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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書情報が印刷された用紙に対する筆記位置を示す座標と、該用紙を識別する情報であ
る用紙識別情報と、該用紙内の欄に関する定義であるフォーム定義を識別するフォーム定
義識別情報を筆記情報として受け付ける受付手段と、
　前記受付手段によって受け付けられた筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を取り
出せるか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、フォーム定義識別情報と
フォーム定義を対応付けて記憶している第１の記憶手段から、フォーム定義識別情報に対
応するフォーム定義を取り出せるか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第２の判断手段によって取り出せると判断した場合は、前記第１の記憶手段から、
前記フォーム定義を取り出す取出手段と、
　前記取出手段によって取り出されたフォーム定義に基づいて、文書を生成する生成手段
と、
　前記生成手段によって生成された文書に、前記受付手段によって受け付けられた筆記情
報内の筆記を重ね合わせる重合手段と、
　前記第２の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、前記受付手段によって受
け付けられた筆記情報を第２の記憶手段に記憶させるように制御する記憶制御手段
　を具備し、
　前記第２の判断手段は、前記第１の記憶手段にフォーム定義識別情報とフォーム定義の
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新たな組み合わせが記憶された場合に、前記第２の記憶手段に記憶された筆記情報内のフ
ォーム定義識別情報と対応付けられているフォーム定義を、該第１の記憶手段から取り出
せるか否かを判断する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　コンピュータを、
　文書情報が印刷された用紙に対する筆記位置を示す座標と、該用紙を識別する情報であ
る用紙識別情報と、該用紙内の欄に関する定義であるフォーム定義を識別するフォーム定
義識別情報を筆記情報として受け付ける受付手段と、
　前記受付手段によって受け付けられた筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を取り
出せるか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記第１の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、フォーム定義識別情報と
フォーム定義を対応付けて記憶している第１の記憶手段から、フォーム定義識別情報に対
応するフォーム定義を取り出せるか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記第２の判断手段によって取り出せると判断した場合は、前記第１の記憶手段から、
前記フォーム定義を取り出す取出手段と、
　前記取出手段によって取り出されたフォーム定義に基づいて、文書を生成する生成手段
と、
　前記生成手段によって生成された文書に、前記受付手段によって受け付けられた筆記情
報内の筆記を重ね合わせる重合手段と、
　前記第２の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、前記受付手段によって受
け付けられた筆記情報を第２の記憶手段に記憶させるように制御する記憶制御手段
　として機能させ、
　前記第２の判断手段は、前記第１の記憶手段にフォーム定義識別情報とフォーム定義の
新たな組み合わせが記憶された場合に、前記第２の記憶手段に記憶された筆記情報内のフ
ォーム定義識別情報と対応付けられているフォーム定義を、該第１の記憶手段から取り出
せるか否かを判断する
　ことを特徴とする情報処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、筆記情報を扱う際の利便性を向上することを課題とし、端末装置、文
書サーバ、識別情報サーバからなるシステムであり、端末装置は、電子ペンから得た位置
情報に基づいて筆記生成部により筆記情報を生成し、電子ペンから得た識別情報と共に識
別情報サーバに送信し、識別情報サーバは、受信した識別情報に対応する電子文書に対す
る複製文書へのリンク情報に筆記情報を付加した筆記ファイルをファイル生成部により生
成し、端末装置に送信し、端末装置は、受信した筆記ファイルをファイル管理部により管
理し、筆記ファイルの操作に応じて、リンク情報に基づいて文書サーバに電子文書の取得
を要求し、文書サーバは、要求された電子文書を文書取得部により取得し、端末装置に送
信することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８６６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　本発明は、用紙に情報画像を印刷するために必要な情報である用紙識別情報の他に、そ
の用紙内の欄に関する定義であるフォーム定義のフォーム定義識別情報を含めて情報画像
を生成するようにした情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、文書情報が印刷された用紙に対する筆記位置を示す座標と、該用紙
を識別する情報である用紙識別情報と、該用紙内の欄に関する定義であるフォーム定義を
識別するフォーム定義識別情報を筆記情報として受け付ける受付手段と、前記受付手段に
よって受け付けられた筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を取り出せるか否かを判
断する第１の判断手段と、前記第１の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、
フォーム定義識別情報とフォーム定義を対応付けて記憶している第１の記憶手段から、フ
ォーム定義識別情報に対応するフォーム定義を取り出せるか否かを判断する第２の判断手
段と、前記第２の判断手段によって取り出せると判断した場合は、前記第１の記憶手段か
ら、前記フォーム定義を取り出す取出手段と、前記取出手段によって取り出されたフォー
ム定義に基づいて、文書を生成する生成手段と、前記生成手段によって生成された文書に
、前記受付手段によって受け付けられた筆記情報内の筆記を重ね合わせる重合手段と、前
記第２の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、前記受付手段によって受け付
けられた筆記情報を第２の記憶手段に記憶させるように制御する記憶制御手段を具備し、
前記第２の判断手段は、前記第１の記憶手段にフォーム定義識別情報とフォーム定義の新
たな組み合わせが記憶された場合に、前記第２の記憶手段に記憶された筆記情報内のフォ
ーム定義識別情報と対応付けられているフォーム定義を、該第１の記憶手段から取り出せ
るか否かを判断することを特徴とする情報処理装置である。
【００１０】
　請求項２の発明は、コンピュータを、文書情報が印刷された用紙に対する筆記位置を示
す座標と、該用紙を識別する情報である用紙識別情報と、該用紙内の欄に関する定義であ
るフォーム定義を識別するフォーム定義識別情報を筆記情報として受け付ける受付手段と
、前記受付手段によって受け付けられた筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を取り
出せるか否かを判断する第１の判断手段と、前記第１の判断手段によって取り出せないと
判断した場合は、フォーム定義識別情報とフォーム定義を対応付けて記憶している第１の
記憶手段から、フォーム定義識別情報に対応するフォーム定義を取り出せるか否かを判断
する第２の判断手段と、前記第２の判断手段によって取り出せると判断した場合は、前記
第１の記憶手段から、前記フォーム定義を取り出す取出手段と、前記取出手段によって取
り出されたフォーム定義に基づいて、文書を生成する生成手段と、前記生成手段によって
生成された文書に、前記受付手段によって受け付けられた筆記情報内の筆記を重ね合わせ
る重合手段と、前記第２の判断手段によって取り出せないと判断した場合は、前記受付手
段によって受け付けられた筆記情報を第２の記憶手段に記憶させるように制御する記憶制
御手段として機能させ、前記第２の判断手段は、前記第１の記憶手段にフォーム定義識別
情報とフォーム定義の新たな組み合わせが記憶された場合に、前記第２の記憶手段に記憶
された筆記情報内のフォーム定義識別情報と対応付けられているフォーム定義を、該第１
の記憶手段から取り出せるか否かを判断することを特徴とする情報処理プログラムである
。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の情報処理装置によれば、筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を取り出
せない場合に、フォーム定義から文書を生成して、筆記を重ね合わせることができる。ま
た、用紙識別情報を用いてフォーム定義を取り出せない場合にあって、筆記情報を記憶さ
せることができる。また、フォーム定義識別情報とフォーム定義の新たな組み合わせが記
憶された場合に、未だ文書に重ね合わせられていない筆記情報に対して、対応する文書を
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生成し、筆記情報を該文書に重ね合わせることが可能になる。
【００１６】
　請求項２の情報処理プログラムによれば、筆記情報内の用紙識別情報に対応する文書を
取り出せない場合に、フォーム定義から文書を生成して、筆記を重ね合わせることができ
る。また、用紙識別情報を用いてフォーム定義を取り出せない場合にあって、筆記情報を
記憶させることができる。また、フォーム定義識別情報とフォーム定義の新たな組み合わ
せが記憶された場合に、未だ文書に重ね合わせられていない筆記情報に対して、対応する
文書を生成し、筆記情報を該文書に重ね合わせることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を実現化する場合のシステム例を示す説明図である。
【図３】情報画像が印刷された電子ペン用紙の例を示す説明図である。
【図４】電子ペン内の構成例を示す説明図である。
【図５】電子ペンによる処理例を示すフローチャートである。
【図６】帳票イメージ、フォーム定義の例を示す説明図である。
【図７】本実施の形態で取り扱う情報画像（コードパターン画像）の例を示す説明図であ
る。
【図８】本実施の形態における情報の符号化処理例及び情報画像（ドットコード画像）の
生成処理例を示す説明図である。
【図９】電子文書管理テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１０】フォーム定義テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１１】フォーム定義・帳票イメージ対応テーブルのデータ構造例を示す説明図である
。
【図１２】フォーム定義生成システムの構成例についての概念的なモジュール構成図であ
る。
【図１３】フォーム定義生成システムによる処理例を示すフローチャートである。
【図１４】電子ペン用紙印刷システムの構成例についての概念的なモジュール構成図であ
る。
【図１５】電子ペン用紙印刷システムによる処理例を示すフローチャートである。
【図１６】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１７】筆記情報処理システムの構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１８】筆記情報処理システムによる処理例を示すフローチャートである。
【図１９】筆記情報処理システムによる処理例を示すフローチャートである。
【図２０】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
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記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に１対１に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異な
った値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値も含む）が同じ
であってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する記載は、「Ａで
あるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、Ａ
であるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（１対１対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理ごとに又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその
処理ごとに、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果
を記憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理
後の記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶
装置としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、外部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００１９】
　用紙識別情報とは、用紙を一枚一枚特定するための情報であり、後述の紙ＩＤ（ＩＤｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と同一のものである（以下、紙ＩＤともいう）。用紙識別情報
は、その用紙識別情報を表す情報画像が用紙に印刷されることで、用紙を一意に識別する
ことが可能になる。本実施の形態である情報処理装置は、用紙に情報画像を印刷するため
に必要な情報である用紙識別情報の他に、その用紙内の欄に関する定義であるフォーム定
義のフォーム定義識別情報（以下、フォーム定義ＩＤともいう）を含めて情報画像を生成
するものであって、図１の例に示すように、フォーム定義識別情報受付モジュール１００
、フォーム定義受付モジュール１１０、情報画像生成モジュール１２０、印刷モジュール
１３０、対応付モジュール１４０、フォーム定義記憶モジュール１５０を有している。
　紙面に電子ペンで筆記することにより、その筆記を電子化した筆記情報を取得する技術
に関するものである。こうした技術では、まず、紙面に対し、紙面上の位置に固有な情報
画像（符号パターン）を印刷しておく。これにより、電子ペンで紙面に筆記すると、電子
ペンがペン先の位置にある情報画像を読み取って復号し、筆記位置を判別する。そして、
判別された複数の筆記位置から筆記情報を生成する。
【００２０】
　フォーム定義識別情報受付モジュール１００は、情報画像生成モジュール１２０、対応
付モジュール１４０と接続されている。フォーム定義識別情報受付モジュール１００は、
用紙内の欄に関する定義を示す情報であるフォーム定義に対応付けるフォーム定義識別情
報を受け付ける。フォーム定義自体は、フォーム定義受付モジュール１１０が受け付ける
。フォーム定義識別情報受付モジュール１００が受け付ける「フォーム定義識別情報」は
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、フォーム定義を本実施の形態において一意に識別できる情報である。受け付けるフォー
ム定義識別情報は複数であってもよい。また、用紙として、手書きによる文字等が記載さ
れるものであって、例えば、帳票、アンケート用紙等が該当する。
　フォーム定義受付モジュール１１０は、対応付モジュール１４０と接続されている。フ
ォーム定義受付モジュール１１０は、用紙内の欄に関する定義であるフォーム定義を受け
付ける。「用紙内の欄に関する定義を示す情報」とは、用紙内の欄に記載された筆記を認
識等するための情報であって、例えば、その欄がある位置、その欄に記載されるべき文字
の範囲等がある。具体的には、図１０に例示のフォーム定義テーブル１０００の欄Ｎｏ．
欄１０２０群を用いて後述する。
【００２１】
　情報画像生成モジュール１２０は、フォーム定義識別情報受付モジュール１００、印刷
モジュール１３０と接続されている。情報画像生成モジュール１２０は、用紙内の座標と
、その用紙を識別する情報である用紙識別情報と、フォーム定義識別情報受付モジュール
１００によって受け付けられたフォーム定義識別情報を示す画像である情報画像を生成す
る。つまり、生成された情報画像には、少なくとも座標、用紙識別情報、フォーム定義識
別情報の３つの情報が含まれていることになる。具体的には、図７、８等を用いて後述す
る。
　印刷モジュール１３０は、情報画像生成モジュール１２０と接続されている。印刷モジ
ュール１３０は、情報画像生成モジュール１２０によって生成された情報画像を文書情報
に重ね合わせて、用紙に印刷する。具体的には、図３に例示する電子ペン用紙３１０を出
力する。
　対応付モジュール１４０は、フォーム定義識別情報受付モジュール１００、フォーム定
義受付モジュール１１０、フォーム定義記憶モジュール１５０と接続されている。対応付
モジュール１４０は、フォーム定義識別情報とフォーム定義を対応付け、その対応付け結
果をフォーム定義記憶モジュール１５０に記憶させる。つまり、フォーム定義識別情報を
用いてフォーム定義を抽出できるようにする。
　フォーム定義記憶モジュール１５０は、対応付モジュール１４０と接続されている。フ
ォーム定義記憶モジュール１５０は、対応付けられたフォーム定義識別情報とフォーム定
義を記憶する。具体的には、図１０に例示するフォーム定義テーブル１０００を記憶する
。
【００２２】
　図２は、本実施の形態を実現化する場合のシステム例を示す説明図である。
　フォーム定義生成システム２１０、電子ペン用紙印刷システム２２０、筆記情報処理シ
ステム２３０がある。電子ペン用紙印刷システム２２０には印刷装置２２５が接続されて
おり、筆記情報処理システム２３０には電子ペン２３５が接続されている。
　フォーム定義生成システム２１０は、フォーム定義を生成するシステムであって、後述
する図１２に例示のモジュール構成を含んでおり、図１３に例示のフローチャートによる
処理を行う。
　電子ペン用紙印刷システム２２０は、フォーム定義生成システム２１０によって生成さ
れたフォーム定義等を用いた情報画像（以下、ドットコード画像ともいう）を重ね合わせ
た文書を、印刷装置２２５を用いて用紙に印刷するシステムであって、図１に例示のモジ
ュール構成を含んでおり、又は、後述する図１４に例示のモジュール構成を含んでおり、
図１５に例示のフローチャートによる処理を行う。
　筆記情報処理システム２３０は、電子ペン用紙印刷システム２２０によって印刷された
用紙に対して電子ペン２３５を用いて筆記が行われた場合に、その筆記情報を文書に重ね
合わせるシステムであって、後述する図１６に例示のモジュール構成を含んでおり、又は
、図１７に例示のモジュール構成を含んでおり、図１８又は図１９に例示のフローチャー
トによる処理を行う。
【００２３】
　本実施の形態以外の情報処理システムでの電子ペンに関する処理では、電子ペン用紙上
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に印刷される帳票イメージ、又は、筆記を処理する際に使用するフォーム定義と、用紙に
割り当てられる紙ＩＤとの対応関係は、帳票を印刷して電子ペン用紙を作成する際に決定
され、その情報処理システム中に記憶される。電子ペンを使用して手書きされた筆記情報
を処理する際には、筆記情報から紙ＩＤを取り出し、情報処理システム中に記憶されてい
る情報をたどって帳票イメージや、フォーム定義を取り出す。
　しかし、この方法は、電子ペン用紙を印刷するシステムと、筆記情報を処理するシステ
ムの独立性が高い場合には使用できない。例えば、電子ペン用紙を印刷するシステムと筆
記情報を処理するシステムが別のシステムであり、さらに通信ネットワークがなく、分離
されているような場合がこれにあたる。通信ネットワークとして接続されている場合であ
っても、電子ペン用紙を印刷するシステムが、筆記情報を処理するシステムに情報を提供
する機能をもつには、コストの高いサーバシステムを構築する必要があるような場合もあ
り、本実施の形態以外の情報処理システムを適用しにくい。
【００２４】
　なお、フォーム定義生成システム２１０、電子ペン用紙印刷システム２２０、筆記情報
処理システム２３０は、図２に示す例では互いに独立しているが、通信回線（有線、無線
、その混合を問わない回線）によって接続されていてもよいし、その一部（例えば、フォ
ーム定義生成システム２１０、電子ペン用紙印刷システム２２０）が通信回線によって接
続されていてもよい。なお、本実施の形態では、フォーム定義生成システム２１０によっ
て生成されたフォーム定義とフォーム定義識別情報が対応付けられた情報を共有している
。
　例えば、共有方法としては、以下のようなバリエーションがありうる。
（１）フォーム定義とフォーム定義識別情報との対応のコピーを電子ペン用紙印刷システ
ム２２０外に取り出すことができる機能が用意されている。そして、フォーム定義とフォ
ーム定義識別情報との対応を、筆記情報処理システム２３０に登録する機能が用意されて
いる。例えば、フォーム定義とフォーム定義識別情報との対応のコピーを取り出してＵＳ
Ｂメモリ等にコピーし、そのＵＳＢメモリを介して筆記情報処理システム２３０に登録す
る。
（２）フォーム定義生成システム２１０と電子ペン用紙印刷システム２２０が単一のシス
テム中（例えば、フォーム定義生成システム２１０と電子ペン用紙印刷システム２２０が
通信回線を介して接続されているシステム等）に共存しており、筆記情報処理システム２
３０は独立している場合について、前者のフォーム定義生成システム２１０と電子ペン用
紙印刷システム２２０によって構成されているシステムには、フォーム定義とフォーム定
義識別情報との対応のコピーを同システム外に取り出すことができる機能が用意されてお
り、後者の筆記情報処理システム２３０には、取り出したフォーム定義とフォーム定義識
別情報との対応を登録する機能が用意されている。
【００２５】
　図３は、本実施の形態によって、情報画像が印刷された電子ペン用紙３１０の例を示す
説明図である。電子ペン用紙３１０は、電子ペン用紙印刷システム２２０が印刷装置２２
５（印刷モジュール１３０）を用いて印刷するものである。電子ペン用紙３１０には、ド
ットコード画像が印刷されている。例えば、電子ペン用紙３１０内の領域３２０には、領
域３２０内を拡大して示している図３（ｂ）のようなドットコード画像が印刷されている
。ドットコード画像によって、電子ペン用紙３１０一枚一枚に割り当てられたＩＤ（紙Ｉ
Ｄ）と用紙上の位置情報（Ｘ，Ｙ座標値）とフォーム定義ＩＤが表現されている。
　例えば、紙ＩＤは、３２ビットの空間内の数値である。文字列表記の場合は、１６進文
字列により表記する。よって、紙ＩＤの範囲は「００００００００」から「ＦＦＦＦＦＦ
ＦＦ」である。フォーム定義ＩＤは、紙ＩＤのビット数よりも少ないのが一般的である。
また、紙ＩＤとフォーム定義ＩＤのビット数を合わせて３２ビットとしてもよい。
【００２６】
　図４は、電子ペン２３５内の構成例を示す説明図である。
　概要を説明する。電子ペン用紙３１０上に電子ペン２３５で筆記する際、圧力センサが
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ＯＮになると、電子ペン用紙３１０上のドットコード画像を撮像し、デコードして、電子
ペン用紙３１０の紙ＩＤと電子ペン用紙３１０上の位置情報（Ｘ，Ｙ座標値）、紙ＩＤ、
フォーム定義ＩＤを取り出し、メモリに格納する。そして、メモリに格納された情報は、
通信回路を経由して筆記情報処理システム２３０に送信する。なお、圧力センサがＯＮに
なった情報として筆圧ＯＮ情報、圧力センサがＯＦＦになった情報として筆圧ＯＦＦ情報
をもメモリに格納してもよい。また、それぞれの情報が発生した時刻に関する情報（年、
月、日、秒、秒以下、又はこれらの組み合わせであってもよい）を含ませるようにしても
よい。そして、デコードできなかったことを示す読取不可情報が含まれていてもよい。
【００２７】
　次に詳細に説明する。図示するように、電子ペン２３５は、ペン全体の動作を制御する
制御回路４０１を備える。また、制御回路４０１は、入力画像から検出したドットコード
画像を処理する画像処理部４０１ａと、そこでの処理結果から紙ＩＤ及び位置情報を抽出
するデータ処理部４０１ｂとを含む。
　そして、制御回路４０１には、電子ペン２３５による筆記動作をペンチップ４０９に加
わる圧力によって検出する圧力センサ４０２が接続されている。また、用紙上に赤外光を
照射する赤外ＬＥＤ４０３と、画像を入力する赤外ＣＭＯＳ４０４も接続されている。さ
らに、紙ＩＤ、フォーム定義ＩＤ及び位置情報等を記憶するための情報メモリ４０５と、
外部装置と通信するための通信回路４０６と、ペンを駆動するためのバッテリ４０７と、
ペンの識別情報(ペンＩＤ)を記憶するペンＩＤメモリ４０８も接続されている。
【００２８】
　ここで、この電子ペン２３５の動作の概略を説明する。
　電子ペン２３５による筆記が行われると、ペンチップ４０９に接続された圧力センサ４
０２が、筆記動作を検出する。これにより、赤外ＬＥＤ４０３が点灯し、赤外ＣＭＯＳ４
０４がＣＭＯＳセンサによって用紙上の画像を撮像する。
　なお、赤外ＬＥＤ４０３は、消費電力を抑制するために、ＣＭＯＳセンサのシャッタタ
イミングに同期させてパルス点灯する。
　また、赤外ＣＭＯＳ４０４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方
式のＣＭＯＳセンサを使用する。そして、赤外領域に感度があるＣＭＯＳセンサを使用す
る。また、外乱の影響を低減するために、ＣＭＯＳセンサ全面に可視光カットフィルタを
配置している。ＣＭＯＳセンサは、７０ｆｐｓ～１００ｆｐｓ（ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓ
ｅｃｏｎｄ）程度の周期で、画像を撮像する。なお、撮像素子はＣＭＯＳセンサに限定す
るものではなく、ＣＣＤ等、他の撮像素子を使用してもよい。
【００２９】
　このように撮像した画像が制御回路４０１に入力されると、制御回路４０１は、撮像し
た画像からドットコード画像を取得する。そして、それを復号し、ドットコード画像に埋
め込まれている紙ＩＤ、フォーム定義ＩＤ及び位置情報を取得する。
　以下、このときの制御回路４０１の動作について説明する。
　図５は、電子ペン２３５（制御回路４０１）による処理例を示すフローチャートである
。
　ステップＳ５０１では、画像処理部４０１ａは、画像を入力する。
　ステップＳ５０２では、画像に含まれるノイズを除去するための処理を行う。ここで、
ノイズとしては、ＣＭＯＳ感度のばらつきや電子回路により発生するノイズ等がある。ノ
イズを除去するために如何なる処理を行うかは、電子ペン２３５の撮像系の特性に応じて
決定すべきである。例えば、ぼかし処理やアンシャープマスキング等の先鋭化処理を適用
することができる。
　ステップＳ５０３では、画像処理部４０１ａは、画像からドットパターン（ドット画像
の位置）を検出する。例えば、２値化処理によりドットパターン部と背景部とを切り分け
、２値化された個々の画像位置からドットパターンを検出することができる。２値化画像
にノイズ成分が多数含まれる場合は、例えば、２値化画像の面積や形状によりドットパタ
ーンの判定を行うフィルタ処理を組み合わせる必要がある。
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【００３０】
　また、ステップＳ５０４では、画像処理部４０１ａは、検出したドットパターンを２次
元配列上のデジタルデータに変換する。例えば、２次元配列上で、ドットがある位置を「
１」、ドットがない位置を「０」というように変換する。そして、この２次元配列上のデ
ジタルデータは、画像処理部４０１ａからデータ処理部４０１ｂへと受け渡される。
　次いで、ステップＳ５０５では、データ処理部４０１ｂは、受け渡されたデジタルデー
タから、図７（ａ）に示した２つのドットの組み合わせからなるビットパターンを検出す
る。例えば、ビットパターンに対応するブロックの境界位置を２次元配列上で動かし、ブ
ロック内に含まれるドットの数が２つになるような境界位置を検出することにより、ビッ
トパターンを検出することができる。
　このようにしてビットパターンが検出されると、ステップＳ５０６では、データ処理部
４０１ｂは、ビットパターンの種類を参照することにより、同期符号を検出する。
　そして、ステップＳ５０７では、同期符号からの位置関係に基づいて、識別符号及び位
置符号を検出する。
　その後、ステップＳ５０８では、データ処理部４０１ｂは、識別符号を復号して紙ＩＤ
、フォーム定義ＩＤを取得し、位置符号を復号して位置情報を取得する。識別符号につい
ては、ＲＳ復号処理を施すことで紙ＩＤ、フォーム定義ＩＤを得る。一方、位置符号につ
いては、読み出した部分系列の位置を、画像生成時に使用したＭ系列と比較することで、
位置情報を得る。
【００３１】
　図６は、帳票イメージ６１０、フォーム定義６２０の例を示す説明図である。
　フォーム定義は、少なくともフォーム定義６２０（用紙内の欄に関する定義を示す情報
）を含み、帳票イメージ６１０を加えてもよい。フォーム定義６２０は、筆記情報のうち
、データ化する領域を示す情報であり、かつ、データ化する際の属性情報（データ化する
際の形式、文字認識する際の使用文字の範囲や、使用辞書の指定）をもつ。フォーム定義
６２０には、例えば、記入欄６２２、チェック欄群６２４（チェック欄６２６、チェック
欄６２８を含む）等がある。フォーム定義６２０は、具体的には、例えば、フォーム定義
テーブル１０００によって定義されている。図１０は、フォーム定義テーブル１０００の
データ構造例を示す説明図である。フォーム定義テーブル１０００は、フォーム定義ＩＤ
欄１０１０と複数（電子ペン用紙３１０内にある欄の数）の欄Ｎｏ．欄１０２０によって
構成されている。そして、欄Ｎｏ．欄１０２０には、欄Ｎｏ．欄１０２０の他に、Ｘ欄１
０２１、Ｙ欄１０２２、Ｗ欄１０２３、Ｈ欄１０２４、データ形式欄１０２５、使用文字
範囲欄１０２６、使用辞書欄１０２７が含まれている。フォーム定義ＩＤ欄１０１０は、
フォーム定義を本実施の形態で一意に識別する情報を記憶している。欄Ｎｏ．欄１０２０
は、フォーム定義内の欄を一意に識別する情報を記憶している。Ｘ欄１０２１は、その欄
（矩形）の例えば左上ｘ座標を記憶している。Ｙ欄１０２２は、その欄の例えば左上ｙ座
標を記憶している。Ｗ欄１０２３は、その欄の幅を記憶している。Ｈ欄１０２４は、その
欄の高さを記憶している。データ形式欄１０２５は、その欄に記載される筆記のデータ形
式（例えば、文字、チェックマーク等）を記憶している。使用文字範囲欄１０２６は、そ
の欄に記載される筆記である文字の使用範囲（例えば、英字のみ、カタカナのみ等）を記
憶している。使用辞書欄１０２７は、その欄に記載される筆記である文字を認識する際に
利用する辞書（例えば、氏名辞書）を記憶している。なお、データ形式欄１０２５、使用
文字範囲欄１０２６、使用辞書欄１０２７は、その欄に記入された筆記を認識する際に用
いられる。
　帳票イメージ６１０は、用紙に印刷される文書情報であり、欄の枠線、欄の名前、アン
ケート用紙の場合は質問事項等がある。なお、文書情報には情報画像は含まれない。
【００３２】
　次に、筆記情報格納用電子文書について説明する。以降、単に電子文書と表記した場合
、筆記情報格納用電子文書を指す。
　筆記情報格納用電子文書は、電子ペン２３５によって電子ペン用紙３１０に筆記された
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内容を、フォーム定義６２０（帳票イメージ６１０を含めてもよい）とともにまとめたデ
ータである。以下から構成される。
（１）紙ＩＤ：その筆記情報格納用電子文書に対応付けられた電子ペン用紙に割り当てら
れている紙ＩＤ
（２）フォーム定義：その筆記情報格納用電子文書への筆記を処理するために使用するフ
ォーム定義
　そして、以下を含めてもよい。
（３）帳票イメージ：その筆記情報格納用電子文書に印刷されている帳票イメージ
　具体的には、例えば、フォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００によって構成
されている。図１１は、フォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００のデータ構造
例を示す説明図である。対応付モジュール１４０が、フォーム定義・帳票イメージ対応テ
ーブル１１００を生成する。フォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００は、フォ
ーム定義ＩＤ欄１１１０、帳票イメージＩＤ欄１１２０を有している。フォーム定義ＩＤ
欄１１１０は、フォーム定義ＩＤを記憶している。帳票イメージＩＤ欄１１２０は、フォ
ームイメージ（例えば、図６に例示の帳票イメージ６１０）である帳票イメージを一意に
識別する情報（帳票イメージＩＤ）を記憶している。
　フォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００は、帳票イメージＩＤからフォーム
定義ＩＤによって参照可能なフォーム定義テーブル１０００（用紙内の欄に関する定義（
フォーム定義）を示す情報）を対応付けているテーブルである。
【００３３】
　次に、本実施の形態で生成されるドットコード画像の元となるコードパターンについて
説明する。
　図７は、本実施の形態で取り扱う情報画像（コードパターン画像）の例を示す説明図で
ある。
　まず、コードパターンを構成するビットパターンについて説明する。
　図７（ａ）に、ビットパターンの配置の一例を示す。
　ビットパターンとは、情報埋め込みの最小単位である。ここでは、図７（ａ）に示すよ
うに、９箇所の中から選択した２箇所にビットを配置する。図では、黒の四角が、ビット
が配置された位置を示し、斜線の四角が、ビットが配置されていない位置を示している。
９箇所の中から２箇所を選択する組み合わせは、３６（＝９Ｃ２）通りある。したがって
、このような配置方法により、３６通り（約５．２ビット）の情報を表現することができ
る。
　ただし、紙ＩＤとフォーム定義ＩＤ（以下、紙ＩＤ等ともいう）そして位置情報は、こ
の３６通りのうち３２通り（５ビット）を使用して表現するものとする。
　ところで、図７（ａ）に示した最小の四角は、６００ｄｐｉにおける２ドット×２ドッ
トの大きさを有している。６００ｄｐｉにおける１ドットの大きさは０．０４２３ｍｍな
ので、この最小の四角の一辺は、８４．６μｍ（＝０．０４２３ｍｍ×２）である。コー
ドパターンを構成するドットは、大きくなればなるほど目に付きやすくなるため、できる
だけ小さいほうが好ましい。ところが、あまり小さくすると、プリンタで印刷できなくな
ってしまう。そこで、ドットの大きさとして、５０μｍより大きく１００μｍより小さい
前記の値を採用している。これにより、プリンタで印刷可能な最適な大きさのドットを形
成することができる。つまり、８４．６μｍ×８４．６μｍが、プリンタで安定的に形成
可能な最小の大きさなのである。
　なお、ドットをこのような大きさにすることで、１つのビットパターンの一辺は、約０
．５（＝０．０４２３×２×６）ｍｍとなる。
　また、このようなビットパターンから構成されるコードパターンについて説明する。
　図７（ｂ）に、コードパターンの配置の一例を示す。
　ここで、図７（ｂ）に示した最小の四角が、図７（ａ）に示したビットパターンに相当
する。すなわち、紙ＩＤ等を符号化した識別符号は、１６（＝４×４）個のビットパター
ンを使用して埋め込まれる。また、Ｘ方向の位置情報を符号化したＸ位置符号と、Ｙ方向
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の位置情報を符号化したＹ位置符号とは、それぞれ、４個のビットパターンを使用して埋
め込まれる。さらに、左上角部に、コードパターンの位置と回転を検出するための同期符
号が、１つのビットパターンを使用して埋め込まれる。
　なお、１つのコードパターンの大きさは、ビットパターンの５個分の幅に等しいため、
約２．５ｍｍとなる。本実施の形態では、このように生成したコードパターンを画像化し
たコードパターン画像を、用紙全面に配置する。
【００３４】
　図８は、本実施の形態における情報の符号化処理例及び情報画像（ドットコード画像）
の生成処理例を示す説明図である。
　まず、紙ＩＤ等の符号化について説明する。
　紙ＩＤ等の符号化には、ブロック符号化方式のＲＳ（リードソロモン）符号が使用され
る。図７で説明した通り、本実施の形態では、５ビットの情報を表現できるビットパター
ンを用いて情報を埋め込む。したがって、情報の誤りも５ビット単位で発生するため、ブ
ロック符号化方式で符号化効率がよいＲＳ符号を使用している。ただし、符号化方式はＲ
Ｓ符号に限定するものでなく、その他の符号化方式、例えば、ＢＣＨ符号等を使用するこ
ともできる。
　前述したように、本実施の形態では、５ビットの情報量をもつビットパターンを用いて
情報を埋め込む。したがって、ＲＳ符号のブロック長を５ビットとする必要がある。その
ため、紙ＩＤ等を５ビットずつに区切り、ブロック化する。図８では、紙ＩＤ等「００１
１１０１１０１００１…」から、第１のブロック「００１１１」と、第２のブロック「０
１１０１」とが切り出されている。
　そして、ブロック化された紙ＩＤ等に対し、ＲＳ符号化処理を行う。図８では、「ｂｌ
ｋ１」、「ｂｌｋ２」、「ｂｌｋ３」、「ｂｌｋ４」、…というようにブロック化した後
、ＲＳ符号化が行われる。
　ところで、本実施の形態において、紙ＩＤ等は、１６（＝４×４）個のブロックに分け
られる。そこで、ＲＳ符号における符号ブロック数を１６とすることができる。
　また、情報ブロック数は、誤りの発生状況に応じて設計することができる。例えば、情
報ブロック数を８とすれば、ＲＳ（１６，８）符号となる。この符号は、符号化された情
報に４ブロック（＝（１６－８）÷２）の誤りが発生しても、それを補正することができ
る。また、誤りの位置を特定できれば、訂正能力をさらに向上することができる。なお、
この場合、情報ブロックに格納される情報量は、４０ビット（＝５ビット×８ブロック）
であるが、このうち３２ビットを用いる。
【００３５】
　次に、位置情報の符号化について説明する。
　位置情報の符号化には、擬似乱数系列の一種であるＭ系列符号が使用される。ここで、
Ｍ系列とは、Ｋ段の線形シフトレジスタで発生できる最大周期の系列であり、２Ｋ－１の
系列長をもつ。このＭ系列から取り出した任意の連続したＫビットは、同じＭ系列中の他
の位置に現れない性質をもつ。そこで、この性質を利用することにより、位置情報を符号
化することができる。
　ところで、本実施の形態では、符号化すべき位置情報の長さから、必要なＭ系列の次数
を求め、Ｍ系列を生成している。しかしながら、符号化する位置情報の長さが予め分かっ
ている場合は、Ｍ系列を毎回生成する必要はない。すなわち、固定のＭ系列を予め生成し
ておき、それをメモリ等に格納しておけばよい。
　例えば、系列長８１９１のＭ系列（Ｋ＝１３）を使用したとする。
　この場合、位置情報も５ビット単位で埋め込むため、系列長８１９１のＭ系列から５ビ
ットずつ取り出してブロック化する。図８では、Ｍ系列「１１０１００１１０１１０１０
…」が、５ビットずつブロック化されている。
【００３６】
　このように、本実施の形態では、位置情報と紙ＩＤ等とで、異なる符号化方式を用いて
いる。これは、紙ＩＤ等の検出能力を、位置情報の検出能力よりも高くなるように設定す
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る必要があるからである。つまり、位置情報は、紙面の位置を取得するための情報なので
、ノイズ等によって復号できない部分があっても、その部分が欠損するだけで他の部分に
は影響しない。これに対し、紙ＩＤ等は、復号に失敗すると、筆記情報を反映する対象を
検出できなくなるからである。さらに、このような構成とすることによって、位置情報と
紙ＩＤ等を復号する際の画像読取範囲を最小化できる。すなわち、位置情報にＲＳ符号等
の境界を有する符号化方式を使用すると、それを復号する際には境界間の符号を読み取る
必要があるため、画像を読み取る範囲は図７（ｂ）に示した領域の２倍の領域とする必要
がある。しかし、Ｍ系列を使用することで、図７（ｂ）に示した領域と同じ大きさの領域
を読み取ればよい構成にできる。これは、Ｍ系列の性質上、Ｍ系列の任意の部分系列から
位置情報を復号できるからである。すなわち、紙ＩＤ等と位置情報を復号する際には、図
７（ｂ）に示した大きさの領域を読み取る必要があるが、その読み取る位置は、図７（ｂ
）に示した境界と一致させる必要はない。位置情報は、Ｍ系列の任意位置の部分系列から
復号できる。紙ＩＤ等は、同じ情報が用紙全面に配置されるため、図７（ｂ）に図示した
境界から読取位置がずれても、読み取られた情報の断片を再配置することで元の情報を復
元することができる。
【００３７】
　以上のように、紙ＩＤ等がブロック分割された後、ＲＳ符号により符号化され、また、
位置情報がＭ系列により符号化された後、ブロック分割されると、図示するように、ブロ
ックが合成される。すなわち、これらのブロックは、図示するようなフォーマットで２次
元平面に展開される。図８に示したフォーマットは、図７（ｂ）に示したフォーマットに
対応している。すなわち、黒の四角が同期符号を意味している。
　また、横方向に配置された「１」、「２」、「３」、「４」、…がＸ位置符号を、縦方
向に配置された「１」、「２」、「３」、「４」、…がＹ位置符号を、それぞれ意味して
いる。位置符号は、用紙の位置が異なれば異なる情報が配置されるので、座標位置に対応
する数字で示しているのである。一方、斜線部分の四角が識別符号を意味している。識別
符号は、用紙の位置が異なっても同じ情報が配置されるので、全て同じマークで示してい
るのである。
　ところで、図からも分かる通り、２つの同期符号の間には、４個のビットパターンがあ
る。したがって、２０（＝５×４）ビットのＭ系列の部分系列を配置することができる。
２０ビットの部分系列から１３ビットの部分系列を取り出せば、その１３ビットが全体（
８１９１）の中のどの部分の部分系列なのかを特定することができる。このように、２０
ビットのうち１３ビットを位置の特定に使用した場合、取り出した１３ビットの誤りの検
出又は訂正を、残りの７ビットを使用して行うことができる。すなわち、Ｍ系列を生成し
たときと同じ生成多項式を使用して、２０ビットの整合性を確認することで、誤りの検出
と訂正が可能となるのである。
　その後、各ブロックにおけるビットパターンが、ドット画像を参照することにより画像
化される。そして、図８の最右に示すようなドットで情報を表す出力画像が生成される。
【００３８】
　図９は、電子文書管理テーブル９１０のデータ構造例を示す説明図である。
　図９は、各用紙に印刷された電子文書を管理するためのテーブルの例を示している。
　図示するように、電子文書管理テーブル９１０は、識別情報欄９１２、フォーム定義Ｉ
Ｄ欄９１４、印刷パラメータ欄９１６、筆記情報欄９１８を有している。
　識別情報欄９１２内の識別情報は、紙ＩＤである。
　フォーム定義ＩＤ欄９１４内には、各用紙に印刷された電子文書が印刷時に使用したフ
ォーム定義のフォーム定義ＩＤが含まれる。
　印刷パラメータ欄９１６内の印刷パラメータは、各用紙に電子文書を印刷した際に設定
した印刷パラメータである。図では、印刷パラメータを、「ページ（Ｐ），余白（Ａ，Ｂ
，Ｃ，Ｄ）」という形式で示している。Ｐはページ番号であり、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、それ
ぞれ、左側、右側、上側、下側の余白（単位はｍｍ）である。なお、ここでは、印刷パラ
メータとしてページ及び余白を示したが、これに限られるものではない。この他にも、通
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常の印刷で用いられる種々の印刷パラメータを管理することが可能である。
　筆記情報欄９１８には、各電子文書に重合された筆記情報が含まれる。筆記情報は電子
ペン２３５による一筆ごとのデータとなっており、一筆の筆記情報は、（Ｘ座標、Ｙ座標
）の列になっている。
【００３９】
　図９の例に示す電子文書管理テーブル９１０について、より具体的に説明する。
　まず、１行目と２行目は、フォーム定義ＩＤ：００１００１１で示されるフォーム定義
をもとに用紙が１部印刷されたことを示している。フォーム定義ＩＤ：００１００１１の
文書は２ページからなっており、その際、左右上下の余白が１ｍｍで印刷されている。そ
して、３行目と４行目は、フォーム定義ＩＤ：００１００１２で示されるフォーム定義を
もとに用紙が１部印刷されたことを示している。フォーム定義ＩＤ：００１００１２の文
書は２ページからなっており、その際、左右上下の余白が２ｍｍで印刷されている。
【００４０】
　図１２は、フォーム定義生成システムの構成例についての概念的なモジュール構成図で
ある。フォーム定義生成システム２１０は、フォーム定義生成モジュール１２１０、フォ
ーム定義識別情報生成モジュール１２２０を有している。フォーム定義生成モジュール１
２１０は、図６（ｂ）に例示のフォーム定義６２０を生成する。例えば、操作者のキーボ
ード等に対する操作に基づいてフォーム定義６２０を生成する。具体的には、図１０に例
示のフォーム定義テーブル１０００の欄Ｎｏ．欄１０２０群を生成する。なお、図６（ａ
）に例示の帳票イメージ６１０も生成するようにしてもよい。フォーム定義識別情報生成
モジュール１２２０は、フォーム定義生成モジュール１２１０によって生成されたフォー
ム定義６２０を一意に識別できるフォーム定義ＩＤを生成する。フォーム定義識別情報生
成モジュール１２２０の生成したフォーム定義ＩＤはフォーム定義識別情報受付モジュー
ル１００に渡され、フォーム定義生成モジュール１２１０の生成したフォーム定義はフォ
ーム定義受付モジュール１１０に渡される。
【００４１】
　図１３は、フォーム定義生成システム２１０による処理例を示すフローチャートである
。
　ステップＳ１３０２では、フォーム定義識別情報生成モジュール１２２０が、フォーム
定義と、フォーム定義に割り当てるフォーム定義ＩＤの数を受け付ける。なお、このフォ
ーム定義ＩＤの数は、管理者等の操作者によるキーボード等の操作によって受け付けられ
るものであってもよいし、予め定められた個数を受け付けるようにしてもよい。また、操
作者は、フォーム定義ＩＤの個数を意識している必要はなく、フォーム定義識別情報生成
モジュール１２２０がフォーム定義生成モジュール１２１０によって生成されたフォーム
定義の個数を計数してもよい。
　ステップＳ１３０４では、フォーム定義識別情報生成モジュール１２２０が、割り当て
るに足るサイズのフォーム定義ＩＤ空間が存在するか否かを判断し、存在する場合はステ
ップＳ１３０６へ進み、それ以外の場合は処理を終了する（ステップＳ１３９８）。
　ステップＳ１３０６では、フォーム定義生成モジュール１２１０が、フォーム定義を生
成する。
　ステップＳ１３０８では、フォーム定義生成モジュール１２１０とフォーム定義識別情
報生成モジュール１２２０が、フォーム定義とフォーム定義ＩＤを電子ペン用紙印刷シス
テム２２０へ送信する。
【００４２】
　図１４は、電子ペン用紙印刷システム２２０の構成例についての概念的なモジュール構
成図である。
　電子ペン用紙印刷システム２２０は、印刷指示受付モジュール１４１０、印刷情報生成
モジュール１４２０、フォーム定義管理モジュール１４３０、紙ＩＤ管理モジュール１４
４０、フォーム定義登録モジュール１４５０を有しており、印刷装置２２５と接続されて
いる。
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　印刷指示受付モジュール１４１０は、フォーム定義管理モジュール１４３０に管理され
ているフォーム定義のうち、電子ペン用紙として印刷するフォーム定義を指定し、印刷部
数の指示を受け付ける。この指示は、操作者のキーボード等による操作によって行われて
もよいし、予め定められた指示であってもよい。
【００４３】
　印刷情報生成モジュール１４２０は、紙に印刷するための紙ＩＤ等と位置情報を示す画
像である情報画像を生成する。そして、生成した情報画像を文書情報に重ね合わせて、印
刷用の画像を生成する。
　具体的には、印刷情報生成モジュール１４２０は、印刷指示受付モジュール１４１０に
よって受け付けられた指示に基づいて、印刷情報を作成する。印刷情報は、印刷指示受付
モジュール１４１０から指定されたフォーム定義に含まれるフォーム定義のイメージ情報
に、同フォーム定義に割り当てられた紙ＩＤ群のうちで未使用なものから構成されたドッ
トコード画像を重畳したものである。印刷情報の生成時に使用された紙ＩＤの情報は、使
用済みであることを示すフラグ等を付す。割り当てる紙ＩＤは、使用された紙ＩＤの情報
の管理を容易にするため、昇順、又は、降順に割り当てていくのが望ましい。
　印刷装置２２５は、印刷情報生成モジュール１４２０によって生成された画像を用紙に
印刷する。
【００４４】
　フォーム定義管理モジュール１４３０には、複数のフォーム定義が格納されている。そ
して、フォーム定義が新たに生成されたことにより、フォーム定義ＩＤ空間のうちのどの
部分が消費されたかも合わせて管理している。
　紙ＩＤ管理モジュール１４４０には、紙ＩＤ空間のうちのどの部分が印刷により消費さ
れたかを管理している。
　フォーム定義登録モジュール１４５０は、新たなフォーム定義を、フォーム定義管理モ
ジュール１４３０に登録する。
【００４５】
　図１５は、電子ペン用紙印刷システム２２０による処理例を示すフローチャートである
。
　ステップＳ１５０２では、印刷指示受付モジュール１４１０は、フォーム定義、フォー
ム定義ＩＤ及び印刷部数の指示を受け付ける。
　ステップＳ１５０４では、印刷情報生成モジュール１４２０は、未使用の紙ＩＤが紙Ｉ
Ｄ空間の中に残っているか否かを判断し、残っている場合はステップＳ１５０６へ進み、
それ以外の場合は処理を終了する（ステップＳ１５９８）。
　ステップＳ１５０６では、印刷情報生成モジュール１４２０は、印刷部数分の処理が終
了していないか否かを判断し、終了していない場合はステップＳ１５０８へ進み、それ以
外の場合はステップＳ１５１２へ進む。
　ステップＳ１５０８では、印刷情報生成モジュール１４２０は、イメージ情報に指定さ
れたフォーム定義に割り当てられている紙ＩＤ群の中で未使用の紙ＩＤを割り当て、座標
、紙ＩＤ、フォーム定義ＩＤから生成したドットコード画像を、イメージ情報に重畳して
、印刷情報を作成する。
　ステップＳ１５１０では、印刷情報生成モジュール１４２０は、印刷装置２２５に印刷
情報を送付する。印刷装置２２５は、この印刷情報を用紙に印刷する。
　ステップＳ１５１２では、フォーム定義登録モジュール１４５０は、紙ＩＤの使用状況
を登録する。つまり、ステップＳ１５０８で利用された紙ＩＤを、今後使用できないよう
にフラグを立てる。
【００４６】
　図１６は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図であり、筆記情
報処理システム２３０内のモジュール構成の例を示している。つまり、印刷装置２２５に
よって印刷された用紙に対して電子ペン２３５によって筆記が行われ、その筆記に関する
筆記情報を受け取って、処理を行うものである。
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　筆記情報受付モジュール１６００、判断（Ａ）モジュール１６１０、文書記憶モジュー
ル１６１５、判断（Ｂ）モジュール１６２０、筆記情報記憶モジュール１６２２、定義情
報記憶モジュール１６２４、定義情報取出モジュール１６３０、文書生成モジュール１６
４０、重合モジュール１６５０、出力モジュール１６６０を有している。
【００４７】
　筆記情報受付モジュール１６００は、判断（Ａ）モジュール１６１０と接続されている
。筆記情報受付モジュール１６００は、文書情報が印刷された用紙に対する筆記と、その
用紙を識別する情報である用紙識別情報（紙ＩＤ）と、その用紙内の欄に関する定義であ
るフォーム定義を識別するフォーム定義識別情報（フォーム定義ＩＤ）を筆記情報として
受け付ける。具体的には、電子ペン２３５によって読み取られた画像から復号した情報を
受け付ける。
【００４８】
　判断（Ａ）モジュール１６１０は、筆記情報受付モジュール１６００、文書記憶モジュ
ール１６１５、判断（Ｂ）モジュール１６２０と接続されている。判断（Ａ）モジュール
１６１０は、筆記情報受付モジュール１６００によって受け付けられた筆記情報内の用紙
識別情報に対応する文書を取り出せるか否かを判断する。なお、用紙識別情報に対応する
文書を取り出せると判断した場合は、重合モジュール１６５０へ処理を移し、前述したよ
うに筆記情報を電子文書に重ね合わせる処理を行う。
　文書記憶モジュール１６１５は、判断（Ａ）モジュール１６１０、重合モジュール１６
５０と接続されている。文書記憶モジュール１６１５は、用紙識別情報と電子文書の対応
を記憶している。具体的には、図９に例示の電子文書管理テーブル９１０を記憶している
。
【００４９】
　判断（Ｂ）モジュール１６２０は、判断（Ａ）モジュール１６１０、筆記情報記憶モジ
ュール１６２２、定義情報記憶モジュール１６２４、定義情報取出モジュール１６３０と
接続されている。判断（Ｂ）モジュール１６２０は、判断（Ａ）モジュール１６１０によ
って取り出せないと判断した場合は、定義情報記憶モジュール１６２４から、フォーム定
義識別情報に対応するフォーム定義を取り出せるか否かを判断する。フォーム定義生成シ
ステム２１０によって生成されたフォーム定義識別情報であるか否かを判断するものであ
る。
【００５０】
　また、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、取り出せないと判断した場合は、筆記情報受
付モジュール１６００によって受け付けられた筆記情報を筆記情報記憶モジュール１６２
２に記憶させるように制御するようにしてもよい。筆記情報処理システム２３０による処
理を行う時点では、筆記情報内の用紙識別情報に該当するものが定義情報記憶モジュール
１６２４内に記憶されていない場合に、その筆記情報が記憶される。例えば、図１１に例
示のフォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００、図１０に例示のフォーム定義テ
ーブル１０００が未だ生成されていない場合、又はフォーム定義・帳票イメージ対応テー
ブル１１００、フォーム定義テーブル１０００は生成されているが、定義情報記憶モジュ
ール１６２４には未だ記憶されていない場合がある。
　そして、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、定義情報記憶モジュール１６２４にフォー
ム定義識別情報とフォーム定義の新たな組み合わせが記憶された場合に、筆記情報記憶モ
ジュール１６２２に記憶された筆記情報内のフォーム定義識別情報と対応付けられている
フォーム定義を、定義情報記憶モジュール１６２４から取り出せるか否かを判断するよう
にしてもよい。例えば、既に生成されていたフォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１
１００、フォーム定義テーブル１０００が、定義情報記憶モジュール１６２４に記憶され
た場合、又はフォーム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００、フォーム定義テーブル
１０００が生成されて、定義情報記憶モジュール１６２４に記憶された場合に対応するも
のである。
　そして、筆記情報記憶モジュール１６２２から取り出した筆記情報に対して、筆記情報
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受付モジュール１６００が受け付けた筆記情報と同等に処理を行えばよい。
【００５１】
　定義情報記憶モジュール１６２４は、判断（Ｂ）モジュール１６２０、定義情報取出モ
ジュール１６３０と接続されている。定義情報記憶モジュール１６２４は、フォーム定義
識別情報とフォーム定義を対応付けて記憶している。具体的には、図１１に例示のフォー
ム定義・帳票イメージ対応テーブル１１００、図１０に例示のフォーム定義テーブル１０
００を記憶している。
　筆記情報記憶モジュール１６２２は、判断（Ｂ）モジュール１６２０と接続されている
。筆記情報記憶モジュール１６２２は、判断（Ｂ）モジュール１６２０によって取り出せ
ないと判断した場合の筆記情報を記憶する。
【００５２】
　定義情報取出モジュール１６３０は、判断（Ｂ）モジュール１６２０、定義情報記憶モ
ジュール１６２４、文書生成モジュール１６４０と接続されている。定義情報取出モジュ
ール１６３０は、判断（Ｂ）モジュール１６２０によって取り出せると判断した場合は、
定義情報記憶モジュール１６２４から、フォーム定義識別情報に対応するフォーム定義を
取り出す。
　文書生成モジュール１６４０は、定義情報取出モジュール１６３０、重合モジュール１
６５０と接続されている。文書生成モジュール１６４０は、定義情報取出モジュール１６
３０によって取り出されたフォーム定義に基づいて、文書を生成する。フォーム定義６２
０だけでなく、帳票イメージ６１０を用いて文書を生成してもよい。
　重合モジュール１６５０は、文書生成モジュール１６４０、出力モジュール１６６０、
文書記憶モジュール１６１５と接続されている。重合モジュール１６５０は、文書生成モ
ジュール１６４０によって生成された文書に、筆記情報受付モジュール１６００によって
受け付けられた筆記情報内の筆記を重ね合わせたのち、文書記憶モジュール１６１５に登
録する。ここでいう重合、あるいは、重ね合わせとは、具体的には、対象となる筆記を、
電子文書管理テーブル９１０の該当する電子文書の筆記情報として追加することを指す。
【００５３】
　出力モジュール１６６０は、重合モジュール１６５０と接続されている。出力モジュー
ル１６６０は、重合モジュール１６５０によって生成された文書（筆記が追加された文書
）を出力する。文書を出力するとは、例えば、プリンタ等の印刷装置で印刷すること、デ
ィスプレイ等の表示装置に表示すること、ファックス等の画像送信装置で画像を送信する
こと、画像データベース等の画像記憶装置へ画像を書き込むこと、他の情報処理装置（例
えば、筆記情報を解析する情報処理装置）へ渡すこと等が含まれる。
【００５４】
　図１７は、筆記情報処理システム２３０の構成例についての概念的なモジュール構成図
である。
　筆記情報処理システム２３０は、筆記情報受付モジュール１７１０、筆記情報処理モジ
ュール１７２０、電子文書管理モジュール１７３０、電子文書表示モジュール１７４０、
電子文書生成モジュール１７５０、フォーム定義登録モジュール１７６０、フォーム定義
管理モジュール１７７０を有している。筆記情報受付モジュール１７１０は、前述の筆記
情報受付モジュール１６００に該当する。筆記情報処理モジュール１７２０は、前述の判
断（Ａ）モジュール１６１０、判断（Ｂ）モジュール１６２０、重合モジュール１６５０
に該当する。電子文書管理モジュール１７３０は、前述の文書記憶モジュール１６１５に
該当する。電子文書表示モジュール１７４０は、前述の出力モジュール１６６０に該当す
る。電子文書生成モジュール１７５０は、前述の定義情報取出モジュール１６３０、文書
生成モジュール１６４０に該当する。フォーム定義登録モジュール１７６０は、フォーム
定義管理モジュール１７７０にフォーム定義ＩＤとフォーム定義の対応を記憶させるもの
である。フォーム定義管理モジュール１７７０は、前述の定義情報記憶モジュール１６２
４に該当する。
【００５５】
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　筆記情報処理システム２３０は、電子ペン２３５から筆記情報を取り出し、その筆記情
報を処理し、管理するシステムである。
　筆記情報処理システム２３０に取り込まれた筆記情報は、筆記がなされた電子ペン用紙
に対応する電子文書にマージされ、電子文書管理モジュール１７３０に格納される。ここ
で、マージするとは、電子文書に筆記を書き込む（重ね合わせる）ことをいう。つまり、
物理的な電子ペン用紙に行われた書き込みが、その電子ペン用紙に対応する電子文書にも
行われるようにすることである。具体的には、筆記情報を、電子文書管理テーブル９１０
の該電子文書に該当する部分（筆記情報欄９１８）に追加する。
　他の機能としては、電子文書管理モジュール１７３０に格納されている電子文書を呼び
出してその内容を表示したり、電子文書内の筆記情報を手書き文字認識してテキストデー
タに変換したり、といったことが可能である。
　フォーム定義管理モジュール１７７０には、複数のフォーム定義が格納されている。
　フォーム定義登録モジュール１７６０は、新たなフォーム定義を、フォーム定義管理モ
ジュール１７７０に登録する。
【００５６】
　電子文書管理モジュール１７３０は、電子文書を管理する。
　筆記情報受付モジュール１７１０は、電子ペンから筆記情報を受け付ける。
　筆記情報処理モジュール１７２０は、筆記情報受付モジュール１７１０が受け付けた筆
記情報を格納すべき電子文書を、電子文書管理モジュール１７３０から呼び出し、筆記情
報を電子文書にマージして、電子文書管理モジュール１７３０に再度格納する。該当する
電子文書が電子文書管理モジュール１７３０に存在しない場合は、電子文書生成モジュー
ル１７５０を呼び出して、筆記情報を格納するための電子文書の生成を試みる。
　電子文書生成モジュール１７５０は、筆記情報を格納するための電子文書を生成する。
　電子文書表示モジュール１７４０は、電子文書を電子文書管理モジュール１７３０から
呼び出し、内容を表示する。
【００５７】
　図１８は、筆記情報処理システム２３０による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ１８０２では、筆記情報受付モジュール１６００は、未処理の筆記情報が存
在するか否かを判断し、存在する場合はステップＳ１８０４へ進み、それ以外の場合は処
理を終了する（ステップＳ１８９９）。
　ステップＳ１８０４では、筆記情報受付モジュール１６００は、筆記情報を一つ取り出
す。
　ステップＳ１８０６では、判断（Ａ）モジュール１６１０は、前記筆記情報に含まれる
紙ＩＤに対応する電子文書が文書記憶モジュール１６１５に登録済か否かを判断し、登録
済である場合はステップＳ１８０８へ進み、それ以外の場合はステップＳ１８１０へ進む
。
　ステップＳ１８０８では、文書生成モジュール１６４０は、紙ＩＤに対応する電子文書
を文書記憶モジュール１６１５から取り出す。
【００５８】
　ステップＳ１８１０では、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、筆記情報のフォーム定義
ＩＤに対応するフォーム定義が定義情報記憶モジュール１６２４に登録されているか否か
を判断し、登録されている場合はステップＳ１８１２へ進み、それ以外の場合はステップ
Ｓ１８１４へ進む。
　ステップＳ１８１２では、定義情報取出モジュール１６３０は、定義情報記憶モジュー
ル１６２４からステップＳ１８１０での判断対象となったフォーム定義ＩＤに対応するフ
ォーム定義を取り出し、文書生成モジュール１６４０は、該フォーム定義をもとに、筆記
情報に含まれる紙ＩＤをもつ電子文書を作成する。なお、フォーム定義・帳票イメージ対
応テーブル１１００の帳票イメージＩＤ欄１１２０を用いて帳票イメージを用いて電子文
書を作成してもよい。
　ステップＳ１８１４では、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、電子文書に割り当て不能
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な筆記情報として筆記情報記憶モジュール１６２２に蓄積する。フォーム定義が存在しな
い筆記情報は、割り当て不能な筆記情報として、筆記情報記憶モジュール１６２２に蓄積
しておく。
　ステップＳ１８１６では、重合モジュール１６５０は、筆記情報を、電子文書（ステッ
プＳ１８０８で取り出した電子文書又はステップＳ１８１２で作成した電子文書）にマー
ジし、文書記憶モジュール１６１５に登録する。
【００５９】
　図１９は、筆記情報処理システム２３０による処理例を示すフローチャートである。こ
のフローチャートは、新たなフォーム定義が登録された場合、割り当て不能な筆記情報と
して筆記情報記憶モジュール１６２２に管理されていた筆記情報が、新たなフォーム定義
に対応するか否かを判断し、対応する場合は、新たな電子文書を生成して筆記情報を同文
書にマージする処理を示している。
【００６０】
　ステップＳ１９０２では、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、定義情報記憶モジュール
１６２４に新たなフォーム定義が登録されたか否かを判断し、登録された場合はステップ
Ｓ１９０４へ進み、それ以外の場合はステップＳ１９０２へ戻る。
　ステップＳ１９０４では、判断（Ａ）モジュール１６１０は、割り当て不能な筆記情報
が存在するか否かを判断し、存在する場合はステップＳ１９０６へ進み、それ以外の場合
はステップＳ１９０２へ戻る。
　ステップＳ１９０６では、判断（Ａ）モジュール１６１０は、割り当て不能な筆記情報
を一つ取り出す。
　ステップＳ１９０８では、判断（Ａ）モジュール１６１０は、筆記情報の紙ＩＤに対応
する電子文書が文書記憶モジュール１６１５に登録済か否かを判断し、登録済である場合
はステップＳ１９１０へ進み、それ以外の場合はステップＳ１９１２へ進む。
【００６１】
　ステップＳ１９１０では、文書生成モジュール１６４０は、紙ＩＤに対応する電子文書
を文書記憶モジュール１６１５から取り出す。
　ステップＳ１９１２では、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、筆記情報のフォーム定義
ＩＤに対応するフォーム定義が定義情報記憶モジュール１６２４に登録されているか否か
を判断し、登録されている場合はステップＳ１９１４へ進み、それ以外の場合はステップ
Ｓ１９１６へ進む。
　ステップＳ１９１４では、定義情報取出モジュール１６３０は、定義情報記憶モジュー
ル１６２４からフォーム定義を取り出し、文書生成モジュール１６４０は、該フォーム定
義をもとに、筆記情報に含まれる紙ＩＤをもつ電子文書を作成する。なお、フォーム定義
・帳票イメージ対応テーブル１１００の帳票イメージＩＤ欄１１２０を用いて帳票イメー
ジを用いて電子文書を作成してもよい。
　ステップＳ１９１６では、判断（Ｂ）モジュール１６２０は、電子文書に割り当て不能
な筆記情報として筆記情報記憶モジュール１６２２に蓄積する。フォーム定義が存在しな
い筆記情報は、割り当て不能な筆記情報として、筆記情報記憶モジュール１６２２に蓄積
しておく。
　ステップＳ１９１８では、重合モジュール１６５０は、筆記情報を、電子文書（ステッ
プＳ１９１０で取り出した電子文書又はステップＳ１９１４で作成した電子文書）にマー
ジし、文書記憶モジュール１６１５に登録する。
【００６２】
　図２０を参照して、本実施の形態のフォーム定義生成システム２１０、電子ペン用紙印
刷システム２２０、筆記情報処理システム２３０のハードウェア構成例について説明する
。図２０に示す構成は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などによって構成される
ものであり、スキャナ等のデータ読み取り部２０１７と、プリンタなどのデータ出力部２
０１８を備えたハードウェア構成例を示している。
【００６３】
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　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２００１は、前述の実施
の形態において説明した各種のモジュール、すなわち、フォーム定義識別情報受付モジュ
ール１００、フォーム定義受付モジュール１１０、情報画像生成モジュール１２０、印刷
モジュール１３０、対応付モジュール１４０、フォーム定義生成モジュール１２１０、フ
ォーム定義識別情報生成モジュール１２２０、印刷指示受付モジュール１４１０、印刷情
報生成モジュール１４２０、フォーム定義登録モジュール１４５０、筆記情報受付モジュ
ール１６００、判断（Ａ）モジュール１６１０、文書記憶モジュール１６１５、判断（Ｂ
）モジュール１６２０、筆記情報記憶モジュール１６２２、定義情報記憶モジュール１６
２４、定義情報取出モジュール１６３０、文書生成モジュール１６４０、重合モジュール
１６５０、出力モジュール１６６０、筆記情報受付モジュール１７１０、筆記情報処理モ
ジュール１７２０、電子文書表示モジュール１７４０、電子文書生成モジュール１７５０
、フォーム定義登録モジュール１７６０等の各モジュールの実行シーケンスを記述したコ
ンピュータ・プログラムにしたがった処理を実行する制御部である。
【００６４】
　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２００２は、ＣＰＵ２００１が使用する
プログラムや演算パラメータ等を格納する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）２００３は、ＣＰＵ２００１の実行において使用するプログラムや、その実行
において適宜変化するパラメータ等を格納する。これらはＣＰＵバスなどから構成される
ホストバス２００４により相互に接続されている。
【００６５】
　ホストバス２００４は、ブリッジ２００５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部
バス２００６に接続されている。
【００６６】
　キーボード２００８、マウス等のポインティングデバイス２００９は、操作者により操
作される入力デバイスである。ディスプレイ２０１０は、液晶表示装置又はＣＲＴ（Ｃａ
ｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などがあり、各種情報をテキストやイメージ情報として
表示する。
【００６７】
　ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）２０１１は、ハードディスクを内蔵し、ハ
ードディスクを駆動し、ＣＰＵ２００１によって実行するプログラムや情報を記録又は再
生させる。ハードディスクには、フォーム定義情報、文書情報、情報画像などが格納され
る。さらに、その他の各種のデータ処理プログラム等、各種コンピュータ・プログラムが
格納される。
【００６８】
　ドライブ２０１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又
は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体２０１３に記録されているデータ又はプログラ
ムを読み出して、そのデータ又はプログラムを、インタフェース２００７、外部バス２０
０６、ブリッジ２００５、及びホストバス２００４を介して接続されているＲＡＭ２００
３に供給する。リムーバブル記録媒体２０１３も、ハードディスクと同様のデータ記録領
域として利用可能である。
【００６９】
　接続ポート２０１４は、外部接続機器２０１５を接続するポートであり、ＵＳＢ、ＩＥ
ＥＥ１３９４等の接続部をもつ。接続ポート２０１４は、インタフェース２００７、及び
外部バス２００６、ブリッジ２００５、ホストバス２００４等を介してＣＰＵ２００１等
に接続されている。通信部２０１６は、通信回線に接続され、外部とのデータ通信処理を
実行する。データ読み取り部２０１７は、例えばスキャナであり、ドキュメントの読み取
り処理を実行する。データ出力部２０１８は、例えばプリンタであり、ドキュメントデー
タの出力処理を実行する。
【００７０】
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　なお、図２０に示す情報処理装置のハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであ
り、本実施の形態は、図２０に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュ
ールを実行可能な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（
例えば特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外
部のシステム内にあり通信回線で接続しているような形態でもよく、さらに図２０に示す
システムが複数互いに通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしても
よい。また、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、
複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理装置）などに組み
込まれていてもよい。
【００７１】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い
て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００７２】
　１００…フォーム定義識別情報受付モジュール
　１１０…フォーム定義受付モジュール
　１２０…情報画像生成モジュール
　１３０…印刷モジュール
　１４０…対応付モジュール
　１５０…フォーム定義記憶モジュール
　２１０…フォーム定義生成システム
　２２０…電子ペン用紙印刷システム
　２２５…印刷装置
　２３０…筆記情報処理システム
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　２３５…電子ペン
　１２１０…フォーム定義生成モジュール
　１２２０…フォーム定義識別情報生成モジュール
　１４１０…印刷指示受付モジュール
　１４２０…印刷情報生成モジュール
　１４３０…フォーム定義管理モジュール
　１４４０…紙ＩＤ管理モジュール
　１４５０…フォーム定義登録モジュール
　１６００…筆記情報受付モジュール
　１６１０…判断（Ａ）モジュール
　１６１５…文書記憶モジュール
　１６２０…判断（Ｂ）モジュール
　１６２２…筆記情報記憶モジュール
　１６２４…定義情報記憶モジュール
　１６３０…定義情報取出モジュール
　１６４０…文書生成モジュール
　１６５０…重合モジュール
　１６６０…出力モジュール
　１７１０…筆記情報受付モジュール
　１７２０…筆記情報処理モジュール
　１７３０…電子文書管理モジュール
　１７４０…電子文書表示モジュール
　１７５０…電子文書生成モジュール
　１７６０…フォーム定義登録モジュール
　１７７０…フォーム定義管理モジュール
【図１】
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