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(57)【要約】
【課題】文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文
字が入力されても、これにより発生していた従来の問題
を緩和し又は解消することを課題とする。
【解決手段】文書フォーマット画像が表示された電子情
報端末１０のタッチパネル１１上で、所定の文書書込領
域に電子ペン１７を用いて手書き文字を入力することで
、その手書き文字の情報が記憶される。文字書込領域に
対する手書き文字の位置や傾きや大きさが予め決められ
た文字書込基準を満たしていないとき、その文字書込基
準を満たすために必要な補正量をサーバ３０の補正処理
部３４で算出し、その補正量に基づいて文字書込基準を
満たすように補正された後の手書き文字の画像をタッチ
パネルに表示させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者による手書き入力操作を受ける操作面を有し、操作者が操作した該操作面上の操
作位置を示す操作位置情報を出力する手書き操作入力手段と、
　操作者が手書き入力操作により手書き文字を入力すべき文字書込領域を指示する文字書
込領域指示画像を含んだテンプレート画像を、上記手書き操作入力手段の操作面に表示す
る画像表示手段と、
　操作者によって手書き入力された手書き文字の操作位置情報を上記手書き操作入力手段
から取得して記憶する操作位置情報記憶手段とを有する手書き文字入力装置において、
　上記テンプレート画像上の文字書込領域指示画像によって指示された文字書込領域に対
する、該文字書込領域に手書き入力された手書き文字の位置、傾き及び大きさの少なくと
も１つの手書き文字特性値が予め決められた文字書込基準を満たしていないとき、該文字
書込基準を満たすために必要な該手書き文字特性値の補正量を算出する補正量算出処理を
実行する補正量算出処理手段と、
　上記補正量算出処理手段が算出した補正量に基づいて上記少なくとも１つの手書き文字
特性値が上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の情報を出力する補
正後手書き文字情報出力手段とを有することを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項２】
　請求項１の手書き文字入力装置において、
　上記手書き操作入力手段は、筆記用具で手書き文字を記入できるシート部材を上記操作
面上に重ねた状態で該筆記用具を用いた操作者による手書き入力操作を受けても、該操作
面上の操作位置を検知可能な構成を有することを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の手書き文字入力装置において、
　上記補正後手書き文字情報出力手段は、上記画像表示手段により、上記補正量算出処理
手段が算出した補正量に基づいて上記少なくとも１つの手書き文字特性値が上記文字書込
基準を満たすように補正された後の手書き文字の画像を、上記テンプレート画像とともに
、上記手書き操作入力手段の操作面に表示するものであることを特徴とする手書き文字入
力装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の手書き文字入力装置において、
　上記補正後手書き文字情報出力手段は、上記補正量算出処理手段が算出した補正量に基
づいて上記少なくとも１つの手書き文字特性値が上記文字書込基準を満たすように補正さ
れた後の手書き文字の情報のうち、特定の文字書込領域に対応する手書き文字の情報を抽
出して出力するものであることを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の手書き文字入力装置において、
　上記テンプレート画像は、複数の文字書込領域をそれぞれ指示する複数の文字書込領域
指示画像を含んでおり、
　上記複数の文字書込領域のうち予め決められた一部の文字書込領域については、上記補
正後手書き文字情報出力手段により補正後の手書き文字の情報が出力されないように構成
したことを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の手書き文字入力装置において、
　上記少なくとも１つの手書き文字特性値が上記文字書込基準を満たすように、上記操作
位置情報記憶手段に記憶されている操作位置情報を上記補正量算出処理手段が算出した補
正量に基づいて補正する操作位置情報補正手段と、
　上記操作位置情報補正手段による補正後の操作位置情報を記憶する補正後操作位置情報
記憶手段とを有することを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項７】
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　請求項６の手書き文字入力装置において、
　上記補正後操作位置情報記憶手段に補正後の操作位置情報が記憶された後も、上記操作
位置情報記憶手段に補正前の操作位置情報を保持しておくことを特徴とする手書き文字入
力装置。
【請求項８】
　請求項７の手書き文字入力装置において、
　上記補正後操作位置情報記憶手段に記憶される補正後の操作位置情報及び上記操作位置
情報記憶手段に補正前の操作位置情報は、改竄抑制処理を施した状態で記憶されることを
特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の手書き文字入力装置において、
　上記補正後手書き文字情報出力手段により補正後の手書き文字の情報を出力するか否か
を選択する選択手段を有し、
　上記補正後手書き文字情報出力手段は、上記選択手段の選択結果に従って動作すること
を特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の手書き文字入力装置において、
　少なくとも上記手書き操作入力手段及び上記画像表示手段については操作者が操作する
電子情報端末に配置するとともに、少なくとも上記補正量算出処理手段については該電子
情報端末と通信ネットワークを介して通信可能に接続された遠隔装置に配置して構成され
ることを特徴とする手書き文字入力装置。
【請求項１１】
　操作者による手書き入力操作を受ける操作面を有し、操作者が操作した該操作面上の操
作位置を示す操作位置情報を出力する手書き操作入力手段と、操作者が手書き入力操作に
より手書き文字を入力すべき文字書込領域を指示する文字書込領域指示画像を含んだテン
プレート画像を、上記手書き操作入力手段の操作面に表示する画像表示手段と、操作者に
よって手書き入力された手書き文字の操作位置情報を送信する送信手段とを備えた電子情
報端末との間で、通信ネットワークを介して通信可能に接続される遠隔装置であって、
　上記電子情報端末の送信手段から上記通信ネットワークを介して送信される操作位置情
報を受信する受信手段と、
　上記受信手段で受信した操作位置情報を記憶する操作位置情報記憶手段と、
　上記テンプレート画像上の文字書込領域指示画像によって指示された文字書込領域に対
する、該文字書込領域に手書き入力された手書き文字の位置、傾き及び大きさの少なくと
も１つの手書き文字特性値が予め決められた文字書込基準を満たしていないとき、該文字
書込基準を満たすために必要な該手書き文字特性値の補正量を算出する補正量算出処理を
実行する補正量算出処理手段とを有することを特徴とする遠隔装置。
【請求項１２】
　請求項１１の遠隔装置に対して通信ネットワークを介して通信可能に接続される電子情
報端末であって、
　操作者による手書き入力操作を受ける操作面を有し、操作者が操作した該操作面上の操
作位置を示す操作位置情報を出力する手書き操作入力手段と、
　操作者が手書き入力操作により手書き文字を入力すべき文字書込領域を指示する文字書
込領域指示画像を含んだテンプレート画像を、上記手書き操作入力手段の操作面に表示す
る画像表示手段と、
　操作者によって手書き入力された手書き文字の操作位置情報を上記手書き操作入力手段
から取得して記憶する操作位置情報記憶手段と、
　上記操作位置情報記憶手段に記憶される操作位置情報を上記通信ネットワークを介して
上記遠隔装置へ送信する送信手段と、
　上記遠隔装置の補正量算出処理手段により算出された補正量のデータを上記通信ネット
ワークを介して受信する受信手段とを有し、
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　上記画像表示手段は、上記操作位置情報記憶手段に記憶されている操作位置情報と上記
受信手段により受信した補正量とに基づいて、上記少なくとも１つの手書き文字特性値が
上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の画像を、上記テンプレート
画像とともに、上記手書き操作入力手段の操作面に表示することを特徴とする電子情報端
末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作者が手書き入力操作により手書き文字を入力可能な手書き文字入力装置
並びにこれを構成する遠隔装置及び電子情報端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　定型の文書フォーマットにユーザーが情報を加えて文書を作成するような場面は多方面
の分野で数多く存在し、このようにして作成される多数の文書を電子化して管理する要求
が高まっている。従来、このような場面では、定型の文書フォーマットが予め印字された
用紙（シート部材）にユーザーが筆記用具を用いて情報を記入する場合が多い。この場合
、記入後の用紙をオペレータが見ながら当該情報をキーボードで手入力して電子化したり
、その用紙を画像読取装置で読み取って電子化したりする煩雑な電子化作業が必要となり
、利便性が悪かった。
【０００３】
　また、従来、パーソナルコンピュータやワードプロセッサのディスプレイに文書フォー
マットの画像（テンプレート画像）を表示させ、そのテンプレート画像上の文字書込領域
に対して入力すべき文字をユーザー自身にキーボードを使って入力してもらうというシス
テムもあった。しかしながら、キーボード操作に不慣れなユーザーにとっては利便性が悪
いうえ、テンプレート画像を表示するためのディスプレイと、ユーザーが情報を入力する
ためのキーボードとを別々に配置する必要があるので相応の作業スペースが必要となる点
でも不便なものであった。しかも、このシステムでは、ユーザーによって手書きされたも
のであることが重要な署名等の情報を管理することができないという不具合もある。
【０００４】
　一方、このようなテンプレート画像を表示画面（操作面）上に表示した状態で、その表
示画面上で操作者が文字を手書きすることにより、そのテンプレート画像と手書き文字画
像とを合成した画像を生成できる手書き文字入力装置も知られている。例えば、特許文献
１には、サーバと、これに通信可能に接続された書込装置と、その書込装置に対して着脱
自在な表示媒体とから構成される画像書込システムが開示されている。この画像書込シス
テムでは、書込装置に設けられた透明なタッチパネルの下側に表示媒体の表示領域がセッ
トされるように表示媒体が書込装置に装着され、サーバから読み出した画像ファイルの画
像が書込装置によって表示媒体に書き込まれる。これにより、ユーザーは、透明なタッチ
パネルを介して表示媒体の表示領域上に表示された画像を視認できる。この状態でユーザ
ーがスタイラスペンを用いてタッチパネル上に手書き文字を描く操作を行うと、その操作
位置の軌跡が書込装置に記憶される。そして、その記憶情報に基づく手書き文字画像が表
示媒体の表示領域上に表示されている画像に合成されて表示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、テンプレート画像を表示画面上に表示した状態で操作者が文字を当該表示
画面上で手書き入力操作することにより手書き文字を入力できる手書き文字入力装置であ
れば、煩雑な電子化作業が不要となるだけではなく、以下の点で利便性が向上する。すな
わち、紙に筆記用具で文字を記入する場合と同じ作業で情報を入力できるので、キーボー
ドに不慣れな操作者でも情報入力作業が負担にならない点で、利便性が向上する。また、
キーボードが不要なので作業スペースの省スペース化にも寄与できる。更には、ユーザー
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によって手書きされた情報をそのまま管理することが可能となり、手書きされたものであ
ることが重要な署名等の情報の管理も可能となる。
【０００６】
　ところが、テンプレート画像上の文字書込領域に対して入力すべき情報をユーザーが手
書き入力操作によって入力する際、入力した手書き文字が文字書込領域に対して不適切な
態様で入力されることが予想される。
　例えば、テンプレート画像が印字された用紙等のシート部材を、同じテンプレート画像
が表示されている表示画面上に重ね、そのシート部材の上から筆記用具を用いて手書き入
力操作を行う場合、手書き文字の情報入力（電子化）と、手書き文字が記入されたシート
部材の作成とを一度に実現できる。これは、例えば、手書き文字の入力操作を行ったユー
ザーにその場で手書き済みの文書の控えを渡すような場面（宅配便や郵便の配達証明書等
にユーザーの署名をもらう場面など）で、有用である。しかしながら、表示画面上に対し
てシート部材が適切に重なっていないと、シート部材には文字書込領域内に適切に手書き
文字が記入されても、表示画面上では、手書き文字の入力箇所が文字書込領域からズレた
り、文字書込領域に対して手書き文字の姿勢が傾いたり、文字書込領域に対して手書き文
字の大きさが大きすぎ又は小さすぎだったりして、文字書込領域に対して不適切な態様で
手書き文字が入力されてしまうことがある。
　また、事前のキャリブレーションが適切に行われていない等の理由で、ユーザーが文字
書込領域内に適切に手書き文字の入力操作を行っても、その操作位置が適切に検知されず
、本来の操作位置からズレた位置が操作位置として認識されることもあり得る。このよう
な場合にも、文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文字が入力されてしまう。
【０００７】
　このようにテンプレート画像上の文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文字が入
力されると、例えば、次のような問題が発生する。
　ユーザーが手書き入力操作によって入力した手書き文字をテンプレート画像と重ねた手
書き済みテンプレート画像を、ディスプレイ等に表示したり、プリントアウトしたりする
場合が考えられる。このような場合、ディスプレイ等に表示された画面やプリントアウト
された文書の体裁が悪いという問題が発生する。
　また、テンプレート画像上の特定の文字書込領域に手書き入力された情報だけを抽出し
てデータ処理する場合が考えられる。この場合、手書き文字の入力箇所が文字書込領域か
らズレていたり、文字書込領域に対して手書き文字の姿勢が傾いていたり、文字書込領域
に対して手書き文字の大きさが大きすぎ又は小さすぎだったりして、文字書込領域に対し
て不適切な態様で手書き文字が入力されていると、適切なデータ処理が実施できないとい
う問題が起こり得る。
【０００８】
　本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、文字書込
領域に対して不適切な態様で手書き文字が入力されても、これにより発生していた上述し
た問題を緩和し又は解消できる手書き文字入力装置並びにこれを構成する遠隔装置及び電
子情報端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、操作者による手書き入力操作を受ける操作面を
有し、操作者が操作した該操作面上の操作位置を示す操作位置情報を出力する手書き操作
入力手段と、操作者が手書き入力操作により手書き文字を入力すべき文字書込領域を指示
する文字書込領域指示画像を含んだテンプレート画像を、上記手書き操作入力手段の操作
面に表示する画像表示手段と、操作者によって手書き入力された手書き文字の操作位置情
報を上記手書き操作入力手段から取得して記憶する操作位置情報記憶手段とを有する手書
き文字入力装置において、上記テンプレート画像上の文字書込領域指示画像によって指示
された文字書込領域に対する、該文字書込領域に手書き入力された手書き文字の位置、傾
き及び大きさの少なくとも１つの手書き文字特性値が予め決められた文字書込基準を満た
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していないとき、該文字書込基準を満たすために必要な該手書き文字特性値の補正量を算
出する補正量算出処理を実行する補正量算出処理手段と、上記補正量算出処理手段が算出
した補正量に基づいて上記少なくとも１つの手書き文字特性値が上記文字書込基準を満た
すように補正された後の手書き文字の情報を出力する補正後手書き文字情報出力手段とを
有することを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明によれば、操作者によって手書き入力された手書き文字の位置、傾き及び大きさ
の少なくとも１つの手書き文字特性値が不適切だと文字書込基準が満たされない。そして
、このときには、補正量算出処理手段により補正量が算出され、その補正量に基づいて当
該手書き文字特性値が文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の情報が出
力される。これにより、文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文字が入力されても
、その手書き文字の情報を、その手書き文字が適切な態様で入力された場合と同様に取り
扱うことが可能となる。
　なお、補正後手書き文字情報出力手段による手書き文字の情報出力の態様としては、例
えば、当該補正後の手書き文字の画像を表示する態様や、当該補正後の手書き文字を特定
するためのデータを後段のデータ処理へ受け渡す態様などが挙げられる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文字が入力されても、こ
れにより発生していた従来の問題を緩和し又は解消できるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態の文書管理システムの概略構成を示す説明図である。
【図２】同文書管理システムで用いる電子情報端末の外観を示す斜視図である。
【図３】同文書管理システムの主要な構成を示すブロック図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は、同電子情報端末に表示される文書フォーマット画像の説明
図である。
【図５】同電子情報端末に対するユーザーの手書き入力操作を受けたときの処理動作の流
れを示すフローチャートである。
【図６】同電子情報端末に対するユーザーの手書き入力操作を受けたときの処理動作の変
形例を示すフローチャートである。
【図７】実施形態における手書き文字情報の補正処理の流れを示すフローチャートである
。
【図８】アンケート調査の場面で利用される文書フォーマット画像の一例を示す説明図で
ある。
【図９】入会申込書を記入する場面で利用される文書フォーマット画像の一例を示す説明
図である。
【図１０】文書書込領域からはみ出して入力された手書き文字の画像の位置を補正する一
例を説明するための説明図である。
【図１１】文書書込領域からはみ出して入力された手書き文字の画像の傾斜と位置を補正
する一例を説明するための説明図である。
【図１２】文書書込領域からはみ出して入力された手書き文字の画像の位置を補正する別
の例を説明するための説明図である。
【図１３】文書書込領域からはみ出して入力された手書き文字の画像の位置と大きさを補
正する一例を説明するための説明図である。
【図１４】同電子情報端末のタッチパネルの表示画面上に伝票用紙を重ねて、その伝票用
紙の署名欄に、筆記用具機能を備えた電子ペン１７を用いて自分の名前を自署する場面の
使用態様を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、本発明に係る手書き文字入力装置を、電子情報端末と電子ペンと遠隔装置である
サーバとから構成される文書管理システムに適用した一実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態の文書管理システムの概略構成を示す説明図である。
　本文書管理システムを構成する複数の電子情報端末１０－１～１０－ｎ（ｎは自然数）
は、通信ネットワーク２０を介し、少なくとも１つのサーバ３０－１～３０－ｍ（ｍは自
然数）に対して通信可能に接続することができる。各電子情報端末１０－１～１０－ｎに
入力された入力情報のうち、サーバ３０－１～３０－ｍへ送信すべき情報（例えば手書き
文字データ）は、通信ネットワーク２０を介してサーバ３０－１～３０－ｍへ送信される
。また、サーバ３０－１～３０－ｍから各電子情報端末１０－１～１０－ｎに対しても、
必要な情報（例えば手書き文字データの評価結果）が適宜送信される。なお、サーバ３０
－１～３０－ｍで行われる各種処理は適宜分散処理してもよいし、単一のサーバで処理し
てもよい。
【００１４】
　図２は、本実施形態における文書管理システムで用いる電子情報端末の外観を示す斜視
図である。
　本電子情報端末１０は、タッチパネル１１と、タッチパネル１１の図中下側に設けられ
る３種類のボタン装置１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃとを備えている。本電子情報端末１０にお
けるタッチパネル１１には、その画像表示面（操作面）に対して操作者の指先や専用の電
子ペンなどが接触すると、その画像表示面上における接触位置（操作位置）の位置情報（
ＸＹ座標データ）を出力する公知のタッチパネルを広く利用することができる。本実施形
態のタッチパネル１１には、メモリ性のあるタッチパネル又は不揮発性のあるタッチパネ
ルが用いられている。メモリ性のあるタッチパネル又は不揮発性のあるタッチパネルとは
、無給電状態で（電力供給を行うことなく）画面表示を維持可能なタッチパネルである。
ただし、タッチパネル１１としては、無給電状態では画面表示を維持できないタッチパネ
ルを用いてもよい。
【００１５】
　以下、医療機関等で受診者（ユーザー）に記入が求められる問診票などのアンケート調
査用の文書フォーマットに、ユーザーが回答を手書き入力する場合を例に挙げて、本実施
形態における文書管理システムの詳細を説明する。
　図３は、本実施形態における文書管理システムの主要な構成を示すブロック図である。
　本実施形態の文書管理システムを構成する電子情報端末１０には、手書き操作入力手段
としての操作位置検知部１１ａと、操作圧検知手段としての筆圧検知部１１ｂと、画像表
示手段としての画像表示部１１ｃとを備えたタッチパネル１１が設けられている。また、
電子情報端末１０は、３種類のボタン装置１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃと、主制御部１３と、
操作位置情報記憶部１４と、筆圧情報記憶部１５と、通信部１６とを備えている。
【００１６】
　タッチパネル１１の操作位置検知部１１ａは、タッチパネル１１の画像表示面（操作面
）に対して操作者が電子ペン１７等を接触させたときに、その画像表示面上における接触
位置（操作位置）を検知し、その位置情報（ＸＹ座標データ）を出力する。接触位置の検
知方式は、抵抗膜方式、電磁誘導方式、静電容量方式など、特に制限なく使用することが
できる。ただし、使用する電子ペン１７は、タッチパネル１１の検知方式に対応したもの
を用意する。画像表示面上に用紙（シート部材）を重ねた状態で手書き入力操作を行う使
い方が想定される場合には、これらの検知方式の中でも抵抗膜方式や電磁誘導方式を採用
することが好ましい。本実施形態では電磁誘導方式を採用することとし、以下、これを前
提として説明する。
【００１７】
　本実施形態の電子ペン１７は、タッチパネル１１の操作位置検知部１１ａとの組み合わ
せにより、筆圧の検知が可能な構成を広く利用することができる。例えば、特許文献２や
特許文献３に記載の構成を採用することができる。本実施形態では、電子ペン１７のペン
先に加わった圧力（筆圧）を圧電素子によって検知する構成を採用した電子ペン１７を採
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用する。ただし、本実施形態において筆圧を検知する構成は必須ではない。
【００１８】
　タッチパネル１１の操作位置検知部１１ａは、画像表示部１１ｃを構成する表示パネル
の背面に配置された多数のコイルからなるコイルアレイによって構成されている。コイル
アレイは、各コイルから磁界を発生させる送信動作と各コイルで外部磁界の変化に応じた
電圧を発生させる受信動作とを交互に繰り返すように動作する。電子ペン１７の電気回路
部１７ａは、タッチパネル１１のコイルアレイが送信動作により発生させた磁界の変化を
受けて電圧を発生させるペン側コイルを備えている。ペン側コイルは、タッチパネル１１
のコイルアレイが受信動作する受信期間には、送信期間中に発生させた電圧によって磁界
を発生させる。タッチパネル１１のコイルアレイでは、電子ペン１７のペン側コイルが発
生させた磁界の変化によって電圧が発生する。このとき、ペン側コイルに最も近接したコ
イルが最も大きな電圧を発生させることから、これを操作位置検知部１１ａにより検出す
ることで電子ペン１７の接触位置が検知される。操作位置検知部１１ａは、このようにし
て検知した操作位置のＸＹ座標データを、操作位置情報として、時系列に沿って連続的に
操作位置情報記憶部１４に記憶する。
【００１９】
　また、電子ペン１７をタッチパネル１１に接触させると、そのペン先に圧力（筆圧）が
加わる。電子ペン１７の電気回路部１７ａに設けられた圧電素子は、この筆圧の大きさに
応じた電圧を発生させる。そして、この圧電素子からの電圧で、受信期間中にペン側コイ
ルが発生させる電圧信号の少なくとも一部分を変調することで、筆圧の大きさに応じて変
調された磁界変化を生じさせる。タッチパネル１１のコイルアレイでは、このような磁界
変化を受けて、筆圧の大きさに応じて変調された電圧が発生することになる。これをタッ
チパネル１１の筆圧検知部１１ｂによって復調することで、筆圧の大きさが電子情報端末
１０で検知される。筆圧検知部１１ｂは、このようにして検知した筆圧情報（操作圧情報
）を、時系列に沿って連続的に筆圧情報記憶部１５に記憶する。
【００２０】
　タッチパネル１１の画像表示部１１ｃは、主制御部１３の制御の下、タッチパネル１１
の画像表示面上に、図４（ａ）や図４（ｂ）に示すように、文書フォーマット情報に基づ
く文書フォーマット画像（テンプレート画像）を表示させる。本実施形態の文書フォーマ
ット画像には、ユーザーが手書き入力操作により手書き文字を入力すべき文字書込領域（
図３中破線で囲った領域Ｋ－１～Ｋ－６）を指示する文字書込領域指示画像（図３中破線
で囲った領域の下に表示されている線分画像）が含まれている。これにより、ユーザーが
文書フォーマット画像中のどこに何の情報を手書き入力すればよいかを把握できるように
なっている。
【００２１】
　ユーザーが電子ペン１７によって画像表示面上の文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６に手書き
文字を書く手書き入力操作を行うと、その手書き入力操作で電子ペン１７のペン先を接触
させた位置とほぼ同位置に、その接触時とほぼ同時のタイミングで、筆跡点画像が次々と
表示されていく。このような筆跡点画像が連続的に表示されていくことで、その多数の筆
跡点画像により構成される手書き文字がタッチパネル１１上に表示されることになる。ユ
ーザーによる手書き入力操作とほぼ同時に、その操作位置とほぼ同じ位置に筆跡点画像が
表示されていくことから、ユーザーは、鉛筆などの通常の筆記用具で紙に文字を手書きし
ている場合と同じように、タッチパネル１１上に手書き文字を書いていくことができる。
【００２２】
　ボタン装置１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃは、本電子情報端末１０で実行されるソフトウェア
（コンピュータプログラム）に応じて、その機能（ボタン操作の結果）が適宜設定される
。本実施形態におけるボタン装置１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃは、後述する手書き入力プログ
ラムの実行時には、第１ボタン装置１２Ａがページ送りボタンとして機能し、第２ボタン
装置１２Ｂがページ戻しボタンとして機能し、第３ボタン装置１２Ｃが所定の情報（デー
タ）をサーバへ送信することを指示するデータ送信ボタンとして機能する。
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【００２３】
　主制御部１３は、本電子情報端末１０の処理や制御を統括的に行うものであり、各種プ
ログラムを格納するメモリ、各種プログラムを実行して各種演算処理を行ったりハードウ
ェア構成を制御したりするＣＰＵなどによって構成される。特に、主制御部１３は、操作
位置情報記憶部１４に時系列に沿って記憶された操作位置情報、及び、筆圧情報記憶部１
５に時系列に沿って記憶された筆圧情報を取得する。そして、取得した操作位置情報や筆
圧情報に基づいて、タッチパネル１１の画像表示部１１ｃに手書き文字の画像（筆跡点画
像）を表示させる。また、後述する手書き文字の補正処理のために、取得した操作位置情
報や筆圧情報を、タッチパネル１１の画像表示面に表示されている文書フォーマット画像
に対応した文書フォーマット情報の付随情報（メタデータ）として、通信部１６からサー
バ３０へ送信する処理も行う。以下、文書フォーマット情報の付随情報を手書き文字情報
という。また、サーバ３０から手書き文字の補正処理の結果を通信部１６から受信したと
きには、その補正後の手書き文字の画像を、文書フォーマット画像と一緒に、タッチパネ
ル１１の画像表示部１１ｃに表示させる処理も行う。
【００２４】
　本実施形態のサーバ３０は、主に、電子情報端末１０と通信するための通信部３１と、
本サーバ３０の処理や動作を統括的に制御する主制御部３２と、通信部３１で受信した手
書き文字情報を記憶する補正前情報記憶部３３と、手書き文字情報の補正処理を実行する
補正処理部３４と、補正処理部３４で補正された補正後の手書き文字情報を記憶する補正
後情報記憶部３５と、手書き文字が何の文字であるか（どの文字コードに対応したものか
）を認識する文字認識部３６と、文字認識部３６で認識した手書き文字の文字コードを記
憶する文字コード記憶部３７とから構成されている。
【００２５】
　主制御部３２は、本サーバ３０の処理や制御を統括的に行うものであり、各種プログラ
ムを格納するメモリ、各種プログラムを実行して各種演算処理を行ったりハードウェア構
成を制御したりするＣＰＵなどによって構成される。特に、主制御部３２は、通信部３１
で受信した補正前の手書き文字情報を補正前情報記憶部３３に記憶する。また、主制御部
３２は、通信部３１で受信した補正前の手書き文字情報を補正処理部３４へ送り、補正処
理部３４に手書き文字情報の補正処理を実行させる。また、主制御部３２は、補正後情報
記憶部３５に記憶された補正後の手書き文字情報を通信部３１から電子情報端末１０へ送
信したり、文字認識部３６へ送って文字認識処理を実行させたりする。
【００２６】
　補正処理部３４は、補正量算出処理手段として機能し、文書フォーマット情報及びその
付随情報（手書き文字情報）に基づいて、その文書フォーマット画像上の文字書込領域に
対する、当該文字書込領域に手書き入力された手書き文字の位置、傾き及び大きさを示す
手書き文字特性値が予め決められた文字書込基準を満たしていないときに、当該文字書込
基準を満たすために必要な手書き文字特性値の補正量を算出する補正量算出処理を含む補
正処理を実行する。
【００２７】
　文字認識部３６は、ユーザーの手書き入力操作により入力された手書き文字を文字コー
ドで管理するために、文書フォーマット情報の付随情報（手書き文字情報）に基づいて文
字認識処理を実行する。この文字認識処理は、手書き文字情報に含まれる手書き文字の操
作位置情報を用いた公知の文字認識処理を実行するが、手書き文字情報に含まれる手書き
文字の筆圧情報も利用することで、より精度の高い文字認識処理が可能である。文字認識
部３６によって認識された文字コードは、当該文書フォーマット情報に関連付けられた状
態で、文字コード記憶部３７に記憶される。このように手書き文字を文字コードで管理す
ることで、本実施形態における大量のアンケート調査結果（手書き文字情報が付随した文
書フォーマット情報）から、特定の回答（手書き文字）が書かれたものを、キーワード検
索などによって、迅速に抽出することが可能となる。
【００２８】
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　図５は、本実施形態の電子情報端末１０に対するユーザーの手書き入力操作を受けたと
きの処理動作の流れを示すフローチャートである。
　まず、電子情報端末１０の主制御部１３は、図４の（ａ）に示すように、タッチパネル
１１の画像表示部１１ｃに、文書フォーマット情報に基づく文書フォーマット画像の１ペ
ージ目を表示させる（Ｓ１）。本実施形態では、文書フォーマット情報の総ページ数が２
ページである場合を例に挙げて説明するが、文書フォーマット情報は１ページでも３ペー
ジ以上でもよい。また、本実施形態では、文書フォーマット画像のサイズがタッチパネル
１１の画像表示部１１ｃの画面サイズと一致するように表示されるが、必ずしも一致させ
る必要はない。例えば、文書フォーマット画像のサイズがタッチパネル１１の画像表示部
１１ｃの画面サイズよりも大きい場合、画面をスクロールさせるようにすればよい。
【００２９】
　図４の（ａ）及び（ｂ）に示す文書フォーマット画像は、医療機関で受診者（ユーザー
）に記入が求められる問診票を例としたものである。１ページ目の最初の質問項目である
生年月日についての文字書込領域Ｋ－１には、ユーザーが電子ペン１７を用いて自分の生
年月日を手書き入力する。同様に、１ページ目の他の質問項目である住所や電話について
も、ユーザーは電子ペン１７を用いて文字書込領域Ｋ－２，Ｋ－３へ手書き入力する。こ
のように、各質問項目に対する文字書込領域Ｋ－１，Ｋ－２，Ｋ－３に対してユーザーが
電子ペン１７で手書き文字を入力すると、その操作位置情報や筆圧情報が、順次、操作位
置情報記憶部１４及び筆圧情報記憶部１５に記憶されていくとともに（Ｓ２）、タッチパ
ネル１１の画像表示部１１ｃ上に手書き文字が描画されていく。
【００３０】
　ユーザーは、１ページ目の質問項目に対する回答を書き終えたら、ページ送りボタンで
ある第１ボタン装置１２Ａを押す（Ｓ３）。これにより、第１ボタン装置１２Ａから主制
御部１３へ改ページの指示が送られ、主制御部１３は、図４の（ｂ）に示すように、タッ
チパネル１１の画像表示部１１ｃに、文書フォーマット情報に基づく文書フォーマット画
像の２ページ目を表示させる（Ｓ４）。この２ページ目の質問項目である病状、嗜好物に
ついても、同様に、ユーザーは電子ペン１７を用いて文字書込領域Ｋ－４，Ｋ－５へ手書
き入力する。また、２ページ目の署名欄である文字書込領域Ｋ－６に対しては、ユーザー
は、電子ペン１７を用いて自分の名前を手書きする。このような手書き入力操作に応じて
、その操作位置情報や筆圧情報が、順次、操作位置情報記憶部１４及び筆圧情報記憶部１
５に記憶されていくとともに（Ｓ５）、タッチパネル１１の画像表示部１１ｃ上に手書き
文字が描画されていく。
【００３１】
　ユーザーは、以上のようにして、すべての質問項目に対する回答を書き終え、署名も書
き終えたら、データ送信ボタンである第３ボタン装置１２Ｃを押す（Ｓ６）。これにより
、第１ボタン装置１２Ａから主制御部１３へデータ送信指示が送られる。これを受けて、
主制御部１３は、操作位置情報記憶部１４及び筆圧情報記憶部１５に記憶された操作位置
情報及び筆圧情報を、タッチパネル１１の画像表示部１１ｃに表示している文書フォーマ
ット画像に対応した文書フォーマット情報の付随情報（手書き文字情報）として、通信部
１６からサーバ３０へ送信する（Ｓ７）。
【００３２】
　文書フォーマット情報及びこれに付随する手書き文字情報がサーバ３０の通信部３１に
受信されると、サーバ３０の主制御部３２は、これを補正処理部３４へ送って手書き文字
情報の補正処理を実行させる（Ｓ２０）。この補正処理では、例えば、入力された手書き
文字の位置が文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６からはみ出していたり、入力された手書き文字
の並び方向が文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６に対して傾斜していたり、入力された手書き文
字の大きさが文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６に対して小さすぎ又は大きすぎであったりした
場合など、文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６に対して不適切な態様で手書き文字が入力されて
いる場合、これを適切な態様に是正するための処理である。なお、この補正処理の具体的
な内容については後述する。
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【００３３】
　補正処理部３４で補正処理がなされて補正後の手書き文字情報が補正後情報記憶部３５
に記憶されたら、主制御部３２は、その補正後情報記憶部３５から補正後の手書き文字情
報を読み出し、これを、その補正前の手書き文字情報を送信した電子情報端末１０へ送信
する（Ｓ８）。そして、サーバ３０から送信された補正後の手書き文字情報が当該電子情
報端末１０に受信されると、その電子情報端末１０の主制御部１３は、タッチパネル１１
の画像表示部１１ｃに表示されている２ページ目の文書フォーマット画像に代えて、入力
確認ページの画像を表示する（Ｓ９）。
【００３４】
　入力確認ページの画像は、操作位置情報記憶部１４に記憶された補正前の手書き文字情
報の代わりに、受信した補正後の手書き文字情報に基づいて手書き文字画像を生成し、そ
の補正後の手書き文字画像を文書フォーマット画像と合成したものである。このような入
力確認ページの画像が表示されることで、ユーザーは、その表示を見て自分が入力した回
答内容を確認することができる。しかも、この確認の際、ユーザーが手書き入力したとき
の手書き文字の位置、傾斜、大きさが是正された状態で、自分が入力した回答内容を確認
できる。
【００３５】
　なお、ここでは、位置、傾斜、大きさが是正された手書き文字の画像を文書フォーマッ
ト画像に合成した入力確認ページの画像を例として説明したが、サーバ３０で文字認識処
理された文字コードを用いて、手書き文字の内容を所定のフォント画像で表示するように
してもよい。この場合、図６に示すように、補正処理部３４による補正処理の後（Ｓ２０
）、サーバ３０の主制御部３２は、補正処理部３４による補正後の手書き文字情報を補正
後情報記憶部３５から読み出し、これを文字認識部３６に送って文字認識処理を実行させ
る（Ｓ１０）。そして、主制御部３２は、この文字認識処理により認識された文字コード
を文字コード記憶部３７から取得して、これを、補正後の手書き文字情報に代えて、電子
情報端末１０へ送信する（Ｓ８’）。
【００３６】
　この場合、入力確認ページの画像は、操作位置情報記憶部１４に記憶された補正前の手
書き文字情報の代わりに、受信した文字コードに基づいて所定のフォントで描画される文
字画像（フォント画像）を生成し、そのフォント画像を文書フォーマット画像と合成した
ものとなる。このような入力確認ページの画像が表示されることで、ユーザーは、自分が
入力した回答内容を、フォント画像で表示された文字を読んで確認することができる。
【００３７】
　次に、本実施形態における手書き文字情報の補正処理について説明する。
　図７は、本実施形態における手書き文字情報の補正処理の流れを示すフローチャートで
ある。
　サーバ３０の補正処理部３４は、電子情報端末１０から送信された文字文書フォーマッ
ト情報及びこれに付随する手書き文字情報を主制御部３２から取得したら（Ｓ２１）、ま
ず、文書フォーマット画像の文字書込領域と手書き文字の画像領域とを認識する処理を行
う（Ｓ２２，Ｓ２３）。文書フォーマット画像の文字書込領域については、電子情報端末
１０から受信した文書フォーマット情報の付随情報に含まれる書込許可エリア情報に基づ
いて認識する。この書込許可エリア情報は、文書フォーマット画像中における文字書込領
域Ｋ－１～Ｋ－６の位置や範囲を特定するための情報である。また、手書き文字の画像領
域については、一の文字書込領域に対して書き込まれた手書き文字の群ごとに認識される
。
【００３８】
　各文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６に対応する手書き文字の画像領域を認識する際には、例
えば、図８中の矢印で表すように、手書き文字の操作位置情報のＹ座標値が規定距離以上
離れた操作位置情報は、互いに異なる手書き文字画像領域のものであると認識し、Ｙ座標
値が規定距離未満の操作位置情報は同じ手書き文字画像領域のものであると認識する方法
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が挙げられる。
【００３９】
　また、各文字書込領域に対して横一列の手書き文字が入力されることが十分に予想され
る場合には、例えば、図９中の矢印で表すように、手書き文字の操作位置情報の時系列上
においてＸ座標値が規定距離以上離れて変化したときに、その前後の操作位置情報を互い
に異なる手書き文字画像領域のものと認識し、Ｘ座標値が規定距離以上離れて変化しない
操作位置情報は同じ手書き文字画像領域のものであると認識する方法も挙げられる。
【００４０】
　また、例えば、手書き入力操作がなされた後から次の手書き入力操作がなされるまでの
時間間隔が規定時間以上あいたときに、その前後の操作位置情報を互いに異なる手書き文
字画像領域のものと認識し、時間間隔が規定時間未満である操作位置情報は同じ手書き文
字画像領域のものであると認識する方法も挙げられる。
【００４１】
　このようにして、それぞれの手書き文字画像領域に属する操作位置情報を区分したら、
一の手書き文字画像領域に属する操作位置情報のＸ座標値の最大値及び最小値とＹ座標値
の最大値と最小値を特定する。これにより、一の文字書込領域に対して書き込まれた手書
き文字の群の外接矩形の領域が特定されるので、これを当該文字書込領域に対応する手書
き文字の画像領域として認識する。
【００４２】
　このようにして、文書フォーマット画像の文字書込領域と手書き文字の画像領域とを認
識したら、次に、補正処理部３４は、手書き文字の画像領域が、その手書き文字に対応す
る文書フォーマット画像の文字書込領域からはみ出しているか否かを判断する（Ｓ２４）
。この判断は、手書き文字の画像領域を特定するＸ座標値の最大値及び最小値とＹ座標値
の最大値と最小値が、文字書込領域を特定するＸ座標値の最大値及び最小値とＹ座標値の
最大値と最小値の範囲内に含まれているか否かによって行うことができる。そして、手書
き文字の画像領域が文字書込領域からはみ出していないと判断された場合（Ｓ２４のＮｏ
）には、文字書込基準を満たしていると判断し、補正処理を終了する。
【００４３】
　一方、手書き文字の画像領域が文字書込領域からはみ出していると判断された場合（Ｓ
２４のＹｅｓ）、補正処理部３４は、その手書き文字の画像領域に含まれる各手書き文字
の並び方向が、対応する文字書込領域において予め決められている規定方向（本実施形態
ではＸ軸に平行な方向）に対して傾斜しているか否かを判断する（Ｓ２５）。この判断で
傾斜していると判断された場合には、文字書込基準を満たしていないとして、手書き文字
の画像領域に含まれる各手書き文字の並び方向と規定方向との傾斜角度を求める。そして
、その傾斜角度から、その並び方向を規定方向に一致させるのに必要な当該手書き文字画
像領域の回転角度を回転補正量として算出し、当該手書き文字画像領域に属する操作位置
情報を、算出した回転補正量で回転補正する処理を行う（Ｓ２６）。なお、複数の手書き
文字からなる文字列の並び方向を特定する方法としては、特許文献４～６に開示されてい
るような公知の方法を広く採用することができる。
【００４４】
　次に、補正処理部３４は、再び、手書き文字の画像領域が文字書込領域からはみ出して
いるか否かを判断する（Ｓ２７）。この判断ではみ出していると判断された場合（Ｓ２７
のＹｅｓ）、補正処理部３４は、文字書込基準を満たしていないとして、手書き文字の画
像領域における基準地点と、対応する文字書込領域において予め決められている基準地点
との位置ずれ量を求める。そして、その位置ずれ量から、これらの基準地点を一致させる
のに必要な当該手書き文字画像領域の移動量を位置補正量として算出し、当該手書き文字
画像領域に属する操作位置情報を、算出した位置補正量で位置補正する処理を行う（Ｓ２
８）。
【００４５】
　例えば、手書き文字画像領域と文字書込領域の基準地点をそれぞれの領域の中心位置に
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設定した場合には、本実施形態の補正処理により、図１０に示すように、文字書込領域Ｋ
－６からはみ出していた手書き文字画像領域Ｍ－６の位置が、図１０中符号Ｍ－６’の位
置に補正される。
　もし手書き文字の画像が傾斜していた場合には、上述した回転補正（Ｓ２６）と位置補
正（Ｓ２８）の結果、図１１に示すように、手書き文字画像領域Ｍ－６が図１０中符号Ｍ
－６’で示すように補正される。
　また、例えば、手書き文字画像領域と文字書込領域の基準地点をそれぞれの領域の右下
地点（Ｘ座標が最大値でＴ座標が最小値の地点）に設定した場合には、本実施形態の補正
処理により、図１２に示すように、文字書込領域Ｋ－６からはみ出していた手書き文字画
像領域Ｍ－６の位置が、図１２中符号Ｍ－６"の位置に補正される。
【００４６】
　次に、補正処理部３４は、再度、手書き文字の画像領域が文字書込領域からはみ出して
いるか否かを判断する（Ｓ２９）。この判断ではみ出していると判断された場合（Ｓ２９
のＹｅｓ）、文字書込基準を満たしていないとして、補正処理部３４は、文字書込領域か
ら手書き文字画像領域がはみ出している部分のはみ出し量を求める。そして、そのはみ出
し量から、手書き文字画像領域が文字書込領域に内接するまで縮小するのに必要な当該手
書き文字画像領域の縮小量を縮小補正量として算出し、当該手書き文字画像領域に属する
操作位置情報を、算出した縮小補正量で縮小補正する処理を行う（Ｓ３０）。
【００４７】
　一方、補正処理部３４は、はみ出していないと判断した場合（Ｓ２９のＮｏ）、次に、
拡大が必要か否かを判断する（Ｓ３１）。この判断において、補正処理部３４は、文字書
込領域の外縁と手書き文字画像領域の外縁との位置差分量を求め、この位置差分量が規定
量以上であると判断した場合、文字書込基準を満たしていないとして、その位置差分量か
ら、手書き文字画像領域が文字書込領域に内接するまで拡大するのに必要な当該手書き文
字画像領域の拡大量を拡大補正量として算出する。そして、当該手書き文字画像領域に属
する操作位置情報を、算出した拡大補正量で拡大補正する処理を行う（Ｓ３２）。
【００４８】
　このようにして補正処理がなされた操作位置情報は、補正後情報記憶部３５に記憶され
るが、本実施形態ではこれを暗号化して保存する。補正後情報記憶部３５には、補正処理
の対象であった補正後の操作位置情報だけを保存してもよいし、補正後の操作位置情報と
筆圧情報とを含む手書き文字情報（文書フォーマット情報の付随情報）の形で保存しても
よいし、補正後の操作位置情報から特定される手書き文字画像と文書フォーマット画像と
を含む画像データの形で保存してもよい。これは、補正前情報記憶部３３に記憶される補
正前の操作位置情報についても同様である。
【００４９】
　また、データの改竄防止のため、例えば、補正前情報記憶部３３や補正後情報記憶部３
５に記憶される情報をそのハッシュ値と関連づけて保存するようにしてもよい。例えば、
これらの記憶部３３，３５に記憶される情報が、操作位置情報から特定される手書き文字
画像と文書フォーマット画像とを含む画像データの形で保存される場合には、その画像デ
ータを基にハッシュ関数を使ってハッシュ値を算出し、そのハッシュ値を当該画像データ
に関連づけて保存する。
【００５０】
　また、本実施形態の文書管理システムは、電子ペン１７に筆記用具としての機能を付加
することで、例えば、本電子情報端末１０の画像表示面上に用紙（シート部材）Ｓを重ね
、その上から電子ペン１７で手書き文字を書くという使い方が可能である。このような使
い方は、例えば、宅配便や郵便の配達証明書等に受取人（操作者）の署名をもらう場面な
どに有用である。
【００５１】
　上記の場面では、図１４に示すように、伝票番号や署名欄Ｋ－７等が設けられた文書フ
ォーマット画像が印字された伝票用紙（シート部材）Ｓを、その文書フォーマット画像と
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同様の画像（少なくとも手書き文字を書き込む文字書込領域が伝票用紙と同じ位置に設け
られた画像）が表示されているタッチパネル１１の表示画面上に重ねる。そして、その伝
票用紙の署名欄Ｋ７に、筆記用具機能を備えた電子ペン１７を用いて自分の名前を自署す
る。これにより、伝票用紙Ｓの署名欄Ｋ７には自分の名前が記入されるとともに、その手
書き文字の軌跡に沿った操作位置情報や筆圧情報が電子情報端末１０に記憶される。この
使用例によれば、伝票用紙Ｓへの署名と、その署名文字（手書き文字）の電子化とを一度
に実現することができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、補正後の手書き文字の画像を入力確認ページに表示させる態様
について説明したが、補正後の手書き文字の情報を出力する態様はこれに限られない。例
えば、図８に示したアンケート調査の場面では、複数の質問項目Ｑ１，Ｑ２について多数
のユーザーに回答してもらうアンケート調査を行った後、全ユーザーの質問項目Ｑ２「ご
要望」についての回答だけを抽出するデータ処理を行いたいという要望が考えられる。こ
の要望に応える場合、例えば、サーバ３０において、各ユーザーの画像データ（手書き文
字画像と文書フォーマット画像とを含む画像データ）から、質問項目Ｑ２の回答欄に対応
した文字書込領域に対応する画像データ部分だけを抽出すればよい。このとき、本実施形
態では、ユーザーがアンケート調査に回答しているときに手書きした手書き文字が当該文
字書込領域からはみ出していても、その手書き文字が当該文字書込領域からはみださない
ように補正された画像データが保存される。よって、質問項目Ｑ２の回答欄に対応した文
字書込領域に対応する画像データ部分だけを抽出する際に、文字書込領域からはみ出して
手書きされた部分も適切に抽出できる。
【００５３】
　なお、このように質問項目Ｑ２の回答欄に対応した文字書込領域に対応する画像データ
部分だけを抽出し、その抽出結果を、サーバ３０に接続されたモニター画面に表示したり
、サーバ３０に通信ネットワーク２０を介して接続された他の装置に通信部３１から送信
したりするような、補正後の手書き文字の情報の出力態様においては、電子情報端末１０
のタッチパネル１１の画像表示面に、補正後の手書き文字画像を表示させることは不要で
ある。したがって、この場合には、サーバ１０から電子情報端末１０へ補正後の手書き文
字の情報を送信する処理は不要である。
【００５４】
　また、本実施形態では、サーバ３０から電子情報端末１０に対して補正後の操作位置情
報を送信する例について説明したが、サーバ３０から電子情報端末１０に対して補正量の
データだけを送信するようにしてもよい。この場合、サーバ３０の補正処理部３４が行っ
ていた補正後の操作位置情報を算出する処理を、操作位置情報記憶部１４に記憶されてい
る補正前の操作位置情報と補正量とを用いて電子情報端末１０側で行う。これによれば、
サーバ３０から電子情報端末１０に対して送信されるデータ量が少なくなる。
　このように、本実施形態においてサーバ３０が行っていた処理の一部又は全部を、電子
情報端末１０側で実行するように構成してもよい。特に、サーバ３０が行っていた処理の
全部を電子情報端末１０側で実行するようにすれば、サーバ３０や通信ネットワーク２０
が不要となるうえ、通信できない環境下においても本実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【００５５】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様Ａ）
　操作者（ユーザー）による手書き入力操作を受ける操作面（画像表示面）を有し、操作
者が操作した該操作面上の操作位置を示す操作位置情報を出力するタッチパネル１１の操
作位置検知部１１ａ等の手書き操作入力手段と、操作者が手書き入力操作により手書き文
字を入力すべき文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６を指示する線分画像等の文字書込領域指示画
像を含んだ文書フォーマット画像等のテンプレート画像を、上記手書き操作入力手段の操
作面に表示するタッチパネル１１の画像表示部１１ｃ等の画像表示手段と、操作者によっ
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て手書き入力された手書き文字の操作位置情報を上記手書き操作入力手段から取得して記
憶する操作位置情報記憶部１４や補正前情報記憶部３３等の操作位置情報記憶手段とを有
する文書管理システム等の手書き文字入力装置において、上記テンプレート画像上の文字
書込領域指示画像によって指示された文字書込領域に対する、該文字書込領域に手書き入
力された手書き文字の位置、傾き及び大きさの少なくとも１つの手書き文字特性値が予め
決められた文字書込基準を満たしていないとき、該文字書込基準を満たすために必要な該
手書き文字特性値の補正量を算出する補正量算出処理を実行する補正処理部３４等の補正
量算出処理手段と、上記補正量算出処理手段が算出した補正量に基づいて上記少なくとも
１つの手書き文字特性値が上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の
情報を出力するサーバ３０の通信部３１、電子情報端末１０のタッチパネル１１の画像表
示部１１ｃ等の補正後手書き文字情報出力手段とを有することを特徴とする。
　これによれば、文字書込領域に対して不適切な態様で手書き文字が入力されても、その
手書き文字の情報を、その手書き文字が適切な態様で入力された場合と同様に取り扱うこ
とが可能となる。
【００５６】
（態様Ｂ）
　上記態様Ａにおいて、上記手書き操作入力手段は、筆記用具で手書き文字を記入できる
伝票用紙等のシート部材を上記操作面上に重ねた状態で、筆記用具機能を備えた電子ペン
１７等の筆記用具を用いた操作者による手書き入力操作を受けても、該操作面上の操作位
置を検知可能な抵抗膜方式や電磁誘導方式等の構成を有することを特徴とする。
　これによれば、シート部材への記入と、そこに記入された手書き文字の電子化とを、一
度の作業で実現することができる。
【００５７】
（態様Ｃ）
　上記態様Ａ又はＢにおいて、上記補正後手書き文字情報出力手段は、上記画像表示手段
により、上記補正量算出処理手段が算出した補正量に基づいて上記少なくとも１つの手書
き文字特性値が上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の画像を、上
記テンプレート画像とともに、上記手書き操作入力手段の操作面に表示するものであるこ
とを特徴とする。
　これによれば、手書き文字が文字書込領域からはみ出して入力されても、手書き文字の
はみ出しが是正されて体裁が整えられた状態で、その手書き文字の画像が書き込まれたテ
ンプレート画像を表示することができる。
【００５８】
（態様Ｄ）
　上記態様Ａ～Ｃのいずれかの態様において、上記補正後手書き文字情報出力手段は、上
記補正量算出処理手段が算出した補正量に基づいて上記少なくとも１つの手書き文字特性
値が上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字の情報（補正後の操作位
置情報、補正前の操作位置情報と補正量とがセットになった情報、補正後の手書き文字の
画像データなど）のうち、特定の文字書込領域（Ｑ２質問項目の回答欄等）に対応する手
書き文字の情報を抽出して出力するものであることを特徴とする。
　これによれば、当該特定の文字書込領域からはみだして手書き文字が入力されても、は
みだした手書き文字部分も含めて、手書き文字の情報を抽出することが可能となる。
【００５９】
（態様Ｅ）
　上記態様Ａ～Ｄのいずれかの態様において、上記テンプレート画像は、複数の文字書込
領域Ｋ－１～Ｋ－６をそれぞれ指示する複数の文字書込領域指示画像を含んでおり、上記
複数の文字書込領域のうち予め決められた一部の文字書込領域Ｋ－６については、上記補
正後手書き文字情報出力手段により補正後の手書き文字の情報が出力されないように構成
したことを特徴とする。
　ユーザーによって手書きされたものであることが重要な手書き文字の情報、例えば操作
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者によって自署された手書き文字（署名）の情報については、これを補正してしまうと、
原本性が失われて、その情報としての価値が下がる又は無価値になってしまう場合がある
。このような場合には、当該一部の文字書込領域からはみ出して手書き文字が入力された
としても、その補正後の手書き文字の情報が出力されないように構成することで、当該一
部の文字書込領域についての手書き文字の情報は原本性を保持し、その手書き文字の情報
の価値を維持することができる。
【００６０】
（態様Ｆ）
　上記態様Ａ～Ｅのいずれかの態様において、上記少なくとも１つの手書き文字特性値が
上記文字書込基準を満たすように、上記操作位置情報記憶手段に記憶されている操作位置
情報を上記補正量算出処理手段が算出した補正量に基づいて補正する補正処理部３４等の
操作位置情報補正手段と、上記操作位置情報補正手段による補正後の操作位置情報を記憶
する補正後情報記憶部３５等の補正後操作位置情報記憶手段とを有することを特徴とする
。
　これによれば、補正後の手書き文字の情報を、補正後の操作位置情報で管理することが
できる。この場合、補正後の手書き文字の情報を、補正後の手書き文字の画像データで管
理する場合よりも、通常は、管理するデータ量が小さくて済む。
【００６１】
（態様Ｇ）
　上記態様Ｆにおいて、上記補正後操作位置情報記憶手段に補正後の操作位置情報が記憶
された後も、上記操作位置情報記憶手段に補正前の操作位置情報を保持しておくことを特
徴とする。
　これにより、手書き文字の情報の原本性を確保することができる。
【００６２】
（態様Ｈ）
　上記態様Ｇにおいて、上記補正後操作位置情報記憶手段に記憶される補正後の操作位置
情報及び上記操作位置情報記憶手段に補正前の操作位置情報は、ハッシュ値を算出して付
加する等の改竄抑制処理を施した状態で記憶されることを特徴とする。
　これによれば、手書き文字の情報改竄を抑制することができる。
【００６３】
（態様Ｉ）
　上記態様Ａ～Ｈのいずれかの態様において、上記補正後手書き文字情報出力手段により
補正後の手書き文字の情報を出力するか否かを選択する選択手段を有し、上記補正後手書
き文字情報出力手段は、上記選択手段の選択結果に従って動作することを特徴とする。
　これによれば、本態様に係る手書き文字入力装置を利用する利用者の狙いに応じて、補
正後の手書き文字の情報を出力させるか否かを決めることができるので、本手書き文字入
力装置の利便性が向上する。
【００６４】
（態様Ｊ）
　上記態様Ａ～Ｉのいずれかの態様において、少なくとも上記手書き操作入力手段及び上
記画像表示手段については操作者が操作する電子情報端末１０に配置するとともに、少な
くとも上記補正量算出処理手段については該電子情報端末１０と通信ネットワーク２０を
介して通信可能に接続されたサーバ３０等の遠隔装置に配置して構成されることを特徴と
する。
　これによれば、操作者が操作する電子情報端末１０には、比較的処理負荷の高い補正量
算出処理手段の処理を行わせる必要がなくなるので、電子情報端末１０を安価に提供でき
る。
【００６５】
（態様Ｋ）
　操作者（ユーザー）による手書き入力操作を受ける操作面（画像表示面）を有し、操作
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者が操作した該操作面上の操作位置を示す操作位置情報を出力するタッチパネル１１の操
作位置検知部１１ａ等の手書き操作入力手段と、操作者が手書き入力操作により手書き文
字を入力すべき文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６を指示する線分画像等の文字書込領域指示画
像を含んだ文書フォーマット画像等のテンプレート画像を、上記手書き操作入力手段の操
作面に表示するタッチパネル１１の画像表示部１１ｃ等の画像表示手段と、操作者によっ
て手書き入力された手書き文字の操作位置情報を送信する通信部１６等の送信手段とを備
えた電子情報端末１０との間で、通信ネットワーク２０を介して通信可能に接続されるサ
ーバ３０等の遠隔装置であって、上記電子情報端末の送信手段から上記通信ネットワーク
を介して送信される操作位置情報を受信する通信部３１等の受信手段と、上記受信手段で
受信した操作位置情報を記憶する補正前情報記憶部３３等の操作位置情報記憶手段と、上
記テンプレート画像上の文字書込領域指示画像によって指示された文字書込領域に対する
、該文字書込領域に手書き入力された手書き文字の位置、傾き及び大きさの少なくとも１
つの手書き文字特性値が予め決められた文字書込基準を満たしていないとき、該文字書込
基準を満たすために必要な該手書き文字特性値の補正量を算出する補正量算出処理を実行
する補正処理部３４等の補正量算出処理手段とを有することを特徴とする。
　これによれば、操作者が操作する電子情報端末１０には、比較的処理負荷の高い補正量
算出処理手段の処理を行わせる必要がなくなるので、電子情報端末１０を安価に提供でき
る。
【００６６】
（態様Ｌ）
　上記態様Ｋに係る遠隔装置に対して通信ネットワーク２０を介して通信可能に接続され
る電子情報端末１０であって、操作者（ユーザー）による手書き入力操作を受ける操作面
（画像表示面）を有し、操作者が操作した該操作面上の操作位置を示す操作位置情報を出
力するタッチパネル１１の操作位置検知部１１ａ等の手書き操作入力手段と、操作者が手
書き入力操作により手書き文字を入力すべき文字書込領域Ｋ－１～Ｋ－６を指示する線分
画像等の文字書込領域指示画像を含んだ文書フォーマット画像等のテンプレート画像を、
上記手書き操作入力手段の操作面に表示するタッチパネル１１の画像表示部１１ｃ等の画
像表示手段と、操作者によって手書き入力された手書き文字の操作位置情報を上記手書き
操作入力手段から取得して記憶する操作位置情報記憶部１４等の操作位置情報記憶手段と
、上記操作位置情報記憶手段に記憶される操作位置情報を上記通信ネットワーク２０を介
して上記遠隔装置へ送信する通信部１６等の送信手段と、上記遠隔装置の補正量算出処理
手段により算出された補正量のデータを上記通信ネットワーク２０を介して受信する通信
部１６等の受信手段とを有し、上記画像表示手段は、上記操作位置情報記憶手段に記憶さ
れている操作位置情報と上記受信手段により受信した補正量とに基づいて、上記少なくと
も１つの手書き文字特性値が上記文字書込基準を満たすように補正された後の手書き文字
の画像を、上記テンプレート画像とともに、上記手書き操作入力手段の操作面に表示する
ことを特徴とする。
　これによれば、遠隔装置で行われた補正量算出処理で算出される補正量によって補正さ
れた後の手書き文字の画像を電子情報端末１０の操作面に表示するために、遠隔装置から
電子情報端末１０へ送信される情報が補正量のデータであるので、その送信データ量が少
なくて済む。
【符号の説明】
【００６７】
１０　電子情報端末
１１　タッチパネル
１１ａ　操作位置検知部
１１ｂ　筆圧検知部
１１ｃ　画像表示部
１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ　ボタン装置
１３　主制御部
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１４　操作位置情報記憶部
１５　筆圧情報記憶部
１６　通信部
１７　電子ペン
２０　通信ネットワーク
３０　サーバ
３１　通信部
３２　主制御部
３３　補正前情報記憶部
３４　補正処理部
３５　補正後情報記憶部
３６　文字認識部
３７　文字コード記憶部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６８】
【特許文献１】特開２０１１－２２７０７号公報
【特許文献２】特開平７－３２５６５８号公報
【特許文献３】特開平９－９１０７６号公報
【特許文献４】特開平９－９７３１１号公報
【特許文献５】特開２０００－３４０７号公報
【特許文献６】特開２００２－１７５４９８号公報

【図１】 【図２】
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