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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子インクを有する基面（１）に筆記する検知装置（１０１）であって、
　前記基面（１）は、前記基面（１）の領域のＩＤである領域ＩＤを示すコード化データ
（３）を有し、前記電子インクは、前記基面（１）の面上に印刷されるか、又は前記基面
（１）内に形成されるインクであり、
　前記検知装置（１０１）は、
　前記基面（１）への前記検知装置（１０１）の下降事象によって開始し、その後の前記
基面からの前記検知装置（１０１）の上昇事象によって終了するストローク動作によって
、前記コード化データ（３）を使用して前記領域ＩＤを発生させるように構成されている
領域ＩＤ発生器（１３４）と、
　前記領域ＩＤのデータをコンピュータ・システムに送信するように構成されている送信
器（１３３）と、
　前記基面における前記電子インクの状態を変更するために電界を生成する状態変更装置
と
を備えることを特徴とする、検知装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検知装置（１０１）において、前記領域に対する前記検知装置（１０
１）の運動を示す運動データを生成するように構成されている運動センサ（１９０）をさ
らに備える検知装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の検知装置（１０１）において、前記運動センサ（１９０）は、前記コ
ード化データ（３）を用いて前記運動データを生成するように構成されている検知装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の検知装置（１０１）において、前記コード化データ（３）は、前記領
域の複数の基準点を表し、
　前記運動センサ（１９０）は、前記検知装置（１０１）が前記基準点のうちの少なくと
も１つに対して運動する場合に、前記運動データを生成するように構成されている検知装
置。
【請求項５】
　請求項３に記載の検知装置（１０１）において、前記コード化データ（３）は、前記領
域の複数の周期的エレメントを含み、
　前記運動センサ（１９０）は、前記検知装置（１０１）が前記周期的エレメントのうち
の少なくとも１つに対して運動する場合に、前記運動データを生成するように構成されて
いる検知装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の検知装置（１０１）において、前記運動センサ（１９０）は、少なく
とも１つの前記基準点に対する前記検知装置（１０１）の位置をサンプリングし、それに
より、前記運動データを生成するように構成されている検知装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の検知装置（１０１）において、前記運動センサ（１９０）は、少なく
とも１つの前記周期的エレメントに対する前記検知装置（１０１）の位置をサンプリング
し、それにより、前記運動データを生成するように構成されている検知装置。
【請求項８】
　請求項２に記載の検知装置（１０１）において、前記運動センサ（１９０）は少なくと
も１つの加速度センサを備え、
　前記加速度センサは、前記検知装置（１０１）が前記領域に対して運動する場合に、前
記検知装置（１０１）の加速度を検知し、前記加速度を周期的にサンプリングすることに
より前記運動データを生成するように構成されている検知装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の検知装置（１０１）において、前記加速度センサは、少なくとも２つ
の互いに直交する加速度成分を検知するように構成されている検知装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の検知装置（１０１）において、前記状態変更装置は、起動可能かつ停
止可能である検知装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の検知装置（１０１）において、前記検知装置（１０１）と前記基面
（１）との間の相対的力が所定の値を超えた場合に、前記状態変更装置を起動するように
構成されている力センサをさらに備える検知装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の検知装置（１０１）において、前記基面（１）に関連付けられたマ
ーカの検出に応じて、前記状態変更装置を使用可能または使用不能にするために、前記マ
ーカに応答する検出装置をさらに含む検知装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の検知装置（１０１）において、前記コード化データ（３）は、複数
のタグを含み、
　それぞれ前記タグは、前記タグが位置する領域の前記領域ＩＤを示し、
　それぞれ前記タグは、１つの前記マーカを含む検知装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の検知装置（１０１）において、前記状態変更装置は電界発生器を含む
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検知装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の検知装置（１０１）において、前記状態変更装置は、前記電子インク
を第１の状態に変更するための第１の状態変更装置と、前記電子インクの状態を第２の状
態に変更するための第２の状態変更装置とを備える検知装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の検知装置（１０１）において、前記検知装置（１０１）は、長尺状
であり、
　前記第１の状態変更装置は、前記検知装置（１０１）の第１の長手方向端部に隣接して
配置されており、
　前記第２の状態変更装置は、前記検知装置（１０１）の第２の長手方向端部に隣接して
配置される検知装置。
【請求項１７】
　請求項４に記載の検知装置（１０１）において、前記コード化データ（３）は、複数の
タグを含み、
　それぞれ前記タグは、前記タグが位置する前記領域の前記領域ＩＤと、前記基準点とを
示す検知装置。
【請求項１８】
　請求項５に記載の検知装置（１０１）において、前記コード化データ（３）は、複数の
タグを含み、
　それぞれ前記タグは、前記タグが位置する前記領域の前記領域ＩＤと、前記周期的エレ
メントとを示す検知装置。
【請求項１９】
　フリーハンドで提供された情報を捕捉するためのシステムであって、
　請求項１に記載の検知装置（１０１）と、
　前記基面（１）に関連付けられた前記電子インクを有する前記基面（１）と、
　前記基面（１）に関連付けられた前記コード化データ（３）と
を含むシステム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のシステムにおいて、前記基面（１）には、前記電子インクと、前記
電子インクではないカラー可視インクとが提供されるシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、概して、面に対する相互作用および運動に関し、特に電子インク面に対する上
記相互作用および運動を捕捉するための検知装置に関する。
【０００２】
（同時係属中出願）
本発明に関係する様々な方法、システムおよび装置は、本発明の出願人または譲受人によ
って本発明と同時に出願された以下の同時係属中の出願に開示されている：第ＰＣＴ／Ａ
Ｕ００１０１２７３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２７９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１
２８８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２７６号、第
ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２７４号、第ＰＣＴ／ＡＵ
００／０１２８９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２７５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２
７７号、第ＰＣＴ／ＡＵ０Ｏ／０１２８６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８１号、第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ００／０１２７８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８７号、第ＰＣＴ／ＡＵ０
０／０１２８５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８４号および第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１
２８３号。これらの同時係属中の出願の開示は、相互参照によって本願に援用される。
【０００３】
本発明に関係する様々な方法、システムおよび装置は、本発明の出願人または譲受人によ
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って２０００年９月１５日に出願された以下の同時係属中の出願で開示されている：第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ００／０１１０８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１１１０号および第ＰＣＴ／Ａ
Ｕ００／０１１１１号。これらの同時係属中の出願の開示は、相互参照によって本願に援
用される。
【０００４】
本発明に関係する様々な方法、システムおよび装置は、本発明の出願人または譲受人によ
って２０００年６月３０日に出願された以下の同時係属中の出願で開示されている：第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ００／００７６２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７６３号、第ＰＣＴ／ＡＵ０
０／００７６１号、第ＰＣＴＩＡＵ００／００７６０号、第ＰＣＴ／ＡＵ０Ｏ／００７５
９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７５８号、第ＰＣＴＩＡＵ００／００７６４号、第ＰＣ
Ｔ／ＡＵ００／００７６５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７６６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００
／００７６７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７６８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７３
号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７５号、第ＰＣＴ
／ＡＵ００／００７７６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／
００７７０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７６９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７１号
、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７７２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７５４号、第ＰＣＴ／
ＡＵ００／００７５５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００７５６号および第ＰＣＴ／ＡＵ００
／００７５７号。これらの同時係属中の出願の開示は、相互参照によって本願に援用され
る。
【０００５】
本発明に関係する様々な方法、システムおよび装置は、本発明の出願人または譲受人によ
って２０００年５月２４日に出願された以下の同時係属中の出願で開示されている：　第
ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１９号、第ＰＣＴ／ＡＵ
００／００５２０号、第ＰＣＴＩＡＵ００／００５２１号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５
２２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５２３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５２４号、第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ００／００５２５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５２６号、第ＰＣＴ／ＡＵ０
０／００５２７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５２８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５２
９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３１号、第ＰＣ
Ｔ／ＡＵ００／００５３２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００
／００５３４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３６
号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５３８号、第ＰＣＴ
／ＡＵ００／００５３９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／
００５４１号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４３号
、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４５号、第ＰＣＴ／
ＡＵ００／００５４７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５４６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０
０５５４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５５６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５５７号、
第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５５８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５５９号、第ＰＣＴ／Ａ
Ｕ００／００５６０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６１号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００
５６２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６４号、第
ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６６号、第ＰＣＴ／ＡＵ
００／００５６７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５
６９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７１号、第Ｐ
ＣＴ／ＡＵ００／００５７２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７３号、第ＰＣＴ／ＡＵ０
０／００５７４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７
６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７８号、第ＰＣ
Ｔ／ＡＵ００／００５７９号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５８１号、第ＰＣＴ／ＡＵ００
／００５８０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５８２号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５８７
号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５８８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５８９号、第ＰＣＴ
／ＡＵ００／００５８３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９３号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／
００５９０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９１号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９２号
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、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９４号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９５号、第ＰＣＴ／
ＡＵ００／００５９６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５９７号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／０
０５９８号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１６号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１７号お
よび第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１１号。
【０００６】
これらの同時係属中の出願の開示は、相互参照によって本願に援用される。
（発明の背景）
面に対する自身の運動を同時に捕捉しながら、面に書き込むためのペン状の装置が説明さ
れてきた。このような装置のあるものは、埋設された加速度計を用いて自身の運動を検知
する。他の装置は、面上の機械可読にコード化された情報を検出することにより、自身の
運動を検知する。この後者のカテゴリについては、例えば、米国特許第５，４７７，０１
２号、同第５，６５２，４１２号およびＰＣＴ出願第ＷＯ９９／５０７８７号を参照され
たい。
【０００７】
これらのペン状装置は、通常、インク用のペン先のような従来のマーキング手段を使用す
る。マークされる面媒体は、通常、再使用することはできない。
（発明の概要）
第１の態様によれば、本発明は、面上に配置されたコード化データおよび電子インクを有
する面と共に使用するための検知装置を提供する。前記コード化データは、面に関連付け
られたある領域のＩＤ（識別）を示す。前記検知装置は、＃　コード化データを使用する
領域のＩＤを示す領域ＩＤを生成するように構成されている領域ＩＤ発生器と、＃　領域
ＩＤデータをコンピュータ・システムに送信するように構成されている送信器とを含む。
【０００８】
検知装置は、さらに、前記領域に対する検知装置の運動を示す運動データを生成するよう
に構成されている運動検知手段を含むことが好ましい。該運動検知手段は、コード化デー
タを用いて運動データを生成するように構成されていることが好ましい。
【０００９】
コード化データは、好適には、領域の複数の基準点を表し、運動検知手段は、検知装置が
基準点のうちの少なくとも１つに対して運動する場合に、運動データを生成するように構
成されていることが好ましい。コード化データは、周期的エレメントを含むことができ、
運動検知手段は、検知装置が周期的エレメントのうちの少なくとも１つに対して運動する
場合に、運動データを生成するように構成されている。
【００１０】
運動検知手段は、少なくとも１つの基準点に対する検知装置の位置をサンプリングし、そ
れにより、運動データを生成するように構成されていることが好ましい。これに代わって
、あるいはこれに加えて、運動検知手段は、少なくとも１つの周期的エレメントに対する
検知装置の位置をサンプリングし、それにより、運動データを生成するように構成されて
いる。
【００１１】
運動検知手段は少なくとも１つの加速度検知手段を備え、該加速度検知手段は、検知装置
が領域に対して運動する場合に、検知装置の加速度を検知するように構成されており、前
記運動検知手段は、加速度を周期的にサンプリングすることにより運動データを生成する
ように構成されていることが好ましい。加速度検知手段は、少なくとも２つのほぼ直交す
る加速度成分を検知するように構成され得る。
【００１２】
コード化データは、面上に別々に記録することもできるし、または、面の形成中に記録す
ることもできる。面としては、紙、プラスチックまたは任意の他の固体材料を含む任意の
面であってよい。面は他の品物の一部であってもよい。例えば、面は、家具の一部であっ
ても、壁の一部であっても、任意の対象物の一部であってもよい。好適には、面はページ
であることが好ましく、また好適には、紙のページであり、また文書の一部であってもよ
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い。
【００１３】
検知装置は、実際に面と接触していなくてもよい。検知装置は、面と接触していてもよい
が、面と接触せずに、単に面上を通過するだけでもよい。
装置の面上の位置についての情報は、好適には、送信器により、上記情報を解釈（ｉｎｔ
ｅｒｐｒｅｔ）することができるコンピュータ・システムに送信される。故に、人間がそ
の上にコード化データが記録されている１枚の紙の上に図形を形成している場合には、コ
ンピュータ・システムは、装置が提供する位置情報を解釈し得、そのため上記図形を示す
データがコンピュータ内に格納され、例えば、印刷したページとして再現され得る。他の
方法としては、コンピュータ・システムを制御するために、位置情報を使用することもで
きる。コンピュータ・システムと一緒に検知装置を使用する好ましい実施形態については
後で説明する。
【００１４】
好適には、装置は、さらに、電子インクの状態を変更するための状態変更装置を含む。こ
のように、前記面は可視に描かれることもできるし、装置が面に対して運動する場合に、
電子インクの状態を変更することにより、前に描かれたものを消去することもできる。
【００１５】
好適には、状態変更装置は、起動可能かつ停止可能である。
装置は、好適には、さらに、装置と面との間の力が所定の値を超えた場合に、状態変更装
置を起動させたり、停止させたりすることができる力センサを備える。
【００１６】
装置は、さらに、マーカの検出に応じて、状態変更装置を起動させたり、停止させたりで
きるように、面に関連付けられたマーカに応答する手段を備えることが好ましい。
【００１７】
好適には、状態変更装置は電界発生器を備える。
好適には、状態変更装置は、電子インクを第１の状態に変更するための第１の状態変更装
置と、電子インクの状態を第２の状態に変更するための第２の状態変更装置とを備える。
【００１８】
好適には、装置は長尺状であり、第１の状態変更装置は、検知装置の第１の長手方向端部
に隣接して配置されており、第２の状態変更装置は、検知装置の第２の対向長手方向端部
に隣接して配置されている。
【００１９】
好適には、コード化データは複数のタグを含み、各タグはタグが位置する領域のＩＤを示
し、各タグは領域の基準点を示し、領域は面と関連していて、基準点は領域に対するタグ
の位置を示す。これに代わって、またはこれに加えて、各タグはタグが位置する領域のＩ
Ｄを示し、各タグは少なくとも１つの周期的エレメントを含む。
【００２０】
他の態様によれば、本発明は、フリーハンドで提供された情報を捕捉するためのシステム
を提供する。該システムは、本発明の第１の態様の検知装置と、面に関連付けられた電子
インク、および面に関連付けられたコード化データを有する面を有する基面（ｓｕｂｓｔ
ｒａｔｅ）とを備える。
【００２１】
好適には、面は、電子インクおよび電子インクではないカラー可視インクを備える。基面
は、好適には、用紙である。
１つの領域は、複数のタグを含み得る。１つの領域は、例えば、１枚のページであっても
、面上の特定の領域であってもよい。好適には、１つの領域内の各タグは、その領域を識
別する領域データを示すものである。それ故、その領域がページである場合には、そのペ
ージ上の複数の各タグは、そのページ上の識別子の絶対位置を識別する位置データ、およ
びそのページを識別する領域データを示す。好適には、装置の検出手段は、領域データを
捕捉し、コンピュータ・システムに送信し得るように構成されている。これにより、例え
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ば、コンピュータ・システムは、例えば、コンピュータ・システムは、文字が書かれてい
るかまたは図形が描かれている最中のまさにその文書を「知ること」ができるように、ペ
ージを識別することができる。
【００２２】
すでに説明したように、本装置は、面に接触している必要はない。少なくとも時々面に接
触して使用することが企図される場合には、本装置は、面に加わる同装置の力を検知する
ためのセンサを備えることができる。好適には、本装置は、力についての情報を提供する
力データを生成するための力データ生成手段を含むことが好ましい。上記情報は、少なく
とも２つの方法で使用できることが好ましい。
【００２３】
第１の方法の場合、上記情報を用いて、いつ本装置が最初に面に触れたか、およびいつ同
装置が面から離れたかを、フリーハンドにおいて「ストローク」と呼ばれる、力の付与と
力の除去との間の運動によって決定し得る。
【００２４】
第２の方法の場合、上記情報を用いて、本装置を面に接触させた場合に、力の変動をほぼ
連続的に検出することができる。この情報は、例えば、ユーザの署名を特徴付けるために
使用されてもよいし、計算機システムをさらに制御するために使用されてもよい。
【００２５】
本装置は、上記のような適当な手段を備える１つの独立した器具であることが好ましい。
本装置は任意の形状であってよいが、スタイラスまたはペンの形をしていることが好まし
い。
【００２６】
本装置は、好適には、制御可能であり、かつ本装置によりユーザが提供する手書きの情報
（図形または文書）を解釈することが可能なコンピュータ・システムと対話するためのも
のである。本装置は、同装置を一意的に識別する装置識別情報を提供するように構成され
ていることが好ましい。よって、コンピュータ・システムは、その装置識別情報を使用し
て本装置を識別し得る。
【００２７】
さらに別の態様によれば、本発明は、面に関連付けられた電子インクおよび面に関連付け
られたコード化データを有する面を含む基面（ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）を提供する。上記コ
ード化データは、面に関連付けられた領域のＩＤ（識別）を示す。
【００２８】
本発明の特徴および利点は、添付の図面を参照しながら本発明の実施形態の以下の説明か
ら理解することができるだろう。しかし、この説明は単なる例示としてのものにすぎない
。
次に、本発明の好ましい実施形態および他の実施形態について、非制限的な例によっての
み添付の図面を参照しながら説明する。
【００２９】
（好ましい実施形態および他の実施形態の詳細な説明）
注意：Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）は、オーストラリアのシルバーブルック・リサーチ社（
Ｓｉｌｖｅｒｂｒｏｏｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｔｙ．Ｌｔｄ）の登録商標である。
【００３０】
好ましい実施形態において本発明はネットページネットワーク化コンピュータ・システム
と共に作動すべく構成される。該システムの概要は以下に示されるとともに、その詳細な
説明は、特定の出願、すなわち、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６９号、第ＰＣＴ／ＡＵ０
０／００５６５号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７０号、第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５１
９号、および第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７８号を含む本出願人の先行出願に示されてい
る。必ずしも全ての実施方式が、基本システムに関してこれらの出願に記載されている特
定の詳細および拡張の全て、もしくは殆どを具現するものでないことは理解されるであろ
う。但し、本発明の好ましい実施形態および態様が機能する状況の理解を助けるために、
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上記システムは殆ど完全な形態で記述される。
【００３１】
簡潔にまとめると、ネットページ・システムの好ましい形態は、マップ化された面、すな
わち、コンピュータ・システム内に保持された面のマップに対する標点を含む物理的面の
形態にあるコンピュータ・インタフェースを用いる。上記マップ標点（ｍａｐ　ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ）は、適切な検知装置により照会され得る。特定の実施方式に依存して上記マ
ップ標点は、可視にもしくは不可視にコード化され得るとともに、マップ化された面上で
局部的照会を行うと当該マップ内および別の各マップ内の両者において明瞭なマップ標点
が得られるように定義され得る。上記コンピュータ・システムは上記マップ化された面上
の形状特徴（ｆｅａｔｕｒｅ）に関する情報を含み得ると共に、斯かる情報は、上記マッ
プ化された面と共に使用される検知装置により供給されるマップ標点に基づき検索され得
る。この様に検索された情報は、面の上記各形状特徴に対する操作者の相互作用に応じて
、該操作者に代わって上記コンピュータ・システムにより開始されるアクションの形態を
取り得る。
【００３２】
上記ネットページ・システムはその好ましい形態において、ネットページの作成、および
、ネットページに対するユーザの対話（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）に依存する。これらは
通常の用紙または他の媒体上に印刷されたテキスト、グラフィックおよび画像のページで
あるが、それらはインタラクティブ・ウェブ・ページの如く作用する。情報は、人間の肉
眼ではほぼ不可視なインクを使用して各ページ上にコード化される。但し、上記インク、
よって上記コード化データは、光学的作像ペンにより検知されてネットページ・システム
へと送信される。
【００３３】
好ましい形態においては、各ページ上の各アクティブ・ボタンおよび各ハイパーリンクが
上記ペンによりクリックされ、上記ネットワークからの情報を要求するか、または、ネッ
トワーク・サーバに対して選好性（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を信号送信し得る。一実施形
態において、ネットページ上に手書きされたテキストは上記ネットページ・システムにお
いて自動的に認識されてコンピュータ用テキストに変換して、フォームへと記入され得る
。他の実施形態においては、ネットページ上に記録された署名が自動的に照合されて、電
子商取引（ｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ）のトランザクションが安全に許可される。
【００３４】
図１に示された如く印刷されたネットページ１は対話フォームを表し得、該フォームはユ
ーザにより、印刷されたページ上で物理的に、且つ、ペンとネットページ・システムとの
間の通信により「電子的」に記入され得る。上記の例は、氏名およびアドレスフィールド
と提出ボタンとを含む「リクエスト」フォームを示している。上記ネットページは、可視
インクを使用して印刷されたグラフィック・データ２と、不可視インクを使用してタグ４
の集合として印刷されたコード化データ３とから成る。上記ネットページネットワーク上
に格納された対応するページ記述５は、上記ネットページの個々のエレメントを記述する
。特に上記ページ記述は、各対話エレメント（すなわち、上記例におけるテキストフィー
ルドおよびボタン）の種類および空間的範囲（区域）を記述することから、上記ネットペ
ージ・システムは上記ネットページを介した入力を正しく解釈し得る。提出ボタン６は例
えば、対応グラフィック８の空間的範囲に対応する区域７を有する。
【００３５】
図２に示された如く、その好ましい形態が本出願人の先行出願第ＰＣＴ／ＡＵ００／００
５６５に示されるネットページ・ペン１０１はネットページ・プリンタ６０１と協働し、
該プリンタは、家庭用、オフィスもしくはモバイル用にインターネット接続された印刷機
器である。上記ペンは無線式であり、且つ、短距離無線回線９を介して上記ネットページ
・プリンタと安全に通信する。
【００３６】
その好ましい形態が本出願人の先行出願第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６１および本出願人



(9) JP 4555531 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

の同時出願（ｃｏ－ｆｉｌｅｄ）された出願第ＰＣＴ／ＡＵ００／０１２８１に記載され
ているネットページ・プリンタ６０１は、全てが対話式ネットページとして高品質で印刷
される個人用新聞、雑誌、カタログ、パンフレットおよび他の刊行物を定期的にもしくは
オンデマンドで配布し得る。パーソナルコンピュータとは異なり上記ネットページ・プリ
ンタは例えば、ユーザの台所内、朝食用テーブル上、または、家庭内の１日の起点となる
箇所などの様に、早朝のニュースが最初に使われる場所の近傍で壁部に取付けられ得る機
器である。上記プリンタはまた、卓上型、デスクトップ型、携帯型および縮小型にされ得
る。
【００３７】
必要な箇所にて印刷されたネットページは、用紙の簡便性と、インタラクティブ媒体の適
時性および対話性とを組合せている。
図２に示された如く、ネットページ・ペン１０１は印刷されたネットページ１上の上記コ
ード化データと対話し、この対話を短距離無線回線９を介してネットページ・プリンタへ
と通信する。プリンタ６０１はこの対話を、解釈のために適切なネットページ・ページサ
ーバ１０へと送信する。適切な環境において上記ページサーバは、ネットページ・アプリ
ケーション・サーバ１３上で動作しているアプリケーション・コンピュータ・ソフトウェ
アへ対応するメッセージを送信する。その結果として、上記アプリケーション・サーバは
元のプリンタ上で印刷される応答を送信してもよい。
【００３８】
上記ネットページ・システムは好ましい実施形態においては、例えば本出願人の先行出願
第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５７８号に記載されているような高速の超小型電子機械的シス
テム（ＭＥＭＳ）に基づくインクジェット（Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標））プリンタととも
に使用されることにより、より好都合とされる。この技術の好ましい形態においては、消
費者に対し比較的に高速で高品質の印刷が提供され得る。その好ましい形態においてネッ
トページ刊行物は、両面にフルカラーで印刷されると共に容易な索行および快適な取り扱
い為に相互に綴じられた一群のレターサイズの光沢ページなどの、従来の時事雑誌の物理
的特性を有する。
【００３９】
上記ネットページ・プリンタは、普及しつつあるブロードバンドによるインターネットへ
のアクセスを活用する。上記ネットページ・プリンタはより低速な接続によっても作動し
得るが、配布時間はより長くなり且つ画像品質はより低くなる。上記ネットページ・シス
テムは既存の消費者用インクジェットプリンタおよびレーザプリンタを使用することも可
能であり得るが、上記システムの作動は更に低速となり、消費者の観点からは容認し得な
くなる。他の実施形態において上記ネットページ・システムは、私設のイントラネット上
でホストされる。更なる他の実施形態において上記ネットページ・システムは、単一コン
ピュータ上で、または、プリンタなどのコンピュータが使用可能な装置上でホストされる
。
【００４０】
上記ネットページネットワーク上のネットページ発行サーバ１４は、各ネットページ・プ
リンタに対して印刷品質の刊行物を配布すべく構成される。加入している各ネットページ
・プリンタに対しては、ポイントキャスト（ｐｏｉｎｔｃａｓｔ）もしくはマルチキャス
ト（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ）インターネット・プロトコルにより定期的刊行物が自動的に配
信される。個人用刊行物は、個々のユーザ・プロファイルに従いフィルタリングおよびフ
ォーマットされる。
【００４１】
ネットページ・プリンタは任意の個数のペンをサポートすべく構成され得ると共に、ペン
は任意の台数のネットページ・プリンタと協働し得る。好適実施方式において、各ネット
ページ・ペンは一意的な識別子を有する。ひとつの家庭は、家族の各々に１本ずつ割り当
てられた色付ネットページ・ペンの集合を有し得る。これにより各ユーザは、ネットペー
ジ発行サーバもしくはアプリケーション・サーバに関して別個のプロファイルを維持し得



(10) JP 4555531 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

る。
【００４２】
ネットページ・ペンはまた、ネットページ登録サーバ１１に登録され得ると共に、ひとつ
以上の支払カード口座にリンクされ得る。これにより、上記ネットページ・ペンを使用し
て電子商取引の支払いが安全に許可され得る。上記ネットページ登録サーバは上記ネット
ページ・ペンにより捕捉された署名を予め登録された署名と比較することから、該ネット
ページ登録サーバはユーザのＩＤ（識別）を電子商取引サーバに対して認証し得る。ＩＤ
を照合する上では、他のバイオメトリック値（ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ）も使用され得る。ネ
ットページ・ペンの変形例としては、上記ネットページ登録サーバにより同様に照合され
る指紋の読取りがある。
【００４３】
ネットページ・プリンタはユーザの介在なしで朝刊などの定期刊行物を配布し得るが、求
められないジャンク・メールなどを配布しないように構成され得る。その好ましい形態に
おいて上記プリンタは、購読契約された供給源もしくは許可された供給源からの定期刊行
物のみを配布する。この点に関して上記ネットページ・プリンタは、電話番号もしくは電
子メール・アドレスを知った一切のジャンク・メーラ（ｊｕｎｋ　ｍａｉｌｅｒ）から見
えるファックス装置もしくは電子メール・アカウントとは異なるものである。
【００４４】
上記システムにおける各オブジェクト・モデルは、統一モデル言語（Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｍ
ｏｄｅｌｉｎｇ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）（ＵＭＬ）のクラス概念図を使用して記述される。
ひとつのクラス概念図は、関係により接続された一群のオブジェクト・クラスからなり、
此処では２種類の関係（ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）、すなわち、関連（ａｓｓｏｃｉａ
ｔｉｏｎ）および汎化（ｇｅｎｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ）が重要である。関連とは、オブ
ジェクト間の、すなわち各クラスの各インスタンス間のある種の関係を表す。汎化は実際
の各クラスに関連すると共に、次の様に理解され得る。もしひとつのクラスがそのクラス
の全てのオブジェクトの集合であると考えられ且つクラスＡがクラスＢの汎化であるとす
れば、Ｂは単にＡの部分集合である。各クラスは、そのクラスの名称により名称表示され
た矩形として描かれる。それは、水平線により名称から分離されたクラスの各属性のリス
トと、水平線により上記属性リストから分離されたそのクラスの操作のリストとを含む。
但し、以下の各クラス概念図において、各動作はモデル化されない。関連は２個のクラス
を結ぶラインとして描かれ、いずれかの端部にて関連の多重度により選択的に名称表示さ
れる。既定の多重度は１（ｏｎｅ）である。アスタリスク（＊）は、「多（ｍａｎｙ）」
すなわちゼロ以上の多重度を示す。各関連はその名称により選択的に名称表示されると共
に、いずれかの端部にて対応クラスの役割により選択的に名称表示される。白抜き菱形は
、集約的関連（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）（「～の一部である
（ｉｓ－ｐａｒｔ－ｏｆ）」）を表し、且つ、関連ラインのアグレゲータ（ａｇｇｒｅｇ
ａｔｏｒ）端部に描かれている。汎化関係（「である（ｉｓ－ａ）」）は、２つのクラス
を結ぶ実線として描かれ、汎化端部には（白抜き三角形の形態の）矢印が付されている。
クラス概念図が複数の概念図に分解される場合、複製される任意のクラスは、それを定義
する主要概念図以外においては点線外枠により示される。クラスは、該クラスが定義され
る箇所においてのみ属性と共に示される。
【００４５】
ネットページは、ネットページネットワークが構築される基礎である。ネットページは、
発行された情報およびインタラクティブ・サービスに対する紙ベースのユーザインタフェ
ースを提供する。ネットページは、そのページのオンライン記述に関して不可視にタグ付
けされた印刷されたページ（もしくは他の面領域）から成る。オンライン・ページ記述は
、ネットページ・ページサーバにより永続的に維持される。上記ページ記述は、テキスト
、グラフィックおよび画像などの、そのページの可視のレイアウトおよび内容を記述する
。上記ページ記述はまた、ボタン、ハイパーリンクおよび入力フィールドなどのページ上
の入力用エレメントも記述する。ネットページによれば、上記ネットページ・システムに
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より同時に捕捉かつ処理されることを可能にするマーキングがネットページ・ペンにより
当該ネットページ上に行われ得る。
【００４６】
複数のネットページが同一のページ記述を共有し得る。但し、その他の点では同一な各ペ
ージを介した入力が区別され得るべく、各ネットページには一意的ページ識別子が割り当
てられる。このページＩＤは、相当に多数のネットページを区別し得るに十分な精度を有
する。
【００４７】
上記ページ記述への各参照は、印刷されたタグ内にコード化される。このタグは該タグが
現れる一意的ページを識別することにより、ページ記述を間接的に識別する。タグはまた
、ページ上における該タグ自身の位置も識別する。各タグの特性は以下において更に詳述
される。
【００４８】
タグは、通常の用紙などの赤外線反射性な任意の基面上に赤外線吸収インクで印刷される
。近赤外線波長は人間の目には不可視であるが、適切なフィルタを備えた半導体画像セン
サにより容易に検知される。
【００４９】
タグはネットページ・ペン内の領域画像センサにより検知され、且つ、タグ・データは最
も近くに在るネットページ・プリンタを介して上記ネットページ・システムに送信される
。上記ペンは無線により、短距離無線回線を介して上記ネットページ・プリンタと通信す
る。各タグは十分に小寸であると共に、ペンがページ上を一回クリックしただけで少なく
とも一個のタグを確実に作像し得る如く稠密に配置される。ページに対して対話を行う毎
にページＩＤおよび位置をペンが認識することは重要である、と言うのも、上記対話はス
テートレス（ｓｔａｔｅｌｅｓｓ）だからである。各タグは、面の損傷に対して部分的に
耐性を有すべく、エラー補正可能にコード化される。
【００５０】
上記ネットページ・ページサーバは各印刷済ネットページに対する一意的ページインスタ
ンスを維持することにより、各印刷済ネットページに対するページ記述における各入力フ
ィールドに対してユーザが供給した値の別個の群を維持し得る。
【００５１】
図３には、ページ記述、ページインスタンスおよび印刷済ネットページの関係が示されて
いる。印刷されたネットページは印刷済みネットページドキメント４５の一部である。ペ
ージインスタンスは、それが印刷されたネットページ・プリンタと、もし認識されるなら
ば、それを要求したネットページ・ユーザとの両者に対して関連付けられる。
【００５２】
好ましい形態において各タグは、それが現れる領域と、その領域内におけるそのタグの所
在位置（ｌｏｃａｔｉｏｎ）とを識別する。タグはまた、全体としてその領域、または、
そのタグに関連する各フラグも含み得る。一個以上のフラグ・ビットは例えばタグ検知装
置に対して信号を送信して、領域の記述を検知装置が参照すること無く、そのタグの即時
領域（ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ａｒｅａ）に関連する機能を表すフィードバックを提供する
。ネットページ・ペンは例えば、ハイパーリンクの区域内に在るときに、「アクティブ領
域（ａｃｔｉｖｅ　ａｒｅａ）ＬＥＤ」を点灯し得る。
【００５３】
好ましい実施形態において各タグは容易に認識される不変の構造を含むが、該構造は、初
期検出を助力すると共に、面により誘起された一切の撓みに起因するか、または検知プロ
セスに起因する影響を最小化するのを助ける。各タグは好適にはページ全体をタイル（ｔ
ｉｌｅ）すると共に、各タグは十分に小寸であり且つペンがページ上を一回クリックした
だけで少なくとも一個のタグを確実に作像し得る如く稠密に配置される。ページに対して
対話を行う毎にページＩＤおよび位置をペンが認識することは重要である、と言うのも、
上記対話はステートレスだからである。
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【００５４】
好ましい実施形態においてタグが参照する領域はページ全体と一致することから、上記タ
グ内にコード化された領域ＩＤは、そのタグが現れるページのページＩＤと同義である。
他の実施形態においては、タグが参照する領域はページもしくは他の面における任意の部
分的領域とされ得る。例えばそれは、対話エレメントの区域と一致し得るが、その場合に
領域ＩＤはその対話エレメントを直接的に識別し得る。
【００５５】
各タグは、一般的には、１６ビットのタグＩＤ，少なくとも９０ビットの領域ＩＤ、およ
び多数のフラグ・ビットを含む。１平方インチ（６．４５平方センチメートル）当たりで
６４個の最大タグ密度とすると、１６ビット・タグＩＤは１０２４平方インチ（６６０６
平方センチメートル）までの領域サイズをサポートする。単に相互に当接する領域および
マップを使用することにより、更に大きな領域がタグＩＤ精度を増加すること無く連続的
にマップ化され得る。領域ＩＤとタグＩＤとの識別は、たいてい好都合なものの一つであ
る。主な目的のためには、それら２つの結びつきはグローバル一意タグＩＤと見なされ得
る。反対に、タグＩＤに構造を導入して、例えばタグのｘおよびｙ座標を定義することも
便利である。９０ビット領域ＩＤは、２９０（～１０２７、すなわち１０００×１兆×１
兆）個の異なる領域が一意的に識別されることを可能にする。タグはまた、種類の情報を
含み、領域は複数のタグ種類の混合物でタグ付けされ得る。例えば、領域はｘ座標をコー
ド化する一組のタグと、それら第１の組でインターリーブされる、ｙ座標をコード化する
別の組のタグとによりタグ付けされてもよい。
一実施形態において、１２０ビットのタグ・データは、（１５，５）リード・ソロモン符
号を使用して冗長的にコード化される。これによれば、各々が１５個の４ビット記号から
成る６個のコードワード（ｃｏｄｅｗｏｒｄ）から成る３６０個のコード化ビットが得ら
れる。上記（１５，５）コードによれば１コードワード当たり５個の記号エラーが補正さ
れ得るものであり、すなわち、コードワード当たり３３％までの記号エラー率の耐性が在
る。
【００５６】
各４ビット記号はタグ内において空間的に干渉した手法で表され、且つ、６個のコードワ
ードコードワードの各記号はタグ内において空間的にインターリーブされる。これによれ
ば確実に、バースト・エラー（空間的に近傍の複数のビットに影響するエラー）が全体と
して破損する記号の個数が最小となりかつ任意のコードワードコードワードにおいて破損
する記号の個数が最小とされることから、バースト・エラーが完全に補正される可能性が
最大となる。
【００５７】
（１５，５）リード－ソロモン・コード、例えばより多いまたは少ない冗長性を有するリ
ード－ソロモン・コードの適所において、任意の適当なエラー訂正コードコードが、同一
または異なるシンボルおよびコードワードサイズ、別のブロックコード、またはコンボル
ーショナル・コード（ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｅ）（例えば、その内容が本
願に援用されるＳｔｅｐｈｅｎ　Ｂ．ＷｉｃｋｅｒのＥｒｒｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙ
ｅｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｒａｇ
ｅ、Ｐｒｅｎｔｉｃｅ－Ｈａｌｌ、１９９５年を参照）などの異なる種類のコードで、使
用され得る。
【００５８】
図４ａに示されるとともに本出願人の先行出願第ＰＣＴ／ＡＵ００／００５６９号に記載
されたタグの物理的表現の一実施形態は、固定ターゲット構造１５，１６，１７および可
変データ領域１８を含む。上記固定ターゲット構造によれば、ネットページ・ペンなどの
検知装置は、タグを検出すると共に、当該センサに対するタグの３次元配向を推定し得る
。データ領域は、コード化タグ・データの個々のビットの表現を含む。そのサイズを最大
化すべく各データ・ビットは、２本の径方向ライン、２本の同心円弧により境界付けられ
た領域の形態を有する径方向くさび部により表される。各くさび部は１，６００ｄｐｉに
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て８ドットの最小寸法を有し、且つ、その基部（すなわちその内側弧）が少なくともこの
最小寸法と等しい様に設計される。くさび部の径方向における高さは、常に上記最小寸法
と等しい。各４ビット・データ記号は、２×２個のくさび部の配列により表される。６個
のコードワードの各々の１５個の４ビット・データ記号は、４個の同心的記号リング１８
ａ乃至１８ｄに対し、インターリーブされる方式で割り当てられる。前記記号は、タグの
回りにおいて円形に進展すべく交互に割り当てられる。上記インターリーブは、同一のコ
ードワードの任意の２個の記号間の平均的空間距離を最大化すべく設計される。
【００５９】
検知装置を介したタグ付け領域に対する「シングル・クリック」での対話をサポートすべ
く、上記検知装置は、領域の何処に配置されるかまたはどの配向で配置されるかに関わり
なく、当該検知装置の視野内に少なくとも一個のタグの全体を視認し得ねばならない。故
に、上記検知装置の視野の必要直径は、各タグのサイズおよび間隔の関数である。円形タ
グ形状を仮定すると、センサ視野１９３の最小直径は、図４ｂに示された如く各タグが正
三角形格子上にタイリングされたときに求められる。
【００６０】
図６には、ネットページ・ペンなどの検知装置により実施されるタグ画像の処理および復
号化が示されている。捕捉された画像が上記画像センサから獲得されている間、画像のダ
イナミック・レンジは（２０にて）決定される。レンジの中心はそのとき、画像２１に対
する２値の閾値（ｂｉｎａｒｙ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）として選択される。上記画像は次
に（２２にて）結合されたピクセル領域（すなわち形状２３）へと閾値演算処理されてセ
グメント化される。タグ・ターゲット構造を表すには小さ過ぎる形状は廃棄される。各形
状のサイズおよび重心も算出される。
【００６１】
次に、各形状に対してはバイナリ形状モーメント２５が（２４にて）算出されることによ
り、引き続きターゲット構造を位置決めする為の基礎が提供される。中心の形状モーメン
トはそれらの不変位置の性質に依るものであり、且つ、スケール、アスペクト比および回
転に関して容易に不変とされ得る。
【００６２】
リング状ターゲット構造１５は（２６にて）位置決めされるべき第１のものである。リン
グは、遠近的に歪曲されたときでも極めて良好に挙動するという利点を有する。各形状の
モーメントを縦横正規化かつ回転正規化することにより、整合が行われる。リングの二次
モーメントが正規化されたなら、遠近の歪曲が相当であってもリングは容易に認識される
。リングの元のアスペクトおよび回転２７は協働して、上記透視変換の有用な近似を提供
する。
【００６３】
軸ターゲット構造１６は、（２８にて）次に位置決めされるべきものである。上記リング
の正規化を各形状のモーメントに適用すると共に、結果的な各モーメントを回転正規化す
ることにより、整合が進む。その二次モーメントが正規化されたなら、上記軸ターゲット
は容易に認識される。尚、上記軸の２通りの可能な配向を明確化すべく、ひとつの三次モ
ーメントが必要なことに留意されたい。これを可能とすべく、上記形状は一方の側へと故
意に傾斜される。また、上記軸ターゲットにリングの正規化が適用された後でのみ上記軸
ターゲットを回転正規化することが可能なことに留意されたい、と言うのも、上記遠近の
歪曲は上記軸ターゲットの軸心を隠蔽し得るからである。上記軸ターゲットの元の回転は
、ペンのヨー２９に依るタグの回転の有用近似を提供する。
【００６４】
４個の透視ターゲット構造１７は、（３０にて）最後に位置決めされるべきものである。
それらの位置の良好な評価は、リングおよび各軸ターゲットに対する各透視ターゲット構
造の既知の空間的関係と、上記リングのアスペクトおよび回転と、上記軸心の回転とに基
づき算出される。リングの正規化を各形状の各モーメントに適用することにより整合が進
展する。それらの二次モーメントが正規化されたなら、上記各円形透視ターゲットは容易
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に認識され、評価された各位置に最も近いターゲットが匹敵物として採用される。次に、
４個の上記透視ターゲットの元の各重心がタグ空間内における既知サイズの正方形の遠近
的に歪曲された角部３１であるとして採用され、且つ、（３２においては）上記４個のタ
グ空間および画像空間の点対に関して良好に理解される方程式を解くことに基づいて８自
由度透視変換３３が推定される。（Ｈｅｃｋｂｅｒｔ，Ｐ．、Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ
　ｏｆ　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ｍａｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｗａｒｐｉｎｇ、バー
クレー所在のカリフォルニア大学、電子工学およびコンピュータサイエンス科（Ｄｅｐｔ
．　ｏｆ　ＥＥＣＳ）修士論文、技術報告書第ＵＣＢ／ＣＳＤ　８９／５１６号、１９８
９年６月を参照）。
【００６５】
推定されたタグ空間から画像空間への透視変換は、タグ空間内における各既知データ・ビ
ット位置を画像空間内に投影すべく使用され、その場合、実値化された位置は入力画像に
おける４個の適切な隣接ピクセルを双線形的に補間すべく使用される。予め算出された画
像閾値２１は、結果を閾値演算処理して最終ビット値３７を生成すべく使用される。
【００６６】
この様にして全ての３６０個のデータ・ビット３７が獲得されたなら、６個の６０ビット
・リード・ソロモン符号の各々は（３８にて）復号化され、２０組の復号化済ビット３９
、すなわち合計で１２０個の復号化済ビットが得られる。上記コードワード記号はコード
ワードの順番でサンプリングされることから、サンプリング・プロセスの間に各コードワ
ードは暗黙的にインターリーブされることに留意されたい。
【００６７】
リングターゲット１５は上記画像の部分的領域内においてのみ発見されることから、その
画像に対する該リングターゲット１５の関係により、もし発見されればリングは完全タグ
の一部であることが保証される。完全タグが発見されずに好首尾に復号化されたとしても
、現在フレームに対するペン位置は記録されない。適切な処理能力および理想的には非最
小視野１９３が与えられる場合には、代替的な方策としては現在タグにおける別のタグを
探す段階が含まれる。
【００６８】
獲得されたタグ・データは、そのタグを含む領域のＩＤと、該領域内におけるそのタグの
位置とを表す。その後（３４にては）、上記領域内におけるペン先の正確な位置３５なら
びにペンの全体的配向３５が、そのタグ上で観察された透視変換３３と、ペンの物理的軸
心とペンの光学軸との間の既知空間関係とから推定される。
【００６９】
直上に説明したタグ構造体は、平面を規則的にタイルすることも、平面でない面を不規則
にタイルすることもできるように設計されている。通常、平面でない面上では、規則的な
タイルリングを行うことはできない。タグの規則的なタイルが可能である最も一般的な平
面の場合、すなわち、シート状の紙等のような面の場合には、タイリングの規則的な性質
を利用する、より効率的なタグ構造体を使用することができる。
【００７０】
図５ａは、規則的なタイリングにより適している別のタグ構造体を示す。タグ４は、正方
形であり、かつ４つの透視ターゲット１７を含む。このタグの構造は、ベネット他の米国
特許第５，０５１，７４６号に記載されているタグの構造に類似している。タグは、全部
で２４０ビットになる６０個の４ビットのリード・ソロモン記号４７を表す。タグは、各
１ビットをドット４８として表し、対応するドットがないところは、各ゼロ・ビットを表
す。透視ターゲットは、図５ｂおよび図５ｃに示すように、隣接タグの間で共有されるよ
うに設計されている。図５ｂは、１６個のタグの正方形のタイリング、および２つのタグ
の対角線に及ばなければならない、視野１９３の対応する最小のフィールドを示す。図５
ｃは、説明のために全部が１ビットである９つのタグの正方形のタイリングを示す。
【００７１】
（１５、７）リード・ソロモン・コードを使用して、１１２ビットのタグ・データは冗長
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にコード化されて、２４０コード化ビットを生成する。バースト・エラーに対する回復力
を最大にするために、タグ内において、４つのコードワードが空間的にインターリーブさ
れる。前述のようにタグＩＤが１６ビットであると仮定した場合には、最大９２ビットま
での領域ＩＤが可能になる。タグのデータを含むドット４８は、その近隣のドットの上に
重畳しないように設計されているので、タグのグループは、ターゲットに類似した構造体
を形成し得ない。これはインクの節約にもなる。よって、透視ターゲットによりタグを検
出することが可能になり、そのため、他のタグを必要としない。タグ画像処理は、ステッ
プ２６および２８が省略される以外は、上記の通りに行われる。
【００７２】
センサに対する４つの可能な方位（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）を明確にするために、タグ
は方位の形状的特徴（ｆｅａｔｕｒｅ）を含むことができるが、タグ・データ内に方位デ
ータを埋設することもできる。例えば、図５ｄに示すように、各タグの方位が、その方位
に配置された１つのコードワードを含むように４つのコードワードを配置することができ
る。この場合、各記号には、そのコードワードの番号（１～４）と、コードワード内のそ
の記号の位置（Ａ～Ｏ）がラベルされる。それ故、タグの復号は、各方位の１つのコード
ワードの復号からなる。各コードワードは、それが第１のコードワードであるかどうかを
示す１つのビットを含むこともできるし、それがどのコードワードかを示す２つのビット
を含むこともできる。後者の方法は、例えば、１つのコードワードだけのデータ内容が必
要な場合には、所望のデータを入手するために、多くとも２つのコードワードを復号しさ
えすればよいという利点がある。これは、１つのストローク内で領域ＩＤが変化しないだ
ろうと予想され、該領域ＩＤはストロークの始めにおいて復号されるだけであるような場
合であり得る。それ故、１つのストローク内では、そのタグＩＤを含むコードワードが望
ましい。さらに、１つのストローク内では、検知装置の回転はゆっくりと予想可能に変化
するので、１つのフレームに対して、通常、１つのコードワードだけを復号しさえすれば
よい。
【００７３】
透視ターゲットを全く使用しないで、自己登録（ｓｅｌｆ－ｒｅｇｉｓｔｅｒｉｎｇ）の
データ表示に依存することもできる。この場合には、各ビット値（または、多重ビット値
）は、通常、明示的グリフにより表される。すなわち、グリフが存在しないことによって
、ビット値がないことを表す。これにより、確実に、データ・グリッドが良好に配置され
、グリッドを高い信頼性で識別することができ、データ・サンプリング中に、透視の歪み
が検出され、その後、修正され得る。タグの境界を検出することができきるように、各タ
グは、マーカ・パターンを含んでいなければならず、かつ高い信頼性で検出を行うことが
できるように、これらのパターンは冗長にコード化されなければならない。このようなマ
ーカ・パターンのオーバーヘッドは、明示的透視ターゲットのオーバーヘッドに類似して
いる。このようなのスキームの１つは、グリッドの頂点に対して、種々の点に位置して、
異なるグリフを表示するドット、よって異なる多重ビット値を使用する（Ａｎｏｔｏ　Ａ
ｐｒｉｌ　２０００掲載の、Ａｎｏｔｏ技術説明参照）。
【００７４】
タグを復号すると、領域ＩＤ、タグＩＤ、およびタグ関連ペンの変換が生じる。タグＩＤ
およびタグ関連ペン位置がタグ付き領域内の絶対位置に翻訳され得る前に、その領域内の
そのタグの位置を知らなければならない。このタグ位置は、タグ・マップから入手するこ
とができる。タグ・マップは、タグ付きの領域内の各タグＩＤを対応する位置にマッピン
グする機能である。タグ・マップは、面領域をタグでタイルするために使用したスキーム
を反映しており、面の種類によって変化し得る。多重タグ付き領域が、同じタイリングス
キームおよび同じタグ・ナンバリング・スキームを共有している場合には、これらの領域
はまた同じタグ・マップを共有することができる。ある領域に対するタグ・マップは、領
域ＩＤにより検索可能でなければならない。それ故、領域ＩＤが与えられている場合には
、タグＩＤおよびペンは変換し、タグ・マップは検索され得、タグＩＤをその領域内の絶
対タグ位置に翻訳することができ、タグ関連ペン位置をタグ位置に加算して、その領域内
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の絶対ペン位置を生成し得る。
【００７５】
タグＩＤは、タグ・マップを介する翻訳を助けるような構造を有し得る。そのような構造
は、例えば、それが表示される面の種類により、コード化デカルト座標または極座標であ
ってよい。タグＩＤ構造は、タグ・マップにより決まり（ｄｉｃｔａｔｅｄ）、かつタグ
・マップに対して既知であり、それ故、異なるタグ・マップに関連するタグＩＤは、異な
る構造を有する。
【００７６】
２つの異なる面コード化スキームは興味対象であり、双方のスキームは、この節ですでに
説明したタグ構造を使用する。好ましいコード化スキームは、すでに説明した「位置表示
」タグを使用する。別のコード化スキームは、「オブジェクト表示」（または、「機能表
示」）タグを使用する。
【００７７】
位置表示タグは、タグ付き領域に関連付けられたタグ・マップを介して翻訳された場合に
、その領域内で一意的なタグ位置を生成するタグＩＤを含む。ペンのタグ関連位置がこの
タグ位置に加算されて、その領域内のペンの位置を生成する。次にこれは、その領域に関
連するページ記述内のユーザ・インターフェース要素に対するペン位置を決定するために
使用される。ユーザ・インターフェース要素自身が識別されるばかりではなく、ユーザ・
インターフェース要素に対する位置も識別される。それ故、位置表示タグは、特定のユー
ザ・インターフェース要素のゾーン内における絶対ペン経路の捕捉を若干サポートする。
【００７８】
オブジェクト表示（または、機能表示）タグは、その領域（または、等価に、ある機能）
に関連するページ記述内のユーザ・インターフェース要素を直接識別するタグＩＤを含む
。ユーザ・インターフェース要素のゾーン内のすべてのタグは、ユーザ・インターフェー
ス要素を識別し、すべてのタグを同一に、すなわち、識別不能にする。よって、オブジェ
クト表示タグは、絶対ペン経路の捕捉をサポートしない。しかし、オブジェクト表示タグ
は、相対的ペン経路の捕捉をサポートする。位置サンプリング頻度（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
）が、遭遇タグ頻度の２倍以上である限り、１ストローク内においてあるサンプリングさ
れたペン位置から次のサンプリングされたペン位置への変位は、明確に決定され得る。他
の方法としては、ネットページ・ペン１０１は、本出願人の先行出願第ＰＣＴ／ＡＵ００
／００５６５号に記載されるように、一組の運動検知加速度計を備え得る。
【００７９】
コード化電子インク面用のペン状の検知装置の形態にある本発明の一実施形態について以
下に説明する。上記検知装置は、以下の説明においては、「ペン」と呼ぶことにする。
【００８０】
電子インクは、通常、ドットの状態を選択的に変化させるために、外部からアドレス指定
され得る実質的に双安定性のモノクロームドットまたはカラードットの形をとる。個々の
ドットの状態は、通常、適当な極性の電界を加えると変化する。ある種の電子インクは面
上に印刷され得るが、他の電子インクは本質的に基面内に形成され、「電子ペーパー」に
より類似したものを生成する。双方の電子インクとも、本発明の範囲内に入るものと見な
される。
【００８１】
電子インクは、２通りに可変である。電子インクは、適当なドット・アドレス指定電極（
ｄｏｔ－ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ）を内蔵するプリンタにより任意
の回数「印刷」することができる。また、電子インクは適当な電極を内蔵する筆記（およ
び／または消去）装置により書かれ（および／または消去され）得る。
【００８２】
コード化電子インク面は、上記のような不変のタグおよび可変の電子インクの双方を含む
混成体である。コード化電子インク面は、また、従来の手段により面上に印刷された可視
グラフィック情報も含み得る。
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【００８３】
コード化電子インク面は、すでに説明したように、適当なセンサを内蔵する検知装置を使
用することにより、対話式にされ得るという利点を有する。
タグを変化させないで、ページの可視グラフィック内容を任意の回数変更することができ
るコード化電子インク・ページの「印刷」は、本出願人の同時出願第ＰＣＴ／ＡＵ００／
０１２８１号に記載してある。
【００８４】
米国特許第４，１２６，８５４号が、電子インクの１つの形態について開示しており、そ
の内容は、引用によって本明細書に援用される。上記開示の電子インクは、それぞれが、
面コーティングにより、電子的および光学的に異方性に形成されており、それぞれが流体
で満たされているチャンバ内に懸濁されている複数の球体を含む。外部電界の影響下にお
いて、球体はその静電異方性により回転させられて、それらの光学的異方性により表示を
提供する。
【００８５】
米国特許第５，３８９，９４５号、同第６，０１７，５８４号、および同第６，１２０，
５８８号が、他のタイプの電子インクを開示している。上記米国特許の内容は、引用によ
って本明細書に援用される。上記開示の電子インクは、別の色の流体内に分散されている
、ある色の複数の粒子を含む。外部電界の影響下において、粒子は面に近づく方向、およ
び面から遠ざかる方向に流体内を移動して、表示を提供し得る。複数の異なる色の静電的
に類別された粒子、およびより複雑な電界制御により、色付きの表示が行われる。
【００８６】
次に、本発明の第１の実施形態について、図７、図８、図９および図１０を参照して説明
する。一般に参照番号１０１で示されるペンは、ペン構成要素を装着するための内部空間
１０４を画定する壁１０３を有するプラスチック成形品の形態にあるハウジング１０２を
備える。ペン頂部１０５は、ハウジング１０２の一方の端１０６に、作動時に回転可能で
あるように装着されている。半透明カバー１０７は、ハウジング１０２の反対端１０８に
固定されている。カバー１０７も成形プラスチックであり、使用者がハウジング１０２内
に装着されたＬＥＤの状態を見ることができるように半透明材料から形成される（以下参
照）。カバー１０７は、ハウジング１０２の端１０８をほぼ囲む主要部分１０９、および
主要部分１０９から後方に突出し、かつハウジング１０２の壁１０３に形成された対応す
るスロット１１１内に嵌合する突出部分１１０を備える。無線アンテナ１１２は、ハウジ
ング１０２内で突出部分１１０の後方に装着される。カバー１０７の開口１１３Ａを囲む
ねじ山１１３が、対応するねじ山１１５を含む金属端部片１１４を受容するように構成さ
れる。金属端部片１１４は、インク・カートリッジの交換を可能にするために着脱可能で
ある。
【００８７】
カバー１０７内には、可撓性ＰＣＢ１１７上に３色の状態ＬＥＤ１１６も装着される。ア
ンテナ１１２も可撓性ＰＣＢ１１７上に装着される。状態ＬＥＤ１１６は、周囲からよく
見えるようにペン１０１の頂部に装着される。
【００８８】
ペンは、通常のマーキング用インク・ペンとしても、非マーキング・スタイラスとしても
作動可能である。ペン先１１９を備えたインク・ペン・カートリッジ１１８およびスタイ
ラスのペン先１２１を備えたスタイラス１２０が、ハウジング１０２内に並べて装着され
る。ペン頂部１０５を回転させることにより、金属端部片１１４の開放端１２２を通して
インク・カートリッジのペン先１１９またはスタイラスのペン先１２１を前方に運ぶこと
ができる。スライダ・ブロック１２３，１２４のおのおのが、それぞれインク・カートリ
ッジ１１８およびスタイラス１２０に装着される。回転式カム・バレル１２５は、作動状
態においてペン頂部１０５に固定され、ペン頂部１０５と共に回転するように構成される
。カム・バレル１２５は、カム・バレルの壁１８１内にあるスロットの形態にあるカム１
２６を備える。スライダ・ブロック１２３，１２４から突出するカム従動子１２７，１２
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８が、カム・スロット１２６内に嵌合する。カム・バレル１２５が回転すると、スライダ
・ブロック１２３またはスライダ・ブロック１２４が相対的に動いて、金属端部片１１４
の孔１２２を介してペン先１１９またはスタイラスのペン先１２１を突出させる。ペン１
０１は３つの動作状態を有する。頂部１０５を９０°ずつ回転させることにより、３つの
状態は以下の通りとなる。
（１）スタイラス１２０のペン先１２１が出る。
（２）インク・カートリッジ１１８のペン先１１９が出る。
（３）インク・カートリッジ１１８のペン先１１９もスタイラス１２０のペン先１２１も
出ない。
【００８９】
第２の可撓性ＰＣＢ１２９が、ハウジング１０２内に収容される電子機器シャシ１３０に
装着されている。第２の可撓性ＰＣＢ１２９は、赤外線インク（以下参照）に印刷された
位置タグに投影するための赤外線照射を提供する赤外線ＬＥＤ１３１を搭載する。面から
反射した放射を受けるため、第２の可撓性ＰＣＢ１２９に装着された画像センサ１３２を
設ける。第２の可撓性ＰＣＢ１２９は、無線周波数チップ１３３も搭載する。前記無線周
波数チップ１３３はＲＦ送信器およびＲＦ受信器、およびペン１０１の動作を制御する制
御装置チップ１３４を備える。光学機器ブロック１３５（成形透明プラスチックから形成
）がカバー１０７内に収容され、面上に赤外線ビームを投射し、画像センサ１３２上に画
像を受信する。電力供給線１３６は、第２の可撓性ＰＣＢ１２９上の構成要素を、カム・
バレル１２５内に装着されたバッテリ接点１３７に接続している。端子１３８はバッテリ
接点１３７およびカム・バレル１２５に接続している。３ボルト充電式バッテリ１３９が
、バッテリ接点と接触した状態でカム・バレル１２５内に着座する。誘導充電コイル１４
０が第２の可撓性ＰＣＢ１２９の周囲に装着されており、誘導によりバッテリ１３９の充
電を可能にする。第２の可撓性ＰＣＢ１２９は、ペンの先１１９またはスタイラスのペン
先１２１によって面に加えられる力を判断するように、書くためにスタイラス１２０また
はインク・カートリッジ１１８を使用すると、カム・バレル１２５内の変位を検出する赤
外線ＬＥＤ１４３および赤外線フォトダイオード１４４も搭載する。ＩＲフォトダイオー
ド１４４は、スライダ・ブロック１２３，１２４に装着された反射器（図示せず）を通る
赤外線ＬＥＤ１４３からの光を検出する。
【００９０】
ゴムの把持パッド１４１，１４２がハウジング１０２の端１０８の近くに設けられて、ペ
ン１０１の把持を補助する。また、頂部１０５は、ペン１０１をポケットにクリップ留め
するためのクリップ１４２も備える。
【００９１】
本発明のこの実施形態のペンは、特に、計算機システムに命令を送信する際に使用するた
め、面に記録されたコード化データを検出するように構成される。このようなコード化デ
ータは、赤外線インクで表面に印刷された位置タグを含む。各位置タグは、タグが印刷さ
れた領域の形態にある第１のＩＤを識別する印刷された領域データ（例えば、タグが紙に
印刷されている場合、このデータは紙を識別する）、および領域内のタグの位置の形態に
ある第２のＩＤを識別する位置データを含む。位置タグは、タグが印刷された面に対する
ペンの３次元方位（例えば、面に対する傾斜）の印刷を可能にするターゲット構造も含む
。タグは種々の制御データも含むことができる。
【００９２】
　ペン１０１は、赤外線スペクトルでペン先の近傍の面のある領域を撮像することにより
、画像センサ１３２の位置を判断し、それによってペン先（スタイラスのペン先１２１ま
たはインク・カートリッジのペン先１１９）の位置を判断するように構成される。これは
、最も近い位置タグからの位置データを記録し、光学機器１３５および制御装置チップ１
３４を使用して位置タグからの画像センサ１３２の距離、およびペン先１２１またはペン
先１１９の距離を計算するように構成される。制御装置チップ１３４は、撮像したタグで
観察される透視的な歪みから、ペンの方位およびペン先からタグまでの距離を計算する。
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【００９３】
位置タグからの制御データは、ペン１０１にその「アクティブ・エリア」ＬＥＤ（実際は
３色ＬＥＤ１１６の１モードであり、これは制御データから、撮像中の区域が「アクティ
ブ・エリア」であるとペンが判断した場合に黄色になる）を起動するように命令する制御
ビットを含み得る。したがって、ボタンまたはハイパーリンクのアクティブ・エリアに対
応する面の領域をコード化して、このＬＥＤを起動し、ペンの使用者に、ペン１０１がそ
れを通過した時にボタンまたはハイパーリンクがアクティブであるとの視覚的フィードバ
ックを与えることができる。制御データは、ペン１０１に連続的なペン力読み取り値を捕
捉するように命令することもできる。したがって、署名入力エリアに対応する面の領域を
コード化して、ペン１０１の力を連続的に捕捉することができる。
【００９４】
面に対するペン１０１の動作は、一連のストロークからなり得る。ストロークは、面上の
一連のタイムスタンプされたペン１０１の位置で構成され、これはペン下降事象によって
開始し、その後のペン上昇事象によって終了する。ペン力は閾値に対して解釈され、ペン
が「上昇」しているか「下降」しているかを示し、さらに例えばペンが署名を捕捉してい
るときには、連続値として解釈されることに留意されたい。捕捉したストロークのシーケ
ンスは、以下で「デジタル・インク」と呼ぶ。デジタル・インクは、計算機システムとと
もに使用されて、手書きのオンライン認識、および署名のオンライン検証のために描画と
手書きとのデジタル交換のベースを形成することができる。
【００９５】
ＲＦチップ１３３およびアンテナ１１２を使用して、ペン１０１はデジタル・インク・デ
ータ（安全のために暗号化され、効率的な送信のためにパッケージ化される）を計算機シ
ステムに送信することができる。
【００９６】
ペンが受信器の範囲内にある場合、デジタル・インク・データは、形成された通りに送信
される。ペン１０１が範囲外に移動すると、デジタル・インク・データはペン１０１内に
バッファされ（ペン１０１の回路は、約１２分間の面上のペン動作に関するデジタル・イ
ンク・データを格納するように構成されたバッファを備える）、後で送信され得る。
【００９７】
ペン１０１は、また、電界発生器の形態にある状態変更装置を備える。上記状態変更装置
は、ペン１０１が、面に対して運動すると、面の電子インクの状態を変化させる働きをす
る。電界発生器は、例えば、力センサのような任意の適当な検知手段により、起動された
り停止されたりし得る。起動の場合には、状態変更装置による電子インクの状態変化が起
こり、停止の場合には、状態変更装置による状態変化は起こらない。力センサは、装置と
面との間の相対的な力が、所定の値を超えた場合に、電界発生器を起動したり、停止させ
たりするように構成され得る。力センサは、上記のように、ペンの上昇および下降の状態
、および／またはユーザにより面に加えられた力の度合い検出するための光学的センサと
同じものであっても別なものであってもよい。
【００９８】
電界発生器の使用可能化（ｅｎａｂｌｅｍｅｎｔ）は、面に使用可能化マーカまたは使用
不能化マーカをつけることにより制御され得る。電界発生器を使用可能にしたり、使用不
能にしたりするためには、電界発生器を起動しなければならない。前記マーカは、ペンの
検出手段により検出されて、電界発生器を使用可能または使用不能にするために使用され
得る。これに代わって、前記有効化は、ペンと通信しているコンピュータ・システムによ
り制御されてもよいし、面上の位置タグからペンによって検知された領域ＩＤから識別さ
れかつ、計算機システムに通信される、ペンが対話中の、面の記述または同面の領域に基
づいて制御されてもよい。
【００９９】
使用可能にされた場合、電界発生器は、面上に印刷された電子インクの状態を変化させる
ことができるし、停止した場合には、電界発生器は、面上に印刷された電子インクの状態
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を変化させることはできない。
【０１００】
使用可能化マーカおよび使用不能化マーカは、一連のビットとして位置タグに組み込まれ
てもよい。この場合、上記ビットは、タグが占めるエリアのマップを表し、各ビットは、
修正のためにある領域またはサブ領域を使用できるかどうかを示す。これに代わって、使
用可能化マーカおよび使用不能化マーカは、位置タグとは別なマーカであってもよい。ま
た、これに代わって、すでに説明したように、使用可能化情報および使用不能化情報は、
計算機システムが維持する面の記述（例えば、ページ記述）の一部であってもよい。
【０１０１】
このようにして、面上の特定の領域にマークをつけて、面のマーク可能な領域、マーク不
能な領域、消去可能な領域、または消去不能な領域を指定することができる。
【０１０２】
電界発生器は、ペンの長手方向の一方の端部に配置され、かつ２つの動作モード、すなわ
ち、電子インクの状態を第１の状態（すなわち、「マーク済み」）に変化させる第１のモ
ード、および例えば、電子インクの状態を第２の状態（すなわち、「空白」または「消去
済み」）に変化させる電界発生器の第２のモードを有するように構成され得る。
【０１０３】
電界発生器は、同じ極性または反対の極性の１つまたはそれ以上の電極を備え得る。図１
３に示すある構成の場合には、ペン内の電極５００は、面媒体５０４の導電層５０２と相
互作用し、面に対してほぼ垂直に指向された電界５０６を生成する。電界は、電子インク
層５０８内のインク粒子を電界と整合する働きをし、それにより、電子インクの視覚的様
相、すなわち面の視覚的様相を制御する。マーク済みモードの場合には、電極は、導電性
基板に対してある極性に切り替わり、消去モードの場合には、電極は反対の極性に切り替
わる。他の実施形態の場合には、反対の極性の電極がペン内に配置されて面内に貫通する
電界を生じ、該電界の所望の方向における強度は、その反対方向の強度よりも強い。
【０１０４】
電極は、端部片１１４、カバー１０７、またはスタイラスのペン先１２１に内蔵され得る
。
他の実施形態の場合には、マーキング用電界発生器および消去用電界発生器をペンの長手
方向の反対の端部に配置してもよい。もちろん、この配置の場合には、ペンの各端部にタ
グ・センサを設置する必要がある。
【０１０５】
面上に印刷された場合に人間の目に可視または不可視であってもよい電子インクドットと
、顔料ベースのカラーインクドットまたは染料ベースのインクドットのような恒久的なイ
ンクドットの双方で面上に印刷することにより、情報が面に付与され得る。電子インクド
ットは、上記のように修正可能な状態にすることができるが、恒久的なインクドットは修
正不能なままである。これにより、修正不能な予め印刷された情報に影響を与えることな
く、電子インクの状態を変化させることによりユーザが面上に行ったマーキングを修正す
ることが可能となる。
【０１０６】
次に、ペンの様々な動作について、以下の章でさらに詳細に説明する。
上記で検討したように、制御装置チップ１３４はペン１０１の第２の可撓性ＰＣＢ１２９
に装着される。図９は、制御装置チップ１３４の構成をさらに詳細に示すブロック図であ
る。図９は、ＲＦチップ１３３、画像センサ１３２、３色状態ＬＥＤ１１６、ＩＲ照明Ｌ
ＥＤ１３１、ＩＲ力センサＬＥＤ１４３、および力センサ・フォトダイオード１４４の表
示も示す。
【０１０７】
ペン制御装置チップ１３４は制御プロセッサ１４５を備える。バス１４６が、制御装置チ
ップ１３４の構成要素間のデータ交換を可能にする。フラッシュメモリ１４７および５１
２ＫＢのＤＲＡＭ１４８も備えられる。アナログ－デジタル変換器１４９は、力センサ・
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フォトダイオード１４４からのアナログ信号をデジタル信号に変換するように構成される
。
【０１０８】
画像センサ・インタフェース１５２は画像センサ１３２とインタフェースする。送受信器
制御装置１５３およびベースバンド回路１５４も備えられて、アンテナ１１２に接続され
たＲＦ共振器および誘導器１５６およびＲＦ回路１５５を有するＲＦチップ１３３とのイ
ンタフェースをとる。
【０１０９】
制御プロセッサ１４５は、画像センサ１３２を介して面のタグから位置データを捕捉して
復号し、力センサ・フォトダイオード１４４を監視し、ＬＥＤ１１６，１３１，１４３を
制御して、無線送受信器１５３を介する短距離無線通信を処理する。これは、中程度の性
能（約４０ＭＨｚ）の汎用ＲＩＳＣプロセッサである。
【０１１０】
プロセッサ１４５、デジタル・トランシーバ・コンポーネント（トランシーバの制御装置
１５３およびベースバンド回路１５４）、画像センサ・インタフェース１５２、フラッシ
ュ・メモリ１４７および５１２ＫＢのＤＲＡＭ１４８が１つの制御装置ＡＳＩＣに集積さ
れる。アナログＲＦコンポーネント（ＲＦ回路１５５およびＲＦ共振器および誘導器１５
６）は別個のＲＦチップで提供される。
【０１１１】
画像センサは、ＩＲフィルタを備えた、約２１５×２１５ピクセルの解像度を有するＣＣ
Ｄである（上記センサは、松下電子工業（Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）によって製造され、Ｉｔａｋｕｒａ、Ｋ．Ｔ　Ｎｏｂｕｓａ
ｄａ、Ｎ　Ｏｋｕｓｅｎｙａ、Ｒ　Ｎａｇａｙｏｓｈｉ、およびＭ　Ｏｚａｋｉによる論
文「Ａ　１ｍｍ　５０ｋ－Ｐｉｘｅｌ　ＩＴ　ＣＣＤ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏ
ｒ　Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　Ｃａｍｅｒａ　Ｓｙｓｔｅｍ」（ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔ
ｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，　Ｖｏｌｔ　４７，　ｎｕｍ
ｂｅｒ　１，　Ｊａｎｕａｒｙ　２０００）に記載されている。上記文献は引用によって
本明細書に援用する）。
【０１１２】
制御装置ＡＳＩＣ１３４は、ペン１０１が面と接触していない場合、ある非アクティブ期
間の後に休止状態に入る。制御装置ＡＳＩＣ１３４は、力センサ・フォトダイオード１４
４を監視して、ペン下降事象で力マネージャ１５１を介して制御装置１３４を覚醒させる
専用回路１５０を組み込む。
【０１１３】
無線トランシーバは、コードレス電話で通常使用する無免許の９００ＭＨｚ帯域で、ある
いは無免許の２．４ＧＨｚの産業、科学および医療用（ＩＳＭ）帯域で通信し、周波数ホ
ッピングおよび衝突検出を使用して、干渉のない通信を提供する。
【０１１４】
上記で検討したように、ペン１０１の光学要素は、成形された光学要素本体１３５によっ
て実施される。図１０で光学要素本体１３５によって実施された光学要素を概略的に示す
。光学要素は、赤外線ＬＥＤ１３１からの放射線を集束する第１のレンズ１５７、鏡１５
８、ビーム・スプリッタ１５９、対物レンズ１６０および画像を画像センサ１３２上に集
束する第２のレンズ１６１を備える。軸線方向の光線１６２が光路を示す。
【０１１５】
光路は、必要な傾斜範囲内で視野円錐１９２と交差する撮像面のその部分１９３の鮮明な
画像を画像センサ１３２に送出するように設計される。１次集束要素は対物レンズ１６０
である。これは、反対にＩＲ照明ＬＥＤ１３１からの照明を視野内の面に投影するのにも
使用される。画像センサ１３２と赤外線ＬＥＤ１３１との双方を対物レンズの焦点に配置
するのは実際的でないので、ビーム・スプリッタ１５９を使用して路を分割し、各路にあ
る別個のリレー・レンズ１５７，１６１が、それぞれ画像センサ１３２および赤外線ＬＥ



(22) JP 4555531 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

Ｄ１３１での再集束を提供する。これにより、異なる開口を２つの路に挿入することもで
きる。
【０１１６】
画像センサ１３２の縁が捕捉フィールドのフィールド絞り（ｆｉｅｌｄ　ｓｔｏｐ）とし
て作用し、捕捉路は、その結果生じる物体空間の角度視野が要求通り（すなわち、この実
施形態の用途では２０°足らず－以下参照）になるように設計される。照明路は、捕捉路
と同じ物体空間視野を生成するように設計され、したがって照明は最大の力および均一性
で物体空間視野を満たす。
【０１１７】
赤外線ＬＥＤ１３１は、フレーム捕捉と同期してストローブされる。集束した照明を使用
することにより、短い露光時間と小さい開口との双方が可能になる。短い露光時間は動作
のぶれを防止し、したがってペンの運動中に位置タグ・データを捕捉することができる。
小さい開口は、傾斜によって誘発される面深さの全範囲について、十分なフィールド深度
を可能にする。捕捉路は、このための明白な開口絞り（ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｓｔｏｐ）を
備える。
【０１１８】
画像センサ１３２は、スペクトルの可視部分および近赤外線部分を通して強力な応答を有
するので、近赤外線で透明インクを使用して印刷できる面の他のグラフィクスとの干渉が
なく、面上のタグ・データのクリーンな画像を捕捉するように、捕捉路では赤外線フィル
タ１６３が画像センサ１３２の前に置かれる。
【０１１９】
ペン１０１のスタイラスのペン先１２１またはインク・カートリッジのペン先１１９が面
と接触している場合、ペン１０１は面に対するその位置および方位を１００Ｈｚで判断し
、正確な手書き認識を可能にする（Ｃ．　Ｔａｐｐｅｒｔ、Ｃ　Ｙ　ＳｕｅｎおよびＴ　
Ｗａｋａｈａｒａの論文「Ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｒｔ　ｉｎ　Ｏｎ－Ｌ
ｉｎｅ　Ｈａｎｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ」（ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ
ａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，　Ｖｏｌ．　１２，　ｎｕｍｂｅｒ　８，　Ａｕｇｕｓｔ　
１９９０）参照。その開示は、引用によって本明細書の記載に援用する）。力センサ・フ
ォトダイオード１４４を使用して、ペンが「上昇している」か、または「下降している」
かの相対的閾値を示す。力は、上記で検討したように連続値として捕捉され、署名の力学
全体の検証を可能にしてもよい。
【０１２０】
ペン１０１は、赤外線スペクトルでペン先１１９，１２１付近の面の区域を撮像すること
によって、面上のペン先１１９，１２１の位置および方位を判断する。ペン１０１は、最
も近いタグ・データを復号し、撮像されたタグについて観察された透視的歪みおよび既知
のペン光学要素１３５の幾何学的形状から、位置タグに対するペン先１１９，１２１の位
置を計算する。タグの位置解像度は低いことがあるが、調節された位置解像度は極めて高
く、正確な手書き認識に必要な２００ｄｐｉという解像度（上記参考文献参照）を容易に
上回る。
【０１２１】
面に対するペン１０１の動作は、一連のストロークとして捕捉される。ストロークは、面
上でタイムスタンプされた一連のペン位置で構成され、ペン下降事象で開始し、その後の
ペン上昇事象で終了する。ストロークは、領域ＩＤが変化した時、すなわち、通常の状況
でのストローク開始時に、面の領域ＩＤによってタグ付けされる。上記で検討したように
、各位置タグは、面上のその位置を示すデータ、およびタグが存在する面の領域を示す領
域データを含む。
【０１２２】
ペンはまた、面に存在する全てのマーカを検知して復号し、マーカの検知に応答して、適
宜、電界発生器が面にマーキングしたり、面からマークを消去できるようにしたり、マー
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キングおよび消去を使用不能にしたりできるようにする。
【０１２３】
図１１は、ペン１０１の位置タグおよびストローク処理を示す図である。ペン１０１がペ
ン上昇状態にある場合、ペン制御装置１３４は、ペン下降状態がないか力センサ・フォト
ダイオード１４４を連続的に監視する（ステップ１６４）。ペンがペン下降状態にある間
、ペン制御装置１３４は、工程１６５，１６６において面からの位置タグのタグ・データ
を連続的に捕捉し、工程１６７で復号して、工程１６８で面に対するペン１０１の位置お
よび方位を推定し、位置データを現ストローク・データ（タグ・データおよび力を連続的
に監視している場合は力などの他の情報を含む）に追加する。ペン上昇事象では、工程１
７０でペン制御装置１３４がストローク・データを暗号化し、工程１７１でＲＦチップ１
３３およびアンテナ１１２を介してストローク・データを計算機システムに送信する。工
程１７３でストロークが完了したか判断し、工程１７４で新しいストロークが開始されて
いるか判断するために、工程１７２でペンがペン先力をサンプリングすることに留意され
たい。
【０１２４】
十分に高速の８ビット乗算（３サイクル）であると仮定すると、処理アルゴリズムはペン
がアクティブである場合にプロセッサの時間の約８０％を使用する。　ペンが計算機シス
テムの送信範囲外にある場合、ペンは自身の内部メモリにデジタル・インクをバッファす
る。次に計算機システムの範囲内に入いると、バッファしたデジタル・インクを送信する
。ペンの内部メモリが満杯の場合、ペンはデジタル・インクの捕捉を停止し、代わりに使
用者がペン１０１で書こうとする場合は常にエラーＬＥＤを点滅させる。
【０１２５】
図１２は、ペン１０１から計算機システムに送信される生デジタル・インクの構造を示す
図である。ペン１０１がオフラインで作業中である場合、ペン１０１にバッファされるデ
ジタル・インクは、システムに送信されるデジタル・インクと同じ形態で格納される。
【０１２６】
ペン１０１が計算機システムに接続すると、制御装置１３４がシステムにペンのＩＤ、ペ
ン先のＩＤ１７５、現在の絶対時刻１７６、およびオフラインになる前にシステムから獲
得した最後の絶対時刻を通知する。これによって、システムはペンの時計にドリフトがあ
ればそれを計算し、それに従ってペン１０１から受信したデジタル・インクをタイムシフ
トすることができる。次に、ペン１０１はその実時間クロックをシステムの正確な実時間
クロックと同期させる。ペンＩＤによって、計算機システムとともに複数のペンが動作し
ている場合に、計算機システムがペンを識別することが可能になる。ペンを使用して、例
えば、ペンの所有者を識別し、指示された特定の方法でその所有者と対話するシステムで
は、ペンＩＤは重要である。他の実施形態では、これが必要ないこともある。ペン先ＩＤ
によって、計算機システムは、スタイラスのペン先１２１またはインク・カートリッジの
ペン先１１９のどちらのペン先が現在使用されているか識別することができる。計算機シ
ステムは、どのペン先が使用されているかに応じて、その動作を変化させることができる
。例えば、インク・カートリッジのペン先１１９を使用している場合には、即座のフィー
ドバックが面上のインク・マーキングによって提供されるので、計算機システムはフィー
ドバック出力の生成を延期させ得る。スタイラスのペン先１２１を使用している場合、計
算機システムは即座のフィードバック出力を生成し得る。
【０１２７】
ストロークの開始時に、ペン制御装置１３４は、システムに通知された最後の絶対時刻か
らの経過時間を記録する。ペン１０１のストロークの各位置１７７で、制御装置１３４は
現タグからのペン先１１９，１２１のｘおよびｙオフセット、ペン１０１のｘ、ｙおよび
ｚ回転、およびペン先力を記録する。これは、タグＩＤ１７８（データ識別タグ位置）が
変化した場合に、それを記録するだけである。タグの周波数は典型的な位置サンプリング
周波数よりはるかに小さいので、タグＩＤは多くの連続するペン１０１位置で一定であり
、ストロークが短い場合はストローク全体で一定であり得る。
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【０１２８】
ペン１０１は自身の位置および方位を１００Ｈｚでサンプリングするので、ストロークに
おけるペン１０１の位置は１００Ｈｚで暗黙的に刻時され、明示的タイムスタンプを必要
としない。例えば、タグの復号に失敗したたために、ペン１０１がペン１０１の位置を計
算できない場合、ペン１０１は依然ペン１０１の位置を記録し、明示的刻時を保存しなけ
ればならない。したがって、ペンは、工程１７９で位置を未知のものとして記録し、計算
機システムがその後に、必要に応じて隣接サンプルから位置を補間できるようにする。
【０１２９】
ストロークの３２ビットの時間オフセットは有限の範囲（すなわち、４９．７日）を有す
るので、ペン１０１は任意選択でストロークの絶対時刻１７６を記録する。これは、その
後のストロークの時間オフセットを測定する対象となる絶対時刻となる。
【０１３０】
領域ＩＤは多くの連続ストロークで一定であるので、ペンはこれが変化した場合のみ、工
程１８０で領域ＩＤを記録する。これは、その後のペン位置に明示的に伴う領域ＩＤにな
る。
【０１３１】
ユーザは、ストロークごとにペン先１１９，１２１を変更することがあるので、ペン１０
１は任意選択でストローク１７５のペン先ＩＤを記録する。これは、その後のストローク
に明示的に伴うペン先ＩＤになる。
【０１３２】
ストロークの各構成要素はエントロピー・コード化プレフィクスを有する。継続時間１秒
の１０ｍｍのストロークは、２つまたは３つのタグにまたがり、１００個の位置サンプル
を含み、したがって約５５００ビットのサイズを有する。したがって、オンラインの連続
デジタル・インクの捕捉は、５．５Ｋｂｐｓの最大送信速度を必要とし、オフラインの連
続デジタル・インク捕捉は、毎分約４０Ｋバイトのバッファ・メモリを必要とする。した
がって、ペンの５１２ＫＢのＤＲＡＭ４８は１２分にわたって連続デジタル・インクを保
持することができる。時間、領域およびペン先の変化は非常に稀にしか生じないので、必
要な送信速度およびバッファ・メモリに与える影響は無視することができる。ペン１０１
位置の追加の圧縮は、送信速度およびバッファ・メモリの要件をさらに軽減することがで
きる。
【０１３３】
各生ストロークは、３重ＤＥＳアルゴリズム（Ｂ．　Ｓｃｈｎｅｉｅｒの「Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ」第２版（Ｗｉｌｅｙ　１９９６）を参照。その開示は、
引用によって本明細書の記載に援用する）を使用して暗号化されてから計算機システムに
送信される。ペンおよび計算機システムは、そのために定期的にセッション・キーを交換
する。暗号化されたビット当たり５０サイクルという控え目な見積もりに基づき、１秒、
５５００ビット・ストロークの暗号化はプロセッサ４５の時間の０．７％を消費する。
【０１３４】
第１の代替実施形態では、コード化データは基面を識別するデータであるＩＤを示す。こ
れによって、ペン１０１は基面がドキュメントの特定のタイプか、基面が別のオブジェク
トの一部を形成しているかなど、基面を識別することができる。言うまでもなく、この実
施形態では、タグが面に対するタグの位置ではなく、面の特徴を示すので、面に対する装
置の動作を検知するために別個の手段が必要である。
【０１３５】
第２の代替実施形態では、コード化データはタグの種類を示すデータであるＩＤを示す。
これで、ペン１０１は、タグが面上の位置ではなく、問題のオブジェクトを表すか否かを
識別することができる。例えば、タグがオブジェクトを表し、ユーザ・インタフェースの
入力要素（例えば、コマンド・ボタン）に対応する場合、タグは入力要素を直接識別する
ことができる。
【０１３６】



(25) JP 4555531 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

代替実施形態とともに使用するのに適した別個の動作検知手段は、ペン１０１の軸線に対
して垂直な面に装着された１対の直交する加速度計１９０を有する。加速度計１９０は、
図１０および図９ではゴースト・アウトラインで図示されている。
【０１３７】
加速度計を設けることによって、ペン１０１のこの実施形態は、面のタグに関係なく動作
を検知することができ、より低い率でタグをサンプリングすることが可能になる。
【０１３８】
Ｘ方向およびＹ方向それぞれで加速度計が測定する加速度は、時間に関して積分され、瞬
間的な速度および位置を生成する。
ストロークの開始位置は不明であるので、ストローク内の相対位置のみ計算される。位置
の積分は、検知した加速度における誤差を累積するが、加速度計は通常、高い解像度を有
し、誤差が累積されるストロークの継続時間は短い。
【０１３９】
加速度計を設けて面に対する動作を検知する代わりに、代替の動作検知手段を設けてもよ
い。このような手段には、面と協働して、面に対する光学センサの動作を示す信号を生成
する光学センサを備える動作検知手段、面と接触して２つの直交する方向において動作を
検知するように構成された少なくとも２つの接点を備える動作検知手段、または面に対す
る動作を検知する他の適切な動作検知手段がある。
【０１４０】
本発明を、好ましい実施形態および幾つかの特定の代替実施形態について説明してきた。
しかし、当業者であれば、特に説明した実施形態とは異なる幾つかの他の実施形態も本発
明の精神および範囲に入ることを理解することができるだろう。したがって、本発明は、
適宜、相互参照によって引用した文書を含め、本明細書で説明した特定の実施形態に制限
されるものではないことを理解することができるだろう。本発明の範囲は、添付の請求の
範囲によってのみ制限される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　印刷されたネットページのサンプルとそのオンライン・ページ記述との関係を
示す概略図。
【図２】　ネットページ・ペンとネットページ・プリンタとネットページ・ページ・サー
バとネットページ・アプリケーション・サーバとの対話うぃ示す概略図。
【図３】　印刷されたネットページおよびそのオンライン・ページ記述の高レベル構造の
概略図。
【図４ａ】　ネットページ・タグの構造を示す平面図。
【図４ｂ】　図４ａに示したタグのセットとネットページ・ペンの形態のネットページ検
知装置の視野との関係を示す平面図。
【図５ａ】　ネットページ・タグの代替構造を示す平面図。
【図５ｂ】　図５ａに示したタグのセットと、ネットページ・ペンの形態のネットページ
検知装置の視野との関係を示す平面図。
【図５ｃ】　ターゲットを隣接するタグ間で共有する、図５ａに示したタグのうち９つの
配置構成を示す平面図。
【図５ｄ】　図５ａに示したタグの４つのコードワードの記号の挿入および回転を示す平
面図。
【図６】　タグ画像処理および復号アルゴリズムの概略図。
【図７】　ネットページ・ペンおよびそれに関連するタグ感知視野の円錐の斜視図。
【図８】　図７で示したネットページ・ペンの分解組立斜視図。
【図９】　図７および図８で示したネットページ・ペンのペン制御装置の概略ブロック図
。
【図１０】　ペン光路を示す概略図。
【図１１】　ストローク捕捉アルゴリズムのフローチャート。
【図１２】　生デジタル・インク・クラス図の概略図。
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【図１３】　電極とシート媒体との間の電界を示す概略図。

【図１】 【図２】
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