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(57)【要約】
【課題】記録媒体の位置に対応付けて情報を入力できる
ように改良されたデータ入力システムを提供することが
できる。
【解決手段】本発明にかかるデータ入力システムは、付
加データの入力を受け付けるデータ受付手段と、部材お
よび前記部材における位置の特定に用いられる印が付さ
れた部材上においてポインティングされた前記印を読み
取る印読取手段と、前記読み取られた印に基づいて、前
記部材においてポインティングされた位置を特定する特
定手段と、前記受け付けられた付加データと、前記特定
された位置とを対応付けて記憶するデータ記憶手段とを
有する。また、入力された音声を記録する音声記録手段
をさらに有し、前記データ受付手段は、前記記録された
音声を、前記付加データとして受け付ける。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加データの入力を受け付けるデータ受付手段と、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取手段と、
　前記読み取られた印に基づいて、前記部材においてポインティングされた位置を特定す
る特定手段と、
　前記受け付けられた付加データと、前記特定された位置とを対応付けて記憶するデータ
記憶手段と
　を有するデータ入力システム。
【請求項２】
　入力された音声を記録する音声記録手段をさらに有し、
　前記データ受付手段は、前記記録された音声を、前記付加データとして受け付ける
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記部材に対して印刷される画像データを生成するデータ生成手段と、
　前記印と、前記生成された画像データとを、前記部材に印刷する印付加手段と
をさらに有する
　請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記印付加手段は、外部からの操作に応じて、前記印を前記部材に選択的に付加する
　請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記特定手段は、前記読み取られた印に基づいて、前記ポインティングされた前記部材
に付された印と、前記部材においてポインティングされた位置とを特定する
　請求項１～４のいずれかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記部材は紙またはシート状の印刷媒体である
　請求項１～５のいずれかに記載のデータシステム。
【請求項７】
　付加データの入力を受け付けるデータ受付ステップと、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取ステップと、
　前記読み取られた印に基づいて、前記部材においてポインティングされた位置を特定す
る特定ステップと、
　前記受け付けられた付加データと、前記特定された位置とを対応付けて記憶するデータ
記憶ステップと、
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項８】
　入力された音声を記録する音声記録ステップ
　をさらに前記コンピュータに実行させ、
　前記データ受付ステップは、前記記録された音声を、前記付加データとして受け付ける
　請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記部材に対して印刷される画像データを生成するデータ生成ステップと、
　前記印と、前記生成された画像データとを、前記部材に印刷する印付加ステップと
をさらに前記コンピュータに実行させる
　請求項７または８に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記印付加ステップは、外部からの操作に応じて、前記印を前記部材に選択的に付加す
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る
　請求項９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記特定ステップは、前記読み取られた印に基づいて、前記ポインティングされた前記
部材に付された印と、前記部材においてポインティングされた位置とを特定する
　請求項７～１０のいずれかに記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記部材は紙またはシート状の印刷媒体である
　請求項７～１１のいずれかに記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの入力および管理のために用いられるデータ入力システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１は、手書き文字情報の入力に適した筆記用具を開示する。
　また、例えば、非特許文献１は、特許文献１に開示された装置を用いて情報を入力した
り、あるいは、用紙を特定するために好適なパターンを用紙に付す方法を開示する。
　非特許文献１に開示されたパターンは、用紙上の位置の特定に用いることもできるので
、例えば、このパターンを、図形や文字とともに用紙に印刷し、印刷された図形や文字に
対するポインティングに応じて、文字や図形の位置に対応付けられた情報の入力に用いる
ことができるようにすると便利である。
【特許文献１】特開２００１－１０５７８６号公報
【非特許文献１】http://www.anotofunctionality.com/navigate.asp?PageID=73
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上述した背景技術をふまえてなされたものであり、記録媒体の位置に対応付
けて情報を入力できるように改良されたデータ入力システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するために、本発明にかかるデータ入力システムは、付加データの入力
を受け付けるデータ受付手段と、部材および前記部材における位置の特定に用いられる印
が付された部材上においてポインティングされた前記印を読み取る印読取手段と、前記読
み取られた印に基づいて、前記部材においてポインティングされた位置を特定する特定手
段と、前記受け付けられた付加データと、前記特定された位置とを対応付けて記憶するデ
ータ記憶手段とを有する。
【０００５】
　好適には、入力された音声を記録する音声記録手段をさらに有し、前記データ受付手段
は、前記記録された音声を、前記付加データとして受け付ける。
【０００６】
　好適には、前記部材に対して印刷される画像データを生成するデータ生成手段と、前記
印と、前記生成された画像データとを、前記部材に印刷する印付加手段とをさらに有する
。
【０００７】
　好適には、前記印付加手段は、外部からの操作に応じて、前記印を前記部材に選択的に
付加する。
【０００８】
　好適には、前記特定手段は、前記読み取られた印に基づいて、前記ポインティングされ
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た前記部材に付された印と、前記部材においてポインティングされた位置とを特定する。
【０００９】
　　好適には、前記部材は紙またはシート状の印刷媒体である。
【００１０】
　また、本発明にかかるプログラムは、付加データの入力を受け付けるデータ受付ステッ
プと、部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上において
ポインティングされた前記印を読み取る印読取ステップと、前記読み取られた印に基づい
て、前記部材においてポインティングされた位置を特定する特定ステップと、前記受け付
けられた付加データと、前記特定された位置とを対応付けて記憶するデータ記憶ステップ
と、をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、記録媒体の位置に対応付けて情報を入力できるように改良されたデー
タ入力システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　［情報管理システム１］
　図１は、本発明にかかる情報管理システム１の概要を示す図である。
　まず、本発明が適応される情報管理システム１を説明する。
　図１に示すように、情報管理システム１には、手書入力システム２－１，２－２、背景
管理システム３、背景管理システム３により認定された認定プリンタ１２２（印付加手段
）、背景管理システム３により認定されていない非認定プリンタ１２４、情報サーバ１６
、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１８、および、入力装置２０（ＰＣ１８と入力装置２
０とが共用されてもよい）などが、ネットワーク１２０を介して接続された構成を採る。
【００１３】
　手書入力システム２－１，２－２は、認定プリンタ１２２、入力装置２０、電子認証印
２４および第１の手書入力ペン２６などから構成される。
　背景管理システム３は、背景管理装置３２および課金装置３０から構成される。
【００１４】
　なお、以下、手書入力システム２－１，２－２など、複数ある構成部分を、単に手書入
力システム２と略記することがある。
　また、情報管理システム１の各構成部分を、総称してノードと記すことがある。
　また、図１に示した情報管理システム１の各構成部分の数は例示であって、情報管理シ
ステム１は、任意の数の各構成部分を含みうる。
【００１５】
　また、図１に示した情報管理システム１、および、そのノードの機能分担は例示であっ
て、情報管理システム１においてネットワーク１２０を介して分散されている複数の機能
を、１つのノード内にまとめてもよい。
　また、反対に、１つのノード内にまとめられている複数の機能を、複数のノードに分散
させても、あるいは、ネットワーク１２０を介して複数のノードに分散させてもよい。
　このように、複数の構成部分が、１つの装置内にまとめられているか、ネットワークな
どを介して複数の装置に分散されているかは、本発明の技術的範囲に、何らの影響を及ぼ
すものではない。
【００１６】
　図２は、図１に示した背景管理装置３２、課金装置３０、情報サーバ１６、ＰＣ１８お
よび入力装置２０などのハードウェア構成を例示する図である。
　図２に示すように、情報管理システム１のこれらの構成部分は、ＣＰＵ１０２、メモリ
１０４およびこれらの周辺回路などを含む本体１００、キーボード、表示装置およびスピ
ーカ（ＳＰ）などを含む入出力装置１０６、ネットワーク１２０を介した他のノードの通
信を行う通信装置１１０、ＣＤ装置・ＨＤＤ装置などの記録装置１１２、および、スキャ
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ナなど各装置に特有な機能の実現のために用いられる機能実現装置３８から構成される。
　つまり、背景管理装置３２、課金装置３０、情報サーバ１６、情報管理システム１８お
よび入力装置２０は、通信機能を有するコンピュータとしての構成部分を含んでいる。
【００１７】
　さらに、入力装置２０およびＰＣ１８などには、図２に示した構成に、必要に応じて、
電子認証印２４および手書入力ペン２６などとの無線通信（電波を用いた通信か、光を用
いた通信かを問わない）に用いられる無線インターフェース（ＩＦ）１１６が付加される
。
　なお、無線インターフェース（ＩＦ）１１６は、入力装置２０およびＰＣ１８の構成・
用途によっては、同様の機能を有する有線インターフェース（ＩＦ）に置換されうる。
　また、認定プリンタ１２２および非認定プリンタ１２４には、図２に示した構成に、プ
リンタとしての機能を実現するためのプリンタエンジン（図示せず）が付加される。
【００１８】
　図３は、図１に示した用紙１２８，１３０に付される背景を例示する図である。
　用紙１２８は、普通紙であり、用紙１３０は、複数回にわたる印刷および消去（再利用
）が可能な合成紙であって、印刷により、図３に示すような背景が付される。
　つまり、無地の用紙１２８，１３０には、例えば、図３において点線で想定されるよう
に、０．３ｍｍ程度の間隔で縦横に直交する多数の直線により構成される格子の格子点１
３２上、あるいは、これらの格子点１３２に対して左右、上下、右上、右下、左上および
左下に、例えば２０μｍ程度ずれた位置に、ドット１３４が付された背景パターン１３６
（印）が印刷され、背景付の用紙１２８，１３０となる。
　なお、このように、用紙１２８，１３０（部材）には、背景パターン１３６が付されて
いるか場合と、背景パターン１３６が付されていない場合とがある。
【００１９】
　背景パターン１３６は、格子点１３２と多数のドット１３４の位置関係を組み合わせる
ことにより、膨大な数の種類となる。
　従って、この背景パターン１３６のいずれの部分に手書入力ペン２６が当たっているか
を検出することにより、手書入力ペン２６が、用紙１２８，１３０上のいずれの位置をポ
インティングしているか、あるいは、筆記しているかを検出することもできる。
　また、用紙１２８，１３０それぞれに、事実上、固有の背景パターン１３６を付すこと
ができるので、１つの背景パターン１３６が、１枚の無地の用紙１２８，１３０に対して
だけ印刷されるようにすると、背景パターン１３６を、この背景パターン１３６が付され
た用紙１２８，１３０の特定に利用することもできる。
【００２０】
　なお、用紙１２８，１３０に付され、用紙１２８，１３０の位置識別に用いられる印と
して、ここでは、背景パターン１３６（図３）を例示したが、この印としては、背景パタ
ーン１３６のように、光学的に読み取り可能なものの他に、電気的、磁気的あるいは機械
的に読取り可能なものが用いられ得る。
　また、ここには、２次元的な用紙１２８，１３０に背景パターン１３６が付される場合
を例示したが、３次元的な部材に背景パターン１３６を付して、その部材上の位置が検出
されうるようにしてもよい。
　また、図３に示したような背景パターン１３６の代わりに、用紙１２８，１３０それぞ
れに特有の図形、模様あるいは点の配列を付して、この印として用いてもよい。
【００２１】
　あるいは、３次元的な部材に、部材の３次元的な座標（番地）を識別可能な印を付して
、部材の３次元的な座標が検出されうるようにしてもよい。
　また、２次元的な無地の用紙１２８，１３０の表面または内側に、特殊なトナー（立体
トナー）を用いて、３次元的な背景パターンが印刷されるようにしてもよい。
　また、背景が付された用紙１２８，１３０の表面に、透光性の樹脂あるいはガラスが、
コーティングされたり、張り合わされたりしてもよい。
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【００２２】
　用紙１２８，１３０に付される背景パターン１３６は、背景管理システム３の背景管理
装置３２により管理され、認定プリンタ１２２により用紙１２８，１３０に対して印刷さ
れる。
　この背景パターン１３６の管理および使用に対して、課金装置３０により、その利用者
に対する課金が行われ得る。
【００２３】
　電子認証印２４は、用紙１２８，１３０とともに用いられ、入力装置２０あるいはＰＣ
１８との間で通信を行い、電子認証を行う。
　手書入力ペン２６は、用紙１２８，１３０とともに用いられ、入力装置２０あるいはＰ
Ｃ１８との間で通信を行い、手書き文字の入力、音声の入力およびその他の操作のために
用いられる。
【００２４】
　これらの構成部分により、情報管理システム１においては、例えば、以下のようなこと
が実現されうる。
　（１）背景パターン１３６（図３）の普通紙または合成紙に対する印刷および課金：
　（２）合成紙に印刷された背景パターン１３６の再利用（合成紙に印刷された背景パタ
ーン１３６を消去したら、その背景パターン１３６を、他の普通紙または合成紙に印刷可
能な状態になるように管理する）：
　（３）音声の入出力：用紙１２８，１３０上に、手書入力ペン２６を用いて記載された
メモと音声とを対応付けて記憶し、メモを手書入力ペン２６でなぞったときに、対応付け
られた音声を再生する。
【００２５】
　（４）手書入力ペン２６によるユーザの認証：
　（５）用紙１２８，１３０および電子認証印２４を利用したユーザの認証：
　（６）用紙１２８，１３０，電子認証印２４および手書入力ペン２６を利用した各種サ
ービス：後述する教育サービス、あるいは、ユーザが、ワードプロセッサで作成された書
類を手書きでコメントを書き込んだり修正したりした後で、パーソナルコンピュータのそ
ばに行くと、その画面に、書類の内、コメント・修正を手書きした部分が表示されるよう
にして、手書きのコメント・修正を、ワードプロセッサで入力しなおす作業の利便性が図
られるようなサービス
【００２６】
　［手書入力ペン２６］
　図４は、図１に示した第１の手書入力ペン２６の構成を示す図である。
　図４に示すように、手書入力ペン２６は、シャープペンシル機構・ボールペン先などの
筆記およびポインティングに使用可能な筆記部材２６０、レンズ系２６４、ＣＣＤ(Charg
e Coupled Device)素子２６６、圧力センサ２６８、画像取込回路２７０、マイクロフォ
ン（ＭＩＣ）２７２（手書き入力ペン２６に外付けされ、机上の置かれて音声入力に用い
られるようにしてもよい）、音声処理回路２７４、電源２７８、送信回路２８０、バッフ
ァメモリ２８２、送信メモリ２８４、制御部２８６およびスイッチ２８８が、一般的な筆
記用具の形態に形成された手書入力ペン本体２６２中に一体に収容されて構成される。
【００２７】
　手書入力ペン２６は、例えば、１チップマイクロプロセッサ応用装置としてのハードウ
ェア構成を採り、手書入力ペン２６の各構成部分は、適宜、専用のハードウェアあるいは
１チップマイクロプロセッサ上で動作するソフトウェアとして実現される。
　手書入力ペン２６は、これらの構成部分により、背景が付された用紙１２８，１３０（
図１）などに対して筆記した文字、あるいは、ポインティング操作を、筆跡データとして
、入力装置２０に対して出力する。
　また、手書入力ペン２６は、周囲の音声を受け、音声データとして、入力装置２０に対
して出力する。
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【００２８】
　また、手書入力ペン２６は、ユーザの筆圧を検出し、筆圧データとして、入力装置２０
に対して出力する。
　なお、手書入力ペン２６は、ユーザの所定の操作、例えば、手書入力ペン２６のボタン
（図示せず）に対する操作、あるいは、用紙１２８，１３０に対する所定のタイミングで
のポインティングなどに応じて、これらの機能を実行する。
　つまり、手書入力ペン２６は、入力装置２０に対して、手書き文字の入力、ポインティ
ング操作および音声の入力を行うために用いられる。
【００２９】
　手書入力ペン２６において、圧力センサ２６８は、ユーザが、用紙１２８，１３０など
に筆記部材２６０を押し当てて、筆記およびポインティングを行うときなどに、筆記部材
２６０にかかる圧力を検出し、画像取込回路２７０に対して出力する。
　なお、圧力センサ２６８が、手書き入力ペン本体２６２にかかるユーザの握力をさらに
検出できるようにすると、ユーザの握力に基づくユーザ認証が可能となる。
　手書入力ペン２６において、レンズ系２６４および手書入力ペン２６６は、例えば、圧
力センサ２６８が、筆記部材２６０にかかる圧力を検出したときに、筆記部材２６０が押
し当てられた部分の用紙１２８，１３０の背景パターン１３６（図３）などの画像を受け
入れ、画像取込回路２７０に対して出力する。
【００３０】
　画像取込回路２７０は、レンズ系２６４およびＣＣＤ素子２６６により受け入れられた
画像を取り込み、ユーザの筆跡および用紙１２８，１３０に付された背景パターン１３６
（図３）を示す筆跡データを生成し、バッファメモリ２８２を介して、送信回路２８０に
対して出力する。
　また、画像取込回路２７０は、圧力センサ２６８が検出した圧力を取り込み、ユーザの
筆圧、あるいは、ポインティングの強さを示す筆圧データを生成し、バッファメモリ２８
２を介して、送信回路２８０に対して出力する。
【００３１】
　ＭＩＣ２７２および音声処理回路２７４は、常に、あるいは、圧力センサ２６８が筆記
部材２６０にかかる圧力を検出したときに、周囲の音声を受け入れ、音声データを生成し
、送信回路２８０に対して出力する。
　制御部２８６は、スイッチ２８８に対するユーザの操作に応じて、手書き入力ペン２６
の各構成部分の動作を制御する。
　制御部２８６による動作制御の例として、バッファメモリ２８２あるいは送信メモリ２
８４に、音声データを記憶しておき、スイッチ２８８に対するユーザの操作に応じて、送
信回路２８０を制御し、記憶した音声データを送信させる制御を挙げることができる。
【００３２】
　送信回路２８０は、制御部２８６の制御に従って、画像取込回路２７０および手書入力
システム２７４から、バッファメモリ２８２を介して、筆跡データ、筆圧データおよび音
声データを受けて送信メモリ２８４に記憶する。
　さらに、送信回路２８０は、制御部２８６の制御に従って、バッファメモリ２８２に記
憶されたこれらのデータを、電波あるいは光により、入力された筆跡データ、筆圧データ
および音声データを、入力装置２０（図１）の無線ＩＦ１１６（図２）に対して送信する
。
　なお、制御部２８６に、手書き入力ペン２６それぞれに固有で、暗号化された識別符号
・識別番号を記憶させておき、送信回路２８０が、上述のデータとともに、この識別符号
・識別番号を送信するようにしてもよい。
【００３３】
　［手書き入力ペンの他の態様］
　ここで、情報管理システム１において、手書き入力ペン２６の代わりに用いられうる手
書き入力ペンの様々な態様を説明する。
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　図５，図６はそれぞれ、情報管理システム１（図１）において、図４などに示した第１
の手書き入力ペン２６の代わりに用いられる第２，第３の手書き入力ペン４０，４２の外
観を示す図である。
　なお、図５，図６においては、実質的に共通の構成部分には共通の符号が付されている
（以下の各図について同様）。
【００３４】
　図５に示すように、第２の手書き入力ペン４０は、接触部材４００、拡大鏡４０２、Ｃ
ＣＤカメラ４１２、ファンクション切り替え部４１６、ファンクション表示ＬＥＤ４１８
、有機ＥＬディスプレイを含むシート状ディスプレイ４２０およびキャップ４２２などか
ら構成される。
　なお、手書き入力ペン４０の本体の一番太い部分の太さは、握りやすさが考慮されて、
例えば、直径４ｃｍ以下（成人の親指とひとさし指とで作られた環より小さい直径）とさ
れる。
　さらに、第２の手書き入力ペン４０は、図４に示した第１の手書き入力ペン２６の機能
の他、例えば、制御部２８８の制御に従って、図５を参照して以下に説明するような機能
をサポートする構成部分を有する（第３の手書き入力ペン４２（図６）も同様）。
　接触部材４００は、第１の手書き入力ペン２６の筆記部材２６０に対応し、ボールペン
、指し棒、針、鉛筆、マーカーペン、フェルトあるいは先が丸い樹脂などで構成され、用
紙１２８，１３０などの部材に接触する。
　なお、接触部材４００は、文字入力およびポインティングの他に、筆圧に応じた機能の
選択などにも用いられうる。
【００３５】
　拡大鏡４０２は、例えば、レンズ枠４０４にはめ込まれ、照準用目盛り４０８が付され
た拡大用レンズ４０６、レンズ枠４０４に付され、ユーザの手元を照らす照明用ライト４
１０から構成される。
　レンズ枠４０４は、本体に対して着脱可能であって、レンズ枠４０４を本体にフレキシ
ブルに固定する継ぎ手４１２によって、本体に対して固定される。
　ＣＣＤカメラ４１４は、第１の手書き入力ペン２６（図４）におけるレンズ系２６４お
よびＣＣＤ素子２６６に対応し、手書き文字の入力のための他、一般的なディジタルカメ
ラと同様な画像撮影のためにも用いられうる。
【００３６】
　ファンクション切り替え部４１６は、例えば、第１の手書き入力ペン２６のスイッチ２
８８（図４）に対応し、図５に矢印で示すように、手書き入力ペン４０の機能（ファンク
ション）の選択のために用いられる。
　手書き入力ペン４０の機能の例としては、音声入力／音声再生などの機能、音声のバッ
ファリング時間設定および機能のロックなどが挙げられる。
　この機能選択は、ユーザが、本体の継ぎ目を回転させ、ファンクションを示す目盛りを
合わせることにより行われる。
　ファンクション表示ＬＥＤ４１８は、それぞれ色が異なる発光ダイオードなどから構成
され、選択された機能を表示する。
【００３７】
　手書き入力ペン４０の本体において、キャップ４２２が装着される部分には電源スイッ
チ（図示せず）が設けられ、接触部材４００を覆っていたキャップ４２２はずされて、所
定の部分に装着されると、手書き入力ペン４０の電源が投入される。
　また、手書き入力ペン４０の本体において、キャップ４２２が装着される部分には円筒
状に形成されたディスプレイ４２０が設けられ、様々な表示のために用いられる。
【００３８】
　また、図６に示すように、第３の手書き入力ペン４２には、接触部材４００の代わりに
、接触部材４２４が設けられ、ディスプレイ４２０の代わりに、ノック式ファンクション
切り替え部４２６、指向性マイク４３０および指向性調整部４３４が設けられる。
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　手書き入力ペン４２において、音声のバッファリング機能のオン／オフなどのために用
いられるノック式ファンクション切り替え部４２６は、ファンクション切り替え部４１６
およびファンクション表示ＬＥＤ４１８と併用されてもよく、ユーザが、ノック式ファン
クション切り替え部４２６を押下するたびに、手書き入力ペン４２の機能が変更され、変
更された機能は、機能表示部４２８に、色などで表示される。
　また、ユーザが、本体のつなぎ目に設けられた指向性調整部４３４を回すと、指向性マ
イク４３０の指向性が調整され、指向性マイク４３０の指向性が、指向性を示す印４３２
により表示される。
【００３９】
　［電子認証印２４］
　図７は、図１に示した電子認証印２４の構成を示す図である。
　図７に示すように、電子認証印２４は、レンズ系２６４、ＣＣＤ素子２６６、圧力セン
サ２６８、画像取込回路２７０、ＭＩＣ２７２、音声処理回路２７４、電源２７８、バッ
ファメモリ２８２、送信メモリ２８４、制御部２８６、スイッチ２８８、印面２４０、印
鑑データ記憶部２４４および送信回路２４６が、一般的な印鑑の形態に形成された電子認
証印本体２４２に収容されて構成される。
　電子認証印２４は、手書入力ペン２６と同様に、例えば、１チップマイクロプロセッサ
応用装置としてのハードウェア構成を採り、電子認証印２４の各構成部分は、適宜、専用
のハードウェアあるいは１チップマイクロプロセッサ上で動作するソフトウェアとして実
現される。
【００４０】
　電子認証印２４は、これらの構成部分により、ユーザ認証を情報サーバ１６などとの間
で行う。
　また、電子認証印２４は、電子的な印鑑情報データを、入力装置２０および情報サーバ
１６などに対して出力する。
【００４１】
　電子認証印２４において、印面２４０は、用紙１２８，１３０などに当接されて、印影
を与えるとともに、受けた圧力を圧力センサ２６８に伝える。
　なお、手書き入力ペン２６においてと同様に、圧力センサ２６８が、電子認証印本体２
４２にかかるユーザの握力を検出できるようにすると、電子認証印２４を用いたユーザ認
証が可能となる。
　印鑑データ記憶部２４４は、電子認証印２４から入力装置２０などに対して出力される
べき印鑑データ（手書き入力ペン２６と同様な識別符号・識別番号を含んでいてもよい）
を保持し、送信回路２４６に対して出力する。
【００４２】
　送信回路２４６は、画像取込回路２７０から入力される用紙１２８，１３０上の背景パ
ターン１３６（図３）の画像、および、圧力センサ２６８が検出した圧力などを示す画像
・圧力データ（手書入力ペン２６における筆跡データと同様）と、印鑑データ記憶部２４
４から入力される印鑑データ、および、音声処理回路２７４から入力される音声データを
含む印鑑情報データを生成する。
　送信回路２４６は、手書き入力ペン２６における送信回路２８０と同様に、制御部２８
８の制御に従って、生成した印鑑情報データを、入力装置２０あるいはＰＣ１８に対して
出力する。
【００４３】
　［入力装置用プログラム２００］
　図８は、図１に示した入力装置２０上で動作する入力装置用プログラム２００を示す図
である。
　図８に示すように、入力装置用プログラム２００は、受信処理部２０２、筆跡解析部２
０４、文字識別部２０６、音声処理部２０８、対応付け部２１０、背景検出部２１２、位
置検出部２１４（検出手段）、データベース（ＤＢ）管理部２１６、ペン情報ＤＢ２２０
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、通信処理部２２２および印鑑情報処理部２２４から構成される。
【００４４】
　入力装置用プログラム２００は、例えば、記録媒体１１４（図２）を介して入力装置２
０に供給され、メモリ１０４にロードされて実行される（以下に示す各プログラムについ
て同じ）。
　入力装置用プログラム２００は、これらの構成部分により、手書入力ペン２６から入力
される筆跡データ、筆圧データおよび音声データを処理し、これらを対応付けて、情報サ
ーバ１６（図１）に対して送信する。
【００４５】
　入力装置用プログラム２００において、受信処理部２０２は、入力装置２０の無線ＩＦ
１１６（図２）が受信した筆跡データ、筆圧データを、筆跡解析部２０４に対して出力す
る。
　また、受信処理部２０２は、無線ＩＦ１１６が受信した音声データを、音声処理部２０
８に対して出力する。
　また、受信処理部２０２は、筆跡データを、背景検出部２１２に対して出力する。
　また、受信処理部２０２は、必要に応じて、電子認証印２４および手書き入力ペン２６
により得られた筆跡データ、音声データ、筆圧データ、画像・圧力データおよび印鑑デー
タを、通信処理部２２２に対して出力する。
【００４６】
　筆跡解析部２０４は、例えば、背景管理装置３２から、背景パターン１３６を示す情報
を得て、受信処理部２０２から入力された筆圧データおよび筆圧データを解析して、ユー
ザが用紙１２８，１３０に記した線の始点の位置を検出し、さらに、背景パターン１３６
（図３）のドット１３４の移動方向および移動速度を算出する。
　筆跡解析部２０４は、このようにして得られた解析結果を、文字識別部２０６に対して
出力する。
【００４７】
　文字識別部２０６は、筆跡解析部２０４による解析結果に基づいて、ユーザが、用紙１
２８，１３０などに記した文字を識別し、文字データとして、対応付け部２１０に対して
出力する。
　また、文字識別部２０６は、筆跡解析部２０４による解析結果に基づいて、ユーザが、
用紙１２８，１３０などに対して行ったポインティングなどの操作を識別し、操作データ
として、対応付け部２１０に対して出力する。
　なお、文字認識部２０６は、文字データおよび操作データとともに、筆跡の解析の対象
となった筆跡データおよび筆圧データを、対応付け部２１０に対して出力してもよい。
　また、文字認識部２０６は、ユーザ認証の結果、手書き文字の入力が許可されたときに
、文字データを、通信処理部２０６に対して送信する。
【００４８】
　音声処理部２０８は、受信処理部２０２から入力された音声データに対して、圧縮・符
号化およびバッファリングなどの処理を行い、対応付け部２１０に対して出力する。
　背景検出部２１２は、受信処理部２０２から入力された筆跡データ（画像）から、用紙
１２８，１３０に付された背景パターン１３６（図３）を検出し、位置検出部２１４に対
して出力する。
【００４９】
　位置検出部２１４は、背景管理装置３２から用紙１２８，１３０に付された背景パター
ン１３６を示す情報（以下、背景パターンデータとも記す）を受け、手書入力ペン２６が
筆記あるいはポインティングしている用紙１２８，１３０上の位置を検出し、用紙１２８
，１３０上の位置を示す位置データとして、対応付け部２１０に対して出力する。
　対応付け部２１０は、文字識別部２０６から入力された文字データおよび操作データ（
これらには、上述のように、筆跡データおよび筆圧データが付加されることがある）と、
音声処理部２０８から入力された音声データと、位置検出部２１４から入力された位置デ
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ータとを対応付け、ペン情報データとして、ＤＢ管理部２１６に対して出力する。
【００５０】
　印鑑情報処理部２２４は、電子認証印２４から印鑑情報データを受けて、例えば、印面
２４０に加わる圧力が大きく変化したタイミングで、通信処理部２２２を介して情報サー
バ１６などに対して出力する。
　また、印鑑情報処理部２２４は、電子認証印２４から受けた印鑑情報データを、ＤＢ管
理部２１６に対して出力する。
　また、印鑑情報処理部２２４は、電子認証印２４を用いたユーザ認証が行われるときに
は、電子認証印２４のユーザが認証されたときにのみ、電子認証印２４から受けた印鑑情
報データを、情報サーバ１６あるいはＤＢ管理部２１６に対して出力する。
【００５１】
　通信処理部２２２は、ネットワーク１２０（図１）を介した他のノードとの通信に必要
な処理を行う。
　ＤＢ管理部２１６は、対応付け部２１０から入力されたペン情報データ、および、印鑑
情報処理部２２４から入力された印鑑情報データを、ペン情報ＤＢ２２０に記憶させ、管
理する。
【００５２】
　また、ＤＢ管理部２１６は、必要に応じて、ペン情報ＤＢ２２０に記憶したペン情報デ
ータおよび印鑑情報データを、通信処理部２２２を介して、情報サーバ１６などに対して
送信する。
　また、ＤＢ管理部２１６は、ユーザの操作に応じて、記憶したペン情報データおよび印
鑑情報データを、文字データあるいは音声データとして、入出力装置１０６などから出力
する。
【００５３】
　なお、ＤＢ管理部２１６は、情報サーバ１６が、手書入力ペン２６を用いたユーザの認
証を行うときには、情報サーバ１６が認証したユーザにより入力されたペン情報データの
みを、通信処理部２２２を介して他のノードに送信し、あるいは、ペン情報ＤＢ２２０に
記憶させ、管理する。
　また、ＤＢ管理部２１６は、情報サーバ１６が、電子認証印２４の認証を行うときには
、情報サーバ１６が認証した電子認証印２４から入力された印鑑情報のみを、通信処理部
２２２を介して他のノードに送信し、あるいは、ペン情報ＤＢ２２０に記憶させ、管理す
る。
【００５４】
　［情報サーバプログラム１６０］
　図９は、図１に示した情報サーバ１６上で動作する情報サーバプログラム１６０を示す
図である。
　図９に示すように、情報サーバプログラム１６０は、通信処理部２２２、操作解析部１
６４、ＤＢ管理部１６６、ペン情報ＤＢ１６８、サービス提供部１７０（特定手段，デー
タ出力手段）および付加サービスＤＢ１７２（データ記憶手段）から構成される。
【００５５】
　情報サーバプログラム１６０は、これらの構成部分により、各入力装置２０から入力さ
れるペン情報データおよび印鑑情報データを記憶および管理し、要求に応じて、記憶した
ペン情報データをＰＣ１８などに対して提供する。
　また、情報サーバプログラム１６０は、ＰＣ１８などに対して、付加サービスを提供す
る。
【００５６】
　通信処理部２２２は、入力装置用プログラム２００（図８）においてと同様に、ネット
ワーク１２０（図１）を介した他のノードとの通信のために必要な処理を行う。
　ＤＢ管理部１６６は、入力装置２０などからペン情報データおよび印鑑情報データを受
信し、ペン情報ＤＢ１６８に記憶させ、管理する。
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　また、ＤＢ管理部１６６は、ＰＣ１８など他のノードおよびサービス提供部１７０から
の要求を受けて、ペン情報ＤＢ１６８に記憶したペン情報データおよび印鑑情報データを
提供する。
【００５７】
　操作解析部１６４は、入力装置２０などからの操作データ、ペン情報データおよび印鑑
情報データを解析し、サービス提供部１７０に対して出力する。
　サービス提供部１７０は、操作解析部１６４による解析結果に応じて、ペン情報ＤＢ１
６８に記憶されているペン情報データ、印鑑情報データおよび背景管理装置３２から入力
される背景パターンデータを適宜、用い、付加サービスＤＢ１７２に記憶されている付加
サービス（教育サービスなど）を、ＰＣ１８および入力装置２０などに提供する。
　なお、サービス提供部１７０が提供する付加サービスは、実施例１以下を参照してさら
に後述される。
【００５８】
　［情報利用プログラム１８０］
　図１０は、図１に示したＰＣ１８上で動作する情報利用プログラム１８０を示す図であ
る。
　図１０に示すように、情報利用プログラム１８０は、受信処理部２０２、背景・操作検
出部１８４、位置検出部２１４、通信処理部２２２、情報出力処理部１８２（第２の音声
出力手段）、背景・操作検出部１８４およびアプリケーション１８６（データ生成手段）
から構成される。
　情報利用プログラム１８０がさらに、印鑑情報データを扱うときには、図８に示した印
鑑情報処理部２２４が付加される。
　情報出力処理部１８２は、これらの構成部分により、ユーザが、手書入力ペン２６を用
いて、用紙１２８，１３０をポインティングする操作に応じて、様々なサービスを提供す
る。
　なお、以下の説明においては、説明の具体化・明確化のために、情報利用プログラム１
８０が、ユーザのポインティング操作に応じて、音声を出力するサービス（音声入出力サ
ービス；図１２，図１３を参照して、さらに後述）を提供する場合を具体例とする。
　受信処理部２０２は、手書入力ペン２６から、無線ＩＦ１１６（図２）を介して、筆跡
データおよび筆圧データを受けて、背景・操作検出部１８４に対して出力する。
【００５９】
　背景・操作検出部１８４は、受信処理部２０２から入力される筆跡データ（背景パター
ン１３６（図３）の画像）から、背景パターン１３６を検出する。
　また、背景・操作検出部１８４は、受信処理部２０２から入力される筆圧データから、
ユーザの操作を検出し、操作データとする。
　背景・操作検出部１８４は、背景パターンデータおよび操作データを、位置検出部２１
４に対して出力する。
【００６０】
　［アプリケーション１８６による背景パターン１３６付加処理］
　アプリケーション１８６は、例えば、ワードプロセッサなどの機能を含み、用紙１２８
，１３０に印刷されるべき画像データ、および、用紙１２８，１３０上の各位置に対応付
けられる付加データを作成する。
　アプリケーション１８６による画像データの作成には、さらに、例えば、他のアプリケ
ーション（図示せず）により作成されたドキュメント、および、ディジタルカメラにより
撮影された画像などのデータコピー、切り抜きおよび挿入なども含まれうる。
　さらに、アプリケーション１８６は、ユーザの操作に応じて、背景管理装置３２（図１
）に対して、無地の用紙１２８，１３０への背景パターン１３６（図３）の付加を要求し
、これの要求に応じて背景管理装置３２から背景パターン１３６を受け取る。
【００６１】
　アプリケーション１８６は、背景管理装置３２から受けた背景パターン１３６を、作成
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された画像データとともに、認定プリンタ１２２に対して送信し、これらを、無地の用紙
１２８，１３０に印刷させる。
　さらに、アプリケーション１８６は、情報サーバ１６に、用紙１２８，１３８に付した
背景パターン１３６を示す情報と、用紙１２８，１３上の１つ以上の位置と、これらの位
置それぞれに対応付けられた付加データとを登録する。
【００６２】
　［アプリケーション１８６による背景パターン１３６の再利用］
　また、アプリケーション１８６は、背景パターン１３６の再利用のための機能を実現す
る。
　つまり、例えば、アプリケーション１８６は、廃棄処分される用紙１２８、あるいは、
背景パターン１３６が消去される用紙１３０から、スキャナ（機能実現装置３８；図２）
などを用いて背景パターン１３６を読み込んで、背景管理装置３の背景管理装置３２（図
１など）に対して送信する。
　さらに、アプリケーション１８６は、背景パターン１３６の送信と併せて、その背景パ
ターン１３６が再利用可能である旨を、背景管理装置３２に通知する。
【００６３】
　位置検出部２１４は、背景管理装置３２から受けた背景パターンデータを用いて、ユー
ザがポインティングしている用紙１２８，１３０の位置を検出し、操作データとともに、
通信処理部２２２に対して出力する。
【００６４】
　通信処理部２２２は、位置検出部２１４から入力された位置データを情報サーバ１６に
通知し、位置検出部２１４が検出した用紙１２８，１３０上の位置に対応するペン情報デ
ータを要求する。
　通信処理部２２２は、情報サーバ１６から、要求に応じたペン情報データを受けて、情
報出力処理部１８２に対して出力する。
【００６５】
　なお、通信処理部２２２は、情報サーバ１６が、手書入力ペン２６を用いたユーザの認
証を行うときには、情報サーバプログラム１６０（図８）のＤＢ管理部２１６と同様に、
情報サーバ１６が認証したユーザにより入力されたペン情報データのみを、情報出力処理
部１８２あるいは他のノードに対して出力する。
　情報出力処理部１８２は、通信処理部２２２から入力されたペン情報データに含まれる
音声データを、入出力装置１０６（図９）から出力する。
【００６６】
　［背景管理プログラム３４］
　図１１は、図１に示した背景管理装置３２上で動作する背景管理プログラム３４を示す
図である。
　図１１に示すように、背景管理プログラム３４は、未使用背景パターンＤＢ３４０、使
用済背景パターンＤＢ３４２、ＤＢ管理部３４４および通信処理部２２２から構成される
。
　背景管理プログラム３４は、これらの構成部分により、用紙１２８，１３０それぞれに
いずれの背景パターン１３６が付されているかを管理する。
　また、背景管理プログラム３４は、情報管理システム１の各ノードに対する背景パター
ン１３６の配信および再利用を行う。
【００６７】
　通信処理部２２２は、入力装置用プログラム２００（図８）などにおいてと同様に、ネ
ットワーク１２０（図１）を介した他のノードとの通信のために必要な処理を行う。
　未使用背景パターンＤＢ３４０は、用紙１２８，１３０のいずれにも付されていない背
景パターン１３６を示す背景パターンデータを記憶する。
　使用済背景パターンＤＢ３４２は、いずれかの用紙１２８，１３０に付されている背景
パターン１３６を示す背景パターンデータを記憶する。
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【００６８】
　ＤＢ管理部３４４は、他のノード（ＰＣ１８など）から、未使用の背景パターン１３６
が要求されたときには、未使用背景パターンＤＢ３４０に記憶されている未使用の背景パ
ターン１３６を選択して、要求したノードに配信する。
　ＤＢ管理部３４４は、さらに、配信した背景パターン１３６の背景パターンデータを、
未使用背景パターンＤＢ３４０から削除し、使用済背景パターンＤＢ３４２に記憶し、管
理する。
　また、ＤＢ管理部３４４は、他のノードから、背景パターン１３６を、それが使用され
なくなった旨とともに受信したときには、使用済背景パターンＤＢ３４２から受信された
背景パターン１３６の背景パターンデータを削除し、未使用背景パターンＤＢ３４０に、
受信された背景パターン１３６の背景パターンデータを記憶させる。
【実施例１】
【００６９】
　［情報管理システム１による音声入出力］
　図１２は、情報管理システム１（図１）による音声入出力サービスを例示する図である
。
　情報管理システム１における音声入出力サービスは、図１２に示すように、ユーザが、
以下のような操作を行うことにより実現される。
【００７０】
　（１）ユーザが、手書入力ペン２６（図１，図４）を操作して、音声（図１２に例示す
る「今年度の目標は、売り上げ１０％増です」）を受け入れる状態とする。
　（２）ユーザが、入力装置２０のそばで、手書入力ペン２６を用いて、背景が付された
用紙１２８，１３０にメモ（図１２に例示する「今朝の社長の話」）を取る。
　（３）ユーザが、ＰＣ１８のそばで、用紙１２８，１３０上のメモをポインティングし
、音声を出力させる操作を行う。
【００７１】
　以上のユーザの操作により、入力装置２０は、手書入力ペン２６の周囲の音声を受け入
れて音声データとし、背景が付された用紙１２８，１３０上のメモの位置データと対応付
けて、ペン情報データとして情報サーバ１６に送る。
　ＰＣ１８のそばで、ユーザが、背景が付された用紙１２８，１３０上のメモの位置をポ
インティングし、音声を出力させる操作を行うと、ＰＣ１８は、メモの位置に対応付けら
れた音声データを含むペン情報データを、情報サーバ１６に対して要求する。
　入力装置２０は、この要求に応じたペン情報データを、ＰＣ１８に送る。
　ＰＣ１８は、このペン情報データに含まれる音声データを、音声として、入出力装置１
０６（図２）から出力する。
【００７２】
　図１３を参照して、情報管理システム１における音声入出力サービスを、さらに説明す
る。
　図１３は、情報管理システム１（図１）において、図１２に示した音声入出力サービス
を実現するための通信シーケンス（Ｓ１０）を示す図である。
　図１３に示すように、ステップ１００（Ｓ１００）において、手書入力ペン２６は、周
囲の音声を受け入れ、入力装置２０に対して、音声データを、順次、出力する。
【００７３】
　ステップ１０２（Ｓ１０２）において、ユーザが、入力装置２０のそばで、背景が付さ
れた用紙１２８，１３０上に、手書入力ペン２６を用いてメモを取ることにより、用紙１
２８，１３０上の位置をポインティングし、音声入力のための所定の操作（単に、手書入
力ペン２６を用紙１２８，１３０から離す操作でもよい）を行う。
　手書入力ペン２６は、これらの操作を、入力装置２０に対して伝える。
【００７４】
　ステップ１０４（Ｓ１０４）において、入力装置２０は、背景が付された用紙１２８，
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１３０上のメモの位置を示す位置データと、Ｓ１００の処理により得られた音声データと
を対応付けてペン情報データとし、情報サーバ１６に対して送信する。
　情報サーバ１６は、このペン情報データを受けて記憶し、管理する。
【００７５】
　ステップ１０６（Ｓ１０６）において、ユーザは、ＰＣ１８のそばに移動し、手書入力
ペン２６を用いて、背景が付された用紙１２８，１３０上のメモをポインティングし、音
声出力のための所定の操作（例えば、連続して２回、メモの位置をポインティングするな
ど）を行う。
　手書入力ペン２６は、ポインティングおよび操作に応じた筆跡データおよび筆圧データ
を、ＰＣ１８に対して送信する。
【００７６】
　ステップ１０８（Ｓ１０８）において、ＰＣ１８は、情報サーバ１６に対して、メモの
位置を示す位置データを含むペン情報データを要求する。
　ステップ１１０（Ｓ１１０）において、情報サーバ１６は、ＰＣ１８から通知された位
置データを含むペン情報データを、ＰＣ１８に対して送信する。
　ＰＣ１８は、情報サーバ１６からのペン情報データを受けて、このペン情報データに含
まれる音声データを、音声として、入出力装置１０６（図２）から出力する。
【実施例２】
【００７７】
　［教育サービス］
　図１４は、情報管理システム１（図１）による教育サービスを例示する図である。
　ここでは、情報管理システム１により、例えば、英語教育のサービスを提供する場合を
具体例とする。
　図１４に示すように、背景が付された用紙１２８，１３０に、英単語（Ｐａｔｅｎｔ）
が印刷され、さらに、用紙１２８，１３０のそれぞれ予め決められた位置に、英単語の発
音を聞くためのボタンと、英単語の意味を聞くためのボタンとが印刷されている。
【００７８】
　ユーザが、背景が付された用紙１２８の「発音」のボタンを、手書入力ペン２６（図１
，図４）でポインティングすると、用紙１２８，１３０の背景パターン１３６（図３）に
対応する英単語（ここではＰａｔｅｎｔ）の発音が音声出力される。
　また、背景が付された用紙１２８の「意味」のボタンをポインティングすると、用紙１
２８，１３０の背景パターン１３６に対応する英単語の意味（特許）が音声出力される。
　ユーザが、これらのボタン以外の用紙１２８，１３０上の位置をポインティングすると
、その部分に対応する情報が存在しない旨が、音声あるいは画像により表示される。
【００７９】
　図１５は、図１４に示した教育サービスを実現するために、情報サーバ１６の付加サー
ビスＤＢ１７２（図９）に記憶されるデータを例示する図であって、（Ａ）は、音声デー
タの出力に用いられるインデックスを示し、（Ｂ）は、インデックスにより参照される音
声データを示す。
　図１４に示した教育サービスの実現には、例えば、図１５に示すようなデータが、付加
サービスＤＢ１７２に記憶される。
【００８０】
　まず、ユーザが、図１４に示したような背景付き用紙１２８，１３０に対するポインテ
ィング操作を行うと、ＰＣ１８から、用紙１２８，１３０（図１４）の背景パターンデー
タと、ユーザが、用紙１２８，１３０上をポインティングした位置を示す位置データとが
、情報サーバ１６に送られてくる。
　情報サーバ１６のサービス提供部１７０（図９）は、ＰＣ１８からの背景パターンデー
タと、背景パターン１３６の識別子（ＩＤ；背景パターンＩＤ）とを対応付ける。
【００８１】
　さらに、サービス提供部１７０は、背景パターンＩＤと、ＰＣ１８からのポインティン
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グ位置を示す位置データとを用いて、図１５（Ａ）に示すインデックスを検索し、これら
の情報に対応する音声データの識別子（音声データＩＤ）を得る。
　サービス提供部１７０は、このようにして得た音声データＩＤに対応する音声データ（
図１５（Ｂ））を、ＰＣ１８に返す。
【００８２】
　あるいは、サービス提供部１７０は、背景パターンＩＤと、位置データとに対応する音
声データＩＤが得られないときには、音声データの不存在を、ＰＣ１８に通知する。
　ＰＣ１８は、このようにして得られた音声データを、入出力装置１０６（図２）から出
力し、あるいは、音声データの不存在を、音声あるいは画像により、入出力装置１０６に
表示する。
【００８３】
　図１６は、情報管理システム１（図１）において、図１４に示した教育サービスを実現
するための通信シーケンス（Ｓ１２）を示す図である。
　図１６に示すように、ステップ１２０（Ｓ１２０）において、ユーザが、ＰＣ１８（図
１，図２，図１０）のそばで、手書入力ペン２６を用いて、背景が付された用紙１２８，
１３０上の任意の位置をポインティングする。
　ＰＣ１８は、用紙１２８，１３０の背景パターンデータと、用紙１２８，１３０上のポ
インティングされた位置とを検出する。
【００８４】
　ステップ１２２（Ｓ１２２）において、ＰＣ１８は、ポインティングされた用紙１２８
，１３０の背景パターンデータと、ポインティングされた位置を示す位置データとを、情
報サーバ１６に対して送信する。
　ステップ１２４（Ｓ１２４）において、情報サーバ１６は、情報サーバ１６からの背景
パターンデータおよび位置データに対応する音声データ（あるいは音声データの不存在を
示すデータ）を、ＰＣ１８に対して送信する。
　ＰＣ１８は、情報サーバ１６からの音声データ（あるいはその不存在）を、音声などに
より出力する。
【実施例３】
【００８５】
　［手書入力ペンを用いたユーザ認証］
　図１７は、手書入力ペン２６（図１，図４）を用いたユーザ認証を例示する図である。
　図１７に示すように、手書入力ペン２６を用いたユーザ認証が行われるときには、例え
ば、まず、ユーザが、手書入力ペン２６を用いて、背景が付された用紙１２８，１３０に
対して、「認証要求」という文字を手書きし、続いて、ユーザに与えられた識別子（ユー
ザＩＤ）あるいはユーザの名前（以下、ユーザＩＤ・名前）を手書きする。
【００８６】
　図１８は、図９に示した付加サービスＤＢ１７２に記憶され、手書入力ペン２６を用い
たユーザ認証に用いられるユーザ認証用データを例示する図である。
　入力装置２０は、最初に入力された「認証要求」の文字を認識すると、続いて手書きさ
れたユーザＩＤ・ユーザの名前を認識し、認識したユーザＩＤ・名前と、手書きされたユ
ーザＩＤ・名前の筆跡を示す筆跡データおよび筆圧データ（いずれかでもよい；以下、筆
跡データ・筆圧データ）を、情報サーバ１６に送信する。
　情報サーバ１６上で動作する情報サーバプログラム１６０の付加サービスＤＢ１７２に
は、予め、図１８に示すように、ユーザによるユーザＩＤ・名前の筆跡を示す筆跡データ
・筆圧データと、ユーザＩＤ・名前と、その連絡先（例えばＰＣ１８）を示す情報（メー
ルアドレスなど）が対応付けられて記憶されている。
【００８７】
　情報サーバ１６は、入力装置２０から送られてきた筆跡データ・筆圧データと、入力装
置２０から送られてきたユーザＩＤ・名前に対応付けられた筆跡データ・筆圧データとを
比較し、これらが同一人物の筆跡と認められるときに、手書き文字を書いたユーザを、正
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当なユーザであると認証し、情報の入力を認める。
　情報サーバ１６は、さらに、手書入力ペン２６のユーザの連絡先として登録されている
連絡先に、認証要求があったことと、その結果とを通知する。
【００８８】
　図１９は、情報管理システム１において、図１７に示した手書入力ペン２６を用いたユ
ーザ認証を実現するための通信シーケンス（Ｓ１４）を示す図である。
　図１９に示すように、ステップ１４０（Ｓ１４０）において、ユーザが、手書入力ペン
２６を用いて、背景が付された用紙１２８，１３０に対して、「認証要求」の文字を手書
きし、続いて、ユーザＩＤ・名前を手書きすると、手書入力ペン２６は、これらの文字を
示す筆跡データ・筆圧データを、入力装置２０に対して出力する。
【００８９】
　ステップ１４２（Ｓ１４２）において、入力装置２０は、ユーザが手書きした「認証要
求」と、ユーザＩＤ・名前とを認識し、認識したユーザＩＤ・名前と、ユーザＩＤ・名前
の筆跡を示す筆跡データ・筆圧データとを、情報サーバ１６に対して送信する。
　ステップ１４４（Ｓ１４４）において、情報サーバ１６は、入力装置２０から送られて
きた筆跡データ・筆圧データと、付加サービスＤＢ１７２（図９）内の認識されたユーザ
ＩＤ・名前に対応する筆跡データ・筆圧データ（図１８）とを比較する。
【００９０】
　情報サーバ１６は、これらが同一の範囲にあるときには、手書入力ペン２６を用いてい
るユーザを認証し、情報の入力を許可する旨を、入力装置２０に伝える。
　あるいは、これらが同一の範囲にないときには、手書入力ペン２６を用いているユーザ
を認証せず、情報の入力を不許可とする旨を、入力装置２０に伝える。
【００９１】
　ステップ１４６（Ｓ１４６）において、情報サーバ１６から、ユーザを認証した旨の通
知を受けると、入力装置２０は、手書入力ペン２６から情報を受け入れる。
　なお、このときに、入力装置２０は、図１７に例示したように、音声により、認証の結
果を、手書入力ペン２６のユーザに通知してもよい。
　ステップ１４８（Ｓ１４８）において、情報サーバ１６は、ＰＣ１８に対して、認証要
求があった旨と、その結果とを通知する。
【００９２】
　なお、ここでは、筆跡によるユーザの認証を示したが、例えば、手書入力ペン２６の手
書入力ペン本体２６２の握りの部分に、圧力センサを設けることにより、ユーザの握りの
強さを加味したユーザの認証を行うことも可能である。
　あるいは、手書き入力ペン２６のレンズ系２６４およびＣＣＤ素子２６６（図４）によ
りユーザの指紋の画像を得て、認証に用いたり、上述の手書き入力ペン２６それぞれに固
有の識別番号・識別符号を用いた認証を行ったり、あるいは、手書き入力ペン２６のＭＩ
Ｃ２７２により得られるユーザの音声を用いた認証を行ったりすることも可能である。
【実施例４】
【００９３】
　［電子認証印を用いたユーザ認証］
　図２０は、電子認証印２４（図１，図７）を用いたユーザ認証を例示する図である。
　図２０に示すように、情報管理システム１（図１）において、電子認証印２４を用いた
ユーザ認証を利用するときには、例えば、まず、ユーザは、電子認証印２４に、自分の指
紋の画像あるいは自分の声など、ユーザ認証に使用可能な情報を入力する。
　ユーザ認証に用いられ得る情報としては、これらの外に、電子認証印２４を、用紙１２
８，１３０に当接させる強さ、電子認証印２４の電子認証印本体２４２（図７）の側面に
圧力センサにより検出可能な握りの強さなどを例示することができる。
【００９４】
　電子認証印２４は、入力された認証用のデータを、入力装置２０を介して情報サーバ１
６に送り、情報サーバ１６が、認証用データを用いて、ユーザを認証する。
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　さらに、情報サーバ１６は、電子認証印２４が当接されている用紙１２８，１３０の画
像から背景パターン１３６（図３）を得て、押印されようとしている用紙１２８，１３０
を識別し、さらに、ユーザが押印しようとしている位置を検出する。
【００９５】
　情報サーバ１６は、認証の結果、得られた背景パターン１３６、および、電子認証印２
４が当接された位置に基づいて、電子認証印２４が、正当なユーザにより、正しい用紙１
２８，１３０の正しい位置（部長印；図２０）に当接され、押印に用いられているかを判
断し、判断結果を入力装置２０に対して送信するとともに、ユーザの連絡先に通知する。
　入力装置２０は、上記判断結果をユーザに対して音声（認証されました。園位置に押印
してください；図２０）あるいは画像などにより示すとともに、情報サーバ１６は、とと
もに、正当なユーザにより、正しい用紙１２８，１３０の正しい位置に当接された電子認
証印２４から、印鑑データを受け入れる。
　なお、図２０に示したように、電子認証印２４を用いたユーザの認証と、図１７に示し
た手書入力ペン２６を用いたユーザの認証とは、組み合わせて用いられ得る。
【００９６】
　図２１は、図２０に示した電子認証印２４を用いたユーザの認証のために、情報サーバ
プログラム１６０（図９）の付加サービスＤＢ１７２に記憶されるデータを示す図である
。
　図２０に示すように、電子認証印２４を用いたユーザの認証のためには、ユーザＩＤ・
名前、ユーザの指紋、声紋、押印・握りの強さなど、ユーザの認証に用いられる認証用デ
ータ、正しい用紙１２８，１３０を識別するための背景パターンデータ、正しい押印の位
置を識別するための位置データ、および、電子認証印２４のユーザのメールアドレスなど
の連絡先が、付加サービスＤＢ１７２に記憶される。
　さらに、電子認証印２４から印鑑情報データが受け入れられたときには、受け入れられ
た印鑑情報データが、これらのデータに対応付けられて、付加サービスＤＢ１７２に記憶
される。
【００９７】
　図２２は、図２０に示した電子認証印２４を用いたユーザ認証を実現するための通信シ
ーケンス（Ｓ１６）を示す図である。
　図２２に示すように、ステップ１６０（Ｓ１６０）において、電子認証印２４のユーザ
が、手書入力ペン２６を用いたり、あるいは、電子認証印２４に対して所定の操作（音声
の入力あるいは背景付き用紙１２８，１３０に対するポインティングなど）を行い、さら
に、電子認証印２４に対して、指紋の画像など、認証に必要な情報を入力して、認証を要
求する。
【００９８】
　ステップ１６２（Ｓ１６２）において、入力装置２０は、認証要求を受け入れて、認証
用データを、情報サーバ１６に対して送信する。
　ステップ１６４（Ｓ１６４）において、情報サーバ１６は、入力装置２０からの認証用
データと、予め記憶されている認証用データ（図２１）とを比較し、これらが同一の範囲
にあるときには、電子認証印２４のユーザが正当であると認証し、これ以外のときには、
電子認証印２４のユーザが正当ではないとして認証しない。
【００９９】
　ステップ１６４（Ｓ１６４）において、情報サーバ１６は、認証結果を、入力装置２０
に返す。
　入力装置２０は、この認証結果を、音声などにより、ユーザに対して示す。
　ステップ１６６（Ｓ１６６）において、情報サーバ１６は、電子認証印２４のユーザの
連絡先（例えばＰＣ１８；図１）に、認証要求があったことと、その結果とを通知する。
【０１００】
　ステップ１６８（Ｓ１６８）において、正当であると認証されたユーザが、電子認証印
２４を、背景付き用紙１２８，１３０の所定の位置（部長印の欄；図２０）に当接し、押
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印すると、電子認証印２４は、印鑑情報データと、背景パターンデータと、当接された位
置を示す位置データとを、入力装置２０に対して送信する。
　ステップ１７０（Ｓ１７０）において、入力装置２０は、背景パターンデータと位置デ
ータとを、情報サーバ１６に送信する。
　情報サーバ１６は、入力装置２０からの背景パターンデータおよび位置データと、予め
記憶された背景パターンデータおよび位置データとを比較し、電子認証印２４が、正しい
用紙１２８、１３０の正しい位置に当接されているかを判断する。
【０１０１】
　ステップ１７２（Ｓ１７２）において、情報サーバ１６は、入力装置２０に、Ｓ１７０
の処理における判断結果を通知する。
　入力装置２０は、情報サーバ１６からの判断結果が、電子認証印２４が、正しい用紙１
２８，１３０の正しい位置に当接されたことを示すときには、電子認証印２４から受けた
印鑑情報データを受け入れ、必要に応じて他のノードに対して送信する。
【０１０２】
　なお、電子認証印２４により得られた背景付きの用紙１２８，１３０の画像を処理する
ことにより、電子認証印２４の印影の角度を検出できるので、電子認証印２４の印影の角
度に基づくユーザ認証を行うようにしてもよい。
　また、電子認証印２４により、ユーザの指紋の画像を得ることができるので、指紋によ
るユーザの認証を行うようにしてもよい。
　また、電子認証印２４を握るユーザの握力が検出可能なので、握力によるユーザ認証を
行うようにしてもよい。
【実施例５】
【０１０３】
　［背景パターンの選択的付加など］
　図２３は、背情報管理システム１（図１）における無地の用紙１２８，１３０に対する
背景パターン１３６（図３）の選択的な付加、および、背景パターン１３６を用いた付加
データの管理およびその出力を例示する図である。
　以下に説明する背景パターン１３６の選択的付加およびこれを用いた付加データの管理
・出力（以下、単に、「背景パターン１３６の選択的付加」などとも記す）は、情報管理
システム１（図１）において、必要に応じて、無地の用紙１２８，１３０に背景パターン
１３６を選択的に付し、この背景パターン１３６を付した用紙１２８を用いて、図１４に
示した教育サービスと同様なデータの管理および出力を行えるように工夫されている。
【０１０４】
　図２３に示すように、情報管理システム１における背景パターン１３６の選択的付加は
、以下に示すように実現される。
　まず、情報管理システム１のＰＣ１８（図１）上で動作する情報利用プログラム１８０
のアプリケーション１８６（図１０）により、無地の用紙１２８，１３０に印刷するため
の画像データ（"Ｐａｔｅｎｔ"，"［発音］"，"［意味］"）と、この画像データの用紙１
２８，１３０上における位置を示す位置データと、用紙１２８上の画像に付加され、これ
らの画像をポインティングしたときに出力される付加データ（例えば、"［発音］"の画像
およびその位置に対応付けられた「パテント」という音声データ、あるいは、"［意味］"
の画像およびその位置に対応付けられた「特許」という文字データ）とが作成される。
【０１０５】
　次に、アプリケーション１８６（図１０）は、用紙１２８，１３０を用いて、図１４に
示して説明したような情報の入出力を行うときには、背景管理装置３２（図１，図１１）
に対して、無地の用紙１２８，１３０に付すための背景パターン１３６を要求し、この要
求に応じて背景管理装置３２から送られてくる背景パターン１３６を受ける。
　次に、アプリケーション１８６は、作成された画像データ、および、背景管理装置３２
から受けた背景パターン１３６とを認定プリンタ１２２に対して出力し、画像データと背
景パターン１３６とを、無地の用紙１２８，１３０に印刷させる。
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【０１０６】
　図２４は、図２３に示した背景パターン１３６の選択的付加などを実現するために、情
報サーバ１６の付加サービスＤＢ１７２（図９）に記憶されるデータを例示する図であっ
て、（Ａ）は、付加データの出力に用いられるインデックスを示し、（Ｂ）は、インデッ
クスにより参照される付加データを示す。
　次に、アプリケーション１８６は、情報サーバ１６に対して、画像とともに用紙１２８
，１３０に印刷した背景パターン１３６を示す背景パターンデータと、付加データが対応
付けられた用紙１２８，１３０上の画像の位置を示す位置データと、用紙１２８，１３０
上の画像に対応付けられた付加データを送信し、登録する。
【０１０７】
　この結果、情報サーバ１６上で動作する情報サーバ用プログラム１６０（図９）の付加
サービスＤＢ１７２には、図２４（Ａ）に示すように、用紙１２８，１３０に付された背
景パターン１３６を識別するための背景パターンＩＤと、画像それぞれの位置を示す位置
データと、この位置に対応付けられた付加データを示す付加データＩＤとが対応付けられ
て、インデックスとして記憶される。
　さらに、付加サービスＤＢ１７２には、図２４（Ｂ）に示すように、図２４（Ａ）に示
した付加データＩＤに対応する付加データが記憶される。
【０１０８】
　この登録の後、例えば、ＰＣ１８（図１）の近傍において、ユーザが、手書入力ペン２
６を用いて、画像および背景パターン１３６が付された用紙１２８，１３０の各画像（図
２３）を、手書入力ペン２６でポインティングする。
　このポインティングに応じて、ポインティングされた画像に対応付けられた付加データ
が、情報サーバ１６からＰＣ１８に送られ、ＰＣ１８からユーザに対して表示・出力され
る。
【０１０９】
　図２５は、図２３に示した背景パターン１３６の選択的付加を実現するための通信シー
ケンス（Ｓ１８）を示す図である。
　図２５に示すように、ステップ１８０（Ｓ１８０）において、ＰＣ１８において、ユー
ザの操作に応じて、画像データ、位置データおよび付加データなどが作成される。
【０１１０】
　ステップ１８２（Ｓ１８２）において、ＰＣ１８は、ユーザの操作に応じて、背景管理
装置３２（図１など）に対して、背景パターン１３６を要求する。
　ステップ１８４（Ｓ１８４）において、背景管理装置３２は、それまでにいずれの用紙
１２８，１３０に対しても印刷されていない未使用の背景パターン１３６を選択し、ＰＣ
１８に対して送信する。
【０１１１】
　ステップ１８６（Ｓ１８６）において、ＰＣ１８は、背景管理装置３２から受けた背景
パターン１３６と、画像データとを、認定プリンタ１２２（図１）に対して送信する。
　ステップ１８８（Ｓ１８８）において、認定プリンタ１２２は、ＰＣ１８からの画像デ
ータと背景パターン１３６とを、無地の用紙１２８，１３０に対して印刷する。
【０１１２】
　ステップ１９０（Ｓ１９０）において、ＰＣ１８は、情報サーバ１６（図１）に対して
、図２４に示したように、位置データ、付加データおよび背景パターンを登録する。
　ステップ１９２（Ｓ１９２）において、ユーザが、ＰＣ１８のそばで、手書入力ペン２
６を用いて、用紙１２８，１３０に印刷された画像をポインティングすると、ポインティ
ングされた用紙１２８，１３０に付された背景パターン１３６およびポインティングの位
置を示す筆跡データが、ＰＣ１８に対して送信される。
【０１１３】
　ステップ１９４（Ｓ１９４）において、ＰＣ１８は、手書入力ペン２６からの筆跡デー
タから、用紙１２８，１３０に付された背景パターン１３６を示す背景パターンデータと
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、ポインティングされた用紙１２８，１３０上の位置を示す位置データと作成し、情報サ
ーバ１６に対して送信する。
　ステップ１９６（Ｓ１９６）において、情報サーバ１６は、ＰＣ１８からの背景パター
ンデータおよび位置データに対応する付加データを、ＰＣ１８に返す。
　ＰＣ１８は、情報サーバ１６からの付加データを受けて、音声あるいは画像としてユー
ザに対して表示・出力する。
【実施例６】
【０１１４】
　［背景パターンの再利用］
　図２６は、情報管理システム１（図１）における背景パターン１３６の再利用を例示す
る図である。
　背景パターン１３６（図３）には膨大な種類があり、事実上、用紙１２８，１３０それ
ぞれに対してユニークに用いることができる。
【０１１５】
　しかしながら、背景パターン１３６の種類は有限であることに代わりはないので、背景
パターン１３６を再利用可能とすることが望ましい。
　つまり、図２６に示すように、印刷された画像を消去できない用紙１２８、および、印
刷された画像が消去可能な用紙１３０が廃棄されたとき、あるいは、用紙１３０から背景
パターン１３６が消去されたときに、これらの用紙１２８，１３０に付されていた背景パ
ターン１３６を、使用済みの状態から、未使用の状態に戻して管理し、新たに、無地の用
紙１２８，１３０に対して印刷可能とすることが望ましい。
【０１１６】
　図２７は、背景パターン１３６の再利用のために用いられる機能実現装置３８を例示す
る図である。
　この背景パターン１３６の再利用には、機能実現装置３８として、例えば、図２７に示
すように、ＰＣ１８（図１，図２）の機能実現装置３８として、用紙１３０に印刷された
背景パターン１３６などの画像の消去を行う消去装置３８２、または、背景が付された用
紙１２８，１３０を廃棄するシュレッダ３８４と、用紙１２８，１３０に付された背景パ
ターン１３６を読み取るスキャナ３８０とを組み合わせた装置を用いることが望ましい。
【０１１７】
　図２７に示した機能実現装置３８において、用紙１３０に印刷された背景パターン１３
６などの画像が消去されるときには、スキャナ３８０が、用紙１３０に付された背景パタ
ーン１３６を読み取ってから、消去装置３８２が、用紙１３０に印刷された画像および背
景パターン１３６を消去する。
　あるいは、機能実現装置３８において、背景が付された用紙１２８，１３０が廃棄され
るときには、スキャナ３８０が、用紙１２８，１３０に印刷された背景パターン１３６を
読み取ってから、シュレッダ３８４が、用紙１２８，１３０を剪断し、廃棄する。
　機能実現装置３８により読み出された背景パターン１３６は、ＰＣ１８上で動作する情
報利用プログラム１８０のアプリケーション１８６（図１０）により、背景パターン１３
６の再利用のために利用される。
【０１１８】
　図２８は、情報管理システム１（図１）において、背景が付された用紙１２８，１３０
が廃棄されるときに、この用紙１２８，１３０に付されていた背景パターン１３６（図３
）を、未使用状態とするための通信シーケンス（Ｓ２２）を示す図である。
　図２８に示すように、ステップ２２０（Ｓ２２０）において、ユーザが、ＰＣ１８（図
１）の機能実現装置３８（シュレッダ３８４；図２７）に、使用済みの用紙１２８，１３
０を挿入すると、スキャナ３８０は、用紙１２８，１３０に付された背景パターン１３６
を読み込み、情報利用プログラム１８０（図１０）に対して出力する。
　シュレッダ３８４は、機能実現装置３８に挿入された用紙１２８，１３０を剪断し、廃
棄する。
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【０１１９】
　ステップ２２２（Ｓ２２２）において、ＰＣ１８は、背景管理装置３２（図１）に対し
て、廃棄された用紙１２８，１３０に付されていた背景パターン１３６を送信し、さらに
、その廃棄を通知する。
　ステップ２２４（Ｓ２２４）において、背景管理装置３２は、ＰＣ１８から送られてき
た背景パターン１３６を、未使用状態として、再利用可能に管理する。
【０１２０】
　図２９は、情報管理システム１（図１）において、再使用可能な用紙１３０に付されて
いた画像および背景パターン１３６が消去されるときに、この用紙１３０に付されていた
背景パターン１３６（図３）を、未使用状態とし、さらに、再利用するための通信シーケ
ンス（Ｓ２４）を示す図である。
　ステップ２４０（Ｓ２４０）において、ステップ２４０（Ｓ２４０）において、ユーザ
が、ＰＣ１８（図１）の機能実現装置３８（消去装置３８２；図２７）に、使用済みの用
紙１３０を挿入すると、スキャナ３８０は、用紙１３０に付された背景パターン１３６を
読み込み、情報利用プログラム１８０（図１０）に対して出力する。
　消去装置３８２は、機能実現装置３８に挿入された用紙１３０に付された画像および背
景パターン１３６を消去し、再使用可能な状態とする。
【０１２１】
　ステップ２４２（Ｓ２４２）において、ＰＣ１８は、背景管理装置３２（図１）に対し
て、その画像などが消去された用紙１３０に付されていた背景パターン１３６を送信し、
さらに、付されていた背景パターン１３６の消去を通知する。
　ステップ２４４（Ｓ２４４）において、背景管理装置３２は、ＰＣ１８から送られてき
た背景パターン１３６を、未使用状態とし、さらに、再利用可能に管理する。
【０１２２】
　ステップ２４６（Ｓ２４６）において、ＰＣ１８は、背景管理装置３２に、背景パター
ン１３６を要求する。
　ステップ２４８（Ｓ２４８）において、背景管理装置３２は、未使用状態の背景パター
ン１３６（Ｓ２４０の処理において消去された背景パターン１３６であるか否かは問われ
ない）を、要求を出したＰＣ１８に対して送信する。
【０１２３】
　ステップ２５０（Ｓ２５０）において、背景管理装置３２は、ＰＣ１８に対して送信し
た背景パターン１３６を、使用済みの状態にして管理する。
　ステップ２５２（Ｓ２５２）において、ＰＣ１８は、背景パターン１３６を、認定プリ
ンタ１２２（図１）に対して送信させ、用紙１３０に対して印刷させる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明は、情報の管理およびその出力のために利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明にかかる情報管理システムの概要を示す図である。
【図２】図１に示した背景管理装置、課金装置、情報サーバ、ＰＣおよび入力装置などの
ハードウェア構成を例示する図である。
【図３】図１に示した用紙に付される背景を例示する図である。
【図４】図１に示した手書入力ペンの構成を示す図である。
【図５】情報管理システム（図１）において、図４などに示した第１の手書き入力ペンの
代わりに用いられる第２の手書き入力ペンの外観を示す図である。
【図６】情報管理システム（図１）において、図４などに示した第１の手書き入力ペンの
代わりに用いられる第３の手書き入力ペンの外観を示す図である。
【図７】図１に示した電子認証印２４の構成を示す図である。
【図８】図１に示した入力装置上で動作する入力装置用プログラムを示す図である。
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【図９】図１に示した情報サーバ上で動作する情報サーバプログラムを示す図である。
【図１０】図１に示したＰＣ上で動作する情報利用プログラムを示す図である。
【図１１】図１に示した背景管理装置上で動作する背景管理プログラムを示す図である。
【図１２】情報管理システム（図１）による音声入出力サービスを例示する図である。
【図１３】情報管理システム（図１）において、図１２に示した音声入出力サービスを実
現するための通信シーケンス（Ｓ１０）を示す図である。
【図１４】情報管理システム１（図１）による教育サービスを例示する図である。
【図１５】図１４に示した教育サービスを実現するために、情報サーバの付加サービスＤ
Ｂ（図９）に記憶されるデータを例示する図であって、（Ａ）は、音声データの出力に用
いられるインデックスを示し、（Ｂ）は、インデックスにより参照される音声データを示
す。
【図１６】情報管理システム（図１）において、図１４に示した教育サービスを実現する
ための通信シーケンス（Ｓ１２）を示す図である。
【図１７】手書入力ペン（図１，図７）を用いたユーザ認証を例示する図である。
【図１８】図９に示した付加サービスＤＢに記憶され、手書入力ペンを用いたユーザ認証
に用いられるユーザ認証用データを例示する図である。
【図１９】情報管理システムにおいて、図１７に示した手書入力ペンを用いたユーザ認証
を実現するための通信シーケンス（Ｓ１４）を示す図である。
【図２０】電子認証印（図１，図７）を用いたユーザ認証を例示する図である。
【図２１】図２０に示した電子認証印を用いたユーザの認証のために、情報サーバプログ
ラム（図９）の付加サービスＤＢに記憶されるデータを示す図である。
【図２２】図２０に示した電子認証印を用いたユーザ認証を実現するための通信シーケン
ス（Ｓ１６）を示す図である。
【図２３】情報管理システムにおける用紙に対する背景パターン（図３）の選択的な付加
、および、背景パターンを用いた付加データの管理およびその出力を例示する図である。
【図２４】図２３に示した背景パターンの選択的付加などを実現するために、情報サーバ
の付加サービスＤＢ（図９）に記憶されるデータを例示する図であって、（Ａ）は、付加
データの出力に用いられるインデックスを示し、（Ｂ）は、インデックスにより参照され
る付加データを示す。
【図２５】図２３に示した背景パターンの選択的付加を実現するための通信シーケンス（
Ｓ１８）を示す図である。
【図２６】情報管理システム（図１）における背景パターンの再利用を例示する図である
。
【図２７】背景パターンの再利用のために用いられる機能実現装置を例示する図である。
【図２８】情報管理システム（図１）において、用紙が廃棄されるときに、この用紙に付
されていた背景パターン（図３）を、未使用状態とするための通信シーケンス（Ｓ２２）
を示す図である。
【図２９】情報管理システム（図１）において、再使用可能な用紙に付されていた画像お
よび背景パターンが消去されるときに、この用紙に付されていた背景パターン（図３）を
、未使用状態とし、さらに、再利用するための通信シーケンス（Ｓ２４）を示す図である
。
【符号の説明】
【０１２６】
１・・・情報管理システム、
　１２０・・・ネットワーク、
　１２２・・・認定プリンタ、
　１２４・・・非認定プリンタ、
　１２８，１３０・・・用紙、
　　１３６・・・背景パターン、
　　　１３２・・・格子点、
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　　　１３４・・・ドット、
　３・・・背景管理装置、
　　３２・・・背景管理装置、
　　　１００・・・本体、
　　　　１０２・・・ＣＰＵ、
　　　　１０４・・・メモリ、
　　　１０６・・・入出力装置、
　　　１１０・・・通信装置、
　　　１１２・・・記録装置、
　　　　１１４・・・記録媒体、
　　　１１６・・・無線ＩＦ、
　　　３８・・・機能実現装置、
　　　３４・・・背景管理プログラム、
　　　　３４０・・・未使用背景パターンＤＢ、
　　　　３４２・・・使用済背景パターンＤＢ、
　　　　３４４・・・ＤＢ管理部、
　　３０・・・課金装置、
　１６・・・情報サーバ、
　　１６０・・・情報サーバプログラム、
　　　１６４・・・操作解析部、
　　　１６６・・・ＤＢ管理部、
　　　１６８・・・ペン情報ＤＢ、
　　　１７０・・・サービス提供部、
　　　１７２・・・付加サービスＤＢ、
　１８・・・ＰＣ、
　　１８０・・・情報利用プログラム、
　　　１８２・・・情報出力処理部、
　　　１８４・・・背景・操作検出部、
　　　１８６・・・アプリケーション、
　２・・・手書入力システム、
　　２０・・・入力装置、
　　　２００・・・入力装置用プログラム、
　　　　２０２・・・受信処理部、
　　　　２０４・・・筆跡解析部、
　　　　２０６・・・文字識別部、
　　　　２０８・・・音声処理部、
　　　　２１０・・・対応付け部、
　　　　２１２・・・背景検出部、
　　　　２１４・・・位置検出部、
　　　　２１６・・・ＤＢ管理部、
　　　　２２０・・・ペン情報ＤＢ、
　　　　２２２・・・通信処理部、
　　　　２２４・・・印鑑情報処理部、
　　２４・・・電子認証印、
　　２６・・・手書入力ペン、
　　　２６０・・・筆記部材、
　　　２６２・・・手書入力ペン本体、
　　　２６４・・・レンズ系、
　　　２６６・・・ＣＣＤ素子、
　　　２６８・・・圧力センサ、
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　　　２７０・・・画像取込回路、
　　　２７２・・・ＭＩＣ、
　　　２７４・・・音声処理回路、
　　　２７８・・・電源、
　　　２８０・・・送信回路、

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(30) JP 2008-263619 A 2008.10.30

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】

【図２９】

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月3日(2008.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声データの入力を受け付けるデータ受付手段と、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取手段と、
　前記読み取られた印に基づいて、前記部材および前記部材においてポインティングされ
た位置を特定する特定手段と、
　前記受け付けられた音声データと、前記特定された部材および位置とを対応付けて記憶
するデータ記憶手段と
　を有するデータ入力装置。
【請求項２】
　データ入力装置と、データ解析装置とを有するデータ入力システムであって、
　前記データ入力装置は、
　音声データの入力を受け付けるデータ受付手段と、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取手段と
　を有し、
　前記データ解析装置は、
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　前記読み取られた印に基づいて、前記部材および前記部材においてポインティングされ
た位置を特定する特定手段と、
　前記受け付けられた音声データと、前記特定された部材および位置とを対応付けて記憶
するデータ記憶手段と
　を有するデータ入力システム。
【請求項３】
　前記特定手段により特定された部材および位置と、前記データ記憶手段により記憶され
た部材および位置に対応付けられた音声データとに基づいて、前記記憶された音声データ
の再生を行う音声再生手段
　をさらに有する
　請求項１に記載のデータ入力装置。
【請求項４】
　前記データ解析装置は、
　前記特定手段により特定された部材および位置と、前記データ記憶手段により記憶され
た部材および位置に対応付けられた音声データとに基づいて、前記記憶された音声データ
の出力を行う音声出力手段
　をさらに有し、
　前記データ入力装置は、
　前記音声出力手段により出力された音声データの再生を行う音声再生手段
　をさらに有する
　請求項２に記載のデータ入力システム。
【請求項５】
　前記部材は紙またはシート状の印刷媒体である
　請求項１に記載のデータ入力装置。
【請求項６】
　前記部材は紙またはシート状の印刷媒体である
　請求項２に記載のデータ入力システム。
【請求項７】
　音声データの入力を受け付けるデータ受付ステップと、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取ステップと、
　前記読み取られた印に基づいて、前記部材および前記部材においてポインティングされ
た位置を特定する特定ステップと、
　前記受け付けられた音声データと、前記特定された部材および位置とを対応付けて記憶
するデータ記憶ステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項８】
　データ解析装置は、データ入力装置により読み取られた印に基づいて、部材および前記
部材においてポインティングされた位置を特定し、前記データ入力装置により受け付けら
れた音声データと、前記特定された部材および位置とを対応付けて記憶し、
　コンピュータを有する前記データ入力装置において、
　音声データの入力を受け付けるデータ受付ステップと、
　部材および前記部材における位置の特定に用いられる印が付された部材上においてポイ
ンティングされた前記印を読み取る印読取ステップと
　を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項９】
　データ入力装置は、音声データの入力を受け付け、部材および前記部材における位置の
特定に用いられる印が付された部材上においてポインティングされた前記印を読み取り、
　コンピュータを有するデータ解析装置において、
　前記読み取られた印に基づいて、前記部材および前記部材においてポインティングされ
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た位置を特定する特定ステップと、
　前記受け付けられた音声データと、前記特定された部材および位置とを対応付けて記憶
するデータ記憶ステップと
　を前記コンピュータに実行させるプログラム。
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