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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドキュメントのソーステキストファイルのデータをディスプレイ上に表示させたときの
外観と前記ドキュメントのソースイメージファイルのデータをディスプレイ上に表示させ
たときの外観とが実質的に等価となるようなページ付け情報を含む等価ファイルを生成す
る方法であって、
　コンピューターシステムにより、少なくとも１つの記憶媒体から前記ドキュメントのソ
ーステキストファイルと前記ドキュメントのソースイメージファイルとを抽出するステッ
プと、
　前記コンピューターシステムにより、前記ドキュメントの前記ソースイメージファイル
のデータにおけるページのフォーマットに従って前記ドキュメントの前記ソーステキスト
ファイルのデータに対して、そのページのフォーマットが前記ソースイメージファイルの
データにおけるページのフォーマットと一致するようにページ付け処理し、それにより前
記等価ファイルを生成するステップと、
を含み、
　前記ソーステキストファイルはＰＴＯテキストファイルを備え、
　前記ソースイメージファイルはＰＴＯイメージファイルを備え、
　前記等価ファイルは、前記ページ付け情報を含むデータファイルと結合し、
　前記ページ付け情報は、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる各特許テキストカラムの最初のＡＳ
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ＣＩＩキャラクタの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置に関するカラム情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされるテキストの各行の最初のＡＳＣＩＩ
キャラクタの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置に関する行情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおけるＡＳＣＩＩテキストの各行が隣接する特許カラム
における概略行番号を含むカラム行番号情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイル内の書誌的イメージに現れた場合における前記ＰＴＯテキ
ストファイルからの書誌的データの配列を含む書誌的フォーマット化情報と、
を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ページ付け情報は、更に、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおいて識別されたグラフィックスの前記ＰＴＯテキスト
ファイルにおけるロケーションを識別する図形アイテム情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされた場合に特許ドキュメントの論理セク
ションの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置を識別するセクション情報と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記ページ付け情報は、更に、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされるフォントスタイルを識別するフォント情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされるフォントサイズを識別するポイントサイズ情報と、
　肩文字または添字フォーマットを有する場合において、前記ＰＴＯイメージファイルに
ディスプレイされる前記ＰＴＯテキストファイルにおけるＡＳＣＩＩキャラクタを識別す
る肩文字及び添字情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされる前記フォントスタイルの太さの程度を識別するボールドネ
ス情報と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　前記ページ付け情報は、更に、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる前記ＰＴＯテキストファイルにおけ
る前記ＡＳＣＩＩキャラクタの前記フォントスタイルのイタリック体の程度を識別するイ
タリック体情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおけるどの前記ＡＳＣＩＩキャラクタが特殊文字として
前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされるかを識別する特殊文字情報と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ページ付け処理は、
　前記ソーステキストファイルのページ及びカラムが前記ソースイメージファイルのペー
ジ及びカラムと一致するように、前記ソースイメージファイルのデータにおけるページの
フォーマットに従って前記ソーステキストファイルのデータに対してページ付け処理する
、ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ページ付け処理は、
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　前記ソーステキストファイルのページ、カラム及び行が前記ソースイメージファイルの
ページ、カラム及び行と一致するように、前記ソースイメージファイルのデータにおける
ページのフォーマットに従って前記ソーステキストファイルのデータに対してページ付け
処理する、ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　ドキュメントのソーステキストファイルのデータをディスプレイ上に表示させたときの
外観と前記ドキュメントのソースイメージファイルのデータをディスプレイ上に表示させ
たときの外観とが実質的に等価となるようなページ付け情報を含む等価ファイルを、前記
ドキュメントのソーステキストファイルと前記ドキュメントのソースイメージファイルと
から生成する装置であって、
　少なくとも１つの記憶媒体から前記ドキュメントのソーステキストファイルと前記ドキ
ュメントのソースイメージファイルとを抽出するための抽出手段と、
　前記コンピューターシステムにより、前記ドキュメントの前記ソースイメージファイル
のデータにおけるページのフォーマットに従って前記ドキュメントの前記ソーステキスト
ファイルのデータに対して、そのページのフォーマットが前記ソースイメージファイルの
データにおけるページのフォーマットと一致するようにページ付け処理し、それにより前
記等価ファイルを生成する、ページ付け処理手段と、
を含み、
　前記ソーステキストファイルはＰＴＯテキストファイルを備え、
　前記ソースイメージファイルはＰＴＯイメージファイルを備え、
　前記等価ファイルは、前記ページ付け情報を含むデータファイルと結合し、
　前記ページ付け情報は、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる各特許テキストカラムの最初のＡＳ
ＣＩＩキャラクタの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置に関するカラム情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされるテキストの各行の最初のＡＳＣＩＩ
キャラクタの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置に関する行情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおけるＡＳＣＩＩテキストの各行が隣接する特許カラム
における概略行番号を含むカラム行番号情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイル内の書誌的イメージに現れた場合における前記ＰＴＯテキ
ストファイルからの書誌的データの配列を含む書誌的フォーマット化情報と、
を含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置において、
　前記ページ付け情報は、さらに、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおいて識別されたグラフィックスの前記ＰＴＯテキスト
ファイルにおけるロケーションを識別する図形アイテム情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされた場合に特許ドキュメントの論理セク
ションの前記ＰＴＯテキストファイル内の位置を識別するセクション情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされるフォントスタイルを識別するフォント情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされるフォントサイズを識別するポイントサイズ情報と、
　肩文字または添字フォーマットを有する場合において、前記ＰＴＯイメージファイルに
ディスプレイされる前記ＰＴＯテキストファイルにおけるＡＳＣＩＩキャラクタを識別す
る肩文字及び添字情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおける前記ＡＳＣＩＩキャラクタが前記ＰＴＯイメージ
ファイルにディスプレイされる前記フォントスタイルの太さの程度を識別するボールドネ
ス情報と、
　前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる前記ＰＴＯテキストファイルにおけ
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る前記ＡＳＣＩＩキャラクタの前記フォントスタイルのイタリック体の程度を識別するイ
タリック体情報と、
　前記ＰＴＯテキストファイルにおけるどの前記ＡＳＣＩＩキャラクタが特殊文字として
前記ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされるかを識別する特殊文字情報と、
　を有することを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、１９９３年１１月１９日付で出願された係属中の米国出願Ｓｅｒ　Ｎｏ．０
８／１５５，７５２の一部継続出願である。
【０００２】
　本発明は、出版、書類編集、及び操作、並びにドキュメント、及びイメージのディスプ
レイに関する。更に詳細には、本発明は、電子形式のドキュメントのページ付け、抽出、
同期化、及びディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００３】
　マルチメディアコンピュータディスプレイシステムの開発が進むにつれて、コンピュー
タユーザーにとっては、一層強力な計算力及び計算機能を利用することが出来る。例えば
、文書として公表されるには時間的に制限されていた情報は、現在では、出版社及び情報
販売者からのサービスとしてオンラインで入手可能である。低コスト高性能のパーソナル
コンピュータによってデータ及び計算容量の市場占有率が高くなるにつれて、ある種のオ
ンライン情報は、コンパクトディスク（ＣＤ）、及び、磁気媒体フォーマットにおいて利
用可能になりつつある。コンパクトディスク及び磁気媒体技術は、家庭又はオフィス環境
におけるパーソナルコンピュータの使用より、容易にアクセス可能なフォーマットにおい
て、ドキュメント、イメージ、及び、その他のデータをコスト効果的に大量記憶すること
を可能にする。パソコン、コンパクトディスク技術、及び、マルチメディア対話型グラフ
ィックユーザーインタフェースを組み合わせて利用することにより、パソコン（ＰＣ）ユ
ーザーは、以前には未知であった方法により、テキスト情報及びグラフィック情報にアク
セスし、これらをディスプレイすることが可能になった。ＰＣユーザーにとって潜在的に
利用可能な情報のタイプには、専門的及び技術的な出版物、新聞、マガジン、及び、その
他の科学及び文学データ、及び、イメージが含まれる。
【０００４】
　ただし、例えば、政府筋、新聞、及び雑誌によって公表される情報の多くは、機械読取
り可能なフォームでなく、紙上に印刷される。プリントされた情報をマシン読取り可能な
フォームに変換するのには多量の作業と労力が必要なので、磁気ディスク、ＣＤ等を用い
てＰＣユーザーが利用できる情報は公表される情報の極く一部に過ぎない。更に、マシン
読取り可能なフォームの情報は、通常、もとの（オリジナル）ドキュメントのイメージデ
ータ又はテキストデータの流れ（ストリーム）として利用される。例えば図面、方程式、
記号、ダイアグラム等々のようなテキスト的でない資料を含み、ドキュメントのイメージ
としての情報は、公表されたもとのフォーマットにおいて情報を呈示するのが有利である
。視聴者は、フォーマットを熟知しており、そして、情報は容易に認識され理解される。
ただし、ドキュメントイメージは、ビットマップとして記憶されることが多いので、ドキ
ュメントの内容の探索または操作は容易でない。代替案としてのテキストデータストリー
ムフォーマットは、情報を操作及び探索可能なフォーマットにおいて呈示するという観点
から有利である。都合の悪いことに、呈示されるフォーマットは、その情報がもともとプ
リントとして公表されたフォーマットではない。従って、ユーザーは、この種フォーマッ
トに不慣れであり、ドキュメントを適切に方向づけること（ナビゲーション）が困難であ
るために、適切な情報を見付けて利用することが難しい。
【０００５】
　もともと出版された文書がマシン読取り可能なフォームで蓄えられている場合に、これ
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を再現する問題の一例として、米国政府による米国特許文書（ドキュメント）の記憶とデ
ィスプレイを挙げることができる。米国特許商標庁（「ＰＴＯ」）は、発行された米国特
許その他のドキュメントの磁気テープを、走査したイメージ（画像）の形で、テキストデ
ータの個別ストリームとして提供している。テキストデータを記憶する磁気テープには、
例えば、図面、チャート、テキスト様の表、のような図形表現、又は、様式化し難いデー
タは含まれない。従って、磁気テープに蓄えられたＰＴＯテキストファイルから米国特許
を再生しても、米国政府によって公表されたもとどうりの米国特許はディスプレイされな
い。ＰＴＯによって提供されたテキストファイルをディスプレイするためのシステムとし
ては、ＬｅｘＰａｔ（登録商標）ディスプレイシステムと共に納品されるＭｅａｄ　Ｄａ
ｔａ製ＬｅｘＰａｔ（登録商標）システムが有名である。ＬｅｘＰａｔ　（登録商標）シ
ステムを使用して米国特許を、例えばＰＣのような端末装置上にディスプレイすると、テ
キストだけがディスプレイされて、図面、チャート、グラフ、または、オリジナルのフォ
ーマッティング情報は現れない。選定された特許のテキストは、ＡＳＣＩＩフォーマット
として現れるが、ＰＴＯによって発行されたオリジナルの特許としては現れず、発行され
た特許のオリジナルのカラム（欄）番号及びライン（行）番号によっては参照できない。
他のシステムは、例えばウォールストリート・ジャーナル紙のような定期刊行物または契
約のような法律上のドキュメントのテキストファイルをディスプレイする。ただし、テキ
ストファイルは、オリジナルのドキュメントとしては現れない。
【０００６】
　更に、米国特許庁は、ＰＴＯによって発行され、また、米国政府によって出版されたオ
リジナルの米国特許の走査されたイメージで構成されたイメージファイルを伴った磁気テ
ープを提供している。ＰＴＯによって磁気テープ上に提供されるイメージファイルは、単
に、出版されたオリジナルの特許のビットマップイメージを表すに過ぎない。走査イメー
ジの場合には、走査されたオリジナルドキュメントの単にビットマッップにすぎないので
、特許内容全体、即ち、図面、チャート、グラフ、テキスト、及び、オリジナルフォーマ
ットを含む特許の全てが提供される。ただし、走査されたドキュメントは、探索、編集、
ナビゲート、或いは他の操作が、テキストファイルのように簡単ではない。
【０００７】
　後で説明するように、本発明は、テキスト及びイメージドキュメントを、電子形式で同
時に、抽出し、同期化し、ディスプレイし、ナビゲートし、操作する。本発明は、具体的
には、米国特許ドキュメントを用いた場合を参照しながら説明することとし、ＰＴＯによ
って提供される磁気テープから特許テキスト及びイメージデータを抽出するプロセスを含
む。即ち、オリジナルの出版された特許のオリジナルのフォーマット（即ち、カラム（欄
）、及び、行）を再現するためにテキスト及びイメージデータを同期化し、そして、独特
のグラフィックユーザーインタフェース（ＧＵＩ）ワークベンチを用いて、フォーマット
されたテキストをイメージと共にディスプレイする。本発明は特許ドキュメントを参照し
ながら説明されるが、本発明は、様々な異なるタイプのドキュメント及び用途に適用でき
ることを理解されたい。
【０００８】
　本発明のグラフィックユーザーインタフェースは、ユーザーが、ＡＳＣＩＩテキストド
キュメント、並びにビットマップされた走査イメージを、ディスプレイ上において、選択
的に同様に見ることを可能にする。米国特許ドキュメントと共に用いた場合には、本発明
のグラフィックユーザーインタフェースは、例えば特許代理人のようなユーザーが、特許
のテキスト的部分及びグラフィック部分の両方をディスプレイ及び操作することを可能に
する。特許のテキストは、ＰＴＯにより、カラム（欄）番号及び行番号を伴ったオリジナ
ルとして出版された場合には、ディスプレイ上で見ることができる。同時に、ユーザーは
、ビットマップを含むイメージの形で、特許に含まれる図を見ることが可能である。本発
明は、特許ドキュメントを見て、操作して、そして、ディスプレイするための種々の機能
を提供する。読者がグラフィックユーザーインタフェース（ＧＵＩ）技術について理解す
ることを援助するために、背景として、ある種の基準について考察するよう提案する。イ
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ンタフェースを設計する際に、人間がなじみ易く、そして、ユーザーとコンピュータとの
間で情報を伝達するために、多くのユーザーインタフェースでは、メタファを利用する。
例えば、デスクトップ、ノートブック、スプレッドシート等のような熟知されているメタ
ファの使用に関しては、インタフェースについて考察する場合には、ユーザーが特定のコ
ンピュータシステムの必要条件を理解するためにメタファを利用できるように、人間の精
神構造を利用する。（例えば、Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｃｈａｎ著者「ユーザーインタフェース
デザイン　「Ｔｈｅ　Ｒｏｏｍ　Ｍｏｄｅｌ」レポートＣＳ－８４－１６、ワーテルロー
大学、コンピュータサイエンス部、オンタリオ州、カナダ、１９８４年７月、及び、本明
細書の参考文書を参照されたい。）更に、読者は、従来のグラフィックユーザーインタフ
ェース設計と関連した種々の態様、方法、装置について説明した次に示す参考文書を参照
されたい。即ち、米国特許Ｒｅ．第３２，６３２号、米国特許第４，９３１，７８３号、
米国特許第５，０７２，４１２号、米国特許第５，１４８，１５４号、及び、その中に引
用された参照文献である。
【０００９】
　以下において更に詳細に説明するように、本発明のグラフィックユーザーインタフェー
スは、デスクトップ型の「ウィンドウ」メタファに基づくものであり、そして、同期化し
た様式及び同期化しない両方の様式において、テキストドキュメント及びイメージドキュ
メントを同時にディスプレイする能力をユーザーに提供するものである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、機械読取り可能なフォームにおけるテキストドキュメント及びイメージドキ
ュメントを、ディスプレイ用として抽出し、同期化し、ディスプレイし、そして、操作す
る方法及び装置を提供するものである。本発明の好ましい実施例においては、例えば、特
許文書のようなドキュメントに関するテキストファイル及びイメージファイルは、まず個
別の磁気テープ媒体に蓄えられる。これらのデータファイルは、それぞれのテープから抽
出され、そして、例えばハードディスクドライブのような、更に高速の媒体に配置される
。テープの内容についてカタログが作成され、そして、テープインベントリからテープを
位置付けし、そして、ロードするための手順が提供される。テキストファイルとイメージ
ファイルとの間に概略等価関係を作るために、発見的アルゴリズムを用いて、等価ファイ
ルを生成するために、テキストファイルとイメージファイルが同期化される。現在におけ
る好ましい実施例においては、テキストファイル及びイメージファイルの自動ページ付け
により等価関係が提供される。そして、自動プロセスが完了した後においても依然として
残っているあらゆる不正確さを訂正するために人間が介入することによって最後の等価フ
ァイルが得られる。ただし、更に、本発明は、使用に耐える等価ファイルを獲得するため
に人間の介入を必要としないような完全自動ページ付けプロセスを目標とする。グラフィ
ックユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）ワークベンチを用いた非常に速いテキストの探
索を可能にするために、テキストファイル用として、ワードベース逆トリー（木）インデ
ックスが作成される。
【００１１】
　例えば、ハードディスクドライブ、または、コンパクトディスク（ＣＤ）に存在する等
価ファイル及びイメージファイルは、資源としてコンピュータディスプレイシステムに連
結される。コンピュータディスプレイシステムは、メモリ記及び入力／出力（１１０）回
路に結合した中央処理装置（ＣＰＵ）を備えたコンピュータを有する。コンピュータは、
ＣＤ　ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、或いは、等価ファイル及びイメージファイルが
蓄えられた他のマスメモリ装置に連結される。コンピュータは、陰極線管（ＣＲＴ）また
は液晶ディスプレイのようなディスプレイ、並びに、キーボード及びカーソル制御装置に
連結される。本発明のグラフィックユーザーインタフェースは、コンピュータによってＣ
ＲＴ上にディスプレイされ、そして、メニューバー及びツールバーを有する。各バーは、
ユーザーによる選定用として複数のコマンドオプションを有する。本発明のグラフィック
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ユーザーインタフェースは、ユーザーが、本発明のプロセスを用いて作成された等価ファ
イルをディスプレイし、操作し、そして、操縦（ナビゲート）すること、及び、ディスプ
レイ上においてイメージファイルを同時に見ることを可能にする。本発明の教示に従い、
等価ファイルはイメージファイルと同期化可能であり、または、その代わりに、等価ファ
イルは完全に個別の、そして、明白なイメージイメージと共にディスプレイ可能である（
例えば、１つの特許の等価ファイルを見ながら、同時に、他の特許のイメージファイルを
見ることが可能である）。いったん作成されて、そして、ディスプレイ上で示される場合
、等価ファイルは、米国政府によって発行されたプリント済み特許と実質的に同じカラム
（欄）及び行フォーマットでディスプレイされる。
【００１２】
　本発明のグラフィックユーザーインタフェースを用いて、ユーザーは、特許テキスト等
価ファイル、及び、イメージファイルのライブラリを作成し、そして、複数の異なる特許
その他のドキュメントを含むために開放することが出来る。等価ファイルは、等価窓ウィ
ンドウにおけるディスプレイ上で選択的に見ることが出来る。等価ファイルは、ハイライ
ト、特許、及び、ケースノートを用いて、ナビゲート、ハイライト、探索、及び、注釈さ
れることが可能である。等価ウィンドウ内に特許の等価ファイルを同時に見ることにより
、ユーザーは、等価ファイルのディスプレイに対応するイメージファイルの正確な部分、
或いは、ディスプレイ上の１つ又は複数のイメージウィンドウ内におけるイメージファイ
ルのあらゆる部分を見ることが出来る。更に、本発明は、ユーザーによって選定されるか
、または、等価ファイル又はワードリストから選定されたキーワードを定義及び検索する
ためのサーチメカニズムを供給する。ブール及び近接サーチも、等価ファイルについて行
われ、そして、結果がディスプレイされる。サーチタームは項は、現行等価ファイルの等
価ウィンドウ、ドキュメントの現行ライブラリ、キュメントノート（「特許ノート」及び
／又は「ケースノート」と称する）並びに他の選択ケース内におけるドキュメントの探索
に使用しても差し支えない。ワードリストは、選択されたライブラリ、ドキュメント、等
のアルファベット順のリストに含まれる。更に、本発明は、カーソルを特許等価ファイル
のテキスト上に置き、そして、コンピュータに信号を送ることによって、ユーザーが、例
えば、特許図面イメージのようなイメージを、イメージウィンドウ内にディスプレイする
ことを可能にする。この信号に応答して、コンピュータは、イメージウィンドウの中に、
最後の参照された図面をディスプレイする。本発明の場合には、更に、ユーザーが、テキ
スト及び／又は図面の一部分をイメージウィンドウ内において選定し、そして、ユーザー
が見るために、選定したイメージを拡大、或いは、縮小するすることを可能にする。
【００１３】
　さらに、インタフェースは、ユーザーが、イメージウィンドウ内の特許図面に現れるあ
らゆるエレメント番号を選定することを可能にする。特許図面内のエレメント番号を選定
すると、等価ウィンドウにディスプレイされる選定済み特許等価の明細書仕様書及び請求
項を有する等価ファイル内の当該エレメント番号が最初に起きた場合及びこれに後続して
起きた場合に自動的にハイライトすることとなる。更に、多重特許、図面、及び／又は、
他のドキュメントは、本発明を含むグラフィックユーザーインタフェースの教示に従って
ディスプレイ上で同時に見ることができる。様々な他の特徴及び機能は、ユーザーインタ
フェースにおける特許ドキュメントの操作、ナビゲーション、及び、ディスプレイのため
に本発明によって提供される。ユーザーは、ディスプレイされるイメージがディスプレイ
される等価ファイルと同期するような同期化したイメージファイルか、或いは、等価ファ
イルにおけるテキストのカラムを含むページ以外のページにイメージがディスプレイされ
る場合における同期化しないイメージファイルをディスプレイすることが出来る。ユーザ
ーは、等価ファイルの一部または全体を例えばワードプロセッサ又は図面プログラムのよ
うな第三プログラムのノートにコピー及びペースト（貼る）ことが可能であり、同様に、
例えば証言に関係する特許ノート内のＡＳＣＩＩフォーマットにおける証言のようなユー
ザーはＡＳＣＩＩテキストを、第三システムからノート内に輸入することが可能である。
特に、特許に関して本発明を使用する場合、特許の準備、起訴、及び、特許許可、特許侵
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害及び妥当性の研究実施、侵害請求項チャートの作成、特許のポートフォリオ又はグルー
プの管理及び評価、特許または係属出願に関する３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．ＳＳ１１２探索の実施
、及び、特許弁護士、特許代理人、または、技術職員によって規則的に遂行される他の多
くの用途における特許の探索を容易にするために使用できる。
【００１４】
表記法及び専門用語
　以下に述べる詳細な説明において、本発明は、インタフェースディスプレイイメージ、
プロセス過程、及び、コンピュータメモリ内のデータビットのオペレーションの象徴的な
表現について部分的に提示される。これらのアルゴリズム的記述及び表現は、データ処理
技術に熟練した者によって、作業の内容を当該技術分野における他の熟練した者に最も効
果的に伝達するために用いられる。
【００１５】
　アルゴリズムとは、この場合、そして、一般的に、所要結果に至る過程の自己一貫性を
もつシーケンスであると考えられる。これらの過程は、物理量の物理的操作を要求する過
程である。通常、必ずと言うわけではないが、これらの量は、記憶、転送、結合、比較、
ディスプレイ、その他の操作を実施できる電気信号或いは磁気信号の形をとることがある
。主として共同使用の理由により、これらの信号は、ビット、値要素、記号、キャラクタ
、イメージ、ターム、番号、等として扱うことが便利であることが実証されている。ただ
し、これらの類似した用語は全て適切な物理量と関連して用いられるべきであり、そして
、単にこれらの量に添付される便利なラベルに過ぎないことを忘れてはならない。
【００１６】
　本発明において言及されるオペレーションは、人間のオペレータと共に行われたマシン
オペレーションである。本発明のオペレーションを遂行するための有用なマシンには、汎
用デジタルコンピュータ、デジタル的に制御されたディスプレイその他の類似装置が含ま
れる。全ての場合に、読者は、コンピュータ、及び／又は、ディスプレイシステムをオペ
レートする方法と計算自体の方法との間を明確に区別しておかねばならない、本発明は、
コンピュータ、及び、対話型ディスプレイシステムをオペレートし、そして、他の所要の
物理信号を生成するために電気的、或いは、他の物理的信号を処理するための方法に関す
る。
【００１７】
　更に本発明は、これらのオペレーション動作を遂行するための装置に関する。この装置
は、目的のために特に作成された装置であるか、或いはコンピュータに蓄えられたコンピ
ュータプログラムによって選択的に作動化または再構成される汎用コンピュータであって
も差し支えない。ここに呈示される方法過程は、特定のコンピュータまたは他の装置に固
有な関係をもつものではない。種々の汎用マシンを、ここに開示される教示に基づくプロ
グラムと共に用いるか、或は、必要な方法過程を遂行するための専用装置を作成しても差
し支えない。従って、特定のプログラム言語が用いられるわけではなく、本発明を実現す
るためには、様々な言語のなかの任意の１つを用いて差し支えない。様々なこれらのマシ
ン及びプログラミング環境のために必要な構造については、以下の説明によって明白にな
るはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、テキストファイル及びイメージファイルを抽出し、等価ファイルを作成
するためにイメージファイルを用いてテキストファイルを頁付けし、等価ファイルをイン
デックスするための生産コンフィギュレーションの構成図である。
【図２】図２は、テキストファイル及びイメージファイルを抽出し、等価ファイルを作成
するためにイメージファイルを用いてテキストファイルを頁付けし、等価ファイルをイン
デックスし、等価ファイル及びイメージファイルをディスプレイ上にディスプレイするた
めに、本発明によって用いられる過程のシーケンスを示すフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の教示を組み込むコンピュータディスプレイシステムを示す機能
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ブロック図である。
【図４】図４は、米国特許第５，１６５，０２７号の書誌的ページを含むイメージファイ
ルの拡大された部分を示す。
【図５】図５は、図４に示す米国特許第５，１６５，０２７号に関するＰＴＯテキストフ
ァイルのサンプル部分を示す。
【図６】図６は、図４及び５に示す米国特許第５，１６５，０２７号に関するＰＴＯ　Ｔ
ｅｘｔＦｉｌｅにおいてリストされたカラム（欄）情報の例を示す。
【図７】図７は、米国特許第５，１６５，０２７号に関する図６に示されたパラグラフが
ＰＴＯＩｍａｇｅ　Ｆｉｌｅに蓄えられた状態を示す。
【図８】図８は、公表された米国特許によって提供されるカラム（欄）ライン（行）番号
情報を示す。
【図９】図９は、本発明によって、テキストファイル及びイメージファイルを同期化及び
インデックスするために本発明の処理システムによって用いるためにＰＴＯ　Ｔｅｘｔ　
Ｆｉｌｅｓ、及び、ＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅｓを抽出するために利用される抽出プ
ロセスのフローチャート構成図を示す。
【図１０】図１０は、等価ファイルを生成するためにＰＴＯ　Ｔｅｘｔ　Ｆｉｌｅ及びＰ
ＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅを同期化するために用いられる本発明のページ付けプロセス
を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、タイトル、メニュー、及びツールバーを含むシステムスタートに関
する本発明のユーザーインタフェースを示す。
【図１２】図１２は、利用可能なケースのリストを開くために、ユーザーにより選択され
る下向き矢印機能を示す。
【図１３】図１３は、実行するために現在利用可能なオプションにユーザーを導くための
情報矢印の本発明における使用方法を示す。
【図１４】図１４は、選定済み特許のユーザーによる操縦を補助するための本発明の特許
テキストツールボックス、及び特許セクションヘッディングのメニューのディスプレイを
示す。
【図１５】図１５は、Ｌｉｂｒａｒｙメニューオプションの作動化に際してユーザーによ
る選択に利用可能なサブコマンドアイテムを示す。
【図１６】図１６は、Ｌｉｂｒａｒｙメニュー上においてＳｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉ
ｒｅｃｔｏｎｅｓアイテムを選定した後においてディスプレイされるＳｅｔ　Ｌｉｂｒａ
ｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックスを示す。
【図１７】図１７は、Ｎｅｗ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話ボックスを示す。
【図１８】図１８は、Ｏｐｅｎ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話ボックスを示す。
【図１９】図１９は、現在の使用中のライブラリを使用するための本発明のＬｉｂｒａｒ
ｙ対話ボックスを示す。
【図２０】図２０は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）Ｌｉｂｒａｒｙの中の特許の選定を示す。
【図２１】図２１は、アイコンに対するライブラリの本発明による最小化を示す。
【図２２】図２２は、この例ではＩｎｔｅｌ（登録商標）Ｌｉｂｒａｒｙに相当する現在
使用中のライブラリを更新するための本発明にかかるＵｐｄａｔｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話
ボックスを示す。
【図２３】図２３は、ライブラリメニューからのＳｅａｒｃｈサブコマンドアイテムの選
択に際してディスプレイされる本発明のＳｅａｒｃｈ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話ボックスを示
す。
【図２４】図２４は、Ｓｅａｒｃｈライブラリ対話ボックスの中のＷｏｒｄ　Ｌｉｓｔボ
タン機能の作動化に際してディスプレイされる本発明のＷｏｒｄ　Ｌｉｓｔ対話ボックス
を示す。
【図２５】図２５は、アルファベット順のタブを選定し、そして、ライブラリ特許から対
応するワードリストを見るための本発明のＷｏｒｄ　Ｌｉｓｔ対話ボックスのオペレーシ
ョンを示す。
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【図２６】図２６は、各々のライブラリ特許においてユーザーによって定義されたサーチ
アイテムの発生数を識別するための本発明のＳｅａｒｃｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓ対話ボックス
を示す。
【図２７】図２７は、Ｃａｓｅ　Ｃｒｏｓｓ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ対話ボックスに対する
本発明のＬｉｂｒａｒｙを示す。
【図２８】図２８は、等価窓ウィンドウにディスプレイされるＥｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｆ
ｉｌｅｓでオペレートするための本発明の特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏｘを示す。
【図２９】図２９は、更に、等価窓ウィンドウの中の等価ファイルでオペレートするため
の本発明の特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏｘを示す。
【図３０】図３０は、等価窓ウィンドウ及びイメージウィンドウの本発明による同時ディ
スプレイ、並びに、イメージウィンドウにディスプレイされるイメージでオペレートする
ための特許Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘのディスプレイを示す。
【図３１】図３１は、本発明による等価ウィンドウにおける等価ファイルの同時かつ同期
化されたディスプレイ、及び、ディスプレイスクリーン上のイメージウィンドウにディス
プレイる拡大されたイメージのディスプレイを示す。
【図３２】図３２は、セクションヘッディングの選択を介して等価窓ウィンドウの中にデ
ィスプレイされる特許セクションを操縦するための特許セクションヘッディングのディス
プレイ及びユーザの能力を示す。
【図３３】図３３は、ディスプレイスクリーン上のイメージウィンドウにディスプレイさ
れたイメージファイルに配置された特許図面に関して、等価窓ウィンドウにディスプレイ
される等価ファイルの本発明にかかる同期化を説明する。本発明は、イメージウィンドウ
にディスプレイされるイメージファイルにおける図に、等価ファイルにおける図番号に関
する参照番号を連結する。
【図３４】図３４は、拡大されるべき特許イメージの面積部分を識別するための本発明の
アウトラインボックスの使用を示す。
【図３５】図３５は、等価ファイルが等価窓ウィンドウにディスプレイされ、そして、同
時に、イメージファイルからの図の拡大された部分がディスプレイスクリーン上のイメー
ジウィンドウにディスプレイされる本発明のユーザーインタフェースを示す。
【図３６】図３６は、ユーザーによる、図面エレメントの入力、及び、等価窓ウィンドウ
にディスプレイされる等価ファイルにおける図面エレメントの最初の発生およびこれに後
続する発生の位置付けを可能にする本発明のＳｅｌｅｃｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｎｕｍｂｅ
ｒ対話ボックスを示す。
【図３７】図３７は、種々カラーにおいて等価ファイルの所要部分をハイライトするため
に本発明にかかるハイライト機能の使用を示す。
【図３８】図３８は、ディスプレイスクリーン上の２つの等価ウィンドウ、及び、１つの
イメージウィンドウの本発明にかかるディスプレイを示す。
【図３９】図３９は、本発明のインポート特許対話ボックスを示す。
【図４０】図４０は、輸入されるべき等価ファイルの選定後におけるＩｍｐｏｒｔ　Ｐａ
ｔｅｎｔｓ対話ボックスを示す。
【図４１】図４１は、Ｃａｓｅメニューオプションの作動化に際して選択に利用可能なサ
ブコマンドアイテムを示す。
【図４２】図４２は、図４１におけるＯｐｅｎ　Ｃａｓｅサブコマンドアイテムが選定さ
れた場合にディスプレイされるＯｐｅｎ　Ｃａｓｅ対話ボックスを示す。
【図４３】図４３は、図４１に示すＮｅｗ　Ｃａｓｅアイテムの選定に際してディスプレ
イされるＮｅｗ　Ｃａｓｅ対話ボックスを示す。
【図４４】図４４は、ディスプレイするためにユーザーがケースの中の特許を選定するこ
とを可能にする、特許番号ドロップダウンメニューを示す。
【図４５】図４５は、図４１に示すＵｐｄａｔｅ　Ｃａｓｅサブコマンドアイテムの作動
化に際してディスプレイされるＵｐｄａｔｅ　Ｃａｓｅ対話ボックスを示す。
【図４６】図４６は、図４１のＣａｓｅメニューのＳｅａｒｃｈアイテムの選定に際して
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ディスプレイされるサーチ探索ケース対話ボックスを示す。
【図４７】図４７は、図４１に示すＳｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｔｈｒｅｃｔｏｒｉｅｓサブコマ
ンドアイテムの作動化に際してディスプレイされるＳｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ
ｉｅｓ対話ボックスをそ召す。
【図４８】図４８は、図４１に示すＣｏｐｙ　Ｃａｓｅサブコマンドアイテムの選定に際
してディスプレイされるＣｏｐｙをＣａｓｅ対話ボックスを示す。
【図４９】図４９は、図４１に示すＢａｃｋｕｐ　Ｃａｓｅサブコマンドアイテムの作動
化に際してディスプレイされるＢａｃｋｕｐケース対話ボックスを示す。
【図５０】図５０は、図４１に示すＤｅｌｅｔｅ　Ｃａｓｅの選定に際してディスプレイ
されるＤｅｌｅｔｅ対話ボックスを示す。
【図５１】図５１は、図４１にしめすＰｒｉｎｔサブコマンドの選定に際してディスプレ
イされる本発明のＰｒｉｎｔ対話ボックスを示す。
【図５２】図５２は、図４１に示すＰｒｉｎｔ　Ｓｅｔｕｐの作動化に際してディスプレ
イされるＰｒｉｎｔ　Ｓｅｔｕｐ対話ボックスを示す。
【図５３】図５３は、Ｅｄｉｔコマンドオプションの作動化に際して選定するために利用
可能なサブコマンドアイテムを示す。
【図５４】図５４は、Ｖｉｅｗコマンドオプションの作動化に際してユーザーにより選定
するために利用可能なサブコマンドアイテムを示す。
【図５５】図５５は、図５４のＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓサブコマンドアイテムの作動化に
際してディスプレイされるＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ対話ボックスを示す。
【図５６】図５６は、図５４のＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔサブコマンドアイテムの先手
医にさいしてディスプレイされるＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックスを示す。
【図５７】図５７は、等価ウィンドウ及びディスプレイスクリーン上のイメージウィンド
ウを示すＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックスのＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔの選定
に関する本発明のユーザーインタフェースを示す。
【図５８】図５８は、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックスのＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙ
ｏｕｔを選定した後において２つの等価ウィンドウがディスプレイスクリーン上に並列配
置される本発明のユーザーインタフェースを示す。
【図５９】図５９は、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックスのＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙ
ｏｕｔの選定に続いてディスプレイスクリーン上にディスプレイされる２つの等価ウィン
ドウ及び２つのイメージウィンドウを有する本発明のグラフィックユーザーインタフェー
スを示す。
【図６０】図６０は、Ｗｉｎｄｏｗコマンドオプションの活性化に際して選定のために利
用可能なサブコマンドアイテムを示す。
【図６１】図６１は、ユーザーによって生成された全ての特許ノートをディスプレイする
本発明の特許ノートメニューを示す。
【図６２】図６２は、本発明の特許ノートを示す。
【図６３】図６３は、多重特許ノートが単一特許ノートの中で作成可能であるような本発
明によるマルチノートの使用を示す。
【図６４】図６４は、本発明のケースノートを示す。
【図６５】図６５は、例えば、本発明のディスプレイ上の探索結果のような模範的ドキュ
メントの最小化を示す。
【図６６】図６６は、ユーザーが、特許カラム番号を入力可能であり、作動化にさいして
、所要の特許カラムに対応する等価ファイル内のカラムをディスプレイすることを可能に
する本発明のＧｏ　Ｔｏ　Ｓｅｃｔｉｏｎ対話ボックスを示す。
【図６７】図６７は、ユーザーが特許のセクションを選定し、活性化に際して、等価窓ウ
ィンドウ内の選定済みセクションをディスプレイさせることを可能にする本発明のＧｏ　
Ｔｏセクション区分対話ボックスを示す。
【図６８】図６８は、Ｈｅｌｐコマンドオプションの活性化に関してユーザーによる選定
に利用可能なサブコマンドアイテムを示す。
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【図６９】図６９は、図６８に示すＡｂｏｕｔサブコマンドのの活性化に際してディスプ
レイされるＡｂｏｕｔ対話ボックスを示す。
【図７０】図７０は、Ｎｏｔｅコマンドオプションの活性化に際してユーザーによる選定
を行うために利用可能なサブコマンドアイテムを示す。
【図７１】図７１は、図７０に示すＶｉｅｗ　Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅオプションの選定に際
してディスプレイされるＣａｓｅ対話ボックスにおけるこれらのケースノートを示す。
【図７２】図７２は、図７０に示すＶｉｅｗ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏｔｅサブコマンドアイ
テムの選定に際してディスプレイされるＣａｓｅ対話ボックスにおける特許ノートを示す
。
【図７３】図７３は、本発明の好ましい実施例に基づくコンピュータシステムの簡素化さ
れた構成図である。
【図７４】図７４は、図７３のコンピュータシステムにおけるマシンの間におけるデータ
転送オペレーションを行わせる好ましい方法を示す流れ図である。
【図７５】図７５は、本発明の好ましい実施例に応じてＰＴＯイメージファイルが圧縮さ
れる方法を示すために用いられる。
【図７６】図７６Ａ、及び、７６Ｂは、本発明の好ましい実施例に応じてＰＴＯイメージ
ファイルが圧縮される方法を示すために用いられる。
【図７７】図７７は、本発明の好ましい実施例に応じてページ付けが行われる方法を描写
する流れ図である。
【図７８】図７８は、本発明の好ましい実施例に応じてページ付けが行われる方法を描写
する流れ図である。
【図７９】図７９は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｃ
ｏｐｙ　Ｃｌａｉｍｓ」オプションを示すために用いられる。
【図８０】図８０は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｃ
ｏｐｙ　Ｃｌａｉｍｓ」オプションを示すために用いられる。
【図８１】図８１は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｚ
ｏｏｍ　Ｉｍａｇｅ」オプションを示すために用いられる。
【図８２】図８２は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｚ
ｏｏｍ　Ｉｍａｇｅ」オプションを示すために用いられる。
【図８３】図８３は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される本発
明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｃｏｐｙ　Ｉｍａｇｅ」オプ
ションを示すために使われる。
【図８４】図８４は、本発明のユーザーインタフェースによって好ましく提供される「Ｌ
ｏｃｋ　Ｗｉｎｄｏｗｓ」オプションを示すために使われる。
【図８５】図８５Ａ、及び、８５Ｂは、本発明がクランピングを行う好ましい方法を示す
ために用いられる。
【図８６】図８６は、本発明がキャラクタストリーム整合を遂行する好ましい方法を示す
ためにもちいられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下の説明において、本発明の完全な理解を可能にするために、例えば、機能ブロック
、代表的なデータ処理装置、ウィンドウコンフィギュレーション、特定の特許ドキュメン
ト、テキスト及び図面、等々のような多数の詳細資料について説明する。ただし、当該技
術分野における熟達者にとっては、本発明が、これら特定の詳細資料なしに実行可能であ
ることが明白である筈である。他の場合には、本発明が不明瞭になることを回避するため
に、公知の回路および構造については詳細に説明していない。
【００２０】
　本発明については、一般的なシステム構成、テープ抽出プロセス、ページ付けプロセス
、指標付けプロセス、及び、グラフィックユーザーインタフェースを含む種々のセクショ
ンにおいて説明する。以下の記述は米国特許ドキュメントを対象としているが、本発明は
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、特許のみに制限されることなく、例えば、法律上の契約、ウォールストリート・ジャー
ナル紙、ロサンゼルス・タイムズ紙、等々のような、特定用途として必要とされる可能性
のあるように、様々なドキュメント及びイメージに適用できることを理解されたい。
【００２１】
発明の一般的な概観
　本発明の一般的なシステム構成によって、ディスプレイ、ナビゲーション（航法）、マ
ニピュレーション（操作）、及び、グラフィックユーザーインタフェースにおけるテキス
ト及びイメージデータの編集に関する本発明の１つの実現可能性について開示する。本発
明の教示をユーザーが利用することを可能にするために、ここで説明する一般的なシステ
ム構成は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、または、専用プロセッサシス
テムの形をとったコンピュータディスプレイシステムを対象とする。本明細書は、特定の
コンピュータハードウェアについては言及することなく、そして、一般的なシステム構成
に関する記述が、そこで本発明の実現が可能であるような広範囲に亙るデータ処理システ
ムを対象とすることを意図するものである。
【００２２】
　本発明にかかるシステムの一般的な概観を図１に示し、そして、本発明の方法を含む主
要プロセス過程のフローチャートを図２に示す。
【００２３】
　本発明のテープ抽出プロセスは、ＰＴＯ（米国特許庁）によって提供されるＰＴＯテキ
スト及びＰＴＯイメージファイル磁気テープからデータファイルを抽出する。データファ
イルは、モデムデータ処理システムにおいて有用なアクセスタイムを提供するために、こ
れらのテープから更に速い媒体（例えば、ハードディスクドライブ）に抽出される。ここ
で説明されるように、抽出プロセスには、テープ内容のカタログ及びインベントリ（在庫
管理目録）の適切な生成、並びに、新規に作成されたテープインベントリからのテープの
選定およびローディングが含まれる。
【００２４】
　「等価ファイル」を生成するために、ＰＴＯテキストファイル及びＰＴＯイメージファ
イルをページ付けするプロセスは、テキストファイルとイメージファイルとの間の概略等
価関係を自動的に作成するためにアルゴリズムの発見的（ヒューリスチック）な１組を用
いて実施される。人間オペレータは、等価ファイルを完成するために、公表された特許ド
キュメントのオリジナルフォーマッチングが等価ファイルに反映されるように、結果を検
査する。
【００２５】
　本明細書では、ＰＴＯテキストファイルに含まれるテキスト用逆トリー（木）インデッ
クスを作成するためのプロセスについて開示する。このインデックス付けプロセスの結果
として、本発明のグラフィックユーザーインタフェースを使用する際の非常に速いテキス
ト検索のためのプリビルト（事前作成）インデックスが得られる。本発明は、逆テープイ
ンデックスを用いて説明されるが、逆テープインデックスの代りに他のタイプのテキスト
検索方法を用いても差し支えない。
【００２６】
　本発明のグラフィックユーザーインタフェース（ＧＵＩ）は、等価ファイル及びＰＴＯ
イメージファイルをディスプレイし、そして、ディスプレイファイル又は他の蓄積ファイ
ルについてユーザーが分析を実施することを可能にする。等価ファイルは、外観上ＰＴＯ
イメージファイルと同様にフォーマット及びディスプレイされ、公表された特許と同じカ
ラム（欄）及びライン（行）を有する。従って、ユーザーは、例えば、正確なカラム（欄
）及びライン（行）シテーション　（引用）を生成するためにテキストサーチを行い、セ
クションのヘディングを介してテキストの所要セクションの位置を特定するために等価フ
ァイルをナビゲートし、更に、ディスプレイされたファイル又は他の蓄積ファイルにおけ
る図形またはテキストイメージを見るために、ＧＵＩを使うことが出来る。イメージ及び
等価特許テキストは、本発明の教示を用いることにより、同期化するか、又は、同期化し
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ないいずれかの様式において、見ることが出来る。
【００２７】
一般的なシステム構成（コンフィギュレーション）
　図１は、テキストファイル及びイメージファイルを抽出し、等価ファイルを作成するた
めにテキストファイルをページ付けし、そして、等価ファイルをインデックス付けするた
めに用いられる本発明のプロダクションコンフィギュレーションの構成図を示す。プロセ
スは、ＴＰＯから提供されるタイプ３４８０のＰＴＯ磁気テープ１によって開始する。Ｐ
ＴＯ磁気テープには３つの異なるカテゴリがある、即ち、ＰＴＯテキストテープ、ＰＴＯ
イメージテープ、及び、ＰＴＯ割当（アサインメント）テープである。ＵＮＩＸマシン２
は、ＰＴＯテープ１内のデータを大型ファイルバッファに読み込む。次に、データは、テ
ープ上の各ドキュメントを見付けるために、パーズ（分解）される。パーズすることによ
り、特許番号、テープ上における特許ファイルの物理的ロケーション（位置）、全バイト
数、及び、テープに現れる各ドキュメントに関する他の制御情報を含む表が作成される。
この場合のドキュメントは、特許、訂正証明、再発行された特許否認、または、他の発行
後ドキュメントのいずれであっても差し支えない。次に、データは、デジタルリニアテー
プ（ＤＬＴ）３、或いは、その他任意の適当なデータ記憶媒体のいずれかに記憶すること
ができる。全ての現行特許用に必要なディスク記憶スペースの量は１テラバイト（ＴＢ）
以上であるので、現在、データは、ライブラリ５に蓄えられる。ライブラリは、ＰＴＯテ
キストファイル６、ＰＴＯイメージファイル７、及び、発行後ドキュメント９を含むこと
ができる。記憶容量が十分大きいディスクドライブシステムが利用可能である場合には、
データは、１つのディスクドライブに蓄えることができる。現在、ＰＴＯイメージテープ
は、オリジナルな媒体、すなわち、３４８０磁気テープに残される。
【００２８】
　続いて図１を参照することとし、特許のリストを要求する命令１０がＵＮＩＸデータベ
ース１１に入力されると、ＵＮＩＸデータベース１１は、マウントする必要のある異なる
テープの個数を最小限にするために、特許の位置（パテントロケーション）によってリク
エストリストを分類し、そして、特許のリスト、及び、例えばテープのボリューム（巻）
通し番号、及び、リケストされた個々の特許ファイルがステージングマシン８に速く届く
ことを可能にする位置（ロケーション）情報のような他の関連情報をステージングマシン
８に送る。ステージングマシン８は、処理するように要求された各特許の全てのテキスト
及びイメージ部分のファイルをそのディスク上に作成する。ステージングマシン８が利用
可能なテキスト及びイメージファイルを持つ場合にや、そのテキスト及びイメージファイ
ルをページ付けマシン１３に送る。
【００２９】
　更に、続けて図１を参照することとし、現在、ページ付けマシン１３は、テキスト及び
イメージファイルをページ付けし、そして、本明細書の用語及び定義のセクションにおい
て更に詳細に説明するように等価ファイルを作成するために、１つ又は複数のＤＯＳ基調
マシン１６を使用する。ページ付けの後で、インデックスマシン１９は、発行後ドキュメ
ント９を追加し、そして、等価ファイルをインデックスする。インデックスマシン１９は
、１つ又は複数のＤＯＳ基調マシン２０を含む。次に、作成マシン２３は、等価ファイル
及びイメージファイルのＣＤ　ＲＯＭイメージを作り、そして、イメージをＣＤ　ＲＯＭ
及びデジタルリニアテープ２８に記入する。作成マシン２３は、１つ又は複数のＤＯＳ基
調マシン２７、ＣＤ　ＲＯＭライタ２５、及び、デジタルリニアテープ２８を利用するこ
とが出来る。等価ファイル及びイメージファイルを有するＣＤ　ＲＯＭがユーザーに納品
され、ユーザーはファイルをディスプレイおよび操作するために例えば図３に示すのよう
なシステムを利用できる。完成した特許を有するデジタルリニアテープは、ライブラリ３
０に蓄えられ、そして、ライブラリ３０における特定の特許がリケストされた場合に、ス
テージングマシン８がライブラリ３０から完成した特許をマウントするように、データベ
ース１１が更新され、そして、高速プロセス用としてページ付け及びインデクス付け過程
をスキップ可能にするために、データベースは、特許が既にページ付け及びインデクス付
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けされたことをフラグ表示する。本発明においては、例えばＵＮＩＸマシン及びＤＯＳマ
シンのような特定のマシンについて開示するが、これらは、組み込む事の出来る異なるタ
イプのコンピュータシステムの例に過ぎず、本発明を制限するものではない。
【００３０】
　前述の記述から明白なように、本発明は、例えば、抽出マシン、ライブラリ５、ステー
ジングマシン８、及び、ページ付けマシン１３のようなマシンの間における多量のデータ
転送を行う（実際には、これらのマシンは、単一コンピュータプラットホーム、または、
多重コンピュータプラットホームを用いて実現可能である）。本発明の好ましい実施例に
従って、この種のデータ転送がうこなわれる方法について、図７３及び７４を参照しなが
ら説明することとする。
【００３１】
　図７３は、図１に示すシステム構成の簡素化された表現（構成図様式）である。図７３
は、第１顧客（クライエント）マシン７３０４、第２顧客マシン７３０６、共用ディスク
ドライブ７３１０、及び、テープドライブ７３０８を含むコンピュータシステム７３０２
を示す。共用ディスクドライブ７３１０は、第２顧客マシン７３０６７の一部であること
が好ましく、そして、第２顧客マシン７３０６はＵＮＩＸ基調マシンであることが好まし
い。共用ディスクドライブ７３１０は第２顧客７３０６及び第１顧客７３０４の両方によ
って直接アクセス可能であることが好ましい。
【００３２】
　当然理解されるように、ＵＮＩＸ基調システムにおいては、ファイルリネームオペレー
ションは最小単位オペレーションである。従って、共用ディスクドライブ７３１０は、リ
ネームオペレーション実施中は、他のファイル関連オペレーションは一切遂行できない（
この場合、共用ディスクドライブ７３１０はＵＮＩＸ基調第２顧客マシン７３０６の一部
である）。
【００３３】
　第１顧客７３０４が第２顧客７３０６を介してテープドライブ７３０８内のデータにア
クセスしようとする場合も有り得る。第１顧客７３０４がページ付けマシン１３を表し、
第２顧客７３０６がステージングマシン８を表し、そして、テープドライブ７３０８がラ
イブラリ５を表す場合について考察することとする。ページ付けマシン１３は、しばしば
、ライブラリ５内のデータにアクセスしようとする筈である。そのためには、ページ付け
マシン１３は、ステージングマシン８と対話しなければならない。ページ付けマシン１３
とステージングマシン８との間のこの種の対話は、共用ディスクドライブ７３１０を使う
ことによって達成されることが好ましい。具体的には、ページ付けマシン１３（即ち、第
１顧客７３０４）は、共用ディスクドライブ７３１０に「読取り」コマンドを記入する。
ステージングマシン８（第２顧客７３０６）は、共用ディスクドライブ７３１０から「読
取り」コマンドを検索し、その後で、「読取り」命令を実行する。この場合、「読取り」
コマンドをこのように実施すると、データがライブラリ５（テープドライブ７３０８）か
ら読取られ、そして、ページ付けマシン１３へ転送される。図１に示すシステムコンフィ
ギュレーションにおける上記以外のデータ転送シナリオについては、関係技術分野におけ
る熟練者にとっては明白であるはずである。
【００３４】
　当然理解されるように、第１顧客７３０４が「読取り」コマンドを共用ディスクドライ
ブ７３１０に記入し終わる以前に第２顧客７３９６が共用ディスクドライブ７３１０から
の「読取り」コマンドを読み取らないことを保証するためには第１顧客７３０４と第２顧
客７３０６との間においてシェイクハンドが実行されなければならない。そうでない場合
には、不適当な動作が行われる。
【００３５】
　図７４は、データ転送期間中における、第１顧客７３０４及び第２顧客７３０６オペレ
ーションを表す流れ図７４０２である。本発明におけるこの種のオペレーションは、デー
タ転送オペレーションに際して、第１及び２顧客７３０４、７３０６の間の明確な交信を
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一切必要とすることなしに、ハンドシェイクを達成する。これは、システム資源（例えば
通信バンド幅）の負荷を軽減することに役立ち、それによって、システム性能を最適化す
る。流れ図７４０２は過程７４０４によって開始し、コントロールは即座に過程７４０６
にパスする。
【００３６】
　過程７４０６において、第１顧客７３０４は、共用ディスク７３１０への、読取りコマ
ンドファイルの記入を開始する（テープドライブ７３０８からのデータ読取りを第２顧客
７３０６にインストラクトする）。読取りコマンドファイルは「ＤＬＴ．ＣＸＸ」と命名
される。第２顧客７３０６は、共用ディスクドライブ７３１０を定期的にスキャンし、そ
して、「．ＣＭＤ」エキステンションを用いてファイルを検索し、そして、実行する。
【００３７】
　第１顧客７３０４がファイル「ＤＬＴ．ＣＸＸ」を共用ディスクドライブ７３１０に完
全に手紙で知らせた後で、過程７４０８は、遂行される。過程７４０８において、第１顧
客７３０４は、「ＤＬＴ．ＣＸＸ」ファイルの名前を「ＤＬＴ．ＣＭＤ」に変更する。既
に述べたように、ファイルのリネームオペレーションは最小単位のオペレーションである
。従って、第２顧客７３０６は、改名（リネーム）オペレーションが完了するまで共用デ
ィスクドライブ７３１０からの「ＤＬＴ．ＣＭＤ」を読むことが出来ない（そして、読取
りコマンドファイルが共用ディスクドライブ７３１０に完全に記入されてしまうまで、改
名オペレーションは開始されない）。
【００３８】
　過程７４１０において、改名オペレーションが完了した後で、第２顧客７３０６は、「
．ＣＭＤ」エキステンションを備えたファイルが共用ディスクドライブ７３１０内に位置
すること（即ち、「ＤＬＴ．ＣＭＤ」ファイルであること）発見する。第２顧客７３０６
は、共用ディスクドライブ７３１０から「ＤＬＴ．ＣＭＤ」ファイルを検索し、そして、
それを実行する。過程７４１２によって指示されるように過程７４１０が遂行された後で
、流れ図７４０２のオペレーションが完了する。
【００３９】
　本発明の教示に従って使用するための模範的なコンピュータディスプレイシステムを図
３に示す。コンピュータシステムには、例えば、ＣＲＴモニタ又は液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）のようなディスプレイ４０が含まれ、更に、例えば、米国特許Ｎｏ．Ｒｅ．３２，
６３２に示されるタイプのマウス、ジョイスチック、キーボード、または、ディスプレイ
４０のディスプレイスクリーン６８上においてカーソル４４を選択的に位置決めするため
の上記以外の装置のようなカーソル制御装置４２が含まれる。一般に、カーソル制御装置
４２には、例えば第１の位置及び第２の位置を有するスイッチ４６のような信号生成手段
が含まれる。例えば、米国特許Ｎｏ．Ｒｅ．３２，６３２に記載されているマウスは、コ
ンピュータシステムのユーザーが、あるコマンドを実行するようにコンピュータに指示す
るための信号を生成するために使用するスイッチを含む。図に示すように、カーソル制御
手段４２（今後、例えば、マウス、トラックボール、操縦かん、グラフィックタブレット
、キーボード入力、等のようなあらゆるタイプの適用可能なカーソル制御装置は、集合的
に参照する場合には、マウス４２”と称する）はコンピュータ４８に結合される。
【００４０】
　コンピュータ４８は３つの主要部品を有する。即ち、第１の部品は、コンピュータ４８
の他の部分に対して、適切に構造化された形において情報を伝達するために使われる入力
／出力（Ｉ／Ｏ）回路５０である。更に、コンピュータ４８は、Ｉ／Ｏ回路５０及びメモ
リ５５と結合された中央処理装置（ＣＰＵ）５２を有する。これらのエレメントは、大抵
の汎用計算機において一般的に見られる部品であり、事実、コンピュータ４８は、広い範
囲に亙るグラフィックディスプレイを生成することの可能なデータ処理装置を代表する装
置を意味する。
【００４１】
　更に、当該技術分野において公知であるように、コンピュータ４８に対してデータ及び
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コマンドを入力するキーボード５６を図３に示す。図に示すように、マスメモリディスク
６０は、コンピュータ４８に追加記憶能力を提供するためにＩ／Ｏ回路５０に連結される
。更に、ＣＤ　ＲＯＭ６２及びフロッピーディスク６４は、ディスプレイ４０に表示され
るべき原文ドキュメント及びイメージのライブラリを提供するためにＩ／Ｏ回路５０に連
結される。例えば、磁気テープドライブ、並びに、更に他のデータ処理システムに結合さ
れるネットワークのようなデータ記憶する付加的な装置を、コンピュータ４８に連結して
も差し支えない。公知であるように、プリンタ５７は、ドキュメント、イメージ、等々を
プリントするためのＩ／Ｏ回路５０に連結される。
【００４２】
　１実施例において、本発明は、そこに記録された制御ロジックを備えたコンピュータに
よる読取り可能な媒体を有するコンピュータプログラム製品（例えば、フロッピーディス
ク、コンパクトディスク、等々）である。制御ロジックは、メモリ５５にロードされて、
そして、ＣＰＵ５２によって実行される場合、ここに記述するオペレーション動作をＣＰ
Ｕ５２が遂行可能にする。従って、実行に際してＣＰＵ５２を制御するので、この種の制
御ロジックはコントローラを意味する。
【００４３】
　図３に示すように、ディスプレイ４０には、その中にウィンドウ７０が表示されるディ
スプレイスクリーン６８な含まれる。ウィンドウ７０は、長方形、または、その他の周知
の形状であっても差し支えなく、そして、ウィンドウ、或いは、ウィンドウ上の他の所要
の部分において、ウィンドウを長さ方向に水平に横断して配置されるメニューバー７２を
有する場合も有り得る。公知であるように、マウス４２の動きは、コンピュータ４８によ
ってディスプレイスクリーン７０上のカーソル４４の動きに変換可能である。本明細書の
読者は、一般的に目的指向ディスプレイシステム、そして、特に、本発明の教示に従って
利用可能な他のコンピュータシステムに関する追加的な記述としてのデスクトップ型タフ
ァ　（隠ゆ）ウィンドウ基調システムについて記述する「背景」のセクションに引用され
た参考文書を参照されたい。図３に示すシステムは、グラフィックユーザーインタフェー
スディスプレイを提供することの出来る一般的なコンピュータディスプレイシステムを表
すことを意図するものである。
【００４４】
　本明細書において、本発明は、米国特許書類のディスプレイ（表示）、ナビゲーション
（指図）、及び、マニピュレーション（操作）に関して記述される。
【００４５】
　特に、本発明は、本明細書においては、発行された米国特許のテキストをエクストラク
ト（抜粋、引用）し、ページ付けし、ディスプレイし、マニピュレートし、ナビゲート及
びエジット（編集）し、更に、図面を含む特許内容のイメージをディスプレイ４０上に同
時ディスプレイするするための独創的な方法および装置を提供するものとして記述される
。本明細書における本記述は、既に言及したように、特許書類（ドキュメント）に関する
発明を対象とするものであるが、当該技術分野における熟達者にとっては、本発明が、デ
ィスプレイ上におけるテキスト及びイメージの同時ディスプレイ、同期化、又は、非同期
化ディスプレイを必要とする様々な用途に利用可能であることが当然理解される筈である
。本明細書の目的に関しては、一般的に用いられている「特許」又は書類（ドキュメント
）と言う用語は、あらゆるタイプのドキュメントを包括し、そして、特許書類のみに限定
されないことを理解されたい。
【００４６】
　更に、図３に示すコンピュータシステムを用いる本発明を実現するために、特定のプロ
グラム言語については一切開示されていないことに注意されたい。多くの異なるコンピュ
ータディスプレイプラットホームにおいて、ここに記述された教示を用いて本発明を実現
するためには、例えばＣ、Ｃ＋＋、視覚ベーシック、等々のような様々なプログラム言語
を使用しても差し支えない。
【００４７】
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用語、及び、定義
　「ＰＴＯイメージファイル」は、文書「米国特許庁ＡＰＳ米国特許イメージデータファ
イル」に指定されたフォーマットにおいて電子的に蓄えられたデータファイルである。こ
れらのファイルの各々は、特許ドキュメントからの１つ又は複数のイメージページを含む
。ＰＴＯイメージファイルにおける各イメージページは、特許または関連特許ドキュメン
ト（例えば、補正証明書）の実際のページを電子的に表現したものである。イメージペー
ジは、米国特許庁当局によって、電子式スキャナを用いて作成され、そしてグループ４圧
縮フォーマットとしてＰＴＯイメージファイルに蓄えられる（連邦情報処理公示１５０：
「グループ４ファクシミリ装置に関するファクシミリコード化スキーム、及び、コード化
制御機能」参照）。例示的なイメージページ（特許５，１６５，０２７のビブリオグラフ
ィページ）の部分拡大図を図４に示す。
【００４８】
　「ＰＴＯテキストファイル」は、文書「米国特許庁特許フルテキスト／ＡＰＳファイル
」に指定されたフォーマットにおいて電子的に蓄えられたデータファイルである。これら
のファイルの各々は、特許書類における大部分の原文データのＡＳＣＩＩテキスト表現を
含む。一般に、特許本体のビブリオグラフィ情報およびテキストパラグラフは本ファイル
に含まれるものとする。特許に現れる原文の情報の或る種の方程式及び表も、同様に、こ
のタイプのファイルに蓄えられるものとする。例えば図形的の情報を含む図および表のよ
うな視覚的情報、及び、フォーマット化情報は、ＰＴＯテキストファイルには含まれない
ものとする。更に、公表された特許に関して表示されるカラム（欄）及びライン（行）番
号情報は、ＰＴＯテキストファイルにも書誌的ページのフォーマットにも蓄えられない。
【００４９】
　ＰＴＯテキストファイルにおけるＡＳＣＩＩデータは、固定長８０文字レコードに蓄え
られる。各レコードの最初の４文字は、当該レコードが含むデータのタイプを識別するＩ
Ｄコードであり、第５の文字はブランクであり、そして、レコードの最後の７５文字は実
際ののデータ値を記憶する。最初の４文字が全てブランクである場合には、当該レコード
は直前のレコードの継続である。
【００５０】
　例えば、特許５，１６５，０２７（図５に示す特許の一部）に関するＰＴＯテキストフ
ァイルにおいては、「マイクロプロセッサ区切り点装置」が後続する　「ＴＴＬ」で始ま
るレコードがある。この「ＴＴＬ」レコードは、「マイクロプロセッサ区切り点装置」と
言う特許のタイトルを記憶する。これらの「ＴＴＬ」レコードの１つは、全ての特許に必
要とされる。
【００５１】
　「ＩＳＤ」で始まり、そして、「１９９２１１１７」を含む別のレコードは、１９９２
年１１月１７日と言う特許の発行日付を示す。
【００５２】
　前述の両方の例において、蓄えられるべきデータの量は、７５文字以下であり、従って
、１つのレコードに適合する。１つのレコードに適合するにはデータ量が多すぎる場合が
多い。特許本体からのテキストのパラグラフは、この種のパラグラフは７５文字以上によ
って構成されるので、複数のレコードに分割されることが多い。この種のパラグラフの最
初のレコードは、例えば「ＰＡＲ」（パラグラフの最初の行が字下げされていることを示
す）のような識別子（ＩＤ）で始まる。当該パラグラフを保持するために用いられる後続
するレコードは、４個のブランクで構成されるＩＤで始まり、これらのレコードが最初の
レコードの継続であることを示す。７５文字に適合する（ワードを切断することなしに）
個数のワードは、各レコードに蓄えられる（図５参照）。
【００５３】
　ＰＴＯテキストファイルは、特許に関するデータを、視覚ディスプレイフォーマットで
なくてＡＳＣＩＩテキストを用いた情報用フォーマットにおて蓄える　（図５参照）。テ
キストファイルは、ラベルの付いた情報片を含むレコードによって構成される。これは、
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（例えば、特許のテキストのテキストサーチ又はナビゲーションを行うように）コンピュ
ータを用いて特許に関する情報を処理するために非常に便利なフォーマットである。
【００５４】
　ビットマップディスプレイフォーマットは公表された原特許として視覚的に現れるので
、ＰＴＯイメージファイルは、特許に関するデータを、人間にとって非常に扱い易い走査
されたビットマップディスプレイフォーマットにおいて蓄える。ＰＴＯイメージファイル
は、活字に組んだ特許ページの黒白画面を獲得するためにページ走査装置を使うことによ
って作成される一連のディジタル化されたページイメージ含む。これは、特許に含まれる
情報が人間に見えるようにするために、非常に便利なフォーマットである。例えば、イメ
ージページは、米国政府によって公表された場合のように、特許に関するダイアグラム、
方程式、及び、図面を視覚的にディスプレイする読取り可能な書面ドキュメントを生成す
るために、レーザプリンタでプリントできる。
【００５５】
　「等価ファイル」は、ＰＴＯテキストファイルとＰＴＯイメージファイルとの間の等価
関係を詳述するページ付け情報を含む電子的に蓄えられたデータファイルである。この関
係は、どのようにすれば、ＰＴＯテキストファイルのレコード基調ＡＳＣＩＩデータが外
観においてＰＴＯイメージファイルに実質的に等価であり、しかも、依然として、ＡＳＣ
ＩＩファイルとしての本来の有用性を保持させることができるかを指定することによって
ＰＴＯテキストファイル及びＰＴＯイメージファイルの両方を更に有用にする。「ページ
付け」は、ＰＴＯテキストファイル、及び、ＰＴＯイメージファイルから等価ファイルが
作成されるプロセスである。ＰＴＯイメージファイルは、カラム（欄）区切り、カラム（
欄）数、ライン（行）区切り、及び、ライン（行）数の位置、並びに、埋め込まれた表、
構造、方程式、及び、明細書における他の非テキスト情報の位置及びサイズ寸法を決定す
るために、読取られる。当該技術分野に熟練した者にとって公知であるパターン認識技法
は、イメージページのレイアウトををブロック化及び分割するために用いられる。
【００５６】
　ＰＴＯテキストファイルは、書誌的情報、数字参照、セクションヘディング、フォント
スタイル、ポイントサイズ、肩文字、添字、肉太またはイタリック体の存在、及び、特殊
文字を決定するために読み取られる。
【００５７】
　これら２つのオペレーションの結果は、等価ファイルを作成するために、手動、又は、
光学文字認識技法を用いて組み合わされる。活字に組まれたＰＴＯ書誌的イメージページ
上の書誌的セクションの外観に近付けるために、書誌的情報ＩＤコードで始まる各々のＰ
ＴＯテキストファイルパラグラフがフォーマットされる。同様に、明細書および特許請求
の範囲におけるＰＴＯテキストファイルからの各テキストパラグラフは、活字に組まれた
ＰＴＯ明細書及び請求項イメージページにおけるセクション明細書または請求項デクショ
ンの外観に近似させるためにフォーマット化されたテキストファイルを作成するために処
理される。ＰＴＯテキストファイル及びＰＴＯイメージファイルのページ付けのための必
要条件は、実用分野における種々の明白な必要条件から生じる。例えば、法的手続きにお
いて特許を引用する場合、対象部分のカラム（欄）番号及びライン（行）番号数によって
特定のリファレンスが作成される。これらのカラム及びライン番号は、公表された特許に
印刷され、そして、ＰＴＯイメージファイルによって表されたページのフォーマットにお
いて記載される。ただし、これらのカラム及びライン番号は、ＰＴＯテキストファイルに
は記載されないので、ＰＴＯテキストファイルからの適切な引用を見分けることが困難で
ある。使用する際において、ユーザーは、特定の項の位置を特定するために、ＰＴＯテキ
ストファイル上においてでワードサーチを行うことが出来る。いったん、ＰＴＯテキスト
ファイルにおける位置が特定されると、ユーザーがその参照箇所を引用しようとする場合
、当該ユーザーは、当該位置に関する何等の有益な情報を得ることなしに、正確なカラム
番号及びライン番号の位置を特定するためにＰＴＯイメージファイル（或いは、実際の書
面特許）に戻って参照しなければならない。
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【００５８】
　ページ付けのための別の必要条件は、当該特許のカラム（欄）におけるテキストを含む
ライン（行）に純粋なイメージを置くことから生じる。例えば、ＰＴＯテキストファイル
における当該構造の本文記述が後続する構造のダイアグラムは、当該構造のイメージなし
で、単にテキストとしてのみ現れる筈である。ユーザーは、構造について位置を特定し、
そして、研究するためには再び、説明図、ダイアグラム、数字等の物理的な記載位置に関
しては、ＰＴＯテキストファイル内のデータからは何等の情報を得ることなしに、ＰＴＯ
イメージファイル（或いは、書面特許）に戻って参照しなければならない。
【００５９】
　ＰＴＯイメージファイルを作成するにはＰＴＯテキストファイルからのデータを活字に
組むための装置によってどのように処理しなければならないかと言う特定の情報は米国政
府からは入手できない。従って、通常、２つのファイルは、完全に個別の実体と見なされ
なければならない。（ＰＴＯ自体は、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃによっ
て製造された２台のコンピュータにおいて別々にファイルを使用する。）ＰＴＯテキスト
ファイルは、通常、テキストを検索するために使用されるが、しかし、活字に組まれた特
許イメージページのどくに、或いは、どのようにして情報が現れるかに関する情報は持た
ない。ＰＴＯイメージファイルは、活字に組まれたテキスト、ダイアグラム、数字、及び
、方程式を見るために使われるが、しかし、コンピュータによって検索できるフォーマッ
トとして蓄えられとデータとしては表現されない。
【００６０】
　本発明にかかる等価ファイルの目的は、テキストファイル内のデータが、頁付けされた
特許様フォーマットにおいて呈示可能であり、従って、ＰＴＯテキストファイルを用いて
はこれまで利用可能でなかった機能である検索およびテキストからの直接引用を容易にす
るように、ＰＴＯテキストファイルを頁付けすることにある。ページ付けプロセスは、正
しいカラム（欄）区切り、カラム（欄）番号、区切りの端部、及び、ライン（行）番号を
用いて、ＰＴＯテキストファイルをフォーマット化し、従って、純粋なテキスト検索の利
点を伴った直接的引用を可能にする。等価ファイルに含まれた情報は、人間になじんだ視
覚フォーマットにおいて、及び、同時にコンピュータにより自動的に、これら両方の方法
において使用出来る。
【００６１】
　「同期化された」ディスプレイは、ユーザーが、等価ファイル内に或るカラム（欄）を
、そして、イメージファイル内にこれと同じカラム（欄）を同時に見ることのできる方法
において、等価ファイル及びこれに対応するイメージファイルをナビゲート（操縦）する
方法である。例えば、ユーザーがウィンドウ内に、等価ファイルのカラム（欄）３を見る
場合には、当該ユーザーは、同時に、別のウィンドウ内に、イメージファイルのカラム（
欄）３を見ることができる。従って、ユーザーは、２つのファイル、即ち、等価ファイル
とイメージファイルを、同期化した方法においてみることが出来る。
【００６２】
　「同期化されない（非同期化）」ディスプレイは、等価ファイルの一部分とイメージフ
ァイルの他の部分とを非同期的にディスプレイする方法である。例えば、「図５において
、システムは、．．．．．を例証する。」と言うセンテンス（文）が等価ファイルのカラ
ム（欄）２内に在るものと仮定する。ユーザーが等価ファイル内の当該センテンスを選定
した場合には、イメージファイルは、図５を含む最初のページをディスプレイするはずで
ある。従って、等価ファイルとイメージファイルは、同じカラム（欄）を参照しないが、
関連事項を参照する。同期化されないディスプレイの別の例においては、一方では等価フ
ァイルの１つの部分をディスプレイし、他方では、完全に無関係な図面、無関係な表、或
いは、同一特許のイメージファイルの別のテキスト部分、または、別の特許のイメージフ
ァイルをディスプレイする。従って、同期しないディスプレイにおいては、等価ファイル
と、同時にディスプレイされるイメージファイルとの間には関係、または、関連性がない
ことも有り得る。
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【００６３】
　等価ファイルに蓄えられた情報の基礎的な構造は、多くのフォームにおいて蓄えること
が可能である。即ち、例えばＣプログラム言語のような構造オペレーションを実現する言
語による高速アクセスを可能にするための２進構造フォーマットとして蓄えることも出来
る。別の代替案によれば、例えばＳＧＭＬ（標準一般化マークアップ言語）のような一般
化されたマークアップ言語において、テキストに関する基礎的な構造上の情報の幾らかが
蓄えられ、そして、２進構造フォーマットにおける未加工の位置情報が蓄えられる。本発
明の能力、速度、及び、使用し容易さに直接影響する多くの代替案が有る。従って、本明
細書の読者は、読者のシステムの必要条件に最もよく適合する特定のプログラム言語を用
いて本発明を実現することが可能である。既に述べたように、本発明は、図３に示すシス
テムを含む様々なコンピュータシステムを用いて実現可能である。
【００６４】
　ＳＧＭＬは、種々のアプリケーションに利用できる。公表された特許に外観上等価であ
るような特許出願を書くためにＳＧＭＬを使っても差し支えない。更に、ＳＧＭＬは、等
価ファイル及び表、フローチャート、方程式等のビットスキャンされたイメージの両方を
含む複合ドキュメントを作成するために用いる事ができる。
【００６５】
　等価ファイルは、少なくとも次に示すタイプの同期化情報と関連する：
１．カラム（欄）
　これらのカラム（欄）がＰＴＯイメージファイルにディスプレイされた場合における各
特許テキストカラム（欄）の最初のキャラクタのＰＴＯテキストファイル内の位置。これ
により、本発明において、特許本体の各カラム（欄）においてどちらのＡＳＣＩＩテキス
トがディスプレイされるかの決定を可能にする。
【００６６】
２．ライン（行）
　これらのラインがＰＴＯイメージファイルにディスプレイされた場合におけるテキスト
の各ラインの最初のキャラクタのＴＰＯテキストファイル内における位置。これにより、
本発明において、特許本体の各カラム（欄）のライン（行）においてどちらのＡＳＣＩＩ
テキストがディスプレイされるかの決定を可能にする。
【００６７】
３．カラムライン数
　ＰＴＯテキストファイル内のテキストの各ラインが近接する特許カラム（欄）内の概略
ライン数であり、これにより、本発明において、特許の本体の各カラム（欄）にディスプ
レイされたＡＳＣＩＩテキストラインの概略垂直位置を決定することが可能である。
【００６８】
４．書誌的フォーマット化
　ＰＴＯイメージファイル内の書誌的ページイメージに現れた場合における、ＰＴＯテキ
ストファイルからの書誌的データの概略配列。
【００６９】
５．図形アイテムロケーション
　ＰＴＯイメージファイルにおいて参照される数字種々の図、図エレメント、方程式、非
テキスト表、構造、及び、ダイアグラムの、ＰＴＯテキストファイル内におけるロケーシ
ョン（位置）。
【００７０】
６．セクション
　ＰＴＯイメージファイル内にディスプレイされた場合におけるドキュメントの各種論理
セクションのＰＴＯテキストファイル内の位置（例えば、発明の背景、図面の簡単な説明
、請求セクション、等々）。
【００７１】
７．フォント
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　ＰＴＯテキストファイル内の種々ＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯイメージファイル内に
ディスプレイされる場合のフォントスタイル。
【００７２】
８．ポイントサイズ（点の寸法）
　ＰＴＯテキストファイルにおける種々ＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯイメージファイル
にディスプレイされる場合のフォントサイズ。
【００７３】
９．肩文字、または、添字
　ＰＴＯイメージファイルにおいて、種々ＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯテキストファイ
ル内に、肩文字または添字のいずれかの形においてディスプレイされる。
【００７４】
１０．ボゥルドネス（太さ）
　ＰＴＯテキストファイル内の各種ＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯイメージファイル内に
ディスプレイされる場合におけるフォントスタイルの太さの程度。
【００７５】
１１．イタリック体
　ＰＴＯテキストファイル内の種々ＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯイメージファイルにデ
ィスプレイされる場合におけるフォントスタイルのイタリック体の程度。
【００７６】
１２．特殊文字
　ＰＴＯテキストファイル内の或る種のＡＳＣＩｌキャラクタは、ＰＴＯイメージファイ
ルにおいて特殊文字としてディスプレイされる。一般に、ＰＴＯテキストファイルにおけ
るキャラクタのグループ（例えば、「ＯＭＥＧＡ」）は、ＰＴＯイメージファイルにおけ
る１つの特殊文字（例えば「　」）にマップする。これは、ＡＳＣＩＩ規格が、有用な多
くの特殊文字を定義しないことに因る。
【００７７】
　リストされた前記の「カラム（欄）」情報の例として、「多数の技法が用いられる．．
」と言う書き出しで始まる特許５，１６５，０２７の本体からのテキストのパラグラフを
参照されたい。図６は、このパラグラフ用のＡＳＣＩＩキャラクタが、どのようにして、
ＰＴＯテキストファイルに蓄えられるかを示す。同じパラグラフは、図７に示す特許５，
１７５，０２７に関するＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる。
【００７８】
　ＰＴＯテキストファイル内のパラグラフ（図６参照）の長さは５行であり、そして、Ｐ
ＴＯイメージファイルにディスプレイされる同じパラグラフ（図７参照）の長さは７行で
あることに注意されたい。更に、ＰＴＯテキストファイルにおいては、行にまたがってワ
ード（語）が切断されることがない。ＰＴＯイメージファイルにディスプレイされる行の
終端におけるワードは、ワードの一部分が１行の終端に現れ、ハイフンがこれに後続し、
そして、ワードの残りの部分がその次の行に現れる（例えば「ｐｅｒｆｏｒ－ｍａｎｃｅ
」）ように分割しても差し支えない。
【００７９】
　等価ファイルは、ＰＴＯテキストファイル内のどのＡＳＣＩＩキャラクタがＰＴＯイメ
ージファイル内にディスプレイされる行内に所在するかを識別するために行番号と関連す
る。例えば、等価ファイルは、ＰＴＯテキストファイル内の次に示すキャラクタで始まる
ＰＴＯイメージファイル内のパラグラフの行（参照図７）を蓄えるはずである：
　行１：「Ｎｕｍｅｒｏｕｓ」の「Ｎ」
　行２：「ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」の「ｍ」
　行３：「ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ」の「ｄ」
　行４：「Ｔｈｅ」の「Ｔ」
　行５：「ｐａｒｔ」の「ｐ」
　行６：「ｓｏｍｅ」の「ｓ」



(23) JP 4907715 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

　行７：「ｔｈａｔ」の「ｔ」
【００８０】
　リストされた上記の「カラム（欄）」情報の例として、図８に示す米国特許５，１６５
，０２７の明細書の最初のページイメージを参照されたい。図に示すように、当該特許の
最初のカラム（欄）は、「ＭＩＣＲＯＰＲＯＣＥＳＳＯＲ」の「Ｍ」で始まる。特許の第
２のカラム（欄）は、「データ」における”ｄ”で始まる。これらの位置は、ＰＴＯテキ
ストファイル内のどのるＡＳＣＩＩデータがどのカラム（欄）内に所在するかを識別する
ために等価ファイル内に蓄えられる。
【００８１】
　同様に図８は、リストされた上記の「カラムライン数」情報を例を示す。ページの中央
のカラム（欄）に配列された数は、特許テキストカラム（欄）内の行の行番号を示す。図
８に示すカラム（欄）１に関しては、「この出願は、出願Ｓｅｒ．の継続出願である」を
含む行はカラム（欄）の行４（行番号が４）である。図８に示すカラム（欄）２において
、「区切り点が生じるアドレスは第８行に示される。テキストの所定の行が現れるページ
イメージ上の概略垂直位置を識別するために、この情報は等価ファイルと関連させられる
。
【００８２】
　例として「書誌的フォーマット化」情報の一例とすて、図４及び５を参照されたい。「
ＴＴＬ」で始まるタイトルレコードのデータは、「米国特許」と言う語の下に発明者の名
前および水平直線と共に太字で示されることに注意されたい。それぞれの書誌的情報は、
等価ファイル内にテキストのカラム（欄）として蓄えられる。
【００８３】
　ＰＴＯテキストファイルからＰＴＯイメージファイル内の書誌的ページ上のフォーマッ
トまで書誌的データのページ付けを行うことは、等価ファイルにテキストラベルを加える
ことを必要とする。例えば、全ての書誌的ページの最上部に現れる「米国特許［１９］」
と言う文字はＰＴＯテキストファイル内のどこにも見当たらない。これらのワードは、全
ての特許証の最上部に現れるので、ＰＴＯイメージファイルに含まれる必要はない。ただ
し、外観上ＰＴＯイメージファイルに類似する等価ファイルを作成するために、これらの
ワードを等価ファイル内に指定しておかねばならない。ページ付けアルゴリズムは、必要
に応じてこれらのテキストラベルを付加するように設計されている。
【００８４】
エキストラクション（抽出）
　本発明の抽出プロセスは構成図の形で図９に示される。ＰＴＯは、ＩＢＭ３４８０磁気
テープ上にＰＴＯテキストファイル及びＰＴＯイメージファイルを供給する。抽出プロセ
スは、そこに特定のＰＴＯテキストファイルまたはＰＴＯイメージファイルが位置する特
定のＩＢＭ＊３４８０テープを識別し、これらのファイルをテープから抽出し、そして、
ファイルを同期化し、そして、インデックス付けする処理システムによって利用できるよ
うに変換する。
【００８５】
　ＰＴＯテキストテープは、特定の暦日に、ＰＴＯによって公表され、そして、一意的な
巻通し番号（ＶＳＮ）を含む。或る特定の日付に公表された全ての特許は、その日付をも
って発表されたテープに収録されていなければならない。テープはインデックスを含まな
い。従って、特定のＰＴＯテキストファイルを抜粋するには、２００ＭＢ　ＩＢＭ　３４
３０テープ全てを磁気ディスクバッファに読み取らねばならず、ヘッダブロック、テープ
マークラベル、等々を除去し、そして、内容ボリュウム表（ＶＴＯＣ）を作成するために
パーズ（分析）しなければならない。ＶＴＯＣは、ドキュメント番号、テープ開始からの
バイトカウントオフセット、及び、バイト数で表したドキュメントファイルの長さを含む
。個別プログラムは、ファイルの開始バイトをインデクスし、そして、ファイルセグメン
トを他のファイルにコピーするために、使用できる。この場合、他のファイルは、特定の
特許に関してＰＴＯテキストファイルとなる。ＰＴＯテキストテープにとって、多重ＰＴ
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Ｏテキストテープをスパンすることが可能である。これが起きると、多重ファイルセグメ
ントを一緒に連結するために本発明による手順が利用される。磁気ディスクバッファから
作成されたＶＴＯＣは、将来の基準として関係データベースシステム（ＲＤＢ）を更新す
るためにもちいられ、そして、バッファは削除される。
【００８６】
　ＰＴＯテキストファイルは、圧縮されていないフォーマットの磁気テープに蓄えられる
。ＰＴＯイメージファイルは、圧縮されたフォーマットによって磁気テープに蓄えられる
ことが好ましく、グループ４　２Ｄ（二次元）ファクシミリフォーマットであることが好
ましい。本発明によれば、ＰＴＯテキストファイルは、圧縮されないフォーマットにおい
て処理される。ただし、ＰＴＯイメージファイルは、少なくとも部分的には圧縮されたフ
ォーマットにおいて処理される。本発明に基づいたイメージファイルの処理を全体的に概
略描写して図７５に示す。
【００８７】
　一例として、２Ｄ圧縮イメージを、ブロック７５０６として図７５に示す。本発明によ
れば、２Ｄ圧縮イメージ７５０６は１Ｄ圧縮イメージ７５０８に変換される。本発明によ
って行われる多くの機能は、この圧縮された１Ｄイメージ７５０８の処理と関係する。（
例えばズーミング及びページ付けのような或る種のオペレーションに関しては、図７５の
アイテム７５１０に示すように１Ｄ圧縮イメージ７５０８は圧縮されないフォーマットに
圧縮解除される。一般に、この圧縮されないイメージファイルには、２３２０ビット掛け
る３４０８ビットが含まれる。ズーミングおよびページ付けについては次に検討する。）
一方、一般的には、この種の機能は、単に圧縮されないイメージを処理することによって
遂行される。
【００８８】
　図７６Ａ及び７６１３に関して１Ｄ圧縮イメージの構造について説明する。一例として
の圧縮されないイメージ７６０２の表現を図７６Ａに示す。この圧縮されないイメージ７
６９２における典型的なライン（行）７６０４を図に示す。このライン７６０４には、多
数のブラックスペース（各ブラックスペースは論理１ビットを表す）、及び、多数のホワ
イトスペース（各ホワイト白色スペースは論理０を表す）が含まれる。
【００８９】
　圧縮されないイメージ画像７６０２に対応する１Ｄ圧縮イメージ７６０６を図７６Ｂに
示す。この１Ｄ圧縮イメージ７６０６には、圧縮されないイメージ７６０２におけるライ
ン７６０４（圧縮されないライン７６０４と称する）に対応するライン７６０８（圧縮さ
れたライン７６０８と称する）が含まれる。圧縮されたライン７６０８は、圧縮されない
ライン７６０４における所定数の白および黒のスペースを定量化することによって圧縮さ
れないライン７６０４を表し、同時に、この種の白黒スペースのシーケンスを保存する。
従って、圧縮されたライン７６０８に示すように、圧縮されないライン７６０４には、１
２８のブラックスペースが含まれる。このスペースには、６４ホワイトスペースが後続し
、８ブラックスペースが後続し、６４ホワイトスペースが後続し、１０２ブラックスペー
スが後続し、９０ホワイトスペースが後続する。
【００９０】
　圧縮されないイメージ、２Ｄ圧縮されたイメージ、及び、１Ｄ圧縮されたイメージの間
における変換手順は、当該技術分野における熟練者にとっては明白なはずである。この種
の手順については、例えば、「グループ４ファクシミリ装置用ファクシミリコード化スキ
ーム及びコード化制御機能」と題する１９８８年１１月４日付発行の連邦情報処理規格Ｎ
ｏ．１５０のように、公的に入手可能な多くの文書において検討済みである。
【００９１】
初期自動ページ付け
　初期自動ページ付けプロセスを図１０のフローチャートに示す。自動ページ付けプロセ
スでは、ＰＴＯテキストファイルを利用し、公表された原本特許のフォーマットに初期近
似する等価ファイルを作成する。本発明にかかる初期ページ付け過程を次に示す：
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　１．ＰＴＯテキストファイルをコンピュータシステムのメモリに読み込む（例えば、図
２に示すタイプのコンピュータシステムを利用できる）。　
　２．書誌的情報ＩＤコードで始まるＡＳＣＩＩデータレコードの各々を、そこで当該デ
ータがディスプレイされるべきＰＴＯイメージファイルの対応するイメージページ上の概
略位置に割り当てる。全ての書誌的データレコードＩＤコードのリスティングに関しては
文書「米国特許庁Ｆｕｌｌ－Ｔｅｘｔ／ＡＰＳファイル」を参照されたい。更に、文書「
特許および登録商標スタイルマニュアル」を参照されたい。　
　３．特許本体の各々のパラグラフを処理する。見付けられる論理グループの位置（ロケ
ーション）のリストを作成する。（特許本体に現れる可能性のある論理グループ、即ち「
ＧＯＶＴ」、「ＰＡＲＮ」、「ＢＳＵＭ」、「ＤＲＷＤ」、「ＤＥＴＤ」、「ＣＬＭＳ」
、「ＤＣＬＭ」のリスティングに関しては、文書　「米国特許庁Ｆｕｌｌ－Ｔｅｘｔ／Ａ
ＰＳファイル」参照。）　
　４．ページ付け情報を等価ファイルにディスクにセーブする。
【００９２】
　ＰＴＯイメージファイルにおける対応するページイメージにおいて１行よりも多くスパ
ンする可能性のあるデータ値がある場合には、上記の過程２及び３において、パラグラフ
フォーマット化手順が遂行される。更に、圧縮されたデータに関しては自動ページ付け技
法を利用することが出来る。
【００９３】
　ここで、圧縮されたデータに関して自動ページ付け技法が利用される方法について説明
することとする。すでに述べたように、本発明は、ＰＴＯによって提供される圧縮されな
いイメージファイルから１Ｄ圧縮されたイメージファイルを生成する。本発明の実施例に
よれば、ページ付けは、圧縮されないＰＴＯテキストファイル及び１Ｄ圧縮されたイメー
ジファイルを用いて行われる。この実施例については、図７８に示す流れ図７８０２を参
照しながら次に説明する。流れ図７８０２は、過程７８０４によって開始し、制御は直ち
に過程７８０６にパスする。
【００９４】
　過程７８０６において、１Ｄ圧縮されたイメージファイル内でクランプが識別される。
クランプは、垂直（行の間で）、及び／又は、水平に（行内で）、及び／又は、対角線的
に他のスペースに近接するダークスペースのグループである　（各「ダークグループ」は
論理１を表す）。別の代替実施例において、クランプは、ホワイト（白色）スペースのグ
ループを表すことができる。過程７８０６において行われるオペレーションは「セグメン
テーション」と呼ばれる。通常、セグメンテーション分割は、圧縮されたデータイメージ
を用いて行われない。その代りに、通常、セグメンテーションは、圧縮されないデータイ
メージを用いて行われる。このような従来の手順によれば、圧縮されないデータイメージ
を、垂直、水平、及び、対角線の各方向において検索することが必要である。ただし、本
発明は１Ｄ圧縮されたイメージを仕様するので、垂直及び対角線方向においてのみ検索す
ることが必要である。（ここでは、クランプが垂直、水平、対角線的に行われるものと仮
定しているが、クランプが水平および垂直にのみ行われる場合には、本発明は垂直方向だ
けを検索する。）１Ｄ圧縮されたイメージは既に水平方向においてクランプされているの
で（これは、図７６Ｂから明白である）、上記の条件が成立する。従って、本発明により
１Ｄ圧縮されたイメージを仕様すれば、セグメンターションを行うための処理時間を大幅
に短縮できる。
【００９５】
　過程７８０６における本発明は、垂直に重なる隣接行におけるダークスペースを検索す
ることが好ましい。図８５Ａに示す１Ｄ圧縮されたイメージ８５０２の例について考察す
ることとする。この場合、行８５０４及び行８５０６の２行が示される。行８５０４は、
２個のダークスペース、後続する３個のホワイトスペース、後続する２個のダークスペー
ス、後続する１個のホワイトスペースを有する。行８５０６は、３個のダークスペース、
後続する２個のダークスペース、後続する１個のホワイトスペース、後続する２個のホワ
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イトスペースを有する。本発明は、行８５０４、及び、８５０６から図８５Ｂに示す表８
５０８を生成する。表８５９８は、行８５０４及び８５０６におけるホワイト及びダーク
スペースのグループの間の境界を表示する情報を含む。表８５０８は、例えば行８５０４
、及び、８５０６に対応するエントリ８５１０及び８５１２のような、圧縮されたイメー
ジ８５０２における各行に対するそれぞれのエントリを有する。エントリ８５１０は、行
８５０４の各値に前の値または和を加算することによって得られる。従って、エントリ８
５１０における「５」は、「３」に行８５０４から「２」を加えることによって得られる
。エントリ８５１０における「７」は、行８５０４からの「２」に「５」（即ち、前回の
和）を加算することによって得られる。表８５０８における各エントリは、同じ方法で生
成される。
【００９６】
　いったん、表８５０８が生成されれば、エントリ８５１０、及び、８５１２に含まれる
ダークスペースの境界に関する情報を分析することによってクランプが識別される。例え
ば、エントリ８５１０に含まれるダークスペース境界情報は、行８５０４がビット位置１
－２、及び、５－７にダークスペースを持つことを示す。エントリ８５１２に含まれるダ
ークスペース境界情報は、行８５０６がビット位置１－３、及び、４６にダークスペース
を持つことを示す。ビット位置１－２は、ビット位置１－３に垂直にオーバーラップする
。従って、行８５０４、及び、８５０６におけるこれらのダークスペースは、クランプの
少なくとも一部を表す。同様に、ビット位置５－７は、ビット位置４－６に垂直にオーバ
ーラップする。従って、行８５０４、及び、８５０６におけるこれらのダークスペースは
、別のクランプの少なくとも一部を表す。この分析は、表８５０８における全てのエント
リに関して実施される。表８５０８に含まれるダークスペース境界情報に基づき、これら
のクランプを識別することが可能であることに注意されたい。
【００９７】
　過程７８０６において識別されたクランプはキャラクタを表すことも有り得る。過程７
８０８においては、クランプがキャラクタテンプレートと比較される。キャラクタテンプ
レートは、例えば、英数字キャラクタ、句読点キャラクタ、グラフィックキャラクタ、等
々のようなキャラクタに対応するビットパターンである。従って、過程７８０８において
、クランプをキャラクタとして認識するために、クランプがキャラクタテンプレートと比
較される。
【００９８】
　過程７８０８において行われるオペレーションは「テンプレート整合」と呼ばれる。テ
ンプレート整合は、処理されつつある（各クランプが処理され、ひいては、整合される）
クランプの重心、及び、各テンプレートの重心（テンプレートの重心は前もって計算して
おくことが好ましい）を見付けることによって遂行されることが好ましい。重心は、（ｘ
，ｙ）位置としての定義される。ここに、この（ｘ，ｙ）位置のｘ座標は、クランプのダ
ークスペースのｘ座標の全ての平均に等しく、（ここでは、用語「スペース」と用語「画
素」は交換可能に使用される）そして、この（ｘ，ｙ）位置のｙ座標はクランプのダーク
スペースの全てのｙ座標の平均に等しい。次に、クランプとテンプレートの重心が合致す
るようにクランプとテンプレートが配列される（結果的に、各テンプレートが処理される
）。テンプレートとクランプ内の画素の個数（同じ値である）が決定される。例えば、ク
ランプ及びテンプレートの重心における画素について考察することとする。両者共に１に
等しいか、又は、両者共に０に等しい場合には、和は１だけインクレメントされる。沿う
でない場合には、和は、インクレメントされない。この比較動作は、クランプ及びテンプ
レート内の各画素に関して遂行される。次に、クランプ及びテンプレートの両方を囲む最
も小さい長方形内の画素の全体数によって和を割る。この結果として得られる商（スコア
とも呼ばれる）が所定のスレショルド以上である場合には、クランプはテンプレートにマ
ッチする（整合する）と言われ、そして、テンプレートによって表される当該キャラクタ
として認識される。この所定のスレショルドは、他の値を代用しても差し支えなく、そし
て、テンプレートによって異なっても差し支えないが、約９０％であることが好ましい。
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前述の分析は、クランプが認識されるまで、各テンプレートに関して実施される。必ずし
も全てのクランプが認識されるとはかぎらないことに注意されたい。
【００９９】
　或る実施例においては、キャラクタテンプレートは、１Ｄ圧縮されたキャラクタテンプ
レートであるように、前以て圧縮されている。この種の１Ｄ圧縮されたキャラクタテンプ
レートは、過程７８０８においてクランプと比較される。別の場合には、キャラクタテン
プレートは圧縮されない。その代りに、クランプは減圧され、そして次に、過程７８０８
において、圧縮されないキャラクタテンプレートと比較される。
【０１００】
　過程７８０９において、ページパージングが行われる。特許文書を対象とする場合、本
発明は、最初に、処理されたイメージファイルにおけるカラム（欄）番号（特許における
カラムの最上に現れる）をロケートする。これは、前の過程において処理されたイメージ
ファイルにおける寸法の大きい数として認識されたクランプを捜すことによって行われる
。次に、本発明は、特許における各ページの最上部において寸法の大きい数として現れる
特許番号をロケートする。当然理解されるように、ＰＴＯイメージファイルは、テキスト
の各ページの左右のカラムの間に一連の行番号（即ち、５、１０、１５、２０等）を有す
る。本発明は、これらのカラムを識別するために、これらの行番号シーケンスを検索する
。本発明は、どのクランプがどのカラムに所在するかを識別するためにこの情報を用いる
。これらのクランプは、割り当てられた順次的な位置番号であり、１から始まることが好
ましい。同様に、ＴＰＯテキストファイルにおけるキャラクタも割り当てられた順次的な
位置番号であり、１から始まることが好ましい。次に述べるように、これらの位置番号は
、整合を目的として、処理済みのイメージファイルをＰＴＯテキストファイルと比較する
ために使われる。
【０１０１】
　過程７８１０において、キャラクタ（過程７８０８において認識されたキャラクタ）の
行が識別される。過程７８１０は、公知の任意の行認識技法を用いて実施しても差し支え
ない。この種の行認識技法に１つは、各キャラクタを順々に処理することによって作動す
る。キャラクタの中心が、前のキャラクタの最上部と底部との間にある場合には、これら
２つの文字は、同一行にあると見なされる。ちなみに、前述のオペレーションによって認
識されたキャラクタの行は処理済みイメージファイルと呼ばれる。
【０１０２】
　過程７８１２において、本発明は、ＰＴＯテキストファイルを処理済みイメージファイ
ルとマッチさせる。この整合動作の目的は、処理済みイメージファイルにおける行、カラ
ム（欄）、及び、ページの終端部を識別することであり、次に、ＰＴＯテキストファイル
における行、カラム（欄）、及び、ページのこの種の終端部を等価ファイルを生成するた
めに反映することである。等価ファイルは、行／カラム（欄）／ページに基づいてイメー
ジファイルに同期化される。
【０１０３】
　例えば、ＰＴＯテキストファイルが次の文（センテンス）を含むものと仮定する「本発
明は、コンピュータプラットホームを有する。」過程７８１２において、本発明は、この
文の各ワードを処理済みイメージファイルのワードとマッチさせる。この文における「コ
ンピュータ」と言うワード（語）が分析されつつあるものと仮定する。ＰＴＯテキストフ
ァイルからのワード「コンピュータ」は、処理済みイメージファイルにおける同じワード
とマッチさせられる。このワードが処理済みイメージファイルの行の終端部に位置する場
合には、本発明は、等価ファイルにおけるこの行終端情報を反映する。同様に、このワー
ドがカラム（欄）の終端部、或いは、処理済みイメージファイルにおける１つのページの
終端部に所在する場合には、本発明は、等価ファイルにおけるこのカラム終端／ページ終
端情報を反映する。
【０１０４】
　或る実施例において、過程７８１２は、次のとおりに遂行される。最初に、隣接キャラ
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クタ（スペースはカウントしない）の一意的ペアが、ＰＴＯテキストファイルにおいて識
別される。これらのキャラクタペアは、ワード内の重なっているキャラクタを含んでも差
し支えない。第２に、各キャラクタペアに対するエントリを有する参照表が作成される。
キャラクタペアが所在するＰＴＯテキストファイルにおける位置は、表のそれぞれのエン
トリに記憶される。第３に、処理済みイメージファイルにおける隣接キャラクタ（水平の
方向において）の一意的ペアが識別される。処理済みイメージファイルからのこれらのキ
ャラクタペア（アンカーペアとも呼ばれる）は、ワード内にオーバーラップしたキャラク
タを含んでも差し支えない。
【０１０５】
　アンカーペアをＰＴＯテキストファイル内のキャラクタにマップする処理動作が継続す
る。各アンカーペア用エントリを記載したアンカーペア表が作成される。これらのエント
リには、アンカーペアに関するＰＴＯテキストファイルと関連した参照表からの位置情報
が含まれる。次に、キャラクタの不可能シーケンスに対応するこのアンカーペア表からの
位置が除去される。
【０１０６】
　例えば、例ＰＴＯテキストファイル８６０８の一部を図８６に示す。このＰＴＯテキス
トファイル８６０８に対応する処理済みイメージファイル８６０６も図示される。過程７
８０８において識別されたクランプのみを図８６に示す。ＰＴＯテキストファイル３６０
８用の参照表は、項目８６１０として示される。項目８６１２は、位置的情報が削除され
る以前のアンカーペア表を表す。この種の位置的情報の削除方法を次に示す。この場合の
「Ｔｈ」を第１のアンカーペアとして選定する。このアンカーペアの最も左の位置（この
場合の唯一の位置）は位置１である。次に、他のアンカーペアは、それらの位置（ＰＴＯ
テキストファイル内の）がアンカーペアに対応可能かどうかを決定するために、このアン
カーペア「Ｔｈ」に関して評価される。最初に、アンカーペア「ｈｅ」が評価される。こ
のアンカーペアは、ＰＴＯテキストファイル８６０８内の位置２、５、及び、１４に発生
する。「ｈｅ」が「Ｔｈ」と同じワード内にあることが既知であるので「ｈｅ」における
アンカーペアは、アンカーペア「Ｔｈ」に関して位置２にのみ発生する（処理済みイメー
ジファイルにおいては「Ｔｈ」が「ｈｅ」に非常に近いので、この情報は既知である）。
従って、位置５、１４、及び、２５は削除される。前方および後方の両方向において検索
が行われる。アンカーペア「ａｂ」が選定される場合について考察することとする。処理
済みイメージファイル８６０６内のアンカーペア「ｔｈ」の後で、アンカーペア「ａｂ」
が現れるので、（少なくとも、処理済みイメージファイル８６０６において識別されたク
ランプに関して）アンカーペア「ｔｈ」は、アンカーペア「ａｂ」に関する位置４、及び
、１３にのみ発生可能である。各アンカーペアが選定され、そして、他のアンカーペアは
、後方および前方両方向において選定済みアンカーペアに関して処理される。所定数の位
置がアンカーペア表８６１２から削除された後で、ＰＴＯテキストファイル８６０８内の
行終端を識別するために、処理済みイメージファイル８６０６をＰＴＯテキストファイル
８６０８にマッチさせることが可能である。
【０１０７】
　過程７８１４に示すように、過程７８１２が遂行された後で、流れ図７８０２が完了す
る。
【０１０８】
　既に説明したように、本発明の自動化されたページ付け機能の結果、等価ファイルは、
ライン（行）、カラム（欄）、及び、ページベースで同期化される。別の代替実施例にお
いては、等価ファイルがページベース、カラム（欄）ベース、ラインベース、または、こ
れらの任意の組合わせに限り同期化されるように、テキストファイルが自動的にページ付
けされる。
【０１０９】
ページ付け訂正ツール
　ページ付け訂正ツールは、初期自動ページ付けプロセスの結果を人間がチェックするこ



(29) JP 4907715 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

とを可能にする。図３に示すおタイプのコンピュータシステムも使用可能である。このツ
ールは、次の能力を提供するグラフィックユーザーインタフェースを備えたソフトウェア
プログラムであり、そして、次の過程を完成する。　
＊　ＰＴＯテキストファイルを開き、そして、メモリに読み込む。　
＊　媒体上の既に編集済みの等価ファイルを開き、そして、メモリに読み込む。　
＊　特許カラムを開始するキャラクタをマーク、または、アンマークするために、カーソ
ル制御装置（例えば、マウス４２）を使用する。　
＊　特許カラムの中で行を開始するキャラクタをマーク、或いは、アンマークするために
カーソル制御装置（例えば、マウス４２）を使用する。　
＊　ＰＴＯイメージファイルに示すように、テキストの行がその中に所在する特許テキス
トカラムと同じ行番号のテキスト行となるように、適切な垂直行間隔を設定するためにブ
ランク行を加算、或いは、除去する。　
＊　セクションのタイトルとしてのパラグラフをマーク、或いは、アンマークするために
カーソル制御装置（例えば、マウス４２）を使用する。　
＊　どの図がどの図面シート上に所在するかを示す。
【０１１０】
　コンピュータプログラムにおいて一般的であるように、上にリストされた所定のタスク
は、ファイルは初めに開かれ、そして、最後に閉じられ（そして、通常、セーブされ）な
ければならないということを除けば特定の順序で実施されなくても差し支えない。
【０１１１】
　別の代替実施例においては、自動ページ付けは行われない。その代りに、ページ付けは
、ページ付け訂正ツールを用いて、完全に手動で行われる。この実施例は、例えば、ペー
ジベース、または、カラムベースにおいて同期化することだけが必要である場合に、特に
有用である。参考までに、この種のページベース同期化、カラムベース同期化、等々は、
集合的に同期化レベルと呼ばれる。
【０１１２】
　別の実施例において、オペレータには、自動ページ付け、または、手動ページ付け、又
は、上記２つの組み合わせが提供される。この実施例は、図７７に示されるフローチャー
ト７７０２によってあらわされる。過程７７１０において、オペレータは、自動ページ付
け、または、手動ページ付けを選択することができる。オペレータが自動ページ付けを選
定した場合には、過程７７１２が実施され、既に説明したように、ページ付けが自動的に
行われる。過程７７１２が遂行された後で、オペレータが過程７７１０において自動ペー
ジ付けを選定しなかった場合には、過程７７１４が遂行される。過程７７１４において、
オペレータは、手動ページ付けを行うためにページ付け訂正ツールを使用する。
【０１１３】
インデクシング（指標付け）
　ファイルのテキストを探索するプロセスを大幅に加速するために、等価ファイルの１つ
以上のグループに関して、ワードのＢ＋トリー（木）逆インデックスが生成される。これ
らのインデックスは、ＰＴＯテキストファイルにおける全てのワードによって作られる。
インデックス発生器は、インデックス作成に際して、行終了ハイフンを無視するが、行の
中途のハイフンは無視しない。
【０１１４】
　本発明は、次に示す作成／探索インデックス技法を用いる。即ち、インデックスの作成
に際して、テキストファイルにおける全ての句読点は除去され、そして、結果として得ら
れる英数字ワードは個別にインデックスデータベースに入れられる。テキストファイルに
おけるワード位置も同様に記憶される。例えば、［Ａｘ，Ｂｘ，Ｃｘ］のようなストリン
グは、３つの個別のワード「Ａｘ」、「Ｂｘ」、及び、「Ｃｘ」に変換され、そして、個
々のワードは、３つの個別のアイテムとしてのインデックスデータベースに入れられる。
【０１１５】
　ユーザーが、［Ａｘ，Ｂｘ，Ｃｘ］のような探索ストリングを入力する場合には、スト
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リングは、次のトークン：「Ａｘ」、「Ｂｘ」、及び、「Ｃｘ」に変換される。トークン
は、上記のテキスト変換技法を用いて探索され、そして、結果としての探索によって、サ
ーチサーチマッチの３つのリストが生成される。これらのリストは、発生する全ての場合
に、処理され、そして、濾過される。「Ａｘ」が発生すると、続いて即座に「Ｃｘ」が発
生する。この技法を用いると、多数の句読点位置を記憶する必要性なしに、ソーステキス
トから発生するワードを直接探索することが可能になる。
【０１１６】
ユーザーインタフェース
　本発明のグラフィックユーザーインタフェースは、部分的に、図３におけるシステムの
マスメモリ６０、ＣＤ‐ＲＯＭ６２、または、フロッピーディスク６４に記憶されるコン
ピュータプログラムによって構成される。適切なプログラミングコードは、Ｉ／Ｏ回路５
０によってメモリ記憶５５にロードされ、そして、ＣＰＵ　５２によって実行される。本
発明のコンピュータプログラムも、同様に、等速呼出記憶装置（ＲＡＭ）、或いは、他の
機械読取り可能フォーム及び媒体に記憶可能であることを理解されたい。グラフィックユ
ーザーインタフェースは、前のセクションにおいて述べた等価ファイル、及び、ＰＴＯイ
メージファイルをディスプレイし、そして、様々な見るため及び編集するためのオプショ
ンを提供する。
【０１１７】
　図１１において、ディスプレイスクリーン６８を詳細に示す。ディスプレイ６８内には
、本発明のユーザーインタフェースを用いたプログラムのタイトルを識別するためのタイ
トルバー１００を有する。図１１の例においては、プログラムのタイトルは、本発明が用
いられるプログラムの性質に依存してＰａｔｅｎｔＷｏｒｋｓＷｏｒｋｂｅｎｃｈ＊であ
るが、タイトルは、特定のアプリケーションに従って変化しても差し支えない。更に、例
えば「Ｃａｓｅ」、「Ｅｄｉｔ」、「Ｐａｔｅｎｔ」、「Ｎｏｔｅ」「Ｌｉｂｒａｒｙ」
、「Ｖｉｅｗ」、「Ｗｉｎｄｏｗ」、及び、「Ｈｅｌｐ」のような複数のコマンドオプシ
ョンを含むメニューバー１０２が提供される。更に、他の文脈特定コマンドオプションを
、本発明が用いられる用いられる特定のアプリケーションに応じてディスプレイすること
も可能である。
【０１１８】
　図１１に示すように、ツールバー１０３は、メニューバー１０２の直ぐ下にディスプレ
イされる。ツールバー１０３は、本発明のユーザーが共通してアクセスできるオプション
、及び、選択項目の主要ソースを含む。以下に詳しく説明するように、本発明のツールバ
ーは、ブリーフケースアイコン１０６、利用可能なケースのリストをドロップするための
方向ボタン１０７、特許をケースに指示するためのライトバルブアイコン１０８、及び、
全ての特許またはケースから等価ファイルフォーマットにおいてディスプレイされる他の
ドキュメントのリストを獲得するための方向ボタン１０９を含む。更に、ライブラリアイ
コン１１０がツールバー１０３上に提供される。このアイコンを選定すると、特許ライブ
ラリで利用可能な全ての特許のリスティングが提供される。ディスプレイスクリーンに現
れるサーチボックスを選択するための拡大鏡アイコン１１２がディスプレイされる。探索
の結果を識別するために、標的アイコン１１３が提供される。メニューバー１０３と共に
ディスプレイされる他のアイコンには、ドキュメントをプリントするためのプリンタアイ
コン１１５が含まれる。ケースノートディスプレイするためのケースノートアイコン１２
５も、ツールバー１０３上に提供される。特許ノートアイコン１２６、及び、方向ボタン
１２７は、特許ノートにアクセスし、そして、再調査するために提供される。
【０１１９】
　メニューバー１０２、及び、ツールバー１０３にディスプレイされるこれらの種々のア
イコン、及び、コマンドオプションの特定機能、及び、オペレーションについては、以下
に更に詳しく説明する。全てのツールバーアイコン、または、ボタン機能は、ユーザーが
、カーソル制御装置を使わずにアイコン及びボタン機能の機能を遂行することが出来るよ
うに設計されたキーボード等価物を有することに注意されたい。ツールバー１０３の全て
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の機能は、メニューの下方のメニューバードロップダウンメニューに同様にディスプレイ
される。更に、図１１に示すように、２つの教示的な矢印１２９及び１３０がスクリーン
６８上にディスプレイされる。教示的矢印１２９及び１３０は、本発明のインタフェース
を用いて作業を始めるために、初期インストラクションをユーザーに提供する。これらの
教示的矢印は、ユーザーによって、選択的にオン又はオフすることが出来る。更に、図１
１に示すように、「Ｄｅｔｋｉｎ」ライブラリとして識別される現行ライブラリの小型化
されたイメージが、スクリーンの左下隅に提供される。
【０１２０】
　再び図１１及び図３において、本発明の教示に従い、ユーザーは、メニューバー１０２
上のコマンドオプション上にカーソル４４を置き、そして、マウス４２またはキーボード
５６を用いてＣＰＵ５２に信号を送ることにより、種々の機能にアクセス可能である。い
ったん、メニュー上のコマンドオプションが選定された場合に様々のドロップダウンメニ
ューに示されるサブコマンドアイテムを選択するためには、種々の方法論を使用出来る。
本発明は、図３に示すコンピュータシステムによって用いられる機能選択のための特定の
方法論とは無関係に作動する。
【０１２１】
　図１２、及び、図３に示すように、方向ボタン１０７の上にカーソル４４を置きそして
、マウス４２又はキーボード５６のいずれかを用いてボタン機能１０７を作動化するとリ
スト１３２がディスプレイされる。リスト１３２は、システムの全てのケースをリストす
る。図１２に示す例において、「システム」ライブラリに現在存在し、そして、「デモン
ストレーション」として参照されるするケースがある。「システム」ライブラリが付加的
ケースを含む場合には、これらのケースの名前がリスト１３２のようにディスプレイされ
ることを理解されたい。図１３に示すように、「デモンストレーション」と参照されたケ
ースを選定すると、ツールバー１０３に沿ってケース名がディスプレイされる。その上、
本発明の教示的な矢印は、ユーザーに現行状態において利用可能などのオプションが選定
可能であるかのガイダンスをユーザーインタフェースに提供する。例えば、図１３におい
て、教示的な矢印１３９は、ユーザーに対して、ケース「デモンストレーション」の中に
既に配置されている特許のリストを開き、そして、見るために、下向きの矢印１０９をク
リックするように指示する。教示的矢印１４０は、ライブラリを開き、そして、ケース「
デモンストレーション」に特許を加えるために、ユーザーがライブラリアイコン１１０を
クリックして差し支えないことをユーザーに通知する。ケースは、数個のライブラリから
の特許を含むことが出来る。
【０１２２】
　図１４において、例えば、ユーザーがボタン機能１０９を作動化し、その結果、ケース
「デモンストレーション」の中に特許がディスプレイされたと仮定する。更に、ユーザー
が、米国特許４，７６０，４７８（以後４７８”と称する）を選定したと仮定する。図１
４に示すように、図３に示すコンピュータシステムは、等価窓ウィンドウ１６０内に’４
７８特許の等価ファイルをディスプレイする。既に明細書に示されているように、抽出、
同期化、インデックス付け等のプロセスを有する本発明の教示に従って’４７８特許の等
価ファイルが生成された。等価窓ウィンドウ１６０の付加的機能、及び、本発明の他の機
能と関連したそのオペレーションについて、以下に詳細に説明する。同様に、図１４は、
特許エキストツールボックス１６２を示す。図１４において、下向き矢印ボタン機能１６
５が、ユーザーによって作動化されると、ドロップダウンリスト１７０がディスプレイさ
れる。図に示すように、ダウンドロップリスト１７０には、等価窓ウィンドウ１６０にデ
ィスプレイされる特許’４７８のセクションのリスティングが含まれる。
【０１２３】
　後で説明するように、ユーザーは、リスト１７０にディスプレイされる特許’４７８の
種々セクションのうちの１つを選定することにより、セクションからセクションへ順々に
迅速にナビゲートされる。例えば、図１４においては、書誌学的セクションが選定されて
いる。図２に示すユーザーＣＰＵ５２による書誌学的セクションの選定に応答して、等価
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窓ウィンドウ１６０内に等価ファイルの書誌学部分がディスプレイされる。ユーザーは、
等価窓ウィンドウ１６０の右縁に沿ってディスプレイされる文字「Ｂ」（数字１７５によ
り参照される）を観察することにより、書誌学セクションが等価窓ウィンドウ１６０内に
現在ディスプレイされつつあることを確認することができる。この例において、文字「Ｂ
」は、等価窓ウィンドウ１６０内にディスプレイされるテキストが特許の書誌学セクショ
ンに対応することを示す。等価窓ウィンドウ１６０の付加的な特徴及び機能については、
以下に詳しく説明する。
【０１２４】
　図１５に示すように、メニューバー１０２上のライブラリメニューを作動化することに
より、ライブラリのドロップダウンメニュー１５０がディスプレイされる。メニュー１５
０は、「Ｏｐｅｎ　Ｌｉｂｒａｒｙ」、「Ｓｅａｒｃｈ」、　「Ｃａｓｅ　Ｃｒｏｓｓ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」、及び、「Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ」を
含む様々なコマンドアイテムを含む。本明細書の目的に従い、本発明の種々機能について
、以下に説明する。ただし、当該技術分野における熟達者にとっては、本発明のオペレー
ションが動的であり、そして、ここに示すイベントの特定の順序またはシーケンスは、本
発明が行うことの可能なイメージ及びオペレーションの様々な可能なシーケンスの１つに
過ぎないことが理解できるはずである。本発明には、図３に示すコンピュータシステムと
オペレータが対話するのことを可能にするグラフィックユーザーインタフェースが含まれ
る。ここで生成されるオペレーション及びディスプレイの特定のシーケンスは、図３に示
すコンピュータシステムと人間オペレータとの関係に依存する。 　
【０１２５】
　図１６において、例えば、ユーザーが図１５のライブラリドロップダウンメニュー１５
０の中から機能「Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ」を選定すると仮定
する。Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｉｅｓ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓコマンドの選定に応答して
、図１６に示すように、図２のＣＰＵ５２は、Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏ
ｒｉｅｓ対話ボックス１７５をディスプレイする。Ｓｅｔ　Ｕｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔ
ｏｒｉｅｓ対話ボックス１７５は、ライブラリを含むディレクトリ、及び、新規なライブ
ラリを作成する場合に使われるディレクトリをユーザーが定義することを可能にする。Ｓ
ｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックス１７５は、様々な対話ボッ
クスオプションを含む。図１６に示すように、ディレクトリ窓ウィンドウ１８０は、ユー
ザーに利用可能な現行ディレクトリをディスプレイする。ユーザーは、図３のカーソル４
４を所要ディレクトリ上に置き、そして、図３のキーボード５６またはマウス４２を用い
て、コンピュータに合図し、ディレクトリを選定することが出来る。ディレクトリを選択
した後で、追加ディレクトリボタン機能関数１８５を用いてディレクトリをパスリストに
加えることが出来る。ディレクトリをダブルクリックすることによってディレクトリを開
くことにより、選定されたディレクトリに含まれるディレクトリが、ウィンドウ１８０内
の選定済みディレクトリの下にリストされる。更に、例えばＣＤドライブ６２のような種
々のドライブを選定できる（図３参照）。ＣＤドライブ６２のアイコン表現は、Ｓｅｔ　
Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックス１７５にも同様にディスプレイさ
れる。例えば、図１６において、ＣＤドライブ６２はアイコン２００によって表される。
アイコンをクリックして選定すると、選定済されたドライブに含まれる全てのディレクト
リは、ウィンドウ１８０に配置されたディレクトリリストにリストされる。図に示すよう
に、現在選定されているディレクトリは、Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉ
ｅｓ対話ボックス１７５内においても同様に識別される。現在選定されているディレクト
リは、ディレクトリリスト、または、パスリストから選定されたディレクトリであること
も有り得る。いったん、ユーザーがディレクトリを選定すると、ディレクトリボタン機能
１８５を作動化することにより、ウィンドウ１９０内のライブラリを含むディレクトリリ
ストにディレクトリがつけ加えられる。ボタン機能Ｒｅｍｏｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　
２０５は、パスリストから、選定済みディレクトリを除去する。いったん、除去されれば
、ディレクトリは、利用可能なライブラリのサーチに使用されない。同様に、Ｓｅｔ　Ｌ



(33) JP 4907715 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

ｉｂｒａｒｙ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックス１７５は、ＳｅｔＤｅｆａｕｌｔボ
タン機能２１０を含む。ＳｅｔＤｅｆａｕｌｔボタン２１０は、現在選定されているディ
レクトリをデフォルトディレクトリとしてセットする。ライブラリに関するディレクトリ
をセットする場合には、デフォルトとしてセットされたディレクトリは、そこで新しいラ
イブラリが作られるディレクトリである。図１６に示すように、Ｓｅｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ
　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックス１７５は、同様に、現行デフォルトディレクトリ
を識別する。
【０１２６】
　図１７において、図１５のメニュー１５０の中からＮｅｗ　Ｌｉｂｒａｒｙオプション
を選定すると、Ｎｅｗ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話ボックス２２５がディスプレイされる。図３
のキーボード５６、または、他の入力装置を用いて、ユーザーは、開かれたフィールド２
３０に新しいライブラリに関する名前をインプットし、そして、入力された名前を用いて
新しいライブラリを作ることが出来る。
【０１２７】
　図１５におけるメニュー１５０からＯｐｅｎ　Ｌｉｂｒａｒｙサブコマンドアイテムを
選定すると、図３のコンピュータ４８は、図１８に示すように、Ｏｐｅｎ　Ｌｉｂｒａｒ
ｙ対話ボックス２３５を生成してディスプレイする。図１８に示すように、Ｏｐｅｎ　Ｌ
ｉｂｒａｒｙ対話ボックス２３５には、ウィンドウ１９０に指定されたディレクトリ内に
おいて発見されライブラリのみに関する以前に造られたライブラリをディスプレイするフ
ィールド２３７が含まれる。更に、ライブラリは名前によって識別される。例えば、フィ
ールド２３７内において、「ａａａ」ライブラリ２４０、及び、１「ｂｂｂ」ライブラリ
２４２が識別される。スクロールバー（図示せず）は、一時にフィールド２３７内にディ
スプレイできるよりも多いライブラリがある場合に、ユーザーが、種々のライブラリをス
クロールすることを可能にする。テキストのスクロールについては、当該技術分野におい
て公知であるので、スクロールのための特定の機構についてはここでは開示しない。
【０１２８】
　図１８、及び、図３に示す好ましい実施例において、ライブラリは、ユーザーが、ライ
ブラリアイコン２３８、或いは、ライブラリの名前の上にカーソル４４を置き、そして、
カーソル制御装置４２のスイッチ４６をダブルクリックすることによってライブラリが選
定される。その代りに、ライブラリの名前またはアイコン２３８上にカーソル４４を置き
、そして、スイッチ４６を１度だけクリックしすると、ライブラリがハイライトされる。
次に、ＯＫボタン２５０上にカーソル４４を置き、スイッチ４６をクリックすることによ
ってライブラリが選定される。図１８に示すように、いったん、ライブラリが選定される
と（図１８の例ではライブラリ「ｂｂｂ」）、コンピュータ４８は、当該ライブラリの名
前をハイライトする。この明細書で使用する場合には、「ライブラリ」は、電子特許お収
集を含む。この中には、等価ファイル及び各リストされた特許のＰＴＯイメージファイル
が含まれる。
【０１２９】
　図１９において、ライブラリ（この例では「ｂｂｂ」ライブラリ）を選定すると、図３
のコンピュータ４８は、Ｌｉｂｒａｒｙ内容対話ボックス２６０をディスプレイする。図
に示すように、ボックス２６０には、選定されたライブラリを含む全ての特許がリストさ
れるフィールド２６２が含まれる。図１９に示す例においては、「ｂｂｂ」ライブラリに
は、わずか４つの特許（米国特許Ｎｏｓ　４，７６０，４７８、４，７８３，７５７、５
，０７３，９６９、及び、５，１６５，０２７）だけが含まれる。その上、図に示すよう
に、ライブラリの中に配置された全ての特許は、特許番号と同様に、電球アイコン２６５
によって識別される。付加特許の特定情報は、例えば発明者の名前、譲受人情報、特許タ
イトル等と同様に含ませることも可能である。更に、ボックス２６０は、ボックス２６０
が、以下に説明するケース特許と対照的にライブラリ特許を有することを表示するための
特許ライブラリアイコン２７０を含む。ボックス２６０は、更に、例えば、ライブラリか
ら特許を除去する「ｒｅｍｏｖｅ」ボタン２７４、ライブラリボックス２６０の中から新
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しいケースを作るために「ｃｒｅａｔｅ　ａ　ｎｅｗ　ｃａｓｅ」ボタン２７６、及び、
ケースに特許を加えるためにの「ａｄｄ　ｔｏ」ボタン２７８ののような様々な他のボタ
ン機能を含む。
【０１３０】
　更に、図１９に示すように、ボックス２６０は、ライブラリウィンドウ２６２内の全て
の特許を選択するための「ｓｅｌｅｃｔ　ａｌｌ」ボタン機能２８４を含む。ユーザーは
、単一特許を見ることを選定することができる。この場合には、コンピュータは、図１４
に示す等価ウィンドウ１６０内に特許等価ファイルをディスプレイする。ＯＫボタン２８
６を選定すると、ウィンドウ２６０を忘れ去り、そして、ユーザーが選定した機能を実行
する。
【０１３１】
　図２０に示すように、ユーザーによって特許’４７８が選定されると、ディスプレイ上
において当該特許がハイライトされる。更に、ボックス２６０は、図２１に示すように、
ボックス２６０のライブラリアイコン２７０を最小限にするために、下向き矢印ボタン２
９０を含む。ボックス２６０を最小限にするために、図３のカーソル４４はボタン２９０
上の置かれ、図３のマウス４２が瞬間的にクリックされる。図３のコンピュータ４８は、
スイッチ４６の瞬時的圧し下げを感知する事により、最小限化されたライブラリの名前に
よって識別されるライブラリアイコン２７０として図２１に示されるように、ボックス２
６０を最小限にする。
【０１３２】
　図１５のメニュー１５０内のＵｐｄａｔｅ　Ｌｉｂｒａｒｙサブコマンドアイテムを選
定することにより、図２２に示すＵｐｄａｔｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ対話ボックス３００がデ
ィスプレイされる。Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｉｂｒａｒｙボックス３００は、現在使用中の現行
ライブラリ、すなわち、この例におけるＩｎｔｅｌ＠Ｌｉｂｒａｒｙを参照することに注
意されたい。図２２に示すように、Ｉｎｔｅｌ＊対話ボックスは、現行ライブラリの名前
、更新の日付、ＯＫボタン、ボックスディスプレイをキャンセルするための「ｃａｎｃｅ
ｌ」ボタンを含む。好ましい実施例において、Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｉｂｒａｒｙサブコマン
ドは、ライブラリが以前に選定済みである場合に限り、選定可能である。
【０１３３】
　図２３において、図１５のメニュー１５０からの、或いは、サーチアイコン１１２から
のＳｅａｒｃｈサブコマンドの選定及びオペレーションについて、説明する。Ｓｅａｒｃ
ｈサブコマンドアイテムを選定すると、図３におけるコンピュータ４８は、現行特許、現
行ライブラリ、または、現行ケースを探索するオプションを用いて、Ｓｅａｒｃｈ　Ｌｉ
ｂｒａｒｙ対話ボックス３０２を生成し、そして、ディスプレイする。オペレーションに
おいて、一度、サーチのロケーションが選定されると（例えば、現行ライブラリを探索す
るために）ユーザーは、ボックス３０２内のサーチワードフィールド３０４に種々のサー
チワードを入力するオプションを持つ。このオプションには、例えば「ＡＮＤ」、「ＯＲ
」、及び、例えば、選定したワードの、例えば、５、１０、または、２５ワード以内の近
辺探索のような、他の論理サーチタームにようなブーレタームが含まれる。その上、ユー
ザーは、以前にセーブされたサーチ（ボタン機能３０９）のリコール、検索されつつある
選定済み特許からのワードリスト（ボタン機能関数３０６）の観察、及び、現行サーチ（
ボタン機能３０８）のセーブ、或いは、キャンセルボタン機能を押すことによる対話ボッ
クスからの退場を選定することができる。種々の論理ブールタームは、例えば、ＡＮＤ、
ＯＲ、或いは、ユーザーがサーチを定義することを援助する他の共通サーチ表現のような
、ボタン機能として事前に定義される。図２３に示すように、ボックス３０２は、ワード
リストボタン機能３０６を含む。キャンセルボタン３０７を作動化すると、ボックス３０
２が解散する。
【０１３４】
　図２３において、Ｓｅａｒｃｈ対話ボックス３０２の付加的機能について説明する。既
に検討したように、Ｓｅａｒｃｈ対話ボックスは、ユーザーが、フレーズ（句）又はブー
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ルタームが組合わされたフレーズのグループの探索を実施することを可能にする。図２３
に示すように、ユーザーは、メニューオプションから現行ライブラリ、現行特許、または
、現行ケースを選定できる。特許ノートの探索を実施するためには、以下においてさらに
詳しく説明するように、読者には、ノートメニューバーからの「ｆｉｎｄ」コマンドにつ
いて説明される。例えば、ユーザーが探索を実施することを望むものと仮定する。最初に
、ユーザーは、サーチの所要対象範囲を選定しなければならない。この範囲は、検索され
るべき情報の量を識別する。ボックス３０２の「現行特許」を選定すると、現在作動化さ
れている特許が探索される。探索が完了すると、図２８の等価ウィンドウ１６０にディス
プレイされる等価ファイルのテキストにおけるサーチストリングの全ての発生（「ヒット
」）がハイライトされる。ユーザーは、ボックス３０２の当該オプションをクリックする
ことによって現行ライブラリを探索することもできる。現行ライブラリが選定されると、
サーチは、現在開いている全ての特許ライブラリを含む。サーチが完了すると、サーチス
トリングを含むことが発見されたライブラリにおける全ての特許は、Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅ
ｓｕｌｔｓ対話ボックス内にリストされる。これについては、図２６を参照しながらあと
で説明する。ユーザーが、ボックス３０２内の当該オプションをクリックすることによっ
て「現ケース」を選定した場合には、現在ひらいているケースが探索される。サーチが完
了すると、サーチストリングを含むことが発見されたケースにおける全ての特許はＳｅａ
ｒｃｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓ対話ボックス内にリストされる。本発明の教示を用いて、ユーザ
ーがサブワード又はその一部を含むワードを探索することが可能である。ボックス３０２
のフィールド３０４にワードまたは番号を入力し、Ｓｅａｒｃｈボタン機能３０５を作動
化すると、入力されたワード、及び／又は、数に関して探索が開始される。ワードを、例
えばＡＮＤ、ＯＲ、または、近接サーチのようなブールタームと結合することにより、複
雑なストリングサーチを実施することができる。後で説明するように、ユーザーは、セー
ブされたサーチ又はセレクトワードを、ワードリストを用いて選択することも出来る。ユ
ーザーは、等価テキストファイルから、テキストの部分を選択することも可能である。サ
ーチライブラリ対話ボックス３０２内のＣｌｅａｒボタン機能３０９は、ユーザーが、サ
ーチウィンドウ３０４において定義した現行サーチワードをクリアすることを可能にする
。Ｃｌｅａｒボタン３０９を作動化すると、ウィンドウ３０４の全ての内容がクリアされ
る。クリアするための代替方法としては、図３に示すキーボード５６からバックスペース
削除キーを使用する。更に、ワードを、ボックス３０２のフィールド３０４にコピー及び
ペーストすることが出来る。
【０１３５】
　論理式に関しては、公知であるように、「ＡＮＤ」タームによって、探索されるべきワ
ードＡＮＤの全てが発生する。例えば、ワード「データＡＮＤディバイス」を探索すると
、探索対象範囲全体に亙って、ターム「データ（および、ワードディバイス）」の全てが
発生する。例えば、ストリング「データＯＲディバイス」を探索すると、「ｄａｔａ」又
は「ｄｅｖｉｃｅ」のいずれかの全が発生する。アステリスクオプションは、サーチター
ムにおけるワイルドカードを意味する。これは、不完全なワード、または、探索中のター
ムにとって付加的なキャラクタを含ワードを用いて探索することを可能にする。例えば、
「ｄｅ」を探索すると、探索範囲内の、「ｄｅ」、「ｄｅｖｉｃｅ」、「ｄｅｎｏｔｅ」
、等々で始まる全てのワードが発見される。５、１０、または、２５ワード以内の近辺探
索の使用についても公知であり、そして、本発明のインタフェースによってサポートされ
る。
【０１３６】
　Ｓａｖｅ　Ｓｅａｒｃｈボタン機能３０８は、ユーザーが、「Ｇｅｔ　Ｓａｖｅｄ　Ｓ
ｅａｒｃｈ」ボタン機能３０９をクリックすることにより、サーチを、検討、編集、或い
は、他のサーチに加えるために、後で検索を可能にする個別の表にセーブすることを可能
にする。Ｇｅｔ　Ｓａｖｅｄ　Ｓｅａｒｃｈボタン機能３０９は、以前にセーブされた全
てのサーチをリストする。ユーザーは、以前に探索されたアイテムのうちの任意のアイテ
ムを、見るために、選定することを可能にする。セーブされたサーチは、アルファベット
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順かつ年代順にリストされる。ボタン機能Ｗｏｒｄ　Ｌｉｓｔ３０６を作動化すると、特
許またはライブラリ内に存在する全てのワードのリストを作成する。
【０１３７】
　図２４及び図３において、Ｗｏｒｄ　Ｌｉｓｔボタン機能３０６の上にカーソル４４を
置き、及び、マウス４２のスイッチ４６を瞬間的に押し下げると、図２４に示すワードリ
スト対話ボックス３１０が生成及びディスプレイされる。ワードリスト対話ボックス３１
０には、特定のワードがワードリストの左側カラムに現れる回数を示す数値識別子と共に
、選定された特許、又は、ライブラリ内の全ての特許内に存在する全てのワードのアルフ
ァベット順に並べられたリスティングが含まれる。例えば、Ｄｅｔｋｉｎ　Ｌｉｂｒａｒ
ｙ及び選定された特許内においては、ワード「ａｂａｎｄｏｎ」は７回発生する。同様に
、ワード「ａｂｉｌｉｔｙ」は２回発生する。リストのレタータブの上にカーソル４４を
置くことにより、ユーザーは、ワードのＥｓｔを介して迅速に操作することが出来る。例
えば、図２５に示すように、文字「Ｄ」の上にカーソル４４を置き、スイッチ４６を瞬間
的にクリックすると、コンピュータ４８は、ボックス３０２内において識別される探索フ
ィールド内の選定済み特許の中の文字「Ｄ」で始まる全てのワードのリスティングを生成
する。更に、スクロールバー３１１を使用することにより、ワードリストがスクロール可
能であることに注意されたい。ワードリストからのワード「データ」を選定すると、サー
チウィンドウ３０４内に当該ワードが自動的に現れる。「ｗｉｌｄ　ｃａｒｄ」（’）ボ
タン機能３１４の上にカーソル４４を置くことにより、ユーザーは、選定されたワードで
始まる全てのワード、及び、当該ワードに後続するあらゆる付加的キャラクタを識別する
ことができる。例えば、ユーザーが、文字「ｄｅ」を選定し、そして、当該ワードの終端
に続けてワイルドカー（例えば、ｄｅ’）を添付すると、サーチ対話ボックス３０２は、
文字「ｄｅ」で始まる全てのワードをロケートし、そして、それに任意のエンディングを
添付する。更に、「ワイルドカード」野生のｃａｒｄ”（’）は、接尾部の前に置いても
差し支えない。例えば、ユーザーがワード「’ｔｉｏｎ」を入力した場合には、サーチ対
話ボックス３０２は、文字「ｔｉｏｎ」で終わる全てのワードを見付け出す。
【０１３８】
　例えば、ユーザーが、ウィンドウ３０４内に現行ライブラリに関するサーチワード「ｄ
ａｔａ」を持つような、図２５において識別されるサーチを開始しようとするものと仮定
する。ボックス３０２のサーチボタン上にカーソル４４を置き、そして、スイッチ４６を
クリックすることにより、図３のコンピュータ４８は、図２６に示すように、Ｓｅａｒｃ
ｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓボックス３２０を生成して、ディスプレイする。Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅ
ｓｕｌｔｓボックス３２０は、選定されたワードが、特定のライブラリの全ての特許にお
いて発生する回数をリストする。この例においては、Ｄｅｔｋｉｎ　Ｌｉｂｒａｒｙは、
サーチワード「データ」を有する２３特許を含む。ディスプレイエリア３２９には、’２
３３、’１２５、’７４２、’６６０、’２６２、’０５６、及び、’０５５特許が表示
される。他の１６特許は、ユーザーがエリア３２９を下方にスクロールした場合に、３２
９の上のディスプレイに現れる。図２６に示すように、サーチターム「データ」は、特許
’２３３において１０１回、特許２６２において２４７回発生する。更に、Ｓｅａｒｃｈ
　Ｒｅｓｕｌｔｓボックス３２０は、サーチタームが含まれる特許の番号、及び、選定さ
れた特許の番号を識別することに注意されたい。この段階において、ユーザーは、ワード
「データ」の各発生を見るために特許を選定することができる。更に、Ｓｅａｒｅｈ　Ｒ
ｅｓｕｌｔｓボックス３２０は、新しいケースを造るためのボタン機能を有するか、或い
は、ユーザーは、別のボタン機能を用いて、特許を現行ケースに加えることができる。
【０１３９】
　例えば、ユーザーが、特許’２３３の等価ファイルを見ることを望むものと仮定する。
ユーザーは、図３のカーソル４４を、ボックス３２０内にリストされた特許サーチ結果の
部分の上に置く。例えば、ユーザーは、カーソル４４を、電球アイコン、発生回数（現行
例においては、１０１）、或いは、特許番号の任意の部分の上に置き、そして、スイッチ
４６を瞬間的の圧し下げることができる。ボックス３２０内の特許を選定することにより
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、図３のコンピュータ４８は当該選定をハイライトする。当該選定をダブルクリックする
か、または、Ｖｉｅｗボタン機能３２５を作動化することにより、コンピュータ４８は、
当該特許のライブラリバージョンの等価ファイルをディスプレイし、そして、サーチター
ムの全ての場合をディスプレイする（この例においては、ワード「データ」）。図２８に
示すように、本発明の好ましい実施例において、選定された特許の等価ファイルは、等価
ウィンドウ１６０内のスクリーン６８の左側部分における図３のディスプレイ６８にディ
スプレイされる。右矢印ボタン３５１を反復的に作動化することにより、等価特許テキス
トにおけるサーチタームの各「ｈｉｔ」にナビゲーションを与えることになる。更に、（
＋）ボタン機能３７２及び（－）ボタン機能３７４は、等価ウィンドウ１６０の部分とし
て、図に示される（例えば、図２７参照）。正機能３７２または負機能３７４を作動化す
ると、図３のコンピュータ４８は、カラム番号ベースでインクリメントする等価ファイル
をディスプレイする。例えば、正ボタン３７２を作動化すると、当該特許の次のカラムが
等価ウィンドウ１６０内にディスプレイされる。負ボタン３７４を作動化すると、当該特
許の前のカラムがディスプレイされるようにディクリメントする。更に、本発明は、ディ
スプレイされた任意のカラムを介してテキストがスクロールされるように、ウィンドウ１
６０内の等価ファイルのスクロールをサポートする。
【０１４０】
　図２６に示すように、Ｓｅａｃｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓ対話ボックス３２０は、Ｓｅｌｅｃ
ｔ　Ａｌｌボタン機能３２８を含む。Ｓｅｌｅｃｔ　Ａｌｌボタン機能３２８を作動化す
ると、エリア３２９にディスプレイされる結果リストにおける全ての特許が選定される。
選定された特許は、現行ケースに加えられるか、或いは、エリア３２９にディスプレイさ
れた探索結果を伴った新しいケースを作成する。
【０１４１】
　図２７に示すように、メニュー１５０（図１５参照からボタン機能Ｌｉｂｒａｒｙ／Ｃ
ａｓｅ　Ｃｒｏｓｓ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅを選定すると、Ｃａｓｅ　Ｃｒｏｓｓ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ対話ボックス３５０にＬｉｂｒａｒｙがディスプレイされる。Ｌｉｂｒａｒ
ｙ／Ｃａｓｅ　Ｃｒｏｓｓ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ対話ボックス３５０は、ユーザーが、当
該特許が用いられるケースに参照される現行ライブラリに相互参照された全ての特許のリ
ストを見ることを可能にする。図に示すように、例えば、等価ウィンドウ１６０が、本発
明の多数の対話及び制御ボックスと同様に、図３のスクリーン６８上の任意の場所に選択
的に置くことができるように、対話ボックス３５０は、他のディスプレイされたウィンド
ウ上で「フロートする」。
【０１４２】
　例えば、ユーザーが、図２６におけるＳｅａｒｃｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓ対話ボックス３２
０の観察ボタン機能３２５を選定すると仮定する。図３のコンピュータ４８は、選定され
た特許の等価ファイルをディスプレイし（図２８の例では、’４７８特許）、そして、等
価ウィンドウ１６０にディスプレイされた等価ファイルにおいて発生するサーチタームの
全ての場合をハイライトする。更に、コンピュータ４８は、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏ
ｘ　１６２を生成し、そして、ディスプレイする。この場合、このボックスは、図３のス
クリーン６８上の任意の場所に移動および保持可能なウィンドウの形をとる。図に示すよ
うに、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　１６２は、右矢印ボタン機能３５１、左矢印ボタ
ン機能３５２、現在ディスプレイされている特許を識別する特許識別子ボックス３５５、
及び、選定されると、現在ディスプレイされている特許のセクションヘディングを含むメ
ニューをディスプレイする下方矢印ボタン１６５を含む。図に示すように、特許Ｔｅｘｔ
　Ｔｏｏｌｂｏｘ　１６２は、更に、サーチタームの発生数を識別する「Ｈｉｔ」ウィン
ドウ３６０を含む。例えば、図２８に示す’４７８特許のカラム（欄）３において、サー
チタームの最初の発生は、「２５のヒットのうちの１つ」としてウィンドウ３６０に示さ
れ、ターム番号の全発生回数は２５である。右矢印ボタン３５１を作動化することにより
、その次の等価ファイルは、等価ウィンドウ１６０内のサーチタームの発生にスクロール
される。
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【０１４３】
　図２８において、サブヘッディング「簡単な説明」を選定することとする。ボタン１６
５を作動化すると、当該特許の他の全てのヘッディング（例えば、発明の背景、先行技術
、等々）は、図１４に関して以前に示したように、特定の特許に関してディスプレイされ
る。読者は、ボタン１６５の活性化によってディスプレイされるヘッディングのリスティ
ングは選定された特許の実際のヘッディングのリスティングであることに注意されたい。
特許は、多くの他のドキュメントと同様に、ドキュメントの著者によって作成され、そし
て、一意的なヘッディングよって識別されるので、図３のコンピュータ４８は、現在見て
いる特定の特許に適用可能または不可能な事前に定義されたヘッディングと対照的な選定
された特定の特許に使われる現実のヘッディングを生成し、そして、ディスプレイする。
【０１４４】
　図２９において、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　１６２は、以下において更に詳細に
説明するように、ディスプレイされた等価ファイルにおいて、テキストの一部分をハイラ
イトするために色の変わるマーカーを表す複数のマーカアイコン３８１、３８２、及び、
３８４を含む。特許テキストの部分を識別することには、ペンアイコンが装備される。以
前に示したように、右矢印ボタン３５１の活性化により、図３のコンピュータ４８は、サ
ーチ探索ワードは、最初の場合の後でサーチワードに遭遇する順次的な場合（「ヒット」
）をスクロールする。左矢印ボタン３５２を作動化すると、コンピュータ４８により、選
定されたサーチタームの各場が逆の順序で生成される。サーチタームがインクレメント、
或いは、ディクレメントされると、それぞれ、ウィンドウ１６０が更新される（例えば、
「２４のうちのヒット５」、「２４のうちのヒット２」等）。更に、図２８においても同
様に、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　１６２は、ライブラリアイコン、または、ケース
アイコンを含むことに注意されたい。ライブラリアイコンのディスプレイは、Ｅｑｕｉｖ
ａｌｅｎｔウィンドウ１６０にディスプレイされる特許の等価ファイルがライブラリコピ
ーであることを示す。ライブラリコピーの場合には、ユーザーは、ノートを作ること、又
は、等価ファイルをハイライトすることができない。作動中の等価ファイルは、ライブラ
リアイコンの代わりのケースアイコン（アイコン１０６と同様の）によって表示される（
図２９参照）。ここで説明するように、作動中の等価ファイルは、ユーザーによって、探
索、注釈、及び／又は、ハイライト可能である。
【０１４５】
　更に、ボックス１６２に示される現行ヘッディング識別子（例えば、「簡単な説明」）
は、ウィンドウ１６０の上側部分にディスプレイされるテキストに対応することに注意さ
れたい。従って、図２９に示す例において、ビブリオラフィはカラムＢ１に始まる。ディ
スプレイウィンドウ１６０の上側部分は特許の文献目録をディスプレイするので、ボック
ス１６０内のヘッディング識別子は、「目録」として特許の概要が見られる部分を識別す
る。
【０１４６】
　図３０において、特許’４７８の等価ファイルは、ディスプレイされる等価ファイルの
種々のセクションに関するロケーション識別子を含む。図３０における示す例において特
許の目録セクションは、文字「Ｂ」によって識別される。レターＢ（４００）は、特許等
価イクイバレント’４７８におけるカラム（欄）Ｂ１の長さに沿って垂直に現れる。好ま
しい実施例において、Ｂ識別子４００は青である。図３０、及び、図３において、レター
Ｂｓのうちの任意の１つの上にカーソル４４を置き、そして、マウス４２のスイッチ４６
をクリックすると、対応する目録的公式米国特許ドキュメントをビットマップしたイメー
ジファイルが、ディスプレイ６８上のイメージウィンドウ４１０内にディスプレイされる
。Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔウィンドウ１６０にディスプレイされる等価ファイルとイメージ
ウィンドウ４１０にディスプレイされるＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅとの間の連結につ
いては、この明細書において、同期化に関して既に説明済みである。
【０１４７】
　本発明は、ユーザーに、図３におけるディスプレイ６８に関する同一同特許の多重バー
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ジョンを見る能力を提供する。図３１において、この明細書において以前に示したように
、ウィンドウ１６０内にディスプレイされた特許等価ファイルは、公式の米国特許の探索
可能なＡＳＣＩＩテキストイクイバレントを表す。スクリーン６８のイメージウィンドウ
４１０にディスプレイされた特許イメージは、特許に関する図を含む公式の米国特許のＰ
ＴＯイメージファイルを表す。既に注記したように、ウィンドウ４１０におけるイメージ
特許は、探索可能でなく、そして、ＡＳＣＩＩテキストフォーマットでなくて、ビットマ
ップされた任意のイメージと同様に、ウィンドウ４１０内において操作および拡大可能で
ある。図３０に示すように、窓ウィンドウ４１０には、ウィンドウ４１０を最小化限する
ために使われる下向き矢印ボタン機能４１５及びページごとにウィンドウ４１０を下方に
スクロールするために用いられる負ボタン機能４２０（図３１参照）が含まれる。更に、
図３０には、ユーザーによってディスプレイ６８上のどこにでも選択的に配置可能な特許
Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　４３０を示す。特許イメージツールボックス４３０は、ウ
ィンドウ４１０における特許イメージにおいてオペレーとする場合に使用せきる様々な機
能を含む。これらの機能のうちの１つは、作動化すると、イメージを水平に回転させ、ア
イコン４３５が再び作動化されると、垂直に戻す回転イメージアイコン４３５を含む。さ
らに、Ｐａｔｅｎｔ　Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　４３０は、作動化されると、ユーザ
ーが、図３のキーボード５６を用いて、（例えば、イメージウィンドウ４１０にディスプ
レイされた図面から）エレメント番号をタイプ可能にするＧｏ　Ｔｏエレメントアイコン
４３７を含む。次に、本発明のコンピュータは、Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔウィンドウ１６０
にディスプレイされた特許の等価ファイルを探索し、そして、エレメント番号が記述され
る最初の場合における等価ファイルの当該部分をディスプレイする。更に、Ｐａｔｅｎｔ
　Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　４３０は、種々の倍率アイコン（例えば、「１Ｘ」アイ
コン４４０、「２Ｘ」アイコン４４２、及び、「３Ｘ」アイコン４４５）を含む。アイコ
ン４４２を作動化すると、媒体解像度が達成され、そして、イメージウィンドウ４１０内
にディスプレイされるイメージが拡大されるような、ズームオプションになる。アイコン
４４５を作動化すると、好ましい実施例における最高解像度を以てウィンドウ４１０内に
ディスプレイされるイメージを見ることを可能にする３回ズームオプションになる。
【０１４８】
　図３１に示すように、本発明のツールボックスは、スクリーン６８上の任意のロケーシ
ョンに選択的に配置可能である。ツールボックスを別のロケーションに動かすには、図３
のカーソル４４を、トップバーエリアの部分上に置く（例えば、図３０におけるボックス
４３０のトップバー４５０、または、図３１のボックス１６２のトップバー４５５）。図
３１、及び、図３において、いったん、カーソル４４が、ツールボックスのトップバーエ
リア上に置き、スイッチ４６を圧し下げると、カーソル４４はツールボックスへ効果的に
カップリングされる。マウス４２の動きは、カーソル４４及びツールボックス両方の対応
する動きとなり、ツールボックスは、スクリーン６８上のあらゆるロケーションに置くこ
とが出来る。カーソル４４は、スイッチ４６を単に放すだけで、ツールボックスとの結合
を解くことが出来る。
【０１４９】
　図３０において、イメージウィンドウ４６Ｏは、垂直のスクロールバー４６０、及び、
水平のスクロールバー４７０を含むことに注意されたい。垂直のスクロールバー４６０を
用いて、イメージウィンドウ４１０内にディスプレイされるイメージ画像は、垂直にスク
ロール可能である。同様に、水平のスクロールバー４７０の使用は、イメージウィンドウ
４１０内に示されるイメージの水平スクロールを可能にする。更に、負機能（「－」）４
７２、及び、正（「＋」）機能関数４７４は、垂直スクロールバー４６０に沿って配置さ
れる。機能４７２、及び、４７４は、ユーザーが、イメージウィンドウ４１０内にディス
プレイされる特許の（完全なＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ）図面及びテキストの両方の
イメージを介してナビゲートすることを可能にする。従って、ユーザーが、窓ウィンドウ
４１０内、及び、同期化した状態において、ここで説明するように、等価ウィンドウ１６
０内の特許のイメージを見ることが可能であることは、当該技術分野における熟達者にと
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っては公知である。図３におけるキーボード５６には、ウィンドウ４１０内のイメージを
同期化を可能にするために「ｕｐ　ＰＧ」キー、及び、「ｄｏｗｎ　ＰＧ」キーが含まれ
る。
【０１５０】
　図３２、及び、図３に示す例においては、カーソル４４は、制御ボックス１６２の矢印
ボタン１６５の上に置かれ、そして、スイッチ４６が作動化される。コンピュータ４８は
、ディスプレイされた特許（この例では、特許’０２７）の中で発見される種々のグルー
プ分けをディスプレイするリスト１７０を生成する。図に示すように、特許’０２７は、
「文献目録」、「アブストラクト」、「発明の背景」、「図面の短い記述」、「発明の詳
細な記述」、及び、「特許請求の範囲」を含む。リスト１７０にリストされたセクション
のうちの任意の１つの上にカーソル４４を置き、そして、スイッチ４６をクリックすると
、コンピュータ４８は、等価ファイルの選定済みテキスト部分をディスプレイする（例え
ば図３２におけるウィンドウ１６０内の「文献目録」）。図３３、及び、図３に示す本発
明のメカニズムは、ユーザーが、ウィンドウ１６０内の等価ファイルにおける図番号を選
定することによりウィンドウ４１０内にディスプレイされたＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌ
ｅの対応する特許図面を見ることを可能にする。ウィンドウ１６０にディスプレイされた
等価ファイル内の図番号の上にカーソル４４を置き、マウス４２のスイッチ４６を瞬間的
にダブルクリックすると、ＣＰＵ４８は、窓ウィンドウ４１０（図３３参照）内にディス
プレイされるイメージの中の対応する図のイメージをロケートし、そして、ディスプレイ
する。イメージウィンドウ４１０内に選定された図をロケート及びディスプレイする本発
明の能力は、既に述べたように、ウィンドウ１６０内の等価ファイルのイメージウィンド
ウ４１０内にディスプレイされるＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅとの同期化に起因するこ
とを理解されたい。説明から理解されるように、ＰＴＯ　Ｉｍａｇｅ　ＦｉｌｅとＥｑｕ
ｉｖａｌｅｎｔ　Ｆｉｌｅとを同期化するには、ユーザーは、等価ファイル内の図の基準
の上にカーソル４４を置き、カーソル制御装置を作動化し、そして、それによって、イメ
ージウィンドウ４１０内の対応する図を見る事が出来る。イメージウィンドウ４１０にデ
ィスプレイされた図の部分を拡大するには、ユーザーが、拡大しようとするイメージの部
分の上にカーソル４４を置き、そして、スイッチ４６を圧し下げると、ＣＰＵ４８は、動
的アウトラインボックス５００（図３４参照）を生成する。スイッチ４６を押したままで
、マウス４２を選択的に動かすことにより、ユーザーは、拡大しようとするアウトライン
ボックス５００内の部分を定義する。次に、ユーザーが、図３５に示すように、スイッチ
４６を放すと、ボックス５００内に配置されたウィンドウ４１０におけるイメージの部分
が拡大され、そして、ウィンドウ４１０内でディスプレイされる。図３４、及び、３５に
示す例においては、ユーザーは、’４７８特許の図３の部分上のアウトラインボックス５
００を定義済みである。次に、拡大された部分は、図３５に示すように、ディスプレイさ
れる。更に、既に述べたように、イメージを回転させ、セットされたインクリメントにお
いてイメージを拡大し、そして、ウィンドウ４１０内においてイメージについてオペレー
トする付加的機能を供給するための、他の制御装置が特許Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　
４３０内に備えられる。
【０１５１】
　図３５、及び、図３６において、例えば、ユーザーが、エレメント２８を参照する特許
’４７８の等価ファイルにおける第１の場合をロケートしようとするものと仮定する。本
発明の典型的なアプリケーションにおいて、ユーザーは、特定の図に示される関心のある
特定のエレメント番号をロケートする（そして、イメージウィンドウ４１０内にディスプ
レイされる）。図３５における特許Ｉｍａｇｅ　Ｔｏｏｌｂｏｘ　４３０のアイコン４３
７の活性化は、図３７におけるＳｅｌｅｃｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｎｕｍｂｅｒ対話ボック
ス５０２のディスプレイに帰着する。図３のキーボード５６を用いて、ユーザーは、関心
のある特定のエレメント番号をインプットし、そして、Ｓｅｌｅｃｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　
Ｎｕｍｂｅｒ対話ボックス５０２に備えられたＦｉｎｄ　Ｉｎ　Ｔｅｘｔボタン機能５０
４を作動化することが出来る。本発明は、等価ファイル内の選定されたエレメント番号の



(41) JP 4907715 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

最初、及び、それに後続する場合を探索し、次に、発見し、そして、特許における最初の
場合（「ヒット」）のロケーションにおいて始まるウィンドウ１６０内においてハイライ
トされた形でディスプレイする。後続する場合も同様にハイライトされる。エレメントが
発見される各場合を見るために、ユーザーは、図３０の右矢印ボタン３５１上にカーソル
４４を置いた状態で、マウススイッチ４６のクリックを行う。エレメントが見える度に、
図３０における右矢印ボタン３５１を更にクリックすることにより、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏ
ｏｌｂｏｘ　１６２内に、もはやヒットの無いことを示す。
【０１５２】
　図３７、及び、図３を参照して、本発明のハイライト機能について説明する。ウィンド
ウ１６０内にディスプレイされる等価ファイルのケースコピーの中のテキストをハイライ
トするためには、ユーザーは、所要の色のマーカの上にカーソル４４を置く。好ましい実
施例において、マーカアイコン３８１、３８２、及び、３８４は、特許Ｔｅｘｔ　Ｔｏｏ
ｌｂｏｘ　１６２における異なるカラーとしてディスプレイされる。カーソル４４を、例
えばマーカアイコン３８１のようなマーカアイコンの１つの上に置き、そして、瞬間的に
スイッチ４６をクリックすることにより、マーカカラーが選定される。ウィンドウ１６０
によって定義されたエリアにカーソル４４が移動すると、カーソル４４は、マーカチップ
の視覚的外観がアイコン３８１に現れる外観と同じになる。カーソル４４を、ウィンドウ
１６０にディスプレイされた等価ファイルの中のテキストの所要部分の上に置き、そして
、スイッチ４６を圧し下げることにより、マーカは「オン」になる。ハイライトされるべ
きテキストの上でカーソル４４を引きずることにより、テキストの当該部分が、選定され
たマーカの色に対応する色調になる。マウス４２のスイッチ４６を放すことにより、マー
カを「オフ」にすることが出来る。図３７においては、テキストの一部分がハイライトさ
れ、そして、ハイライトされたエリア５４０として識別されている。明細書が書かれた文
書であること、及び、色について説明することに限度があるために、ハイライトされたエ
リア５４０は単に黒い長方形として示される。更に、対応するカラーインジケータ５４２
は、ハイライトされたテキスト５４０の隣にディスプレイされる。後で更に詳細に述べる
ように、カラーインジケータ５４２上にカーソル４４を置き、そして、スイッチ４６をク
リックすることにより、等価ファイルにおけるこのロケーションにもともと接続されてい
る特許ノートウィンドウがスクリーン６８上にディスプレイされ、ユーザーは、ハイライ
トされたテキストの当該部分に関係したノートを、そこで読み取るか、或は、そこにタイ
プすることができる。単色ディスプレイスクリーン、または、カラーブラインドネスのス
クリーンの場合には、ユーザーによる識別を助けるために、カラーインジケータの形状が
同じでない。
【０１５３】
　好ましい実施例において、カラーインジケータ５４２は、更に、記号を用いて色を識別
する。例えば、この実施例において、赤いマーカが選定された場合、カラーインジケータ
５４２は丸くて赤い。ただし、黄色のマーカが選定された場合には、カラーインジケータ
５４２は黄色の三角形である。緑のマーカが選定されると、カラーインジケータ５４２は
緑の長方形である。その上、本発明の教示を用いるとマーカカラーをテキストの同じエリ
アに重ねることが可能である。１つのマーカをもう１つのマーカーに重ねることにより、
同一テキストに関して多重特許ノートを作ることが可能である。ウィンドウ１６０内のテ
キストの所定の部分がハイライトされている場合、多重カラーインジケータ５４２は、水
平方向に隣接する行にディスプレイされる。カラーインジケータ（５４２）のうちの任意
の１つをクリックすることにより、対応する特許ノートがディスプレイされる。
【０１５４】
　図３８において、本発明のグラフィックユーザーインタフェースは、同時に見ようとす
る同じ、或いは、異なる特許の複数コピーを可能にする。図３８に示す例において、ウィ
ンドウ１６０は、’０２７特許の等価ファイルのケースコピーをディスプレイしている。
ケースコピーの場合には、ユーザーは、探索し、編集し、そして、ウィンドウ１６０にデ
ィスプレイされる’０２７特許の等価ファイルをハイライトする。図に示すように、図３
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に示す拡大された部分を持つ’０２７特許のイメージは、図３のスクリーン６８のウィン
ドウ４１０にディスプレイされる。更に、’０２７特許のライブラリ等価コピーも、同様
に、ディスプレイスクリーン６８上の第３のエリア５５５にディスプレイされる。ライブ
ラリコピーの場合には、ウィンドウ５５５にディスプレイされる等価ファイルは、ユーザ
ーによるノート作成、または、ハイライトは不可能であるが、探索可能であり、そして、
ウィンドウ４１０における図と比較するために利用可能であり、ユーザーが等価ファイル
のケースコピーを対象として、ウィンドウ１６０内においてノート、又は、修正を行うこ
とが可能である。
【０１５５】
　図３９を参照して、ＬｉｂｒａｒｙメニューからのＩｍｐｏｒｔ　Ｐａｔｅｎｔｓオプ
ションを選定すると、Ｉｍｐｏｒｔ　Ｐａｔｅｎｔｓ対話ボックス５６０がディスプレイ
される。Ｉｍｐｏｒｔ　Ｐａｔｅｎｔｓ対話ボックス５６０は、ライブラリファイルへの
付加的特許Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｆｉｌｅｓの輸入を可能にする。図４０、及び、図３
に示すように、輸入されるべき選定済みの等価ファイルの上にカーソル４４を置き、そし
て、スイッチ４６を瞬間的にクリックすることにより、選定された等価ファイルがハイラ
イトされる。いったん、選定済み特許等価ファイルがハイライトされれば、カーソル４４
をＯＫボタン５６２上に置き、そして、スイッチ４６をもう一度クリックする。これによ
り、Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｆｉｌｅは、現行ライブラリファイルに輸入される。
【０１５６】
　図４１、及び、図３において、Ｃａｓｅアイコン１０６上にカーソル４４を置き、そし
て、マウス４２のスイッチ４６を押し下げると、Ｃａｓｅメニューバー５７０がディスプ
レイされる。図に示すように、Ｎｅｗ　Ｃａｓｅ、Ｏｐｅｎ　Ｃａｓｅ、Ｕｐｄａｔｅ　
Ｃａｓｅ、Ｃｏｐｙ　Ｃａｓｅ、Ｃｌｏｓｅ　Ｃａｓｅ、Ｓｅａｒｃｈ、Ｓｅｔ　Ｃａｓ
ｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ、Ｂａｃｋｕｐ　Ｃａｓｅ、Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｃａｓｅ、Ｄ
ｅｌｅｔｅ　Ｃａｓｅ、Ｐｒｉｎｔ、Ｐｒｉｎｔ　Ｓｅｔｕｐ、及び、Ｅｘｉｔとして識
別されるサブコマンドアイテムを含む様々なサブコマンドアイテムがＣａｓｅメニュー５
７０にディスプレイされる。カーソル４４がＯｐｅｎ　Ｃａｓｅサブコマンドアイテム上
に置かれ、そして、スイッチ４６がクリックされると、アクセス可能な全てのケースがデ
ィスプレイされるエリア５８７を含むＯｐｅｎ　Ｃａｓｅ対話ボックス５８０がディスプ
レイされる（図４２参照）。この例において、ケース「侵害研究」は、ワード「侵害研究
」の任意の部分、、又は、ワード「侵害研究」に近接しているブリーフケースアイコン５
９０の上にカーソル４４を置くことによって選定される。代りに、Ｎｅｗ　Ｃａｓｅサブ
コマンドアイテムがケースメニュー５７０から選定される場合には、コンピュータ４８は
、Ｎｅｗ　Ｃａｓｅ制御ボックス５９４（図４３参照）を生成し、そして、ディスプレイ
する。ユーザーは、当該フィールドへ新しいケースを挿入し、ケースが開かれているケー
ス名、弁護士名、顧客名、及び、日付を識別することによって新しいケースを定義可能で
ある。これらのフィールドがユーザーによって入力されると、ＯＫボタン６００上にカー
ソル４４を置き、スイッチ４６を瞬間的にクリックすることにより、ＯＫボタン６００が
作動化される。
【０１５７】
　図４３、及び、図２において、例えば、ユーザーが、図４２に関して記述された過程に
後続する「デモンストレーション」として識別されるケースを選定したものと仮定する。
ツールバー１０３の下向き矢印１０９の上にカーソル４４を置き、そして、マウス４２の
スイッチ４６を圧し下げることにより、コンピュータ４８は、ケース「デモンストレーシ
ョン」を含む全ての特許をリストするメニュー６１０を生成し、そして、ディスプレイす
る。ケース「デモンストレーション」を含むリストされた特許のうちの任意の１つの上に
カーソル４４を置き、そして、スイッチ４６をクリックすることにより、以前の任意のハ
イライト、特許ノート、または、前のセッションにおいてユーザーによって行われた他の
編集を含む選定された特許の等価ファイルがディスプレイされる。図４５において、ケー
スメニュー５７０（図４１参照）からのサブコマンドアイテムＵｐｄａｔｅ　Ｃａｓｅを
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選定することにより、その中に現行ケース名、弁護士名、顧客、ケースのオープニング日
付がディスプレイされるＵｐｄａｔｅ　Ｃａｓｅ対話ボックス６１５がディスプレイされ
る。ユーザーは、当該フィールドの中で必要な修正を行い、そして、ＯＫボタン機能６２
０を作動化することによって、このデータを更新することができる。メニュー５７０から
Ｓｅａｒｃｈサブコマンドアイテムを選定すると、図４６に示すＳｅａｒｃｈ　Ｃａｓｅ
対話ボックス６３５がディスプレイされる。ユーザーは、ボックス６３５を用いて、図２
４のサーチボックス３０２に関して記述された方法に類似した方法によって、ケース内、
又は、ライブラリ内に位置する特許に関する探索を行うことができる。
【０１５８】
　図４７において、メニュー５７０（図４１参照）のＳｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏ
ｒｉｅｓのサブコマンドアイテムを選定すると、Ｓｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉ
ｅｓ対話ボックス６４０が生成され、そして、ディスプレイされる。図に示すように、Ｓ
ｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｉｅｓ対話ボックス６４０は、ディレクトリの追加及
び除去を含む操作に関する様々な機能を含む。同様に、Ｓｅｔ　Ｃａｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
ｏｒｉｅｓ対話ボックス６４０は、ここでケースが作成されるユーザーがケースデフォル
トディレクトリを定義することを可能にする。この機能を修正すると、ケースにアクセス
する能力に影響するのでユーザーがこのコマンドにアクセスすると、警告メッセージが現
れる。オペレーションにおいて、ユーザーは、ディレクトリを選定し、そして、それを開
くために、対話ボックス６４０のエリア６４２内のディレクトリをダブルクリックする事
が出来る。選定されたディレクトリに含まれるディレクトリは、ウィンドウ６４２内に選
定済みディレクトリとしてリストされる。同様に、種々ドライブアイコンは、本発明のコ
ンピュータシステムに関する資源を表す。次に、選定されたドライブに含まれる全てのデ
ィレクトリは、ディレクトリリストにリストされる。図４７に示すように、選定されたデ
ィレクトリは、デフォルトディレクトリとして識別される。いったん、ユーザーが、ケー
スのもととなるディレクトリを選定すると、ボタン機能Ａｄｄ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　６
４４を作動化すると、選定されたディレクトリが、エリア６４６に示されたケースを含む
ディレクトリに加えられる。Ｒｅｍｏｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ機能６５０は、ケースを
見付けると、ディレクトリがそれ以上使われることのないように、パスリストから選定済
みディレクトリを除去する。Ｓｅｔ　ａｓ　Ｄｅｆａｕｌｔ機能６５２は、現行セットセ
ットディレクトリをデフォルトディレクトリとしてセットする。ケースに関してディレク
トリをセットする場合、デフォルトディレクトリは、新しいケースが作られるディレクト
リである。ライブラリに関してディレクトリをセットする場合には、デフォルトディレク
トリは、そこで新しいライブラリがつくられるディレクトリである。
【０１５９】
　図４８において、メニュー５７０（図４参照１）から機能Ｃｏｐｙ　Ｃａｓｅを選定す
ると、図４８に示すＣｏｐｙ－ｔｏ－Ｃａｓｅ対話ボックス７００がディスプレイされる
。Ｃｏｐｙ－ｔｏ－Ｃａｓｅ対話ボックス７００は、ユーザーが既存ケースから情報を現
行ケースへコピーすることを可能にする。オペレーションにおいて、クリックダウンメニ
ューが選定され、そして、下向き矢印ボタン機能７０２を作動化することにより、ディス
プレイされる。クリックダウンメニューは、ユーザーが、現行作動化ケースにコピーする
ためにそこから選定可能な全てのケースのリスティングを含む。本明細書においては、簡
潔化にために、クリックダウンメニューは示さない。次にユーザーは、ケースノート、特
許、または、選定されたケースからコピーするための特許ノートを識別するオプションを
持つ。ユーザーがケースノートアイコン７０４をチェックする場合には、選定済みケース
からの全てのケースノートは、リストエリア７１０において英字順にリストされる。特許
アイコン７０６が選定される場合には、選定済みケースからの全ての特許は、リストエリ
ア７１０における任意のケースノートの後で、リストされる。特許ノートアイコン７０８
が選定されると、選定済みケースからの全ての特許ノートは、リストエリア７１０におけ
る各特許の後でリストされる。エリア７１０は、それらの関連ケース及び特許ノートと共
に全ての特許が最低番号から最高番号まで上昇順序でリストされる対話ボックス７００内
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に供給される。次に、ユーザーは、コピーされるべきウィンドウ７１０内の各アイテムを
クリックすることができる。
【０１６０】
　メニュー５７０（図４１参照）からＢａｃｋｕｐ　Ｃａｓｅオプションを選定すると、
図４９に示すように、Ｂａｃｋｕｐ　Ｃａｓｅ対話ボックス７２０がスクリーン６８にデ
ィスプレイされる。ユーザーは、バックアップディスク、または、ディレクトリ、或いは
、他のコンピュータに現行ケースをセーブするために、Ｂａｃｋｕｐ　Ｃａｓｅ対話ボッ
クスを利用できる。ユーザーは、キーボード５６を用いて対話ボックス７２０のディスプ
レイウィンドウ７２２内にバックアップドライブ及びディレクトリをエントリする。いっ
たん、エントリすれば、ボタン機能ＯＫ７２５が作動化され、そして、ケースは、定義済
みロケーションまで戻される。
【０１６１】
　図５０において、メニュー５７０（参照図４１）のＤｅｌｅｔｅ機能を選定することに
よって、ケースを削除することが可能であり、結果として、図５０に示されるように、削
除ケース対話ボックス７３０がディスプレイされる。ケースは、全てのケースノート、及
び、全ての特許ノートを含むこの対話ボックスを用いて削除可能である。
【０１６２】
　図４１のメニュー５７０からＰｒｉｎｔコマンドを選定すると、図５１に示すように、
Ｐｒｉｎｔ対話ボックス７５０がディスプレイされる。Ｐｒｉｎｔ対話ボックスは、特許
イメージ、ケース及び特許ノート、及び、図３におけるプリンタ５７に関するＥｑｕｉｖ
ａｌｅｎｔファイル、或いは、ファイルを、これらに限られることなしに、含む種々のフ
ァイルの印字を可能にする。図４１のメニュー５７０においてＰｒｉｎｔ　Ｓｅｔｕｐコ
マンドを選定すると、図５２に示すように、プリント準備対話ボックス７５５がディスプ
レイされる。Ｐｒｉｎｔ　Ｓｅｔｕｐ対話ボックス７５５は、ユーザーが、プリンタ、用
紙のオリエンテーション、解像度、用紙のサイズ及び供給のセットアップを可能にする。
更に、デフォルトプリンタは、選定可能であり、そして、ユーザーがネットワークプリン
タを利用する場合には、プリンタサーバ情報は、プリンタ／デフォルトプリンタ準備オプ
ションと共にプリント準備対話ボックスにリストされる。
【０１６３】
　図５３において、メニューバー１０２からＥｄｉｔ機能を選定すると、Ｅｄｉｔメニュ
ー７６０がディスプレイされる。図に示すように、Ｅｄｉｔメニュー７６０には、サブコ
マンドアイテムＵｎｄｏ、Ｃｕｔ、Ｃｏｐｙ、Ｐａｓｔｅ、Ｄｅｌｅｔｅ、Ｆｉｎｄ、及
び、Ｆｉｎｄ　Ｎｅｘｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ、及び、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｃｏｌｕｍｎが含まれる
。図５４に示すように、メニューバー１０２のＶｉｅｗコマンドオプションを選定すると
、ビューメニュー７６５が生成され、そして、ディスプレイされる。Ｖｉｅｗメニューオ
プションは、優先位、スクリーンレイアウト、及び、状態バーを含む。図５５に示すよう
に、メニュー７６５のＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓオプションを選定すると、Ｐｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅｓ対話ボックス７７０がディスプレイされる。Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ対話ボック
ス７７０は、ユーザーが、種々の特許ノートを記憶し、そして、開くために、優先順位を
セットすることを可能にする。ノートが作成されると、Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ対話ボッ
クス７７０には、特許ウィンドウを開くためのオプションも含まれる。特許ノートは、タ
イトル、カラー、及び、ロケーションによって分類可能である。「Ｏｐｅｎ　Ｐａｔｅｎ
ｔ　Ｎｏｔｅ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｗｈｅｎ　Ｎｏｔｅ　ｉｓ　Ｃｒｅａｔｅｄ」が選定され
ると、ウィンドウ１６０内でハイライトが行われる度に特許ノートウィンドウがディスプ
レイされる。ユーザーは、ハイライトが実施された場合にノートウィンドウがディスプレ
イされないように、機能を非作動化することが出来る。機能「Ｓｏｒｔ　Ｐａｔｅｎｔ　
Ｎｏｔｅ　ｂｙ　Ｔｉｔｌｅ」を選定すると、特許ノートが、アルファベット順および番
号増加順に分類される。特許ノートがカラー、及び、タイトルによって分類される場合に
は、本発明は、赤、緑、および、黄色ノートにを分れ、そして、アルファベット順、及び
、番号順に配列する。特許ノートが等価ファイルにおけるロケーションによって分類され
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る場合には、本発明は、特許ノートを、英字順およびカラーコーディングには無関係にウ
ィンドウ１６０にディスプレイされる特許等価テキストの初めから特許の終に向かって現
れる順にリストする。
【０１６４】
　図５４におけるメニュー７６５のＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ機能を選定すると、図５
６に示すように、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックス７８０がディスプレイされる
。図５６、及び、５７において、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックスを選定すると
、ユーザーによる、ウィンドウ１６０における等価ファイル、及び、図３のスクリーン６
８上のイメージウィンドウ４１０内にディスプレイされるイメージの配列を可能にする。
好ましい実施例において、同時に作動化される４個までのウィンドウを選択できる４個の
レイアウトオプションがユーザーに提供される。４つのスクリーンレイアウトオプション
は、エリア７８２内においてアイコンにより左に表示される。図５６に示すように、エリ
ア７８２内において、４個のレイアウトは、アイコンの形において、即ち、レイアウト７
８３、７８５、７８７、及び、７９０ととして提供される。付加的レイアウトが、Ｓｃｒ
ｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックス７８０内に提供され、そして、本発明によってサポー
トされることは、当該技術分野における熟達者にとって当然理解されるはずである。アイ
コン７８３を選定すると、２つの等価ウィンドウの同時ディスプレイが行われる。オペレ
ーションにおいて、２つの等価ウィンドウは、同一特許、或いは、異なる等価ファイルを
２つの場面として見ることを可能にする。アイコン７８５を選定すると、１つの等価ウィ
ンドウ（例えば、ウィンドウ１６０）、及び、１つのイメージウィンドウ（例えば、イメ
ージウィンドウ４１０）が同時にディスプレイされる。アイコン７８７を選定すると、２
つの等価ウィンドウ、及び、１つのイメージウィンドウがディスプレイされる。アイコン
７９０を選定すると、２つの等価ウィンドウ、及び、２つのイメージウィンドウが同時に
ディスプレイされる。図に示すように、下向き矢印アイコン８００、及び、下方向き矢印
アイコン８０５を含むＳｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックス７８０の付加的機能を備
える。下向き矢印アイコン８００を選択すると、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボック
ス７８０において「Ｐａｔｅｎｔ　１」として識別される選定したケース、または、ライ
ブラリにおける特許のメニューリスティングがディスプレイされる。下向き矢印アイコン
８０５を選択すると、Ｓｃｒｅｅｎ　Ｌａｙｏｕｔ対話ボックス７８０において「Ｐａｔ
ｅｎｔ　２」として識別される選定したケース、または、ライブラリにおける特許のメニ
ューリスティングがディスプレイされる。図３のカーソル４４をケースアイコン８０７ま
たはケースアイコン８０９の上に置くと、ユーザーは、現行ケースの中から特許を選定す
ることが可能になる。同様に、ライブラリアイコン８１０、または、ライブラリアイコン
８１２の上にカーソル４４を置き、そして、マウスを作動化すると、ユーザーは、現行ラ
イブラリから特許を選定することが可能になる。
【０１６５】
　再び図５６において、アイコン７８５を選定した場合、本発明は、図５７に示すように
、スクリーン６８の左側部分にテキスト等価ウィンドウ１６０を、そして、図３のスクリ
ーン６８の右部分にイメージウィンドウ４１０をディスプレイする。図５８に示すように
、アイコン７８３を選定すると、２つの等価ウィンドウが同時にディスプレイされる。ア
イコン７９０を選定すると、図５９に示すようなスクリーンレイアウトが実施される。図
６０に示すように、等価ウィンドウ１６０、イメージウィンドウ４１０、第２の等価ウィ
ンドウ８３５、及び、第２のイメージウィンドウ８５０がスクリーン６８に同時にディス
プレイされる。
【０１６６】
　図６０において、メニューバー１０２のＷｉｎｄｏｗオプションを選定すると、Ｗｉｎ
ｄｏｗメニュー９００がディスプレイされる。ウィンドウメニュー９００には、サブコマ
ンドアイテムＣａｓｃａｄｅ、Ｔｉｌｅ、Ａｒｒａｎｇｅ　Ｉｃｏｎｓ、及び、全てのオ
ープンウィンドウのリスティングが含まれる。このリストの中からウィンドウを選定する
と、当該ウィンドウが最上部に現れる。
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【０１６７】
　特許ノートアイコン下向き矢印１２７（図１１参照）を選定すると、図５６における優
先順位対話ボックス１７０内の仕様に応じて分類された全ての特許ノートをリストするメ
ニュー９０２が図６２にディスプレイされる。図に示すように、特許ノートは、適切なカ
ラー及び特許ノート番号の数値インジケータを用いた種々の記号アイコンを含む。既に検
討したように、等価ファイルのテキストのハイライト部分のために、色の異なる種々のマ
ーカが備えられる。図６１と共に図６２を参照し、メニュー９０２の特許ノートのうちの
いずれかの上に図３のカーソル４４を置き、そして、マウスボタンをクリックすると、ノ
ートの内容がディスプレイされる。図６２の例において、各特許ノートは、タイトル９０
５、及び、ユーザーが図３のキーボード５６によりテキストを入力できるエリア９１０を
含む。更に、図６３に示すように、ユーザーは、複数の特許ノートを同時に開くオプショ
ンを持つ。図６３から分かるように、各特許ノートには、テキスト、及び、特許ノートが
対応するハイライトのカラム及び行番号に関する表記法が含まれる。更に、適切な色の幾
何学的形状のインジケータ９０９（例えば、図６３のように、正方形、三角形、及び、円
形）は、例えば、図６３におけるウィンドウ１６０内の等価ファイルにおけるハイライト
に対応する。図６３の例において、ユーザーは、マルチノートモードを選定し、そして、
ウィンドウ１６０にディスプレイされる等価ファイルの中の異なる色つきのハイライタペ
ンを用いてノートを作成した。
【０１６８】
　更に図６３を参照し続けることとし、本発明は、例えば、証書、質問書、又は、特許ノ
ートに関する条項のような外部ファイルの一部または全部をコピー及びペーストする事が
出来る。同様に、ユーザーは、特許ノートのタームを探索することが出来る。更に、ユー
ザーが、特許ノートにおけるテキストの部分、または、インジケータ９０９をクリックす
ると、特定の特許ノートに関係するテキストの部分が、等価ウィンドウ１６０にディスプ
レイされる。
【０１６９】
　図６４は、「Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅ　２」と名づけられたケースノートウィンドウを示す
。図に示すように、Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅ　２は、ケースノートタイトルエリア９２５、及
び、オープンテキストエリア９３０を有するウィンドウ９２０を備える。ユーザーは、ケ
ースノートタイトル９２５を定義し、そして、図３のキーボード５６を用いて、特定のケ
ースに関するテキストをエリア９３０に直接入力することが出来る。更に、ユーザーは、
ファイルの一部または全部を、ケースノートにコピー及びペーストすること、並びに、ケ
ースノートにおけるタームを探索することが出来る。
【０１７０】
　図３のスクリーン６８上の不動産スペースを節約して使用するために　ライブラリ、特
許、探索結果、特許ノート及びケースノートをアイコンに最小化した状態を図６５に示す
。同様に、ドキュメント等の最小化も、当該技術分野においては公知であるが、本発明に
よって利用された最小化の詳細についてはこの明細書では、これ以上説明しない。
【０１７１】
　図６６は、ユーザーが、図３に示すキーボード５６を用いて、カラム番号をフィールド
９６０に直接入力することを可能にする本発明のＧｏ　Ｔｏ対話ボックス９５５を示す。
ＯＫボタン９６５を作動化すると、等価ウィンドウ１６０における等価ファイルの指示さ
れたカラムがディスプレイされる。実際上、等価ファイル内の特定のカラムをロケート及
びディスプレイする最も迅速な方法は、Ｇｏ　Ｔｏカラム対話ボックス９５５を使用する
ことであることが判明している。図６７は、本発明のＧｏ　Ｔｏ　Ｓｅｃｔｉｏｎ対話ボ
ックス９７０を示す。対話ボックス９７０は、下向き矢印機能９７２を示す。この機能を
作動化すると、等価ウィンドウ１６０内にディスプレイされた特定の特許における全ての
セクションがディスプレイされる。Ｇｏ　Ｔｏ　Ｓｅｃｔｉｏｎ対話ボックス９７０は、
等価ウィンドウ１６０にディスプレイされる等価ファイル内において、セクションからセ
クションへナビゲートするための方法として用いられる。セクションを選定し、続いてこ
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のセクションを等価ウィンドウ１６０内にディスプレイすると、等価ファイル内において
所要セクションに関するページからページへの探索必要性が排除される。
【０１７２】
　図６８において、メニュー１０２からＨｅｌｐ機能を選定すると、Ｈｅｌｐメニュー９
８０がディスプレイされる。ヘルプメニュー９８０には、種々のサブコマンドオプション
、Ｈｅｌｐ　Ｉｎｄｅｘ、Ｇｅｔｔｉｎｇ　Ｓｔａｒｔｅｄ、Ｌｅａｒｎｉｔｉｇ　Ｐａ
ｔｅｎｔＷｏｒｋｓ＊、及び、Ａｂｏｕｔが含まれる。Ａｂｏｕｔコマンドを選定すると
、図６９に示すように、Ａｂｏｕｔ情報ボックス９８２がディスプレイされる。Ａｂｏｕ
ｔ対話ボックス９８２は、本アプリケーションの主題、著作権情報、及び、製品に関する
他の関係情報を含む本発明に関する情報をリストする。
【０１７３】
　図７０を参照して、メニュー１９２のＮｏｔｅ機能を選定すると、Ｎｏｔｅメニュー９
８７がディスプレイされる。ノートメニュー９８１には、Ｎｅｗ　Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅ、
Ｖｉｅｗ　Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅ、Ｖｉｅｗ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏｔｅ、Ｆｉｎｄ、Ｆｉｎ
ｄ　Ｎｅｘｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ、及び、Ｇｏ　Ｔｏ　Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｅｄ　Ｔｅｘｔ
を含めて様々なオプションが含まれる。Ｖｉｅｗ　Ｃａｓｅ　Ｎｏｔｅオプションを選定
すると、図７１に示すように、Ｃａｓｅ対話ボックスにＣａｓｅ　Ｎｏｔｅｓ９９０がデ
ィスプレイされる。次に、ユーザーは、見るために、単一ケースノートを選定する。図７
０のメニュー９８７のＶｉｅｗ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏｔｅオプションを選定すると、図７
２に示すように、Ｃａｓｅ対話ボックス９９４に特許Ｎｏｔｅｓをディスプレイする。ボ
ックス９９４は、ユーザーが、見るため、又は、削除するために、特許ノートを選定する
ことを可能にする。特許ノート）は、図５６の優先順位対話ボックス７７０の指定に従っ
て、即ち、特許ノート番号により、分類される。ユーザーは、楽音（ノート）を介して、
そして、　図３のカーソル４４をノートの上に置き、そして、マウスのスイッチをクリッ
クすることによって、特許ノートの１つを選定する事が出来る。
【０１７４】
　次に示すように、本発明のユーザーインタフェースは、多数の付加的機能を含む。
【０１７５】
特許請求の範囲のコピー（Ｃｏｐｙ　Ｃｌａｉｍｓ）
　既に述べたように、ページ付けに際して、セクションヘッディングを識別するために、
ＰＴＯテキストファイルが分析される（図１０、及び、セクション「初期自動ページ付け
参照）。この種の処理に際して、連結されたリスト７９０２　（図７９に示す）が生成さ
れる。連結されたリスト７９０２を実際に実現するには、実現に依存する。例えば、連結
されたリスト７９０２は、２重に連結されたリストとして実現可能である。（これは、図
７９に示すケースである。）
【０１７６】
　連結されたリスト１９０２は、対応するテキストファイル７９０８と同期化され、そし
て、テキストファイル７９０８を介して迅速にナビゲートするために使われる。連結され
たリスト７９０２には、テキストファイル７９０８の各セクションに関するレコード７９
０４Ａ－７９０４Ｎが含まれる。（図７９の例において、テキストファイルはＮセクショ
ンを持つ。）各々のレコード７９０４Ａ－７９０４Ｎは、テキストファイル７９０８の対
応するセクションの最上をポイントするポインタ７９０６Ａ－７９０６Ｎを含む。例えば
、レコード７９０４Ａは、テキストファイル７９０８のセクション１に対応する。このレ
コード７９０４Ａには、テキストファイルのセクション１の最上部をポイントするポイン
タ７９０６Ａが含まれる。レコード７９０４Ａ－７９０４Ｎは、例えば、セクション名　
（「１」、「２」．．．．．「Ｎ」として図７９に表される）のような他の情報も含むこ
とが出来る。
【０１７７】
　本発明のユーザーインタフェースは、「Ｃｏｐｙ　Ｃｌａｉｍｓ　ｔｏ　Ｃｌｉｐｂｏ
ａｒｄ」と呼ばれるユーザー選定可能な機能が含まれる。これは、メニューバーから利用
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可能なオプションである。ユーザーがこのオプションを選定した場合には、特許請求の範
囲は、クリップボード（その代りにユーザー指定のファイル）に自動的にコピーされる。
この機能は、非特許文脈にも同様に適用可能であることを理解されたい。例えば、この機
能は、任意のユーザー指定セクションをテキストファイルからクリップボードに自動的に
コピーするために使用できる。ただし、この機能は特許文脈に特に有用である。例えば、
この機能は、妥当性及び侵害意見。の一部として含まれる場合に多いクレームチャートの
生成を非常に簡素化する。
【０１７８】
　この機能に基づいた本発明のオペレーションについては、図８０の流れ図８００２に示
す。流れ図８００２は、過程８００４によって始まり、制御は即座に過程８００６へパス
される。：：：：過程８００６において、テキストファイルにおける最後のセクションヘ
ッディングは自動的にロケートされる（公知のように、特許における最後のセクションは
特許請求の範囲である）。これは、連結されたリスト７９０２を用いることによって有利
に行われる。特に、テキストファイル７９０８における最後のセクションヘッディングは
、連結されたリスト７９０２の最後のレコード７９０４Ｎにおいてポインタ７９０６Ｎに
従うことによってロケートされる。
【０１７９】
　過程８００８において、最後のセクションヘッディングに後続するテキストファイルに
おける全てのテキストは、テキストファイルから自動的に抽出される。
【０１８０】
　過程８０１０において、この抽出されたテキストは、クリップボード（又は、ユーザー
指定のファイル）にコピーされる。過程８０１２によって示されるように、流れ図８００
２のオペレーションは、過程８０１０の実施の後で完了する。これらのオペレーションは
、ユーザーからの一切の入力、または、指示なしに自動的に実施されるということを理解
されたい。
【０１８１】
イメージのズーム（Ｚｏｏｍ　Ｉｍａｇｅ）
　本発明のユーザーインタフェースは、オペレータによって選定可能な「Ｚｏｏｎ　Ｉｍ
ａｇｅ」機能を含む。オペレータは、ディスプレイされつつあるイメージの選定された部
分を拡大するために、この機能を用いることができる。図７５、７６Ａ、及び、７６Ｂに
関して既に述べたように、圧縮されないＰＴＯイメージファイルは、１Ｄ（一次元の）イ
メージファイルに圧縮される。これは、記憶必要条件を緩和するために行われる。本発明
によれば、ズームするオペレーションは、１Ｄイメージファイルから、最終的にはモニタ
にディスプレイされるイメージへの直接変換に関係する。これは、本発明全体の速度を増
大するために行われる。ズームイメージオペレーションが遂行される方法の概要を、１Ｄ
圧縮イメージ画像８１０２を示す図８１に示す。説明を容易にするために、この１Ｄ圧縮
イメージ８１０２は、４行８１０４Ａ－８１０４Ｄを持つものとして示される。圧縮され
たイメージ８１０２は、制御ロジックに従って作動するプロセッサ（ソフトウェア）とし
て実現されることが好ましいデータデコンプレッサ８１０６に供給される。代りに、デー
タデコンプレッサ８１０６は、ハードウェ状態マシンとして実現されたものである。デー
タデコンプレッサ８１０６は、圧縮されたイメージ８１０２を、オペレータのズームリク
エストによって示される程度まで圧縮解除する。例えば、オペレータは、７５ＤＰＩ（１
インチ当たりドット数）或いは１５０　ＤＰＩズームをリクエストすることが出来る。デ
ータデコンプレッサ８１０６のオペレーションの結果として、イメージウィンドウ８１１
０にディスプレイされる圧縮解除されたイメージ８１０８が得られる。図８２の流れ図８
２０２を参照しながら、データデコンプレッサ８１０６の動作しついてさらに説明する。
流れ図８２０２は、過程８２０４１によって始まり、制御は即座に過程８２０６にパスす
る。
【０１８２】
　過程８２０６において、オペレータは、ズームイメージオプションを選定する。オペレ
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ータは、現在ディスプレイされつつあるイメージの部分をズームするためにこうする。他
の選択機構を使用しても差し支えないが、ズームしようとするイメージの部分は、カーソ
ルまたはマウスの現行位置によって示されることが好ましい（すなわち、カーソル、また
は、マウスの現行位置を近付けたイメージの部分が、ズームされるべきエリアである）。
更に、過程８２０６において、オペレータは所要ズームレベルを指示する。３個のズーム
レベル、即ち、３００ＤＰＩ（インチ当たりドット数）、１５０ＤＰＩ、及び、７５ＤＰ
Ｉを用いることが好ましい。ただし、本発明は、代替的に、付加的なズームレベルをサポ
ートすることが出来る。当該技術分野における熟達者にとては、そのような付加的ズーム
レベルに基づいた本発明のオペレーションは、ここに含まれる討論に基づいて明白に理解
出来るはずである。
【０１８３】
　ズームレベルは、拡大レベルと解像度の両方を意味する（即ち、最終的にズームされた
イメージを表すデータの量）。本発明によれば、３００ＤＰＩズームレベルが最大倍率レ
ベルであり、そして、最高解像度である。１５０ＤＰＩズームレベルは、３００ＤＰＩレ
ベルの拡大率の半分であり、そして、解像度も半分である（即ち、１５０ＤＰＩレベルに
おいては、最終イメージを表わすために使用するデータが、３００ＤＰＩレベルの場合の
半分である）。７５ＤＰＩズームレベルは、３００ＤＰＩレベルの拡大率の４分の１であ
り、そして、解像度も４分の１である。（即ち、７５ＤＦＩレベルにおいて、最終イメー
ジを表わすために使用するデータは３００ＤＰＩレベルの場合の４分の１である。）
【０１８４】
　過程３２０６において、オペレータが３００ＤＰＩズームレベルを選定した場合には、
過程８２０８が遂行される。過程８２０８において、データデコンプレッサ８１０６は、
オペレータがズーム使用とする現在ディスプレイされつつあるイメージの部分に対応する
１Ｄ圧縮されたイメージの当該部分の圧縮を解除する。（現在ディスプレイされつつある
イメージの部分は、過程８２０６において選定された。）「完全に圧縮解除する」と言う
フレーズ（句）は、デコンプレッサ８１０６により、１Ｄ圧縮されたイメージの当該部分
の全ての行における全てのビットの圧縮を解除することを意味する。この圧縮解除オペレ
ーションを遂行するための手順は、関連技術分野の熟練者にとっては明白なはずである。
過程８２１４において、データデコンプレッサ８１０６は、この圧縮解除されたデータを
ディスプレイするために、イメーウィンドウ８１１０に転送する。
【０１８５】
　その代わりに、過程８２０６において、オペレータが、１５０ＤＰＩズームレベルを選
定した場合には、過程８２１０が実施される。過程８２１０において、データデコンプレ
ッサ８１０６は、オペレータがズームしようとする現在ディスプレイされつつあるイメー
ジの部分に対応する１Ｄ圧縮されたイメージの当該部分を部分的に圧縮解除する。デコン
プレッサ８１０６は、１Ｄ圧縮されたイメージのこの部分の全てのライン（行）において
他の全てのビットを圧縮解除する。既に述べたように、１５０ＤＰＩレベルにおいては、
最終イメージを表すために、３００ＤＰＩレベルの場合の半分のデータを使用するのでデ
コンプレッサ８１０６は、全ての他のライン（行）における全ての他のビットを無視する
（即ち、圧縮解除しない）ことができる。この結果として、システム全体の処理速度が大
幅に大きくなる（１Ｄ圧縮された部分だけの圧縮解除が必要）。過程８２１４において、
データデコンプレッサ８１０６は、この圧縮解除されたデータをディスプレイするために
、イメージウィンドウ８１１０へ転送する。その代わりに、過程８２０６において、オペ
レータが７５ＤＰＩズームレベルを選定した場合には、過程８２１２が遂行される。過程
８２１２において、データデコンプレッサ８１０６は、オペレータがズームしようとする
現在ディスプレイされつつあるイメージの部分に対応する１Ｄ圧縮されたイメージの当該
部分を部分的に圧縮解除する。明確に、デコンプレッサ８１０６は、１Ｄ圧縮されたイメ
ージのこの部分の４番目毎のライン（行）の全ての第４番目のビットの圧縮を解除する。
既に述べたように、７５ＤＰＩレベルにおいては、最終イメージを表すために、３００Ｄ
ＰＩレベルの場合の４分の１データを使用するので、デコンプレッサ８１０６は、全ての



(50) JP 4907715 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

他のライン（行）における全ての他のビットを無視することができる（即ち、圧縮解除し
ない）。再び、この結果として、システム全体の処理速度が大幅に増大する。過程８２１
４において、データデコンプレッサ８１０６は、このあ種解除されたデータを、ディスプ
レイするためにイメージウィンドウ８１１０へ転送する。流れ図３２０２のオペレーショ
ンは、過程８２１６に示すように、過程８２１４が遂行された後で、終了する。
【０１８６】
イメージのコピー（Ｃｏｐｙ　Ｉｍａｇｅ）
　本発明のユーザーインタフェースは、「Ｃｏｐｙ　Ｉｍａｇｅ」機能を含み、オペレー
タが選定すると（メニューオプションによることが好ましい）、現在ディスプレイされつ
つあるイメージが、クリップボード、または、ユーザー指定のファイルにコピーされる。
図８３の流れ図８３０２を参照しながら、このオプションに関して説明する。流れ図８３
０２は、過程８３０４によって始まり、制御は即座に過程８３０６にパスする。
【０１８７】
　過程８３０６において、オペレータは、コピーしようとする現行イメージ（即ち、現在
ディスプレイされつつあるイメージ）の部分を選定する。オペレータは、任意の方法、例
えばマウスを使うことによって、これを実施しても差し支えない。
【０１８８】
　過程８３０８において、オペレータは、「Ｃｏｐｙ　Ｉｍａｇｅ」オプションを選定し
、そして、所要の解像度を選定する。現在４つの解像度レベルがある（ただし、本発明は
、代わりに、付加的解像度レベルをサポートすることが出来る）。即ち、スクリーン解像
度は３００ＤＰＩ、１５０ＤＰＩ、及び、７５ＤＰＩである。更に、過程８３０８におい
て、オペレータは、クリップボード、或いは、ファイルのどちらにコピーしたいかを指定
する（オペレータによって指定されなければならない）。オペレータが、過程８３０８に
おいて「スクリーン解像度」を選定すると、過程８３１０が遂行される。過程８３１０に
おいて、現在ディスプレイされつつある現行イメージは、クリップボード、または、ユー
ザー指定のファイルのいずれかにコピーされる。これは、イメージウィンドウの内容を（
例えば、ディスプレイメモリに表されるように）、クリップボード、または、ユーザー指
定のファイルにコピーすることによって達成されることが好ましい。
【０１８９】
　その代わりに、過程８３０８においてオペレータが「３００　ＤＰＩ解像度」を選定し
た場合には、過程８３１２が遂行される。過程８３１２において、オペレータがコピーし
ようとする（過程８３０６において選定された）現行イメージの部分に対応する１Ｄ圧縮
されたイメージが完全に圧縮解除される。既に述べたように、フレーズ「完全に圧縮解除
する」とは、１Ｄ圧縮されたイメージのこの部分の全てのライン（行）における全てのビ
ットが圧縮解除されることを意味する。過程８３１４において、この圧縮解除されたデー
タは、クリップボードまたはユーザー指定のファイルにコピーされる。
【０１９０】
　その代わりに、過程８３０８において、オペレータが「１５０　ＤＰＩ解像ど」を選定
した場合には、過程８３１８が遂行される。過程８３１２において、オペレータがコピー
しようとする（過程８３０６において選定された）現行イメージの部分に対応する１Ｄ圧
縮されたイメージが部分的に圧縮解除される。明確に、１Ｄ圧縮されたイメージのこの部
分の１本おきの全てのライン（行）における１つおきの全てのビットが圧縮解除される。
既にのべたように、１５０ＤＰＩレベルは、最終イメージを表わすために、３００ＤＰＩ
レベルの場合の半分のデータを使用するので、そのような部分的圧縮解除が可能である。
この結果として、システム全体の処理速度が大幅に増大する（１Ｄ圧縮されたイメージの
一部だけを圧縮解除する必要があるので）。過程８３１４において、この圧縮解除された
データは、クリップボード、或いは、ユーザー指定のファイルにコピーされる。：
【０１９１】
　その代わりに、過程８３０８において、オペレータが「７５ＤＰＩ解像度」を選定した
場合には、過程８３２０が遂行される。過程８３１２において、オペレータがコピーしよ
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うとする（過程８３０６において選定された）現行イメージの部分に対応する１Ｄ圧縮さ
れたイメージが部分的に圧縮解除される。明確に、１Ｄ圧縮されたイメージのこの部分の
４本おきの全てのライン（行）における４つおきの全てのビットが圧縮解除される。既に
のべたように、７５ＤＰＩレベルは、最終イメージを表わすために、３００ＤＰＩレベル
の場合の４分の１のデータを使用するので、そのような部分的圧縮解除が可能である。再
び、この結果として、システム全体の処理速度が大幅に増大する（１Ｄ圧縮されたイメー
ジの一部だけを圧縮解除する必要があるので）。過程８３１４において、この圧縮解除さ
れたデータは、クリップボード、或いは、ユーザー指定のファイルにコピーされる。過程
８３１６に示すように、過程８３１０、または、８３１４が遂行された後で、流れ図８３
０２の処理が完了する。
【０１９２】
ウィンドウのロック（Ｌｏｃｋ　Ｗｉｎｄｏｗｓ）
　本発明のユーザーインタフェースは、オペレータによって選定可能な、「ｌｏｃｋ　ｗ
ｉｎｄｏｗｓ」オプションを含む（メニューオプションを介することが好ましい）。「ｌ
ｏｃｋ　ｗｉｎｄｏｗｓ」オプションが選定された場合における、本発明のオペレーショ
ンを、図８４の流れ図８４０２に示す。「ｌｏｃｋ　ｗｉｎｄｏｗｓ」オプションが選定
されると、現在ディスプレイされつつある全てのウィンドウの位置がロックされる（過程
８４０６）。すなわち、現在ディスプレイされつつあるウィンドウの全ての動きが無能に
なり、オペレータはウィンドウを動かすことが出来ない。
【０１９３】
　このオプションは、オペレータが不用意にウィンドウを動かすことを防止するために有
用である。この種の不注意な運動は、スクロールバーによってウィンドウをディスプレイ
スクリーン外へ押し出し、それによって、オペレータがウィンドウを介してナビゲートす
ることを難しくすることがあるので、不便である。
【０１９４】
結論
　ここに示すように、本発明は、特許テキスト及びイメージファイルを処理し、そして、
ディスプレイするために実現される。ただし、本発明は、同期化およびページ付けされた
フォーマット様式において分析または操作されなければならないようなテキストデータ及
びイメージデータが有るあらゆるアプリケーションに利用可能である。この種のアプリケ
ーションの１つは、雑誌または書籍の電子データの処理である。この種のデータは、一般
に、明細書の指示に従って特許テキストデータが記憶されると同様の方法において記憶さ
れる。雑誌（マガジン）及び同様のデータは、実際のマガジンページのイメージと共にペ
ージ付けされた場合には遥かに有用である。テキスト及びイメージデータは、ページ番号
、各ページ内のカラム番号、フォントスタイル情報、及び、ナビゲーション及び引用の容
易さを増大するような各ページ、カラム（欄）、及び、ライン（行）における最初のキャ
ラクタの位置を含む等価ファイルを生成するようにページ付けすることが出来る。
【０１９５】
　ユーザーは、例えば、２つの並列配置されたウィンドウ内で出版物の分析を行うことが
可能であり、ユーザーは、テキストに関してテキストサーチを行い、その後で、そのテキ
ストに伴うダイアグラムを研究することが出来る。電子データの形で記憶されていない雑
誌および書籍には、非常に多量の遺産データが存在する。既に述べたページ付けプロセス
の代わりに、既存のテキストデータを使用せず、その代りに、イメージからテキスト情報
を再生するためにのみ光学式文字読取り装置を使用するページ付けプロセスを用いるだけ
でこの種データを利用できるはずである。イメージファイルが無い場合には、オリジナル
のプリントされた資料をスキャンすることによってイメージファイルを容易に作成するこ
とができる。これらのイメージは、当該アプリケーションにおいてカラーであることが重
要である場合には、カラーフォーマットにおいて蓄えることが出来る。
【０１９６】
　本発明は、図１から８６までに識別される２、３の特定の実施例と共に説明したが、前
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述の記述の観点から見て多くの代替、修正、及び、変更が可能であることは、当該技術分
野における熟練者にとっては明白である筈である。従って、本発明は、ここに開示した本
発明の精神及び適用範囲に含まれる全ての代替、修正、及び、変更を包括することを意図
したものである。更に、白黒の明細書及び図面として記述されたために、本明細書の読者
は、「ＰａｔｅｎｔＷｏｒｋｓ＊」、「ＰａｔｅｎｔＷｏｒｋｓ＊”Ｍａｎｕａｌと題す
るビデオテープ、及び、本特許の原出願書と共に提出された同じ名前のコンピュータプロ
グラムを参照されたい。本発明の多数の特徴は動的事象および色彩の使用と関係するので
、本発明の性質を徹底的に理解するためには、米国特許庁提出されたビデオテープの観察
及びプログラムの使用をお薦めする。
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