報を座標として取り扱い、さらに、絶対位置符号化パターン
の他の部分によって記録される（従ってやはり座標から構成される）他の情報を取り扱う
各種装置が、カレンダー情報を他の情報と区別し、その結果、様々な種類の情報の処理を
区別できるということである。
【００２２】
　カレンダー は、前記第１の絶対位置符号化パターンおよび、前記固有の時間を指定す
る指標を備える少なくとも１個のページを好適に有することができ、この場合、第１の絶
対位置符号化パターンおよび前記指標は相互に重なり合う。指標は例えば、時間を指定す
る英数字または、多様な時間を区別する限定的マークとすることができる。そのような指
標は通常の物理的カレンダー において見られるはずである。しかし、ここでは、それら
は重なり合うか、または絶対位置符号化パターンによって重ね合わせられる。これは、ペ
ージが２つの情報層、すなわち一方は使用者の肉眼で読み取ることができ、一方は電子的
に読み取られるもの、を含むことを意味している。手書き は第３の情報層を構成し
得る。
【００２３】
　絶対位置符号化パターンは、赤外光を吸収することが有利であり、そのために、カーボ
ン系黒色印刷インキで印刷できる。指標および手書き が赤外光を吸収しない他のい
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ずれかの種類のインキによって作成されても、それらが絶対位置符号化パターンの検出を
妨げることはない。
【００２４】
　カレンダー において、好ましくは少なくとも１個のカレンダーエリアを、そのカレン
ダーエリアでなされる手書き に関して実行されるはずの機能またはコマンドを定義
する機能フィールドと関係づけることができる。手書き が電子的に記録されると、
使用者は、その入力がどのように処理されるべきかを機能フィールドによって規定できる
。入力をユーザの携帯型装置で電子的に記録した場合、使用者はその入力を自分のパーソ
ナルコンピュータのディジタルカレンダー に記憶させたいかもしれない。さらに使用者
は、機能フィールドを使って、入力をパーソナルコンピュータまたはそのユーザ装置が通
信可能な他のいずれかの外部装置に転送するようにユーザ装置に命令することができる。
これに代えて、ユーザ装置がディジタルカレンダー を備える装置と連絡するとただちに
、記録された入力はディジタルカレンダー に直接転送できる。
【００２５】
　機能フィールドは第２の絶対位置符号化パターンを備えることができる。その場合コマ
ンドの記録は、ユーザ装置が、第２の絶対位置符号化パターンにより符号化される座標を
コマンドを定義するものであるとして識別すること以外、手書き の記録と同様にし
て進行する。さらに、１点の座標が第２の絶対位置符号化パターンによって検出されると
いうことで本質的に十分である。
【００２６】
　第２の絶対位置符号化パターンは、好ましくはより大きな仮想絶対位置符号化パターン
の第２の部分であり、その第２の部分は、コマンドに専用である仮想表面上の第２の座標
エリアにおける点の座標を符号化する。このようにして、絶対位置符号化パターンの同様
の第２の部分が、カレンダー における多数の位置のコマンドを符号化するために使用で
きる。
【００２７】
　あるいはまた、同じコマンドに関連する個々の機能フィールドは、異なる座標、特にカ
レンダー におけるその位置の座標によって表現され得る。
【００２８】
　さらにカレンダー は、好ましくは、時間を定義せず、手書き を受け入れるよう
に適合されている少なくとも１個の入力エリアを含み、前記入力エリアは第３の絶対位置
符号化パターンを備える。
【００２９】
　多くの物理的カレンダー は、住所情報、時間と無関係の項目、「ＴｏＤｏ」リストな
どのための特別なページまたはエリアを備える。これらのエリアの各々は、これらのエリ
アになされる手書き の電子的記録を可能にする絶対位置符号化パターンを備えるこ
とができる。
【００３０】
　第３の絶対位置符号化パターンは、より大きな仮想絶対位置符号化パターンの第３の部
分であってもよく、その第３の部分は仮想表面上の第３のエリア内の点の座標を符号化す
る。このエリアは例えば、住所録情報または「ＴｏＤｏ」リストのデータなどとすること
ができ、それにより、記録された入力は例えばディジタル住所録または仕事リストへの記
憶を意図されたものとして識別され得る。
【００３１】
　また、入力エリアは、入力エリアになされた手書き に関して実行されるはずの機
能またはコマンドを規定する機能フィールドと関係づけられ得る。この機能フィールドは
上述と同様に設計できる。
【００３２】
　例えば、コマンドは、手書き を記憶する、手書き を含むメールを送信する
、手書き を含むＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を送信する、および、手書
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き を含むファックスを送信するのうちのいずれかとすることができる。従って、入
力エリアは、その入力エリアに入力される情報を送信するために使用できる。これは紙ベ
ースのカレンダー の機能を拡張し、結果的に現代のＰＤＡのそれに対応することになる
。
【００３３】
　カレンダー の位置コードは、好ましくは、第１のシンボルの並びおよび第２のシンボ
ルの並びにもとづき、第１のシンボルの並びは、第１の所定数のシンボルを含み、また、
第１のシンボルの並びから第２の所定数のシンボルを取った時に、第１のシンボルの並び
におけるそれらのシンボルの場所が明確に決定できるという特性を有しており、第１のシ
ンボルの並びはカレンダーページの第１の次元の位置を決定するために使用されるもので
あり、また、第２のシンボルの並びは第１のシンボルの並びと同じ特性を有しており、カ
レンダーページの第２の次元の位置を決定するために使用される。
【００３４】
　位置コードが、所定の順序で構成された有限数のシンボルによるシンボルの並びにもと
づいているので、表面の第１の次元の位置を決定するための「公式」を定義することが可
能である。このようにして、シンボルの並びを記憶するには少量の記憶空間を必要とする
にすぎず、位置決定は迅速かつ容易に実行できる。位置は例えば、デカルト座標系または
極座標系の一対の座標として指示できる。
【００３５】
　本発明の第２の態様によれば、本発明は、各々が固有の時間を識別しその時間の手書き

を受け入れるように適合されている複数のカレンダーエリアを有する、複数のペー
ジを含む物理的カレンダー になされる手書き を電子的に記憶する装置に関するも
のであり、前記装置は、前記カレンダーエリアの第１のエリアになされるとほぼ同時にそ
の手書き を電子的に記録し、第１のカレンダーエリアを識別する固有の時間を決定
するように適応されており、それによりカレンダーの電子的バックアップの作成を可能に
する。
　この装置の利益は上述より明白である。
【００３６】
　本発明の第３の態様によれば、本発明は、物理的カレンダー のカレンダーエリアにな
される手書き を電子的に記録する工程であって、その記録が座標列として行われる
ものと、前記座標列における座標にもとづきカレンダーエリアが対応する固有の時間を決
定する工程と、固有の時間に対応している時間指標に関してディジタルカレンダー の電
子的に記録された手書き を記憶する工程とを含む、カレンダー情報を処理する方法
に関する。
　この方法の利益は上述より明白である。
【００３７】
　本発明の第４の態様によれば、本発明は、カレンダーページになされる手書き の
電子的記録を可能にする絶対位置符号化パターンを備えるカレンダーページに関する。
　本発明のこの態様の利益は上述より明白である。カレンダー に関して上に述べたこと
は、適用可能な部分において、カレンダーページ、方法および装置にも関連する。
　本発明の好ましい実施形態を添付図面に関連して以下に詳述する。
【００３８】
【好適な実施形態の説明】
　以下は、使用されるコードが、絶対位置の座標を符号化する光学的に読み取り可能な絶
対位置符号化パターンにより構成される本発明の実施形態の説明である。図１はカレンダ
ー のあるページ１を示している。このカレンダーページは、固有の時間をそれぞれ定義
する複数のカレンダーエリア２および、「ＴｏＤｏ」リスト３ａや仕事リスト３ｂといっ
たいくつかの形式のリストと関連する複数の入力エリア３に分けられている。図１に示し
たカレンダーページ１において、各カレンダーエリア２は、長さ１時間であり時間指標４
で始まる時間を識別しまたはこれに対応しているが、他の実施形態においては、より短い
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かまたは長い時間に対応することができる。エリアのいくつかには、約束６、行動７また
は電話番号８がすでに入力されている。
【００３９】
　カレンダーページ１は、位置決定を可能にする絶対位置符号化パターン９を備える。こ
の絶対位置符号化パターン９（以下、位置符号化パターンともいう）は、第１および第２
の形式のシンボル９ａ、９ｂ、より詳細には、１を表現する小さいドット９ａおよび０を
表現する大きいドット９ｂという異なる大きさのドットによって構成されている。明確さ
のために、パターン９はカレンダーページの小部分で示されているにすぎず、シンボルは
相当に拡大されている。図１に示す絶対位置符号化パターンについては以下に詳述する。
これは、本発明に従ったカレンダー において使用できるパターンの第１の実施例となる
。
【００４０】
　カレンダーエリアの位置符号化パターンによって符号化される個々の位置は一意である
。より詳しくいえば、位置符号化パターンは仮想表面上の点または位置の絶対座標を符号
化する。この表面は、このようにカレンダー に見られる位置に限らず、絶対位置符号化
パターンが符号化することができる全ての点によって構成される、想像される表面である
。この仮想表面では、定義された異なる座標エリアは異なる目的に特化される。１つの座
標エリアはカレンダー情報に専用とされる。カレンダー のカレンダーエリアで使用され
る絶対位置符号化パターンの部分は、カレンダー情報に専用のエリアの点の座標を符号化
する。
【００４１】
　仮想表面では、他の座標エリアは他の目的に専用とされ得る。例えばそれは、図１にお
いて３ａ、３ｂで指示されており、時間と無関係の情報に意図されている形式の入力エリ
アからの情報に専用となっている座標エリアを有することもできよう。
【００４２】
　図２は、絶対位置符号化パターンにより構成されている仮想表面Ｉをその全体で極めて
図式的に例示している。表面は、カレンダー情報専用の第１の座標エリアＡ、時間と無関
係の項目に専用の第２の座標エリアＢおよび特殊機能に専用の第３の座標エリアＣを有す
る。好ましくは、カレンダーエリアのための座標エリアＡに対応する絶対位置符号化パタ
ーンの部分、および入力エリア３ａ、３ｂのための座標エリアＢに対応する部分が利用さ
れる。図１のページにおいて、絶対位置符号化パターンは、この場合、必ずしも全部が仮
想表面に並んで位置するわけではない点の座標を符号化する。もし書かれたデータが時間
の指標と関係しない場合、パターンの同一の部分を、必要に応じて、数ページの入力エリ
アで使用できる。
【００４３】
　上記の代替として、全体のカレンダー は、カレンダー 全体における各位置が一意で
あるように、仮想表面の連続するエリアに「レイアウト」することができる。しかしそれ
は、カレンダー の異なる部分からの情報がどのように処理されるべきかの検出を難しく
する。
【００４４】
　図１のカレンダーページには、コマンド「記憶」を定義する機能フィールドＦもある。
この機能フィールドは、絶対位置符号化パターンの特別な部分９ 'を備えることができ、
その部分は、機能つまりコマンド「記憶」に専用である仮想表面のエリア、例えば図２の
エリアＣ内の点の座標を符号化する。
【００４５】
　位置符号化パターン９は、装置がカレンダーページの部分表面１０のシンボル９ａ、９
ｂを撮像した場合に、カレンダーページ１のこの部分表面１０の位置が装置のプロセッサ
によって自動的に決定できるように配置されている。位置と時間との間の関係が明確であ
り事前に決定されていれば、時間は位置から決定できる。
【００４６】
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　以下に、図１のカレンダーページでの位置決定を可能にする位置符号化パターンの第１
の実施形態を説明する。パターンは、５×５のシンボルを含む部分表面の画像処理による
位置決定に適応している。シンボルは２進数符号化を表現している。
【００４７】
　ページは、Ｘ方向とＹ方向を持っている。位置をＸ方向に符号化するため、最初のステ
ップで、１と０の３２ビット数字列が生成される。第２のステップで、３２ビット数字列
の最後のビットを削除して、１と０の３１ビット数字列が生成される。これらの数字列（
以下、Ｘ数字列と呼ぶ。）は共に、数字列内の任意の場所から５つの連続する数字が選択
された場合に、この数字列内の他の何れの場所にも存在しない５ビットの一意なグループ
が得られるという特性を持たなければならない。また、これらの数字列は、数字列の終わ
りを数字列の先頭に「結合」した場合にも、この特性を持たなければならない。このよう
に、５ビットのグループは、数字列内の場所の確実な符号化を提供する。
【００４８】
　上記の特性を持つ３２ビット数字列の例が、「００００１０００１１００１０１００１
１１０１０１１０１１１１１０」である。この数字列から最後の０を削除すると、同じ特
性を持つ３１ビット数字列が得られる。
【００４９】
　上記の数字列の最初の５ビット、すなわち、「００００１」が、数字列内の位置０の符
号になり、次の５ビット、すなわち、「０００１０」が、数字列内の位置１の符号になり
、以下同様である。Ｘ数字列内の各位置は、５ビットのグループの関数として、第１のテ
ーブルに格納される。当然、位置３１は３２ビット数字列にだけ存在する。以下のテーブ
ル１は、上述した例の位置符号化を示している。
【００５０】
　
位置　　　　　　５ビットのグループ
０　　　　　　　　　  ００００１
１　　　　　　　　　  ０００１０
２　　　　　　　　　  ００１００
３　　　　　　　　　  ０１０００
４　　　　　　　　　  １０００１
５　　　　　　　　　  ０００１１
６　　　　　　　　　  ００１１０
７　　　　　　　　　  ０１１００
８　　　　　　　　　  １１００１
９　　　　　　　　　  １００１０
１０　　　　　　　　  ００１０１
１１　　　　　　　　  ０１０１０
１２　　　　　　　　  １０１００
１３　　　　　　　　  ０１００１
１４　　　　　　　　  １００１１
１５　　　　　　　　  ００１１１
１６　　　　　　　　  ０１１１０
１７　　　　　　　　  １１１０１
１８　　　　　　　　  １１０１０
１９　　　　　　　　  １０１０１
２０　　　　　　　　  ０１０１１
２１　　　　　　　　  １０１１０
２２　　　　　　　　  ０１１０１
２３　　　　　　　　  １１０１１
２４　　　　　　　　  １０１１１
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２５　　　　　　　　  ０１１１１
２６　　　　　　　　  １１１１１
２７　　　　　　　　  １１１１０
２８　　　　　　　　  １１１００
２９　　　　　　　　  １１０００
３０　　　　　　　　  １００００
３１　　　　　　　　  ０００００
【００５１】
　３２ビット数字列を使用した場合にだけ、３２個の位置、すなわち、位置０～３１の符
号化が可能になる。しかし、３１ビット数字列を３２回連続して第１の行に書き、３２ビ
ット数字列を３１回連続して第１の行の下の第２の行に書いた場合、この数字列は、互い
の関係においてずらされており、このようにして、上下に書かれた２つの５ビットのグル
ープは、行方向における３１×３２＝９９２個の位置を符号化するために使用できる。
【００５２】
　例えば、次のコードがカレンダーページ上に書き込まれているとする。
000...11111000001000110010100111010110111110...
000...11111000010001100101001110101101111100...
【００５３】
　これらの５ビットのグループをテーブル１に従って位置に変換した場合、次の３２と３
１ビットの数字列による位置がカレンダーページ上で表される。
　　　  0　 1　 2 ...30　 31　 0　 1　 2 ...29　 30　 31　 0　 1　 2
　　　  0　 1　 2 ...30　  0　 1　 2　 3 ...30　  0　  1　 2　 3　 4
【００５４】
　従って、Ｘ方向の符号化は、ｎビットで構成される数字列であって、このｎビットが、
ｍ個の連続した数字がこの数字列から選ばれた場合に、これらのｍ個の数字が一意にその
数字列内の位置を符号化するといった方法で作成されるもの、の使用に基づいている。符
号化可能な位置の数は、第２の数字列を使用することにより増加する。この第２の数字列
は、第１の数字列の一部であり、従って、第１の数字列とは異なる長さのものである。こ
のようにして、行の縦方向における数字列間のずれが得られる。
【００５５】
　Ｙ方向の符号化は同じ原理に基づいている。ｐ個の数字から構成される数字列（以下、
Ｙ数字列と呼ぶ）が生成され、その数字列は、ｒ個の連続する数字がその数字列の中から
選ばれた場合に、これらのｒ個の数字が一意にその数字列内の位置、すなわちＹ方向にお
ける位置を符号化するといった方法で作成されている。Ｙ数字列内の数字は、特別な方法
で計算される２つの行におけるＸ方向の位置の間の差として、カレンダーページ上のパタ
ーン内に符号化される。
【００５６】
　具体的には、３１ビット数字列と３２ビット数字列の交互の行が、次のように書き込ま
れる。
行 1:　 (31)　 (31)　 (31)　 (31)..
行 2:　 (32)　 (32)　 (32)　 (32)..
行 3:　 (31)　 (31)　 (31)　 (31)..
行 4:　 (32)　 (32)　 (32)　 (32)..
行 5:　 (31)　 (31)　 (31)　 (31)..
.
.
【００５７】
　当然、カレンダーページ上で、それらの数字列は、異なったシンボルを使用して書き込
まれる。それらの行は、Ｘ数字列内の異なった位置から始まる。具体的には、上下に配置
された２つの位置の数字間の３２を法とする差を求め、この差を５ビットの２進数で表し
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、前記５ビットの２進数の最上位ビットの２桁を取った場合、この数字は、これがこの列
のどこのものであろうとも同じになるように、２つの連続する行を始める。言い換えると
、２つの連続する行における数字列間のずれが、行全域に渡って特定の間隔内にあるよう
に、数字列を開始する。この例の場合、最大ずれは３１の位置、すなわちビットであり、
最小のずれは０の位置、すなわち０のビットである。従って、行の各組み間のずれは、０
～７、８～１５、１６～２３または２４～３１の位置／ビットの間隔の１つになる。
【００５８】
　例えば、以下の数字列が書き込まれているとする（位置の数字で表されている）。
行 1:　　  0　  1　  2　  3　  4　  5　  6　  7....30　  0　  1　  2　  3
行 2:　　  0　  1　  2　  3　  4　  5　  6　  7....30　 31　  0　  1　  2
行 3:　　 25　 26　 27　 28　 29　 30　  0　  1....24　 25　 26　 27　 28
行 4:　　 17　 18　 19　 20　 21　 22　 23　 24....16　 17　 18　 19　 20
行 5:　　 24　 25　 26　 27　 28　 29　 30　  0....23　 24　 25　 26　 27
【００５９】
　差が上記の方法で決定される場合、差は行１と行２の間では０、行２と行３の間では０
、行３と行４の間では１、そして行４と行５の間では３になる。例えば、行３と行４の間
の２６－１８を取ると、その差は８になり、２進数では０１０００になる。最上位２桁の
数字は０１である。代わりに、同じ行間の０－２３を取ると、その差の３２を法とする剰
余は９になり、最上位２桁の数字は、前の例と同じ０１になる。この例では、４個の異な
る数字０、０、１、３が得られることとなる。次に、Ｘ方向と同じ方法で、４個の連続す
る数字を数字列から取った場合に、数字列内の位置が一意に決定される特性を持ったＹ数
字列を数字０、１、２および３から作成すれば、テーブル２で数字００１３を探すことに
よって、Ｙ方向の位置を一意に決定できる。このようにして、Ｙ方向の２５６個の一意な
位置を決定することが可能となる。
【００６０】
　以下は、数字０～３を含んでいるＹ数字列の始まりと終わりの部分の例である。
【００６１】
　
０　　　　　００００
１　　　　　０００１
２　　　　　００１０
３　　　　　０１００
４　　　　　１０００
５　　　　　０００２
６　　　　　００２０
７　　　　　０２００
８　　　　　２０００
９　　　　　０００３
１０　　　　００３０
.
.
２５１　　　２３３３
２５２　　　３３３３
２５３　　　３３３０
２５４　　　３３００
２５５　　　３０００
【００６２】
　以下は、位置決定を行う方法の説明である。上述したカレンダーページ、すなわち、１
を表す第１のシンボルと０を表す第２のシンボルで構成されたパターンを持っている第１
の入力表面を考える。シンボルは、行と列に、更に、上述したような３２ビット数字列と
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３１ビット数字列で配置されている。次に、５×５のシンボルを含む画像を記録するセン
サーを装備した装置を置いた入力エリア上の位置を決定する場合を考える。
【００６３】
　センサーが記録した画像を、次のようなものとする。
　　　　　　　  １  １  １  １  １
　　　　　　　  １  １  １  １  １
　　　　　　　  ０  １  ０  １  ０
　　　　　　　  ０  ０  １  ０  １
　　　　　　　  ０  ０  １  ０  １
【００６４】
　まず最初に、装置がこれらの５ビットグループを、テーブル１を使用して位置に変換す
る。次の位置が得られる。
　　　　　　　２６（１１０１０）
　　　　　　　２６（１１０１０）
　　　　　　　１１（０１０１１）
　　　　　　　１０（０１０１０）
　　　　　　　０５（００１０１）
【００６５】
　続けて、異なる行の位置の数字間のずれの大きさが、３２を法とする差を取ることによ
って決定される。この方法で決定された差の最上位２桁の数字を、５ビットの２進数で表
すと、０、１、０、０になる。テーブル２に従うと、この差の数字は、Ｙ方向の位置３に
等しい。このように、カレンダーページ上の第２の次元の座標は、３になる。
【００６６】
　第３のテーブルは、各行の開始位置、すなわち、各行が始まる数字列内の位置を格納す
る。この例では、Ｙ座標３を使用して、記録された５ビットのグループが取られた行の開
始位置を探すことが可能となる。最上位の２つの５ビットのグループが取られた行の開始
位置と、これらの２つの５ビットのグループが対応するＸ方向の位置、すなわち位置２６
と位置２６を知ることによって、記録された画像のＸ座標、すなわち第１の次元の位置を
決定することが可能となる。例えば、２つの最上位の行の開始位置を、それぞれ２１と２
０とする。従って、この場合、記録された画像の最上位の２つの５ビットのグループを取
った２つの行が、次のようになる。
行 3:　　 21　 22　 23....29　 30　 31　 0　 1　 2...25　 26　 27..
行 4:　　 20　 21　 22....28　 29　 30　 0　 1　 2...25　 26　 27..
【００６７】
　Ｙ座標が３であることから判断すると、２つの最初の５ビットのグループが行３と４か
ら取られたことになる。奇数行が３１ビット数字列から構成され、偶数行が３２ビット数
字列が構成されていることから判断すると、行３は３２ビット数字列から構成され、一方
、行４が３１ビット数字列から構成されることになる。
【００６８】
　この情報に基づいて、Ｘ座標を３５と決定できる。これは、上記の手順を記録された画
像の５ビットのグループの残りの組み合わせに対して繰り返すことによって確認できる。
従って、ある量の許容誤差が存在する。
【００６９】
　位置決定の精度は、画像の中央との関係で、５×５のグループの中央の点の場所を決定
することによって、更に向上できる。位置の解像度は、２つのシンボル間の距離よりも良
くなる。
【００７０】
　当然、上記の手順はソフトウェアによって実行され、この例では、ソフトウェアは、そ
の出力信号として、座標３と３５を与える。
【００７１】

10

20

30

40

50

(12) JP 3764100 B2 2006.4.5



　上記の説明は、１つの例について説明しており、従って、一般化できる。最初のＸ数字
列は、３２個の数字である必要はない。その数字は、位置決定に関連してＸ方向に記録さ
れるシンボルの数との組み合わせにおいて、パターン内でどれだけの数のシンボルが使用
されることになるかに依存する。例えば、異なるシンボルの数が３で、記録されたシンボ
ルの数が３の場合、Ｘ数字列の数字の最大値は３２ではなく、３×３×３＝２７となる。
同じ種類の論法がＹ数字列に適用される。従って、これらの数字列の基数は異なっており
、位置を符号化するシンボルの数と、従って結果的に、数字列によって符号化される位置
の数は変更できる。更に、数字列は、数字以外のシンボルに基づくことができ、従って、
シンボルの並びとして説明できる。
【００７２】
　上述したように、シンボルは、多数の異なる種類のものとすることが可能である。また
、シンボルを数字とすることが可能であるが、その場合には、ＯＣＲソフトウェアが位置
の決定に必要となるので、位置決定のための装置が高価で複雑なものとなる。また、これ
は誤りに対する感度を高める必要性を招く。
【００７３】
　カレンダーページ上の位置を符号化し、その上の位置決定を実行する上記の方法は極く
少量のメモリとプロセッサ能力だけしか必要としないので、有利である。上記の例では、
３２行のテーブル１、２５６行のテーブル２、及び２５６行のテーブル３を格納するだけ
でよい。位置決定が、３種類のテーブルの参照と簡単な計算で実行できる。その後、座標
が対応する時間が格納されているテーブルの第４の参照だけが要求される。
【００７４】
　好ましくは、位置符号化パターンは、パターンにより符号化された全ての位置が一意で
あるようにカレンダー において構成される。その場合、位置はカレンダー における時
間を明確に決定する。
【００７５】
　上記の位置符号化パターンは、Ｘ方向で一定範囲およびＹ方向で一定範囲を有する表面
上の位置を符号化できる。カレンダー での符号化に関して、Ｙ方向よりもＸ方向に相当
長い範囲を備える位置符号化パターンの帯を使うこともでき、この場合、Ｘ座標は個々の
第１の入力エリアについて一意であるがＹ座標は同一である。Ｘ座標はその後時間に変換
でき、また、Ｘ座標およびＹ座標の組合せは、手書き をディジタル化する際の位置
決定に使用される。異なる年のカレンダー に、位置符号化パターンにおいて異なる「帯
」を使用する、すなわちＹ座標について異なる間隔を使用することによって、Ｙ次元にお
いて年を符号化することが可能になる。
【００７６】
　さらに別の例では、個々の第１の入力エリアが一意のＸ座標および一意のＹ座標を有す
るように、位置符号化パターンにおいて対角線的に「正方形」を使用することができる。
この場合、その入力エリアにより識別される時間は、Ｘ座標およびＹ座標の両方により決
定でき、冗長性のある、従って誤り率の低いシステムが得られる。この場合、異なる「対
角線」が異なる年に使用される。
【００７７】
　あるいはまた、同一のパターンをカレンダー の複数の場所で使用することもできるが
、この場合、多義性を解決しなければならないことになる。これは、例えば各ページの先
頭において、特殊な時間コード８を適用することによって行える。この時間コードは、例
えば、特殊なシンボルの後に、位置コードにおけると同様のシンボルを用いて符号化され
た２進数指標を続けたもので構成することができる。この場合、電子的バックアップによ
り入力を手で行うことができるように、使用者は、手による入力を行う前に時間コードを
読まなければならない。
【００７８】
　異なるカレンダー は、使用者がカレンダー の変更を記録できるように、特殊なコー
ドでマークされ得る。
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【００７９】
　上述から明白なように、位置コードは、その入力が関係する時間を識別するために使用
される。しかし、それはまた、入力が行われている間にペンの位置を連続的に記録するこ
とによってカレンダー になされる手書き の電子的記録を作成するためにも使用さ
れる。総合すれば、これらの位置は、ペンがどのように動かされたかに関する記述または
画像を形成する。この画像または記述は、その後、装置および／または外部装置の電子カ
レンダー に記憶される。
【００８０】
　図３は第２のカレンダーページの例を示す。図１と同じ参照符号は、相当する部分を指
し示すために使用される。図３のカレンダーページにおいて、絶対位置符号化パターンは
、カレンダーページの実際の実施態様において使用者の肉眼で見えるように示されている
。それは単にページの薄い灰色の色合いとして見えるにすぎない。しかし、パターンの拡
大部分において、この例における絶対位置符号化パターンがどのように構成されているか
が示されている。
【００８１】
　絶対位置符号化パターンが高分解能で情報を記録するために使用できるように、また、
大きな表面全体で一意の位置符号化を要するカレンダーアプリケーションにおいて使用で
きるようにするために、絶対位置符号化パターンは、極めて多数の点の座標を高分解能で
符号化できるように設計されなければならない。さらに、絶対位置符号化パターンは、そ
れが適用される表面を損なわないように図形的に符号化されるべきである。最後に、座標
が高い信頼度で決定できるように検出が容易でなければならない。
【００８２】
　上記の要件を満たす絶対位置符号化パターンは、１９９９年１０月１日に出願の本出願
人のスウェーデン特許出願第９９０３５４１－２号に記載されている。
【００８３】
　この絶対位置符号化パターンは、実際の実施態様では０．３ｍｍの公称スペースとなり
得る極めて小さいドットにより構成されている。６×６のそのようなドットを含んでいる
パターンのあらゆる部分は、仮想表面の点の絶対座標を定義する。従って、仮想表面上の
個々の点は、絶対位置符号化パターンの１．８ｍｍ×１．８ｍｍ部分により定義される。
パターンを読み取るために使用されるディジタルペンのセンサで６×６ドットの位置を決
定することによって、０．０３ｍｍの分解能による仮想表面において位置が決定できる。
仮想表面は、その絶対座標がパターンによって符号化できる全ての点によって構成される
。各点が、各々が４個の値のうちの１個をとり得る６×６ドットで符号化されるので、２
７２個の点が符号化でき、それは上述のドット間の公称スペースにより４６０万ｋｍ 2の
表面に対応する。この絶対位置符号化パターンの利点は、そのサイズのために、多数の異
なる類似のアプリケーションに使用できることである。従って、カレンダー の手書き入
力の電子的記録に使用されるディジタルペンを、他の何らかの方法で処理されなければな
らず、その処理がそれらの入力を表現している特定の絶対座標によって制御される、他の
手書き を記録するためにも使用できる。
【００８４】
　上記の絶対位置符号化パターンは、あらゆる種類の紙、または約１０００ｄｐｉの分解
能を可能にする他の材料にも印刷できる。用紙は、意図する用途に応じてあらゆる大きさ
および形状とすることができる。パターンは標準のオフセット印刷技術を使って印刷でき
る。一般的な黒色カーボン系印刷インキまたは、赤外光を吸収する他のいずれかの印刷イ
ンキが有利に使用できる。これは事実上、カーボン系ではない黒色インキを含め、他のイ
ンキを、その読み取りを妨げることなく別の印刷を絶対位置符号化パターンに重ね合わせ
るために使用できることを意味する。
【００８５】
　カーボン系黒色印刷インキで印刷された上記のパターンを備える表面は、人の目では表
面の単に薄い灰色の色合い（１～３％の黒色化）としてしか映らず、それはカレンダー
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において使用者に親切で、美的にも魅力的である。
【００８６】
　当然ながら、上述よりも少ないかまたは多い数のドットを仮想表面の点を定義するため
に使用でき、また、ドット間のより大きいかまたは小さい間隙をパターンに使用すること
ができる。そうした例を、パターンの現在好ましい実績を説明するために述べる。
【００８７】
　以下に、好ましい絶対位置符号化パターンについて詳述する。
　図４は、紙のシート４１で形成された製品の一部を示しており、これは、その表面４２
上に、光学読み取り可能な絶対位置符号化パターン４３（以下では、単に、位置符号化パ
ターンと言う）を備えて提供され、その位置符号化パターンは、位置決定、具体的には、
仮想表面上の点の絶対座標の決定を可能にしている。位置符号化パターンは、その出現が
「パターン化」されるように表面４２に渡って体系的に配列されたシンボル４４から構成
される。シンボルの大きさによっては、上述から明らかなように、パターン化は中間色相
として認識される。シートには、Ｘ座標軸とＹ座標軸がある。
【００８８】
　位置符号化パターンは、人間の目には見えず、表面上の位置を決定する装置によって直
接検出することもできない仮想ラスター、及びそれぞれが次に説明する４つの値「１～４
」の１つを仮定できる複数のシンボル４４を備える。ここでは、分かりやすくするために
、図４の位置符号化パターンはかなり拡大されていることが強調されなければならない。
更に、位置符号化パターンがシートの一部にだけ示されている。
【００８９】
　位置符号化パターンは、仮想面上の点の絶対座標を、シートの部分表面上の所定サイズ
のシンボル、すなわち所定サイズをもった位置符号化パターンに符号化することによって
、配置される。第１と第２の部分表面４５ａと４５ｂが、図４に点線で示されている。第
１の部分表面４５ａ上に見つけられる位置符号化パターンの該当部分（この場合、３×３
のシンボル）が、第１の点の座標を符号化し、第２の部分表面４５ｂ上に見つけられる位
置符号化パターンの該当部分が、シート上の第２の点の座標を符号化している。従って、
位置符号化パターンは、隣接する第１と第２の点によって部分的に共有される。このよう
な位置符号化パターンを、この用途では「フローティング」と言う。
【００９０】
　図５のａ～ｄに、位置符号化パターン内で使用されるシンボルの一実施形態を示す。シ
ンボルは、ラスター線の交差によって表される仮想ラスター点４６と、点の形をしたマー
キング４７を備える。シンボルの値は、マーキングが配置される場所に依存する。図５の
例では、４種類の位置が可能であり、それぞれは、ラスター点から伸ばした各ラスター線
上にある。ラスター点からのずれ量は、全て等しい。次のように、図５ａのシンボルは値
１、図５ｂでは値２、図５ｃでは値３、そして、図５ｄでは値４になる。言い換えると、
シンボルの４つの異なる形が存在する。
【００９１】
　従って、各シンボルは、４つの値「１～４」を表すことができる。これは、位置符号化
パターンが、Ｘ座標のための第１の位置コードとＹ座標のための第２の位置コードに分割
できることを意味している。この分割は、以下のようになる。
【００９２】
【表１】
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【００９３】
　このように、各シンボル値は、Ｘコード用の第１の数（この場合はビット）、及びＹコ
ード用の第２の数（この場合はビット）に変換される。この方法で、２つの完全に独立し
たビットパターンが得られる。このビットパターンは、図５に従う複数のシンボルにより
グラフィカルに符号化される全体パターンに統合することができる。
【００９４】
　各点の座標は、複数のシンボルを使用して符号化される。この例では、二次元、すなわ
ち、Ｘ座標とＹ座標の位置を符号化するために、４×４のシンボルを使用する。
【００９５】
　位置コードは、１と０の数字列から構成されるが、その数字列には、その数字列内で同
じ４ビットの並びが１度しか現れないという特性がある。数字列は循環的なものであり、
数字列の終わりを数字列の先頭に結合した場合にも、同様にその特性が適用される。従っ
て、４ビットの並びは、常時、数字列内で一意に決まった位置を持っている。
【００９６】
　数字列が４ビットの並びに対して前述した特性を持っている場合、その数字列は最大１
６ビット長にできる。しかし、この例では、以下のように７ビット長の数字列を使用する
。
　　　　　　　　　　「０００１０１０」
【００９７】
　この数字列は、数字列内の位置を符号化する以下のような７つの一意な４ビットの並び
を含む。
【００９８】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９９】
　Ｘ座標の符号化では、符号化される表面全域に渡って、数字列は縦列内に順に書き込ま
れる。符号化は、隣り合う縦列間における数字の差、すなわち位置のずれに基づく。差の
大きさは、開始する縦列の数字列内における位置（すなわち、どの並びを使用するか）に
よって決まる。具体的には、第１の縦列内の４ビットの並びにより符号化される数字と、
隣り合う縦列内の対応する数字（同じ「レベル」の並び）との間の７を法とする差を取る
場合、その結果は、比較される２つの縦列における位置に拘わらず、同じになる。従って
、２つの縦列の差を使用して、Ｙ座標の全てに対して一定であるＸ座標を符号化できる。
【０１００】
　この例では、表面上の各位置が４×４のシンボルを使用して符号化されているので、前
述したように３個の差（値０～６を持った）が、Ｘ座標の符号化に利用できる。次に、３
個の差が、１つは常に値１または２になり、他の２つは３～６の範囲の値になるように、
符号化を行う。結果的に、Ｘコード内では差が０になるものは許容されない。言い換える
と、Ｘコードは、その差が、  (3～ 6)(3～ 6)(1～ 2)(3～ 6)(3～ 6)(1～ 2)(3～ 6)(3～ 6)(1～ 2
)…となるように構築される。従って、各Ｘ座標は、３と６の間からなる２つの数字、こ
れに続く１つの数字、すなわち１又は２、を使用して符号化される。大きい数字から３を
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差し引き、小さい数字から１を差し引くと、混合基数の数字が得られ、この数字は直接Ｘ
方向の位置を与える。次に、この位置から、Ｘ座標が、以下の例に示すように直接決定で
きる。
【０１０１】
　前述した原理により、Ｘ座標０，１，２．．．を、３個の差を表す数字を用いて符号化
できる。これらの差が、上記の数字列に基づいたビットパターンを使用して符号化される
。ビットパターンは最終的に、図５のシンボルを使用してグラフィカルに符号化される。
【０１０２】
　多くの場合、４×４のシンボルを読み込んだとき、２つの数字の一部を作ることができ
るとしても、Ｘ座標を符号化する完全な数字を作ることができない。しかしながら、これ
らの数字の最下位の部分は、常に１か２であるので、完全な数字を容易に再構築すること
ができる。
【０１０３】
　Ｙ座標は、Ｘ座標で使用したのと同じ原理に従って符号化される。循環型の数字列は、
位置を符号化する表面に渡って水平行に繰り返して、書き込まれる。Ｘ座標の場合とちょ
うど同じ様に、この行は、数字列内の異なった位置から始める、すなわち、異なる並びを
使用して始めることができる。しかし、Ｙ座標に対しては差を使用せず、各行のその数字
列の開始位置に基づいた数字を使用して座標を符号化する。４×４のシンボルのＸ座標が
決定された後、４×４のシンボル内のＹコード内に含まれている行の数字列内の開始位置
を実際に決定できる。Ｙコードにおいて、最上位桁は、これを特定の範囲内の値を持つた
だ１つの数にすることによって、判断される。この例では、４つの行の内の１つの行を、
その行がＹ座標の最下位桁に関係していることを示すために、数字列内の位置０～１から
始め、他の３つの行を数字列内の位置２～６から始める。従って、Ｙ方向に、 (2～ 6)(2～
6)(2～ 6)(0～ 1)(2～ 6)(2～ 6)(2～ 6)(0～ 1)(2～ 6)…の数字列が存在する。従って、各Ｙ座
標は、２と６の間の３個の数字、並びにこれに続く０と１の間の数字を使用して符号化さ
れる。
【０１０４】
　小さい数字から１を差し引き、大きい数字から２を差し引くと、Ｘ方向と同様な方法で
Ｙ方向の位置が得られ、この位置から混合基数のＹ座標を直接決定できる。
【０１０５】
　上記の方法を使用して、Ｘ方向の４×４×２＝３２個の位置を符号化できる。このよう
な位置のそれぞれは、３個の差に対応しており、３×３２＝９６個の位置を与える。更に
、Ｙ方向に５×５×５×２＝２５０個の位置を符号化できる。このような位置のそれぞれ
は、４行に対応し、４×２５０＝１０００個の位置を与える。このように、合計して９６
０００個の位置を符号化できる。しかし、Ｘの符号化は差に基づいているので、１番目の
数字列が始まる位置を選択できる。この１番目の数字列が７個の異なった位置から始めら
れることを考慮すると、７×９６０００＝６７２０００個の位置を符号化できる。Ｘ座標
が決定された場合、第１の縦列にある第１の数字列の開始位置が計算できる。第１の数字
列の前述した７個の異なる開始位置は、異なる紙や製品上の入力表面を符号化できるよう
にする。
【０１０６】
　更に、位置符号化パターンが果たす役割を示すために、次に、前述した位置コードの実
施形態に基づく特別の例を示す。
【０１０７】
　図６は、位置を決定する装置によって読み込まれる４×４のシンボルを含む画像の一例
を示している。
【０１０８】
　これらの４×４のシンボルは、次の値を持っている。
　　  ４  ４  ４  ２
　　  ３  ２  ３  ４
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　　  ４  ４  ２  ４
　　  １  ３  ２  ４
【０１０９】
　これらの値は、次の２進ＸコードとＹコードを表している。
　　　 ：　　　　　  　　 ：
　　  ０  ０  ０  ０　　　　　　　０  ０  ０  １
　　  １  ０  １  ０　　　　　　　０  １  ０  ０
　　  ０  ０  ０  ０　　　　　　　０  ０  １  ０
　　  １  １  ０  ０　　　　　　　１  ０  １  ０
【０１１０】
　縦方向のＸ並びは、数字列内の位置２　０　４　６を符号化している。縦列間の差は－
２　４　２であり、７を法とする剰余は５　４　２になる。これは、混合基数で、（５－
３）×８＋（４－３）×２＋（２－１）＝１６＋２＋１＝１９の位置を符号化する。最初
に符号化されるＸの位置は位置０であるので、１～２の範囲内にあり、４×４のシンボル
内に見られるこの差は、２０番目の差になる。更に、このような差のそれぞれに対する３
つの縦列の合計が存在し、開始の縦列が存在するので、４×４のＸコードの一番右の縦方
向の並びがＸコードの６１番目（３×２０＋１＝６１）の縦列に属し、一番左の縦方向の
並びが５８番目に属する。
【０１１１】
　横方向のＹ並びは、数字列内の位置０  ４  １  ３を符号化する。これらの数字列は、５
８番目の縦列から始まるので、行の開始位置は、これらの数字から５７を引いたものの７
を法とする剰余であり、開始位置が６  ３  ０  ２になる。混合基数の数に変換すると、こ
れは６－２、３－２、０－０、２－２＝４  １  ０  ０になる。ここで、３番目の桁が注目
している数字内の最下位桁である。次に、４番目の桁が次の数字内の最上位桁である。こ
の場合、これは、注目している数字内のものと同じにならなければならない（注目してい
る数字が位置の全てで取り得る最大の数から構成される場合に、例外が発生する。その場
合、次の数字の始まりが、注目している数字の始まりよりも１大きくなることが分かる）
。
【０１１２】
　次に、４桁の数字の位置が、混合基数で、０×５０＋４×１０＋１×２＋０×１＝４２
になる。
【０１１３】
　従って、Ｙコードの３番目の行が、４３番目になり、これは０か１の開始位置を持ち、
そして、このような行のそれぞれについて全部で４行あるので、３番目の行が４３×４＝
１７２番になる。
【０１１４】
　従って、この例で、４×４のシンボルグループに対する一番左上の角の位置が（５８，
１７０）になる。
【０１１５】
　４×４のグループのＸ並びが行１７０上で始まるので、全パターンのＸ縦列は、数字列
の位置（（２  ０  ４  ６）－１６９）  ｍｏｄ  ７＝１  ６  ３  ５から始まる。最後の開始位
置（５）と最初の開始位置の間で、数字０～１９が混合基数で符号化され、混合基数での
数字０～１９の表示を合計することによって、これらの縦列の間の合計差を得る。これを
行なう簡単なアルゴリズムがこれら２０個の数字を生成し、直接それらの数を合計するこ
とになる。結果の総和はｓと言われる。よって、紙や入力表面は、（５－ｓ）ｍｏｄ  ７
によって得られる。
【０１１６】
　上記の例で、一実施形態が説明され、その中で、各位置は４×４のシンボルを使用して
符号化され、７ビットの数字列が使用された。もちろん、これは、ほんの一例にすぎない
。位置は、より多くのまたはより少ない数のシンボルを使用して符号化できる。シンボル
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の数を両方の方向で同じにする必要がない。数字列を異なった長さにし、２進数以外にし
ても良いし、他の基数に基づくことも可能である。Ｘ方向の符号化とＹ方向の符号化に異
なった数字列を使用可能である。シンボルは、値の異なる数字を持てる。上述から明らか
なように、６×６のシンボルを使用した符号化が、現在のところ好適であり、この場合に
、各シンボルは４個の値を仮定できる。当業者であれば、このような符号化に関する前述
の例を簡単に一般化可能である。
【０１１７】
　上記の例では、マーキングを点としているが、もちろん、別の形状にすることもできる
。例えば、マーキングは、仮想ラスター点から始まり、そこから所定の位置に伸びるダッ
シュ記号または何か他の指標から構成できる。
【０１１８】
　上記の例では、正方形の形の部分表面内のシンボルが、位置の符号化に使用されている
。部分表面は例えば、六角形などの別の形にすることも可能である。シンボルは、互いに
９０度の角度の行と列に沿って配置される必要はなく、別の方法で配置され得る。
【０１１９】
　位置コードを検出するには、仮想のラスターが決定されなければならない。これは、別
のマーキング間の距離を調べることによって行う。２つのマーキングの間の最も短い距離
が、値１と３を持つ２つの隣接したシンボルから導かれなければならない。これによって
、マーキングが２つのラスター点の間の１つのラスター線上に配置される。このようなマ
ーキングの組みが検出された場合に、関連するラスター点が、ラスター点間の距離とラス
ター点からのマーキングのずれ量の知識を使用して決定され得る。１度、２つのラスター
点が配置されると、他のマーキングへの測定された距離とラスター点間の距離の知識を使
用して、次のラスター点が決定できる。
【０１２０】
　カレンダー の手書き を行うためのディジタルペンの実施態様を図７に概略的に
示す。ペンは、概略ペンの形状を有するケース１１を備える。ケースの一方の短い側には
開口１２がある。短い側は、入力を行うカレンダーページから短距離で当接または位置づ
けられるように意図されている。
【０１２１】
　ケースは、光学部品、電子回路部品および電源を基本的に含んでいる。
【０１２２】
　光学部品は、少なくとも、画像化されることになる表面を照明する１個の発光ダイオー
ド１３、及び、二次元イメージを記録するＣＣＤやＣＭＯＳセンサーなどの光電性エリア
センサ１４を備える。また、装置はレンズ系を備えてよい。
【０１２３】
　装置の電源は、ケースの独立した区画に取り付けられた電池１５から供給される。電子
回路部品は、記録された画像に基づいて位置および／または時間を決定する画像処理手段
１６、具体的には、センサーから画像を読み取り、これらの画像に基づいて位置および／
または時間の決定を実行するようプログラムされたプロセッサを備える。
【０１２４】
　ディジタルペンは、また、ペンポイント１７を備えており、これによって、カレンダー

の入力表面への普通の顔料系による筆記を行うことができる。ペンポイント１７は、使
用者がそれを使用するかどうかを制御できるように、出し入れ可能である。
【０１２５】
　更に、ディジタルペンは、ユーザーがこの装置を稼動させ制御する手段としてのボタン
１８を備える。また、装置は、情報を無線で送受信するためのトランシーバ１９を備える
。転送は、赤外線または、好ましくはブルートゥース規格に従った短距離無線リンクによ
って実行できる。
【０１２６】
　ディジタルペンは、実時間時計２０および、アラームを発するための警音器２１も備え
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る。また、記録されたカレンダー情報を表示するためのディスプレイ２２も備えることが
できる。
【０１２７】
　警音器は、ペンが機能またはコマンドを表現する座標を検出した時に、機能が検出され
たことを使用者がわかるように信号で知らせるために使用できる。代替的に、この信号は
光信号として付与することもできる。
【０１２８】
　ディジタルペンは、別の例として、複数の物理的なケースに分割でき、第１のケースは
、エリアセンサと他の部品を含んでおり、これらは、コードの画像を取り込み、これを第
２のケースに配置されたプロセッサ及び他の部品に転送するために必要とされ、第２のケ
ースのプロセッサでは、記録された１又は複数の画像に基づいて位置および／又は時間の
決定が実行される。好ましい実施態様では、上記の絶対位置符号化パターンが使用され、
それはセンサによって撮像される。プロセッサは、センサにより取得された画像を、少な
くとも画像に対応する座標が決定され得る程度まで処理する。従って、記録された情報は
、取得された画像を直接転送するよりもはるかにコンパクトなフォーマットで転送できる
。
【０１２９】
　使用者が、上記の位置コードが設けられたカレンダーページ１に入力を行う場合、ペン
ポイント１７により普通のやり方でページに書き込めば、ディジタルペンはペンの視野内
にあるコードのその部分の画像を連続的に記録する。さらに、ペンは各画像が対応する位
置を決定する。使用者がペンポイントで入力を行う間に記録された位置は、ペンのメモリ
に記憶される。それらは、手書き のディジタル記述および、入力が行われたカレン
ダーにおける位置、従ってその入力が関係する時間または入力エリアに関する情報の両方
を表現する。このようにして決定されたカレンダー情報は、例えば使用者の職場のコンピ
ュータの電子カレンダー に転送したり、またはペンの電子カレンダー に直接記憶する
ことができる。
【０１３０】
　図８は、カレンダー情報を処理するためのシステムを概略的に示している。図は、カレ
ンダー から記録された情報を処理するための各種代替例を例示することを意図している
。
【０１３１】
　システムは、上述の形式のカレンダー ８０、図７に関して述べた態様で設計できるデ
ィジタルペン８１、ディジタルペンが通信可能でありディジタルカレンダー を備えるコ
ンピュータ８２および、インターネットを介して連絡できるサーバー８３を含む。
【０１３２】
　この時、使用者がディジタルペン８１でカレンダー ８０に入力を行うと仮定する。入
力はペンによりディジタルで記録され、ペンのメモリに座標列として記憶される。入力が
行われた時刻は、タイムスタンプとして座標列とともに記録され格納される。
【０１３３】
　第１の例によれば、座標列の形態の入力および、タイムスタンプは、ディジタルペンが
コンピュータと連絡すると直ちにコンピュータに転送される。コンピュータ８２は、座標
列をカレンダー情報として認識するプログラムを有する。プログラムは、入力が関係づけ
られる固有の時間を、座標にもとづいて決定可能にする記憶された情報を有する。入力は
、エリア内の、または所定の固有の時間に対応するエリアと関係するディジタルカレンダ
ー の画像として記憶されている。ディジタルカレンダー はまた、物理的カレンダー
８０に行われた入力の画像も含むはずである。タイムスタンプは入力とともに記憶される
。
【０１３４】
　コンピュータ８２のプログラムはＯＣＲモジュールを含むこともできる。物理的カレン
ダー の入力が活字体で書かれた場合、それらはＯＣＲモジュールによって識別され、入
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力が検索可能となるように文字符号化フォーマットで記憶され得る。
【０１３５】
　別の例によれば、ディジタルペン８１自体が、コンピュータに存在するような上述のソ
フトウェアを含む。その場合、ディジタルペンは、入力が関連する固有の時間の指標とと
もに、図形的または文字符号化フォーマットで入力を転送できる。しかし、この例では、
ディジタルペンにおいてより多くのプロセッサ能力を必要とし、従って前の例よりも高額
となるので、現在あまり好ましいものではない。
【０１３６】
　さらに別の例によれば、ディジタルペンは、全てのカレンダー の入力をインターネッ
ト上のサーバー８３に転送するように適合される。その場合、このサーバーは、第１の例
においてコンピュータ内で実行された機能を実行することができる。この場合、入力は、
ウェブベースのディジタルカレンダー に記憶することが出来る。あるいはまた、サーバ
ーは、そのディジタルカレンダー において入力が記憶されるべき場所に関する命令によ
って、入力を使用者のコンピュータ８２に転送できる。
【０１３７】
　従って、カレンダー の異なる座標が関係づけられた時間に関する情報は、ディジタル
ペン８１、カレンダー 使用者のコンピュータ８２またはインターネットのサーバー８３
で入手可能となり得る。また、情報はこれらの装置間で多様な方法で配信することもでき
る。
【０１３８】
　図９は、本発明に従ってカレンダー に含めることができるカレンダーページ９０の例
を示す。カレンダーページは、使用者が電子メールを送信できるようにする。ページは、
異なるフィールドに分割されている入力エリア９１を含む。第１のフィールド９２は受信
者を示すために、第２のフィールド９３はメールの題目を示すために、そして第３のフィ
ールド９４は実際のメールメッセージのために使用される。第１および第２のフィールド
９２、９３の情報は、これらのフィールドの内容がコンピュータによって解釈できるよう
に、文字認識および文字符号化フォーマットへの変換を可能にするために、活字体で書か
れる。第３のフィールドの情報は、手で筆記または描画される任意の図形的情報とするこ
とができる。カレンダーページは、メールを送信するというコマンドを規定する機能フィ
ールド９５も有する。カレンダーページは、全体の入力エリア９１にわたり、拡大された
エリア９６によって略示している上述の絶対位置符号化パターンの部分が備わっている。
この部分は、そのエリアがメール情報に専用である仮想表面のエリア内の点の座標を符号
化する。座標エリアの各種部分エリアは、住所情報用、題目情報用およびメッセージ情報
用にできる。機能フィールド９５は絶対位置符号化パターンの特殊な部分を備えることが
でき、この部分は「送信」コマンドを符号化している。
【０１３９】
　カレンダー の使用者がメールを送信したい場合、使用者が、自分のディジタルペンで
アドレス情報、題目情報およびメッセージ情報を書き込むと、ペンがそのバッファメモリ
に記憶される座標列の形で情報を記録する。その後、使用者は、メールを送信するべきこ
とを指示するために機能フィールドをマークする。ペンは、機能フィールドのマークに対
応する座標を記録する。その後ペンはメール情報を様々な方法で処理できる。一例によれ
ば、アドレス情報を解釈し、メールを生成するソフトウェアをペン自体が有し、これによ
ってメールは移動電話によりまたはインターネットを介してコンピュータにより受信者に
送信される。別の例では、各種座標列がコンピュータに送られ、このコンピュータが、受
信された情報がメールであると認識するソフトウェアおよび、アドレス情報を解釈しその
アドレスに送信されるメールを上述の通り生成するソフトウェアを有している。第３の例
として、ペンは、上述の機能を実行するインターネット上のサーバーに座標列を送信する
ようにプログラムすることができる。
【０１４０】
　カレンダー は、例えばファックスやＳＭＳなどの送信を、その対応する態様で可能に
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し、図形的すなわち手書きの情報のためのアドレスフィールドおよびメッセージフィール
ドを含む同様の形式の多数の異なるページを好適に含むことができる。
【０１４１】
　上述の例は多くの点で変更し得る。一例によれば、手書き は、加速度計といった
ペンの動きを検出するディジタルペンで記録でき、また、時間の決定は時間コードを撮像
することによって実行できる。
【０１４２】
　手書き を電子的に記録する別の態様では、ディジタルペンは、手書き を行
う間に部分的に重なり合う内容を有する多数の画像を取得し、部分的に重なり合う内容に
よって各画像の取得の間にペンがどのように移動したかを決定し、それにより手書きの電
子的記録を行うように適応させることができる。位置の記録と比較して電子的記録を実行
するこの方法の短所は、入力エリアにおいて入力が行われる場所に関する情報または、ペ
ンを途中で持ち上げて入力された文字が相互にどのように関連するかの情報がまったく存
在しないことである。
【０１４３】
　手書き の電子的記録のためのさらに別の代替例によれば、ディジタルペンは、手
書き を行う間に多数の画像を取得し、それらの画像が手書き の合成画像にま
とめられるように適応させることもできる。従ってこの場合、入力の直接的な電子画像処
理が行われる。しかしこの実施態様は、前の２例よりも大量のメモリを必要とする。
【０１４４】
　ディジタル化された手書き は、ビットマップすなわち画像により、または、ペン
の動きを記述するベクトルまたは座標により記憶できる。特に入力が活字体で書かれ、従
ってつながった文字がない場合、装置に文字認識プログラム、いわゆるＩＣＲプログラム
（インテリジェント文字認識）を使用し、それによって、書かれた文字を解釈しそれらを
文字符号化フォーマットで記憶することが可能である。
　またディジタルペンは、電子的に記録された手書き および所定の固有の時間にも
とづき間近の活動について使用者に警告する手段を備えることもできる。例えば、使用者
がある時点に入力を行った時にアラームが設定でき、ペンの実時間時計がその時点に達し
た時にアラームが作動する。あるいはまた、ペンは、アラームを設定するために使用者が
特別な操作を実行しなければならない、例えば電話によってある時点を物理的カレンダー

に送信しなければならないように設計できる。この機能によって、使用者は、従来技術
の形式の紙ベースのカレンダー では実現されない付加的な合図を自動的に得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、絶対位置符号化パターンを備え、複数のカレンダーエリアおよび複数の
入力エリアを含む本発明に従ったカレンダー のページを示す。
【図２】図２は、絶対位置符号化パターンが符号化できる座標を有する全ての絶対点によ
り構成される仮想表面の略図である。
【図３】図３は、カレンダー のページの第２の例を示す。
【図４】図４は、絶対位置符号化パターンを備える１枚の用紙を概略的に示す。
【図５】図５は、図４の絶対位置符号化パターンに従ってシンボルがどのように設計でき
るかを概略的に示す。
【図６】図６は、位置を符号化するために使用される４×４シンボルの例を概略的に示す
。
【図７】図７は、本発明に従った態様に含まれ得るディジタルペンを示す。
【図８】図８は、本発明に従った態様の例を示す。
【図９】図９は、入力エリアとメール機能を備えるカレンダーページの例を示す。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ４ 】

【 図 ３ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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