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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得する取得手段と、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報が前記オフセット値に相当する分だけずれた、
前記文書画像上の位置を示す第２の位置情報を生成する情報生成手段と、
　前記第２の位置情報に対応する印刷画像であるコード画像を生成する画像生成手段と、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記コード画像を重ね合わせた
画像を前記媒体に印刷する印刷手段と
を備えたことを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記画像生成手段は、前記文書画像の元となる電子文書又は前記媒体を識別する識別情
報を更に含む前記コード画像を生成することを特徴とする請求項１記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記画像生成手段は、前記第２の位置情報又は前記識別情報を符号化する符号化手段を
備えたことを特徴とする請求項２記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記情報生成手段は、前記第１の位置情報の前記オフセット値に相当する分だけずれる
ことによって空いた部分が、前記コード画像を生成する必要がないことを示す情報で埋め
られた、前記第２の位置情報を生成することを特徴とする請求項１記載の印刷装置。
【請求項５】
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　前記情報生成手段は、前記第１の位置情報を生成して当該第１の位置情報を前記オフセ
ット値に相当する分だけ変更することにより、前記第２の位置情報を生成することを特徴
とする請求項１記載の印刷装置。
【請求項６】
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得する取得手段と、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報を生成する情報生成手段と、
　前記第１の位置情報に対応する印刷画像である第１のコード画像を前記オフセット値だ
け移動させた、前記文書画像上の位置を表す第２の位置情報に対応する印刷画像である第
２のコード画像を生成する画像生成手段と、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記第２のコード画像を重ね合
わせた画像を前記媒体に印刷する印刷手段と
を備えたことを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
　前記画像生成手段は、前記文書画像の元となる電子文書又は前記媒体を識別する識別情
報を更に含む前記第２のコード画像を生成することを特徴とする請求項６記載の印刷装置
。
【請求項８】
　前記画像生成手段は、前記第２の位置情報又は前記識別情報を符号化する符号化手段を
備えたことを特徴とする請求項７記載の印刷装置。
【請求項９】
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得するステップと、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報が前記オフセット値に相当する分だけずれた、
前記文書画像上の位置を示す第２の位置情報を生成するステップと、
　前記第２の位置情報に対応する印刷画像であるコード画像を生成するステップと、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記コード画像を重ね合わせた
画像を前記媒体に印刷するステップと
を含むことを特徴とする印刷方法。
【請求項１０】
　前記第２の位置情報を生成するステップでは、前記第１の位置情報の前記オフセット値
に相当する分だけずれることによって空いた部分が、前記コード画像を生成する必要がな
いことを示す情報で埋められた、当該第２の位置情報を生成することを特徴とする請求項
９記載の印刷方法。
【請求項１１】
　前記第２の位置情報を生成するステップでは、前記第１の位置情報を生成して当該第１
の位置情報を前記オフセット値に相当する分だけ変更することにより、当該第２の位置情
報を生成することを特徴とする請求項９記載の印刷方法。
【請求項１２】
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得するステップと、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報を生成するステップと、
　前記第１の位置情報に対応する印刷画像である第１のコード画像を前記オフセット値だ
け移動させた、前記文書画像上の位置を表す第２の位置情報に対応する印刷画像である第
２のコード画像を生成するステップと、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記第２のコード画像を重ね合
わせた画像を前記媒体に印刷するステップと
を含むことを特徴とする印刷方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得する機能と、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報が前記オフセット値に相当する分だけずれた、
前記文書画像上の位置を示す第２の位置情報を生成する機能と、
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　前記第２の位置情報に対応する印刷画像であるコード画像を生成する機能と、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記コード画像を重ね合わせた
画像を前記媒体に印刷する機能と
を実現させるためのプログラム。
【請求項１４】
　前記第２の位置情報を生成する機能では、前記第１の位置情報の前記オフセット値に相
当する分だけずれることによって空いた部分が、前記コード画像を生成する必要がないこ
とを示す情報で埋められた、当該第２の位置情報を生成することを特徴とする請求項１３
記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記第２の位置情報を生成する機能では、前記第１の位置情報を生成して当該第１の位
置情報を前記オフセット値に相当する分だけ変更することにより、当該第２の位置情報を
生成することを特徴とする請求項１３記載のプログラム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得する機能と、
　前記媒体上の位置を表す第１の位置情報を生成する機能と、
　前記第１の位置情報に対応する印刷画像である第１のコード画像を前記オフセット値だ
け移動させた、前記文書画像上の位置を表す第２の位置情報に対応する印刷画像である第
２のコード画像を生成する機能と、
　前記オフセット値だけオフセットされた前記文書画像に前記第２のコード画像を重ね合
わせた画像を前記媒体に印刷する機能と
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やプリンタ等の印刷装置、この印刷装置にて印刷される印刷媒体等に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、細かなドットが印刷された特殊な用紙に文字や絵を描き、ユーザがこの用紙上に
書いた文字等のデータをパソコンや携帯電話等に転送し、この内容の保存や、メール送信
を可能とする技術が注目されている。この技術では、この特殊な用紙に例えば０.３ｍｍ
程度の間隔にて小さなドットが印刷され、これが例えば所定の大きさのグリッドごとに、
全て異なるパターンを描くように構成されている。これを、例えばデジタルカメラを内蔵
した専用のペンを用いて読み込むことで、この特殊な用紙上に書かれた文字等の位置を特
定することができ、このような文字等を電子情報として利用することが可能となる。
【０００３】
　ここで、公報記載の従来技術として、かかる特殊な用紙上に定形フォームを印刷し、こ
の定形フォーム内の項目を指定することで、その項目に関する詳細情報を参照できるよう
にするものが存在する(例えば、特許文献１参照)。具体的には、用紙上の項目を識別する
情報と、その項目の詳細情報とを関連付けて管理しておき、ユーザが読取装置で読み取っ
た項目に関する詳細情報をユーザ端末に送信するというものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２７０７号公報(第２頁、第６－８図)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、電子情報と紙等の媒体とを関連付けて機能させるためには、電子情報と、
その電子情報に関する画像が印刷された媒体上の位置との対応関係を管理する必要があり
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、かつ、印刷時にその対応関係を明らかにしておく必要がある。
　ところが、電子文書を媒体に印刷する際に、余白、綴じしろ等の印刷パラメータを指定
すると、画像が実際に媒体に印刷される位置が異なってくる。しかも、電子文書の印刷を
指示するアプリケーションプログラム(以下、「アプリケーション」という)の側で印刷パ
ラメータの影響が認識できない場合もある。このような場合、印刷装置が認識する媒体上
の画像の印刷位置が、電子文書の印刷を指示するアプリケーションが印刷時に認識した画
像の印刷位置と一致しなくなり、媒体上で専用ペンが読み取った位置から電子文書におけ
る対応する位置を正確に特定できなくなるという問題点があった。
【０００６】
　上述した特許文献１でも、このような問題点については考慮されていない。即ち、特許
文献１は、アプリケーションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位置とが一
致しなくなるという問題点を解決するための何ら有効な手段を提供するものではなかった
。
【０００７】
　本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的
は、アプリケーションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位置との対応関係
が変化しないような印刷を可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的のもと、本発明では、第一に、位置情報を調整することにより、アプリケー
ションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位置との対応関係が変化しない印
刷を可能にしている。即ち、本発明の第１の印刷装置は、媒体上の文書画像の印刷領域の
位置を特定する特定手段と、媒体の大きさと印刷領域の位置とに基づいて、媒体上の相対
的な位置を表す位置情報を生成する情報生成手段と、位置情報に対応する印刷画像である
コード画像を、少なくとも印刷領域内に生成する画像生成手段と、文書画像とコード画像
とを重ね合わせた画像を媒体に印刷する印刷手段とを備えている。
【０００９】
　また、第二に、コード画像の生成位置を調整することにより、アプリケーションが認識
した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位置との対応関係が変化しない印刷を可能にし
ている。即ち、本発明の第２の印刷装置は、媒体上の文書画像の印刷領域の位置を特定す
る特定手段と、媒体の大きさに基づいて媒体上の位置を表す位置情報を生成する情報生成
手段と、印刷領域の位置に基づいて位置情報に対応する印刷画像であるコード画像を生成
する画像生成手段と、文書画像とコード画像とを重ね合わせた画像を媒体に印刷する印刷
手段とを備えている。
【００１０】
　更に、本発明は、特殊な印刷がなされた印刷媒体として捉えることもできる。その場合
、本発明の印刷媒体は、文書画像と、コード画像とが印刷され、文書画像の特定の部分が
オフセットされて印刷された箇所に、その文書画像におけるその特定の部分の位置を表す
コード画像が重畳して印刷されたものである。
【００１１】
　更にまた、本発明は、アプリケーションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印
刷位置との対応関係が変化しない印刷を可能にする方法として捉えることもできる。その
場合、本発明の印刷方法は、文書画像を媒体に印刷する際のオフセット値を取得するステ
ップと、オフセット値に基づいて、文書画像上の位置を表す位置情報に対応するコード画
像を生成するステップと、文書画像とコード画像とを重ね合わせた合成画像を生成するス
テップと、合成画像を媒体に印刷するステップとを含んでいる。
【００１２】
　一方、本発明は、所定の機能をコンピュータに実現させるためのプログラムとして捉え
ることもできる。その場合、本発明のプログラムは、コンピュータに、文書画像を媒体に
印刷する際のオフセット値を取得する機能と、オフセット値に基づいて、文書画像上の位
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置を表す位置情報に対応するコード画像を生成する機能と、文書画像とコード画像とを重
ね合わせた合成画像を生成する機能とを実現させるためのものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、アプリケーションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位
置との対応関係が変化しないような印刷が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態(以下、「実施の形態
」という)について詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態が適用されるシステムの構成の一例を示したものである。このシ
ステムは、少なくとも、電子文書の印刷を指示する端末装置１００と、電子文書を印刷す
る際に媒体面に付与する識別情報を管理しこの識別情報等を表すコード画像を含む画像を
生成する識別情報管理サーバ２００と、電子文書を管理する文書管理サーバ３００と、識
別情報管理サーバ２００が生成した画像を媒体面に印刷する画像形成装置４００とがネッ
トワーク９００に接続されることにより構成されている。
【００１５】
　また、識別情報管理サーバ２００には、識別情報を記憶する記憶装置としての識別情報
リポジトリ２５０が接続され、文書管理サーバ３００には、電子文書を記憶する記憶装置
としての文書リポジトリ３５０が接続されている。
　更に、このシステムは、画像形成装置４００にて出力される印刷物５００と、印刷物５
００に文字又は図形を記録し、その文字又は図形の軌跡を読み取るペンデバイス６００と
を含む。また、ネットワーク９００には、ペンデバイス６００により読み取られた軌跡を
、必要に応じて電子文書と重ね合わせて表示する端末装置７００も接続されている。
【００１６】
　以下、本システムの動作の概略を説明する。
　まず、端末装置１００は、識別情報管理サーバ２００に対し、文書リポジトリ３５０に
て管理されている電子文書の画像にコード画像を重畳して印刷するよう指示する(Ａ)。こ
のとき、端末装置１００からは、用紙サイズ、用紙方向、余白、綴じしろ、センタリング
等の印刷パラメータも入力される。
　これにより、識別情報管理サーバ２００は、印刷を指示された電子文書を文書管理サー
バ３００から取得する(Ｂ)。そして、取得した電子文書の画像に対し、識別情報リポジト
リ２５０にて管理されている識別情報と、印刷パラメータに応じて決定された位置情報と
を表すコード画像を付与し、画像形成装置４００にその印刷を指示する(Ｃ)。尚、ここで
、識別情報とは、電子文書又は媒体(面)を一意に識別するための情報であり、位置情報と
は、媒体面上の座標(Ｘ座標、Ｙ座標)を特定するための情報である。
【００１７】
　このように識別情報管理サーバ２００から印刷指示を受けると、画像形成装置４００は
、印刷物５００を出力する(Ｄ)。
　尚、画像形成装置４００は、後で詳しく述べるが、識別情報管理サーバ２００で付与さ
れたコード画像を赤外光の吸収率が所定の基準よりも高い不可視トナーを用いて形成し、
その他の画像(オリジナルの電子文書に含まれていた部分の画像)を赤外光の吸収率が所定
の基準よりも低い可視トナーを用いて形成するものとする。
【００１８】
　一方、ユーザが、ペンデバイス６００を用いて印刷物５００に文字又は図形を記録(筆
記)したとする(Ｅ)。これにより、ペンデバイス６００は、一定の時間間隔で、印刷物５
００から識別情報及び位置情報を得る。具体的には、ペンデバイス６００の赤外光照射機
能及び赤外光検知機能によりこれらの情報を読み取る。
　そして、ペンデバイス６００は、位置情報に基づいて求めた文字又は図形の軌跡情報と
、識別情報とを、無線又は有線により端末装置７００へ転送する(Ｆ)。
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【００１９】
　その後、端末装置７００は、識別情報管理サーバ２００に識別情報を送信することによ
り、この識別情報に対応する電子文書の送信を要求する。識別情報管理サーバ２００は、
この要求を受けると、文書管理サーバ３００から識別情報に対応する電子文書を取得し、
端末装置７００に送信する(Ｇ)。その結果、端末装置７００には、識別情報管理サーバ２
００から送られた電子文書と、ペンデバイス６００から得られた軌跡とが合成され表示さ
れる。
【００２０】
　以上、本実施の形態が適用されるシステムについて述べたが、このような構成及び動作
はあくまで一例に過ぎない。例えば、識別情報管理サーバ２００の機能と文書管理サーバ
３００の機能とを１台のサーバに持たせてもよい。また、識別情報管理サーバ２００の機
能を画像形成装置４００の図示しない画像処理部にて実現してもよい。更に、端末装置１
００と７００は、同一の端末装置としてもよい。
　また、本明細書では、「電子文書」の文言を用いるが、これは、テキストを含む「文書
」を電子化したデータのみを意味するものではない。例えば、絵、写真、図形等の画像デ
ータ(ラスタデータかベクターデータかによらない)、その他の印刷可能な電子データも含
めて「電子文書」としている。
【００２１】
　ところで、このようなシステム構成を概念的に示すと、図２のようになる。
　即ち、本システムは、印刷指示部１１と、パラメータ取得部２２と、位置情報生成部２
３と、コード画像生成部２４と、印刷制御部２５と、印刷部４０とを含む。
　このうち、印刷指示部１１は、パラメータ取得部２２に電子文書と印刷パラメータとを
送ることにより、印刷指示を行う。この印刷指示部１１は、図１では、端末装置１００に
相当するが、その他のいかなる装置にて実現されてもよい。
【００２２】
　また、パラメータ取得部２２は、印刷指示部１１から印刷指示を受け取り、電子文書の
画像を印刷すべき領域(以下、「印刷領域」という)の位置を計算する。そして、印刷領域
の位置を示す情報(以下、「領域情報」という)と電子文書と印刷パラメータとを位置情報
生成部２３に送る。尚、このパラメータ取得部２２は、印刷パラメータを解釈して印刷領
域の位置を特定するという観点から、特定手段として捉えることができる。
【００２３】
　位置情報生成部２３は、パラメータ取得部２２から受け取った領域情報とプリンタデバ
イスの情報とに基づいて位置情報を生成する。そして、生成した位置情報と電子文書と印
刷パラメータとをコード画像生成部２４に送る。或いは、位置情報生成部２３は、プリン
タデバイスの情報のみに基づいて位置情報を生成するようにしてもよい。尚、この位置情
報生成部２３は、位置情報等の情報を生成するという観点から、情報生成手段として捉え
ることができる。
　コード画像生成部２４は、位置情報生成部２３が領域情報とプリンタデバイスの情報と
に基づいて位置情報を生成した場合は、その位置情報から、実際に印刷されるコード画像
を生成する。そして、このコード画像と電子文書を印刷制御部２５に送る。或いは、コー
ド画像生成部２４は、位置情報生成部２３がプリンタデバイスの情報のみに基づいて位置
情報を生成した場合は、その位置情報と、位置情報生成部２３から取得した領域情報とに
基づいて、コード画像を生成する。尚、このコード画像生成部２４は、コード画像等の画
像を生成するという観点から、画像生成手段として捉えることができる。
【００２４】
　印刷制御部２５は、印刷パラメータを解釈し、受け取ったコード画像と電子文書の画像
を重ね合わせて印刷用の画像を生成する。そして、印刷用の画像を印刷部４０に送る。
　尚、パラメータ取得部２２、位置情報生成部２３、コード画像生成部２４、印刷制御部
２５は、図１では、識別情報管理サーバ２００にて実現されるが、その他のいかなる装置
にて実現されてもよい。
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　また、これらの機能は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することにより実現
される。即ち、印刷指示部１１、パラメータ取得部２２、位置情報生成部２３、コード画
像生成部２４、印刷制御部２５の各機能について、その機能を実現する装置の図示しない
ＣＰＵが、その機能を実現するプログラムを外部記憶装置から主記憶装置に読み込んで処
理を行う。
【００２５】
　一方、印刷部４０は、与えられた画像に基づいて媒体に印刷を行うプリンタ等であり、
図１では、画像形成装置４００に相当する。
　尚、ここでは、印刷指示部１１が印刷指示として電子文書を送信してこれが印刷制御部
２５まで渡され、印刷制御部２５にて画像化されてコード画像と重畳されるようにしたが
、印刷指示として電子文書を必ずしも含まなくてもよい。例えば、紙の原稿をスキャナ読
取りしてデジタル化した文書画像を印刷指示として入力し、印刷制御部２５では、この文
書画像とコード画像を重畳するようにしてもよい。
【００２６】
　次に、図２のシステムの動作について、より詳細に説明する。
　本システムでは、印刷指示部１１が、まず、パラメータ取得部２２に対し、印刷パラメ
ータを伴う印刷指示を行う。
　図３は、この印刷パラメータの一例を示した図である。以下、図３の各パラメータにつ
いて説明する。
　パラメータ「ＯＲＩＥＮＴＡＴＩＯＮ」は、用紙方向を指定するためのものである。用
紙方向としては、長手方向が縦軸と一致するような方向を示す「ＰＯＲＴＲＡＩＴ」と、
短手方向が縦軸と一致するような方向を示す「ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ」とがあるが、ここで
は、前者を指定している。
　パラメータ「ＰＡＰＥＲＳＩＺＥ」は、用紙サイズを指定するためのものである。例え
ば、「Ａ０」～「Ａ５」等のサイズを指定することができる。
【００２７】
　パラメータ「ＰＡＰＥＲＬＥＮＧＴＨ」は、用紙の縦方向の長さを指定するためのもの
であり、パラメータ「ＰＡＰＥＲＷＩＤＴＨ」は、用紙の横方向の長さを指定するための
ものであり、単位は「ｍｍ」である。尚、これらのパラメータは、上述したパラメータ「
ＰＡＰＥＲＳＩＺＥ」に規格サイズが指定された場合には必要ではない。しかし、パラメ
ータ「ＰＡＰＥＲＳＩＺＥ」に規格サイズを指定せず、用紙サイズを用紙の縦方向及び横
方向の長さで直接指定する場合も考えられるので、これらのパラメータを設けている。
　パラメータ「ＳＣＡＬＥ」は、拡縮倍率を指定するためのものであり、単位は「％」で
ある。尚、本実施の形態では、簡単のため、このパラメータには常に「１００」が指定さ
れているものとし、拡大縮小については考えないことにする。
　パラメータ「ＢＩＮＤＩＮＧＭＡＲＧＩＮ」は、綴じしろの幅を指定するためのもので
あり、単位は「ｍｍ」である。
　尚、図３に示したものはあくまで一例であり、通常考えられる種々の印刷パラメータを
印刷指示部１１からパラメータ取得部２２へ送るようにしてもよい。
【００２８】
　以上説明したような印刷パラメータのうち、例えば、綴じしろの幅を指定するための「
ＢＩＮＤＩＮＧＭＡＲＧＩＮ」により、アプリケーションが認識する画像の印刷位置と、
実際の媒体上での印刷位置とにずれが生ずることがある。
　このような場合に、本実施の形態では、これらの印刷位置が一致するように、位置情報
の生成処理又はコード画像の生成処理に変更を加えている。
【００２９】
　まず、本実施の形態におけるコード画像の生成について、その概略を説明する。
　本実施の形態は、印刷パラメータで綴じしろが指定された場合に文書画像の位置ずれ(
オフセット)を吸収するコード画像を生成するものであるが、理解を容易にするため、ま
ず、綴じしろが指定されなかった場合について説明しておく。
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　図４は、綴じしろが指定されず、オフセットが発生しない場合のコード画像の生成につ
いて示した図である。
　このうち、図４(ａ)は、文書画像が印刷される領域(印刷領域)内の位置情報を示す。
　本実施の形態では、後述するように、３ｍｍ×３ｍｍ程度のセルが１つの位置情報を含
むので、Ａ４サイズの用紙には、７０個×９９個程度の位置情報が含まれることになるが
、ここでは、説明を簡単にするため、１枚の用紙が４個×６個の位置情報を含むものとす
る。そして、各位置情報は、４桁の数値で表現され、このうち、先頭の２桁が横方向の座
標を表し、残りの２桁が縦方向の座標を表すものとする。
【００３０】
　この位置情報をコード画像へ変換すると、図４(ｂ)に示すようになる。
　図４(ｂ)では、文書画像を文字「あいうえおか」で示し、コード画像を斜線で示してい
る。即ち、綴じしろの指定がない場合、印刷領域の全面に位置情報が割り当てられ、コー
ド画像が生成されることになる。尚、図４(ｂ)において、コード画像の各セル内の数字は
、各セルに対応する位置情報を示すためのものであり、実際には印刷されない。
【００３１】
　次に、綴じしろが指定された場合のコード画像の生成について説明する。
　図５は、綴じしろが指定された場合に、位置情報を調整することでオフセットを吸収す
る第１の方法について示した図である。
　この例では、１セルに相当する幅の綴じしろが指定され、印刷領域は１セル分右側にず
れているものとする。そこで、図５(ａ)に示すように、位置情報において、最も左側の１
セル分には、その位置にコード画像を生成する必要がないことを示す特殊なコード(図で
は「００００」)を割り当て、それ以降は通常のコードを割り当てるようにする。
【００３２】
　この位置情報をコード画像へ変換すると、図５(ｂ)に示すようになる。
　図５(ｂ)でも、文書画像を文字「あいうえおか」で示し、コード画像を斜線で示してい
る。即ち、左側の１セル分には、コード画像が印刷されず、文書画像が印刷される領域の
みにコード画像が印刷されている。尚、図５(ｂ)においても、コード画像の各セル内の数
字は、各セルに対応する位置情報を示すためのものであり、実際には印刷されない。
　このように、図５の例では、綴じしろが指定された場合に、その綴じしろに相当する領
域に無効な位置情報を割り当てることで、文書画像とコード画像との対応関係が、綴じし
ろが指定されない図４の場合と同様になるようにしている。
【００３３】
　また、図６は、綴じしろが指定された場合に、位置情報を調整することでオフセットを
吸収する第２の方法について示した図である。
　この例では、まず、図６(ａ)に示すように、綴じしろが指定されない場合と同様の位置
情報を生成する。各位置情報は、４桁の数値で表現され、このうち、先頭の２桁が横方向
の座標を表し、残りの２桁が縦方向の座標を表している。そして、この例でも、１セルに
相当する幅の綴じしろが指定され、印刷領域は１セル分右側にずれているものとする。そ
こで、図６(ｂ)では、全ての位置情報について、横方向の座標を表す先頭の２桁を１セル
分小さくしている。
【００３４】
　この位置情報をコード画像へ変換すると、図６(ｃ)に示すようになる。
　図６(ｃ)でも、文書画像を文字「あいうえおか」で示し、コード画像を斜線で示してい
る。即ち、コード画像が印刷される領域は変わらないが、各セルに印刷される位置情報は
綴じしろで指定された分だけ小さくなっている。ここでは、綴じしろは１セル分なので、
各位置情報は１セル分だけ小さな値となっている。こうすることで、文書画像とコード画
像との対応関係が、綴じしろが指定されない図４の場合と同様になるようにしている。
　尚、この例によれば、文書画像が印刷される領域だけでなく、綴じしろの領域にもコー
ド画像が印刷されることとなる。これにより、文書画像の上から手書きした文字等だけで
なく、綴じしろにまではみ出して手書きした文字等も電子情報として保存することができ
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るようになる。
【００３５】
　更に、図７は、綴じしろが指定された場合に、コード画像の生成位置を調整することで
オフセットを吸収する方法について示した図である。
　この例では、まず、図７(ａ)に示すように、綴じしろが指定されない場合と同様の位置
情報を生成する。各位置情報は、４桁の数値で表現され、このうち、先頭の２桁が横方向
の座標を表し、残りの２桁が縦方向の座標を表している。そして、この例でも、１セルに
相当する幅の綴じしろが指定され、印刷領域は１セル分右側にずれているものとする。こ
の場合、コード画像生成部２４は印刷パラメータを参照し、コード画像を生成する位置を
指定された綴じしろと同じ量だけ移動させてコード画像を生成する。この処理により、図
７(ｂ)では、コード画像を生成する位置を１セル分右に移動させている。これにより、綴
じしろにはコード画像を印刷せず、文書画像上の位置とコード画像により示される位置と
が一致することとなる。
【００３６】
　次に、図２に示した構成により、以上のような印刷を行う際の詳細な動作を説明する。
尚、この動作の説明では、用紙の短手方向をＸ方向とし、長手方向をＹ方向とする。
　図８は、パラメータ取得部２２の動作を示したフローチャートである。
　まず、パラメータ取得部２２は、印刷指示部１１から用紙方向と綴じしろの指定値を取
得する(ステップ２０１)。そして、綴じしろが指定されているかどうか判定する(ステッ
プ２０２)。
　その結果、綴じしろが指定されていなければ、そのまま処理は終了するが、綴じしろが
指定されていれば、用紙方向が縦かどうかを判定する(ステップ２０３)。そして、用紙方
向が縦(ＰＯＲＴＲＡＩＴ)であれば、Ｘ方向のオフセットを計算し(ステップ２０４)、用
紙方向が横(ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ)であれば、Ｙ方向のオフセットを計算する(ステップ２
０５)。
【００３７】
　また、図９は、位置情報生成部２３の動作を示したフローチャートである。
　このうち、図９(ａ)は、図５に示した例における位置情報生成部２３の動作を示したも
のである。
　この場合、位置情報生成部２３は、まず、用紙サイズから余白領域及び綴じしろを減算
して印刷領域を求める(ステップ２１１)。
　次に、この印刷領域に対する位置情報を生成する(ステップ２１２)。
　そして、最後に、綴じしろに対する特殊なコードを付加する(ステップ２１３)。
【００３８】
　図９(ｂ)は、図６に示した例における位置情報生成部２３の動作を示したものである。
　この場合、位置情報生成部２３は、まず、用紙サイズから余白領域を減算し、コード画
像が印刷される領域を求める(ステップ２１４)。
　次に、綴じしろの位置及び面積をもとに位置情報の補正値を求める(ステップ２１５)。
　そして、最後に、コード画像が印刷される領域と補正値をもとに位置情報を生成する(
ステップ２１６)。
　尚、先に述べた図６に関する説明では、コード画像が印刷される領域に対する位置情報
を生成し、その後、綴じしろの位置及び面積に応じた値を位置情報から減算することとし
た。このような方法でも動作は可能であるが、位置情報の量が増えた場合の効率を考える
と、図９(ｂ)に示したような方法が望ましい。
【００３９】
　一方、図９(ｃ)は、図７に示した例における位置情報生成部２３の動作を示したもので
ある。
　この場合、位置情報生成部２３は、まず、用紙サイズから余白領域及び綴じしろを減算
して印刷領域を求める(ステップ２１７)。
　次に、この印刷領域に対する位置情報を生成する(ステップ２１８)。
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【００４０】
　次に、コード画像生成部２４について詳細に説明する。
　図１０は、コード画像生成部２４の機能構成を示したブロック図である。
　図示するように、コード画像生成部２４は、位置情報入力部２４１と、位置情報符号化
部２４２と、系列格納部２４３と、識別情報入力部２４４と、識別情報符号化部２４５と
、コード配列生成部２４６と、パターン画像生成部２４７と、パターン格納部２４８と、
コード画像出力部２４９とを備えている。
　このうち、位置情報入力部２４１は、コード画像として媒体面に印刷すべき位置情報を
取得する。
　位置情報符号化部２４２は、取得した位置情報に対応するＸ方向及びＹ方向の長さ(位
置の符号化が必要な長さ)の系列を、系列格納部２４３から取り出し、符号化位置情報(位
置コード)を生成する。
【００４１】
　系列格納部２４３には、所定の長さの疑似雑音系列(Ｍ系列)が格納されている。ここで
、Ｍ系列は、ｋ段の線形シフトレジスタで生成できる最大周期の系列であり、その周期は
２ｋ－１である。また、Ｍ系列中の任意の位置から取り出した連続するｋビットの部分系
列がＭ系列中に１度しか現われないという性質を持っている。
　この性質により、連続したｋビットの部分系列のＭ系列中での位置を特定でき、これを
位置検出に応用することができる。つまり、部分系列ごとに座標値を予め対応させておけ
ば、部分系列を検出することで座標値に変換できる。
【００４２】
　例えば、系列長２０４７のＭ系列(ｋ＝１１の場合)を採用し、７ドット×７ドットのビ
ットパターン画像を用いて６００ｄｐｉで各ビットを印刷したとする。この場合、６００
ｄｐｉの１ドットは０．０４２３ｍｍなので、０．０４２３ｍｍ×７×２０４７≒６０６
ｍｍとなり、Ａ２サイズまでの媒体面における位置を符号化できることとなる。
　尚、系列格納部２４３に格納されたＭ系列は、予め定められたものでもよいし、印刷装
置ごとに異なるものでもよい。また、外部から系列を設定可能に構成することもできる。
　また、位置情報生成部２３が生成した位置情報の個数が、Ｘ方向にＰ個、Ｙ方向にＱ個
とすると、位置情報符号化部２４２は、系列格納部２４３から、Ｘ方向用のＭ系列として
Ｐ×ｋビット以上の系列長を持つＭ系列を、Ｙ方向用のＭ系列としてＱ×ｋビット以上の
系列長を持つＭ系列を、それぞれ取り出すものとする。但し、復号装置の構成を簡略化す
るために、Ｘ方向用のＭ系列とＹ方向用のＭ系列は、同じ系列を使用することが望ましい
。
【００４３】
　一方、識別情報入力部２４４は、コード画像として媒体面に印刷すべき電子文書の識別
情報又は媒体(面)の識別情報を取得する。
　識別情報符号化部２４５は、取得した識別情報をＲＳ符号等の既知の誤り訂正符号によ
り符号化し、符号化識別情報(識別コード)を生成する。例えば、ブロックビット長が５ビ
ットの識別情報をＲＳ(１６，１０)符号により符号化したとする。即ち、符号長が１６ブ
ロック、情報ブロック長が１０ブロック、誤り訂正可能なブロックが３ブロックの場合で
ある。この場合、ＲＳ符号に５０ビット(５ビット/ブロック×１０ブロック)の情報を埋
め込むことができる。この５０ビットにより識別情報を表すとすると、約１１２６兆種類
の電子文書又は媒体(面)の識別が可能となる。
【００４４】
　コード配列生成部２４６は、位置コード及び識別コードから２次元のコード配列を生成
する。尚、コード配列の具体例については後述する。
　パターン画像生成部２４７は、コード配列の各値を参照して、対応するビットパターン
画像を配置する。
　パターン格納部２４８には、パターン画像生成部２４７から読み出されるビットパター
ン画像が格納されている。尚、ビットパターン画像の具体例についても後述する。
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　コード画像出力部２４９は、ビットパターン画像が配置された画像をコード画像として
出力する。上述したように、Ｍ系列(ｋ＝１１)とＲＳ符号とを使用することで、Ａ２サイ
ズの約１１２６兆枚に相当する面積を符号化できる。
【００４５】
　ここで、コード配列生成部２４６で生成されるコード配列について説明する。
　図１１は、そのようなコード配列の一例を示したものである。
　コード配列生成部２４６では、位置コードと識別コードとが２次元配列上に配置される
。尚、２次元配列の大きさは、２次元配列上のコードを、後述するビットパターン画像に
置き換えたときに印刷する領域よりも大きくなる程度のものであればよい。即ち、コード
配列生成部２４６は、用紙サイズの２次元配列を生成してもよいし、用紙サイズよりも大
きなサイズの２次元配列を生成してもよい。
【００４６】
　図１１(ａ)において、識別コードは、識別コード部２５１に配置される。また、識別コ
ード部２５１の外周の位置コード部２５２には、Ｍ系列で符号化された位置コードが配置
される。更に、各コードの位置を特定するための同期コードが、位置コード部２５２の外
周の同期コード部２５３に配置される。但し、この同期コードは必須ではなく、各コード
に含まれる特徴的なビットの並びにより各コードの位置を特定できるのであれば、同期コ
ードを設けない構成も考えられる。
　そして、図１１(ａ)に示したセルを２次元に配置することにより、図１１(ｂ)に示すよ
うな２次元のコード配列が生成される。尚、識別コードは、同期コードで囲まれた全ての
セルについて同じものが配置されるが、位置コードは、それぞれのセルにおいて異なる。
即ち、各セルの位置コード部２５２には、前述したＭ系列から取り出したｋビットに相当
する部分的な情報が格納されている。
【００４７】
　次に、パターン格納部２４８に格納されるビットパターン画像について説明する。
　図１２(ａ)～(ｄ)は、そのようなビットパターン画像の例を示したものである。
　図１２において、破線で示した矩形の最小単位が、画像(例えば６００ｄｐｉ)の１ドッ
トを示している。即ち、ビットパターン画像は、７ドット×７ドットを一単位として構成
されている。６００ｄｐｉの１ドットは０．０４２３ｍｍなので、７ドット×７ドットは
、０．３ｍｍ×０．３ｍｍ程度の大きさとなる。また、ビットパターン画像の解像度は、
約８６ｄｐｉ(＝６００ｄｐｉ÷７ｄｏｔ)となる。
【００４８】
　図１２の例では、同図(ａ)のパターン０から同図(ｄ)のパターン３によって、それぞれ
ビット値の０から３を表現する。従って、１つのビットパターンで２ビット(４種)の情報
を符号化できる。コード画像をこのようなビットパターンで構成することによって、媒体
面にデジタル情報を画像として埋め込むことができる。
　尚、ビットパターンの形状は、上記に限るものではない。即ち、ドットのＯＮ(ビット
１)/ＯＦＦ(ビット０)により符号化する方法や、特許文献１のようにドットを仮想基準点
からずらす方向によりビット値を符号化する方法等を用いてもよい。
【００４９】
　また、本実施の形態において、このビットパターン画像は、例えば、可視光領域(４０
０ｎｍ～７００ｎｍ)における最大吸収率が例えば７％以下であり、近赤外領域(８００ｎ
ｍ～１０００ｎｍ)における吸収率が例えば３０％以上の不可視トナーによって形成され
る。また、この不可視トナーは、画像の機械読み取りのために必要な近赤外光吸収能力を
高めるために、平均分散径は１００ｎｍ～６００ｎｍの範囲のものが採用される。
　ここで、「可視」及び「不可視」は、目視により認識できるかどうかとは関係しない。
印刷された媒体に形成された画像が可視光領域における特定の波長の吸収に起因する発色
性の有無により認識できるかどうかで「可視」と「不可視」とを区別している。
【００５０】
　次に、印刷部４０について詳細に説明する。
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　図１３は、印刷部４０の構成例を示した図である。図１３に示す印刷部４０は、所謂タ
ンデム型の装置であって、例えば、電子写真方式にて各色成分のトナー像が形成される複
数の画像形成ユニット４１(４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、４１Ｉ)、各画像形成ユニ
ット４１にて形成された各色成分トナー像を順次転写(一次転写)して保持させる中間転写
ベルト４６、中間転写ベルト４６上に転写された重ね画像を用紙(媒体)Ｐに一括転写(二
次転写)させる二次転写装置４１０、二次転写された画像を用紙Ｐ上に定着させる定着装
置４４０を備えている。
【００５１】
　この印刷部４０では、常用色(通常色)であるイエロー(Ｙ)、マゼンタ(Ｍ)、シアン(Ｃ)
のトナー像を形成する画像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃの他に、赤外に吸収を持
たない黒(Ｋ)のトナー像を形成する画像形成ユニット４１Ｋ、不可視のトナー像を形成す
る画像形成ユニット４１Ｉがタンデムを構成する画像形成ユニットの一つとして設けられ
ている。
　また、画像形成ユニット４１Ｉでは、画像形成ユニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１
Ｋで使用されるＹトナー、Ｍトナー、Ｃトナー、Ｋトナーよりも赤外光の吸収が多い色材
が使用される。このような色材としては、例えば、バナジルナフタロシアニンを含む色材
が挙げられる。尚、画像形成ユニット４１Ｋで使用されるＫトナーは、コード画像の検出
をより容易にするために、画像形成ユニット４１Ｉで使用する色材より赤外光の吸収が少
ない色材を使用するのが望ましいが、カーボンを含む色材のように、一般的に使用されて
いる赤外光を吸収する色材を使用することもできる。
【００５２】
　本実施の形態において、各画像形成ユニット４１(４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、
４１Ｉ)は、矢印Ａ方向に回転する感光体ドラム４２の周囲に、これらの感光体ドラム４
２を帯電させる帯電器４３、感光体ドラム４２上に静電潜像を書き込むレーザ露光器４４
(図中露光ビームを符号Ｂｍで示す)、各色成分トナーが収容されて感光体ドラム４２上の
静電潜像をトナーにより可視像化する現像器４５、感光体ドラム４２上に形成された各色
成分トナー像を中間転写ベルト４６に転写する一次転写ロール４７、感光体ドラム４２上
の残留トナーを除去するドラムクリーナ４８等の電子写真用デバイスが順次配設されてい
る。これらの画像形成ユニット４１は、中間転写ベルト４６の上流側から、黄(Ｙ色)、マ
ゼンタ(Ｍ色)、シアン(Ｃ色)、黒(Ｋ色)、不可視(Ｉ色)の順に配置されている。
【００５３】
　また、中間転写ベルト４６は、各種ロールによって図に示す矢印Ｂ方向に回動可能に構
成されている。この各種ロールとして、図示しないモータにより駆動されて中間転写ベル
ト４６を回動させる駆動ロール４１５、中間転写ベルト４６に対して一定の張力を与える
と共に中間転写ベルト４６の蛇行を防止する機能を備えたテンションロール４１６、中間
転写ベルト４６を支持するアイドルロール４１７、及び、バックアップロール４１２(後
述)を有している。
【００５４】
　また、一次転写ロール４７には、トナーの帯電極性と逆極性の電圧が印加されるように
なっており、これにより各々の感光体ドラム４２上のトナー像が中間転写ベルト４６に順
次、静電吸引され、中間転写ベルト４６上に重ねトナー像が形成されるようになっている
。更に、二次転写装置４１０は、中間転写ベルト４６のトナー像担持面側に圧接配置され
る二次転写ロール４１１と、中間転写ベルト４６の裏面側に配置されて二次転写ロール４
１１の対向電極をなすバックアップロール４１２とを備えており、このバックアップロー
ル４１２には二次転写バイアスが安定的に印加される金属製の給電ロール４１３が当接配
置されている。そして、二次転写ロール４１１には、二次転写ロール４１１に付着した汚
れを除去するブラシロール４１４が接触配置されている。
　また、二次転写ロール４１１の下流側には二次転写後の中間転写ベルト４６の表面をク
リーニングするベルトクリーナ４２１が設けられている。
【００５５】
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　更に、本実施の形態では、用紙搬送系として、用紙Ｐを収容する用紙トレイ４３０、こ
の用紙トレイ４３０に集積された用紙Ｐを所定のタイミングで取り出して搬送するピック
アップロール４３１、ピックアップロール４３１にて繰り出された用紙Ｐを搬送する搬送
ロール４３２、搬送ロール４３２により搬送された用紙Ｐを二次転写装置４１０による二
次転写位置へと送り込む搬送シュート４３３、二次転写後の用紙Ｐを定着装置４４０へと
搬送する搬送ベルト４３４を備えている。
【００５６】
　次に、この印刷部４０の作像プロセスについて説明する。ユーザによりスタートスイッ
チ(図示せず)がオン操作されると、所定の作像プロセスが実行される。具体的に述べると
、例えばこの印刷部４０をカラープリンタとして構成する場合には、ネットワーク９００
から送信されたデジタル画像信号をメモリに一時的に蓄積し、その蓄積されている５色(
Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ、Ｉ)のデジタル画像信号に基づいて各色のトナー像形成を行わせるよう
にする。
【００５７】
　即ち、画像処理によって得られた各色の画像記録信号に基づいて画像形成ユニット４１
(４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、４１Ｉ)をそれぞれ駆動する。そして、各画像形成ユ
ニット４１Ｙ、４１Ｍ、４１Ｃ、４１Ｋ、４１Ｉでは、帯電器４３により一様に帯電され
た感光体ドラム４２に対し、画像記録信号に応じた静電潜像が、レーザ露光器４４により
それぞれ書き込まれる。また、書き込まれた各静電潜像を各色のトナーが収容される現像
器４５により現像して各色のトナー像が形成される。
【００５８】
　そして、各感光体ドラム４２に形成されたトナー像は、各感光体ドラム４２と中間転写
ベルト４６とが接する一次転写位置で、一次転写ロール４７により印加される一次転写バ
イアスにより感光体ドラム４２から中間転写ベルト４６の表面に一次転写される。このよ
うにして中間転写ベルト４６に一次転写されたトナー像は中間転写ベルト４６上で重ね合
わされ、中間転写ベルト４６の回動に伴って二次転写位置へと搬送される。
【００５９】
　一方、用紙Ｐは、所定のタイミングで二次転写装置４１０の二次転写位置へと搬送され
、中間転写ベルト４６(バックアップロール４１２)に対して二次転写ロール４１１が用紙
Ｐをニップする。そして、二次転写ロール４１１とバックアップロール４１２との間に形
成される二次転写電界の作用で、中間転写ベルト４６に担持された重ねトナー像が用紙Ｐ
に二次転写される。
　その後、トナー像が転写された用紙Ｐは、搬送ベルト４３４によって定着装置４４０へ
と搬送され、トナー像の定着が行われる。一方、二次転写後の中間転写ベルト４６は、ベ
ルトクリーナ４２１によって残留トナーが除去される。
【００６０】
　次に、本実施の形態が適用されるシステムの別の例について説明する。
　図１４は、このような別のシステムの構成を示したものである。
　このシステムは、端末装置１００と、文書管理サーバ３００と、画像形成装置４００と
、ペンデバイス６００とを含んでいる。そして、このシステムにおいて、端末装置１００
は、図１の端末装置１００と端末装置７００を兼ねている。また、文書管理サーバ３００
は、図１の識別情報管理サーバ２００の機能のうち、電子文書とコード情報の対応を管理
する機能を有している。更に、画像形成装置４００は、図１の画像形成装置４００の機能
に加え、図１の識別情報管理サーバ２００の機能うち、文書画像とコード画像を重畳した
画像を生成する機能も有している。
　以下、各装置の構成について詳細に説明する。
【００６１】
　まず、端末装置１００は、印刷指示部１１と、アプリケーション制御部１２とを有して
いる。
　印刷指示部１１は、画像形成装置４００に対し、電子文書の印刷を指示する。その際、
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余白、Ｎアップ、拡縮倍率等の印刷パラメータを指定する。
　アプリケーション制御部１２は、既存のアプリケーションで文書を開き所定の位置でマ
ウスをクリックした場合と同様のイベントをアプリケーションに送る。例えば、電子会議
システムのアプリケーション共有のように、アプリケーションを操作するものである。そ
の際、アプリケーション制御部１２は、情報蓄積部３３に蓄積されているコード情報を用
いて位置の算出を行う。即ち、媒体上の特定の位置をペンデバイス６００でタップすると
、媒体上のその位置に対応するアプリケーションのウィンドウ内の位置をマウスの左ボタ
ンでクリックした時と同じようなイベントをアプリケーションへ送る。
【００６２】
　また、文書管理サーバ３００は、電子文書管理部３１と、軌跡記録部３２と、情報蓄積
部３３とを有している。
　電子文書管理部３１は、印刷した電子文書と電子文書に割り付けたコード情報を対応付
けて管理する。また、アプリケーション制御部１２からの要求に応じ、媒体上から読み取
ったコード情報に対応する電子文書と位置情報を情報蓄積部３３から読み出して返す。
　軌跡記録部３２は、コード情報に含まれる位置情報に基づいてペンデバイス６００の移
動の軌跡を解析することにより、ペンデバイス６００の移動情報を記録する。この移動情
報は、媒体に対応する電子文書と重ね合わせて表示することにより、電子文書上に再現さ
れる。
　情報蓄積部３３は、電子文書とコード情報の対応を蓄積する記憶装置である。
【００６３】
　更に、画像形成装置４００は、通信部４５１と、パラメータ取得部４５２と、位置情報
生成部４５３と、コード画像生成部４５４と、印刷制御部４５５と、印刷部４５６とを有
している。
　通信部４５１は、印刷指示部１１から印刷指示や文書画像を受け取る。例えば、ＵＳＢ
等のインタフェースにケーブルで接続して通信する場合や、無線ＬＡＮ、ＲＳ－２３２Ｃ
、ブルートゥース等で接続して通信する場合が考えられる。
　パラメータ取得部４５２は、印刷指示部１１から渡された印刷パラメータを解釈し、画
像形成装置４００で処理すべきパラメータを抽出する。例えば、綴じしろの幅を指定する
パラメータがこれに該当する。パラメータ取得部４５２は、綴じしろの指定と用紙方向の
指定に基づいて印刷領域を判定し、位置情報生成部４５３に対し必要なパラメータを送る
。例えば、用紙方向として縦を指定し、用紙サイズとしてＡ４を指定し、綴じしろの幅と
して２０ｍｍを指定した場合、印刷領域として、縦２９７ｍｍ、横１９０ｍｍという値を
算出する。
【００６４】
　位置情報生成部４５３は、パラメータ取得部４５２から受け取る印刷パラメータと印刷
領域の情報から位置情報を生成する。生成する位置情報の個数は、印刷領域のサイズをコ
ード画像生成部４５４で生成するコード画像の１つのセルのサイズで割ることで求められ
る。尚、生成する位置情報は相対的な値を示すものであり、用紙原点が位置情報の原点と
一致する必要はない。
　例えば、図１２に示したビットパターン画像を用い、用紙方向として縦を、用紙サイズ
としてＡ４を、綴じしろの幅として２０ｍｍを、印刷領域のサイズとして、縦２９７ｍｍ
、横１９０ｍｍという値を受け取った場合、縦１１２個分、横７２個分の位置情報を生成
する。図５の例のように綴じしろの領域に特殊な位置情報を割り当てる場合には、上述し
た位置情報に加え、縦２９７ｍｍ、横２０ｍｍに該当する縦１１２個分、横８個分の特殊
な位置情報を生成する。
【００６５】
　コード画像生成部４５４は、位置情報生成部４５３で生成した位置情報に対応したコー
ド画像を生成する。
　印刷制御部４５５は、電子文書から印刷用の画像を生成し、この所定の位置にコード画
像を重ね合わせる。
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　印刷部４５６は、印刷制御部４５５から送られる画像を媒体に印刷する。
【００６６】
　更にまた、ペンデバイス６００は、通信部６１と、読取部６２とを有している。
　通信部６１は、読み取った媒体上のコード情報等を送信する。例えば、ＵＳＢ等のイン
タフェースにケーブルで接続して通信する場合や、無線ＬＡＮ、ＲＳ－２３２Ｃ、ブルー
トゥース等で接続して通信する場合が考えられる。図１４のシステムの場合、ペンデバイ
ス６００は、この通信部６１を介して端末装置７００と通信している。
　読取部６２は、媒体からコード画像を読み取り、コード画像のパターンを解析すること
によりコード情報を取得する。
【００６７】
　以上により、本実施の形態の説明を終了する。
　このように、本実施の形態では、位置情報又はコード画像を調整することにより、アプ
リケーションが認識した画像の印刷位置と実際の媒体上の印刷位置との対応関係が変化し
ない印刷を可能にしている。
　また、かかる印刷位置の対応関係が変化する場合、電子文書上の位置と媒体上の位置と
の対応関係を格納した変換テーブルを設け、この変換テーブルを参照することで、ペンが
読み取った媒体上の位置から対応する電子文書上の位置を求めることも考えられる。しか
しながら、この方法では、媒体上の位置から電子文書上の位置を求める度に、変換テーブ
ルを参照した変換処理を行わなければならず、そのオーバーヘッドは無視できないもので
ある。これに対し、本発明では、媒体から読み取った位置情報をそのまま電子文書におけ
る位置情報として用いることができるので、そのようなオーバーヘッドなしに電子文書と
媒体の連携を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施の形態が適用されるシステムの全体構成を示した図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるシステムの機能構成を示したブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態における印刷パラメータの一例を示した図である。
【図４】綴じしろが指定されなかった場合の動作の概要を説明するための図である。
【図５】綴じしろが指定された場合の本実施の形態における第１の動作の概要を説明する
ための図である。
【図６】綴じしろが指定された場合の本実施の形態における第２の動作の概要を説明する
ための図である。
【図７】綴じしろが指定された場合の本実施の形態における第３の動作の概要を説明する
ための図である。
【図８】本発明の実施の形態におけるパラメータ取得部の動作を示したフローチャートで
ある。
【図９】本発明の実施の形態における位置情報生成部の動作を示したフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の実施の形態におけるコード画像生成部の機能構成を示したブロック図
である。
【図１１】本発明の実施の形態において生成されるコード配列について説明するための図
である。
【図１２】本発明の実施の形態において用いられるビットパターン画像を示した図である
。
【図１３】本発明の実施の形態における画像形成装置の全体構成を示した図である。
【図１４】本発明の実施の形態が適用される別のシステムの全体構成を示した図である。
【符号の説明】
【００６９】
１００，７００…端末装置、２００…識別情報管理サーバ、３００…文書管理サーバ、４
００…画像形成装置、５００…印刷物、６００…ペンデバイス
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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