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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生成手段
と、
　前記筆記情報生成手段から前記筆記情報を取得して、当該筆記情報を記憶する情報処理
装置とを備え、
　前記筆記情報生成手段は、
　当該筆記情報生成手段の動作状態を検出する動作状態検出部と、
　前記動作状態検出部にて検出された前記動作状態の各々をそれぞれ表現する可視光を生
成し、当該可視光を前記媒体の表面に向けて照射する可視光生成部と
を有することを特徴とする筆記情報処理システム。
【請求項２】
　前記筆記情報生成手段は、前記媒体に対して筆記を行なう筆記部をさらに有し、前記可
視光生成部は、当該筆記部が当該媒体上と接触する位置周辺に前記可視光照射域を形成す
ることを特徴とする請求項１記載の筆記情報処理システム。
【請求項３】
　前記可視光生成部は、前記動作状態の各々についてそれぞれ設定された色の前記可視光
を生成することを特徴とする請求項１記載の筆記情報処理システム。
【請求項４】
　前記可視光生成部は、前記動作状態の各々についてそれぞれ設定された周期で点滅する
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前記可視光を生成することを特徴とする請求項１記載の筆記情報処理システム。
【請求項５】
　前記可視光生成部は、前記動作状態の各々についてそれぞれ設定される光量の前記可視
光を生成することを特徴とする請求項１記載の筆記情報処理システム。
【請求項６】
　媒体上に当該媒体または電子文書を識別するための識別情報と当該媒体上の位置を表す
位置情報とのいずれか一方または双方を形成する画像形成装置と、
　前記媒体上に形成された前記識別情報と前記位置情報とのいずれか一方または双方に基
づいて、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生
成手段と、
　前記筆記情報生成手段から前記筆記情報を取得して、当該筆記情報を記憶する情報処理
装置とを備え、
　前記筆記情報生成手段は、
　当該筆記情報生成手段の動作状態を検出する動作状態検出部と、
　前記動作状態検出部にて検出された前記動作状態の各々をそれぞれ表現する可視光を生
成し、当該可視光を前記媒体の表面に向けて照射する可視光生成部と
を有することを特徴とする筆記情報処理システム。
【請求項７】
　前記画像形成装置は、前記識別情報と前記位置情報のいずれか一方または双方を符号化
して得られる識別符号を画像化したコード画像を、赤外領域に吸収波長を持つ不可視の画
像形成材料を用いて形成することを特徴とする請求項６記載の筆記情報処理システム。
【請求項８】
　媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生成装置
であって、
　当該筆記情報生成装置の動作状態を検出する動作状態検出部と、
　前記動作状態検出部にて検出された前記動作状態の各々を表現する可視光を生成し、当
該可視光を前記媒体の表面に向けて照射する可視光生成部と
を備えたことを特徴とする筆記情報生成装置。
【請求項９】
　前記可視光生成部は、前記媒体上でのユーザの筆記位置周辺に前記可視光を照射するこ
とを特徴とする請求項８記載の筆記情報生成装置。
【請求項１０】
　前記可視光生成部は、当該筆記情報生成装置の前記媒体側の端部側面に配置されたこと
を特徴とする請求項８記載の筆記情報生成装置。
【請求項１１】
　媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生成装置
であって、
　前記媒体の表面に向けて照射される可視光を生成する可視光生成部と、
　前記可視光生成部にて生成する可視光を制御する可視光照射制御部を備え、
　前記可視光照射制御部は、当該筆記情報生成装置の動作状態に応じて、前記可視光生成
部が当該動作状態の各々を表現する可視光を発光し、当該可視光を前記媒体の表面に向け
て照射するように制御することを特徴とする筆記情報生成装置。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生成部の
動作状態を検出する機能と、
　検出された前記動作状態の各々を表現する可視光を生成するための制御信号を生成する
機能と、
　前記制御信号により生成された可視光を前記媒体の表面に向けて照射する機能と
を実現させるプログラム。
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【請求項１３】
　前記筆記情報生成部における前記筆記情報の生成開始および／または生成完了を検出し
、当該筆記情報の生成開始および／または生成完了を表現する前記可視光を生成するため
の前記制御信号を生成する機能を実現することを特徴とする請求項１２記載のプログラム
。
【請求項１４】
　前記筆記情報を記憶する情報処理装置に対して、当該筆記情報を送信する機能をさらに
有し、
　前記情報処理装置との通信の成否を検出し、検出された当該通信の成否を表現する前記
可視光を生成するための前記制御信号を生成する機能を実現することを特徴とする請求項
１２記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記筆記情報生成部に入力されたコマンドを検出し、入力された当該コマンドの種類を
表現する前記可視光を生成するための前記制御信号を生成する機能を実現することを特徴
とする請求項１２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、紙等の媒体への筆記を電子化した筆記情報を処理する筆記情報処理システム
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、次のような技術が記載されている。すなわち、表面にそれぞれ異なる
パターンで形成された微細なドットが印刷された特殊な用紙と、例えば撮像素子が内蔵さ
れたペンデバイスとを用い、ペンデバイスによりこの特殊用紙上に筆記が行われると、筆
記された文字や図形等の位置のドットパターンが撮像素子に読み込まれ、文字や図形等の
位置(描画トレース)の座標が特定される。それにより、筆記された文字や図形等からなる
電子文書の生成や、所定の電子文書への文字や図形等の付加等が可能となる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－９４９０７号公報(第１２－１４頁)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来は、ユーザがペンデバイスがどのような動作状態にあるかを把握す
ることができない場合があるという不都合があった。
　そこで本発明は、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り、その
目的とするところは、ユーザにペンデバイスの動作状態を伝達することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生
成する筆記情報生成手段と、前記筆記情報生成手段から前記筆記情報を取得して、当該筆
記情報を記憶する情報処理装置とを備え、前記筆記情報生成手段は、当該筆記情報生成手
段の動作状態を検出する動作状態検出部と、前記動作状態検出部にて検出された前記動作
状態の各々をそれぞれ表現する可視光を生成し、当該可視光を前記媒体の表面に向けて照
射する可視光生成部とを有する。
【０００６】
　請求項２に係る発明は、請求項１記載の筆記情報処理システムにて、前記媒体に対して
筆記を行なう筆記部をさらに有し、前記可視光生成部は、当該筆記部が当該媒体上と接触
する位置周辺に前記可視光照射域を形成する。
　請求項３に係る発明は、請求項１記載の筆記情報処理システムにて、可視光生成部は、
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前記動作状態の各々についてそれぞれ設定された色の前記可視光を生成する。
【０００７】
　請求項４に係る発明は、請求項１記載の筆記情報処理システムにて、前記可視光生成部
は、前記動作状態の各々についてそれぞれ設定された周期で点滅する前記可視光を生成す
る。
　請求項５に係る発明は、請求項１記載の筆記情報処理システムにて、可視光生成部は、
前記動作状態の各々についてそれぞれ設定される光量の前記可視光を生成する。
【０００８】
　請求項６に係る発明は、媒体上に当該媒体または電子文書を識別するための識別情報と
当該媒体上の位置を表す位置情報とのいずれか一方または双方を形成する画像形成装置と
、前記媒体上に形成された前記識別情報と前記位置情報とのいずれか一方または双方に基
づいて、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生成する筆記情報生
成手段と、前記筆記情報生成手段から前記筆記情報を取得して、当該筆記情報を記憶する
情報処理装置とを備え、前記筆記情報生成手段は、当該筆記情報生成手段の動作状態を検
出する動作状態検出部と、前記動作状態検出部にて検出された前記動作状態の各々をそれ
ぞれ表現する可視光を生成し、当該可視光を前記媒体の表面に向けて照射する可視光生成
部とを有する。
　請求項７に係る発明は、請求項６記載の筆記情報処理システムにて、前記画像形成装置
は、前記識別情報と前記位置情報のいずれか一方または双方を符号化して得られる識別符
号を画像化したコード画像を、赤外領域に吸収波長を持つ不可視の画像形成材料を用いて
形成する。
【０００９】
　請求項８に係る発明は、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を生
成する筆記情報生成装置であって、当該筆記情報生成装置の動作状態を検出する動作状態
検出部と、前記動作状態検出部にて検出された前記動作状態の各々を表現する可視光を生
成し、当該可視光を前記媒体の表面に向けて照射する可視光生成部とを備える。
　請求項９に係る発明は、請求項８記載の筆記情報生成装置にて、可視光生成部は、前記
媒体上でのユーザの筆記位置周辺に前記可視光を照射する。
　請求項１０に係る発明は、請求項８記載の筆記情報生成装置にて、可視光生成部は、当
該筆記情報生成装置の前記媒体側の端部側面に配置される。
【００１０】
　請求項１１に係る発明は、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報である筆記情報を
生成する筆記情報生成装置であって、前記媒体の表面に向けて照射される可視光を生成す
る可視光生成部と、前記可視光生成部にて生成する可視光を制御する可視光照射制御部を
備え、前記可視光照射制御部は、当該筆記情報生成装置の動作状態に応じて、前記可視光
生成部が当該動作状態の各々を表現する可視光を発光し、当該可視光を前記媒体の表面に
向けて照射するように制御する。
【００１１】
　請求項１２に係る発明は、コンピュータに、媒体へのユーザの筆記操作に関連した情報
である筆記情報を生成する筆記情報生成部の動作状態を検出する機能と、検出された前記
動作状態の各々を表現する可視光を生成するための制御信号を生成する機能と、前記制御
信号により生成された可視光を前記媒体の表面に向けて照射する機能とを実現させるプロ
グラムである。
【００１２】
　請求項１３に係る発明は、請求項１２記載のプログラムにて、前記筆記情報生成部にお
ける前記筆記情報の生成開始および／または生成完了を検出し、当該筆記情報の生成開始
および／または生成完了を表現する前記可視光を生成するための前記制御信号を生成する
機能を実現する。
　請求項１４に係る発明は、請求項１２記載のプログラムにて、筆記情報を記憶する情報
処理装置に対して、当該筆記情報を送信する機能をさらに有し、前記情報処理装置との通
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信の成否を検出し、検出された当該通信の成否を表現する前記可視光を生成するための前
記制御信号を生成する機能を実現する。
　請求項１５に係る発明は、請求項１２記載のプログラムにて、前記筆記情報生成部に入
力されたコマンドを検出し、入力された当該コマンドの種類を表現する前記可視光を生成
するための前記制御信号を生成する機能を実現する。
【００１３】
　なお、このプログラムは、例えば、ハードディスクやＤＶＤ－ＲＯＭ等の予約領域に格
納されたプログラムを、ＲＡＭにロードして実行される場合がある。また、予めＲＯＭに
格納された状態にて、ＣＰＵで実行される形態がある。さらに、ＥＥＰＲＯＭ等の書き換
え可能なＲＯＭを備えている場合には、機器がアッセンブリされた後に、プログラムだけ
が提供されてＲＯＭにインストールされる場合がある。このプログラムの提供に際しては
、インターネット等のネットワークを介してデータ記録装置を備えたコンピュータにプロ
グラムが伝送され、データ記録装置の有するＲＯＭにインストールされる形態も考えられ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の請求項１によれば、ユーザは、筆記する際に視線を変えなくても、筆記情報生
成手段にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を区別して把握するこ
とができる。
　本発明の請求項２によれば、筆記動作を行いながら、動作状態を把握することができる
。
【００１５】
　本発明の請求項３によれば、表示色によりユーザは動作状態を把握することができる。
　本発明の請求項４によれば、点滅の周期によりユーザは動作状態を把握することができ
る。
　本発明の請求項５によれば、光量によりユーザは動作状態を把握することができる。
【００１６】
　本発明の請求項６によれば、ユーザは、筆記する際に視線を変えなくても、筆記情報生
成手段にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を区別して把握するこ
とができる。
　本発明の請求項７によれば、媒体に印刷される画像の色調に影響を与えず、識別情報や
位置情報を埋め込むことができる。
【００１７】
　本発明の請求項８によれば、ユーザは、筆記する際に視線を変えなくても、筆記情報生
成手段にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を区別して把握するこ
とができる。
　本発明の請求項９によれば、ユーザは、筆記動作を行いながら、動作状態を把握するこ
とができる。
　本発明の請求項１０によれば、ユーザは、筆記動作を行う領域で動作状態を把握するこ
とができる。
【００１８】
　本発明の請求項１１によれば、ユーザは、筆記する際に視線を変えなくても、筆記情報
生成部にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を区別して把握するこ
とができる。
　本発明の請求項１２によれば、ユーザは、筆記する際に視線を変えなくても、筆記情報
生成部にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を区別して把握するこ
とができる。
　本発明の請求項１３によれば、ユーザは、筆記情報生成部での筆記情報の入力の開始や
その完了を把握することができる。
　本発明の請求項１４によれば、ユーザは、筆記情報が情報処理装置に対して正常に転送
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されたか否かを把握することができる。
　本発明の請求項１５によれば、ユーザは、現在筆記情報生成部にて設定されているコマ
ンドを容易に把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　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筆記情報処理システムの構成の一例を示した図であ
る。本実施の形態の筆記情報処理システムは、電子文書の印刷を指示する端末装置１００
、電子文書を保存する文書サーバ２００、電子文書の画像とコードパターン画像との重畳
画像を印刷する画像形成装置４００を含んで構成されている。
　また、本実施の形態の筆記情報処理システムは、画像形成装置４００にて出力される印
刷物５００、印刷物５００に文字または図形を記録し、その文字または図形の軌跡を読み
取る電子ペン６００、電子ペン６００から受信した軌跡と文書サーバ２００から取得した
電子文書とを重ね合わせて表示する端末装置７００を構成要素としている。
　そして、本実施の形態の筆記情報処理システムでは、端末装置１００、文書サーバ２０
０、画像形成装置４００および端末装置７００は、ネットワーク９００を介して相互に接
続されている。
【００２０】
　以下、本実施の形態の筆記情報処理システムの動作の概略を説明する。
　まず、端末装置１００は、文書サーバ２００から印刷対象の電子文書を取得する(Ａ)。
そして、画像形成装置４００に対し、この電子文書の印刷を指示する(Ｂ)。このとき、端
末装置１００は、印刷に関するパラメータである印刷属性を指定する。この印刷属性には
、通常の印刷と同様、用紙サイズ、向き、両面印刷等が含まれる。また、コードパターン
画像に関し、コードパターン画像を印刷すべき領域の指定等が含まれてもよい。
　この電子文書の印刷指示を受けると、画像形成装置４００は、電子文書の画像にコード
パターン画像を重畳した画像を紙等の媒体に印刷した印刷物５００を出力する(Ｃ)。この
場合、コードパターン画像は、識別情報に対応する識別コードと、位置情報に対応する位
置コードとを画像化したものである。或いは、その他の情報である付加情報を含めて画像
化したものであってもよい。なお、電子文書の画像とコードパターン画像とを重畳する処
理は、端末装置１００で行なってもよいし、画像形成装置４００で行なってもよい。
【００２１】
　ここで、識別情報としては、個々の媒体を一意に識別する情報を採用することができる
。例えば、画像形成装置４００の識別番号と画像形成装置４００における媒体の印刷の一
連番号または印刷の日時とを組み合わせて得られる情報であってもよいし、所定のサーバ
にて重複がないように一元管理されている情報であってもよい。或いは、個々の媒体を一
意に識別する情報ではなく、媒体に印刷された電子文書を一意に識別する情報を、識別情
報として採用してもよい。
　また、位置情報とは、個々の媒体上の座標位置(Ｘ座標、Ｙ座標)を特定するための情報
である。例えば、媒体の左上点を原点とし、媒体の右方向にＸ軸をとり、下方向にＹ軸を
とることにより設定した座標系で、座標を表すことが考えられる。
　さらに、付加情報としては、印刷指示を行なったユーザの識別情報や、コピー禁止であ
るかどうかの情報等がある。
【００２２】
　また、画像形成装置４００は、コードパターン画像を、赤外光の吸収率が一定の基準以
上である不可視のトナーを用いて不可視画像として形成する。一方、電子文書の文書画像
は、赤外光の吸収率が一定の基準以下である可視のトナーを用いて可視画像として形成す
ることが好ましい。なお、コードパターン画像の形成に用いるトナーと文書画像の形成に
用いるトナーとで、赤外光の吸収率に差を設けたのは、赤外光を照射してコードパターン
画像を読み取る際の読取り精度を確保するためである。なお、本明細書では、赤外光照射
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によるコードパターン画像の読取りを前提として説明するが、紫外光によりコードパター
ン画像を読み取るものであってもよい。
【００２３】
　その後、ユーザが、電子ペン６００を用いて印刷物５００に文字または図形を筆記した
とする(Ｄ)。それにより、電子ペン６００は、印刷物５００に対し赤外光を照射し、その
反射光を検出することで、電子ペン６００にコードパターン画像が入力される。そして、
コードパターン画像から情報を取得または生成し、有線通信または無線通信を介して、そ
の情報を端末装置７００に送信する(Ｅ)。なお、ここで送信される情報には、例えば、印
刷物５００の識別情報や、印刷物５００に対して筆記された文字または図形の位置情報が
含まれる。或いは、位置情報は、一定の時間における文字または図形の位置情報を連結さ
せた軌跡情報として送信するように構成してもよい。
　その後、端末装置７００は、電子ペン６００から受信した識別情報に基づいて、印刷物
５００に印刷された文書画像の元となる電子文書を文書サーバ２００から取得する(Ｆ)。
そして、文書サーバ２００から取得した電子文書と、電子ペン６００から取得した情報と
を重ね合わせて表示する。
【００２４】
　ここで、電子ペン６００から受信した識別情報が、個々の媒体を一意に識別する情報で
ある場合、この識別情報に基づいて電子文書を取得できるようにするためには、識別情報
と電子文書との対応関係を管理しておく必要がある。図１の筆記情報処理システムでは、
この対応関係をどこで管理するかについては明示しなかったが、端末装置７００からアク
セス可能であれば、どこで管理するようにしてもよい。例えば、文書サーバ２００であっ
てもよいし、画像形成装置４００であってもよい。なお、電子ペン６００から受信した識
別情報が、媒体に印刷された電子文書を一意に識別する情報である場合は、このような対
応関係を参照することなく、電子文書を取得することができる。
　また、端末装置７００が電子ペン６００から軌跡情報を受信した場合、この軌跡情報は
、印刷物５００上での筆記位置に対応する電子文書上の位置に重ね合わせて表示される。
これは、電子ペン６００で読み取ったコードパターン画像に筆記位置の情報が含まれるの
で、その情報から電子文書の表示イメージに対応する位置が特定できるからである。
【００２５】
　上記した本実施の形態が適用される筆記情報処理システムの構成は、あくまで一例に過
ぎない。例えば、電子文書の画像とコードパターン画像とを重畳する処理を、端末装置１
００から画像形成装置４００への印刷指示を中継するサーバコンピュータ等で行なうよう
に構成してもよい。また、文書サーバ２００は、端末装置１００内にあってもよい。さら
に、端末装置１００と端末装置７００とは、同一の端末装置で構成してもよい。
　なお、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。
【００２６】
　次に、画像形成装置４００にて印刷されるコードパターン画像について説明する。
　図２(ａ)～(ｃ)は、上述したコードパターン画像を説明するための図である。図２(ａ)
は、不可視画像として形成される２次元コード配列を模式的に示している。また、図２(
ｂ)は、図２(ａ)における２次元コード配列の１単位である２次元コードを拡大して示し
た図である。さらに、図２(ｃ)は、バックスラッシュ「＼」とスラッシュ「／」のパター
ン画像を説明するための図である。
【００２７】
　本実施の形態において、図２(ａ)～(ｃ)に示すコードパターン画像は、赤外領域に吸収
波長を持つ不可視の画像形成材料を用いて形成される。図２(ａ)～(ｃ)に示すコードパタ
ーン画像は、可視光領域(４００ｎｍ～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(８００ｎｍ～１０００ｎｍ)における吸収率が例えば３０％以上の不



(8) JP 4375377 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

可視トナーの一例である透明トナーによって形成される。また、この画像形成材料の一例
である不可視トナーは、画像の機械読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」
および「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。また、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が若干あるが、人間の目で認識し難いものも「不可視
」に含める。
　このように、本実施の形態では、コードパターン画像を不可視トナーの一例である透明
トナーで形成することで、媒体に印刷される画像の色調に影響を与えず、識別情報や位置
情報を埋め込むことができる。
【００２８】
　また、このコードパターン画像は、赤外光照射による機械読取りと復号化処理とが長期
に亘って安定して可能で、かつ、情報が高密度に記録できる不可視画像で形成される。さ
らに、画像を出力する媒体表面の可視画像が設けられた領域とは関係なく、任意の領域に
設けることが可能な不可視画像であることが好ましい。さらに、例えば、目視した際に光
沢差によって認識できる不可視画像であることがさらに好ましい。また、例えば、印刷さ
れる媒体の大きさに合わせて媒体面(紙面)の全面に不可視画像が形成される。但し、「全
面」とは、用紙の四隅をすべて含む意味ではない。電子写真方式等の装置では、通常、紙
面の周囲は印刷できない範囲である場合が多いことから、かかる範囲には不可視画像を印
刷する必要はない。
【００２９】
　図２(ｂ)に示す２次元コードは、媒体上の座標位置を示す位置コードが格納される領域
と、媒体等を一意に特定するための識別コードが格納される領域とを含んでいる。また、
同期コードが格納される領域も含んでいる。そして、図２(ａ)に示すように、この２次元
コードが媒体面に複数、格子状に配置される。すなわち、媒体面に、図２(ｂ)に示すよう
な２次元コードが複数個、配置され、その各々が、位置コード、識別コード、および同期
コードを備えている。そして、複数の位置コードの領域には、それぞれ配置される場所に
より異なる位置情報が格納されている。一方、複数の識別コードの領域には、配置される
場所によらず同じ識別情報が格納されている。
【００３０】
　図２(ｂ)において、位置コードは、６ビット×６ビットの矩形領域内に配置されている
。各ビット値は、回転角度が異なる複数の微小ラインビットマップで形成され、図２(ｃ)
に示されるパターン画像(パターン０とパターン１)で、ビット値０とビット値１を表現し
ている。より具体的には、相互に異なる傾きを有するバックスラッシュ「＼」およびスラ
ッシュ「／」を用いて、それぞれビット値０とビット値１とを表現している。パターン画
像は６００ｄｐｉで８画素×８画素の大きさで構成されており、左上がりの斜線のパター
ン画像(パターン０)がビット値０を、右上がりの斜線のパターン画像(パターン１)がビッ
ト値１を表現する。したがって、１つのパターン画像で１ビットの情報(０または１)を表
現できる。このような２種類の傾きからなる微小ラインビットマップを用いることで、可
視画像に与えるノイズが極めて小さく、かつ、大量の情報を高密度にデジタル化して埋め
込むことが可能な２次元コードを提供することが可能となる。
【００３１】
　すなわち、図２(ｂ)に示した位置コード領域には合計３６ビットの位置情報が格納され
ている。この３６ビットのうち、１８ビットをＸ座標の符号化に、１８ビットをＹ座標の
符号化に使用することができる。各１８ビットをすべて位置の符号化に使用すると、２１

８通り(約２６万通り)の位置を符号化できる。各パターン画像が図２(ｃ)に示したように
８画素×８画素(６００ｄｐｉ)で構成されている場合には、６００ｄｐｉの１ドットは０
.０４２３ｍｍであることから、図２(ｂ)の２次元コード(同期コードを含む)の大きさは
、縦横共に３ｍｍ程度(８画素×９ビット×０.０４２３ｍｍ)となる。３ｍｍ間隔で２６
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万通りの位置を符号化した場合、約７８６ｍの長さを符号化できる。このように１８ビッ
トすべてを位置の符号化に使用してもよいし、或いは、パターン画像の検出誤りが発生す
るような場合には、誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めてもよい。
　また、識別コードは、２ビット×８ビットおよび６ビット×２ビットの矩形領域に配置
されており、合計２８ビットの識別情報を格納できる。識別情報として２８ビットを使用
した場合は、２２８通り(約２億７千万通り)の識別情報を表現できる。識別コードも位置
コードと同様に、２８ビットの中に誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めること
ができる。
【００３２】
　なお、図２(ｃ)に示す例では、２つのパターン画像は互いに角度が９０度異なるが、角
度差を４５度とすれば４種類のパターン画像を構成できる。このように構成した場合は、
１つのパターン画像で２ビットの情報(０～３)を表現できる。すなわち、パターン画像の
角度種類を増やすことで、表現できるビット数を増加することができる。
　また、図２(ｃ)に示す例では、パターン画像を使用してビット値の符号化を説明してい
るが、パターン画像以外を採用してもよい。例えば、ドットのＯＮ/ＯＦＦや、ドットの
位置を基準位置からずらす方向により符号化することも可能である。
【００３３】
　次いで、本実施の形態の電子ペン６００について説明する。
　図３は、電子ペン６００の構成を示した図である。
　本実施の形態の電子ペン６００は、文書画像とコードパターン画像との重畳画像が印刷
された印刷物（「媒体」、「用紙」ともいう）５００に対して通常のペンと同様の操作に
より文字や図形等を記録するペンチップからなる筆記部６９、電子ペン６００による筆記
動作を筆記部６９に加わる圧力によって検出する圧力センサからなる筆圧検出部６２を備
えている。
【００３４】
　また、本実施の形態の電子ペン６００は、電子ペン６００の全体の電子的な動作(電気
信号の処理を伴う動作を意味し、以下、単に「動作」ともいう)を制御する制御部６１、
用紙上のコードパターン画像を読み取るために赤外光を照射する赤外照射部６３、反射さ
れる赤外光を受光することによりコードパターン画像を認識して入力する画像入力部６４
、端末装置７００との間にてデータやコマンドの送受信を制御する通信部６６、電子ペン
６００を駆動するためのバッテリ６７を備えている。
　さらには、本実施の形態の電子ペン６００は、ユーザに対して筆記情報処理システムに
おける各種の電子的な動作状態を伝えるための、用紙上に各種の可視光を照射する可視光
生成部８２、可視光生成部８２にて照射する可視光を制御するための制御信号を生成する
可視光照射制御部８１を備えている。
【００３５】
　ここで、電子ペン６００の制御部６１は、情報取得部６１１、軌跡算出部６１２、ステ
ータス情報生成部６１３を含んで構成されている。
　情報取得部６１１は、画像入力部６４から入力された画像を解析して、識別情報および
位置情報を取得する機能部である。軌跡算出部６１２は、情報取得部６１１により取得し
た位置情報に対し、筆記部６９のペン先の座標と画像入力部６４が捕捉した画像の座標と
のずれを補正してペン先の軌跡を算出する機能部である。
【００３６】
　ステータス情報生成部６１３は、動作状態検出部の一例であって、電子ペン６００の電
子的な動作状態や、通信部６６を介した端末装置７００とのデータおよびコマンドの送受
信の状態等といった各種の電子的な動作状態(以下、「ステータス」ともいう)を検出し、
ステータスに関する情報（以下、「ステータス情報」という）を生成する機能部である。
そして、ステータス情報生成部６１３は、ステータス情報を可視光照射制御部８１に出力
する。
　また、制御部６１には情報記憶部６５が接続されており、情報記憶部６５は、情報取得
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部６１１が取得した識別情報や軌跡算出部６１２が算出した軌跡情報を記憶する。
【００３７】
　スイッチ６８は、制御部６１に対して３つの処理モードを設定するために用いられる。
１つは、印刷物５００に筆記された文字や図形等を端末装置７００に送信する「通常モー
ド」である。１つは、後段（第２の実施の形態）で述べる参照指示領域５１７（図５参照
）を指示することにより参照情報を取得する「参照情報取得モード」である。他の１つは
、現在筆記している文字または図形を参照指示領域５１７とし、この領域に対する参照情
報の割当てを登録する「参照情報登録モード」である。例えば、スイッチ６８を押下しな
い状態を「通常モード」、スイッチ６８を１回押下した状態を「参照情報取得モード」と
し、スイッチ６８を２回押下した状態を「参照情報登録モード」とすることが考えられる
。
【００３８】
　可視光照射制御部８１は、制御部６１のステータス情報生成部６１３から上記したステ
ータス情報を取得する。そして、取得したステータス情報に基づいて、例えば、電子ペン
６００からコードパターン画像の入力が開始された旨、各種動作にエラーが生じた旨、各
種動作が正常に完了した旨、各種コマンドが正常に受け付けられた旨等といった様々なス
テータス毎に、それぞれのステータスを表出する異なる表現を持った可視光を可視光生成
部８２にて生成するための制御信号を生成する。
　対応テーブル記憶部８３は、それぞれのステータスに対応した可視光の表現パターンを
対応テーブルとして記憶する。可視光照射制御部８１は、対応テーブル記憶部８３に記憶
された対応テーブルを参照して、それぞれのステータスを表出する異なる表現を持った可
視光を生成するための制御信号を生成する。
【００３９】
　可視光生成部８２は、発光部として赤(Ｒｅｄ)、緑(Ｇｒｅｅｎ)、青(Ｂｌｕｅ)の３原
色のＬＥＤ(Light Emitting Diode：発光ダイオード)が各々１個ずつまたは複数個ずつ配
設されて構成されている。そして、可視光照射制御部８１からの制御信号に基づいて、発
光部から各種ステータスに対応した可視光を生成するように構成されている。そして、用
紙上の筆記部６９が置かれる位置の周辺領域に照射する。それにより、筆記部６９が置か
れる位置の周辺領域には、可視光照射域が形成される。
　なお、ここでの「可視光」は、通常の人間の目により認識できる光を意味する。
【００４０】
　以下において、本実施の形態の電子ペン６００における可視光生成部８２での動作を説
明する。通常設定される「通常モード」における可視光生成部８２での動作を第１の実施
の形態とし、特殊処理の一例として、スイッチ６８から「参照情報登録モード」が設定さ
れた場合の可視光生成部８２での動作を第２の実施の形態として説明する。さらに、第３
の実施の形態として、電子ペン６００にて筆記される画像に付する色や線の太さ等といっ
た書式の指定が行なわれた場合の可視光生成部８２での動作を説明する。
【００４１】
［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態では、印刷物５００に筆記された文字や図形等を電子ペン６００から
端末装置７００に送信することで、端末装置７００において、文書サーバ２００から取得
した印刷物５００に印刷された文書画像の元となる電子文書と、電子ペン６００から取得
した情報とを重ね合わせて表示することを可能とする「通常モード」における電子ペン６
００の可視光生成部８２での動作を説明する。
【００４２】
　図４は、電子ペン６００の制御部６１および可視光照射制御部８１にて実行される処理
の一例を示したフローチャートである。
　図４に示したように、まず、電子ペン６００を用いて、ユーザにより印刷物(用紙)５０
０に文字や図形の記録が行なわれると、制御部６１は、印刷物５００に対して電子ペン６
００による記録が行われていることの検出信号を筆圧検出部６２から取得する(ステップ
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１０１)。
　制御部６１は、筆圧検出部６２から検出信号を取得すると、ステータス情報生成部６１
３は、入力開始信号を生成する。そして、ステータス情報生成部６１３は、生成した入力
開始信号を可視光照射制御部８１に出力する。可視光照射制御部８１は、取得した入力開
始信号に基づいて、可視光生成部８２に対して青色の光を２回点滅させる制御信号を出力
する。そして、可視光生成部８２は、青色光を２回点滅させる(ステップ１０２)。それに
より、ユーザは、電子ペン６００からコードパターン画像の入力が開始されたことを知る
ことができる。
【００４３】
　それと同時に、赤外照射部６３に対して、赤外光を印刷物５００に照射するように指示
する(ステップ１０３)。赤外照射部６３によって印刷物５００に照射される赤外光は不可
視画像にて吸収され、それ以外の部分では反射される。画像入力部６４ではこの反射され
た赤外光を受光し、赤外光が反射されなかった部分をコードパターン画像として認識する
。制御部６１は、画像入力部６４からこのコードパターン画像を入力(スキャン)する(ス
テップ１０４)。
【００４４】
　その後、制御部６１の情報取得部６１１では、次のステップ１０５～ステップ１０８に
示す情報検出処理が実行される。まず、情報取得部６１１は、入力されたスキャン画像を
整形する(ステップ１０５)。このスキャン画像の整形は、傾き補正やノイズ除去等である
。そして、整形されたスキャン画像からスラッシュ「／」やバックスラッシュ「＼」等の
ビットパターン(斜線パターン)を検出する(ステップ１０６)。また一方で、整形されたス
キャン画像から、２次元コード位置決め用のコードである同期コードを検出し、情報取得
部６１１は、この同期コード位置を参照して２次元コードを検出する(ステップ１０７)。
また、２次元コードからＥＣＣ(Error Correcting Code：誤り訂正符号)等の情報を取り
出し復号し、復号した情報を元の情報に復元することにより、識別情報および位置情報を
取り出す(ステップ１０８)。
【００４５】
　引き続いて、情報取得部６１１は、ステップ１０８にて識別情報および位置情報が正常
に取り出されたか否かを判断する(ステップ１０９)。
　ステップ１０９にて識別情報および位置情報が正常に取り出されたと判断された場合に
は、ステータス情報生成部６１３は、正常に取り出された旨を示す信号を可視光照射制御
部８１に対して出力する。可視光照射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生
成部８２に対して青色光を１回点灯させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８
２は、青色光を１回点灯させる(ステップ１１０)。それにより、ユーザは、電子ペン６０
０による画像入力が正常に行なわれたことを知ることができる。
【００４６】
　一方、ステップ１０９にて識別情報および位置情報の取り出しが正常に行なわれなかっ
たと判断された場合には、ステータス情報生成部６１３は、識別情報および位置情報の取
り出しに異常が生じた旨を示す信号を可視光照射制御部８１に対して出力する。可視光照
射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生成部８２に対して赤色光を３回点滅
させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤色光を３回点滅させる(ス
テップ１１５)。それにより、ユーザは、識別情報および位置情報の取り出しが正常に行
なわれなかったことを知ることができる。
【００４７】
　ステップ１１５での赤色光の３回の点滅の後、可視光照射制御部８１は、可視光生成部
８２での赤色光の点灯を継続させる(ステップ１１６)。そして、ユーザに対して、再度の
筆記を要求する。その後、情報取得部６１１が再び筆圧検出部６２から検出信号を取得す
る(ステップ１１７)と、ステータス情報生成部６１３は、入力開始信号を生成する。ステ
ータス情報生成部６１３は、生成した入力開始信号を可視光照射制御部８１に出力する。
可視光照射制御部８１は、取得した入力開始信号に基づいて、可視光生成部８２に対して
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青色の光を２回点滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤色光の
点灯を停止し、青色光を２回点滅させる(ステップ１１８)。それにより、ユーザは、電子
ペン６００からコードパターン画像の入力が再度開始されたことを知ることができる。
【００４８】
　また、識別情報および位置情報が正常に取り出され、ステップ１１０にて可視光生成部
８２での青色光の１回の点灯が行なわれた場合に、制御部６１では、情報取得部６１１が
識別情報をそのまま情報記憶部６５に記憶し、軌跡算出部６１２が位置情報を軌跡情報に
変換した上で情報記憶部６５に記憶する(ステップ１１１)。
　その後、情報記憶部６５に記憶された軌跡情報から筆跡情報（筆記情報）が取得され、
端末装置７００へと送信される(ステップ１１２)。
【００４９】
　その際に、制御部６１は、ステップ１１２での通信部６６と端末装置７００との通信が
正常に行なわれたか否かを判断する(ステップ１１３)。
　ステップ１１３にて通信が正常に行なわれたと判断された場合には、ステータス情報生
成部６１３は、通信が正常に行なわれた旨を示す信号を可視光照射制御部８１に対して出
力する。可視光照射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生成部８２に対して
青色光を１回点灯させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、青色光を１
回点灯させる(ステップ１１４)。それにより、ユーザは、通信部６６と端末装置７００と
の通信が正常に行なわれ、筆跡情報が端末装置７００に送信されたことを知ることができ
る。
【００５０】
　一方、ステップ１１３にて通信が正常に行なわれなかったと判断された場合には、ステ
ータス情報生成部６１３は、通信に異常が生じた旨を示す信号を可視光照射制御部８１に
対して出力する。可視光照射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生成部８２
に対して赤色光を３回点滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤
色光を３回点滅させる(ステップ１１５)。それにより、ユーザは、通信部６６と端末装置
７００との通信が正常に行なわれず、筆跡情報が端末装置７００に送信されなかったこと
を知ることができる。
【００５１】
　ステップ１１５での赤色光の３回の点滅の後、可視光照射制御部８１は、可視光生成部
８２での赤色光の点灯を継続させる(ステップ１１６)。そして、ユーザに対して、再度の
筆記を要求する。そして、情報取得部６１１が再び筆圧検出部６２から検出信号を取得す
ると、ステータス情報生成部６１３は、入力開始信号を生成する。ステータス情報生成部
６１３は、生成した入力開始信号を可視光照射制御部８１に出力する。可視光照射制御部
８１は、取得した入力開始信号に基づいて、可視光生成部８２に対して青色の光を２回点
滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤色光の点灯を停止し、青
色光を２回点滅させる(ステップ１１８)。それにより、ユーザは、電子ペン６００からコ
ードパターン画像の入力が再度開始されたことを知ることができる。
【００５２】
　本実施の形態の電子ペン６００では、図４の処理フローでのステップ１０２やステップ
１１０、ステップ１１４のように動作や処理が正常に行なわれたことを示す際の光の点灯
を青色にて行なっている。これは、青色は一般的に「安全・正常」を示す固定概念を有す
ることからの設定である。また、ステップ１１５のように動作や処理が正常に行なわれな
かったことを示す際の光の点灯を赤色にて行なっている。これは、赤色は一般的に「危険
・異常」を示す固定概念を有することからの設定である。
　この場合に、例えばステップ１１５での動作や処理が正常に行なわれなかったことを示
す際に、赤色の点滅を行なう前に、問題が生じたことを知らせるように、黄色を連続して
点滅させることもできる。この場合にも、黄色は一般的に「注意」を示す固定概念を有す
ることからの設定である。
【００５３】
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　また、本実施の形態の電子ペン６００では、可視光生成部８２からの光の照射が、用紙
上にて筆記部６９が置かれる位置（筆記位置）の周辺領域にて照射するように構成されて
いる。これは、ユーザは用紙上に筆記する際には、必ずペン先を見るため、確実にステー
タス情報を伝達できるからである。また、ユーザは、視線を変えずに、ステータス情報を
把握することもできるからである。
【００５４】
　加えて、本実施の形態の電子ペン６００において、電子ペン６００に例えば傾きセンサ
を配設しておき、図４での処理フローを実行する際に、電子ペン６００が所定角度以上に
傾いた場合には、所定の光の照射、例えば黄色での速い点滅を行なうことで、ユーザに注
意を喚起するように構成することもできる。
　また、印刷物５００の筆記可能領域を判断し、筆記部６９が筆記可能領域を外れた場合
には、同様に所定の光の照射、例えば赤色での速い点滅を行なうことで、ユーザに注意を
喚起するように構成することもできる。
【００５５】
　以上のように、本実施の形態の筆記情報処理システムでは、電子ペン６００における各
種の動作状態（ステータス）をユーザに伝達するために、各種ステータスに対応した光信
号を可視光生成部８２から照射するように構成している。それにより、ユーザは、電子ペ
ン６００にて多種多様の動作・処理が行なわれる毎に、その動作状態を確実に把握するこ
とができる。
【００５６】
　なお、本実施の形態の電子ペン６００では、コードパターン画像を読み取るための赤外
照射部６３と各種ステータスに対応した可視光を生成する可視光生成部８２とを別体に構
成したが、赤外照射部６３と可視光生成部８２とを同じモールド内にて一体化させたチッ
プにより構成することもできる。
【００５７】
［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態では、本実施の形態の筆記情報処理システムにおいて、印刷物５００
の特定の領域を指定することで所定の情報または機能へアクセスすることを事後的に可能
にする「参照情報登録モード」が設定された場合での本実施の形態の電子ペン６００にお
ける可視光生成部８２での動作を説明する。ここでは、このように事後的に参照情報を付
与する必要がある代表的な例として、病院で用いられるカルテ用紙５１０を想定する。
　なお、一般的な参照情報としては、特定の情報へリンクするための情報や、特定のアプ
リケーションプログラム(機能)を呼び出すための情報が例示される。
【００５８】
　ここでまず、印刷物５００であるカルテ用紙５１０について説明しておく。図５は、カ
ルテ用紙５１０に形成されるカルテフォームの例を示した図である。図１の画像形成装置
４００では、可視トナーを用いて、カルテフォームの罫線等のレイアウト情報がカルテ用
紙５１０に印字される。また、それと同時に、画像形成装置４００では、不可視トナーを
用いて、カルテ一枚一枚を一意に特定可能な識別情報の一例であるカルテＩＤとカルテ用
紙５１０上の位置情報(座標情報)とを示すコードパターン画像がカルテ用紙５１０の全面
に印字される。
【００５９】
　図５に示したように、カルテ用紙５１０のカルテフォームには、患者氏名、生年月日、
患者顔写真、既往症やアレルギー情報等の患者基本情報５１１と、例えば２号様式のカル
テフォームに対応するフリー手書き記入欄５１２とが設けられている。また、これらのエ
リアの他に、記入種別選択欄５１３、過去履歴参照指示欄５１４、システム連携機能欄５
１５が設けられている。さらに、不可視トナーを用いた透かし画像５１６が形成されてい
る。
　上記したように、カルテ用紙５１０の全面には、識別情報の一例としてのカルテＩＤと
紙上の位置情報とがコードパターン画像として印字されている。そして、コードパターン



(14) JP 4375377 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

画像を読み取り可能な電子ペン６００を用いてカルテ用紙５１０に手書き入力がなされる
と、それと同時に、カルテＩＤと位置情報とが電子ペン６００によって検出される。これ
によって、カルテ用紙５１０のどの位置に手書きがなされたかを電子情報として取得する
ことができる。なお、不可視トナーを用いた透かし画像５１６を印字することで、印字さ
れたカルテ用紙５１０が、不可視トナーで識別情報と位置情報とを含むコードパターン画
像が印字された用紙であることを、透かし画像５１６の用紙との光沢差で目視確認するこ
とが可能となる。
【００６０】
　医師は、患者の診察に従い、カルテ用紙５１０のカルテフォームに形成されたフリー手
書き記入欄５１２に電子ペン６００を用いて診療録を記入する。電子ペン６００は、印字
されたコードパターン画像を読み取り、カルテＩＤとカルテ用紙５１０上の電子ペン６０
０の移動軌跡を検出し、どのカルテにどのような手書き記入があったか、電子ペン６００
がカルテ用紙５１０上のどこを指示しているかを認識することができる。
【００６１】
　このカルテ用紙５１０のフリー手書き記入欄５１２に記入される内容としては、図５の
記入種別選択欄５１３に示すようなＳ、Ｏ、Ａ、Ｐに対応する内容がある。例えば、主訴
(Ｓ: subjective)を指定して患者の自覚症状が記入される。また、客観所見(Ｏ:objectiv
e)を指定して医師による診察所見や検査所見が記入される。さらに、診断(Ａ:assessment
)を指定して、医師による診断、鑑別診断、治療法選択と根拠、治療に対する評価などが
記入される。またさらに、計画(Ｐ:plan)を指定して治療計画等が記入される。
【００６２】
　ここで、医師がこのカルテ用紙５１０のフリー手書き記入欄５１２に診療録を記入する
際、特定の領域を電子ペン６００で指示することで、診断に必要な情報を参照できるよう
にしておくことができれば便利である。例えば、図５では、フリー手書き記入欄５１２に
レントゲン撮影を行った旨の記述があるが、その近くの特定の領域を電子ペン６００で指
示することでそのレントゲンの画像データにアクセスできれば便利である。そこで、本実
施の形態では、電子ペン６００のスイッチ６８により「参照情報登録モード」を設定して
、参照指示領域５１７を手書きする（図５では四角形の枠で示した）ことにより、電子ペ
ン６００によりこの参照指示領域５１７を指示するだけで所望の情報または機能にアクセ
スできるように構成している。
【００６３】
　図６は、「参照情報登録モード」が設定された場合の電子ペン６００の制御部６１およ
び可視光照射制御部８１にて実行される処理の一例を示したフローチャートである。
　図６に示したように、まず、制御部６１は、スイッチ６８からの信号を判断して、設定
されたモードを把握する(ステップ２０１)。そして、制御部６１は、設定されたモードを
表す信号を可視光照射制御部８１に出力する。可視光照射制御部８１は、取得したモード
を表す信号に基づいて、設定されたモードに対応した色の光を点灯させる制御信号を可視
光生成部８２に対して出力する。そして、可視光生成部８２は、「参照情報登録モード」
に対応した光として、例えば橙色を点灯させる(ステップ２０２)。この場合に、例えば、
「通常モード」が設定された場合には、可視光生成部８２での光の点灯を行なわないよう
に設定することができる。また、例えば、「参照情報取得モード」が設定された場合には
、それに対応した光として、例えば紫色を点灯させることができる。
　また、「参照情報登録モード」や「参照情報取得モード」といった特殊処理モードが設
定されている場合には、ユーザに注意を喚起するため、ステップ２０２にて設定された色
の点灯は、他のステータスを表出する場合を除き、一連の処理が終了するまで継続する。
【００６４】
　引き続いて、電子ペン６００を用いて、ユーザによりカルテ用紙５１０に文字や図形の
記録が行なわれると、制御部６１は、カルテ用紙５１０に対してペンによる記録が行われ
ていることの検出信号を筆圧検出部６２から取得する(ステップ２０３)。
　制御部６１は、筆圧検出部６２から検出信号を取得すると、ステータス情報生成部６１
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３は、入力開始信号を生成する。そして、ステータス情報生成部６１３は、生成した入力
開始信号を可視光照射制御部８１に出力する。可視光照射制御部８１は、取得した入力開
始信号に基づいて、ステップ２０２にて設定された橙色の点灯を一旦停止し、可視光生成
部８２に対して青色の光を２回点滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８
２は、橙色の点灯を停止して(ステップ２０４)、青色光を２回点滅させる(ステップ２０
５)。それにより、ユーザは、電子ペン６００からコードパターン画像の入力が開始され
たことを知ることができる。
　ステップ２０６での青色光の２回点滅が行なわれた後、橙色の点灯を再開する(ステッ
プ２０６)。
【００６５】
　それに引き続いて、制御部６１は、赤外照射部６３に対して、赤外光をカルテ用紙５１
０に照射するように指示する。そして、赤外照射部６３によってカルテ用紙５１０に照射
される赤外光は不可視画像にて吸収され、それ以外の部分では反射される。画像入力部６
４ではこの反射された赤外光を受光し、赤外光が反射されなかった部分をコードパターン
画像として認識する。制御部６１は、画像入力部６４からこのコードパターン画像を入力
(スキャン)する(ステップ２０７)。
【００６６】
　その後、制御部６１の情報取得部６１１では、次の情報検出処理が実行される(ステッ
プ２０８)。すなわち、ステップ２０８の情報検出処理では、まず、情報取得部６１１は
、入力されたスキャン画像を整形する。このスキャン画像の整形は、傾き補正やノイズ除
去等である。そして、整形されたスキャン画像からスラッシュ「／」やバックスラッシュ
「＼」等のビットパターン(斜線パターン)を検出する。また一方で、整形されたスキャン
画像から、２次元コード位置決め用のコードである同期コードを検出し、情報取得部６１
１は、この同期コード位置を参照して２次元コードを検出する。また、２次元コードから
ＥＣＣ等の情報を取り出し復号し、復号した情報を元の情報に復元することにより、識別
情報の一例としてのカルテＩＤおよび位置情報を取り出す。
【００６７】
　続いて、情報取得部６１１は、ステップ２０８にて識別情報の一例としてのカルテＩＤ
および位置情報が正常に取り出されたか否かを判断する(ステップ２０９)。
　ステップ２０９にて識別情報の一例としてのカルテＩＤおよび位置情報が正常に取り出
されたと判断された場合には、ステータス情報生成部６１３は、正常に取り出された旨を
示す信号を可視光照射制御部８１に対して出力する。可視光照射制御部８１は、取得した
信号に基づいて、可視光生成部８２に対して青色光を１回点灯させる制御信号を出力する
。そして、可視光生成部８２は、青色光を１回点灯させる(ステップ２１０)。それにより
、ユーザは、電子ペン６００による画像入力が正常に行なわれたことを知ることができる
。なお、ステップ２１０での青色光を１回点灯させる際には、ステップ２０４およびステ
ップ２０６と同様の処理が行なわれて、橙色の点灯の停止／再開が行なわれる。
【００６８】
　可視光生成部８２での青色光の１回の点灯が行なわれるのと同時に、制御部６１では、
情報取得部６１１がカルテＩＤをそのまま情報記憶部６５に記憶し、軌跡算出部６１２が
位置情報を軌跡情報に変換した上で情報記憶部６５に記憶する(ステップ２１１)。なお、
ここでは、電子ペン６００で筆記される参照指示領域５１７は矩形であることを前提とし
、軌跡情報は、矩形領域の左上点の座標と右下点の座標との組み合わせ(以下、「矩形情
報」という)で表すものとする。ただし、手書きした領域は厳密には矩形とはならないの
で、手書きした領域を正確な矩形にて近似する。
　そして、本実施の形態では、「参照情報登録モード」が設定されているので、電子ペン
６００の通信部６６は、端末装置７００に対し、カルテＩＤおよび矩形情報（筆記情報）
に対する参照情報登録指示を送信する(ステップ２１２)。
【００６９】
　なお、スイッチ６８により「参照情報取得モード」が設定されていたとした場合には、
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電子ペン６００による指示位置が参照指示領域５１７内であれば、ステップ２１２におい
ては、その指示位置に対応する参照情報の取得指示を端末装置７００に対して送信する。
そして、それにより、端末装置７００への参照情報の取得指示に基づいて、所定の情報ま
たは機能へのアクセスがなされることとなる。
【００７０】
　ステップ２１２にて端末装置７００に対してカルテＩＤおよび矩形情報に対する参照情
報登録指示が送信された際に、制御部６１は、通信部６６と端末装置７００との通信が正
常に行なわれたか否かを判断する(ステップ２１３)。
　ステップ２１３にて通信が正常に行なわれたと判断された場合には、ステータス情報生
成部６１３は、通信が正常に行なわれた旨を示す信号を可視光照射制御部８１に対して出
力する。可視光照射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生成部８２に対して
青色光を１回点灯させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、青色光を１
回点灯させる(ステップ２１４)。それにより、ユーザは、通信部６６と端末装置７００と
の通信が正常に行なわれ、カルテＩＤおよび矩形情報に対する参照情報登録指示が送信さ
れたことを知ることができる。なお、ステップ２１４での青色光を１回点灯させる前には
、橙色の点灯が停止される。
【００７１】
　一方、ステップ２１３にて通信が正常に行なわれなかったと判断された場合には、ステ
ータス情報生成部６１３は、通信に異常が生じた旨を示す信号を可視光照射制御部８１に
対して出力する。可視光照射制御部８１は、取得した信号に基づいて、可視光生成部８２
に対して赤色光を３回点滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤
色光を３回点滅させる(ステップ２１５)。それにより、ユーザは、通信部６６と端末装置
７００との通信が正常に行なわれず、カルテＩＤおよび矩形情報に対する参照情報登録指
示が送信されなかったことを知ることができる。
【００７２】
　ステップ２１５での赤色光の３回の点滅の後、可視光照射制御部８１は、可視光生成部
８２での赤色光の点灯を継続させる(ステップ２１６)。すなわち、点灯を橙色から赤色に
変える。そして、ユーザに対して、再度の筆記（参照指示領域５１７の手書き）を要求す
る。その後、情報取得部６１１が再び筆圧検出部６２から検出信号を取得する(ステップ
２１７)と、ステータス情報生成部６１３は、入力開始信号を生成する。ステータス情報
生成部６１３は、生成した入力開始信号を可視光照射制御部８１に出力する。可視光照射
制御部８１は、取得した入力開始信号に基づいて、可視光生成部８２に対して青色の光を
２回点滅させる制御信号を出力する。そして、可視光生成部８２は、赤色光の点灯を停止
し、青色光を２回点滅させる(ステップ２１８)。それにより、ユーザは、電子ペン６００
からコードパターン画像の入力が再度開始されたことを知ることができる。
【００７３】
　次に、この参照情報登録指示を受けた端末装置７００が行なう処理について説明する。
　図７は、端末装置７００の機能構成を示した図である。
　図７に示したように、端末装置７００は、受信部７１、制御部７２、入出力部７３、記
憶部７４、送信部７５を含んで構成されている。
　受信部７１は、電子ペン６００から参照情報登録指示を受信する。制御部７２は、受信
部７１からの参照情報登録指示に応じて各機能部を制御する。入出力部７３は、端末装置
７００のディスプレイに情報を出力したり、キーボード等から入力された情報を受け取る
。記憶部７４は、ユーザが媒体上の特定の領域に付与する参照情報による参照先の候補を
記憶しており、例えば、磁気ディスクによって実現されている。送信部７５は、参照情報
の登録要求をサーバコンピュータ(不図示)に対して行なう。
　なお、これらの各機能部は、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。すなわち、端末装置７００の図示しないＣＰＵが、受信部７１、制御部７２
、入出力部７３、送信部７５を実現するプログラムを、例えばハードディスク等の外部記
憶装置からメインメモリに読み込んで、端末装置７００内にこれらの各機能部を実現する
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。
【００７４】
　図８は、端末装置７００にて実行される処理の一例を示したフローチャートである。
　まず、端末装置７００では、受信部７１が、電子ペン６００からカルテＩＤおよび矩形
情報に対する参照情報登録指示を受信し、その旨の情報が制御部７２に出力される(ステ
ップ３０１)。
　これにより、制御部７２は、入出力部７３に対し、参照情報による参照先を検索するた
めの検索条件入力画面の表示を指示し、入出力部７３が、この指示に従い、検索条件入力
画面を表示する(ステップ３０２)。この検索条件入力画面としては、カルテＩＤに対応付
けられた検査データを、期間で絞り込むための画面が考えられる。
【００７５】
　そこで、医師は、この検索条件入力画面に検索条件を入力する。これにより、入出力部
７３は、検索条件を受け付け、制御部７２が、記憶部７４からこの検索条件を満足する参
照先を検索する。そして、この参照先を取得した入出力部７３は、参照先の一覧を表示す
る(ステップ３０３)。ここで表示される参照先としては、カルテＩＤに対応付けられた検
査データ(レントゲンの画像データや、ＭＲＩの画像データ等)が想定できる。
　これに応じ、医師が参照先を選択すると、入出力部７３がその選択情報を受け付け(ス
テップ３０４)、送信部７５が、カルテＩＤと矩形情報と参照情報との対応を参照情報テ
ーブルに登録するよう、サーバコンピュータ(不図示)に対して要求する(ステップ３０５)
。
【００７６】
　このように、本実施の形態の筆記情報処理システムでは、電子ペン６００により印刷後
の媒体（カルテ用紙５１０）上で領域を指定し、その媒体の識別情報と、領域の位置情報
と、所定の情報または機能への参照情報との対応を登録するように構成することで、既に
印刷した紙文書に対し電子情報への参照情報を付与することができるように構成している
。そして、かかる構成において、電子ペン６００での各種の動作状態（ステータス）をユ
ーザに伝達するために、各種ステータスに対応した光信号を可視光生成部８２から照射す
るように構成している。それにより、ユーザは、電子ペン６００にて多種多様の動作・処
理が行なわれる毎に、その動作状態を確実に把握することができる。
【００７７】
［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態では、本実施の形態の筆記情報処理システムにおいて、電子ペン６０
０にて筆記される画像に付する色や線の太さ等といった書式の指定が行なわれた場合の可
視光生成部８２での動作を説明する。ここでは、電子ペン６００により書式設定シート５
２０に設定されたチェックボックスにチェックマークを記入することで表示書式(表示属
性)の指定が行なわれる場合を想定する。
【００７８】
　ここでまず、印刷物５００である書式設定シート５２０について説明しておく。図９は
、書式設定シート５２０の一例を示した図である。図９に示したように、書式設定シート
５２０には、表示書式(表示属性)に関する項目として、例えば、線の太さを設定する線太
さ設定ボックス５２２、色を設定する色設定ボックス５２３、無彩色（グレー）の段階お
よび黒を選択できる無彩色設定ボックス５２４、さらには、線の太さおよび色を予め定め
られた状態に設定する初期設定ボックス５２１が形成されている。各設定ボックス５２２
～５２４には、それぞれの詳細な設定が記されたチェックボックス５２２ａ～５２２ｆ、
５２３ａ～５２３ｆ、５２４ａ～５２４ｄが備えられている。
　そして、ユーザは、電子ペン６００を用いて、各設定ボックス５２１～５２４の中から
所望の設定が記されたチェックボックスにチェックマークを記入することにより、端末装
置７００において、電子ペン６００から出力された情報が文書サーバ２００から取得した
電子文書に重ね合わせて表示される際に、電子ペン６００からの情報の表示書式が設定さ
れる。
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【００７９】
　ここで、本実施の形態の電子ペン６００においては、電子ペン６００により所望のチェ
ックボックスにチェックマークが記入され、端末装置７００での電子ペン６００からの情
報の表示書式が設定された場合に、電子ペン６００では表示書式の内容に対応して、可視
光生成部８２から照射する可視光の表現形態を設定している。
　本実施の形態の電子ペン６００では、例えば、線太さ設定ボックス５２２に備えられた
チェックボックス５２２ａ～５２２ｆのいずれかにチェックマークが記入されると、設定
された線の太さに対応して、可視光生成部８２から照射される光の点滅の周期を変化させ
るように構成している。例えば、線を太く設定するほど、点滅の周期を速く設定している
。それにより、ユーザは、設定された線の太さを正確に把握できないまでも、大まかな把
握をすることが可能となる。そのため、設定したつもりの太さと実際に設定された太さと
の比較を視覚的によって容易に行なうことができる。
【００８０】
　ここで、図１０は、（ａ）が一例としてチェックボックス５２２ｆ内にチェックマーク
を記入した場合を表し、（ｂ）がいずれのチェックボックスの枠内からも外れた領域にチ
ェックマークを記入した場合を示した図である。図１０（ａ）に示したように、例えばチ
ェックボックス５２２ｆ内にチェックマークを記入した場合には、チェックボックス５２
２ｆに設定された線の太さに対応した点滅周期の光が、可視光生成部８２から書式設定シ
ート５２０上の可視光照射域に照射される。一方、図１０（ｂ）に示したように、いずれ
のチェックボックスの枠内からも外れた領域にチェックマークを記入した場合には、可視
光生成部８２からは光が照射されない。
【００８１】
　また、例えば、色設定ボックス５２３に備えられたチェックボックス５２３ａ～５２３
ｆのいずれかにチェックマークが記入されると、可視光生成部８２から照射される光を設
定された色と同様の色に設定するように構成している。そして、例えば、図４の処理フロ
ーでのステップ１０２やステップ１１０、ステップ１１４、さらには、図６の処理フロー
でのステップ２０５やステップ２１０、ステップ２１４にて、動作や処理が正常に行なわ
れたことを示す青色光の点灯を、設定された色で行なうように構成する。それにより、設
定された色を視覚的に確認することができる。
　また、例えば、無彩色設定ボックス５２４に備えられたチェックボックス５２４ａ～５
２４ｄのいずれかにチェックマークが記入されると、無彩色（グレー）の段階および黒に
対応して、可視光生成部８２から照射される光の光量を変化させている。それにより、設
定された無彩色の段階を視覚的に確認することができる。
【００８２】
　さらに、初期設定ボックス５２１にチェックマークが記入されると、可視光生成部８２
から照射される光の色をデフォルトとしての例えば青色に設定する。そして、上記した動
作や処理が正常に行なわれたことを示す際の光の点灯を青色にて行なう。それにより、ユ
ーザは、表示書式の内容が初期設定であることを把握することができる。
　ところで、その場合に、電子ペン６００では線の太さおよび色の双方が指定されるので
、例えば設定された色と設定された点滅の周期とが同時に実行されることなる。
【００８３】
　このように、本実施の形態では、電子ペン６００により端末装置７００での電子ペン６
００からの情報の表示書式が設定された場合に、各種ステータスに対応した光信号を可視
光生成部８２から照射するように構成している。それにより、ユーザは、電子ペン６００
での筆記の途中において、設定された情報の表示書式を把握することができる。
【００８４】
［第４の実施の形態］
　上記した図３に示した電子ペン６００では、可視光生成部８２からの光の照射が、用紙
上にて筆記部６９が置かれる位置の周辺領域に照射するように構成されている。本実施の
形態の電子ペン６１０では、可視光生成部８２が電子ペン６００のペン先の筆記部６９が
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設置されている位置に設置されている構成について説明する。なお、図３に示した実施の
形態での電子ペン６００と同様な構成については同様な符号を用い、ここではその詳細な
説明を省略する。
【００８５】
　図１１は、本実施の形態の電子ペン６１０の構成を示した図である。
　本実施の形態の電子ペン６１０では、可視光生成部８２が電子ペン６１０のペン先の筆
記部６９が設置されている位置の側面に設置されている。それにより、ユーザは、可視光
生成部８２から照射される光を直接的に見ることができる。
　このように構成することによっても、ユーザは用紙上に筆記する際には、必ずペン先を
見るため、ユーザに対して確実にステータスを伝達できる。また、ユーザは、視線を変え
ずに、ステータスを把握することもできる。
【００８６】
　なお、本実施の形態の電子ペン６１０においては、可視光生成部８２を電子ペン６１０
のペン先の筆記部６９が設置されている位置の側面に設置した。一方、このような構成の
他に、可視光生成部８２を電子ペン６００の内部に配置し、可視光生成部８２からの光を
導光路を用いて電子ペン６００のペン先の側面まで導くように構成することもできる。す
なわち、可視光生成部８２から照射される光が電子ペン６００のペン先の側面にてユーザ
が視認できる構成であれば、可視光生成部８２の設置位置は、電子ペン６００の内部また
は側面に限定されるものではない。
　その際に、赤外照射部６３と可視光生成部８２とを一体化させたチップにて構成し、か
かるチップからの光を導光路を用いて電子ペン６１０のペン先の側面まで導くように構成
することもできる。このような構成を採用しても、赤外照射部６３から照射される赤外光
は、通常、人間の目では視認できないので、可視光生成部８２からの光の視認性に影響を
及ぼすことは殆どない。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の筆記情報処理システムの構成の一例を示した図である。
【図２】コードパターン画像を説明するための図である。
【図３】電子ペンの構成を示した図である。
【図４】「通常モード」での電子ペンの制御部および可視光照射制御部にて実行される処
理の一例を示したフローチャートである。
【図５】カルテ用紙に形成されるカルテフォームの例を示した図である。
【図６】「参照情報登録モード」が設定された場合の電子ペンの制御部および可視光照射
制御部にて実行される処理の一例を示したフローチャートである。
【図７】端末装置の機能構成を示した図である。
【図８】端末装置にて実行される処理の一例を示したフローチャートである。
【図９】書式設定シートの一例を示した図である。
【図１０】（ａ）が一例としてチェックボックス５２２ｆ内にチェックマークを記入した
場合を表し、（ｂ）がいずれのチェックボックスの枠内からも外れた領域にチェックマー
クを記入した場合を示した図である。
【図１１】電子ペンの構成を示した図である。
【符号の説明】
【００８８】
６１…制御部、６２…筆圧検出部、６３…赤外照射部、６４…画像入力部、６５…情報記
憶部、６６…通信部、６７…バッテリ、６８…スイッチ、６９…筆記部、８１…可視光照
射制御部、８２…可視光生成部、１００,７００…端末装置、２００…文書サーバ、４０
０…画像形成装置、５００…印刷物、６００,６１０…電子ペン
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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