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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取り込まれた画像の系列の位置を決定するための方法であって、
　電子ペンのカメラから画像を取り込むステップと、
　前記取り込まれた画像に対応するデータストリームを受け取るステップと、
　前記取り込まれた画像から複数の列を抽出するステップと、
　前記複数の列から１つの行列を構築するステップと、
  前記複数の列から抽出された符号を距離に基づいて分類するステップと、
　所定の大きさの配列内で符号化するために、前記抽出された符号から、ベクトルとして
該配列内の行列の大きさを決定するステップと、
　前記抽出された符号の位置を決定するステップと、
　前記決定された前記抽出された符号の位置に基づいて、前記電子ペンのチップの位置を
決定するステップと
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数の列から少なくとも別の1つの行列を構築するステップと、
　前記抽出された符号から、前記ベクトルとして少なくとも第２の行列の大きさを決定す
るステップと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記抽出された符号についてエラー訂正を実行するステップをさらに具えたことを特徴
とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記決定された前記電子ペンのチップの位置を、表示装置に出力するステップをさらに
具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　事前定義済みグリッドに対応した領域の近くからカメラによって取り込まれた画像を処
理して、ピクセルブロックからなる符号の列を抽出するステップと、
　前記抽出された列を用いて、所定の既知の２進数系列の長さに対応した所定の大きさの
配列を構築するステップと、
　　　　　　ここで、前記構築された所定の大きさの配列内において、前記２進数系列の
個々の値は、複数のピクセルブロックを一単位とする配列に対応し、
　前記構築された所定の大きさの配列内における前記抽出された列の符号の位置を、前記
所定の既知の２進数系列に基づいて分類するステップと、
　前記抽出された列の符号の位置を決定するステップと
　　　　ここで、前記決定するステップは、前記構築された所定の大きさの配列内におい
て前記複数のピクセルブロックを一単位とするグラフィカルパターンを、前記事前定義済
みグリッドと比較するステップを含み、
をさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　コンピュータにより、請求項１ないし５のいずれかに記載の方法を実行することが可能
な命令を有するコンピュータプログラム。
【請求項７】
　請求項６記載のコンピュータプログラムを有するコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　所定の表面上における電子ペンのチップの位置を決定するために、所定の大きさの配列
内において取り込まれた画像の位置を決定するためのシステムであって、
　前記所定の大きさの配列に関する情報を記憶するように構成された記憶装置と、
　ある画像を取り込むように構成された前記電子ペン内に設けられたカメラと、
　前記取り込まれた画像を受け取るように構成された入力装置と、
　プロセッサと
を具え、前記プロセッサは、
　前記電子ペンの前記カメラから画像を取り込むことと、
　前記取り込まれた画像に対応するデータストリームを前記入力装置によって受け取るこ
とと、
　前記取り込まれた画像から複数の列を抽出することと、
　前記複数の列から１つの行列を構築することと、
  前記複数の列から抽出された符号を距離に基づいて分類することと、
　所定の大きさの配列内で符号化するために、前記抽出された符号から、ベクトルとして
該配列内の行列の大きさを決定することと、
　前記抽出された符号の位置を決定することと、
　前記決定された前記抽出された符号の位置に基づいて、前記電子ペンのチップの位置を
決定することと
を実行するように構成されたことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記プロセッサは、
　前記取り込まれた画像と前記所定の大きさの配列との間の距離を決定することと、
　前記決定された距離に基づいて前記電子ペンのチップの位置を決定することと
をさらに実行するように構成されたことを特徴と請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
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　前記プロセッサは、前記決定された前記電子ペンのチップの位置を、表示装置に出力す
るようにさらに構成されたことを特徴とする請求項８記載のシステム。
【請求項１１】
　前記決定された前記取り込まれた画像と前記所定の大きさの配列との間の距離は、ハミ
ング距離であることを特徴とする請求項９記載のシステム。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　事前定義済みグリッドに対応した領域の近くからカメラによって取り込まれた画像を処
理して、ピクセルブロックからなる符号の列を抽出することと、
　前記抽出された列を用いて、所定の既知の２進数系列の長さに対応した所定の大きさの
配列を構築することと、
　　　　　　ここで、前記構築された所定の大きさの配列内において、前記２進数系列の
個々の値は、複数のピクセルブロックを一単位とする配列に対応し、
　前記構築された所定の大きさの配列内における前記抽出された列の符号の位置を、前記
所定の既知の２進数系列に基づいて分類することと、
　前記抽出された列の符号の位置を決定することと
　　　　ここで、前記決定することは、前記構築された所定の大きさの配列内において前
記複数のピクセルブロックを一単位とするグラフィカルパターンを、前記事前定義済みグ
リッドと比較することを含み、
をさらに実行するように構成されたことを特徴とする請求項８記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルペンを使用して媒体と対話することに関し、より詳細には、１つま
たは複数の表面との対話中にデジタルペンの位置を決定することに関し、取り込まれた画
像の位置を、より大きなサイズのサブウィンドウの画像との関係で決定することが可能な
、２次元配列における復号およびエラー訂正の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータユーザは、パーソナルコンピュータと対話する方法としてマウスおよびキ
ーボードを使用することを習慣としている。パーソナルコンピュータは、書かれた文書に
勝るいくつかの利点をもたらすが、ほとんどのユーザは、引き続き印刷された紙を使用し
て、いくつかの仕事をしている。これらの仕事のいくつかには、書かれた文書を読むこと
や書かれた文書に注釈を付けることが含まれる。注釈の場合、印刷文書は、ユーザによっ
て注釈が付けられたことでより一層重要な意味を帯びる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Douglas W. Clark, Lih-Jyh Weng, "Maximal and Near-Maximal Shift 
Register Sequences: Efficient Event Counters and Easy Discrete Logarithms", IEEE
 Transactions on Computers 43.5 (May 1994, pp.560-568)
【非特許文献２】Ilya Dumer, Daniele Micciancio, Madhu Sudan, "Hardness of Approx
imating the Minimal Distance of a Linear Code", IEEE Symposium on Foundations of
 Computer Science. 1999, pp.475-485
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、注釈付きの印刷文書を有することに伴う難点の１つは、後で電子形式のこの文
書の中に注釈を再入力する必要があることである。これには、元のユーザまたは別のユー
ザが注釈に目を通し、それらをパーソナルコンピュータに入力することが必要とされる。
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場合によっては、ユーザは注釈および元のテキストをスキャンして読み込み、それによっ
て新しい文書を作成することになる。これらの複数のステップのために、印刷文書とこの
文書の電子バージョンとの間の対話を繰り返すのが困難になる。さらに、読み込んだ画像
は修正できないことが多い。元のテキストから注釈を分離する方法がない場合もある。こ
れにより、注釈を使用するのが困難になる。したがって、注釈を処理するための改良され
た方法が必要とされている。
【０００５】
　また、手書き情報を取り込む技法の１つは、筆記中にその位置を決定することのできる
ペンを使用することによるものがある。この機能を備えるペンの１つは、アノト社（Ａｎ
ｏｔｏ　Ｉｎｃ．）製のアノト（Ａｎｏｔｏ）ペンである。このペンは、カメラを使用し
て、事前定義済みのパターンで符号化された紙の画像を取り込むことによって機能する。
画像パターンの例を図１１に示す。このパターンがアノトペン（アノト社製）によって使
用され、紙の上におけるペンの位置を決定する。
【０００６】
　しかし、アノトペンで使用されるシステムでは、位置の決定がどれだけ効率的かがはっ
きりしない。取り込んだ画像の位置を効率的に決定するには、取り込んだ画像を効率的に
復号するシステムが必要である。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、取り込まれた画像の位置を、より大きなサイズのサブウィン
ドウの画像との関係で決定することにより、その取り込んだ画像を効率的に復号させ、そ
の画像の位置を効率的に決定することが可能な、２次元配列における復号およびエラー訂
正の方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前述の問題の少なくとも１つに対する解決法を提供するものであり、見た画
像上で１つまたは複数の位置を突き止めることを可能とする。その見た画像とは、印刷さ
れた画像上にあってもよく、表示されたコンピュータ画像上のグラフィカル表現であって
もよい。なお、本発明の実施の形態には、取り込まれた画像を効率的に復号できるように
して、画像の位置の効率的な決定を可能とする復号プロセスを含む。本発明のこれらおよ
び他の態様は、後続の図面および関連する記述を通して理解できる。
【０００９】
　以上の本発明の概要、ならびに以下の好ましい実施形態の詳細な説明は、添付の図面と
併せて読むことによって一段とよく理解されるものである。図面は、特許請求する本発明
に関する限定としてではなく、例として含める。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、画像の非反復的な系列を、所定のサイズのサブウィンドウ毎に固有と
された非反復的な配列に折り畳み、その折り畳まれて取り込まれた位置を非反復的な配列
内のサブウィンドウ毎に決定するようにしたので、取り込まれた画像の位置を、より大き
なサイズのサブウィンドウの画像から決定することができ、これにより、その取り込んだ
画像を効率的に復号させ、その画像の位置を効率的に決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態と共に使用することのできるコンピュータの一般的な記述を示
す図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態による画像取込みシステムを示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による、画像取込みシステムに対応する取り込まれた画像を
示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態による様々な系列の１つを示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による様々な系列の１つを示す図である。
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【図３Ｃ】本発明の実施形態による様々な系列の１つを示す図である。
【図３Ｄ】本発明の実施形態による様々な折畳み技法の１つを示す図である。
【図３Ｅ】本発明の実施形態による様々な折畳み技法の１つを示す図である。
【図３Ｆ】本発明の実施形態による様々な折畳み技法の１つを示す図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態による様々な符号化システムの１つを示す図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態による様々な符号化システムの１つを示す図である。
【図４Ｃ】本発明の実施形態による様々な符号化システムの１つを示す図である。
【図４Ｄ】本発明の実施形態による様々な符号化システムの１つを示す図である。
【図４Ｅ】本発明の実施形態による様々な符号化システムの１つを示す図である。
【図５Ａ】図４Ａおよび４Ｂによる符号化システムに関連する、結果として得られる可能
性のある４つの角の１つを示す図である。
【図５Ｂ】図４Ａおよび４Ｂによる符号化システムに関連する、結果として得られる可能
性のある４つの角の１つを示す図である。
【図５Ｃ】図４Ａおよび４Ｂによる符号化システムに関連する、結果として得られる可能
性のある４つの角の１つを示す図である。
【図５Ｄ】図４Ａおよび４Ｂによる符号化システムに関連する、結果として得られる可能
性のある４つの角の１つを示す図である。
【図６】本発明の実施形態による、取り込まれた画像部分の回転を示す図である。
【図７】図４Ａから４Ｅの符号化システムと共に用いられる様々な回転角度を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施形態による、取り込まれた配列の位置を決定するプロセスを示す図
である。
【図９】本発明の実施形態による、取り込まれた画像の位置を決定する方法を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施形態による、取り込まれた画像の位置を決定する別の方法を示す
図である。
【図１１】文書中の符号化空間に関する従来の表現を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の態様は、取り込まれた画像の位置を、より大きな画像との関係で決定すること
に関する。本明細書で述べる位置決定方法およびシステムは、多機能ペンと共に使用する
ことができる。
【００１３】
　以下は、読者のために小見出しで分けてある。小見出しには、用語、汎用コンピュータ
、画像取込みペン、配列の符号化、復号、エラー訂正、位置決定が含まれる。
【００１４】
　＜用語＞
　ペン　－－－　インクを蓄積する能力を含むことも含まないこともある任意の筆記具。
いくつかの例では、インク機能なしのスタイラスを本発明の実施形態によるペンとして使
用することができる。
【００１５】
　カメラ　－－－　紙または他の任意の媒体から画像を取り込むことのできる画像取込み
システム。
【００１６】
　＜汎用コンピュータ＞
　図１は、本発明の様々な態様を実現するのに使用できる従来型の汎用デジタルコンピュ
ーティング環境の例に関する機能ブロック図である。
【００１７】
　図１において、コンピュータ１００は、処理ユニット１１０と、システムメモリ１２０
と、システムメモリを含めた様々なシステム構成要素を処理ユニット１１０に結合するシ
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ステムバス１３０とを備える。システムバス１３０は、様々なバスアーキテクチャのいず
れかを用いたメモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、およびローカルバスを含
めた、いくつかのタイプのバス構造のいずれかとすることができる。システムメモリ１２
０は、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１４０およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１５
０を含む。
【００１８】
　ＲＯＭ１４０には、起動中などにコンピュータ１００内の要素間の情報転送を助ける基
本ルーチンを含むＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）１
６０が記憶されている。コンピュータ１００は、ハードディスク（図示せず）に対して読
み書きするためのハードディスクドライブ１７０と、取外し可能磁気ディスク１９０に対
して読み書きするための磁気ディスクドライブ１８０と、ＣＤ　ＲＯＭやその他の光媒体
などの取外し可能光ディスク１９２に対して読み書きするための光ディスクドライブ１９
１も含む。ハードディスクドライブ１７０、磁気ディスクドライブ１８０、および光ディ
スクドライブ１９１は、それぞれハードディスクドライブインタフェース１９２、磁気デ
ィスクドライブインタフェース１９３、および光ドライブインタフェース１９４によって
システムバス１３０に接続される。ドライブおよびそれらに関連するコンピュータ可読媒
体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、およびその他のデー
タなどの情報の不揮発性記憶域をパーソナルコンピュータ１００に提供する。この例示的
な動作環境では、磁気カセット、フラッシュメモリカード、デジタルビデオディスク、ベ
ルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ
）など、コンピュータからアクセス可能なデータを記憶することのできる他のタイプのコ
ンピュータ可読媒体も使用できることは、当業者には理解される。
【００１９】
　ハードディスクドライブ１７０、磁気ディスク１９０、光ディスク１９２、ＲＯＭ１４
０、またはＲＡＭ１５０には、オペレーティングシステム１９５、１つまたは複数のアプ
リケーションプログラム１９６、その他のプログラムモジュール１９７、およびプログラ
ムデータ１９８を含めて、いくつかのプログラムモジュールを記憶することができる。ユ
ーザは、キーボード１０１やポインティングデバイス１０２などの入力デバイスを介して
、コンピュータ１００にコマンドおよび情報を入力することができる。
【００２０】
　その他の入力デバイス（図示せず）には、マイクロホン、ジョイスティック、ゲームパ
ッド、衛生受信アンテナ、スキャナなどを含めることができる。これらおよび他の入力デ
バイスは、システムバスに結合されたシリアルポートインタフェース１０６を介して処理
ユニット１１０に接続されることが多いが、パラレルポート、ゲームポート、ユニバーサ
ルシリアルバス（「ＵＳＢ」）など、他のインタフェースによって接続されてもよい。さ
らに、これらのデバイスは、適切なインタフェース（図示せず）を介してシステムバス１
３０に直接に接続されてもよい。モニタ１０７または他のタイプの表示デバイスもまた、
ビデオアダプタ１０８などのインタフェースを介してシステムバス１３０に接続される。
モニタに加えて、パーソナルコンピュータは通常、スピーカやプリンタなど他の周辺出力
デバイス（図示せず）も備える。
【００２１】
　好ましい一実施形態としては、フリーハンド入力をデジタルで取り込むために、ペンデ
ィジタイザ１６５および付属のペンまたはスタイラス１６６が備わる。ペンディジタイザ
１６５とシリアルポートの間に直接接続が示してあるが、実際には、ペンディジタイザ１
６５は、当技術分野で周知のようにパラレルポートまたは他のインタフェースおよびシス
テムバス１３０を介して処理ユニット１１０に直接に結合してもよい。さらに、図ではデ
ィジタイザ１６５がモニタ１０７から離れているが、ディジタイザ１６５の使用可能入力
領域がモニタ１０７の表示領域と共存することが好ましい。さらに、ディジタイザ１６５
は、モニタ１０７に一体化させてもよく、モニタ１０７に重なるか他の方法でモニタ１０
７に付属する別個のデバイスとして存在してもよい。
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【００２２】
　コンピュータ１００は、リモートコンピュータ１０９など１つまたは複数のリモートコ
ンピュータへの論理接続を用いて、ネットワーク化された環境で動作することができる。
リモートコンピュータ１０９は、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピアデバイス、ま
たはその他の一般的なネットワークノードとすることができ、図１にはメモリ記憶デバイ
ス１１１しか示していないが、通常はコンピュータ１００に関して上述した要素の多くま
たはすべてを含む。図１に示す論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１１
２および広域ネットワーク（ＷＡＮ）１１３を含む。このようなネットワーキング環境は
、オフィス、企業全体のコンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネ
ットでよく見られるものである。
【００２３】
　コンピュータ１００は、ＬＡＮネットワーキング環境で使用されるときは、ネットワー
クインタフェースまたはアダプタ１１４を介してローカルネットワーク１１２に接続され
る。また、コンピュータ１００は、ＷＡＮネットワーキング環境で使用されるときは通常
、インターネットなどの広域ネットワーク１１３を介して通信を確立するためのモデム１
１５または他の手段を備える。モデム１１５は内蔵でも外付けでもよく、シリアルポート
インタフェース１０６を介してシステムバス１３０に接続される。ネットワーク化された
環境では、コンピュータ１００に関して示したプログラムモジュールまたはその一部を、
リモートのメモリ記憶デバイスに記憶することができる。
【００２４】
　図示のネットワーク接続は例示的なものであり、コンピュータ間の通信リンクを確立す
る他の手段も使用できることは理解されるであろう。ＴＣＰ／ＩＰ、イーサネット（登録
商標）、ＦＴＰ、ＨＴＴＰ、ブルートゥース、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘなど、様々な周知
のプロトコルのいずれかが存在することを想定しており、システムは、ユーザがウェブベ
ースのサーバからウェブページを取り出すことができるようにクライアント－サーバ構成
で操作することができる。様々な従来型のウェブブラウザのいずれかを使用して、ウェブ
ページ上のデータを表示および操作することができる。
【００２５】
　＜画像取込みペン＞
　本発明の実施の形態には、符号化済みデータストリームを表示形式中で位置付けること
が含まれる。表示形式は、印刷された紙（または他の物理媒体）でもよく、符号化済みデ
ータストリームを別の画像または画像セットと共に投影する表示装置でもよい。例えば、
符号化済みデータストリームは、紙の上の物理的なグラフィカル画像として、または表示
画像に重なるグラフィカル画像として表すこともでき、あるいは表示画面上の物理的な（
修正不可能な）グラフィカル画像とすることもできる（したがって、ペンで取り込んだど
んな画像部分も表示画面上で位置決めすることが可能である）。
【００２６】
　取り込んだ画像の位置をこのように決定することを用いて、紙、媒体、または表示画面
とのユーザの対話の位置を決定することができる。本発明の実施の形態では、ペンは、紙
の上に筆記するインクペンとすることができる。また、他の実施の形態では、ペンは、ユ
ーザがコンピュータ表示装置の表面上に筆記するスタイラスとすることができる。どんな
対話も、文書上の符号化済み画像に関する知識、またはコンピュータ画面上に表示された
文書をサポートする知識と共に、システムに返すことができる。カメラの位置を繰り返し
取り込むことにより、システムは、ユーザによって制御されているスタイラスの動きを追
跡することができる。表示画像または印刷画像は、白紙または内容の詰まった紙に関連す
る透かしとすることもでき、あるいは、表示画像に関連する透かし、または画面に重なっ
ているか画面中に構築された固定のコーディングとすることもできる。
【００２７】
　図２Ａおよび図２Ｂに、カメラ２０３を有するペン２０１を説明する例を示す。ペン２
０１は、インク筒を含む場合とそうでない場合のあるチップ２０２を含む。カメラ２０３
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は、表面２０７から画像２０４を取り込む。ペン２０１はさらに、破線ボックス２０６中
に表すように追加のセンサおよび／またはプロセッサも備えることができる。これらのセ
ンサおよび／またはプロセッサ２０６はまた、別のペン２０１および／またはパーソナル
コンピュータに情報を送信する機能（例えばブルートゥースや他の無線プロトコルを介し
て）を備えることができる。
【００２８】
　図２Ｂは、カメラ２０３によって見た画像を表す。説明的な一例では、カメラ２０３の
視野は３２×３２ピクセルである（Ｎ＝３２）。したがって図２Ｂは、縦３２ピクセル×
横３２ピクセルの視野を示す。Ｎのサイズは、所望の画像解像度の程度に基づいて調節可
能である。また、ここでは説明のためにカメラ２０３の視野を正方形として示しているが
、視野には、当技術分野で知られている他の形状を含めることができる。
【００２９】
　カメラ２０３からペン２０１への入力は、画像フレームの系列｛Ｉｉ｝、ｉ＝１，２，
．．．，Ａと定義することができ、Ｉｉはサンプリング時間ｔｉでペン２０１によって取
り込まれる。サンプリングレートは、固定でもよく、文書のサイズに基づいて可変として
もよい。取り込まれる画像フレームのサイズは、文書のサイズおよび必要とされる正確さ
の程度に応じて大きくても小さくてもよい。また、カメラ画像サイズも、探索される文書
のサイズに基づいて決定することができる。
【００３０】
　カメラ２０３で取り込んだ画像は、処理システムによって直接に使用することもでき、
事前フィルタリングを施すこともできる。この事前フィルタリングは、ペン２０１中で行
ってもよく、ペン２０１の外部（例えばパーソナルコンピュータ）で行ってもよい。
【００３１】
　図２Ｂの画像サイズは３２×３２ピクセルである。各符号化ユニットサイズが３×３ピ
クセルの場合は、取り込まれる符号化ユニットの数は約１００ユニットになる。符号化ユ
ニットサイズが５×５の場合は、取り込まれる符号化ユニットの数は約３６になる。
【００３２】
　図２Ａには、位置２０４からのパターンの画像２１０が形成される画像面２０９も示し
てある。対象面２０７上のパターンから受け取られた光が、レンズ２０８によって集束さ
れる。レンズ２０８は単一レンズでも複部構成レンズシステムでもよいが、ここでは、わ
かりやすくするために単一レンズとして表してある。画像取込みセンサ２１１が画像２１
０を取り込む。
【００３３】
　画像センサ２１１は、画像２１０を取り込めるよう十分に大きいものとすることができ
る。あるいは画像センサ２１１は、位置２１２でペンチップ２０２の画像を取り込めるよ
う十分に大きいものとすることができる。参照のために、位置２１２における画像を仮想
ペンチップと呼ぶ。ペンチップとレンズ２０８と画像センサ２１１との関係は一定なので
、画像センサ２１１に対する仮想ペンチップの位置は固定されていることに留意されたい
。仮想ペンチップ２１２の位置（Ｌvirtual-pentipで表す）から実際のペンチップ２０２
の位置（Ｌpentipで表す）への変換により、取り込まれた画像２１０との関係で実際のペ
ンチップの位置を決定することができる。
【００３４】
　以下の変換ＦS→Pが、カメラで取り込んだ画像を紙の上における実際の画像に変換する
。
　　Ｌpaper＝ＦS→P（ＬSensor）
【００３５】
　筆記中、ペンチップと紙は同じ面上にある。したがって、仮想ペンチップから実際のペ
ンチップへの変換もまたＦS→Pであり、以下のとおりである。
　　Ｌpentip＝ＦS→P（Ｌvirtual-pentip）
【００３６】
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　変換ＦS→Pは、透視変換と呼ぶことができる。これは、ＦS→Pの推定として以下のよう
に単純化される。
【００３７】
【数１】

【００３８】
　上式で、θ、ｓx、ｓyは、位置２０４で取り込まれたパターンの２つの配向の回転およ
びスケールである。さらに、取り込まれた画像を紙の上の対応する背景画像と照合するこ
とにより、Ｆ’S→Pをさらに正確にしてＦS→Pにすることができる。「さらに正確にする
」とは、再帰法と呼ばれる一種の最適化アルゴリズムによって、より正確な透視行列ＦS

→P（８つのパラメータ）を得ることを意味する。再帰法では、行列Ｆ’S→Pを初期値と
して扱う。ＦS→Pは、ＳとＰの間の変換をＦ’S→Pよりも正確に表す。
【００３９】
　次に、仮想ペンチップの位置を較正によって決定することができる。
【００４０】
　ペンチップ２０２を、紙の上の既知の位置Ｌpentipに配置する。次に、ペンを傾けて、
カメラ２０３が種々のペン姿勢で一連の画像を取り込めるようにする。各画像を取り込む
ごとに、変換ＦS→Pを受け取ることができる。この変換から、以下のようにペンチップの
仮想画像の位置Ｌvirtual-pentipを得ることができる。
　　Ｌvirtual-pentip＝ＦP→S（Ｌpentip）
および
　　ＦP→S＝１／ＦS→P

【００４１】
　画像ごとに受け取ったＬvirtual-pentipを平均することにより、仮想ペンチップの正確
な位置Ｌvirtual-pentipを決定することができる。
【００４２】
　仮想ペンチップの位置Ｌvirtual-pentipがすでにわかった。また、取り込まれた画像か
ら変換ＦS→Pも得ることができる。最後に、この情報を用いて、以下のように実際のペン
チップの位置Ｌpentipを決定することができる。
　　Ｌpentip＝ＦS→P（Ｌvirtual-pentip）
【００４３】
　＜配列の符号化＞
　１次元系列を折り畳むことにより、２次元配列を構築することができる。２次元配列の
任意の部分を使用して、全２次元配列中におけるその位置を決定することができる。懸念
の１つは、カメラで取り込まれる画像部分のサイズが限られていることである。したがっ
て、取り込まれた１つまたは少数の画像から位置を決定できることが必要である。取り込
まれた画像中にあるエラーが、取り込まれた画像中のいくつかの箇所を利用不可能にする
場合があることから、厄介な問題がさらに生じる。取り込まれた画像部分が２次元配列中
の２つ以上の位置に関連する可能性を最小限に抑えるために、非反復的な系列を使用して
配列を生み出すことができる。生み出される系列の特性の１つは、系列が長さ（またはウ
ィンドウ）ｎにわたって反復しないことである。以下に、１次元系列の生成について述べ
、次いで系列を配列に折り畳むことについて述べる。
【００４４】
　＜系列の構築＞
　符号化システムの開始点として、数の系列を使用することができる。例えば、系列（ｍ
系列とも呼ぶ）は、体Ｆq中のｑ個の要素の集合として表すことができる。ここで、ｑ＝
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ｐnであり、ｎ≧１で、ｐは素数である。系列またはｍ系列は、異なる様々な技法によっ
て生成することができ、限定しないがこれらの技法には多項式除法が含まれる。多項式除
法を用いると、系列は次のように定義することができる。
【００４５】
【数２】

【００４６】
　上式で、Ｐn（ｘ）は、体Ｆq［ｘ］（ｑ個の要素を有する）中のｎ次の原始多項式であ
る。Ｒl（ｘ）は、体Ｆq［ｘ］中のｌ次（ｌ＜ｎ）の０でない多項式である。系列は、２
つのステップを用いた反復的な手順によって生み出すことができる。
【００４７】
　第１に、２つの多項式を割り（体Ｆqの要素が得られる）、第２に、残りにｘを掛ける
。出力が繰り返し始めたときに計算を停止する。このプロセスは、論文に述べられている
ように線形帰還シフトレジスタを使用して実施することができる（例えば、非特許文献１
参照）。この環境では、系列の周期的シフトと多項式Ｒl（ｘ）との間に関係が確立され
る。すなわち、Ｒl（ｘ）を変更しても系列が周期的にシフトされるだけであり、あらゆ
る周期的シフトは多項式Ｒl（ｘ）に対応する。得られる系列の特性の１つは、幅（また
は長さ）ｎにわたってどんな部分も系列中で１度存在することである。
【００４８】
　前述のプロセスは、非反復的な系列を生み出すのに使用することのできる様々なプロセ
スの１つにすぎない。
【００４９】
　＜配列の構築＞
　画像（その一部をカメラで取り込むことができる）を生み出すのに使用できる配列（ま
たはｍ配列）は、１次元系列またはｍ系列の拡大である。周期（ｍ1，ｍ2）の配列をＡと
する。すなわちＡ（ｋ＋ｍ1，ｌ）＝Ａ（ｋ，ｌ＋ｍ2）＝Ａ（ｋ，ｌ）とする。ｎ1×ｎ2

ウィンドウがＡの周期を通してシフトする場合、Ｆqにわたる０でないすべてのｎ1×ｎ2

行列は、１度だけ現れる。この特性は、各ウィンドウが固有であるという点で「ウィンド
ウ特性」と呼ぶことができる。この場合、Ａは周期（ｍ１，ｍ２）および次数（ｎ１，ｎ
２）の配列として表現することができる（ｍ1およびｍ2は、配列中にある水平および垂直
のビット数）。
【００５０】
　系列を折り畳むことによって、２進数配列（またはｍ配列）を構築することができる。
ある手法は、系列を得てからこれをサイズｍ1×ｍ2に折り畳むものであり、配列の長さは
Ｌ＝ｍ1×ｍ2＝２n－１である。あるいは、カバーしたい所定サイズの空間から開始し（
例えば１枚の紙、３０枚の紙、またはコンピュータモニタのサイズ）、領域を決定し（ｍ

1×ｍ2）、次いでＬ≧ｍ1ｍ2を可能にするサイズを使用する（Ｌ＝２n－１）。
【００５１】
　異なる様々な折畳み技法を用いることができる。例えば図３Ａから図３Ｃに、異なる３
つの系列を示す。これらはそれぞれ、図３Ｄとして示す配列に折り畳むことができる。こ
の異なる３つの折畳み方法は、図３Ｄではオーバーレイとして示されており、図３Ｅおよ
び３Ｆではラスタパスとして示されている。図３Ｄに示す折畳み方法は、ｇｃｄ（ｍ1，
ｍ2）＝１のときとして表現することができる（Ｌ＝２n－１）。
【００５２】
　図３Ｄに示すような折畳み方法を生み出すには、長さＬおよび次数ｎの系列｛ａi｝を
生み出す。次に、以下の式１で示すように配列の各ビットが計算されるようにすることに
よって、系列｛ａi｝からサイズｍ1×ｍ2の配列｛ｂkl｝を生み出す。
　　ｂkl＝ａi　この式で、ｋ＝ｉ　ｍｏｄ（ｍ1）であり、ｌ＝ｉ　ｍｏｄ（ｍ2）であ
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り、ｉ＝０，．．．，Ｌ－１である。　　　　　　　　　　　　　　　（１）
【００５３】
　この折畳み手法は、別法として、配列の対角線上に系列を置き、次いで端に達したら反
対側から継続することとして表現することもできる。
【００５４】
　図４Ａに、図３Ｄの配列で使用することのできる第１ビットおよび第２ビットについて
のサンプル符号化技法を示す。他の符号化技法を用いてもよいことを理解されたい。例え
ば、図１１に代替コーディング技法を示す。
【００５５】
　図４Ａを参照すると、第１ビット４０１（例えば「１」）が、濃いインクの列で表され
ている。第２ビット４０２（例えば「０」）が、濃いインクの行で表されている。任意の
色のインクを使用して様々なビットを表すことができることを理解されたい。選択される
インク色の要件は、画像取込みシステムによって区別可能なように媒体の背景と強い対比
をなすことだけである。図４Ａのビットは、３×３のセル行列で表されている。行列のサ
イズは、画像取込みシステムのサイズおよび解像度に基づいて、任意のサイズに修正する
ことができる。図４Ｃ～図４Ｅに、ビット０および１の代替表現を示す。図４Ａ～図４Ｅ
のサンプル符号化に関する１または０の表現は、影響なく交換できることを理解されたい
。図４Ｃには、インタリーブ構成になっている２つの行または列を占めるビット表現を示
す。図４Ｄには、断続形式になっている行および列の代替ピクセル構成を示す。最後に、
図４Ｅには、不規則な間隔のフォーマットになっている列および行のピクセル表現を示す
（例えば２つの濃いブロックの後に１つの明るいブロックが続く）。
【００５６】
　再び図４Ａを参照するが、ビットが３×３行列で表され、撮像システムがこの３×３行
列中で１つの濃い行と２つの白い行を検出した場合は、０（または１）が表されている。
１つの濃い列と２つの白い列を検出した場合は、１（または０）が表されている。
【００５７】
　この場合、１ビットを、複数のブロックまたはピクセルまたはドットを使用して表して
いる。単一のピクセル（またはブロックまたはビット）を使用して１ビットを表すのは脆
弱である。埃、紙の折り目、平らでない表面などにより、データユニットの単一ビット表
現を読み取る際に困難が生じる。ただし、配列を表面上にグラフィカルに表すには様々な
手法を用いることができることを理解されたい。いくつかの手法は、図４Ｃから図４Ｅに
示したものである。他の手法を用いてもよいことを理解されたい。図１０に、空間シフト
されたドットだけを使用する一手法を示す。
【００５８】
　ビットストリームを使用して、図４Ｂのグラフィカルパターン４０３を生み出す。グラ
フィカルパターン４０３は、１２行と１８列を含む。これらの行と列は、ビット表現４０
１および４０２を使用してビットストリームをグラフィカル表現に変換することによって
形成される。図４Ｂは、以下のビット表現を有するものと見なすことができる。
【００５９】
【数３】

【００６０】
　＜復号＞
　図２Ａのペンで筆記するとき、または符号化済みパターンの近くでペンを動かすとき、
カメラが画像を取り込む。次いで、画像を処理して、符号化済み画像の完全な表現に関す
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る取り込まれた画像の配向を決定し、符号化済み画像を構成するビットを抽出する。
【００６１】
　図４Ｂは、画像４０３からのピクセルブロックの表現を含む。表示画像４０４～４１１
は、５×５ピクセルブロックを示す。ピクセルブロック４０４は、白い行の間に１つの濃
い行があるのを示す。ピクセルブロック４０５は、白い列の間に１つの濃い列があるのを
示す。ピクセルブロック４０６は、左下向きの角を示す。ピクセルブロック４０７は、右
上向きの角を示す。ピクセルブロック４０８は、左側に半分の濃い行が付いている濃い列
を示す。ピクセルブロック４０９は、上に半分の濃い列が付いている濃い行を示す。ピク
セルブロック４１０は、半分の濃い行を示す。ピクセルブロック４１１は、半分の濃い列
を示す。ピクセルブロックの組合せを分析すると、ピクセルのすべての組合せは、ピクセ
ルブロック４０４～４１１に見られる画像セグメントで形成できることが理解される。
【００６２】
　さらに、より小さいピクセルブロックセットで、あり得るすべてのピクセルの組合せを
表そうと試みることもできる。単純に、図５Ａ～図５Ｄに示す４つの各ブロック５０１～
５０４が画像４０３中に見出されると予想されるであろう。しかし、８つのピクセルブロ
ック４０４～４１１には、３つのタイプの角しかない。この例では、図５Ａとして表され
るピクセルブロックはない。画像セグメント４０１および４０２を選択して、あるタイプ
の角を除去することができるので、それにより、取り込んだ画像の配向を不足の角タイプ
に基づいて決定する機会がもたらされる。
【００６３】
　図６では、カメラで取り込んだ画像６０１が分析され、その配向は、画像６０１で実際
に表される位置について解釈可能なように決定される。まず、画像６０１をよく調べ、ピ
クセルが水平および垂直に整列するように画像を回転させるのに必要な角度θを決定する
。下にあるグリッドを水平および垂直でない構成（例えば４５度）に回転させることを含
めて、代替のグリッド整列も可能である。ユーザは、他のパターンよりも先に水平および
垂直のパターンに気付く傾向があるので、水平および垂直でない構成を用いることで、ユ
ーザの視覚的混乱をなくすという利点をおそらくもたらすことができる。話を簡単にする
ために、グリッドの配向（下にあるグリッドの水平と垂直の回転ならびに他の任意の回転
）を、事前定義済みグリッド配向と総称する。
【００６４】
　次に、画像６０１を分析して、どの角が不足しているかを決定する。画像６０１を復号
の準備のできた画像６０３まで回転させるのに必要な回転量ｏを、ｏ＝（θ＋回転量｛ど
の角が不足しているかによって定義される｝）として示す。この回転量を図７の式で示す
。再び図６を参照するが、まず、水平および垂直（または他の事前定義済みグリッド配向
）の構成のピクセルに達するためのピクセル配置によって角度θを決定し、６０２に示す
ように画像を回転させる。次いで、分析を行って不足の角度を決定し、画像６０２を回転
させて６０３のような画像を提示して、画像を復号に向けて準備する。ここでは、画像を
反時計回りに９０度回転させ、それにより画像６０３の位置を回復することができる。
【００６５】
　回転角度θは、不足の角を反映するよう画像６０１を回転させる前に適用しても後に適
用してもよいことを理解されたい。
【００６６】
　最後に、画像６０３中の符号を読み出し、画像４０３を生み出すのに使用された元のビ
ットストリームと相関させる。相関はいくつかの方法で行うことができる。例えば再帰的
手法で行うことができ、その場合、回復されたビットストリームを、元のビットストリー
ム内にある他のすべてのビットストリームフラグメントと比較する。第２に、回復された
ビットストリームと元のビットストリームとの間で、例えばこの２つのビットストリーム
間のハミング距離を用いて統計分析を行うこともできる。様々な手法を用いて、回復され
たビットストリームの位置を元のビットストリーム内で決定できる。
【００６７】
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　回復されたビットが得られた後は、取り込んだ画像を元の配列（例えば図４Ｂに示した
配列）内で位置決めする必要がある。ビットのセグメントの位置を配列全体のうちで決定
するプロセスは、いくつかの事項によって複雑になる。第１に、取り込むべき実際のビッ
トが、カメラによる理想の取込みからみて不明瞭な場合がある（例えば、カメラは元の符
号を不明瞭なものにする手書きの画像を取り込む場合がある）。第２に、埃、折り目、反
射なども、取り込まれた画像中にエラーを生じることがある。これらのエラーにより、局
所化プロセスはより困難になる。これに関し、画像取込みシステムは、画像から抽出され
た非連続的なビットと共に機能することが必要な場合がある。以下に、画像からの非連続
的なビットと共に動作する方法を提示する。
【００６８】
　まず系列だけを見るが、系列（またはｍ系列）Ｉが冪級数Ｉ（ｘ）＝１／Ｐn（ｘ）に
対応するものとする。また、Ｒ（ｘ）＝ｒ0＋ｒ1ｘ＋ｒ2ｘ

2＋．．．＋ｒn-1ｘ
n-1は、次

数がｎ未満である任意の０でない多項式である。系列Ｒは、Ｒ（ｘ）／Ｐn（ｘ）に対応
する。前述のように、Ｒは、Ｉをシフトしたバージョンである。ＩとＲの間の距離を、距
離Ｄと定義する。ＲがＩのｓ番目のシフトである場合、これは、Ｄ（Ｒ）＝ｓと表すこと
ができる。この距離Ｄは、いくつかの様々な技法を用いて計算することができる。ある技
法は、２つの間のハミング距離を決定することによるものである。別の方法は、言及され
ているように、Ｐｏｈｌｉｇ－Ｈｅｌｌｍａｎ－Ｓｉｌｖｅｒアルゴリズムを使用するこ
とによるものである（例えば、非特許文献１参照）。当技術分野で知られているその他の
距離決定技法を用いることもできる。Ｐｏｈｌｉｇ－Ｈｅｌｌｍａｎ－Ｓｉｌｖｅｒアル
ゴリズムを使用すると、Ｒ（ｘ）≡ｘsｍｏｄ（Ｐn（ｘ））である。
【００６９】
　しかし、折り畳まれた系列を使用して距離を計算しようとすることは、より複雑である
。というのは、抽出された符号が非連続的でエラーをさらに含む場合があるからである。
以上の系列分析から開始して、画像から位置を決定することができる。以下の関係から開
始することができる。
　　Ｒ＝ｒtＡ　　　　　　　　　　（２）
【００７０】
　上式で、ｒ＝（ｒ0　ｒ1　ｒ2　．．．ｒn-1）

tであり、Ａ＝（Ｉ　Ｔ（Ｉ）．．．Ｔn

-1（Ｉ））tは、Ｉの周期的シフトからなる。したがって、Ｉのどんな周期的シフトも、
ｒtとＡの積である。ペンがＩのｋ個のビットを読み取る場合（ｂ＝（ｂ0　ｂ1　ｂ2　．
．．ｂk-1）

t（ｋ≧ｎ））、Ｒ（ｘ）を用いてｂ0を系列（またはｍ系列）の始まりに周
期的にシフトすることができる。このシフトは、次いでＡの列を調節して、Ａのｎ×ｋの
サブ行列Ｍを生み出す。したがって以下のとおりである。
【００７１】
　　ｒTＭ＝ｂT　　　　　　　　　　　（３）
　上式で、Ｔは行列またはベクトルの変換を表す。
【００７２】
　Ｍのすべての行が独立している場合、ｒを決定することができ、式（１）の１次元位置
を調整することによって、Ｄ（Ｒ）は結果としてＩにおけるｂ0の絶対位置が得られる。
このことは、ｂ0ビットの２次元位置を決定できることを意味する。この位置情報により
、ペンチップの位置を決定することができる。
【００７３】
　次に、Ａの全ての調整を決定してチェックすることができる。
【００７４】
　別法としては、行列Ａが大きいので、Ａのすべての調整を保持する必要はない。実際、
実装形態によっては、関係があるのは列の間の相対位置だけである。したがって、保存で
きる列（ｂ0を系列（またはｍ系列）の始まりにシフトした後で）は、ペン（したがって
カメラ）が回転するときに対応する２次元位置がカメラの受像視野内にある列である。こ
れらの列を、２次元位置情報（例えば行列）と共に配列に記憶することができる。一例は
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以下を含む。
　「element－typeCoreVector [rowsize][column－size]」
【００７５】
　このような列の総数は、Ｌよりもずっと少ない（Ｌ＝２n－１）。ｂにエラーがない場
合、ｒの解は以下のように表現することができる。
【００７６】
【数４】

【００７７】
上式で、
【００７８】
【数５】

【００７９】
はＭの任意の非退化ｎ×ｎサブ行列であり、
【００８０】
【数６】

【００８１】
はｂの対応するサブベクトルである。
【００８２】
　＜エラー訂正＞
　ｂにエラーがある場合は、ｒの解はより複雑になる。ｂ中のエラーの数（ｎeとして表
す）がｄ／２未満の場合（ｄはＭによって生成される符号の最小ハミング距離）は、ｂを
訂正することができる。残念ながら、行列Ｍが種々のペン姿勢で変化し、行列Ｍの構造が
規則的ではないので、エラー訂正を用いた従来の復号方法は容易に適用することができな
い。場合によっては、エラーがあるときにｄを正確に決定するのは不可能であるとされて
きた。（例えば、非特許文献２参照）。
【００８３】
　しかし、確率的手法を用いて肯定的な結果が得られた。ｎeがｋに比べて相対的に少な
いと仮定すると、独立した対応する列をＭ中に有するｎ個のビットをランダムに選択する
とき、ｂのｋ個のビットから正しいｎ個のビットを選択する確率は高い。
【００８４】
　システムは、画像中のランダムなビットを繰り返し選択することができる。システムが
この選択および分析を何回か繰り返した場合、一般に、系列中の適切な距離を分離するこ
とができる。言い換えれば、正しいビットが選択されたとき、ｂtとｒtＭの間のハミング
距離は最小になる（ｒは式（４）によって計算される）。数回繰り返すと、正しいｒは他
の距離よりも現れる回数が多く、したがって容易に識別することができる。この結果を、
単独で、または前の位置情報と組み合わせて用いることができる。例えば、カメラが、ペ
ージの上部に近い線上に位置決めすることのできる画像のストリングを取り込み、カメラ
からの現在の画像が、例えば前のストリングから一方は非常に近く他方は非常に遠い２つ
の距離を提供している場合は、ユーザがごく短時間にペンを大きく動かした可能性よりも
わずかだけ動かした可能性の方が高い。前の画像取込みと現在の画像取込みとの間で、他
のタイプの分析を用いることもできる。
【００８５】
　種々のｒがあり、それによりｂtとｒtＭの間のハミング距離がすべて最小である場合は
、ｎeがＭによって生成された符号のエラー訂正能力を超えている可能性が高く、復号プ
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ロセスは失敗する。システムはこの場合、カメラからの次の取り込まれた画像に移ること
ができる。
【００８６】
　最後に、様々な技法（限定しないがＰｏｈｌｉｇ－Ｈｅｌｌｍａｎ－Ｓｉｌｖｅｒアル
ゴリズムを含む）により、正しいｂを決定することができ、系列（ｍ系列）Ｉにおけるｒ
の局所化を計算することができる。次いで、ペンチップを位置決めすることができる。
【００８７】
　図８は、系列（またはｍ系列）における取り込まれた画像の位置を決定するのに用いる
ことのできるプロセスを反映している。まずステップ８０１で、取り込まれた画像に関係
するデータストリームを受け取る。ステップ８０２で、取り込まれた画像から列を抽出し
、取り込まれた画像中の情報で行列を構築する。ステップ８０３で、符号を距離にしたが
ってソートする。符号は、当技術分野で知られている様々なソートアルゴリズムを使用し
てソートすることができる。例えば、選択ソートアルゴリズムを使用することができる。
選択ソートアルゴリズムは、ｍが大きくないときに有益である。ただしｍが大きくなる場
合は、より多くの項目をより効率的に処理する他のソートアルゴリズム（例えばマージソ
ート）を使用することができる。
【００８８】
　ステップ８０４で、ステップ８０２で構築した行列からＭ個の行ベクトルを選択し、８
０２の行列から配列（またはｍ配列）の始まりへの距離ベクトルｒを決定する。
【００８９】
　取り込まれた画像は、行列Ｍの位置を決定するのに必要とされるよりも多くの情報を含
む場合がある。例えば、各ビットが９個のピクセルで表され、カメラ撮像システムが３２
×３２ビット行列を含む場合、約１００ビットを得ることができる（１０×１０）。撮像
されたこれらのビットのうちｎ個を使用して、位置を決定することができる。したがって
例えば、配列ｍ1，ｍ2のサイズが２５５×２５５（６５０２５）の場合、取り込まれた画
像を位置決めするのに必要なビットの数はｎ個（ｍ1×ｍ2≦Ｌ＝２n－１）になる。この
場合、ｎ＝１６である。したがって、取り込まれた画像を位置決めできるようにするため
に画像が生成する必要のあるビット数はｎである。エラーを補償するために異なる様々な
選択肢を提供するには、ｎビットよりも多くのビットを画像から抽出する必要がある。例
えば、必要なｎの数が１６の場合、カメラは１８個以上のビットを生成する必要がある。
【００９０】
　ステップ８０５で、この分析をＫ回（例えば１０回から１００回、５００回）にわたっ
て実施する。繰り返された結果の数が最大であって、そのエラービット数が所定の値（例
えば３）未満である位置を決定することを試みる。次いでシステムは、ステップ８０６で
、エラー訂正がうまく行われたかどうかを決定する。うまくいかなかった場合は、ステッ
プ８０９でエラーを返す。うまくいった場合は、ステップ８０７で、系列（ｍ系列）にお
ける抽出された符号の位置を計算する（例えばＰｏｈｌｉｇ－Ｈｅｌｌｍａｎ－Ｓｉｌｖ
ｅｒアルゴリズムで）。このステップはまた、ｙi＝ｙn／ｍIを計算し、グループテーブ
ル中で因数を調べて、Ｒiの残余値を得るサブステップを含むこともできる。これは以下
のように表現することができる。
【００９１】
【数７】

【００９２】
　Ｌは、系列における位置を表す。次にステップ８０８で、配列中の（Ｘ，Ｙ）位置をｘ
＝Ｌ　ｍｏｄ　ｎ1およびｙ＝Ｌ　ｍｏｄ　ｎ2として表現し、この結果を返す。
【００９３】
　＜位置決定＞
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　図９に、ペンチップの位置を決定するプロセスを示す。入力は、カメラによって取り込
まれた画像であり、出力は、全体的な画像と比較した場合の画像の位置座標とすることが
できる。また、出力は、取り込まれた画像の回転角度を含む場合がある（そうでない場合
もある）。
【００９４】
　ステップ９０１で、カメラから画像を受け取る。次にステップ９０２で、受け取った画
像を任意選択で前処理して（ステップ９０２の破線の輪郭で示すように）、明るいピクセ
ルと暗いピクセルの間のコントラストを調節し、取り込まれた画像の回転角度の決定など
を試みる。
【００９５】
　次にステップ９０３で、画像を分析して、画像内のビットストリームを決定する。
【００９６】
　次にステップ９０４で、ビットストリームを元のビットストリームと比較し、元のビッ
トストリーム内における受け取ったビットストリームの位置を決定する。この比較は、元
のビットストリームがどのようにラップされて画像４０３が生み出されているかをシステ
ムが認識しているときに行うことができる。最後に、取り込まれた画像の位置をステップ
９０４で決定すると、ステップ９０５でペンチップの位置を決定することができる。
【００９７】
　図１０に、ペンチップの位置を決定するための代替手法を示す。まずステップ１００１
で、カメラから画像を受け取る。次いでステップ１００２で、任意選択で画像に画像前処
理を施すことができる（ステップ１００２の破線の輪郭で示すように）。ステップ１００
３でパターンを抽出する。ここで、様々な線上のピクセルを抽出してパターンの配向を見
つけ、角度θを決定することができる。
【００９８】
　次にステップ１００４で、受け取った画像を分析して、基礎をなすピクセル分散および
グリッド線を決定する。ステップ１００５でグリッド線が見つかった場合は、ステップ１
００６でパターンから符号を抽出する。次いでステップ１００７で符号を復号し、ステッ
プ１００８でペンチップの位置を決定する。ステップ１００５でグリッド線が見つからな
かった場合は、ステップ１００９でエラーを返す。
【００９９】
　添付の特許請求の範囲を用いて本発明を定義したが、本発明は、本明細書で述べた要素
およびステップの任意の組合せまたは下位の組合せを含むものとし、したがってこれらの
特許請求の範囲は例示的なものである。したがって、本発明を定義するための代替の組合
せには任意の数があり、これらの組合せは、説明と特許請求の範囲と図面とを含めた本明
細書からの１つまたは複数の要素の、様々な組合せまたは下位の組合せを組み込む。本発
明の態様の代替の組合せを、単独で、あるいは本明細書に定義した１つまたは複数の要素
またはステップとの組合せで、本発明の修正または改変としてあるいは本発明の一部とし
て利用できることは、本明細書に鑑みて関連技術の当業者には明らかであろう。本明細書
に含まれる本発明についての書面記述は、このような修正および改変をすべてカバーする
ものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、取り込まれた画像の位置を、より大きなサイズのサブウィンドウの画像との
関係で決定することが可能な、２次元配列における復号およびエラー訂正の方法に関する
。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　コンピュータ
　１０１　キーボード
　１０２　マウス
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　１０６　シリアルポートインタフェース
　１０７　モニタ
　１０８　ビデオアダプタ
　１０９　リモートコンピュータ
　１１０　処理ユニット
　１１１　メモリ記憶デバイス
　１１２　ローカルエリアネットワーク
　１１３　広域ネットワーク
　１１４　ネットワークインタフェース
　１１５　モデム
　１２０　システムメモリ
　１３０　システムバス
　１４０　ＲＯＭ
　１５０　ＲＡＭ
　１６０　ＢＩＯＳ
　１６５　ディジタイザ
　１６６　ペンまたはスタイラス
　１７０　ハードディスクドライブ
　１８０　磁気ディスクドライブ
　１９０　取外し可能磁気ディスク
　１９１　光ディスクドライブ
　１９２　取外し可能光ディスク
　１９２　ハードディスクインタフェース
　１９３　磁気ディスクドライブインタフェース
　１９４　光ドライブインタフェース
　１９５　オペレーティングシステム
　１９６　アプリケーションプログラム
　１９７　その他のプログラムモジュール
　１９８　プログラムデータ
　２０１　ペン
　２０２　ペンチップ
　２０３　カメラ
　２０４　画像
　２０６　センサおよび／またはプロセッサ
　２０７　対象面
　２０８　レンズ
　２０９　画像面
　２１０　画像
　２１１　画像取込みセンサ
　２１２　仮想ペンチップ
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