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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャナーと書類のフォームが格納されているデータベースとに接続された処理装置に
より、識別情報とユーザが記入を行なう記入領域とを含む書類を処理する方法であって、
　前記処理装置が、
　前記スキャナーでスキャンされた前記書類に含まれている識別情報を取得し、
　前記データベースに前記識別情報を問い合わせ、
　前記データベースから取得したフォームにより、該識別情報に予め対応付けられている
処理を判別し、
　該書類の前記記入領域に、ユーザが記入を行なっているか否かを判定し、
　前記書類における前記記入領域について、入力された書類の画像を格納すること、入力
された書類の一部を編集すること、入力された書類を印刷すること、電子メールを送信す
ること、警告を送ること、警告を表示すること、書類を検索すること、入力された書類か
らデータを抽出すること、入力された書類を編集したものを印刷すること、データベース
を更新すること及び入力された書類をマーキングすることを含む群の中から選択された前
記識別情報に予め対応付けられている処理を実行するステップ
　を有する書類を処理する方法。
【請求項２】
　前記スキャナーでスキャンされた前記書類が、入出力インタフェースを用いて作成され
たものである、請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　前記識別情報に予め対応付けられている前記処理が、前記書類における少なくとも１つ
のフィールドに対応したものである、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記書類を作成する前記ステップにおいて、物理的レイアウト及び前記書類のコンテン
ツを判定する、請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記書類を作成する前記ステップにおいて、ワードプロセシングアプリケーションによ
り印刷可能なフォーマットで該書類のファイルを生成する、請求項２記載の方法。
【請求項６】
　前記識別情報に予め対応付けられている前記処理が完了した後に、前記処理装置が、前
記書類の識別情報は有効ではなくなったことを示すように、前記データベースにおける書
類の状態を更新する、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　スキャナーと書類のフォームが格納されているデータベースとに接続され、識別情報と
ユーザが記入を行なう記入領域とを含む書類を処理する処理装置であって、
　前記スキャナーでスキャンされた書類に含まれている識別情報を取得する手段と、
　前記データベースに前記識別情報を問い合わせ、前記データベースから取得したフォー
ムにより、該識別情報に予め対応付けられている処理を判別する手段と、
　該書類の前記記入領域に、ユーザが記入を行なっているか否かを判定する手段と、
　前記書類における前記記入領域について、入力された書類の画像を格納すること、入力
された書類の一部を編集すること、入力された書類を印刷すること、電子メールを送信す
ること、警告を送ること、警告を表示すること、書類を検索すること、入力された書類か
らデータを抽出すること、入力された書類を編集したものを印刷すること、データベース
を更新すること及び入力された書類をマーキングすることを含む群の中から選択された前
記識別情報に予め対応付けられている処理を実行する手段と
　を有する処理装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの識別情報及び識別情報各々に対応する処理を示すテーブルが前記デー
タベースに含まれている、請求項７記載の処理装置。
【請求項９】
　入力された書類の画像を受信する入力と出力とを有するイメージバッファを有する、請
求項７記載の処理装置。
【請求項１０】
　前記識別情報に予め対応付けられている処理が、前記書類における少なくとも１つのフ
ィールドに対応したものである、請求項７記載の処理装置。
【請求項１１】
　当該装置に入力される書類を作成する書類生成モジュールをさらに有し、該書類生成モ
ジュールは、スタンドアローンアプリケーション、ワードプロセッサのプラグインモジュ
ール及びプリンタドライバを含む群の中から選択されたものである、請求項１０記載の処
理装置。
【請求項１２】
　複数の書類を格納し、前記識別情報に予め対応付けられている前記処理に応じて書類を
出力する、請求項７記載の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は書類をスキャンする、印刷する及び再生するシステム及び方法に関連する。特
に本発明は命令及びフォームタイプをドキュメントにエンコードするシステム及び方法に
関する。更に本発明は書類をスキャンする、書類中の命令をデコードする及びデコードし
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た命令を実行する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙コピーの使用法及び拡散法は周知である。それらが伝来して以来、写真複写はどのオ
フィスや組織でも重要な基礎的部分になっている。最近、印刷機及び写真複写機の機能が
複合機(MFP:　Multi　Functional　Printer)と呼ばれる新たな装置に集約されてきている
。そのような複合機（又は多機能プリンタ）は一般的なものになりつつあり、典型的には
、書類をスキャンする機能、書類を印刷する機能、書類の写真複写をとる機能、及びファ
クシミリ伝送内容を送受信する機能を有する。このことは系統立てて処理するのに要する
多数の形式及び用紙を生み出している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　コピーの普及が書類の複製を容易且つ簡易にアクセス可能にするずっと以前では、情報
を収集及び系統立てるのに多くの形式（フォーム）が使用されていた。そのようなフォー
ムは一部のコピーを基礎として活用する場合さえあり、ユーザが更なるアクション又はタ
スクを実行するのに必要な特定の情報を検索可能にする。そのようなフォームの欠点の１
つは、それらのフォームをコンピュータのようなディジタル機器で使用可能なフォームに
変換する機能である。
【０００４】
　従来の技術は光文字認識を用いてその問題を解決しようとしているが、誤る傾向があり
且つ演算の観点から非常にコスト高になってしまう。大量の書類が存在する多くのアプリ
ケーションでは、そのような解決手段は受け入れられない。更に、従来技術は所与の書類
に関して請け負うべき処理タイプを判別する方法を開発していない。従って書類をスキャ
ンすることができ、スキャンした画像を自動的に処理するシステムが必要とされている。
【０００５】
　従って本願課題は、命令及びフォームタイプを書類にエンコードし、書類をスキャンし
たことに応じて書類中の命令をデコードし、デコードされた命令を実行するシステム及び
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明はエボリューショナリ(evolutionary)書類システムを提供することで従来の欠点
及び制約を克服する。一実施例では、エボリューション書類システム（発展的又は進化的
書類システム）は：複合機、認識モジュール、エボリューション書類処理モジュール、書
類識別子及び対応する動作（アクション）のリスト、及びエボリューション書類生成モジ
ュールを有する。複合機は、書類をスキャンする機能、書類をコピーする機能及び書類を
印刷する機能を有する従来の複合機の機能を包含する。更に、ＭＦＰはエボリューション
書類を処理及び生成するためのソフトウエア及び制御ルーチンを含む。認識モジュールは
ＭＦＰ上で動作可能であり、ＭＦＰはＭＦＰからスキャンした画像によりエボリューショ
ン書類識別番号を判定可能である。エボリューション書類処理モジュールは、エボリュー
ション書類識別番号と、書類識別子及び対応するアクションのリストに格納された１以上
のステップ又はアクションとを照合することができる。アクションが確認されると、エボ
リューション書類処理モジュールはそのアクションを実行する。本発明は識別コードを含
むエボリューション書類を作成するエボリューション書類作成モジュールも含む。エボリ
ューション書類生成モジュールは、そのエボリューション書類と書類の身元及び対応する
アクションのリスト中のエントリとに関連するアクションを生成する。
【０００７】
　本発明は、エボリューション書類を作成する方法、エボリューション書類を処理する方
法及びエボリューション書類を印刷する方法を含む新規な多数の方法も含む。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　本発明は添付図面と共に非限定的な例により説明され、図中同様な参照番号は同様な要
素を指すのに私用される。
【実施例１】
【０００９】
　エボリューション書類を作成及び処理するためのシステム及び方法が説明される。以下
の説明では、説明を目的として、いくつもの具体的詳細が本発明の理解を充分にするよう
に説明される。しかしながら本発明はそれらの具体的詳細によらなくても実現可能である
ことは当業者に明白であろう。また、本発明を不明瞭化させることを避けるため、構造及
び装置がブロック図形式で示されることがある。例えば本発明はエボリューション書類シ
ステムを用いる１対多の書類生成を主に参照しながら説明される。しかしながら本発明は
如何なるタイプの複合機に適用されてもよく、その複合機は、書類が全く生成されない場
合でさえエボリューション書類を処理する機能を有する。
【００１０】
　明細書中の「一例」又は「一実施例」に関するものは、その例に関して説明される特定
の性質、構造又は特徴が本発明の少なくとも１つの実施例に含まれることを意味する。明
細書中様々な場所に登場する「一実施例」なる語の全てが必ずしも同一実施例を指すわけ
ではない。
【００１１】
　以下に続く詳細な説明の一部はコンピュータメモリ中のデータビットに関する処理のア
ルゴリズム及びシンボル表現で提示される。これらのアルゴリズム的な説明及び表現は、
データ処理技術分野の当業者が彼らの業務内容を他の当業者に最も効果的に伝達するのに
使用される手段である。ここでアルゴリズムは概して所望の結果を導出する首尾一貫した
一連の工程（ステップ）と考えられる。これらのステップは物理量の物理的操作を必要と
する。必須ではないが、通常的には、これらの物理量は格納可能な、転送可能な、合成可
能な、比較可能な及び他の処理が可能な電気的又は磁気的な信号の形式をとる。これらの
信号をビット、値、要素、シンボル、キャラクタ、ターム、数等として言及することは、
主として一般的な理由から便利であることが分かる。
【００１２】
　しかしながら、これら及び類義語の全ては、適切な物理量に関連付けられ、それらの量
に付された便宜的なラベルに過ぎないことに留意を要する。以下の説明で明らかなように
具体的に言及されない限り、本説明を通じて「処理」、「演算」、「計算」、「判定」又
は「表示」等のような語を用いる説明は、コンピュータシステム又は同様な電子コンピュ
ータ装置のアクション及び処理を示し、そのコンピュータシステム等はコンピュータシス
テムのレジスタ及びメモリ中の物理（電子）量で表現されるデータを、コンピュータシス
テムメモリ、レジスタ又は他のそのような情報ストレージ、送信若しくは表示装置中の物
理量をとして動揺に表現される別のデータに処理及び変換することが理解されるであろう
。
【００１３】
　本発明はここでの処理を実行する装置にも関連する。この装置は要求される目的につい
て具体的に構築されてもよいし、或いはコンピュータに格納されたコンピュータプログラ
ムで選択的に起動される又は再構築される汎用コンピュータから構成されてもよい。その
ようなコンピュータプログラムは、限定ではないが、フロップディスク、光ディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ及び磁気光ディスクのような如何なる種類のディスク、リードオンリメモリ（
ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気若しく
は光カード、又は電子命令を格納するのに適切な如何なるタイプの記憶媒体のようなコン
ピュータ読取可能な記憶媒体（それぞれコンピュータバスに接続される）に格納されても
よい。
【００１４】
　ここで示されるアルゴリズム及びディスプレイは、特定のどのコンピュータその他の装
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置にも固有に関連付けられない。様々な汎用システムがここでの教示内容に従うプログラ
ムと共に使用されてよく、必要な方法ステップを実行するのに更に特化した装置を構築す
るのが便利であることが判明するかもしれない。これらの様々なシステムに要求される構
造は以下の説明内容から明白になるであろう。更に本発明は特定のどのプログラミング言
語を参照するようにも説明されない。様々なプログラミング言語はここで説明される教示
内容を実現するために使用されてよいことが理解されるであろう。
【００１５】
　更に特許請求の範囲で請求される本発明は情報システム又はネットワークに関連して動
作する又は機能する。例えば本発明はスタンドアローンの複合機で実行可能であり、或い
はコンフィギュレーションに依存して変化する機能を有するネットワーク化されたコンピ
ュータでも実行可能である。このように本発明は、ここで説明される機能の内の最小の機
能を備えるものから全てを用意するものまでの如何なる情報システムによっても動作可能
である。
【００１６】
　［システム概要］
　図１を参照するに、本発明のエボリューション書類システム１００の第１実施例が示さ
れている。この第１実施例ではシステム１００は：エボリューション複合機１０２、変換
情報１０４用のストレージ及び少なくとも１つの書類１０６を有する。
【００１７】
　本発明はエボリューションコピーの概念に向けられ、ユーザはおそらくは手書きで紙書
類１０６に何かを付加し、それをコピーし、それに応じて何らかの別形式のものを得る。
具体例は図１に示され、秘密情報を含む紙書類１０６がエボリューション複合機１０２で
複製される。エボリューション複合機１０２はバーコード１２０を用いて書類１０６を確
認し、書類に適用されるべき変換内容を確認する。バーコード１２０は、スキャンされた
書類画像と書類画像に適用されるアクションとの間のマッピングをもたらす。別の実施例
では、バーコードは書類上のフィールド及びそれらに適用されるアクションを自身に内蔵
する表現物であり、エボリューション複合機１０２はバーコードに組み込まれるロジック
のインタープリターを含む。バーコードは（ユーザインターフェースで確認可能な選択肢
を含む）次世代フォームを生成することに関する命令をも含み得る。例えばユーザはエボ
リューション複合機のキーパッドにそれらの電話番号をタイプ入力することを選択しても
よい。このシンボリックデータは「新たな」バーコード中に直接的にエンコード可能であ
る。バーコードはフォームの完全なライフサイクルを含み、或いはオンラインソースを参
照することで充足される情報を備えていない一部のライフサイクルだけを含んでもよい。
この場合に、秘密情報は黒い四角形１２４，１２６を上部に印刷することで設けられる或
いは編集される。エボリューション複合機１０２のコンソール（不図示）にプロンプトが
表示され、ユーザにオリジナルの書類を破壊するよう指示する。
【００１８】
　書類１０６は一実施例ではコード１２０を含む。このコード１２０は機械的に読み取り
可能な識別番号であり、識別番号はエボリューション複合機１０２により命令又はアルゴ
リズムに変換可能であり、その命令等は書類１０６の生成の保障を作成するために適用さ
れる。エボリューション又は生成の各自の段階に依存して様々な書類１０６，１０８が同
じコード１２０又は異なるコード１２０，１２２を有してもよい。例えば図１に示される
ように、コード１２０を有する書類１０６がエボリューション複合機１０２に入力される
。エボリューション複合機１０２のキーパッドを利用すること等によるユーザからの命令
に応答して、出力書類１０８が生成される。出力書類１０８はそれ自身のコード１２２を
含むことに加えて、それ自身のフォーム又はフォーマット、及び再生プロセス中に修正さ
れた所定の部分１２４，１２６を有する。例えば最も簡単な動作では、コード１２０はエ
ボリューション複合機１０２で解釈され、編集された又は黒で塗りつぶされた２つの部分
１２４，１２６とコード１２２に更新されたコードとを用いて書類１０６が再生される。
【００１９】
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　以下、書類１０６，１０８は書類１０６，１０８の身元用のコード及び書類各自の付随
する変換内容を含むように説明されるが、別の実施例では、エボリューション複合機１０
２はどの書類又は形式が入力されたか及び入力書類に適用されるべき対応する変換は何で
あるかを示すパターン認識モジュール（不図示）を含み得ることが理解されるであろう。
【００２０】
　図４，５を参照しながらエボリューション複合機１０２が以下に詳細に説明され、その
複合機はスキャン機能、複写機能及びファクシミリ機能のような従来のＭＦＰの機能も備
える。エボリューション複合機１０２は好ましくはネットワークへの接続機能も含む。エ
ボリューション複合機１０２は、書類及び／又はコードを認識できる機能、及び新たな書
類を生成するためにスキャンした画像を転送する機能を含む。以下に詳細に説明されるよ
うに、エボリューション複合機１０２はスキャンした画像又はデータ入力に多種多様なア
クションを実行することもできる。
【００２１】
　変換情報のストレージ１０４は信号線１１０によりエボリューション複合機１０２に結
合される（又はその一部として含まれる。）。ストレージ１０４はスキャンした画像の１
以上の変換内容を含む。変換内容の各々は好ましくは１以上の書類又はコピーに関連する
。より具体的には特定の書類はそれに関連するゼロ個乃至ｎ個の変換内容をいくつでも有
してよい。同様に変換内容の各々は１以上の書類に使用されてもよい。その具体例は以下
に詳細に説明される。
【００２２】
　図２を参照するに、本発明によるエボリューション書類システム２００の第２実施例の
ブロック図が示される。この第２実施例の本発明では付加的な機能に備えてネットワーク
に結合され、１つの書類１０６が複数の出力書類１０８，２３０を生成する処理を始める
。エボリューション書類システム２００の第２実施例は：複数の書類１０６，１０８，２
３０、エボリューション複合機１０２、第１書類データベース２０２、第２書類データベ
ース２０４、ネットワーク２０８、コードスキャナ２１２を有する文書細断機（シュレッ
ダー）のような書類破棄装置を有する。
【００２３】
　以下の説明に関し、同様な参照番号は同様な部分を示すのに使用される。理解の簡明化
を図るため、本システム２００の第２実施例は特定の実施例に関して説明され、書類が入
力され、システム２００が他の機能を実行することに加えて２つの出力書類を生成する。
第１の出力書類はある部分が編集された入力書類のコピーである。第２の書類は、第２書
類の形式に複製及び吸収された入力書類の領域を有する別形式を有する。当業者は、これ
が本発明のアプリケーションの１つの具体例に過ぎないこと、以下に詳細に説明されるよ
うに、いくつのステップでも実行するように及び様々なフォーマットやコンテンツを有す
る書類をいくつでも生成するように本発明が適用可能であることを認識するであろう。
【００２４】
　入力装置１０６は図１を参照しながら説明されたものと同様である。入力装置１０６は
コード１２０（好ましくはバーコード）を含む。図３Ａを参照するに、本発明の一実施例
による円コーディングを含む書類例１０６が図示されている。入力書類１０６は問診票の
ような如何なるフォームでもよく、手書き又はタイプ入力によるコメントを付加する複数
の領域を有する。図３Ａに示されるように、２つの領域３０２，３０４があり、手書きさ
れたものが書類１０６に付加されている。
【００２５】
　図３Ｂを参照するに、本発明の一実施例に従って処理及び生成される第２の書類例１０
８が図示される。第１出力書類１０８は図１に関して説明されたものと同様である。第１
出力書類１０８は、新たなバーコード１２２及び編集され又は黒塗りされた３つの領域１
２４，１２６，３０６を利用した入力書類１０６の再生物である。例えば患者名、患者の
署名及び他の機密情報は、医療の事例研究等で他のデータが使用できるように編集されて
いる。一実施例ではバーコード１２２が変更され、出力書類１０８がコピーされた場合に
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その生成元にリンクされるように適切に見分けられることが可能であるようにする。別の
実施例ではバーコード１２２は入力書類１０６と同じものでもよい。
【００２６】
　図３Ｃを参照するに、本発明の一実施例に従って処理及び生成される第３の書類例２３
０が図示される。第２出力書類２３０は例えばパーキング用アプリケーションのような入
力と異なるフォームを有する。入力書類１０６の手書き部分３０２，３０４は検索され、
適切な場所に駐車するためにアプリケーションのイメージに加えられる。エボリューショ
ン複合機１０２はメモリから他の情報３０８も検索可能であり、それを第２出力書類２３
０の一部として含むこともできる。図３Ｃに示される例では、アプリケーション３０８の
署名はエボリューション複合機１０２により第２出力書類２３０に自動的に加えられる。
第２出力書類２３０は入力書類のライフサイクルの付属物なので、それはバーコードなし
に生成可能であることに留意すべきである。
【００２７】
　本発明でのバーコードは１次元バーコードとして図示されているが、当業者は別の実施
例では２次元バーコードが使用可能なことを理解するであろう。２次元バーコードはより
多くの情報記憶容量を有する：そのようなバーコードはヘッダフィールドを含み、ヘッダ
フィールドはそれをエボリューション書類バーコードとして見分ける。選択的に、バーコ
ードは中央当局に登録され、それが認証されたエボリューション書類バーコードとして確
認されることをエボリューション複合機１０２が保障できるようにする。バーコードはス
キャンされた画像をそこに適用されるべきアクションに対応付けるように使用される。１
次元バーコードの限定された情報容量に起因して、ほとんどのバーコードはシステムをオ
フＭＦＰサイトに仕向けることしかできず、オフＭＦＰサイトでは書類画像を変換するこ
とについての情報が格納される。バーコードはそのフォームに関する識別子のみを格納し
てもよく、エボリューション複合機１０２にはその画像についての変換内容を与えるサイ
トの身元が備わってもよい。この情報は事前に格納可能であり、或いはエボリューション
複合機１０２のユーザインターフェースで入力することもできる。バーコードに加えて、
スキャンした書類画像をそれに関連するアクションにマッピングする代替例は、通常フォ
ーム認識ソフトウエアを含み、そのソフトウエアは書類を確認するのに画像の特徴を利用
する。書類及びロケーションの識別子がそのフォームに光文字認識（ＯＣＲ）しやすいフ
ォントで、おそらくは全ページの左下隅のような既知の場所に印刷可能である。
【００２８】
　別の実施例ではバーコードの代わりに無線周波数識別(RFID)タグが使用されてもよい。
それらはエボリューション書類が印刷される場合に自動的に付されてもよいし、それらは
書類に設けられるステッカーで手作業で付されてもよい。エボリューション複合機１０２
近辺にタグの付された書類が存在すると、クーポンを印刷するようなタグに関連するアク
ションを引き起こすことができる。オーディオフィードバックがＲＦＩＤタグの読取に成
功したことを通知してもよい。過剰に多くのタグが隣接する場合は（リーダに負担をかけ
すぎると）、別のトーンで通知されてもよい。
【００２９】
　図４，５を参照しながらエボリューション複合機１０２が以下にて更に詳細に説明され
、スキャン機能、複写機能及びファクシミリ機能のような従来のＭＦＰの機能も備えてい
る。本実施例ではエボリューション複合機１０２は通信ネットワーク２０８に接続され、
そのネットワークに接続された他の装置と協同する。これは図１に示されるようなスタン
ドアローンモードと異なる。エボリューション複合機１０２はデータベース２０２にも接
続される。データベース２０２への接続は信号線２０６により直接的になされてもよいし
ネットワーク２０８を通じてなされてもよい。ネットワーク２０８はエボリューション複
合機１０２を第２データベース２０４にも接続する。ネットワーク２０８はＬＡＮ，ＷＡ
Ｎのような既存の如何なるタイプのものでもよい。
【００３０】
　第１の書類データベース２０２及び第２の書類データベース２０４はシステム２００に
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より使用される様々なテンプレート又はフォームを格納するように用意される。データベ
ース２０２，２０４は入力書類から又は書類自身全体から抽出されたデータを格納するた
めにも使用される。データベース２０２，２０４は出力書類に付加されたデータを格納す
るために使用される。書類が破壊されるまで、データベース２０２，２０４は書類のライ
フサイクル又は最初のバージョンが入力された時点以来の書類例を追跡するために使用さ
れる。特に、生成された書類例の各々が追跡され且つ報告される必要のあるセキュリティ
アプリケーションの場合には、データベース２０２，２０４はその機能を実行するために
システム２００により使用可能である。
【００３１】
　ペーパーシュレッダーのような書類破棄装置２１０は信号線２１６でデータベース２０
４に結合される。別の実施例では書類破棄装置２１０は信号線２１４によりネットワーク
２０８に結合されてもよい。書類破棄装置２１０は好ましくはバーコードスキャナ２１２
を含む。バーコードスキャナ２１２は書類を受信する毎にバーコードを探索し、及びそれ
がバーコードを発見した場合にそのバーコードを読み取り、象徴的に相当するものを有る
指標と共にデータベース２０２，２０４に送信し、その指標はその書類が特定のシュレッ
ダーで特定の時点で破棄されたことを示す。一実施例ではバーコードスキャナ２１２は２
面センサ(two-sided　sensor)であり、書類が線状のセンサを通過する場合にコードを読
み取る。或いは１面センサ（シートの他方面上のバーコードを読み取る）が使用されても
よいし、全ページの画像が蓄積され、それについてバーコード認識が実行されてもよい。
書類破棄装置２１０は、ファクシミリ装置で使用されているもののような（おそらくは２
面）コンタクトイメージセンサ、及び現在裁断されているシートを保持する１シートペー
ジ画像バッファを含み、ユーザが誤って書類を裁断した場合に再印刷できるようにしても
よい。この誤りはバーコードによって通知可能であるが、書類が部分的に裁断された後に
なるまで認識されないかもしれない。バッファの内容はビットが挿入されながら（おそら
くはオペレータのパブリックキー又はシステム管理者のパブリックキーを使用しながら）
暗号化され、それらが機密状態のままでいるようにする。
【００３２】
　［エボリューション複合機１０２］
　図４は本発明の一実施例によるエボリューション複合機例１０２を示すブロック図であ
る。エボリューション複合機１０２は好ましくは制御ユニット４５０、表示装置４１０、
キーボード４１２、カーソル制御装置４１４、ネットワークコントローラ４１６及び１以
上の入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置４１８を有する。
【００３３】
　制御ユニット４５０は算術論理ユニット、マイクロプロセッサ、汎用コンピュータ、パ
ーソナルディジタルアシスタント又は他の情報処理機器を有し、それらは表示装置４１０
に電子表示信号を与えるよう備えられる。一実施例では制御ユニット４５０はグラフィカ
ルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を有する汎用コンピュータを有し、ＧＵＩは例えば
ウインドウズ（登録商標）又はユニックス（登録商標）ベースのオペレーティングシステ
ムのようなオペレーティングシステムのトップで走るジャバ(JAVA（登録商標）)で書かれ
たプログラムによって作成されてもよい。一実施例では１以上のアプリケーションプログ
ラムが制御ユニット４５０によって実行され、アプリケーションプログラムは限定ではな
いがワードプロセシングアプリケーション、電子メールアプリケーション、財政アプリケ
ーション及びウエブブラウザアプリケーション等を含む。
【００３４】
　図４を更に参照するに、制御ユニット４５０はプロセッサ４０２、メインメモリ４０４
及びデータストレージデバイス４０６を含むように示されており、それらの全てはシステ
ムバス４０８に通信可能に結合される。
【００３５】
　プロセッサ４０２は、データ信号を処理し、様々なコンピュータアーキテクチャを有し
てもよく、そのアーキテクチャはコンプレックス命令セットコンピュータ（CISC）アーキ
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テクチャ、縮小命令セットコンピュータ（RISC）アーキテクチャ又は命令セットの組み合
わせを実行するアーキテクチャを含む。図４には１つのプロセッサしか示されていないが
、複数のプロセッサが含まれていてもよい。
【００３６】
　メインメモリ４０４はプロセッサ４０２で実行される命令及び／又はデータを格納する
。命令及び／又はデータはここで説明される技法のどれでもを及び／又は全てを実行する
コードから構成されてもよい。メインメモリ４０４はダイナミックランダムアクセスメモ
リ（DRAM）装置、スタティックランダムアクセスメモリ（SRAM）装置又は他の何らかの既
存のメモリ装置でもよい。メモリ装置４０４は図５，６を参照しながら以下で更に説明さ
れる。
【００３７】
　データストレージデバイス４０６はプロセッサ４０２用のデータ及び命令を格納し、１
以上の装置から構成され、その装置はハードディスクドライブ、フロッピディスクドライ
ブ、ＣＤ－ＲＯＭ装置、ＤＶＤ－ＲＯＭ装置、ＤＶＤ－ＲＡＭ装置、ＤＶＤ－ＲＷ装置、
フラッシュメモリ装置又は当該技術分野で既知の他の何らかの大容量ストレージ装置を含
む。
【００３８】
　システムバス４０８は制御ユニット４５０による情報及びデータを通信するための共用
バスでもよい。システムバス４０８は、工業規格アーキテクチャ(ISA)バス、周辺機器相
互接続（PCI）バス、ユニバーサルシリアルバス（USB）又は同様な機能を備える当該技術
分野で基地の他の何らかのバスを含む１以上のバスでもよい。システムバス４０８により
制御ユニット４５０に結合されている追加的な要素は、表示装置４１０、キーボード４１
２、カーソル制御装置４１４、ネットワークコントローラ４１６及びＩ／Ｏ装置４１８を
含む。
【００３９】
　表示装置４１０はここで説明される電子画像及びデータを表示するように備えられた如
何なる装置でもよい。表示装置４１０は例えば陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）でもよく、又は他の同様に備えられた如何なる表示装置、スクリーン若しくはモ
ニタでもよい。一実施例では表示装置４１０にはタッチスクリーンが備えられ、タッチス
クリーンではタッチセンス式の透明パネルが表示装置４１０のスクリーンをカバーしてい
る。
【００４０】
　キーボード４１２は情報及び命令選択内容をプロセッサ４０２に通知するために制御ユ
ニット４５０に結合された英数字入力装置でもよい。キーボード４１２はクワティ(QWERT
Y)キーボード、キーパッド又はタッチスクリーンにそのように形成された表現物とするこ
とができる。
【００４１】
　カーソル制御４１４は位置データを通知することに加えてコマンド選択内容をプロセッ
サ４０２に通知するように備えられたユーザ入力装置を表す。カーソル制御４１４はマウ
ス、トラックボール、スタイラス、ペン、タッチスクリーン、カーソル指示キー、又はカ
ーソルを動かす他の手段を含んでもよい。
【００４２】
　ネットワークコントローラ４１６は複数の処理システムを含んでもよいネットワーク２
０８に制御ユニット４０５をリンクする。処理システムのネットワークはローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）（例えば、インターネット）を含
んでもよく、及び／又は複数の装置が通信してよい他の如何なる相互接続されたデータパ
スを含んでもよい。制御ユニット４５０は標準的なネットワークプロトコルを用いるファ
イル（メディアオブジェクト）の分散ネットワークのような他のシステムへの既存の他の
接続も有し、そのネットワークプロトコルは当業者に理解されているようなTCP/IP，http
，https及びSMTPのようなものである。
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【００４３】
　１以上のＩ／Ｏ装置４１８はシステムバス４０８に結合される。例えばＩ／Ｏ装置４１
８は書類の画像を捕捉するためのイメージスキャナ及び書類フィーダ（自動給紙機）を含
む。Ｉ／Ｏ装置４１８は書類を生成するプリンタも含む。Ｉ／Ｏ装置４１８はマイクロフ
ォンを通じてオーディオ入力を受信し且つスピーカを通じてオーディオ出力を送信するよ
うに備えられたオーディオ入力／出力装置も含んでよい。一実施例ではオーディオ装置は
汎用であり、例えば：汎用コンピュータシステム内で使用されるように設計されたアドイ
ン／拡張(add-in/expansion)カードである。選択的にＩ／Ｏオーディオ装置は１以上のア
ナログディジタル若しくはディジタルアナログ変換器及び／又はオーディオ処理を支援す
る１以上のディジタル信号プロセッサを含んでもよい。
【００４４】
　エボリューション複合機１０２は本発明の精神及び範囲から逸脱せずに図４に示される
ものより多い又は少ない要素を含んでもよいことは当業者に明白であろう。例えばエボリ
ューション複合機１０２は例えば第１，第２レベルキャッシュのような付加的なメモリ、
又は１以上の特定用途向け集積回路(ASIC)を含んでもよい。同様に、RFIDタグリーダ、デ
ィジタル静止画若しくは動画カメラ又は他の装置等を含む付加的な素子の入力／出力装置
４１８が制御ユニット４５０に結合されてもよく、付加的な素子は電子データを捕捉し及
び／又は制御ユニット４５０にダウンロードするように装備されていてもいなくてもよい
。カーソル制御４１４のような１以上の要素は省略されてもよい。
【００４５】
　図５はエボリューション複合機１０２のメモリ４０４の一例を示すブロック図である。
エボリューション複合機１０２のメモリ４０４は好ましくは：オペレーティングシステム
５０２、身元認識モジュール５０４、エボリューション書類識別番号及びルーチンのリス
ト５０６、エボリューション書類処理モジュール５０８、エボリューション書類作成モジ
ュール５１０、イメージバッファ５１２、ユーザインターフェースモジュール５１４及び
書類データベース５２０を有する。上述したようにメモリユニット４０４はプロセッサ４
０２で実行される命令及び／又はデータを格納する。命令及び／又はデータはここで説明
される技法のどれでもを及び／又は全てを実行するコードから構成されてよい。これらの
モジュール５０２－５２０はエボリューション書類システム２００をもたらすように通信
及び共同するためにバス４０８によりプロセッサ４０２に結合される。本発明はコンピュ
ータシステムのメモリユニット４０４のモジュール又は一部分として説明されているが、
モジュールや一部分は、永続的なデータストレージ装置４０６のような他の媒体に格納さ
れてもよいし、クライアント／サーバ環境のように複数の様々なコンピュータを有するネ
ットワーク２０８にわたって分散されてもよいことを当業者は認識するであろう。
【００４６】
　オペレーティングシステム５０２は好ましくはウインドウズ（登録商標）、ソラリス（
登録商標）又はリナックス（登録商標）ベースのオペレーティングシステムのような既存
のタイプのうちの１つである。図示されてはいないが、メモリユニット４０４は１以上の
アプリケーションプログラムを含んでもよく、そのアプリケーションプログラムはワード
プロセシングアプリケーション、電子メールアプリケーション、財務アプリケーション及
びウエブブラウザアプリケーションを含むがこれらに限定されない。
【００４７】
　身元認識モジュール５０４はバーコード又は書類を見分けるために使用される。一実施
例では身元認識モジュール５０４は画像を処理し、バーコードを抽出し、バーコードをス
キャニングして又は読み取ってその書類を表す英数字文字列を得ることのできるソフトウ
エアである。他の実施例では身元認識モジュール５０４は上述したようなイメージパター
ンマッチング又はフォーム認識用のソフトウエアである。
【００４８】
　エボリューション書類識別番号及びルーチンのリスト５０６は好ましくは書類に対応す
る書類識別番号及び１以上の対応するタスク又はルーチンを格納するテーブルを含む。そ
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のような対応するタスク又はルーチンの具体例は図７を参照しながら以下に説明される。
【００４９】
　エボリューション書類処理モジュール５０８は、書類各々に関連する処理をエボリュー
ション書類識別番号及びルーチンのリスト５０６中に記述されるように実行するために決
められた一群のルーチンである。これらのルーチンは、エボリューション書類識別番号及
びルーチンのリスト５０６からの情報を利用することができ、フォームの作成、フォーム
の編集、データベースへのイメージデータの格納、書類のステータスの更新、データベー
スからのデータの除去等のようなアクションのどれでもを実行するようにプロセッサ４０
２と共に機能する。
【００５０】
　エボリューション書類生成モジュール５１０はエボリューション書類を作成するための
モジュール及びルーチンである。このプロセスは図６，８Ａ，８Ｂを参照しながら以下に
詳細に説明される。エボリューション書類生成モジュール５１０は、ユーザがエボリュー
ション書類を作成すること、ユーザが書類フォーマットを定めること、ユーザがその書類
について行うアクションが何かを指定すること、エボリューション複合機１０２のディス
プレイ４１０によりユーザに戻されるフィードバックが何かを指示すること等を可能にす
る。
【００５１】
　イメージバッファ５１２はエボリューション書類識別番号及びルーチンのリスト５０６
で指定されたタスクを実行する際にエボリューション書類処理モジュール５０８による処
理中にスキャン済みイメージの一時的なストレージに使用される。イメージバッファ５１
２は、エボリューション書類処理モジュール５０８により作成された書類を、それらが印
刷用に出力装置に送られる前に格納するためにも使用できる。
【００５２】
　ユーザインターフェースモジュール５１４はエボリューション書類処理モジュール５０
８と通信し且つそれに応答する。ユーザインターフェースモジュール５１４はディスプレ
イ装置４１０によりユーザにメッセージを表示させる情報及び命令を生成する。入力書類
がスキャンされた後にいくつかのアクションが入力書類について実行可能である。多くは
人的オペレータの命令に依存する又はその協力を必要とする。ユーザインターフェースモ
ジュール５１４はエボリューション複合機１０２の表示装置４１０にプロンプトを表示さ
せるルーチンを含む。これらのプロンプトは書類を維持すること、それを特定の場所にフ
ァイルすること又はそれを破壊することをユーザに指示する。これらの命令はキーパッド
４１２のボタンを押すような確認を要求できる。
【００５３】
　書類データベース５２０は処理された及びスキャンされた書類を格納するために使用さ
れる。書類データベース５２０は生成から破壊までの間のライフサイクルを通じてエボリ
ューション書類を追跡するために１以上のデータ構造を維持することもできる。書類デー
タベース５２０は、システム２００中の（但しエボリューション複合機１０２外の）他の
データベース２０２，２０４に移す前に一時的に書類を格納するために使用することもで
きる。書類データベース５２０に関する他のアプリケーションはエボリューション書類を
それらのライフサイクルを通じて生成から破壊まで追跡することである。書類が処理され
た後で（エボリューション書類に関連する全てのアクションが完了した後で）、それは「
終了させる」(expired)ことができる。即ち、書類の記録(レコード)はそのバーコードが
もはや有効でないことを示すように更新可能である。書類がエボリューション複合機１０
２で再びスキャンされると、それは次のような応答を起こすことができる：１）コンソー
ルを光らせる或いは警報音を鳴らすことでその入力がもはや有益でないことを現在のユー
ザに警告すること；２）有効でない書類が特定のエボリューション複合機１０２でたった
今スキャンされたことを示す電子メールメッセージを送信することでシステムアドミニス
トレータのような他のユーザに警告すること；又はフィーダーマーキング装置（後述）を
起動し、書類に「終了」メッセージを適用することを含む。終了プロセスはネットワーク
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化されたエボリューション書類シュレッダに関連付けることができ、そのシュレッダは終
了した書類をある期間内に受信することを予定する。そうでなかったならば、システム２
００は電子メールを管理者に送信すること等を含む様々な警告のどれでもを起こすことが
できる。いくらかの料金を給与小切手に加えることで、ウエブサイトで裁断の実行を公表
することで、或いはそれらがスキャンされた後にできるだけ速やかに終了した書類を裁断
した人々を認定するコンテストでポイントを与えることで、終了した書類を裁断するよう
にユーザを動機付けることができる。
【００５４】
　［エボリューション書類処理］
　図６を参照しながら、本発明によるエボリューション書類を生成及び処理する方法例の
フローチャートが説明される。概略的な見地からは、本発明による方法は時間的に分ける
ことの可能な３つの主要な段階を有する。これらの主要な段階は：１）エボリューション
書類が作成される使用前状態、２）エボリューション書類を処理するためのユーザ相互作
用及び入力、及び３）エボリューション複合機１０２によるエボリューション書類の処理
（エボリューション書類の一連の世代を生成することを含む。）を含む。
【００５５】
　図６に示されるように、本方法は使用前状態から始まる。ステップ６０２ではエボリュ
ーション書類が作成され或いはデザインされる。この作成ステップはフォームを、そのフ
ィールドを、物理的レイアウトを及びフォームの内容を指定することや、フォームにバー
コードを関連付けることを含む。次にステップ６０４ではエボリューション書類に関連す
るアクションが決定される。ライフサイクルの各段階の間でフォームの各フィールドに関
連するアクションが指定される。これらのアクションに加えてエボリューション書類に対
応するコードは、好ましくはエボリューション書類識別番号及びルーチンのリスト５０６
内に格納される。或いはそのアクションはバーコード内に又は外部データベース２０２，
２０４内に格納される。生成されたエボリューション書類はその後に印刷され流通させら
れる。
【００５６】
　次に、ユーザアクション段階では、エボリューション書類の印刷されたバージョンがユ
ーザにより処理される。ユーザはメモ及び他の手書き又はタイプ書きの補足をエボリュー
ション書類に付加する（６０６）。そしてユーザはエボリューション複合機１０２の所ま
で行き、エボリューション書類を挿入し、（標準的な複写とは異なる）エボリューション
複写用の選択内容をエボリューション複合機１０２のキーパッド４１２で選択する（６０
８）。ユーザはエボリューション書類についての１以上の付加的な処理選択肢を入力して
もよい。これらの選択肢（オプション）はエボリューション複合機１０２により用意され
てもよいし、或いはスキャンされたエボリューション書類のタイプに応じるものでもよい
し、エボリューション複合機１０２による処理中にユーザの選択する入力を必要としても
よい。
【００５７】
　次にＭＦＰ処理段階ではエボリューション複合機１０２が書類をスキャンする（６１０
）。エボリューション複合機１０２はエボリューション書類及びその状態を見分けるため
にスキャンしたイメージを使用する（６１２）。上述したようにこれはバーコードをスキ
ャンすることで又はフォームの照合を実行することで行うこともできる。エボリューショ
ン書類が判別されると、書類状態を判定するために問い合わせがデータベース５２０，２
０２，２０４で実行され得る。（例えば患者名の見える患者のインテイクフォーム(intak
e　form)のような）状態を判定するためにフォームの内容(コンテンツ)が使用されてもよ
い。エボリューション書類識別番号を利用して、エボリューション複合機１０２はそのエ
ボリューション書類に関連する及び適用される動作又はアクション（例えば、患者名を黒
で塗りつぶすこと）を抽出する（６１４）。例えばこれらのアクションはエボリューショ
ン書類識別番号及びルーチンのリスト５０６又はデータベース２０２，２０４から検索さ
れる。エボリューション複合機１０２はそのエボリューション書類に関連するアクション
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を実行し、何らかの新たな書類を印刷する（６１６）。エボリューション複合機１０２は
エボリューション書類に関する情報をユーザに提示する（６１８）。例えばエボリューシ
ョン複合機１０２は、実行されたアクションを確認するメッセージ又は何らかの後続のア
クション（例えば、オリジナルを破壊すること）についてのメッセージをユーザインター
フェースに表示することができる。
【００５８】
　図７を参照するに、様々なコードに応答して本発明のエボリューション複合機で実行さ
れるアクション例が示されている。これらのアクションは例示的に示されるに過ぎず、当
業者は様々な他のアクション及び処理するステップが実行される或いは入力のエボリュー
ション書類を使用してよいことを理解するであろう。図７に示されるように、書類の身元
（バーコード）を見分ける処理ステップはバーコード中の情報をスキャンする或いはデコ
ードすることでなされる。このプロセスは識別番号を生ずる。生成された識別番号に依存
して、アクションパス（動作経路）が実行される。例えば、識別番号が１であったならば
、本方法はスキャンしたエボリューション書類をデータベース５２０に単に格納し、それ
以上のことを行わない（７０２）。識別番号が２であったならば、エボリューション複合
機１０２はスキャンしたエボリューション書類をデータベース５２０に格納し（７０４）
、エボリューション書類がスキャンされたことを示す電子メールを予め定められた電子メ
ールアドレスに送信する（７０６）。識別番号が３であったならば、エボリューション複
合機１０２はスキャンされた書類の編集されたバージョンを出力し（７０８）、スキャン
されたイメージからフィールドを抽出し（７１０）、別のフォームを検索し、組み合わせ
ることで新たな書類を作成し、その新たな書類を印刷する（７１２）。このように図７に
示されるように、所与の識別番号（IDn）に関してエボリューション書類になされたアク
ションはいくつのアクション７１４，７１６，７１８でもよい。図示されてはいないが、
複数の並列的なアクションがなされるように分岐を含んでもよい。更に、アクションパス
は、ユーザからの入力、データベースから抽出されたデータ、所定の状態若しくは条件又
はスキャンしたイメージ中のデータに基づく条件分岐を含んでもよい。エボリューション
複合機１０２で自動的に実行されるように指定されてよい多数の可能なアクションを当業
者は理解するであろう。
【００５９】
　［エボリューション書類生成］
　図８Ａ，８Ｂを参照しながらエボリューション書類を規定又は作成するプロセスが更に
詳細に説明される。図８Ａ，８Ｂはエボリューション書類を生成するため及びエボリュー
ション書類用のアクションを指定するためのインターフェースを示す図である。一実施例
ではエボリューション生成モジュール５１０はエボリューション書類を指定するスタンド
アローンアプリケーションである。このスタンドアローンアプリケーションは、ＳＱＬデ
ータベースアップデートコマンドのようなアクションをフォームのフィールドに付けるこ
とをユーザにさせて、スキャンしたフォームの画像がどのように処理されるかを指定させ
る。このスタンドアローンアプリケーションはスキャンしたイメージのフォーム（又はポ
ストスクリプト若しくはＰＤＦ）を取り込み、同様なデザインプロセスをそれらに適用す
ることもできる。しかしながら好適実施例ではエボリューション書類作成モジュール５１
０はマイクロソフト(登録商標)ワード又はアドビ（登録商標）アクロバットのような一般
に使用されているワードプロセシングアプリケーション用のプラグインモジュールである
。このプラグインを用いて、ある状態から別のものへのエボリューション書類の変換内容
をユーザは指定し、その変換内容は関連するデータを含むフォーム上の領域及びその領域
内でのデータの配置を含む。プラグインはそのフォームの印刷出力全体に適用されるエボ
リューショナル書類バーコードを作成する。バーコードは好ましくはエンコードされた登
録番号を含み、その登録番号はエボリューション複合機１０２が変換を適用すべきことを
確認可能にする。プラグインはサーバ（図示せず）から登録番号を要求し、服従するどの
エボリューション複合機１０２によってもそのフォームが適切に処理されることを保障す
る。登録は限定された期間内で、或いは永続的に、或いはその登録番号と共に紙書類の一
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定の再生成回数内で有効であってもよい。エボリューション複合機１０２が登録番号を調
べる時点で、その変換内容についての情報を調べてもよい。
【００６０】
　図８Ａはアクロバットプラグインモジュールで実行されたエボリューション書類デザイ
ン例を示す。アドビ（登録商標）アクロバットをエディタとして使用することで、書類８
１２はユーザが再検討するようにウインドウ８１０に提示可能である。プラグインモジュ
ールはユーザが既存のアクロバット書類に３つのフィールド８０２，８０４，８０６を付
加し、それらを個人名８０２、アドレス８０４及び署名８０６のように指定し、各々に関
連するアクションを指定する。図８Ｂに示されるユーザインターフェース８２０を用いる
ことで、ユーザは、ソース書類、出力種類、アクション、宛先及び特定のフィールドに関
連する他の特徴を指定することができる。バーコード８０８の位置に加えてそのフォーム
上の各フィールドに関連するアクション及びプロンプトも指定され、プロンプトは書類が
複製される場合にエボリューション複合機１０２のディスプレイ４１０に表示される。プ
ラグインモジュールは、ユーザがその.pdf書類に付加した情報全てを組み込むバーコード
を作成し、そのバーコードを.pdfファイルに付加する。.pdf書類の以後のどの印刷出力も
、ユーザがエボリューション書類アクロバットプラグインモジュールを有していてもいな
くてもバーコードを含む。エボリューション書類を印刷するために基礎のアクロバットリ
ーダだけが必要とされる。図１２は図８Ａのフォームにおけるフィールドの位置、バーコ
ード及びフィールドに関連するアクションを表すXMLを示す。同じＸＭＬはバーコード中
のプレインアスキー（ASCII）で表現可能である。
【００６１】
　スタンドアローンアプリケーション又はプラグインモジュールの代替例はプリンタドラ
イバの一部としての機能を用意することである。これは生成したアプリケーションによら
ずエボリューション書類機能を如何なる書類にも付加することを可能にする。アプリケー
ション例はコピートラッキング(copy　tracking)である。マイクロソフトワードユーザ（
又はネットスケープコミュニケータ、アドビアクロバット、アウトルック、パワーポイン
ト、ファイヤフォックス等の同様なユーザ）は、印刷ダイアログボックスを開いた後に、
エボリューション書類を印刷させる選択肢の提示を受け、その選択肢はエボリューション
複合機１０２が書類の複製回数をカウントすることを自動的に引き起こす。図９に印刷ダ
イアログボックス例が示されている。書類が複製される都度或いは指定された数のコピー
が作成されるといつでも、ユーザは電子メールメッセージを受けてもよい（例えばコピー
１０枚毎に警報が起こる）。他のアプリケーションは、どの複製にも背景に「機密」のス
タンプを自動的に「刻印」することを指定すること、及びコピーが作成される前にユーザ
名及びパスワードの入力を要求するコンソールプロンプトを用意することを含む。パーソ
ナルコンピュータ上のプリンタドライバは、印刷された書類を登録するためにセキュリテ
ィサーバへ又は分散されたオンサイトサーバへのhttpコール（呼び出し）をおそらくはホ
ストのエボリューション複合機１０２で行い、エボリューション書類サービスを提供する
。エボリューション複合機１０２にダウンロードされたＰＤＬは命令を含み、その命令は
プリンタが例えば書類のページ全体で「コピートラッキング」バーコードを生成及び印刷
することを引き起こす。プリンタは適切なバーコードを生成し、各ページのレイアウトを
整えた後に、バーコードを配置し、既に配置された情報を遮るのが最小量になるようにす
る。バーコードに関連する象徴的な（シンボリックな）情報は、httpコール、電子メール
メッセージ、UDPメッセージ等により適切なサーバに速やかにアップロード可能である。
或いは通信が確立するまで待ち並んでもよい。
【００６２】
　［書類ライフサイクル］
　図１０はエボリューション書類を複数生成する本発明の動作例を示す図である。この図
は１つの書類からどのようにして複数の書類を作成できるかを示す。第１の書類はエボリ
ューション複合機１０２でスキャンされる。これは第２及び第３の書類が生成されること
を引き起こす。第２及び第３の書類がスキャンされると、それらは第４、第５及び第６の
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書類を作成する。こうして１つの書類は各自様々な処理内容を有するいくつもの書類を生
成できる。これらの書類の状態及び有用性は、各自が自身のバーコードを有するので、そ
れらが破壊されるまで追跡可能である。このことは１つの書類及びその全ての子孫書類の
完全なライフサイクルが追跡されること及び特別に制限された環境で書類に課する制約を
保障することを可能にする。
【００６３】
　［他の例］
　他の１つの実施例では、エボリューション複合機１０２はフィーダーマーキング装置も
含み得る。フィーダーマーキング装置は、処理モジュール５０８と通信し、書類がエボリ
ューション複合機１０２の書類フィーダーを通過する際にオリジナルの書類にマークを付
けるようにする。ユーザがエボリューション複製プロセスを起動する場合には、そのタス
クのメタ記述(meta　description)の一部は入力書類の配置を含む。これはフィーダーを
通過する書類にマークを付けるためのフィーダーへの命令を含むことができる。フィーダ
ーマーキング装置は用紙面に機械的に押圧されるインクの付いた回転体と同程度に簡易化
できる。その回転体(ホイール)は「終了」のような反復的に適用されるメッセージをつづ
った文字を含んでもよい。また、マーキングの位置はバーコードを隠すように調整するこ
ともできる。フィーダーマーキング装置はフィーダーの用紙経路出口に設けられた一群の
通常のインクジェット印刷ヘッドでもよい。装置が印刷するメッセージやメッセージの数
及びサイズは検討中のアプリケーション及びコストに基づいて調整可能である。図１１は
入力フォームの表面を横切る４つのインクジェットヘッダによって付けられる「処分」（
DESTROY）マークの具体例を示す。インクジェットヘッダはシステム条件に依存して入力
書類の両面に或いはその表だけにメッセージを付けることができる。或いはインクジェッ
トヘッドはそのページを完全に覆うように書類表面を越えて伸びてもよい。フィーダーマ
ーキングエンジンの更なる他の代替例は、それを複合機１０２のプラテンの下に、スキャ
ンヘッド上に設け、及びそのプラテンを通じて書類に刻み目を付けるようにレーザを向け
ることである。１インチ隔てられ且つ書類幅にわたって掃引される９個のレーザビームは
、その書類がもはや現在のものでないことの明白な指標を付けてもよい。レーザエミッタ
は進行方向でスキャンヘッド後尾に設けられてもよい。
【００６４】
　別の代替実施例では、セルラ電話又は他の何らかの携帯装置のカメラがエボリューショ
ン書類を捕捉してもよい。セルラ電話はバーコード認識を行うことができ、その書類にな
される必要のあるアクションをユーザに促す。例えば、「７桁の電話番号がボックス５の
中にあることを確認して下さい」。バーコード認識後に、ユーザは書類の特定のフィール
ドをスキャンするように促される。セルラ電話はそのフィールドの画像を捕捉し、それを
電子メールメッセージで書類に関連するデータベースに送信する。例えば患者との対話の
手書き説明が、机の席についている医者（又は離れた場所のテーブルの席についている医
者）によって捕捉され、エボリューション複合機１０２への独立した行き来の必要性を回
避する。その見返りにその医者はフォームにハンドプリントできる確認コードを受信し、
その確認コードはスキャンされた画像がデータベースによる受信が良好なことを確認する
。これはオリジナルのスキャンされた画像と共にセルラ電話に格納されてもよい。次世代
のエボリューション書類は、書類をスキャンしたのと同じエボリューション複合機１０２
ではなくユーザの近くにあるプリンタに送られることが可能である、或いはそれをファク
シミリ装置に送ることができる。エボリューション書類の電子表現がユーザのセルラ電話
に戻され、その者はそれを印刷する場所を決定することができる。別の例ではその者はそ
の書類を近くのファクシミリ装置に送信してもよい。
【００６５】
　更に別の代替実施例では、当初は何らかの別の目的に意図されていた既存の書類が第１
世代のエボリューション書類として使用される。例えばユーザは彼らの運転免許証をスキ
ャンし、システム２００はディスカウントクーポンを印刷する。クーポンはその免許証か
らユーザ名及び住所（アドレス）を含んでもよい。クーポンはユーザの購買履歴に基づい
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て生成されてもよい。例えば同一住所の他の居住者が先月にアイボリ（商標）の石鹸を購
入したことに起因して、システム２００はアイボリー石鹸のクーポンを印刷してもよい。
なぜならユーザは更に石鹸を必要とすることが予想されるからである。当然に店のオーナ
ーが販売を促進する競合製品やクーポンを代わりに使うこともできる。クーポンのバーコ
ードはユーザの識別情報を含み、ユーザがそのクーポンを利用して指定された製品を購入
すると、システム２００はそのバーコードを認識し、ユーザが必要とすると思われる製品
についての別のクーポンを生成する。別のバージョンはユーザの自宅住所のような秘密情
報を編集して運転免許証をコピーすることができる。このコピーはユーザの身元及び誕生
日が正当であることを確認するには充分であるが、居所を割り出せないことを保障する。
【００６６】
　本発明の実施例に関するこれまでの記述は例示及び説明を目的としてなされてきた。本
発明を余す所なく説明するものであることや、説明された厳密なフォームに本発明を限定
することは意図されない。上記の教示内容に照らせば多くの修正例及び変形例が可能であ
る。本発明の範囲は詳細な説明によっては限定されず、本願の特許請求の範囲によって限
定されることが意図される。当業者に理解されるように、本発明はその精神及び本質的特
長から逸脱せずに他の具体的形態で実現されてもよい。同様にモジュール、ルーチン、特
徴、属性、方法及びその他の形態の特定の名称及び区分は必須でも重大なことでもなく、
本発明又はその特徴を具現化する手法は別の名称、区分及び／又は形態を有してもよい。
更に、関連する技術分野の当業者に明白であるように、本発明に関するモジュール、ルー
チン、特徴、属性、手法及び他の形態はソフトウエアとして、ハードウエアとして、ファ
ームウエアとして又はそれら３者の如何なる組み合わせとしてでも実現可能である。当然
に、例えばモジュールである本発明の要素がソフトウエアとして実現される場所はどこで
あっても、その要素はスタンドアローンプログラムとして、大きなプログラムの一部とし
て、複数の別々のプログラムとして、静的に又は動的にリンクされたライブラリとして、
カーネルローダブルモジュールとして、デバイスドライバとして及び／又はコンピュータ
プログラミングの当業者に既知の又は将来的に知られる全ての手法で及びどの手法ででも
実現可能である。更に本発明は特定のどのプログラミング言語で又は特定のどのオペレー
ティングシステム若しくは環境で実施されるようにも決して限定されない。更に本発明の
開示は、特許請求の範囲に記載される本発明の範囲を限定しない例示であるように意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明による第１実施例のエボリューション書類システムのブロック図である。
【図２】本発明による第２実施例のエボリューション書類システムのブロック図である。
【図３Ａ】本発明の一実施例によるエンコーディングを含む書類例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施例により処理された第２の書類例を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施例により処理された第３の書類例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例によるエボリューション複合機例を示すブロック図である。
【図５】エボリューション複合機のメモリの一例を示すブロック図である。
【図６】本発明によるエボリューション書類を生成及び処理する方法例を示すフローチャ
ートである。
【図７】様々なコードに応答して本発明のエボリューション複合機で実行されるアクショ
ン例を示すフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の一実施例によりエンコードされた書類を生成するためのインターフェ
ースを示す図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施例によりエンコードされた書類に関連する１以上のアクション
を指定するためのインターフェースを示す図である。
【図９】本発明の一実施例によりエンコードされた書類を生成するプリンタドライバを示
す図である。
【図１０】エボリューション書類を複数生成する本発明の動作例を示す図である。
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【図１１】書類のアクション又は期間徒過した状態を示すマーキングを含む本発明の一実
施例による書類例を示す図である。
【図１２】フィールドの位置、バーコード及びフィールドに関連するアクションを表すXM
Lを示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　エボリューションドキュメントシステム
　１０２　エボリューション複合機
　１０４　変換情報
　１０６，１０８，２３０　書類
　１１０　信号線
　１２０，１２４，１２６　コード
　２０２　第１書類データベース
　２０４　第２書類データベース
　２０８　ネットワーク
　２１０　シュレッダ
　２１２　コードスキャナ
　４０２　プロセッサ
　４０４　メインメモリ
　４０６　データストレージデバイス
　４０８　システムバス
　４１０　表示装置
　４１２　キーボード
　４１４　カーソル制御装置
　４１６　ネットワークコントローラ
　４１８　入力／出力装置
　４５０　制御ユニット
　５０２　オペレーティングシステム
　５０４　身元認識モジュール
　５０６　エボリューション書類識別番号及びルーチンのリスト
　５０８　エボリューション書類処理モジュール
　５１０　エボリューション書類作成モジュール
　５１２　イメージバッファ
　５１４　ユーザインターフェースモジュール
　５２０　書類データベース
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