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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯機器がオフラインの間に、レンダリングされた文書から１つ又は複数の単語をスキ
ャンし、スキャンされた前記１つ又は複数の単語に基づいて数を推定する光学スキャン装
置と、
　前記光学スキャン装置によってスキャンされた前記１つ又は複数の単語を格納する記憶
装置と、
　前記数が、前記記憶装置に格納された単語カウントの所定の閾値を満たしまたは超えた
ことを、前記携帯機器がオフラインの間に確認したとき、知らせるインターフェースと、
を備え、
　前記１つ又は複数の単語は、オンライン接続されたときに元の文書を一意的に識別する
のに使用される、携帯機器。
【請求項２】
　前記記憶装置のスペースを節約するため、前記光学スキャン装置によってスキャンされ
た前記１つ又は複数の単語を圧縮する画像圧縮ロジックをさらに備える、請求項１に記載
の携帯機器。
【請求項３】
　前記光学スキャン装置によってスキャンされる前記１つ又は複数の単語を照らす照明源
をさらに備える、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項４】
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　前記単語カウントの所定の閾値が格納された前記記憶装置は、課金情報を格納する、請
求項１に記載の携帯機器。
【請求項５】
　前記単語カウントの所定の閾値が格納された前記記憶装置は、サブスクリプション情報
を格納する、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項６】
　前記単語カウントの所定の閾値が格納された前記記憶装置は、装置識別子情報を格納す
る、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項７】
　電源をさらに備える、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項８】
　前記携帯機器の使用寿命を延ばすため、前記携帯機器の電力消費を監視して、ハイバー
ネーションまたは低電力モードを使用可能にする電力管理ロジックをさらに備える、請求
項７に記載の携帯機器。
【請求項９】
　前記携帯機器の位置を確認するロケーションモジュールをさらに備える、請求項１に記
載の携帯機器。
【請求項１０】
　前記ロケーションモジュールはＧＰＳモジュールを備える、請求項９に記載の携帯機器
。
【請求項１１】
　前記ロケーションモジュールがＡ－ＧＰＳモジュールを含む、請求項９に記載の携帯機
器。
【請求項１２】
　前記ロケーションモジュールがＤＧＰＳモジュールを含む、請求項９に記載の携帯機器
。
【請求項１３】
　前記ロケーションモジュールが、無線信号の三角測量により前記携帯機器の位置を確認
する三角測量モジュールを含み、前記無線信号に基づいて近似位置を計算する、請求項９
に記載の携帯機器。
【請求項１４】
　前記ロケーションモジュールがローカルトランシーバのパイロット信号を監視するモジ
ュールを含む、請求項９に記載の携帯機器。
【請求項１５】
　前記ロケーションモジュールが、前記携帯機器の前記位置を推定する到達時間差（ＴＤ
ＯＡ）モジュールを含む、請求項９に記載の携帯機器。
【請求項１６】
　前記ロケーションモジュールが、前記携帯機器の前記位置を推定する強化観測時間差（
ＥＯＴＤ）モジュールを含む、請求項９に記載の携帯機器。
【請求項１７】
　前記ロケーションモジュールが、前記携帯機器の前記位置を推定する到来角を確認する
モジュールを含む、請求項９に記載の携帯機器。
【請求項１８】
　光学スキャン装置がオフラインの間にスキャンされた１つ又は複数の単語が、記憶装置
に格納された単語カウントの所定の閾値を満たしまたは超えたことを通知する方法であっ
て、
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記光学スキャン装置が、文書からスキャ
ンされた前記１つ又は複数の単語を受け取るステップと、
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記光学スキャン装置が、前記文書からス
キャンされた前記１つ又は複数の単語に基づいて数を確認するステップと、
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　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記光学スキャン装置が、前記記憶装置に
格納された前記単語カウントの所定の閾値と前記数とを比較するステップと、
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記光学スキャン装置が、前記数が前記単
語カウントの所定の閾値を満たしまたは超えたことを知らせるステップと、を包含し、
　スキャンされた前記１つ又は複数の単語は、オンライン接続されたときに前記文書を一
意的に識別するために使用される、方法。
【請求項１９】
　前記知らせるステップは、視覚信号を生成することによって履行される、請求項１８に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記記憶装置に格納された前記単語カウントの所定の閾値は２０文字以上４０文字以下
の単語数閾値である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記知らせるステップは、音声信号を生成することによって履行される、請求項１８に
記載の方法。
【請求項２２】
　オンライン接続されたときに、前記光学スキャン装置が前記文書を識別するステップを
さらに包含する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、前記文書から前記１つ又は複数の単語をスキャンする
ことを含み、前記１つ又は複数の単語のスキャンは、前記文書に表された前記１つ又は複
数の単語の順序で前記１つ又は複数の単語をスキャンすることを含む、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、前記文書から前記１つ又は複数の単語をスキャンする
ことを含み、前記１つ又は複数の単語のスキャンは、前記文書に表された前記１つ又は複
数の単語の逆順で前記１つ又は複数の単語をスキャンすることを含む、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２５】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、前記光学スキャン装置を前記文書にわたって手動で移
動することを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、前記文書のサブ領域から前記１つ又は複数の単語をス
キャンすることを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、十単語未満をスキャンすることを含む、請求項２２に
記載の方法。
【請求項２８】
　前記光学スキャン装置がオフラインの間に、前記文書からスキャンされた前記１つ又は
複数の単語を受け取るステップは、少なくとも十単語を備えた画像をスキャンすることを
含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　特定のスキャンが前記文書内の位置を一意に識別することを、前記光学スキャン装置が
示すステップをさらに包含する、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本願は、米国特許出願第１１／００４，６３７号（２００４年１２月３日出願）の一部
継続出願であり、その出願は、本明細書において、参考によりその全容が援用される。
【０００２】
　本願は、以下の米国特許出願（同日出願）に関連し、それらの出願の全容は、参考によ
り本明細書において援用される。米国特許出願第　　　号（タイトル「ＭＥＴＨＯＤＳ　
ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＩＮＩＴＩＡＴＩＮＧ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　Ｐ
ＲＯＣＥＳＳＥＳ　ＢＹ　ＤＡＴＡ　ＣＡＰＴＵＲＥ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　Ｄ
ＯＣＵＭＥＮＴＳ」（代理人整理番号：４３５１８８１０４ＵＳ１）、米国特許出願第　
　　号（タイトル「ＤＥＴＥＲＭＩＮＩＮＧ　ＡＣＴＩＯＮＳ　ＩＮＶＯＬＶＩＮＧ　Ｃ
ＡＰＴＵＲＥＤ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＮＴＥ
ＮＴ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ　ＷＩＴＨ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）（
代理人整理番号：４３５１８８０７５ＵＳ１）、米国特許出願第　　　号（タイトル「Ｃ
ＯＮＴＥＮＴ　ＡＣＣＥＳＳ　ＷＩＴＨ　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＤＡＴ
Ａ　ＣＡＰＴＵＲＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」）（代理人整理番号：４３５１８８０１８ＵＳ１
）、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＳＥＡＲＣＨ　ＥＮＧＩＮＥＳ　ＡＮＤ　ＳＹ
ＳＴＥＭＳ　ＷＩＴＨ　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＤＡＴＡ　ＣＡＰＴＵＲ
Ｅ　ＤＥＶＩＣＥＳ」）（代理人整理番号：４３５１８８０２１　ＵＳ１）、米国特許出
願第　　　号（タイトル「ＴＲＩＧＧＥＲＩＮＧ　ＡＣＴＩＯＮＳ　ＩＮ　ＲＥＳＰＯＮ
ＳＥ　ＴＯ　ＯＰＴＩＣＡＬＬＹ　ＯＲ　ＡＣＯＵＳＴＩＣＡＬＬＹ　ＣＡＰＴＵＲＩＮ
Ｇ　ＫＥＹＷＯＲＤＳ　ＦＲＯＭ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ」）（代理
人整理番号：４３５１８８００３ＵＳ１）、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＳＥＡ
ＲＣＨＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＣＣＥＳＳＩＮＧ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　ＯＮ　ＰＲＩＶＡＴ
Ｅ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＣＡＰＴＵＲＥＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥ
ＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）（代理人整理番号：４３５１８８００１ＵＳ１）
、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＧＡＴＨＥＲＩＮＧ　
ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」）（代理人整理番号：４３５１８８００５ＵＳ１
）、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ　
ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」）（代理人整理番号：４３５１８８００９ＵＳ１
）、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ
　ＦＯＲ　ＡＤＤＩＮＧ　ＶＡＬＵＥ　ＴＯ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ
」）（代理人整理番号：４３５１８８１１５ＵＳ）、米国特許出願第　　　号（タイトル
「ＡＲＣＨＩＶＥ　ＯＦ　ＴＥＸＴ　ＣＡＰＴＵＲＥＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　
ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）（代理人整理番号：４３５１８８１１６ＵＳ）、米国特許出願第
　　　号（タイトル「ＡＤＤＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＯＲ　ＦＵＮＣＴＩＯＮ
ＡＬＩＴＹ　ＴＯ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＶＩＡ　ＡＳＳＯＣＩＡ
ＴＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＵＮＴＥＲＰＡＲＴ」）（代理
人整理番号：４３５１８８１１８ＵＳ）、米国特許出願第　　　号（タイトル「ＡＧＧＲ
ＥＧＡＴＥ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ　ＯＦ　ＴＥＸＴ　ＣＡＰＴＵＲＥＳ　ＰＥＲＦＯＲＭＥ
Ｄ　ＢＹ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＵＳＥＲＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥ
ＮＴＳ」）（代理人整理番号：４３５１８８１２２ＵＳ）、米国特許出願第　　　号（タ
イトル「ＥＳＴＡＢＬＩＳＨＩＮＧ　ＡＮ　ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＥＮＶＩＲＯＮＭ
ＥＮＴ　ＦＯＲ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」（代理人整理番号：４３５１
８８１２３ＵＳ）、および米国特許出願第　　　号（タイトル「ＣＡＰＴＵＲＩＮＧ　Ｔ
ＥＸＴ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　ＵＳＩＮＧ　ＳＵＰＰＬＥ
ＭＥＮＴＡＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ」）（代理人整理番号：４３５１８８１２０ＵＳ
）。
【０００３】
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　本願は、以下の米国仮特許出願の優先権を主張し、本明細書において、それらの全容を
参考により援用する。米国仮特許出願第６０／５５９，２２６号（２００４年４月１日出
願）、出願番号第６０／５５８，８９３号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０
／５５８，９６８号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，８６７号（
２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５９，２７８号（２００４年４月１日出
願）、出願番号第６０／５５９，２７９号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０
／５５９，２６５号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５９，２７７号（
２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，９６９号（２００４年４月１日出
願）、出願番号第６０／５５８，８９２号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０
／５５８，７６０号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，７１７号（
２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，４９９号（２００４年４月１日出
願）、出願番号第６０／５５８，３７０号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０
／５５８，７８９号（２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，７９１号（
２００４年４月１日出願）、出願番号第６０／５５８，５２７号（２００４年４月１日出
願）、出願番号第６０／５５９，１２５号（２００４年４月２日出願）、出願番号第６０
／５５８，９０９号（２００４年４月２日出願）、出願番号第６０／５５９，０３３号（
２００４年４月２日出願）、出願番号第６０／５５９，１２７号（２００４年４月２日出
願）、出願番号第６０／５５９，０８７号（２００４年４月２日出願）、出願番号第６０
／５５９，１３１号（２００４年４月２日出願）、出願番号第６０／５５９，７６６号（
２００４年４月６日出願）、出願番号第６０／５６１，７６８号（２００４年４月１２日
出願）、出願番号第６０／５６３，５２０号（２００４年４月１９日出願）、出願番号第
６０／５６３，４８５号（２００４年４月１９日出願）、出願番号第６０／５６４，６８
８号（２００４年４月２３日出願）、出願番号第６０／５６４，８４６号（２００４年４
月２３日出願）、出願番号第６０／５５６，６６７号（２００４年４月３０日出願）、出
願番号第６０／５７１，３８１号（２００４年５月１４日出願）、出願番号第６０／５７
１，５６０号（２００４年５月１４日出願）、出願番号第６０／５７１，７１５号（２０
０４年５月１７日出願）、出願番号第６０／５８９，２０３号（２００４年７月１９日出
願）、出願番号第６０／５８９，２０１号（２００４年７月１９日出願）、出願番号第６
０／５８９，２０２号（２００４年７月１９日出願）、出願番号第６０／５９８，８２１
号（２００４年８月２日出願）、出願番号第６０／６０２，９５６号（２００４年８月１
８日出願）、出願番号第６０／６０２，９２５号（２００４年８月１８日出願）、出願番
号第６０／６０２，９４７号（２００４年８月１８日出願）、出願番号第６０／６０２，
８９７号（２００４年８月１８日出願）、出願番号第６０／６０２，８９６号（２００４
年８月１８日出願）、出願番号第６０／６０２，９３０号（２００４年８月１８日出願）
、出願番号第６０／６０２，８９８号（２００４年８月１８日出願）、出願番号第６０／
６０３，４６６号（２００４年８月１９日出願）、出願番号第６０／６０３，０８２号（
２００４年８月１９日出願）、出願番号第６０／６０３，０８１号（２００４年８月１９
日出願）、出願番号第６０／６０３，４９８号（２００４年８月２０日出願）、出願番号
第６０／６０３，３５８号（２００４年８月２０日出願）、出願番号第６０／６０４，１
０３号（２００４年８月２３日出願）、出願番号第６０／６０４，０９８号（２００４年
８月２３日出願）、出願番号第６０／６０４，１００号（２００４年８月２３日出願）、
出願番号第６０／６０４，１０２号（２００４年８月２３日出願）、出願番号第６０／６
０５，２２９号（２００４年８月２７日出願）、出願番号第６０／６０５，１０５号（２
００４年８月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，２４３号（２００４年９月２７日
出願）、出願番号第６０／６１３，６２８号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第
６０／６１３，６３２号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，５８
９号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，２４２号（２００４年９
月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，６０２号（２００４年９月２７日出願）、出
願番号第６０／６１３，３４０号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１
３，６３４号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，４６１号（２０
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０４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，４５５号（２００４年９月２７日出
願）、出願番号第６０／６１３，４６０号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６
０／６１３，４００号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，４５６
号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，３４１号（２００４年９月
２７日出願）、出願番号第６０／６１３，３６１号（２００４年９月２７日出願）、出願
番号第６０／６１３，４５４号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３
，３３９号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，６３３号（２００
４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１５，３７８号（２００４年１０月１日出願
）、出願番号第６０／６１５，１１２号（２００４年１０月１日出願）、出願番号第６０
／６１５，５３８号（２００４年１０月１日出願）、出願番号第６０／６１７，１２２号
（２００４年１０月７日出願）、出願番号第６０／６２２，９０６号（２００４年１０月
２８日出願）、出願番号第６０／６３３，４５２号（２００４年１２月６日出願）、出願
番号第６０／６３３，６７８号（２００４年１２月６日出願）、出願番号第６０／６３３
，４８６号（２００４年１２月６日出願）、出願番号第６０／６３３，４５３号（２００
４年１２月６日出願）、出願番号第６０／６３４，６２７号（２００４年１２月９日出願
）、出願番号第６０／６３４，７３９号（２００４年１２月９日出願）出願番号第６０／
６４７，６８４号（２００５年１月２６日出願）、出願番号第６０／６４８，７４６号１
月３１日出願）、出願番号第６０／６５３，３７２号（２００５年２月１５日出願）、出
願番号第６０／６５３，６６３号（２００５年２月１６日出願）、出願番号第６０／６５
３，６６９号（２００５年２月１６日出願）、出願番号第６０／６５３，８９９号（２０
０５年２月１６日出願）、出願番号第６０／６５３，６７９号（２００５年２月１６日出
願）、出願番号第６０／６５３，８４７号（２００５年２月１６日出願）、出願番号第６
０／６５４，３７９号（２００５年２月１７日出願）、出願番号第６０／６５４，３６８
号（２００５年２月１８日出願）、出願番号第６０／６５４，３２６号（２００５年２月
１８日出願）、出願番号第６０／６５４，１９６号（２００５年２月１８日出願）、出願
番号第６０／６５５，２７９号（２００５年２月２２日出願）、出願番号第６０／６５５
，２８０号（２００５年２月２２日出願）、出願番号第６０／６５５，９８７号（２００
５年２月２２日出願）、出願番号第６０／６５５，６９７号（２００５年２月２２日出願
）、出願番号第６０／６５５，２８１号（２００５年２月２２日出願）、および出願番号
第６０／６５７，３０９号（２００５年２月２８日出願）。
【０００４】
　本開示は、概して携帯データ取得装置に関し、より具体的には、画像および／または音
声クリップを取得する能力を有する携帯機器に関する。
【背景技術】
【０００５】
　紙の文書は、コンピュータ時代における紙の文書の急増によりわかるように、揺るぎな
い魅力を有する。現在ほど紙の文書を印刷し発行することが容易なときはない。複写、伝
送、検索、および編集するのに電子文書のほうが容易であっても、紙の文書は普及してい
る。
【０００６】
　紙の文書の人気および電子文書の利点を鑑みて、両方の利益を組み合わせることが有用
であろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　レンダリングされた文書に含まれるテキストを取得し、そのテキストに作用する携帯機
器（「機器」）を、場合によっては、当該携帯機器によって取得されたテキストを処理す
るためのより広範囲なシステム（「システム」）の一部として説明する。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、スキャン機能を有する携帯機器は、文書を一意に識別す
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るために、ユーザがテキストまたは他の情報を十分にスキャンしたことを当該ユーザに知
らせる。いくつかの実施形態において、携帯機器は、画像を取得するための画像取得装置
と、画像を処理するためのプロセッサと、データおよび／またはロジック（コンピュータ
プログラム等）を格納するための記憶装置と、他のデバイスと通信を行うための入力／出
力通信インターフェースと、電源と、スキャンされている情報を照らすための照明源と、
ロケーションモジュールとを有する。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、視覚スキャン機能を有する代わりに、またはそれに加え
て、携帯機器は、レンダリングされた文書から読み上げるユーザの音声クリップをデバイ
スが取得することを可能にする、音声テキスト取得機能を有する。システムは一般に、音
声テキスト取得操作からテキストのコンテンツを導出するため、該当する音声クリップに
音声認識技術を適用させる。
【００１０】
　本明細書において参照する携帯テキスト取得装置は視覚スキャン特有のものである場合
があるが、当業者であれば、該当する参考文献を含んでなされた記述は、音声テキスト取
得等、他のテキスト取得技術を使用する携帯テキスト取得装置にも同様に当てはまること
を十分に理解するであろう。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、スキャナによってスキャンされたテキストまたはシンボ
ルは、スキャナの制御ロジックまたは制御ソフトウェアによる、ソフトウェアプログラム
をスキャナに実行させる、またはある一定の所定のアクション（記憶装置からデータを消
去する、オン／オフにする、金融取引を開始および／または完了する等）を実行するため
の制御コマンドとして使用および解釈される。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、電子コピーが位置を特定されることが
できるように、文書を識別するために十分なテキストがスキャンされたことをユーザに知
らせる。携帯スキャナは、十分な情報がスキャンされたか否かを判定するために、スキャ
ンされた情報量を所定の閾値レベルと比較することができる。（この閾値法は、特にスキ
ャナがコンピュータと通信を行っていない場合に有用である。）携帯スキャナがリモート
コンピュータと通信を行っている場合、リモートコンピュータはテキストがスキャンされ
た文書が識別されたことを示すメッセージをスキャナに送信することができる。メッセー
ジの受信を受けて、携帯スキャナは、文書が識別されユーザがスキャンを停止してよいこ
とをユーザに知らせる。様々な実施形態において、表示は視覚的（例えば、発光素子（Ｌ
ＥＤ）、ディスプレイ等）、聴覚的（例えば、スピーカ、ポケットベル等）または触覚的
（触覚への刺激）である。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナはロケーションおよび／または時刻決定機
能を有し、スキャンされたデータとともにスキャンがいつおよび／またはどこで行われた
かについてのロケーションおよび／または時刻情報を格納することができる。時刻情報は
、特定のスキャンイベントに関連するタイムスタンプであってよい。ロケーション情報は
、特定のスキャンイベントに関連するロケーションスタンプであってよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ等の携帯機器の操作は、速度、繰り返し、
方向等、スキャンの特性によって制御される。また、スキャナ内の制御プログラムまたは
ロジックは、特別なシンボルに応答するものであってよい。これらの特別なシンボルは、
携帯機器によって実行される特定のアクション、または実行されるプログラムに関連して
よい。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、記憶装置内に課金、サブスクリプショ
ン、および／または装置識別子情報を格納している。サブスクリプション情報は、例えば
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プリペイドアカウント等、識別された文書の電子コピーへのユーザのアクセス権を検証す
るために使用することができる。課金情報は、識別された文書の電子コピーへのアクセス
料を支払うために使用することができる。装置識別子は、ユーザＩＤの検証を支援するた
めのセキュリティ特徴として使用することができる。
【００１６】
　第１部‐導入部
　１．システムの性質
　電子副本を有するすべての紙の文書について、電子副本を識別することができる情報が
紙の文書内に離散的な量で存在する。いくつかの実施形態において、システムは、例えば
携帯用スキャナを使用して、文書の電子副本を識別し位置を特定するために、紙の文書か
ら取得したテキストのサンプルを使用する。ほとんどの場合、設備によって必要とされる
テキストの量は極めて少なく、そのうち紙の文書のための識別子およびその電子副本への
リンクとして頻繁に機能することができるのは、文書からのテキストのうち数単語である
。また、システムはそれらの数単語を使用して、文書だけでなく、文書内のロケーション
も識別することができる。
【００１７】
　したがって、紙の文書およびそれらのデジタル副本は、本明細書において論じるシステ
ムを使用して、多数の有用な方法で関連することができる。
【００１８】
　１．１．将来の俯瞰
　システムが、紙の文書内にあるテキストの一部分を確立された特定のデジタルエンティ
ティと関連付けると、システムは当該関連付けにおいて膨大な機能性を築くことができる
。
【００１９】
　ほとんどの紙の文書が、ワールドワイドウェブ上で、もしくは他の何らかのオンライン
データベースまたは文章集合からアクセス可能である、あるいは、手数料またはサブスク
リプション料の支払い等を受けてアクセス可能にされることができる。電子副本を有する
ケースがますます増えている。そこで、最も単純なレベルでは、ユーザが紙の文書内の数
単語をスキャンする場合、システムは当該電子文書またはその一部を取り込む、もしくは
表示する、それを誰かに電子メールで送る、購入する、印刷する、またはウェブページに
掲載することができる。さらなる例として、ある人物が朝食をとりながら読んでいる本の
数単語をスキャンすることにより、当該人物の車内にあるオーディオブック版に、当該人
物が仕事に向かうために車を発進させた時点から読み始めさせることができ、または、プ
リンタカートリッジの製造番号をスキャンすることにより、交換品注文のプロセスを始め
ることができる。
【００２０】
　システムは、文書を書き、印刷し、発行する現在のプロセスを変更する必要なく、該当
する従来のレンダリングされた文書にデジタル機能性の全く新しい層を与えて、「紙／デ
ジタル統合」のこれらおよび他の多数の例を実装する。
【００２１】
　１．２用語
　システムの一般的な使用は、紙の文書からテキストをスキャンするために光学スキャナ
を使用することから始まるが、他のタイプの文書から取得する他の方法も同様に適用でき
ることに留意することが重要である。したがってシステムは、レンダリングされた文書か
らテキストをスキャンまたは取得することとして説明される場合があり、ここでそれらの
用語を以下のように定義する。
【００２２】
　レンダリングされた文書は、印刷された文書もしくはディスプレイまたはモニタに示さ
れた文書である。永続的な形態であっても一時的な表示であっても、人間が知覚できるの
が文書である。
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【００２３】
　スキャンまたは取得は、レンダリングされた文書から情報を取得するための系統的検査
のプロセスである。当該プロセスは、スキャナまたはカメラ（例えば、携帯電話のカメラ
）を使用する光取得を含んでよく、もしくは、文書から音声取得装置への読み上げ、また
はキーパッドまたはキーボードへの打ち込みを含んでもよい。それ以上の例については、
第１５項を参照のこと。
【００２４】
　２．システムへの導入
　この項では、紙／デジタル統合のためのシステムの構成要素となるデバイス、プロセス
、およびシステムのいくつかを説明する。様々な実施形態において、システムは、基本機
能を提供するこの基本コア上に、多種多様なサービスおよびアプリケーションを築く。
【００２５】
　２．１．プロセス
　図１は、コアシステムの一実施形態における情報の流れを示すデータフロー図である。
他の実施形態は、本明細書において図示されている段階または要素のすべてを使用するこ
とはできないが、さらに多くを使用するものもある。
【００２６】
　レンダリングされた文書から、一般に光学スキャナによる光学形態またはボイスレコー
ダによる音声形態でテキストが取得１００され、次いでこの画像またはサウンドデータが
、例えば取得プロセスのアーチファクトを除去するため、または信号対ノイズ比を改善す
るために処理１０２される。次いで、ＯＣＲ、スピーチ認識、または自己相関等の認識プ
ロセス１０４は、データを、いくつかの実施形態ではテキスト、テキストオフセット、ま
たは他のシンボルを含む署名に変換する。あるいは、システムは、レンダリングされた文
書からの文書署名抽出の代替形態を実行する。署名は、いくつかの実施形態において可能
なテキスト転写のセットを表す。このプロセスは、例えば、検索プロセスおよびコンテク
スト解析１１０が、取得が起こり得るいくつかの候補文書を識別し、したがって元の取得
の可能な解釈を狭めた場合等、他の段階からのフィードバックに影響され得る。
【００２７】
　後処理１０６段階は、認識プロセスの出力を獲得し、有用となるように、それをフィル
タまたはそれに対して他の該当する操作を実行することができる。実装されている実施形
態によって、この段階において、例えば、ユーザの意図を伝達するために十分な情報をそ
れ自体に含むフレーズまたはシンボルが取得された場合等、後の段階と無関係に直ちにと
られるいくつかの直接実行１０７を推測することができることがある。これらの場合には
デジタル副本文書を参照する必要も、またシステムに知らせる必要さえない。
【００２８】
　しかしながら、一般に、次の段階は検索に使用するためのクエリー１０８またはクエリ
ーのセットを構築することであろう。クエリー構築のいくつかの側面は使用される検索プ
ロセスによる場合があり、そのため次の段階まで実行できないが、明らかに誤認識された
、または不適切な文字の除去等、一般には事前に実行され得るいくつかの操作があるだろ
う。
【００２９】
　クエリーは、検索およびコンテクスト解析段階１１０に渡される。ここで、システムは
任意で、元のデータが取得された文書を識別しようと試みる。そうするために、システム
は一般に、検索インデックスおよび検索エンジン１１２、ユーザについての知識１１４お
よびユーザコンテクストまたは取得が行われたコンテクストについての知識１１６を使用
する。検索エンジン１１２は、特にレンダリングされた文書について、それらのデジタル
副本文書について、およびウェブ（インターネット）プレゼンスを有する文書についての
情報を用いる、かつ／またはインデックスを付けることができる。これらのソースの多く
から読み出すのに加えてこれらに書き込むこともでき、既に述べたように、例えば、候補
文書についてのその知識に基づいて、認識システム１０４に言語、フォント、レンダリン



(10) JP 5238249 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

グおよび次に来そうな単語についての情報を与えることによって、プロセスの他の段階へ
情報を供給することができる。
【００３０】
　状況次第で、次の段階は識別された文書のコピーを取り込む１２０。文書１２４のソー
スは、例えばローカルファイリングシステムまたはデータベースもしくはウェブサーバか
ら直接的にアクセス可能であるか、もしくは、認証、セキュリティ、または支払いを強制
するかもしれない、または文書の所望のフォーマットへの変換等、他のサービスを提供で
きる、いくつかのアクセスサービス１２２を介して接触される必要がある場合がある。
【００３１】
　システムのアプリケーションは、余分の機能またはデータの、文書の一部またはすべて
との関連付けを利用することができる。例えば、第１０．４項で論じられる広告アプリケ
ーションは、特定の広告メッセージまたはサブジェクトの、文書の一部との関連付けを使
用することができる。この余分の関連機能性またはデータは、文書における１つ以上のオ
ーバーレイと考えることができ、本明細書では「マークアップ」と称される。次いで、プ
ロセス１３０の次の段階は、取得されたデータに関連するあらゆるマークアップを識別す
ることである。該当するマークアップは、文書のユーザ、起案者、または発行者、もしく
は他の何らかの関係者によって提供されることができ、いくつかのソース１３２から直接
的にアクセス可能であってよく、あるいはいくつかのサービス１３４によって発生してよ
い。様々な実施形態において、マークアップは、レンダリングされた文書および／または
レンダリングされた文書に対する、もしくはこれらの文書のいずれかまたは両方の群に対
するデジタル副本に関連してよく、またはそれらに適用されてよい。
【００３２】
　最後に、初期段階の結果として、いくつかのアクションがとられてもよい１４０。これ
らは見つかった情報を単に記録する等のデフォルトアクションであってよく、データまた
は文書に依存してよく、またはマークアップ解析から導出されたものであってよい。時に
はアクションが単にデータを別のシステムに渡す場合もあるであろう。レンダリングされ
た文書内の一定時点における取得に適した様々な可能なアクションが、関連ディスプレイ
上、例えばローカルディスプレイ３３２上、コンピュータディスプレイ２１２上もしくは
携帯電話またはＰＤＡディスプレイ２１６上に、メニューとしてユーザに対して提示され
る場合があるであろう。ユーザがメニューに応答しない場合、デフォルトアクションがと
られる場合がある。
【００３３】
　２．２．コンポーネント
　図２は、一般的な動作環境という状況におけるシステムの一般的な実装に含まれるコン
ポーネントのコンポーネント図である。図示するように、動作環境は、１つ以上の光学ス
キャン取得装置２０２または音声取得装置２０４を含む。いくつかの実施形態において、
同一のデバイスは両方の機能を実行する。各取得装置は、直接配線または無線接続のいず
れかを使用して、もしくは、有線または無線接続を使用して通信を行うことができ、後者
は一般的に無線基地局２１４を含むネットワーク２２０を介して、コンピュータ２１２お
よび移動局２１６（例えば、携帯電話またはＰＤＡ）等システムの他の部分と通信を行う
ことができる。いくつかの実施形態において、取得装置は移動局に統合され、音声通信お
よび写真撮影のためにデバイスで使用されるいくつかの音声および／または光学コンポー
ネントを任意で共有する。
【００３４】
　コンピュータ２１２は、スキャン装置２０２および２０４からの指令を処理するための
コンピュータで実行可能な命令を含む記憶装置を含んでよい。例のように、指令は、識別
子（スキャン装置２０２／２０４の製造番号もしくはスキャナのユーザを部分的にまたは
一意に識別する識別子等）、スキャンコンテクスト情報（例えば、スキャン時刻、スキャ
ン位置等）および／またはスキャンされている文書を一意に識別するために使用されるス
キャンされた情報（テキスト文字列等）を含んでよい。代替の実施形態において、動作環
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境は多かれ少なかれコンポートを含んでよい。
【００３５】
　検索エンジン２３２、文書ソース２３４、ユーザアカウントサービス２３６、マークア
ップサービス２３８、および他のネットワークサービス２３９も、ネットワーク２２０上
で利用可能である。ネットワーク２２０は、企業イントラネット、公衆インターネット、
携帯電話ネットワークまたは他の何らかのネットワーク、もしくは上記のいかなる相互接
続であってもよい。
【００３６】
　デバイスが互いに連結される方式にかかわらず、それらは既知の商取引および通信プロ
トコル（例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ））に従って動作可能である。様々な
実施形態において、スキャン装置２０２、コンピュータ２１２、および移動局２１６の機
能および性能は、完全に、または部分的に、１つのデバイスに統合されてよい。したがっ
て、スキャン装置、コンピュータ、および移動局という用語は、当該デバイスが、スキャ
ン装置２０２、コンピュータ２１２、および移動局２１６の機能または性能を組み込むか
否かによって、同一のデバイスをいうことができる。また、検索エンジン２３２、文書ソ
ース２３４、ユーザアカウントサービス２３６、マークアップサービス２３８、および他
のネットワークサービスのいくつかまたはすべての機能は、これらのデバイスおよび／ま
たは図示されていない他のデバイスのいずれにおいて実装されてもよい。
【００３７】
　２．３．取得装置
　上述のように、取得装置は、レンダリングされた文書から画像データを取得する光学ス
キャナを使用して、もしくはユーザの口頭によるテキストの読み上げを取得する音声記録
装置、または他の方法を使用して、テキストを取得することができる。取得装置のいくつ
かの実施形態は、バーコード等の機械可読コードを含む、画像、グラフィカルシンボルお
よびアイコン等を取得することもできる。当該デバイスは非常に単純で、ただトランデュ
ーサ、いくつかの記憶領域、およびデータインターフェースのみからなり、システムのど
こか他の場所にある他の機能性に依存しているか、またはさらにフル装備のデバイスであ
ってよい。例として、この項では、光学スキャナに基づき、適当な数の特徴を持つデバイ
スを説明する。
【００３８】
　スキャナは、画像を取得しデジタル化する既知のデバイスである。写真式複写機業界の
副産物である最初のスキャナは、文書のページ全体を一度に取得する比較的大きなデバイ
スであった。近年、ペン型の携帯用デバイス等、便利なフォームファクタの携帯光学スキ
ャナが導入されてきた。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナを使用して、レンダリングされた文書から
、テキスト、グラフィック、またはシンボルをスキャンすることができる。携帯スキャナ
は、レンダリングされた文書から、テキスト、シンボル、グラフィック等を取得するスキ
ャン要素を有する。紙に印刷された文書に加えて、いくつかの実施形態では、レンダリン
グされた文書は、ＣＲＴモニタまたはＬＣＤディスプレイ等の画面上に表示された文書を
含む。
【００４０】
　図３は、スキャナ３０２の実施形態のブロック図である。スキャナ３０２は、レンダリ
ングされた文書から情報をスキャンし、それを機械互換性のあるデータに変換するための
光学スキャンヘッド３０８および光学経路３０６、一般に、レンダリングされた文書から
スキャンヘッドへ画像を伝達するためのレンズ、口径または画像ルートを備える。スキャ
ンヘッド３０８は、電荷結合素子（ＣＣＤ）、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）撮像
素子、または別のタイプの光センサを組み込んでよい。
【００４１】
　マイクロホン３１０および関連回路は環境の音（話されている言葉を含む）を機械互換
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性のある信号に変換し、他の入力設備は、ボタン、スクロールホイール、またはタッチパ
ッド３１４等他の接触センサの形態で存在する。
【００４２】
　視覚ディスプレイまたは表示ライト３３２を介して、拡声器または他の音声変換器３３
４を介して、および振動モジュール３３６を介して、ユーザへのフィードバックが可能で
ある。
【００４３】
　スキャナ３０２は、場合によっては受信した信号を異なるフォーマットおよび／または
解釈に処理する、他の様々なコンポーネントと情報をやりとりするためのロジック３２６
を備える。ロジック３２６は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュ、または他の適合する記憶装
置等、関連する記憶領域３３０に格納されているデータおよびプログラム命令を読み出し
および書き込みするために動作可能であってよい。また、クロックユニット３２８からの
タイムシグナルを読み出してもよい。スキャナ３０２は、スキャンされた情報および他の
信号をネットワークおよび／または関連コンピュータ機器に伝えるためのインターフェー
ス３１６も含む。いくつかの実施形態において、スキャナ３０２はオンボード電源３３２
を有してよい。他の実施形態において、スキャナ３０２は、ユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ）接続等、別のデバイスへのテザー接続を動力源としてよい。
【００４４】
　スキャナ３０２の一使用例として、読者は、スキャナ３０２で新聞記事からいくつかの
テキストをスキャンすることができる。テキストは、スキャンヘッド３０８を介してビッ
トマップ画像としてスキャンされる。ロジック３２６は、クロックユニット３２８から読
み出された関連するタイムスタンプとともにビットマップ画像を記憶装置３３０に格納さ
せる。ロジック３２６は、それをテキストに変換するために、ビットマップ画像について
光学式文字認識（ＯＣＲ）または他のスキャン後処理を実行してもよい。ロジック３２６
は、任意で、例えば繰り返し発生する文字、シンボル、またはオブジェクトの位置を特定
するための畳み込みのようなプロセスを実行することによって画像から署名を抽出し、こ
れらの繰り返される要素の間にある他の文字、シンボル、またはオブジェクトの距離また
は数を決定することができる。読者は次いでビットマップ画像（または、スキャン後処理
がロジック３２６によって実行された場合、テキストまたは他の署名）を、インターフェ
ース３１６を介して関連するコンピュータにアップロードすることができる。
【００４５】
　スキャナ３０２の別の使用例として、読者は、マイクロホン３１０を音響取得ポートと
して使用して、記事からいくつかのテキストを音声ファイルとして取得することができる
。ロジック３２６は、音声ファイルを記憶装置３２８に格納させる。ロジック３２６は、
それをテキストに変換するために、音声ファイルについて音声認識または他のスキャン後
処理を実行することもできる。上記のように、読者は次いで音声ファイル（または、ロジ
ック３２６により実行されたスキャン後処理によって作り出されたテキスト）を、インタ
ーフェース３１６を介して関連するコンピュータにアップロードすることができる。
【００４６】
　第２部‐コアシステムのエリアの概要
　紙‐デジタル統合が一般的になるにつれて、現行の技術にはこの統合をさらにうまく利
用するため、またはそれをさらに効率的に実装できるようにするために変更され得る多く
の側面がある。この項では、それらの問題を明らかにする。
【００４７】
　３．検索
　文書の集合を検索することは、ワールドワイドウェブのように大きな集合でさえ、一般
ユーザにとって普通のことになってきて、ユーザはキーボードを使用して検索エンジンに
送信される検索クエリーを構築する。この項および次項では、レンダリングされた文書か
らの取得に由来するクエリーの構築および該当するクエリーを扱う検索エンジンの両方の
側面について論じる。
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【００４８】
　３．１．スキャン／スピーク／検索クエリー時のタイプ
　説明したシステムの使用は、一般に、上記の第１．２項で述べたものを含むいくつかの
方法のうちいずれかを使用して、レンダリングされた文書から取得される数単語で始まる
。入力が、それをテキストに変換するために何らかの解釈を必要とする場合、例えばＯＣ
Ｒまたはスピーチ入力の場合、文書集合を使用して認識プロセスを促進できるように、シ
ステム内においてエンドツーエンドフィードバックがあってよい。エンドツーエンドフィ
ードバックは、認識または解釈の近似を実行し、文書と一致する１つ以上の候補のセット
を識別し、次いで、候補文書内の可能な一致からの情報を使用して認識または解釈をさら
に洗練および制限することによって適用できる。候補文書は、推定関連性に従って（例え
ば、これらの文書内のスキャンを行った他のユーザの数、またはインターネット上でのそ
れらの人気に基づいて）重み付けされることができ、これらの重み付けはこの反復認識プ
ロセスに適用されることができる。
３．２．短いフレーズの検索
　数単語に基づく検索クエリーの選択力はこれらの単語の相対位置が既知である場合に大
幅に強化されるため、システムが集合内のテキストのロケーションを識別するために取得
される必要があるのは少量のテキストのみである。通常、入力テキストは、短いフレーズ
等の連続的な単語の配列であろう。
【００４９】
　３．２．１．短い取得から文書および文書内のロケーションを見つける
　フレーズが由来する文書の位置を特定することに加えて、システムは当該文書内のロケ
ーションを識別し、この知識に基づいてアクションをとることができる。
【００５０】
　３．２．２．ロケーションを見つける他の方法
　システムは、レンダリングされた文書において透かしまたは他の特別なマーキングを使
用する等による、文書およびロケーションを発見する他の方法を用いてもよい。
【００５１】
　３．３．検索クエリーへの他のファクタの組み込み
　取得されたテキストに加えて、他のファクタ（すなわち、ユーザＩＤ、プロファイル、
コンテクストについての情報）が、取得時刻、ユーザのＩＤおよび地理的位置、ユーザの
習慣および最近のアクティビティについての知識等、検索クエリーの一部を形成してよい
。
【００５２】
　文書ＩＤおよび前回の取得に関する他の情報は、特にそれらがごく最近のものである場
合、検索クエリーの一部を形成することができる。
【００５３】
　ユーザのＩＤは、取得装置、および／もしくはバイオメトリックまたは他の補足情報（
話し方、指紋等）に関連する一意識別子から判定することができる。
【００５４】
　３．４．検索クエリーにおける不信頼性の性質についての知識（ＯＣＲエラー等）
　検索クエリーは、使用される特定の取得方法において発生しそうなエラーのタイプを考
慮して構築されてよい。これの一例は、特定文字の認識において疑わしいエラーの表示で
あり、この場合には、検索エンジンはこれらの文字をワイルドカードとして処理するか、
それらに低い優先順位を割り当てることができる。
【００５５】
　３．５．パフォーマンスのためのインデックスのローカルキャッシング／オフライン使
用
　時に、取得装置は、データ取得時に検索エンジンまたは集合と通信を行えない場合があ
る。このため、デバイスのオフライン使用に役立つ情報は事前にデバイスへ、またはデバ
イスが通信を行える何らかのエンティティへダウンロードすることができる。集合に関連
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するインデックスのすべてまたは実質的部分をダウンロードできる場合もある。このトピ
ックについては、第１５．３項でさらに論じる。
【００５６】
　３．６．いかなる形態であれ、クエリーは記録され後に作用できる
　クエリーの通信および結果の受信に関連して遅延および費用が発生しそうな場合、この
プリロードされた情報は、ローカルデバイスのパフォーマンスを改善し、通信費を削減し
、役に立ち、かつ時宜を得たユーザフィードバックを提供することができる。
【００５７】
　通信が利用不可能である（ローカルデバイスが「オフライン」である）状況において、
クエリーは、保存され、通信が復旧すると同時にシステムの残りへ伝送されることができ
る。
【００５８】
　これらの場合、クエリーごとにタイムスタンプを伝送することが重要になり得る。取得
時刻は、クエリーの解釈において重大なファクタとなり得る。例えば、第１３．１項では
、取得時刻の重要性を初期取得に関連して論じている。取得時刻は常にクエリーが実行さ
れる時刻と同一ではないことに留意することが重要である。
【００５９】
　３．７．パラレル検索
　パフォーマンス上の理由から、単一の取得を受けて複数のクエリーが順に、または同時
に開始される場合がある。単一の取得を受けて、例えば新しい単語が取得に追加された際
に、または複数の検索エンジンを同時にクエリーするために、いくつかのクエリーが送信
される場合がある。
【００６０】
　例えば、いくつかの実施形態において、システムは、現在の文書の特別なインデックス
、ローカルマシン上の検索エンジン、企業ネットワーク上の検索エンジン、およびインタ
ーネット上のリモート検索エンジンにクエリーを送信する。
【００６１】
　特定の検索の結果は、他の検索の結果よりも高い優先順位を与えられる場合がある。
【００６２】
　与えられたクエリーに対する応答は、他の保留中のクエリーが過剰であることを示す場
合があり、これらは完了前に取り消される場合がある。
【００６３】
　４．紙と検索エンジン
　多くの場合、従来のオンラインクエリーを扱う検索エンジンは、レンダリングされた文
書に由来するクエリーも扱うことが望ましい。従来の検索エンジンは、説明したシステム
でそれらを使用するのにより適合するようにするために、多くの手法で強化または修正さ
れることができる。
【００６４】
　検索エンジンおよび／またはシステムの他のコンポーネントは、異なる、または余分の
特徴を有するインデックスを作成し、保持することができる。システムは、着信する紙由
来のクエリーを修正する、または結果として生じた検索においてクエリーが扱われる手法
を変更することができ、したがって、これらの紙由来のクエリーをウェブブラウザおよび
他のソースに打ち込まれたクエリーから生じたクエリーと区別することができる。また、
システムは、紙由来の検索によって結果が返された際に、他のソースからのものと比べて
異なるアクションをとるか、異なるオプションを提案することができる。これらのアプロ
ーチのそれぞれについて以下で論じる。
【００６５】
　４．１．インデックス作成
　多くの場合、紙由来または従来のクエリーを使用して同一のインデックスが検索され得
るが、インデックスは現在のシステムにおいて様々な手法で使用するために強化される場
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合がある。
【００６６】
　４．１．１．紙形態についての知識
　紙ベースの検索の場合に役立つ該当するインデックスに、余分のフィールドを追加する
ことができる。
【００６７】
　紙形態で文書アベイラビリティを表示するインデックスエントリ
　第１の例は、文書が存在すること、または紙形態で配布されていることが既知である、
フィールド表示である。システムは、クエリーが紙から生じたものである場合、該当する
文書に高い優先順位を与える場合がある。
【００６８】
　紙形態人気についての知識
　この例では、紙の文書の人気に関する（および、任意でこれらの文書内のサブ領域に関
する）統計データ―例えばスキャンアクティビティの量、発行者および他のソースによっ
て提供される発行部数等―を、該当する文書に高い優先順位を与える、デジタル副本文書
の優先順位を高める（例えば、ブラウザベースのクエリーまたはウェブ検索）等のために
使用する。
【００６９】
　レンダリングされたフォーマットについての知識
　別の重要な例は、文書の特別なレンダリングのレイアウトについての情報を記録するこ
とであってよい。
【００７０】
　例えば、ある本の特定の版に関して、インデックスは、改行および改ページがどこで発
生するか、どのフォントが使用されたか、あらゆる例外的な大文字化についての情報を含
んでよい。
【００７１】
　インデックスは、例えば画像、テキストボックス、テーブル、および広告等、ページ上
にある他の項目の近接についての情報を含んでもよい。
【００７２】
　元の意味情報の使用
　最後に、テキストの特定の部分が市場に出される項目に言及している、またはある段落
がプログラムコードを含む等、ソースマークアップから推測され得るが紙の文書において
明らかではない意味情報をインデックスに記録することもできる。
【００７３】
　４．１．２．取得方法の知識におけるインデックス作成
　インデックスの性質を修正できる第２のファクタは、使用されそうな取得のタイプにつ
いての知識である。光学スキャンによって開始された検索は、インデックスがＯＣＲプロ
セスにおいて混同しやすい文字を考慮に入れる場合、または文書内で使用されたフォント
についての何らかの知識を含む場合に利益となり得る。同様に、クエリーがスピーチ認識
から生じたものである場合、同音素に基づくインデックスは、はるかに効率的に検索され
得る。説明したモデルにおけるインデックスの使用に影響を及ぼし得るさらなるファクタ
は、認識プロセス中の反復フィードバックの重要性である。テキストが取得されている際
に検索エンジンがインデックスからのフィードバックを提供できる場合、取得の精度を大
幅に向上させることができる。
【００７４】
　オフセットを使用するインデックス作成
　第９項において説明したオフセットベース／自己相関ＯＣＲ方法を使用してインデック
スが検索される可能性が高い場合、いくつかの実施形態において、システムは適切なオフ
セットまたは署名情報をインデックス内に格納する。
【００７５】
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　４．１．３．複数のインデックス
　最後に、説明したシステムにおいて、多数のインデックスについて検索を行うことが一
般的であってよい。インデックスは、いくつかの機械または企業ネットワーク上で保持さ
れることができる。部分的なインデックスは、取得装置または取得装置に近い機械にダウ
ンロードされてよい。特定の関心、習慣、または許可を持つユーザまたはユーザの群につ
いて、分離インデックスが作成される場合がある。インデックスは、各ファイルシステム
、各ディレクトリ、ユーザのハードディスク上の各ファイルにさえ存在し得る。インデッ
クスは、ユーザおよびシステムによって発行およびサブスクライブされる。そこで、効率
的に配布、更新、マージ、および分離できるインデックスを構築することが重要になる。
【００７６】
　４．２．クエリーを扱う
　４．２．１．紙からの取得であることを知る
　検索エンジンは、紙の文書に由来する検索クエリーを認識した場合に異なるアクション
をとることができる。当該エンジンは、例えば、ある取得方法において現われそうなエラ
ーのタイプに対して、より耐性がある手法でクエリーを扱うかもしれない。
【００７７】
　クエリーに含まれる何らかの表示（例えば取得の性質を示すフラグ）からこれを推測で
きる場合があり、またはクエリー自体からこれを推測することができる（例えば、ＯＣＲ
プロセスに一般的なエラーまたは不確実性を認識することができる）。
【００７８】
　あるいは、取得装置から生じたクエリーは、他のソースから生じたクエリーとは異なる
チャネルまたはポートもしくは接続のタイプによってエンジンに到達することができ、そ
のように区別されることができる。例えば、システムのいくつかの実施形態では、クエリ
ーを専用ゲートウェイで検索エンジンへ送るであろう。したがって、検索エンジンは、紙
の文書由来の、専用ゲートウェイを通過するすべてのクエリーを把握している。
【００７９】
　４．２．２．コンテクストの使用
　以下の第１３項では、取得されたテキスト自体の外側にあるが、文書の識別において大
きな助力となり得る様々な異なるファクタについて説明する。これらは、最近のスキャン
の履歴、特定のユーザの長期的な読書習慣、ユーザの地理的位置およびユーザの特定の電
子文書の最近の使用等を含む。該当するファクタを、本明細書においては「コンテクスト
」と称する。
【００８０】
　コンテクストの一部は、検索エンジン自体によって扱われる場合があり、検索結果に反
映される場合がある。例えば、検索エンジンはユーザのスキャン履歴を追跡記録すること
ができ、このスキャン履歴を、従来のキーボードベースのクエリーと相互参照することも
できる。そのような場合、検索エンジンは、従来の検索エンジンのほとんどが行うよりも
多くの各個人ユーザについての状態情報を保持および使用し、検索エンジンとの各インタ
ラクションは、いくつかの検索および現在一般的であるよりも長い期間にわたり拡張する
と考えられてよい。
【００８１】
　コンテクストの一部は検索クエリー内において検索エンジンへ伝送されることができ（
第３．３項）、場合によっては、将来のクエリーにおいて役割を果たすよう、当該エンジ
ンに格納されることができる。最後に、コンテクストの一部はどこか別の場所で扱われる
ことが最も良く、検索エンジンによって生じた結果に適用されるフィルタまたは第２検索
となる。
【００８２】
　検索のために入力されるデータストリーム
　検索プロセスへの重要な入力は、ユーザのコミュニティが文書のレンダリング版とどの
ように情報のやりとりをするか―例えば、どの文書が最も広く、誰によって読まれている
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か―の、より広範なコンテクストである。最も頻繁にリンクされるページ、または過去の
検索結果から最も頻繁に選択されるページを返す検索エンジンには類似性がある。このト
ピックに関するこれ以上の議論については、第１３．４および１４．２項を参照のこと。
【００８３】
　４．２．３．文書サブ領域
　説明したシステムは、文書全体についての情報だけでなく、文書のサブ領域についての
情報、個別の単語に至るまでも発し使用することができる。現存する多くの検索エンジン
は、単純に文書または特定のクエリーに関連するファイルを位置付けることに集中する。
細粒なことに取り組み、文書内でロケーションを識別することができる検索エンジンは、
説明したシステムに重大な利益を提供するであろう。
【００８４】
　４．３．結果を返す
　検索エンジンは、現在保持しているさらなる情報の一部を使用して、返される結果に影
響を及ぼすことができる。
【００８５】
　システムは、ユーザがアクセスしたある文書を紙のコピーを所有していることの結果と
してのみ返すこともできる（第７．４項）。
【００８６】
　検索エンジンは、単なるテキストの取り込み以外にも、説明したシステムに適切な新し
いアクションおよびオプションを提案してもよい。
【００８７】
　５．マークアップ、注釈入力およびメタデータ
　取得‐検索‐取り込みプロセスを実行することに加えて、説明したシステムはまた、余
分の機能性を文書、特に文書内にあるテキストの特定のロケーションおよびセグメントと
関連付ける。この余分の機能は多くの場合、これに限らないが、その電子副本と関連付け
られることにより、レンダリングされた文書と関連付けられる。例として、ウェブページ
におけるハイパーリンクは、当該ウェブページのプリントアウトがスキャンされる際に同
一の機能性を有する場合がある。電子文書においては定義されていないが、どこか他の場
所で格納されるまたは発生する機能性もある。
【００８８】
　追加された機能性のこの層を、「マークアップ」と称する。
【００８９】
　５．１．オーバーレイ、静的と動的
　文書においてマークアップが「オーバーレイ」であるとして考える一手法は、文書また
はその一部についての情報をさらに提供し、またそれに関連するアクションを特定するこ
とができる。マークアップは人間に解読可能なコンテンツを含むことができるが、多くの
場合、ユーザに対して不可視であり、かつ／または機械使用を意図されている。例として
、レンダリングされた文書内の特定のエリアからユーザがテキストを取得する場合に付近
のディスプレイ上のポップアップメニューに表示されるオプション、または特定のフレー
ズの発音を示す音声サンプルが挙げられる。
【００９０】
　５．１．１．場合によりいくつかのソースから考えられる、いくつかの層
　いかなる文書も複数のオーバーレイを同時に有することができ、これらは様々なロケー
ションをソースとするものであってよい。マークアップデータは、文書の著者により、ま
たはユーザにより、もしくは他の何らかの関係者により、作成または提供されることがで
きる。
【００９１】
　マークアップデータは、電子文書に添付されてもよく、またはそれに埋め込まれてもよ
い。従来のロケーション（例えば、文書と同一の場所ではあるが異なるファイル名接尾辞
を持つ）で見つかる場合もある。マークアップデータは、元の文書を位置付けるクエリー
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の検索結果内に含まれる場合もあるし、同一の、または別の検索エンジンへの別々のクエ
リーによって見つかる場合もある。マークアップデータは、元の取得されたテキストもし
くは他の取得情報またはコンテクスト情報を使用して見つかる場合もあるし、文書および
取得位置についてのすでに推測された情報を使用して見つかる場合もある。マークアップ
データは、マークアップ自体が文書内に含まれていない場合であっても、文書内の特定さ
れたロケーションで見つかる場合がある。
【００９２】
　マークアップは、従来のＨＴＭＬウェブページ上でリンクする手法が多くの場合静的デ
ータとしてＨＴＭＬ文書内に埋め込まれているのと同様に、大部分は静的かつ文書に特有
であってよいが、マークアップは動的に発生し、かつ／または多数の文書に適用されても
よい。動的マークアップの例は、当該文書内で言及されている企業の最新の株価を含む文
書に添付された情報である。広く適用されているマークアップの例は、特定の言語の複数
の文書または文書の項において自動的に利用可能な翻訳情報である。
【００９３】
　５．１．２．パーソナル「プラグイン」層
　ユーザは、マークアップデータをインストール、またはその特定のソースをサブスクラ
イブし、したがって、特定の取得に対するシステムの応答をパーソナル化することもでき
る。
【００９４】
　５．２．キーワードとフレーズ、商標とロゴ
　文書内のいくつかの要素は、特定の文書内におけるそれらのロケーションよりもむしろ
それら自体の特性に基づいて、特定の「マークアップ」またはそれらに関連する機能性を
有することができる。例としては、ユーザを関心のある組織についてのさらなる情報にリ
ンクさせることができるロゴおよび商標に加えて、純粋にスキャンされることを目的とし
て文書内に印刷される特別なマークが挙げられる。これはテキスト中の「キーワード」ま
たは「キーフレーズ」にも当てはまる。組織は、それが関連する、または関連付けたい特
定のフレーズを登録し、それらに当該フレーズがスキャンされる場所であればどこでも利
用可能なある一定のマークアップを添付するかもしれない。
【００９５】
　いかなる単語、フレーズ等も、関連するマークアップを有してよい。例えば、システム
は、ユーザが「本」という単語、または本のタイトル、または本に関連するトピックを取
得した場合にはいつでも、ある一定の項目をポップアップメニュー（例えば、オンライン
書店へのリンク等）に追加してよい。システムのいくつかの実施形態において、デジタル
副本文書またはインデックスは、「本」という単語、または本のタイトル、または本に関
連するトピックの付近で取得が発生したか否か―およびシステム挙動がキーワード要素へ
のこの近接に従って修正されたか否かを判定するために閲覧される。先の例において、マ
ークアップは、非売テキストまたは文書を商取引のきっかけにできることに留意されたい
。
【００９６】
　５．３．ユーザ定義のコンテンツ
　５．３．１．マルチメディアを含む、ユーザコメントおよび注釈
　注釈は、文書に関連し得る別のタイプの電子情報である。例えば、ユーザは、後に音声
注釈として取り込むために、特定の文書についての当該ユーザの考えの音声ファイルを添
付することができる。マルチメディア注釈の別の例として、ユーザは、文書内で言及され
た場所の写真を添付することができる。ユーザは、概して文書に注釈を提供するが、シス
テムは他のソースからの注釈を関連付けることができる（例えば、ワークグループ内の他
のユーザは注釈を共有することができる）。
【００９７】
　５．３．２．校正による注記
　ユーザソースのマークアップの重要な例は、校正、編集、またはレビュープロセスの一
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部としての、紙の文書の注釈である。
【００９８】
　５．４．第三者コンテンツ
　先に述べたように、マークアップデータは多くの場合、文書の他の読者等、第三者によ
って提供されることができる。オンラインディスカッションおよびレビューは、特定の仕
事、ボランティアで寄稿される翻訳および説明に関するコミュニティ管理の情報として、
良い例である。
【００９９】
　第三者マークアップの別の例は、広告主により提供されるものである。
【０１００】
　５．５．他のユーザデータストリームに基づく動的マークアップ
　システムの何人かまたはすべてのユーザにより文書から取得したデータを解析すること
によって、コミュニティのアクティビティおよび関心に基づいてマークアップが発生し得
る。例として、実際に「この本を楽しんだ人は、・・・も楽しんだ」とユーザに教えるマ
ークアップまたは注釈を作成するオンライン書店が挙げられるかもしれない。マークアッ
プは匿名性が低くてもよく、ユーザに、当該ユーザが持つ連絡先リストの中でこの文書を
最近読んだ人を教えてもよい。データストリーム解析の他の例を、第１４項に含む。
【０１０１】
　５．６．外部イベントおよびデータソースに基づくマークアップ
　マークアップは、多くの場合、企業データベースからの入力、公衆インターネットから
の情報、またはローカルオペレーティングシステムにより収集された統計等、外部イベン
トおよびデータソースに基づくものであろう。
【０１０２】
　データソースはもっとローカルであってもよく、特にユーザのコンテクスト―当該ユー
ザのＩＤ、ロケーション、およびアクティビティについての情報を提供してよい。例えば
、システムは、ユーザの携帯電話と通信を行い、ユーザが最近電話で話した誰かに文書を
送信するためのオプションをユーザに与えるマークアップ層を提供するかもしれない。
【０１０３】
　６．認証、パーソナル化およびセキュリティ
　多くの場合、ユーザのＩＤは知られることになる。これが「匿名ＩＤ」である場合があ
り、その場合ユーザは例えば取得装置の製造番号のみで識別される。しかしながら、一般
に、システムがユーザについてはるかに詳細な知識を有し、システムをパーソナル化し、
ユーザ名でアクティビティおよび取引の実行を可能にするためにそれを使用することがで
きると予期される。
【０１０４】
　６．１．ユーザ履歴および「ライフライブラリ」
　最も単純かつ最も有用な機能の１つは、ユーザのために、当該ユーザが取得したテキス
ト、ならびに、見つかったあらゆる文書の詳細、当該文書内のロケーション、および結果
としてとられるあらゆるアクションを含む、当該取得に関するさらなる情報を記録に留め
ることである。
【０１０５】
　この格納された履歴は、ユーザおよびシステムの両方にとって有益なものである。
【０１０６】
　６．１．１．ユーザに関して
　ユーザには、「ライフライブラリ」という当該ユーザが読んで取得したすべての記録が
提示される場合がある。これは、単純に個人的関心のためのものであってもよいが、例え
ば、次の論文の参考文献となる資料を収集している研究者によってライブラリ内で使用さ
れてもよい。
【０１０７】
　状況次第で、ユーザは、自身が読んでいて関心があるものを他の人々が見ることができ
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るように、ウェブログと同様の方式でそれを発行すること等により、ライブラリを公共の
ものにしたいと希望してもよい。
【０１０８】
　最後に、ユーザが何らかのテキストを取得し、システムが直ちに取得に作用できない状
況において（例えば、文書の電子版がまだ利用可能でないため）、取得はライブラリに格
納され、自動的にまたはユーザ要求を受けて後に処理されることができる。ユーザは、新
しいマークアップサービスにサブスクライブし、それらを以前に取得されたスキャンに適
用することもできる。
【０１０９】
　６．１．２．システムに関して
　ユーザの過去の取得に関する記録は、システムにも有用である。システム操作の多くの
側面は、ユーザの読書習慣および履歴を知ることによって強化されることができる。最も
単純な例は、ユーザによって行われるいかなるスキャンも当該ユーザが最近においてスキ
ャンした文書から生じている可能性が高いことであり、特に前回のスキャンが過去数分の
間だった場合には、同一の文書からのものである可能性が極めて高い。同様に、文書が最
初から最後という順序で読まれている可能性も高い。したがって、英語の文書の場合、後
のスキャンは文書のずっと下で発生する可能性も高い。該当するファクタは、システムが
、曖昧な場合の取得のロケーションを確立するのを助けることができ、取得される必要が
あるテキストの量を削減することもできることである。
【０１１０】
　６．２．支払い、識別、および認証装置としてのスキャナ
　取得プロセスは概してある種のデバイス、一般には光学スキャナまたはボイスレコーダ
から始まるため、このデバイスは、ユーザを識別しある一定のアクションを許可するキー
として使用されることができる。
【０１１１】
　６．２．１．スキャナを電話または他のアカウントと関連付ける
　デバイスは、携帯電話または携帯電話アカウントに関連する他の何らかの手法に埋め込
まれてよい。例えば、スキャナはアカウントに関連するＳＩＭカードをスキャナに挿入す
ることによって、携帯電話アカウントに関連することができる。同様に、デバイスは、ク
レジットカードまたは他の支払いカードに埋め込まれてよく、または該当するカードがそ
れに接続されるための設備を有してもよい。したがって、デバイスは支払いトークンとし
て使用されることができ、レンダリングされた文書からの取得によって金融取引を開始す
ることができる。
【０１１２】
　６．２．２．スキャナ入力を認証に使用する
　スキャナは、特定のユーザまたはアカウントと関連する何らかのトークン、シンボル、
またはテキストをスキャンするプロセスを通じて、当該ユーザまたはアカウントに関連し
てもよい。また、スキャナは、例えばユーザの指紋をスキャンすることによって、バイオ
メトリック認証に使用されてもよい。音声ベースの取得装置の場合、システムは、ユーザ
の声紋を一致させることによって、またはユーザにある一定のパスワードまたはフレーズ
を言うよう要求することによって、ユーザを識別することができる。
【０１１３】
　例えば、ユーザが本からの引用をスキャンし、オンライン小売業者からその本を買うた
めのオプションを提案された場合、ユーザはこのオプションを選択することができ、次い
で取引を確認するために当該ユーザの指紋をスキャンするよう促される。
【０１１４】
　第１５．５および１５．６項も参照のこと。
【０１１５】
　６．２．３．セキュアスキャン装置
　ユーザを識別および認証するため、ならびにユーザに代わって取引を開始するために取
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得装置が使用される場合、デバイスとシステムの他の部分との間の通信がセキュアである
ことが重要である。デバイスと他のコンポーネントとの間の通信が傍受される、スキャナ
をまねた別のデバイス、いわゆる「中間者」攻撃のような状況に対して保護することも重
要である。
【０１１６】
　該当するセキュリティを提供するための技術は当該技術分野において十分に理解され、
様々な実施形態において、システム内のデバイスまたは他の場所にあるハードウェアおよ
びソフトウェアは該当する技術を実装するように構成される。
【０１１７】
　７．モデルおよび要素を発行する
　説明したシステムの利点は、多くのシステムの利益を得るために、文書を作成、印刷、
または発行する従来のプロセスを変更する必要がないことである。しかしながら、文書の
作成者または発行者―以後、単純に「発行者」と称する―は、説明したシステムをサポー
トするための機能性の作成を希望する場合があるという理由がある。
【０１１８】
　この項では、主として発行された文書自体について考察する。広告等、関連する他の商
取引についての情報は、「Ｐコマース」と題した第１０項を参照のこと。
【０１１９】
　７．１．印刷された文書のための電子ガイド
　システムは、印刷された文書が関連する電子存在を有するのを可能にする。従来、発行
者はＣＤ‐ＲＯＭを、さらなるデジタル情報、チュートリアルムービーおよび他のマルチ
メディアデータ、サンプルコードまたは文書、もしくはさらなる参考資料を含む本ととも
に出荷することが多い。また、一部の発行者は、正誤表、追加コメント、更新された参考
資料、参考文献および関連データのさらなるソース、ならびに他の言語への翻訳等、発行
後に更新され得る情報に加え、該当する資料を提供する特定の発行物に関連するウェブサ
イトを保持する。オンラインフォーラムによって、読者は発行物に関するコメントを寄稿
することができる。
【０１２０】
　説明したシステムは、該当する資料をレンダリングされた文書とかつてないほど密接に
関係させることができ、それらの発見およびそれらとのインタラクションをユーザにとっ
てより容易なものにすることができる。文書からテキストの一部を取得することにより、
システムは、文書に関連する、より具体的には文書の特定部分に関連するデジタル文書に
ユーザを自動的に接続することができる。同様に、ユーザは、テキストの項について論じ
るオンラインコミュニティ、または、他の読者による注釈および解説に接続されることが
できる。過去において、該当する情報は、一般に特定のページ番号または章を検索するこ
とにより、見つける必要があったと思われる。
【０１２１】
　これのアプリケーション例は、学術書のエリアにある（第１７．５項）。
【０１２２】
　７．２．印刷された文書に対する「サブスクライブ」
　いくつかの発行者は、新しい関連事項の通知を受けたい場合、また本の新版が発行され
た際、読者がサブスクライブできるメーリングストを有することができる。説明したシス
テムを使用すると、ユーザは特定の文書または文書の一部への関心をより容易に登録する
ことができ、発行者が該当するいかなる機能性の提供を検討する前であっても登録できる
場合がある。読者の関心は発行者へ提供され、場合によっては更新、さらなる情報、新版
、または、現存する本において関心を持たれていると確認されたトピックに関する全く新
しい発行物の提供する時期および場所についても影響を及ぼす。
【０１２３】
　７．３．特別な意味を持つ、または特別なデータを含む印刷マーク
　単純に文書内に既に存在するテキストの使用を通じて、システムの多くの側面が可能と
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なる。しかしながら、システムと連動して使用され得る知識のもとに文書が作り出される
場合、特別なマークの形態で余分の情報を印刷することにより、余分の機能性を追加して
もよく、これを使用してテキストまたは要求されたアクションをより密接に識別すること
ができ、またはシステムとの文書のインタラクションを強化することができる。最も単純
かつ最も重要な例は、文書がシステムを通じて確かにアクセス可能であるという読者への
表示である。例えば、この文書はそれに関連するオンラインディスカッションフォーラム
を有するということを示すために、特別なアイコンを使用してもよい。
【０１２４】
　該当するシンボルは純粋に読者を対象とすることができ、またはスキャンおよび何らか
のアクションを開始するために使用される際、システムによって認識されることができる
。シンボル内には、単なるシンボル以上のものを識別するために十分なデータを符号化す
ることができる。例えば、文書、編集、およびシンボルのロケーションについての情報を
格納することもでき、これらはシステムによって認識および読み出しされることができる
。
【０１２５】
　７．４．紙の文書の所有による権限付与
　印刷された文書への所有またはそれへのアクセスが、ユーザにある一定の特権、例えば
文書の電子コピーまたは追加資料へのアクセス等を与えるであろう状況がいくつかある。
説明したシステムを使用すると、該当する特権は、ユーザが単純に文書からテキストの一
部を取得した、または特別に印刷されたシンボルをスキャンした結果として付与されるこ
とができる。ユーザが文書全体を所有していたことをシステムが確認する必要がある場合
、特定のページから特定の項目またはフレーズ、例えば「４６ページ２行目」をスキャン
するよう、ユーザに促すかもしれない。
【０１２６】
　７．５．期限切れの文書
　印刷された文書が余分の資料および機能性へのゲートウェイである場合、該当する特徴
へのアクセスも期限付きである場合がある。有効期限後、ユーザはその特徴に再度アクセ
スするために、手数料を支払うか文書の新版を取得することを要求される場合がある。当
然ながら、紙の文書は依然として使用可能であるが、強化された電子機能性の一部を喪失
してしまう。これは、例えば、電子資料へのアクセスに対する手数料を受け取る、または
ユーザに時々新版を購入するよう要求することで発行者に利潤があるため、または、まだ
流通している旧版の印刷された文書に関連する不都合があるため、望ましい場合がある。
クーポンは、有効期限を有し得る商業文書のタイプの例である。
【０１２７】
　７．６．人気解析および発行決定
　第１０．５項では、著者への報酬と広告価格に影響する、システムの統計の使用につい
て論じる。
【０１２８】
　いくつかの実施形態において、システムは、紙の文書の使用からに加え、発行物に関連
する電子コミュニティにおけるアクティビティから発行物の人気を推測する。これらのフ
ァクタは、発行者が将来発行するものに関する決定を行う助力となることができる。例え
ば、現存する本において、ある章の人気が非常に高いと判明した場合、別冊を展開する価
値があり得る。
【０１２９】
　８．文書アクセスサービス
　説明したシステムの重要な側面は、文書のレンダリングされたコピーにアクセスできる
ユーザに、当該文書の電子版へのアクセスを提供する能力である。文書は、ユーザがアク
セスできるパブリックネットワークまたはプライベートネットワーク上で自由に利用でき
る場合がある。システムは、取得されたテキストを使用して文書を識別し、位置付け、か
つ取り込み、場合によってはそれをユーザの画面に表示するか、またはユーザの電子メー
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ル受信箱へ預ける。
【０１３０】
　文書を電子形態で利用可能であっても、様々な理由によりユーザからアクセスできない
場合がある。可能性としていくつか挙げるなら、文書を取り込むために十分な接続性がな
い場合がある、ユーザがそれを取り込む権利を与えられない場合がある、それに対するア
クセスを得ることに関連して費用がかかる場合がある、または文書が絶版になり、場合に
よっては新版に取って代わられる場合がある、等である。システムは、一般にこれらの状
況についてユーザへフィードバックを提供する。
【０１３１】
　第７．４項で述べたように、特定のユーザに対して付与されたアクセスの程度または性
質は、ユーザが既に文書の印刷されたコピーにアクセスできることが既知である場合には
、異なってよい。
【０１３２】
　８．１．認証された文書アクセス
　文書へのアクセスは、例えばユーザがセキュアなネットワークに接続されている場合、
特別なユーザ、または特定の基準を満たすユーザ、に制限される場合があり、もしくは、
ある一定の環境においてのみ利用可能な場合がある。第６項では、ユーザおよびスキャナ
の証明書が確立され得る手法のいくつかについて説明している。
【０１３３】
　８．２．文書購入‐著作権所有者の報酬
　一般の人々には自由に利用できない文書は、多くの場合、発行者または著作権保持者へ
の報酬として、手数料を支払うことによってアクセス可能であり続ける場合がある。シス
テムは、支払い設備を直接的に実装するか、または、第６．２項で説明したものを含む、
ユーザに関連する他の支払い方法を活用することができる。
【０１３４】
　８．３．文書エスクローおよび積極的な取り込み
　電子文書は一時的なものである場合が多く、レンダリングされた文書のデジタルソース
版は、現在は利用可能であるが、将来はアクセス不可能となる。システムは、ユーザがそ
れを要求していない場合であっても、ユーザに代わって現行版を取り込み、格納すること
ができ、したがって、ユーザが将来それを要求するはずのアベイラビリティを保証する。
これは、システムの使用、例えば、将来の取得を識別するプロセスの一部として検索する
ためにもそれを利用可能にする。
【０１３５】
　文書にアクセスするために支払いが要求されるイベントにおいて、信頼できる「文書エ
スクロー」サービスは、わずかな手数料の支払い時等に、ユーザがサービスから文書を要
求するならば、著作権保持者は将来、完全に報酬を得るという確約とともに、ユーザに代
わって文書を取り込むことができる。
【０１３６】
　文書が取得時に電子形態で利用可能でない場合、この趣旨での変形が実装され得る。ユ
ーザは、電子文書が後に利用可能になる必要がある場合、サービスが自身に代わって文書
の要求を提示する、またはその文書に対する支払いを行うことを許可することができる。
【０１３７】
　８．４．他のサブスクライブおよびアカウントとの関連付け
　支払いは、ユーザの現存する別のアカウントまたはサブスクライブとの関連付けに基づ
いて、放棄、削減または充足される場合がある。例えば、新聞の印刷版へのサブスクライ
バは、自動的に電子版を取り込む権利を与えられるかもしれない。
【０１３８】
　別の場合において、関連付けはそれほど直接的でない場合があり、ユーザはその雇用者
によって確立されたアカウントに基づいて、またはサブスクライバである友人が所有する
印刷されたコピーのスキャンに基づいて、アクセス権を付与される場合がある。
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【０１３９】
　８．５．写真式複写をスキャンおよび印刷に置き換える
　紙の文書からテキストを取得し、電子オリジナルを識別し、当該オリジナル、または取
得と関連する当該オリジナルの一部を印刷するプロセスは、以下のような多くの利点を持
つ従来の写真式複写の代替を形成する。
【０１４０】
　紙の文書は最終プリントアウトと同一のロケーションにある必要はなく、いかなる場合
でも同時にそこにある必要はない。
【０１４１】
　写真式複写プロセスによって文書、特に古く、脆弱で貴重な文書に生じた磨耗および損
傷は、回避され得る。
【０１４２】
　一般にコピーの質がずっと高い。
【０１４３】
　どの文書、または文書のどの部分が最も頻繁にコピーされているかについて記録に留め
ることができる。
【０１４４】
　プロセスの一部として、著作権保有者に支払いが行われる場合がある。
【０１４５】
　権限のないコピーは禁止されている場合がある。
【０１４６】
　８．６．写真式複写から貴重なオリジナルの位置を特定する
　法律文書、もしくは歴史的または他の特別な意義を有する文書の場合等、文書が特に貴
重な場合、人々は一般に、多くの場合何年もの間、それらの文書のコピーを使い、一方、
オリジナルは安全な場所に保管しておく。
【０１４７】
　説明したシステムは、例えばアーカイブ倉庫内に元の文書のロケーションを記録するデ
ータベースに連結されることができ、アーカイブされた元の文書を位置付けるために誰か
がコピーにアクセスするのを容易にしている。
【０１４８】
　９．テキスト認識技術
　光学式文字認識（ＯＣＲ）技術は従来、例えばページ全体を取得するフラットベッドス
キャナ等による、大量のテキストを含む画像に焦点を当ててきた。ＯＣＲ技術は、多くの
場合、有用なテキストを作り出すためにユーザによる相当な訓練および補正を必要とする
。ＯＣＲ技術は多くの場合、ＯＣＲを行う機械に相当な処理能力を要求し、一方、多くの
システムは辞書を使用し、それらは概して事実上無限の語彙について動作すると予期され
る。
【０１４９】
　説明したシステムにおいて、上記の従来の特性はすべて改善され得る。
【０１５０】
　この項ではＯＣＲに焦点を当てるが、論じた問題の多くは、他の認識技術、特にスピー
チ認識において直接的にマップすることができる。第３．１項で述べたように、紙から取
得するプロセスは、音声を取得するデバイスにユーザがテキストを読み上げることよって
実現できる。当業者であれば、画像、フォント、およびテキスト断片に関連して本明細書
で論じた原理は、多くの場合、音声サンプル、ユーザスピーチモデルおよび音素にも当て
はまることをよく理解するであろう。
【０１５１】
　９．１．適切なデバイスへの最適化
　説明したシステムとともに使用するためのスキャン装置は、多くの場合小型で、携帯型
で、かつ低電力であろう。スキャン装置は、一度に数単語しか取得できず、いくつかの実
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装においては、一度に文字全体どころか、テキストを横断する水平スライスを取得するこ
とさえできず、該当するスライスは、テキストを推測できる認識可能な信号を形成するた
めに綴じられているものである。スキャン装置は、極めて限られた処理能力または記憶領
域等を有する場合もあり、一方、いくつかの実施形態においては、ＯＣＲプロセス自体の
すべてを実行することができ、多くの実施形態は、場合によっては後で、取得した信号を
テキストに変換するための、より強力なデバイスへの接続に依存するであろう。最後に、
スキャン装置は、ユーザインタラクションのための極めて限られた設備を有する場合があ
り、そのため、いかなるユーザ入力の要求も後に延期する、または、現在一般的であるよ
りも大いに「最良推定」モードで動作する必要がある。
【０１５２】
　９．２．「不確実な」ＯＣＲ
　説明したシステム内のＯＣＲの主な新しい特性は、一般に、どこか別の場所に存在する
テキストの画像を調べ、これをデジタル形態で取り込むことができるという事実である。
テキストの正確な転写は、したがって常にＯＣＲエンジンから要求されるとは限らない。
ＯＣＲシステムは、場合によっては確率加重を含む、考えられる一致のセットまたはマト
リクスを出力することができ、デジタルオリジナルを検索するためにこれをまた使用する
ことができる。
【０１５３】
　９．３．反復ＯＣＲ‐推定する、明確にする、推定する・・・
　認識を実行するデバイスが、処理時に文書インデックスと接触できる場合、ＯＣＲプロ
セスは、それが進行するにつれて文書集合のコンテンツにより知らされることができ、実
質的により高い認識精度を提供する可能性がある。
【０１５４】
　該当する接続により、デジタルソースを識別するために十分なテキストが取得されたの
はいつであるかをデバイスがユーザに知らせることも可能となるであろう。
【０１５５】
　９．４．起こりそうなレンダリングの知識を使用する
　システムが文書の起こりそうな印刷レンダリングの側面についての知識を有する場合―
例えば、印刷に使用されるフォント書体、またはページのレイアウト、またはどの項がイ
タリック体になっているか等―これも認識プロセスにおいて助力となり得る。（第４．１
．１項）
　９．５．フォントキャッシュ‐ホスト上でフォントを決定する、クライアントにダウン
ロードする
　文書集合内の候補ソーステキストが識別されると、フォントまたはそのレンダリングは
認識を助けるためにデバイスへダウンロードされることができる。
【０１５６】
　９．６．自己相関および文字オフセット
　テキスト断片のコンポーネント文字は、文書署名として使用されるテキストの断片を表
すための最も評価されている手法であり得るが、テキスト断片の実際のテキストが使用さ
れる必要がないテキストのその他の代表例は、デジタル文書および／またはデータベース
においてテキスト断片の位置を特定しようとする際、もしくはテキスト断片の代表例を可
読形態にして明確にする際に、十分よく作用することができる。テキスト断片の他の代表
例は、実際のテキストが不足を表す利益を提供することができる。例えば、テキスト断片
の光学式文字認識は、断片全体の光学式文字認識に頼ることなくテキスト断片を検索およ
び／または再作成するために使用され得る、取得されたテキスト断片のその他の代表例と
は異なり、多くの場合エラーを起こしやすい。該当する方法は、現在のシステムで使用さ
れているいくつかのデバイスにより適切である場合がある。
【０１５７】
　当業者他は、テキスト断片の外観を説明する多くの手法があることを十分に理解するで
あろう。該当するテキスト断片の特徴付けは、ワード長、相対ワード長、文字高さ、文字
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幅、文字形状、文字頻度、トークン頻度等を含むことができるが、これらに限定されない
。いくつかの実施形態において、一致テキストトークン間のオフセット（すなわち、間に
あるトークンの数プラス１）は、テキストの断片を特徴付けるために使用される。
【０１５８】
　従来のＯＣＲは、フォント、文字構造および形状についての知識を使用してスキャンさ
れたテキストにおいて文字を判定しようと試みる。本発明の実施形態では異なり、認識プ
ロセスにおいて支援するためにレンダリングされた文書自体を使用する様々な方法を用い
る。これらの実施形態では「互いを認識する」ために文字（またはトークン）を使用する
。該当する自己認識を指す一手法は「テンプレートマッチング」であり、「畳み込み」と
類似している。該当する自己認識を実行するために、システムは、システム自体の上でテ
キストのコピーを水平にスライドさせ、テキスト画像のマッチング領域に気付く。先のテ
ンプレートマッチングおよび畳み込み技術は、様々な関連技術を包含する。トークン化す
るため、および／または文字／トークンを認識するためのこれらの技術を、文字／トーク
ンを一致させる際にそれ自体のコンポーネント部分と直接相関するためにテキストが使用
される場合、本明細書では「自己相関」と総称する。
【０１５９】
　自動相関を行う際は、一致する完全に接続された領域が関心対象である。これは、文字
（または文字の群）が同一の文字（または群）の他のインスタンスをオーバーレイする場
合に発生する。一致する完全に接続された領域は、コンポーネントトークンにテキストの
トークン化を自動的に提供する。テキストの２つのコピーが互いにすれ違う際、完璧な一
致が生じる領域（すなわち、垂直スライス中の全ピクセルが一致する）に気付かれる。文
字／トークンがそれ自体と一致する場合、このマッチングの水平延長（例えば、テキスト
の接続されたマッチング部分）も一致する。
【０１６０】
　この段階においては、スキャンされたテキスト内における同一のトークンの次の発生に
対するオフセットだけで、各トークンの実際のＩＤ（すなわち、トークン画像に対応する
特定の文字、数字またはシンボル、あるいはこれらの群）を判定する必要がないことに留
意すべきである。オフセット番号は、同一のトークンが次に発生するまでの距離（トーク
ンの数）である。トークンがテキスト文字列内において一意的である場合、オフセットは
ゼロ（０）である。このようにして発生したトークンオフセット配列は、スキャンされた
テキストを識別するために使用され得る署名である。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、スキャンされたトークンの文字列を決定されたトークン
オフセットは、それらのコンテンツのトークンオフセットに基づいて電子文書の集合にイ
ンデックスを付けるインデックスと比較される（第４．１．２項）。他の実施形態におい
て、スキャンされたトークンの文字列を決定されたトークンオフセットはテキストに変換
され、それらのコンテンツに基づいて、電子文書の集合にインデックスを付けるより従来
型のインデックスと比較される。
【０１６２】
　先に述べたように、取得プロセスが話された言葉の音声サンプルからなる場合、同様の
トークン相関プロセスをスピーチ断片に適用することができる。
【０１６３】
　９．７．フォント／文字「自己認識」
　従来のテンプレートマッチングＯＣＲは、スキャンされた画像を文字画像のライブラリ
と比較する。要するに、アルファベットは各フォントで格納され、新しくスキャンされた
画像は一致する文字を見つけるために格納された画像と比較される。プロセスは、概して
、正しいフォントが識別されるまで初期遅延を有する。ほとんどの文書が初めから終わり
まで同一のフォントを使用するため、その後のＯＣＲプロセスは比較的迅速である。した
がって、その後の画像は、最近識別されたフォントライブラリとの比較によってテキスト
に変換されることができる。
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【０１６４】
　最も一般的に使用されるフォントの文字の形状は関連している。例えば、ほとんどのフ
ォントにおいて、「ｃ」という文字と「ｅ」という文字は、「ｔ」と「ｆ」等のように視
覚的に関連している。ＯＣＲプロセスは、まだスキャンされていない文字のテンプレート
を構築するためにこの関係を使用することによって強化される。例えば、システムがスキ
ャンされた画像を比較するための画像テンプレートのセットを有さないような、以前は遭
遇したことのないフォントのテキストの短い文字列を、読者が紙の文書からスキャンする
場合、システムは、アルファベットの文字のすべてに遭遇したことがなくても、フォント
テンプレートライブラリを構築するために、ある一定の文字間の推定関係を活用すること
ができる。システムはその後、構築されたフォントテンプレートライブラリを使用して、
その後にスキャンされたテキストを認識し、構築されたフォントライブラリをさらに洗練
することができる。
【０１６５】
　９．８．認識されていない何か（グラフィックを含む）をサーバへ送信する
　検索プロセスにおいて、画像を使用に適合する形態に機械転写できない場合、後にユー
ザが使用するため、考えられる手動転写のため、または、後に異なるリソースがシステム
に利用可能になった際に処理するために、画像自体を保存することができる。
【０１６６】
　１０．Ｐコマース
　システムによって可能になるアクションの多くは、結果として何らかの商取引を引き起
こす。システムを介して紙から開始される商業活動を説明するために、本明細書では「Ｐ
コマース」というフレーズを使用する。
【０１６７】
　１０．１．物理的に印刷されたコピーから生じた文書の販売
　ユーザが文書からテキストを取得した場合、ユーザは当該文書を紙または電子形態のい
ずれかで購入するよう提案される場合がある。ユーザは、紙の文書において引用または言
及されたもの、または同様のサブジェクトものの、または同一の著者によるものといった
関連文書を提供される場合もある。
【０１６８】
　１０．２．紙によって開始または補助される他のものの販売
　テキストの取得は、他の商業活動と様々な手法でリンクされている場合がある。取得さ
れたテキストは、アイテムを販売するために明確にデザインされているカタログ内にあっ
てよく、この場合、テキストはアイテムの購入とかなり直接的に関連しているであろう（
第１８．２項）。テキストは広告の一部であってもよく、この場合、広告されているアイ
テムの販売が結果として起こり得る。
【０１６９】
　その他の場合において、ユーザは、推測され得る商取引への潜在的関心からその他のテ
キストを取得する。例えば、特定の国の小説セットの読者は、その国の祝日に関心がある
かもしれない。新車のレビューを読んでいる誰かは、その購入を検討しているかもしれな
い。ユーザは、結果として何らかの商業機会が自分に提示されること、または、それがそ
の取得アクティビティの副次的結果となり得ることがわかっているテキストの特定の断片
を取得する場合がある。
【０１７０】
　１０．３．販売を引き起こすアイテムのラベル、アイコン、製造番号、バーコードの取
得
　テキストまたはシンボルが、実際にアイテムまたはその包装に印刷されている場合があ
る。例としては、電子機器の後部または底面にあるラベル上に見られる製造番号または製
品ＩＤが挙げられる。システムは、当該テキストを取得することにより、１つ以上の同一
アイテムを購入するための便利な手法をユーザに提案することができる。また、マニュア
ル、サポート、または修理サービスが提供されることもある。
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【０１７１】
　１０．４．コンテクスト広告
　広告からのテキストの直接取得に加えて、システムは、レンダリングされた文書におい
て必ずしも明確ではないが、人々が読んでいるものに基づいた新しい種類の広告を可能に
する。
【０１７２】
　１０．４．１．スキャンコンテクストおよび履歴に基づく広告
　従来の紙の発行物において、広告には概して新聞記事のテキストと比較して大幅なスペ
ースを費やし、限られた数のそれらが配置されるのは特定の記事の周辺である。説明した
システムにおいて、広告は個別の単語またはフレーズと関連してよく、当該テキストを取
得すること、および場合によっては過去のスキャンの履歴を考慮することによって、ユー
ザが示した特定の関心に従って選択されてよい。
【０１７３】
　説明したシステムを使用すると、購入を特定の印刷された文書と関係付け、広告主が特
定の印刷された文書における広告の効果についてさらに多くのフィードバックを得ること
が可能である。
【０１７４】
　１０．４．２．ユーザコンテクストおよび履歴に基づく広告
　システムは、自身が使用するためのユーザコンテクストの他の側面についての大量の情
報を収集しており（第１３項）、ユーザの地理的位置の推定値がよい例である。該当する
データを使用して、システムのユーザに対して提示される広告を調整することもできる。
【０１７５】
　１０．５．報酬モデル
　システムは、広告主および販売業者への報酬の新しいモデルをいくつか可能にする。広
告主を含む、印刷された文書の発行者は、文書から発生した購入からいくらかの収入を受
け取ることができる。これは、元の印刷された形態で存在する広告であってもなくても真
実であってよく、発行者、広告主またはある第三者のいずれかによって電子的に追加され
たものであってよく、該当する広告のソースはユーザがサブスクライブしたものであって
よい。
【０１７６】
　１０．５．１．人気ベースの報酬
　システムによって発生した統計の解析は、発行物のある部分の人気を示すことができる
（第１４．２項）。例えば、新聞において、システムは、特定のページまたは記事を見る
のに読者が費やしている時間、もしくは特定のコラムニストの人気を示すかもしれない。
状況次第で、著者または発行者にとって、書かれた単語または配布されたコピーの数等の
もっと従来の評価指数よりも、読者のアクティビティに基づいて報酬を受け取ることが適
切である場合がある。あるサブジェクトについてのその著作物が頻繁に読まれる権威とな
りつつある著者は、将来のサブスクライブでは、同一数のコピーを販売したがめったに開
かれない著者とは違うと考えられるかもしれない。（第７．６項も参照のこと）
　１０．５．２．人気ベースの広告
　文書における広告についての決定は、読者層についての統計に基づくものであってもよ
い。最も人気のあるコラムニストの周辺の広告スペースは、割増料金で販売される場合が
ある。広告主は、文書が発行された後、それがどのように受け取られたかについての知識
に基づいて、何度か請求される、または報酬を支払われることさえあるかもしれない。
【０１７７】
　１０．６．ライフライブラリに基づくマーケティング
　第６．１および１６．１項で説明した「ライフライブラリ」またはスキャン履歴は、ユ
ーザの関心および習慣についての極めて価値のある情報のソースであってよい。適切なコ
ンテンツおよびプライバシーの問題に適用させて、該当するデータは商品またはサービス
の提供をユーザに知らせることができる。匿名の形態であっても、収集された統計は非常
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に有用となり得る。
【０１７８】
　１０．７．後日の販売／情報（利用可能な場合）
　広告および他の商取引の機会は、テキスト取得時、直ちにユーザに提示されない場合が
ある。例えば、小説の続編を購入する機会はユーザが小説を読んでいる時に利用可能とな
り得ないが、システムは続編が発行される当該機会をユーザに提示することができる。
【０１７９】
　ユーザは、購入または他の商取引に関するデータを取得することができるが、取得が行
われたときに取引を開始および／または完了しないことを選ぶことはできない。いくつか
の実施形態において、取得に関するデータはユーザのライフライブラリに格納され、これ
らのライフライブラリエントリは「アクティブ」のままであってよい（すなわち、取得が
行われると同時に利用可能なものと同様に次のインタラクションができる）。したがって
、ユーザはしばらく後に取得をレビューすることができ、任意で、当該取得に基づいて取
引を完了することができる。システムは元の取得がいつどこで発生したかを追跡記録する
ことができるため、取引に関わるすべての関係者が相応に報酬を支払われることができる
。例えば、ユーザがデータを取得した広告の隣に出た物語を書いた著者―および物語を発
行した発行者は、ユーザがそのライフライブラリを訪問し、履歴から当該特定の取得を選
択し、ポップアップメニュー（取得時刻に任意で提示されたメニューと同様または同一で
あってよい）から「アマゾンでこのアイテムを購入する」を選んだ６ヶ月後に、報酬を支
払われることができる。
【０１８０】
　１１．オペレーティングシステムとアプリケーションの統合
　現代のオペレーティングシステム（ＯＳ）および他のソフトウェアパッケージは、説明
されたシステムの使用に有利に利用されることができる。多くの特性を有し、その使用の
ためにより良いプラットフォームを提供するために様々な手法で修正してもよい。
【０１８１】
　１１．１．メタデータおよびインデックス作成へのスキャンおよび印刷関連情報の組み
込み
　現在およびこれからのファイルシステム、ならびにそれらの関連データベースは、多く
の場合、各ファイルに関連する様々なメタデータを格納する能力を有する。従来、このメ
タデータは、ファイルを作成したユーザのＩＤ、作成日時、最終修正、および最終使用等
を含んでいた。より新しいファイルシステムは、キーワード、画像特性、文書ソース、お
よび格納されるユーザコメント等の余分の情報を可能にし、いくつかのシステムにおいて
、このメタデータは恣意的に拡張されることができる。したがって、ファイルシステムを
使用して、現在のシステムを実装するのに有用となり得る情報を格納することができる。
例えば、説明したシステムを使用してどのテキストが、いつ、および誰によって紙から取
得されたかについての詳細のように、ある文書が前回印刷された日時はファイルシステム
によって格納されることができる。
【０１８２】
　オペレーティングシステムは、ユーザがローカルファイルをより容易に見つけることを
可能にする検索エンジン設備を組み込むことも始めている。これらの設備はシステムによ
って有利に使用されることができる。第３および４項で論じた検索関連の概念の多くは、
今日のインターネットベースおよび同様の検索エンジンだけでなく、すべてのパーソナル
コンピュータにも当てはまることを意味する。
【０１８３】
　特定のソフトウェアアプリケーションは、ＯＳによって提供される設備に加えて、シス
テムのサポートも含む場合がある。
【０１８４】
　１１．２．１取得装置をサポートするＯＳ
　取得装置の適用性は単一のソフトウェアアプリケーションを超えて拡張しているため、
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ペンスキャナ等の取得装置の使用が増加するにつれて、マウスおよびプリンタへのサポー
トが提供されたのとほぼ同一の手法で、それらのオペレーティングシステムへのサポート
を築くことが望ましくなるであろう。システムの動作の他の側面に関しても、同じことが
言えるであろう。以下に例をいくつか挙げる。いくつかの実施形態において、説明したシ
ステムの全体、またはそのコアは、ＯＳによって提供される。いくつかの実施形態におい
て、システムのサポートは、システムの側面を直接的に実装するものを含む他のソフトウ
ェアパッケージにより使用され得るアプリケーションプログラミングインターフェース（
ＡＰＩ）によって提供される。
【０１８５】
　１１．２．１．ＯＣＲおよび他の認識技術のサポート
　レンダリングされた文書からテキストを取得する方法のほとんどは、ソースデータ、一
般にスキャンされた画像または何らかの話された言葉を、システムにおいて私用するのに
適合するテキストとして解釈するために、何らかの認識ソフトウェアを必要とする。過去
においてＯＣＲの使用は一般に狭い範囲のアプリケーションに限られていたため、ＯＳが
ＯＣＲのサポートを含むことはあまり一般的でないが、一部のＯＳは、スピーチまたは手
書き文字認識のサポートを含む。
【０１８６】
　認識コンポーネントがＯＳの一部となるにつれて、ＯＳによって提供される他の設備を
もっとうまく利用することができるようになる。多くのシステムは、例えばスペリング辞
書、文法解析ツール、国際化および地方化設備を含み、特に、よく遭遇する単語およびフ
レーズを含むよう特定のユーザのためにカスタマイズされ得たため、それらはすべてその
認識プロセスのために、説明したシステムによって有利に用いられることができる。
【０１８７】
　オペレーティングシステムがフルテキストインデックス作成設備を含む場合、第９．３
項で説明したように、これらを使用して認識プロセスに知らせることもできる。
【０１８８】
　１１．２．２．スキャン時にとられるアクション
　光学スキャンまたは他の取得が発生し、ＯＳに対して提示された場合、取得の所有権を
請求するサブシステムが他にないイベントにおいて、そのような状況でとられるデフォル
トアクションを有する場合がある。デフォルトアクションの例としては、代替の選択肢を
ユーザに提示すること、または、取得したテキストを検索設備に内蔵されたＯＳに提示す
ることが挙げられる。
【０１８９】
　１１．２．３．ＯＳは特定の文書または文書タイプ用のデフォルトアクションを有する
　レンダリングされた文書のデジタルソースが見つかった場合、ＯＳは、特定の文書、ま
たは当該分類の文書がスキャンされる場合にとる標準アクションを有する場合がある。ア
プリケーションおよび他のサブシステムは、ある一定のファイルタイプを扱うための能力
についてアプリケーションによって知らされるのと同様の方式で、特定タイプの取得の潜
在的なハンドラとしてＯＳに登録することができる。
【０１９０】
　レンダリングされた文書、または文書からの取得に関連するマークアップデータは、特
別なアプリケーション、パスアプリケーション引数、パラメータ、またはデータ等を開始
するための、オペレーティングシステムへの命令を含むことができる。
【０１９１】
　１１．２．４．標準アクションへのジェスチャおよびマッピングの解釈
　第１２．１．３項では、特に光学スキャンの場合における「ジェスチャ」の使用につい
て論じており、ここで、携帯用スキャナによって行われる特定の動きはテキストの領域の
開始および終了をマーキングする等の標準アクションを表すかもしれない。
【０１９２】
　これは、カーソルキーを使用してテキストの領域を選択しながらキーボード上のシフト
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キーを押下すること、または、文書をスクロールするためにマウスにホイールを使用する
こと等のアクションに類似している。ユーザによる該当するアクションは、ＯＳによって
システムワイドな手法で解釈される、十分に標準的なものであり、したがって一貫した挙
動を確実にする。スキャナジェスチャおよび他のスキャナ関連アクションについても同じ
であるのが望ましい。
【０１９３】
　１１．２．５．標準（および非標準）アイコン／テキスト印刷メニュー項目への応答を
設定する
　同様に、テキストのある一定のアイテムおよび他のシンボルは、スキャンされる際に標
準アクションを引き起こすことができ、ＯＳはこれらの選択を提供することができる。例
としては、いかなる文書におけるテキスト「［印刷］」のスキャンも、ＯＳに当該文書の
コピーを取り込み印刷させるだろうということが挙げられるかもしれない。ＯＳは、該当
するアクションを登録し、それらを特定のスキャンと関連付けるための手法を提供するこ
ともできる。
【０１９４】
　１１．３．スキャンに起因する一般的なアクティビティ用のシステムＧＵＩコンポーネ
ントにおけるサポート
　ほとんどのソフトウェアアプリケーションは、実質的に、ＯＳによって提供される標準
的なグラフィカルユーザインターフェースコンポーネントに基づく。
【０１９５】
　開発者がこれらのコンポーネントを使用することは、すべてのプログラマが単独で同一
の機能性を実装する必要なく、例えば、任意のテキスト編集コンテクストにおいて左カー
ソルキーを押下するとカーソルは左へ移動するはずであるというように、複数のパッケー
ジにわたり一貫した挙動を確実にするのに役立つ。
【０１９６】
　これらのコンポーネントにおける同様の一貫性は、テキスト取得または説明したシステ
ムの他の側面によってアクティビティが開始される場合に望ましい。以下に例をいくつか
挙げる。
【０１９７】
　１１．３．１．特定のテキストコンテンツを見つけるためのインターフェース
　システムの一般的な使用は、ユーザが紙の文書のあるエリアをスキャンすること、なら
びに、システムがそれを表示または編集できるソフトウェアパッケージにおいて電子副本
を開き、スキャンされたテキストを当該パッケージにスクロールおよびハイライトさせる
ことであってよい（第１２．２．１項）。このプロセスの第１の部分、電子文書を見つけ
て開くことは一般にＯＳによって提供され、ソフトウェアパッケージにわたって標準であ
る。しかしながら、第２の部分―文書内においてテキストの特定の一部分の位置を特定し
、パッケージにそれをスクロールおよびハイライトさせること―は未だ標準化されておら
ず、パッケージごとに異なる実装をされていることが多い。この機能性に関する標準ＡＰ
Ｉのアベイラビリティは、システムのこの側面の操作を大幅に強化することが可能である
。
【０１９８】
　１１．３．２．テキストインタラクション
　テキストの一部分が文書内において位置付けられると、システムは当該テキストにおい
て様々な操作を実行することを望む場合がある。例として、システムは周囲のテキストを
要求する場合があり、そのため、ユーザによる数単語の取得は結果としてシステムにそれ
らを含む文または段落全体へアクセスさせる可能性がある。ここでも、この機能性は、テ
キストを扱うソフトウェアの全部において実装されるのではなく、ＯＳによって有効に提
供され得る。
【０１９９】
　１１．３．３．コンテクスト（ポップアップ）メニュー
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　システムによって可能になる操作のいくつかはユーザフィードバックを要求し、これは
データを扱うアプリケーションのコンテクスト内において任意で要求される場合がある。
いくつかの実施形態において、システムは、従来は同一のテキストにおいて右マウスボタ
ンをクリックすることに関連するアプリケーションポップアップメニューを使用する。シ
ステムは、該当するメニューに余分のオブションを挿入し、それらを紙の文書のスキャン
等のアクティビティの結果として表示させる。
【０２００】
　１１．４．ウェブ／ネットワークインターフェース
　次第にネットワーク化されている今日の世界では、個別の機械において利用可能な機能
性のほとんどにネットワーク上でアクセスすることもでき、説明したシステムに関連する
機能性も例外ではない。例として、オフィス環境においては、ユーザが受け取った多くの
紙の文書は同一の企業ネットワーク上にある他のユーザの機械によって印刷されたもので
ある場合がある。１つのコンピュータ上のシステムは、取得を受けて、適切な許可制御を
適用し、当該取得に対応し得る文書用にそれらの他の機械をクエリーすることができる。
【０２０１】
　１１．５．文書の印刷が保存を引き起こす
　紙とデジタル文書の統合において重要なファクタは、両者の間の取引についてできる限
り多くの情報を保持することである。いくつかの実施形態において、ＯＳは、あらゆる文
書がいつ誰によって印刷されたかを簡単な記録に留める。いくつかの実施形態において、
ＯＳは、システムによる使用により適したものにする１つ以上のアクションをさらに行う
。例として以下のものが挙げられる。
【０２０２】
　それが印刷されたソースについての情報とともに印刷されたすべての文書のデジタルレ
ンダリング版を保存する。
【０２０３】
　将来スキャン解釈の助力となるかもしれない印刷版についての有効な情報―たとえば使
用されたフォントおよび改行が生じる場所―のサブセットを保存する。
【０２０４】
　あらゆる印刷されたコピーに関連するソース文書の版を保存する。
【０２０５】
　印刷時に自動的に文書のインデックス作成をし、将来の検索のために結果を格納する。
【０２０６】
　１１．６．（印刷済み／スキャン済み）マイドキュメント
　ＯＳは多くの場合、特定の意義を有するある一定のカテゴリのフォルダおよびファイル
を保持している。ユーザの文書は、仕様およびデザインによって、例えば「マイドキュメ
ント」フォルダ内で見つかる。標準ファイルオープンダイアログは、最近開かれた文書の
リストを自動的に含むことができる。
【０２０７】
　説明したシステムで使用するために最適化されたＯＳにおいて、該当するカテゴリは、
格納されたファイルの紙版とのユーザインタラクションを考慮に入れるという手法で強化
または増強され得る。「印刷済みマイドキュメント」または「最近読んだマイドキュメン
ト」等のカテゴリは、有効に識別され、その操作に組み込まれるかもしれない。
【０２０８】
　１１．７．ＯＳレベルマークアップ階層
　システムの重要な側面は一般に第５項で論じた「マークアップ」概念を使用して提供さ
れるため、ＯＳ自体に加えて複数のアプリケーションにアクセス可能な手法でＯＳによっ
て提供される該当するマークアップのサポートを有することは明らかに有利であろう。ま
た、マークアップの層は、その制御下における文書についての知識および提供可能な設備
に基づいて、ＯＳによって提供されることができる。
【０２０９】
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　１１．８．ＯＳ　ＤＲＭ装置の使用
　増えつつあるオペレーティングシステムは、何らかの形で「デジタル権利管理」、つま
り、特定のユーザ、ソフトウェアエンティティ、または機械に付与された権利に従って特
定のデータの使用を制御するための能力をサポートしている。それにより、例えば権限の
ないコピーまたは特定の文書の配布を阻止することができる。
【０２１０】
　１２．ユーザインターフェース
　システムのユーザインターフェースは、取得装置が比較的ダムでありケーブルによって
それに接続されている場合には完全にＰＣ上にあってよく、または、それが高性能であり
それ自体が大きな処理能力を持つ場合には完全にデバイス上にあってよい。何らかの機能
性が各コンポーネントに備わっている場合がある。システムの機能性の一部または全部が
、携帯電話またはＰＤＡ等の他のデバイス上で実装される場合もある。
【０２１１】
　したがって以下の項の説明は、ある一定の実装において望ましい場合があるものを表示
したものであるが、これらはすべてに必ずしも適切ではなく、いくつかの手法で修正され
ることができる。
【０２１２】
　１２．１．取得装置上で
　すべての取得装置について、しかし特に光学スキャナの場合、スキャン時のユーザの注
意は概してデバイスおよび紙に注がれるであろう。そこで、スキャンプロセスの一部とし
て必要とされるいかなる入力およびフィードバックも、ユーザの注意がどこか、例えばコ
ンピュータの画面上にあることを必要以上に要求しないことが極めて望ましい。
【０２１３】
　１２．１．１．スキャナにおけるフィードバック
　携帯型スキャナは、特定の状況についてユーザにフィードバックを提供する様々な手法
を有することができる。最も明らかなタイプは、スキャナが表示ライトまたはフルディス
プレイまで組み込む直接視覚的なもの、およびスキャナがビープ音、クリック音、または
他の音を鳴らすことができる聴覚的なものである。重要な代替としては、スキャナが振動
したり、ブンブンうなったり、またはユーザの触覚を刺激したりできる触覚フィードバッ
ク、および高性能のディスプレイへの光の有色点から何かを紙に投影することによりステ
ータスを示す投影フィードバックが挙げられる。
【０２１４】
　デバイスにおいて提供され得る重要な即時フィードバックは、以下を含む。
【０２１５】
　スキャンプロセスにおけるフィードバック―ユーザが速すぎる速度で、大きすぎる角度
でスキャンする、もしくは特定の行の上でのドリフトが高すぎるまたは低すぎる
　十分なコンテンツ―存在する場合、一致するものを見つけるために十分なスキャンが行
われた―非接続操作に重要
　既知のコンテクスト―位置を特定されたテキストのソース
　既知の固有コンテクスト―位置を特定されたテキストの１つの固有ソース
　コンテンツのアベイラビリティ―コンテンツがユーザに自由に利用可能か、または費用
がかかるかの表示
　通常システムの後の段階に関連するユーザインタラクションの多くは、例えば文書の一
部または全部を表示するための十分な能力を有する場合、取得装置において行われること
もできる。
【０２１６】
　１２．１．２．スキャナの制御
　デバイスは、基本的なテキスト取得に加えて、入力を提供するための様々な手法をユー
ザに提供することができる。デバイスが、キーボードおよびマウス等の入力オプションを
有するホストマシンと密接に関連している場合であっても、ユーザが例えばスキャナを操
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作することとマウスを使用することとの間で切り替えるのに混乱を生じさせる場合がある
。
【０２１７】
　携帯用スキャナは、ボタン、スクロール／ジョグホイール、タッチパネル、および／ま
たはデバイスの動きを検出するための加速度計を有してよい。これらのいくつかにより、
スキャナを保持しながらインタラクションのより豊富なセットが可能になる。
【０２１８】
　例えば、何らかのテキストのスキャンを受けて、システムはいくつかの一致することが
可能な文書のセットをユーザに提示する。ユーザは、スキャナの側面にあるスクロールホ
イールを使用してリストから１つを選択し、ボタンをクリックして選択を確認する。
【０２１９】
　１２．１．３．ジェスチャ
　紙全体にわたってスキャナを移動させる主な理由はテキストを取得することであるが、
いくつかの動きはデバイスによって検出され、ユーザの他の意図を示すために使用される
ことができる。該当する動きを、本明細書においては「ジェスチャ」と称する。
【０２２０】
　例として、ユーザは、従来の左から右の順序で最初の数単語を、最後の数単語を逆の順
序、すなわち右から左へスキャンすることによって、テキストの広範な領域を示すことが
できる。ユーザは、ページ内で数行にわたってスキャナを下に移動させることによって、
関心のあるテキストの垂直延長を示すこともできる。後方スキャンは前回のスキャン操作
の取り消しを示すかもしれない。
【０２２１】
　１２．１．４．オンライン／オフライン挙動
　システムの多くの側面は、スキャナとラップトップ型ホストコンピュータ等のシステム
のコンポーネント間の、または企業データベースおよびインターネット検索との接続の形
態で外部との、いずれかのネットワーク接続性に依存する場合がある。しかしながら、こ
の接続性は常に存在することはできず、したがってシステムの一部または全部が「オフラ
イン」であると見なされる場合もあるということになる。システムがそれらの状況で有効
に機能し続けられるようにすることが望ましい。
【０２２２】
　システムの他の部分と接触していない場合、デバイスを使用してテキストを取得するこ
とができる。極めて単純なデバイスは、取得に関連する、理想を言えばいつ取得されたか
を示すタイムスタンプに関連する画像または音声データを単に格納できるものである。様
々な取得は、デバイスが次に接触した際にシステムの残りの部分にアップロードされ、扱
われることができる。デバイスは、例えば光学スキャンに関連するボイス注釈、またはロ
ケーション情報等、取得に関連する他のデータをアップロードすることもできる。
【０２２３】
　より高性能なデバイスは、それら自体が接続を切られているにもかかわらず、システム
操作の一部または全部を実行することができる。そうするためのそれらの能力を改善する
ための様々な技術を、第１５．３項で論じる。オフライン中に所望のアクションの全部で
はなく一部が実行され得る場合も多くあるだろう。例えば、テキストは認識されることが
できるが、ソースの識別はインターネットベースの検索エンジンとの接続に依存する場合
がある。したがっていくつかの実施形態において、デバイスは接続性が復旧された際に効
率的に進めるために、残りのシステムに関して各操作がどの程度進行したかについて十分
な情報を格納する。
【０２２４】
　システムの操作は概して即時利用可能な接続性から利益を得るが、いくつかの取得を実
行し、その後それらをバッチとして処理することに利点があるという状況がいくつかある
。例えば、以下の第１３項で論じるように、特定の取得のソースの識別は、ほぼ同時にユ
ーザによって行われた他の取得を調べることによって大幅に強化され得る。ユーザに生の
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フィードバックが提供されている完全に接続されたシステムにおいて、現在のものを処理
している場合、システムは過去の取得を使用することしかできない。しかしながら、取得
がオフライン時にデバイスによって格納されたバッチの１つである場合、システムは、そ
の解析を行っている際に、初期の取得に加えて後の取得から利用可能なあらゆるデータを
考慮に入れることができるであろう。
【０２２５】
　１２．２．ホスト装置において
　スキャナは多くの場合、ユーザとのより詳細なインタラクションを含むシステムの機能
の多くを実行するために、ＰＣ、ＰＤＡ、電話、またはデジタルカメラ等、他の何らかの
デバイスと通信を行うであろう。
【０２２６】
　１２．２．１．取得を受けて実行されるアクティビティ
　取得を受け取ると、ホストデバイスは様々なアクティビティを開始することができる。
位置を特定した後にシステムによって実行される可能なアクティビティのリスト、ならび
に、取得および当該文書内のロケーションに関連する電子副本を以下に挙げる。
【０２２７】
　取得の詳細をユーザ履歴に格納することができる。（第６．１項）
　ローカル記憶領域またはリモートロケーションから文書を取り込むことができる。（第
８項）
　オペレーティングシステムのメタデータおよび文書に関連する他の記録を更新すること
ができる。（第１１．１項）
　次の関連操作を判定するために、文書に関連するマークアップを調べることができる。
（第５項）
　文書においてソフトウェアアプリケーションを編集、ビュー、または操作開始すること
ができる。アプリケーションの選択は、ソース文書、またはスキャンのコンテンツ、また
は取得の他の何らかの側面に依存する場合がある。（第１１．２．２、１１．２．３項）
　アプリケーションは、取得のロケーションへスクロール、そこをハイライト、挿入ポイ
ントをそこへ移動、またはそこを表示することができる。（第１１．３項）
　取得されたテキストの正確な範囲は、例えば、取得されたテキストの周囲の単語、文、
または段落全体を選択するように修正されることができる。（第１１．３．２項）
　取得テキストをクリップボードにコピーするため、もしくは、他の標準的なオペレーテ
ィングシステムまたはその上でのアプリケーション固有の操作を実行するためのオプショ
ンをユーザに与えることができる。
【０２２８】
　注釈入力は、文書または取得されたテキストに関連していてよい。これらは即時ユーザ
入力から生じてもよく、または、例えば光学スキャンに関連するボイス注釈の場合、初期
に取得されたものであってもよい。（第１９．４項）
　ユーザが選択するための将来可能な操作のセットを判定するために、マークアップを調
べることができる。
【０２２９】
　１２．２．２．コンテクストポップアップメニュー
　システムによってとられる適切なアクションは、明らかな場合もあるが、ユーザによっ
て行われる選択を必要とする場合もある。これを行うための１つの良い手法は、「ポップ
アップメニュー」の使用によるもの、または、コンテンツが画面にも表示されている場合
には、コンテンツ付近に現われるいわゆる「コンテクストメニュー」を使用するものであ
る（第１１．３．３項を参照）。いくつかの実施形態において、スキャナ装置は紙の文書
にポップアップメニューを投影する。ユーザは、キーボードおよびマウス等の従来の方法
を使用して、または取得装置の制御（第１２．１．２項）、ジェスチャ（第１２．１．３
項）を使用して、またはスキャナを使用してコンピュータディスプレイと情報をやりとり
することによって（第１２．２．４項）、該当するメニューを選択することができる。い
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くつかの実施形態において、取得の結果として現われ得るポップアップメニューは、ユー
ザが応答しない場合―例えば、ユーザがメニューを無視し、別の取得を行った場合―に生
じるアクションを表すデフォルト項目を含む。
【０２３０】
　１２．２．３．曖昧性の除去におけるフィードバック
　ユーザがテキスト取得を開始すると、始めはいくつかの文書または一致しそうな他のテ
キストロケーションがあるであろう。テキストの取得が進んで他のファクタが考慮に入れ
られると（第１３項）、候補ロケーションの数は実際のロケーションが識別されるまで減
少し、またはさらなる曖昧性の除去はユーザ入力なしには不可能である。いくつかの実施
形態において、システムは、例えばリスト、サムネイル画像、またはテキストセグメント
形態で、見つかった文書またはロケーションのリアルタイム表示を、および取得が継続す
るにつれて数を減少させるため、当該ディスプレイ内の要素の数を提供する。いくつかの
実施形態において、システムはすべての候補文書のサムネイルを表示し、ここでサムネイ
ルのサイズまたは場所は、それが正しい一致であるという可能性に依存する。
【０２３１】
　取得が一義的に識別されると、例えば音声フィードバックを使用して、この事実をユー
ザに対して強調することができる。
【０２３２】
　取得されたテキストが多くの文書に生じ、引用文として認識される場合がある。システ
ムは、例えば、元のソース文書の周辺に引用された参考資料を含む文書を分類することに
よって、これを画面上に示すことができる。
【０２３３】
　１２．２．４．画面からのスキャン
　いくつかの光学スキャナは、紙の上に加えて、画面上に表示されたテキストを取得する
ことができる。したがって、レンダリングされた文書という用語は、本明細書においては
、紙への印刷がレンダリングの唯一の形態ではないこと、および、システムによって使用
するためのテキストまたはシンボルの取得は、電子ディスプレイ上に当該テキストが表示
された際と等しく価値があり得ることを示すために使用される。
【０２３４】
　説明したシステムのユーザは、オプションのリストから選択するため等様々な他の理由
により、コンピュータ画面と情報をやりとりすることが必要な場合がある。スキャナを下
に置き、マウスまたはキーボードの使用を開始することは、ユーザにとって不便な場合が
ある。他の項では、スキャナ（第１２．１．２項）またはジェスチャ（第１２．１．３項
）における物理制御を、このツールの変更を要求しない入力の方法として説明したが、何
らかのテキストまたはシンボルをスキャンするために画面自体の上でスキャナを使用する
ことは、システムによって提供される重要な代替である。
【０２３５】
　いくつかの実施形態において、スキャナの光は、実際にテキストをスキャンする必要な
く、場合によってはコンピュータ上の特別なハードウェアまたはソフトウェアの助力によ
って、画面上でその場所を直接的に感知する、ライトペンと同様の方式での使用を可能に
する。
【０２３６】
　１３．コンテクスト解釈
　説明したシステムの重要な側面は、使用中の文書を識別するのを助けるための、テキス
トの文字列の単純な取得以外のファクタの使用である。適量のテキストの取得は、多くの
場合、文書を一意に識別することができるが、多くの状況において識別するのは少数の候
補文書である。１つの解決策は、スキャンされている文書を確認するようユーザに促すこ
とであるが、好ましい代替は、可能性を自動的に絞り込むために他のファクタを活用する
ことである。該当する補足情報は、取得される必要があるテキストの量を劇的に削減し、
かつ／または、電子副本内においてロケーションを識別できる信頼性および速度を高める
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ことができる。この余分の資料を「コンテクスト」と称し、これについては第４．２．２
項で簡単に論じた。ここではそれをさらに深く考察する。
【０２３７】
　１３．１．システムおよび取得コンテクスト
　おそらく、該当する情報の最も重要な例は、ユーザの取得履歴である。
【０２３８】
　特に前回の取得がここ数分の間に行われた場合、いかなる取得も前回と同一の文書、ま
たは関連文書から生じたものであることがほぼ確実である（第６．１．２項）。逆に、２
回のスキャンの間でフォントが変化したことをシステムが検出した場合、それらは異なる
文書から生じたものである可能性が高い。
【０２３９】
　ユーザの長期取得履歴および読書習慣も有用である。これらを使用して、ユーザの関心
および関連付けのモデルを開発することもできる。
【０２４０】
　１３．２．ユーザの実世界コンテクスト
　有用なコンテクストの別の例は、ユーザの地理的位置である。例えば、パリにいるユー
ザは「Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｔｉｍｅｓ」よりも「Ｌｅ　Ｍｏｎｄｅ」を読む傾向が強い。し
たがって、文書の印刷版のタイミング、サイズ、地理的配布が重要となる場合があり、シ
ステムの操作からある程度の推定が可能である。
【０２４１】
　例えば、通勤中にいつも１つのタイプの発行物を読み、昼食時または帰宅中の電車内で
異なる発行物を読むユーザの場合、時間帯も関連し得る。
【０２４２】
　１３．３．関連するデジタルコンテクスト
　より従来の手段により検索または取り込みされたものを含み、電子文書のユーザによる
最近の使用も役立つ表示となり得る。
【０２４３】
　企業ネットワーク上等では、他のファクタが有用であると見なされる場合がある。
【０２４４】
　最近印刷されたのはどの文書か
　企業ファイルサーバ上で最近修正されたのはどの文書か
　最近電子メールで送られたのはどの文書か
　これらの例はすべて、ユーザがそれらの文書の紙版を読んでいる可能性が高いことを示
唆しているかもしれない。対照的に、文書が備わっている収納庫が、その文書が印刷され
たことがない、または、印刷されるかもしれない場所へ送信されたことがないと断言する
ことができる場合、紙から発生するいかなる検索においても安全に削除されることができ
る。
【０２４５】
　１３．４．他の統計―グローバルコンテクスト
　第１４項では紙ベースの検索から結果として生じるデータストリームの解析について取
り上げているが、本明細書において、他の読者への文書の人気について、人気のタイミン
グについて、および最も頻繁にスキャンされる文書の部分についての統計はすべて、検索
プロセスにおいて有益となり得るさらなるファクタの例であることに留意すべきである。
システムは、紙の世界にＧｏｏｇｌｅタイプのページランキングの可能性をもたらす。
【０２４６】
　検索エンジンのためのコンテクストの使用に関する他の何らかの意味合いについては、
第４．２．２項を参照のこと。
【０２４７】
　１４．データストリーム解析
　システムの使用は、副次的な結果として非常に価値のあるデータストリームを発生させ
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る。このストリームは、ユーザがいつ何を読んでいるかについての記録であり、多くの場
合、ユーザが読んだものの中で特に価値があると感じるものについての記録である。該当
するデータは、紙の文書について以前は実際に利用可能ではなかった。
【０２４８】
　このデータがシステムにとって、およびシステムのユーザにとって有用となり得るいく
つかの手法については、第６．１項で説明する。この項では、その他の使用法に集中する
。当然ながら、人々が読んでいるものについてのデータの配布に関して考慮すべき実質的
なプライバシーの問題があるが、匿名性保護の問題は、当業者には既知である。
【０２４９】
　１４．１．文書追跡
　ある任意のユーザがどの文書を読んでいるかシステムが知っている場合、あるに任意の
文書を誰が読んでいるかをシステムが推測することもできる。これにより、例えば、誰が
いつそれを読んでいるか、どの程度広範にわたって配布されたか、配布にどのくらい時間
がかかったか、および、誰が現在版を見ていて、誰が未だ旧版のコピーを使っているかの
解析を可能にするための、組織を通じた文書の追跡が可能になる。
【０２５０】
　より広範に配布される発行された文書に関して、個別のコピーの追跡はより困難である
が、読者層の分布の解析は依然として可能である。
【０２５１】
　１４．２．読書ランキング―文書とサブ領域の人気
　ユーザが特に関心のあるテキストまたは他のデータを取得している状況において、シス
テムは、ある文書およびそれらの文書の特定のサブ領域の人気を推測することができる。
これは、システム自体に対し価値のある入力（第４．２．２項）、ならびに、著者、発行
者、および広告主にとって重要な情報ソース（第７．６項、第１０．５項）を形成する。
このデータは、検索エンジンおよび検索インデックスに統合されている―例えば、レンダ
リングされた文書から生じるクエリーの検索結果のランキングを助力するため、および／
または、ウェブブラウザに打ち込まれた従来のクエリーをランキングするのを助力するた
め―場合にも有用である。
【０２５２】
　１４．３．ユーザの解析―プロファイルを築く
　ユーザが何を読んでいるかという知識は、システムが、ユーザの関心およびアクティビ
ティの極めて詳細なモデルを作成することを可能にする。これは、抽象的な統計的基礎―
「この新聞を買うユーザの３５％は当該著者の最新本も読む」―において有用であり得る
が、以下で論じるような個人ユーザとの他のインタラクションも可能にする。
【０２５３】
　１４．３．１．ソーシャルネットワーキング
　例を１つ挙げると、１人のユーザを、関連の関心を有する他のユーザと接続するという
ものである。これらは、ユーザにとって既知の人々であってよい。システムは、大学教授
に「ＸＹＺ大学のあなたの同僚もこの新聞を読んだばかりだということを知っていました
か」と尋ねることができる。システムは、ユーザに「近隣で“Ｊａｎｅ　Ｅｙｒｅ”を読
んでいる他の人とリンクすることを希望しますか」と尋ねることができる。該当するリン
クは、物質世界またはオンラインのいずれかにおいて、ブッククラブまたは同様の社会構
造の自動形成の基礎となり得る。
【０２５４】
　１４．３．２．マーケティング
　第１０．６項では、製品およびサービスを、それらのシステムとのインタラクションに
基づいて、個人ユーザに提供するという考えについて既に述べた。例えば、現在のオンラ
イン書籍販売業者は、多くの場合、ユーザの前回の書籍販売業者とのインタラクションに
基づいてユーザに推薦を行う。該当する推薦は、それらが実際の本とのインタラクション
に基づいたものである場合に、よりいっそう有用となる。
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【０２５５】
　１４．４．データストリームの他の側面に基づいたマーケティング
　システムが、文書を発行する人々、それらを通じて広告をする人々、および紙から開始
される他の販売に影響を及ぼし得る、いくつかの手法について論じてきた（第１０項）。
一部の商業活動は、紙の文書との直接的なインタラクションを全く持たないが、それにも
関わらずそれらから影響を受ける場合がある。例えば、ある１つのコミュニティにいる人
々は、経済面よりもスポーツ面を読むのに時間を費やすという知識は、ヘルスクラブを設
立しようとしている誰かにとっては関心のあるものかもしれない。
【０２５６】
　１４．５．取得可能なデータのタイプ
　どの文書のどの部分を誰がいつどこで読んでいるか等の論じた統計に加えて、文書の位
置が特定されたか否かにかかわらず、取得されたテキストの実際のコンテンツを調べるこ
とも関心を集める場合がある。
【０２５７】
　多くの場合、ユーザは何らかのテキストを取得しているだけでもなく、結果として何ら
かのアクションを起こしているであろう。例えば、文書を参照して電子メールを送ろうと
しているかもしれない。ユーザまたは電子メールの受信者のＩＤについての情報がない場
合であっても、誰かがその文書を電子メールで送る価値があると見なしているという知識
は、極めて有用である。
【０２５８】
　特定の文書またはテキストの一部分の価値を推測するための上記様々な方法に加えて、
ユーザは状況次第で、それに格付けを割り当てることにより、価値を明確に示すであろう
。
【０２５９】
　最後に、ユーザの特定のセットが群を形成することが既知である場合、例えば、特定の
会社の従業員であることが既知である場合、当該群の集合統計を使用して、当該群にとっ
ての特定の文書の重要性を推測することができる。
【０２６０】
　１５．デバイス特徴および機能
　システムで使用する取得装置は、レンダリングされた文書からテキストを取得する手法
を必要とするにすぎない。前述したように（第１．２項）、この取得は、文書の一部の写
真を撮影すること、および、いくつかの単語を携帯電話キーパッドに打ち込むことを含む
様々な方法によって実現できる。この取得は、１～２行のテキストを同時に記録できる小
型携帯用光学スキャナ、または、ユーザが文書からテキストを読み込むボイスレコーダ等
の音声取得装置を使用して実現できる。使用されるデバイスは、これらの組み合わせ―例
えば、ボイス注釈も記録できる光学スキャナ―であってよく、取得機能性は、携帯電話、
ＰＤＡ、デジタルカメラ、または携帯音楽プレーヤー等の他のデバイスに内蔵されてもよ
い。
【０２６１】
　１５．１．入力および出力
　該当するデバイスのための、場合によっては有益となる追加の入力および出力設備の多
くについて、第１２．１項で説明した。それらは、入力用のボタン、スクロールホイール
およびタッチパッド、ならびに、出力用のディスプレイ、表示ライト、音声および触覚変
換器を含む。デバイスがそれらのうちの多くを組み込む場合もあれば、極めて少ない場合
もあるであろう。時に取得装置は、例えば無線リンクを使用して、既にそれらを有する別
のデバイスと通信を行うことができるであろうし（第１５．６）、時に取得機能性は、該
当する他のデバイスに組み込まれるであろう（第１５．７項）。
【０２６２】
　１５．２．接続性
　いくつかの実施形態において、デバイスは、システム自体の大部分を実装する。しかし
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ながら、いくつかの実施形態において、多くの場合デバイスは、ＰＣまたは他のコンピュ
ータ機器と、および通信設備を使用してより広範な世界と通信を行う。
【０２６３】
　多くの場合、これらの通信設備は、イーサネット（登録商標）、８０２．１１、または
ＵＷＢ等の汎用データネットワーク、もしくは、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ－１３９４（ファイヤ
ワイヤ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）、または赤外線等の標準的な周辺機器接続ネット
ワークの形態である。ファイヤワイヤまたはＵＳＢ等の有線接続が使用されている場合、
デバイスは同一の接続を通じて電力を受け取ることができる。状況次第で、取得装置は、
接続された機械がＵＳＢ記憶域装置等の従来の周辺機器であるように思われる場合がある
。
【０２６４】
　最後に、デバイスは、当該デバイスと連動して使用するため、または便利な記憶領域用
に、状況次第で別のデバイスと「ドッキング」する場合がある。
【０２６５】
　１５．３．キャッシングおよび他のオンライン／オフライン機能性
　第３．５および１２．１．４項では、非接続操作のトピックを取り上げた。取得装置が
システムの全機能性の限られたサブセットしか有しておらず、システムの他の部分と通信
を行っていない場合、利用可能な機能性は削減される可能性があるが、デバイスは依然と
して有用であり得る。最も単純なレベルでは、デバイスは取得されている生画像または音
声データを記録することができ、これは後に処理されることができる。しかしながら、ユ
ーザの利益のためには、可能であれば、取得されたデータは進行中のタスクに十分であり
そうか、それは識別されることができる、または識別可能でありそうか、および、データ
のソースは識別されることができる、または後に識別可能でありそうか、についてフィー
ドバックを与えることが重要である。その後ユーザは、それらの取得アクティビティが有
意義なものか否かを知るであろう。上記の事柄すべてが不明の場合であっても、ユーザが
後にそれらを参照することができるように、最低限でもやはり生データを格納することが
できる。例えばＯＣＲプロセスによってスキャンを認識することができない場合、ユーザ
にスキャンの画像が提示される場合がある。
【０２６６】
　利用可能なオプションの範囲の一部を示すために、幾分単純な光学スキャン装置および
さらにいっそうフル装備のものの両方を以下に説明する。多くのデバイスが両者の間の中
間地点を占める。
【０２６７】
　１５．３．１．シンプルスキャナ―ローエンドオフライン例
　シンプルスキャナは、テキストの行の長さに沿って移動する際にページからピクセルを
読み出すことができるスキャンヘッドを有する。スキャンヘッドは、ページに沿ってその
動きを検出し、動きについての何らかの情報とともにピクセルを記録することができる。
シンプルスキャナは、各スキャンをタイムスタンプすることを可能にするクロックも有す
る。クロックは、シンプルスキャナが接続性を有する場合、ホスト装置と同期される。ク
ロックは、実際の時間帯を表すことはできないが、ホストがスキャンの実際の時刻、また
は最悪の場合でもスキャン間での経過時間を推測できるように、そこから相対的時間を決
定することはできる。
【０２６８】
　シンプルスキャナは、任意のＯＣＲ自体を実行するために十分な処理能力を有さないが
、一般的なワード長、ワード間隔、およびフォントサイズに対するそれらの関係について
の基本知識はいくらか有している。シンプルスキャナは、スキャンが可読でありそうか、
ヘッドが紙全体にわたってあまりにも速く、遅く、または不正確に移動されていないか、
および、識別される文書に対し所定サイズの十分な単語がスキャンされたようであるとい
つ判定するのかをユーザに知らせる基本的な表示ライトを有する。
【０２６９】
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　シンプルスキャナはＵＳＢコネクタを有し、コンピュータ上のＵＳＢポートに差し込ま
れることができ、そこで再充電される。コンピュータには、タイプスタンプされたデータ
ファイルが記録されたＵＳＢ記憶域装置であると思われ、システムソフトウェアの残りの
部分はこの時点から引き継ぐ。
【０２７０】
　１５．３．２．シンプルスキャナ―ハイエンドオフライン例
　シンプルスキャナは、そのフル操作のための接続性にも依存するが、かなりの量のオン
ボードストレージ、および、オフライン中に取得されたデータについてよりよい判断をす
るのを助けることができる処理を有する。
【０２７１】
　テキストの行に沿って移動する際、取得されたピクセルは縫合され、テキストを認識し
ようと試みているＯＣＲエンジンへ渡される。ユーザが最も読む発行物から生じたものを
含む多数のフォントは、ＰＣ上にあるユーザのスペルチェッカー辞書と同期される辞書を
有しているため、このタスクを実行するのを助けるためにそれをダウンロードしており、
そのため頻繁に遭遇する多くの単語を含む。一般的な使用頻度である単語およびフレーズ
のリストもスキャナに格納される―これは辞書と組み合わせられる場合がある。スキャナ
は、認識プロセスを助けること、および、十分な量のテキストが取得されたのがいつかに
ついての判断を通知することの両方のために頻度統計を使用することができ、さらに頻繁
に使用されるフレーズは検索クエリーの基礎として有用である可能性が低い。
【０２７２】
　また、新聞の最近の号における記事および最も一般にユーザに読まれている定期刊行物
のためのフルインデックスは、ユーザが最近オンライン書籍販売業者から購入した本のた
めのインデックス、またはユーザがそこから数ヶ月以内にスキャンしたもののように、デ
バイスに格納されている。最後に、システムで利用可能なデータを有する数千の最も人気
のある発行物のタイトルは、他の情報がない場合、ユーザがタイトルをスキャンでき、特
定の作品からの取得が後に電子形態で取り込み可能でありそうか否かについての良い考え
を有することができるように、格納される。
【０２７３】
　スキャンプロセス中、システムは、取得されたデータが、接続性が復旧された際には電
子コピーを取り込むことができることを推定可能にするために十分な質と十分な性質であ
ったことをユーザに通知する。多くの場合、システムは、スキャンが成功したことは既知
であり、オンボードインデックスの１つにおいてコンテクストが認識されたこと、または
、関係する発行物がそのデータをシステムで利用可能なようにしていることは既知であり
、そのため後の取り込みは成功するはずであることをユーザに示す。
【０２７４】
　スーパースキャナは、ＰＣのファイヤワイヤまたはＵＳＢポートに接続されたクレード
ル内でドッキングされ、そのポイントでは、取得されたデータの更新に加えて、その様々
なオンボードインデックスおよび他のデータベースが、最近のユーザアクティビティおよ
び新しい発行物に基づいて更新される。スーパースキャナは、無線パブリックネットワー
クに接続するための、または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを介して携帯電話と、そこから該当す
る設備が利用可能な際にパブリックネットワークと通信を行うための設備も有する。
【０２７５】
　１５．４．光学スキャンのための特徴
　次に、光学スキャナ装置において特に望ましい場合がある特徴の一部について検討する
。
【０２７６】
　１５．４．１．柔軟な位置決めと便利な光学素子
　紙の人気を継続させている理由の１つは、例えばコンピュータが実行不可能または不便
である多種多様な状況におけるその使用の容易さである。ユーザの紙とのインタラクショ
ンの実質的部分を取得することを目的としているデバイスは、したがって使用時も同様に
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便利であるはずである。過去のスキャナはこうだったわけではなく、最も小型の携帯用デ
バイスでさえ、少々扱いにくいものであった。ページに接触するようにデザインされたも
のは、紙に対して正確な角度で支え、スキャンされるテキストの長さに沿って極めて慎重
に移動させる必要がある。これは事務机で営業報告書をスキャンする際には許容可能であ
るが、電車を待ちながら小説からフレーズをスキャンする際には実行不可能な場合がある
。紙から離れて動作するカメラタイプの光学素子に基づくスキャナも、状況に応じて同様
に有用となり得る。
【０２７７】
　システムのいくつかの実施形態では、紙と接触してスキャンするスキャナを使用し、当
該スキャナは、画像をページから光センサデバイスへ伝送するため、レンズの代わりに画
像ルート、光ファイバの束を使用する。該当するデバイスは、自然な位置で支えることが
できるように形作られることができ、例えば、いくつかの実施形態において、ページに接
触する部分は、ユーザの手が蛍光ペンを使用するのと同様の動きでページ上をより自然に
移動できるようにする楔形である。ルートは、紙に直接接触しているか、近接近している
かのいずれかであり、考えられる損傷からルートを守ることができる交換式の透明な選択
を有する場合がある。第１２．２．４項で述べたように、スキャナを使用して紙からに加
えて画面からスキャンすることができ、先端の材料は、該当するディスプレイへの損傷が
生じる確率を下げるように選ぶことができる。
【０２７８】
　最後に、デバイスのいくつかの実施形態は、ユーザがあまりにも速く、遅く、または不
規則にスキャンしている、もしくはスキャンされている行の上でのドリフトが高すぎるま
たは低すぎる場合、光、音、または触覚フィードバックの使用を通じて、スキャンプロセ
ス中にフィードバックをユーザに提供するであろう。
【０２７９】
　１５．５．セキュリティ、ＩＤ認証、パーソナライズ、および課金
　第６項で説明したように、取得装置は、セキュアな取引、購入、および他の様々な操作
のための識別および権限付与の重要な部分を形成することができる。したがって取得装置
は、該当する役割のため必要な回路およびソフトウェアに加えて、スマートカードリーダ
、ＲＦＩＤ、またはＰＩＮを打ち込むためのキーパッド等、それをよりセキュアにするこ
とができる様々なハードウェア特徴を組み込むことができる。
【０２８０】
　取得装置は、ユーザを識別するのに役立つ様々なバイオメトリックセンサを含んでもよ
い。例えば、光学スキャナの場合、スキャンヘッドは指紋を読み出すこともできる場合が
ある。ボイスレコーダの場合、ユーザの声紋を使用することができる。
【０２８１】
　１５．６．デバイス接続
　いくつかの実施形態において、デバイスは、隣接する他のデバイスとの関連付けを形成
し、自身の、またはそれらの機能性のいずれかを改善することができる。いくつかの実施
形態において、例えば、デバイスは、その操作についてより詳細なフィードバックを与え
るために、隣接するＰＣまたは電話を使用するか、またはそれらのネットワーク接続性を
使用する。一方、デバイスは、その役割において、他のデバイスによって実行される操作
を認証するためのセキュリティおよび識別装置として動作することができる。または単純
に、当該デバイスへの周辺機器として機能するための関連付けを形成することができる。
【０２８２】
　該当する関連付けの興味深い側面は、デバイスの取得設備を使用して開始および認証さ
れることができることである。例えば、公共コンピュータ端末に対しセキュアに自身の識
別を行いたいユーザは、端末画面の特定のエリアに表示されたコードまたはシンボルをス
キャンするために、スキャン設備を使用し、そのためキー転送をもたらすことができる。
音声記録装置によって拾い上げられた音声信号を使用して、類似のプロセスを実行するこ
とができる。
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【０２８３】
　１５．７．他のデバイスとの統合
　いくつかの実施形態において、取得装置の機能性は、既に使用中である他の何らかのデ
バイスに統合される。統合されたデバイスは、電源、データ取得および記憶領域、ならび
にネットワークインターフェースを共有することができる場合がある。該当する統合は、
単に便宜上、費用を削減するため、または、他の形では利用不可能な機能性を可能にする
ために行われる場合がある。
【０２８４】
　取得機能性が統合され得るデバイスのいくつかの例は、以下を含む。
【０２８５】
　マウス、スタイラス、ＵＳＢ「ウェブカム」カメラ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）ヘッ
ドセットまたはリモートコントロール等の現存する周辺機器
　ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤー、ボイスレコーダ、デジタルカメラまたは携帯電話等の別の
処理／記憶域装置
　利便性のためだけによく持ち運ばれる他のアイテム―時計、宝石、ペン、車のキーケー
ス
　１５．７．１．携帯電話統合
　統合の利益の例として、取得装置として修正された携帯電話の使用を検討する。
【０２８６】
　いくつかの実施形態において、電話ハードウェアは、テキスト取得が音声認識を通じて
的確に行われ得る場合、およびそれらが携帯電話自体によって処理される、または通話の
相手側のシステムによって扱われる、または将来の処理のために電話の記憶装置に格納さ
れることができる場合、システムをサポートするようには修正されない。現代の電話の多
くは、システムのいくつかの部分を実装することができるソフトウェアをダウンロードす
る能力を有する。しかしながら、該当する音声取得は、多くの場合、例えば相当な暗騒音
があり、最も良い状態であっても正確な音声認識が困難なタスクである場合、次善最適で
ある可能性が高い。音声設備は、音声注釈を取得するために使用するには最良であり得る
。
【０２８７】
　いくつかの実施形態において、多くの携帯電話に内蔵されているカメラを使用して、テ
キストの画像を取得することができる。通常はカメラのファインダーとして作用するであ
ろう携帯電話のディスプレイは、画像の質およびそのＯＣＲへの適合性についてのライブ
カメラ情報にオーバーレイすることができ、テキストのセグメント、およびＯＣＲが電話
機上において実行され得る場合はテキストの転写さえ、取得されている。
【０２８８】
　いくつかの実施形態において、電話機は、専用取得設備を追加するよう、もしくは、電
話機と通信を行っているクリップ式アダプタまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続周辺機器にお
いて該当する機能性を提供するよう、修正される。取得機構の性質がどのようなものであ
っても、現代の携帯電話との統合はその他多くの利点を有する。電話機はより広範な世界
との接続性を有し、このことは、クエリーはリモート検索エンジンまたはシステムの他の
部分に提示されることができ、また、文書のコピーは即時記憶またはビューのために取り
込まれることができることを意味する。電話機は、一般に、ローカルで実行されるシステ
ムの多くの機能のために十分な処理能力および適度な量のデータを取得するために十分な
記憶領域を有する。記憶領域の量は、多くの場合、ユーザによって拡張されることもでき
る。電話機は、ユーザにフィードバックを提供するための適度に優良なディスプレイおよ
び音声設備および、多くの場合、触覚フィードバックのための振動機能を有する。それら
は優良な電源も有する。
【０２８９】
　とくに重大なことに、それらはほとんどのユーザが既に持ち運んでいるデバイスである
。
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【０２９０】
　第３部‐システムのアプリケーション例
　この項では、システムおよびその上に築かれ得るアプリケーションの使用例を列挙する
。このリストは、純粋に例示的なものであって、包括的な意味ではないことを目的として
いる。
【０２９１】
　１６．パーソナルアプリケーション
　１６．１．ライフライブラリ
　ライフライブラリ（第６．１．１項も参照）は、サブスクライバが保存を希望するあら
ゆる重要な文書のデジタルアーカイブ、および、このシステムのサービスの実施形態のセ
ットである。重要な本、雑誌記事、新聞の切り抜き等は、すべてライフライブラリにデジ
タル形態で保存されることができる。また、サブスクライバの注釈、コメント、および注
記は、文書とともに保存されることができる。ライフライブラリには、インターネットお
よびワールドワイドウェブを介してアクセスできる。
【０２９２】
　システムは、サブスクライバのためにライフライブラリ文書アーカイブを作成し管理す
る。サブスクライバは、文書から情報をスキャンすることによって、または、サブスクラ
イバのライフライブラリに特定の文書を追加すべきであるとシステムに示すことによって
、サブスクライバがどの文書をライフライブラリに保存したいかを示す。スキャンされた
情報は、一般に文書からのテキストであるが、バーコードまたは文書を識別する他のコー
ドであってもよい。システムは、コードを受け入れ、それを使用してソース文書を識別す
る。文書が識別された後、システムは、ユーザのライフライブラリに文書のコピーを格納
するか、文書が取得され得るソースにリンクすることができる。
【０２９３】
　ライフライブラリシステムの一例は、サブスクライバが電子コピーを取得することを許
可されているか否かをチェックすることができる。例えば、記事が読者のライフライブラ
リに追加されるように、読者がＮｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ（ＮＹＴ）の記事のコピー
からテキストまたは識別子をスキャンした場合、ライフライブラリシステムは、読者がＮ
ＹＴのオンライン版をサブスクライブしているか否かＮＹＴを検証し；そうである場合、
読者は自身のライフライブラリアカウントに格納されている記事のコピーを入手し；そう
でない場合、文書を識別する情報および自身のライフライブラリアカウントに格納されて
いる注文の仕方を入手する。
【０２９４】
　いくつかの実施形態において、システムは、アクセス権限情報を含む各サブスクライバ
のサブスクライバプロファイルを保持する。文書アクセス情報はいくつかの方法でコンパ
イルされることができ、そのうちの２つは、１）サブスクライバが、自身のアカウント名
およびパスワード等とともに文書アクセス情報をライフライブラリシステムへ提供する方
法、または、２）ライフライブラリサブスクライバが資料へのアクセスを許可されている
場合、ライフライブラリサービスプロバイダがサブスクライバの情報によって発行者にク
エリーし、電子コピーへのアクセスを提供することによって発行者が応答する方法である
。ライフライブラリサブスクライバが文書の電子コピーを有することを許可されていない
場合、発行者はライフライブラリサービスプロバイダに価格を提供し、次いで当該プロバ
イダは電子文書を購入するためのオプションを顧客に提供する。許可されている場合、ラ
イフライブラリサービスプロバイダが発行者に直接支払い、後に顧客に請求するか、また
はライフライブラリサービスプロバイダが購入に対して直ちに顧客のクレジットカードに
請求するかのいずれかである。ライフライブラリサービスプロバイダは、取引を円滑にす
るために、購入価格の１パーセントまたは小額の固定料金を得ることになる。
【０２９５】
　システムは、文書をサブスクライバの個人ライブラリおよび／またはサブスクライバが
アーカイブできる特権を有するその他任意のライブラリにアーカイブすることができる。
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例えば、ユーザが印刷された文書からテキストをスキャンする際に、ライフライブラリシ
ステムはレンダリングされた文書およびその電子副本を識別することができる。ソース文
書が識別された後、ライフライブラリシステムは、ソース文書についての情報を、ユーザ
の個人ライブラリおよびサブスクライバがアーカイブできる特権を有するグループライブ
ラリに記録するかも知れない。グループライブラリは、あるプロジェクトについて共同作
業する群、学術研究者の群、ブループウェブログ等のための文書収納庫等の共同アーカイ
ブである。
【０２９６】
　ライフライブラリは、年代順、トピックごと、サブスクライバの関心のレベルごと、発
行物のタイプごと（新聞、本、雑誌、専門誌等）、どこで読まれるか、いつ読まれるか、
ＩＳＢＮ（国際標準図書番号）によって、またはデューイ１０進法によって等、多くの手
法で整理されることができる。一代替において、システムは、他のサブスクライバが同一
の文書をどのように分類したかに基づいて分類を学習することができる。システムは、ユ
ーザに分類を提供するか、ユーザのために文書を自動的に分類することができる。
【０２９７】
　様々な実施形態において、注釈は文書に直接挿入されてもよいし、別々のファイルに保
持されてもよい。例えば、サブスクライバが新聞記事からテキストをスキャンする場合、
記事はスキャンされたテキストをハイライトすることによって当該サブスクライバのライ
フライブラリにアーカイブされる。あるいは、記事は関連注釈ファイルとともに当該サブ
スクライバのライフライブラリにアーカイブされる（したがって、アーカイブされた文書
は修正されないままである）。システムの実施形態は、各サブスクライバのライブラリ内
のソース文書のコピー、多くのサブスクライバがアクセスできるマスターライブラリ内の
コピー、または発行者により保持されるコピーへのリンクを保管することができる。
【０２９８】
　いくつかの実施形態において、ライフライブラリは、ユーザの文書に対する修正（例え
ば、ハイライト等）および文書のオンライン版（どこか他の場所に格納されている）への
リンクのみを格納する。システムまたはサブスクライバは、サブスクライバがその後に文
書を取り込む際に変更を文書にマージする。
【０２９９】
　注釈が別々のファイルに保管されている場合、ソース文書および注釈ファイルがサブス
クライバに提供され、サブスクライバはそれらを組み合わせて修正された文書を作成する
。あるいは、システムは、サブスクライバに提示する前に、２つのファイルを組み合わせ
る。別の代替において、注釈ファイルは文書ファイルに対するオーバーレイであり、サブ
スクライバのコンピュータにおいてソフトウェアにより文書にオーバーレイされることが
できる。
【０３００】
　ライフライブラリサービスへのサブスクライバは、システムにサブスクライバのアーカ
イブを保持させるために月額を支払う。あるいは、サブスクライバはアーカイブに格納さ
れている各文書に対して小額（例えば、小額決済）を支払う。あるいは、サブスクライバ
は自身のアーカイブにアクセスするために、アクセスごとの料金を支払う。あるいは、サ
ブスクライバはライブラリをコンパイルすることができ、他者がライフライブラリサービ
スプロバイダおよび著作権保持者によって収益共有モデル上の資料／注釈にアクセスする
ことを可能にする。あるいは、ライフライブラリサービスプロバイダは、ライフライブラ
リサブスクライバが文書を注文した際に発行者から支払いを受け取る（発行者を持つ収益
共有モデル、ここでライフライブラリサービスプロバイダは発行者の収益の分配を得る）
。
【０３０１】
　いくつかの実施形態において、ライフライブラリサービスプロバイダは、著作権のある
資料に対する課金および請求を容易にするために、サブスクライバと著作権保持者（また
は、Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　Ｃｌｅａｒａｎｃｅ　Ｃｅｎｔｅｒ、ａ．ｋ．ａ．ＣＣＣ等、
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著作権保持者の代理店）との間の媒介として作用する。ライフライブラリサービスプロバ
イダは、サブスクライバの課金情報および他のユーザアカウント情報を使用して、この媒
介サービスを提供することができる。本来、ライフライブラリサービスプロバイダは、サ
ブスクライバに代わって著作権のある資料の購入を可能にするために、サブスクライバと
の既存の関係を活用する。
【０３０２】
　いくつかの実施形態において、ライフライブラリシステムは文書からの抜粋を格納する
ことができる。例えば、サブスクライバが紙の文書からテキストをスキャンする場合、ラ
イフライブラリにアーカイブされた文書全体よりも、スキャンされたテキストの周囲の領
域が抜粋されてライフライブラリに置かれる。これは、元のスキャンの状況を保つことに
よって、興味深い部分を見つけるためにサブスクライバが文書を再読するのを防止するた
め、文書が長い場合に特に有利である。当然ながら、紙の文書の電子副本全体へのハイパ
ーリンクは、抜粋資料に付属していてよい。
【０３０３】
　いくつかの実施形態において、システムは、著者、発行物タイトル、刊行日、発行者、
著作権保持者（または著作権保持者のライセンス代理店）、ＩＳＢＮ、文書のパブリック
注釈へのリンク、読書ランク等、ライフライブラリ内の文書についての情報も格納する。
文書についてのこのさらなる情報の一部は、紙の文書メタデータの形態である。第三者が
、一般の人々等自分たち以外の人によるアクセスのためにパブリック注釈ファイルを作成
することができる。他のユーザの注釈ファイルを読むことはサブスクライバの文書の理解
を促進するため、文書における第三者の解説にリンクすることは利点である。
【０３０４】
　いくつかの実施形態において、システムは分類によって資料をアーカイブする。この特
徴は、ライフライブラリサブスクライバが各紙の文書にアクセスすることなく紙の文書の
分類全体に迅速に電子副本を格納することを可能にする。例えば、サブスクライバがナシ
ョナルジオグラフィック誌のコピーから何らかのテキストをスキャンする場合、システム
はサブスクライバにナショナルジオグラフィックのバックナンバーをすべてアーカイブす
るためのオプションを提供する。サブスクライバがバックナンバーをすべてアーカイブす
ることを選んだ場合、ライフライブラリサービスプロバイダはナショナルジオグラフィッ
ク協会によってサブスクライバがそうすることを許可されているか否か検証する。許可さ
れていない場合、ライフライブラリサービスプロバイダはナショナルジオグラフィック誌
コレクションをアーカイブする権利の購入を仲介することができる。
【０３０５】
　１６．２．ライフセーバ
　ライフライブラリ概念の変形、またはその強化が「ライフセーバ」であり、ここでシス
テムはユーザによって取得されたテキストを使用して、ユーザのアクティビティについて
さらに推測する。特定のレストランのメニュー、劇場パフォーマンスのプログラム、特定
の鉄道駅の時刻表、または地方紙の記事のスキャンは、システムがユーザのロケーション
および社会活動についてさらに推測を行うことを可能にし、それらを記した自動日程表を
例えばウェブサイトとして構築する場合がある。ユーザは、日程表を編集および修正し、
写真等のさらなる資料を追加し、当然ながら、スキャンされた項目を再度見ることができ
るであろう。
【０３０６】
　１７．学術アプリケーション
　説明したシステムにサポートされている携帯スキャナは、学術的設定における多くの強
力な使用法を有する。それらは、生徒／教師インタラクションを強化し、学習経験を増強
することができる。いくつかある使用法の中で、生徒は自身の独自の必要性を適合するた
めに教材に注釈を入力することができ；教師は学業成績を監視することができ；また教師
は生徒の課題に引用されているソース資料を自動的に検証することができる。
【０３０７】
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　１７．１．子供向けの本
　本等の紙の文書との子供のインタラクションは、このシステムの実施形態の特別なセッ
トを用いるリテラシー獲得システムによって監視される。子供は、リテラシー獲得システ
ムの他の要素と通信を行う携帯スキャナを使用する。携帯スキャナに加えて、リテラシー
獲得システムは、ディスプレイおよびスピーカを有するコンピュータ、ならびにコンピュ
ータによってアクセス可能なデータベースを含む。スキャナは、コンピュータ（ハードワ
イヤド、短距離ＲＦ等）と連結されている。本の中で未知の単語を見ると、子供はスキャ
ナでそれをスキャンする。一実施形態において、リテラシー獲得システムは、単語を識別
するためにスキャンされたテキストをそのデータベース内のリソースと比較する。データ
ベースは、辞書、類語辞典、および／またはマルチメディアファイル（例えば、サウンド
、グラフィック等）を含む。単語が識別された後、システムはコンピュータスピーカを使
用して単語およびその定義を子供に対して発音する。別の実施形態において、単語および
その定義はリテラシー獲得システムによってコンピュータのモニタ上に表示される。スキ
ャンされた単語についてのマルチメディアファイルは、コンピュータおよびスピーカを通
じて再生されることもできる。例えば、「Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｔｈ
ｒｅｅ　Ｂｅａｒｓ」を読んでいる子供が「ｂｅａｒ（熊）」という単語をスキャンした
場合、システムは「ｂｅａｒ」という単語を発音し、熊についての短いビデオをコンピュ
ータのモニタ上に再生するかもしれない。このようにして、子供は書かれた単語の発音を
学習し、マルチメディアプレゼンテーションを介して単語が意味するものを視覚的に教わ
る。
【０３０８】
　リテラシー獲得システムは、学習プロセスを強化するために即時の聴覚的および／また
は視覚的情報を提供する。子供はこの補足情報を使用して、書かれた資料のより深い理解
を迅速に獲得する。システムを使用して、読書初心者に読むことを教える、子供がより豊
富な語彙を獲得するのに役立つこと等ができる。このシステムは、子供がよく知らない単
語についての情報、または子供がさらなる情報を希望するものについての情報を子供に提
供する。
【０３０９】
　１７．２．リテラシー獲得
　いくつかの実施形態において、システムは個人辞書をコンパイルする。読者が、新しい
、興味深い、もしくは特に有用または厄介なある単語を見た場合、当該読者は、それを（
その定義とともに）コンピュータファイルに保存する。このコンピュータファイルは読者
のパーソナル化された辞書となる。この辞書は、概して一般辞書よりサイズが小さいため
、移動局または関連デバイスにダウンロードすることができ、したがって、システムが直
ちにアクセス可能でない場合でも利用することができる。いくつかの実施形態において、
個人辞書エントリは、適切な単語の発音を支援するための音声ファイルおよび単語がスキ
ャンされた紙の文書がどれであるかを識別する情報を含む。
【０３１０】
　いくつかの実施形態において、システムは、生徒のためにカスタマイズされたスペルお
よび語彙テストを作成する。例えば、課題を読む際、生徒は携帯スキャナを使用してよく
知らない単語をスキャンすることができる。システムは、生徒がスキャンしたすべての単
語のリストを格納する。その後、システムは生徒のためにカスタマイズされたスペル／語
彙テストを関連モニタ上で行う（または関連プリンタ上で該当するテストを印刷する）。
【０３１１】
　１７．３．音楽指導
　譜表上の音符の配置は、テキストの行における文字の配列と同様である。このシステム
においてテキストを取得するためのものとして論じた同一のスキャン装置を使用して楽譜
を取得することができ、既知の楽曲のデータベースに対して検索を構築する類似のプロセ
スは、取得が発生した曲が識別され、次いで取り込まれ、再生される、または何らかのさ
らなるアクションの基礎となることを可能にするであろう。
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【０３１２】
　１７．４．盗用を検出する
　教師は、生徒の論文からテキストをスキャンして、スキャンされたテキストをシステム
に提示することにより、システムを使用して盗用を検出すること、またはソースを検証す
ることができる。例えば、生徒の論文内の引用が、当該生徒が引用したソースのものであ
ることを検証したいと希望する教師は、引用の一部をスキャンして、システムによって識
別された文書のタイトルと生徒によって引用された文書のタイトルを比較することができ
る。同様に、システムは、生徒のオリジナル作品として提出された課題からのテキストの
スキャンを使用して、テキストがオリジナルではなくコピーされたものであるか否かを暴
くことができる。
【０３１３】
　１７．５．高度な教科書
　いくつかの実施形態において、学術書からテキストを取得することは、生徒または職員
をさらに詳細な説明、さらなる練習問題、生徒と職員の教材についての議論、関連する過
去の例題、サブジェクトのさらなる読み上げ、サブジェクトについての講義の録音等にリ
ンクさせる（第７．１項も参照）。
【０３１４】
　１７．６．言語学習
　いくつかの実施形態において、システムは外国語を教えるために使用される。例えば、
スペイン語の単語をスキャンすることで、その英語での定義とともに単語をスペイン語で
読み上げさせるかもしれない。
【０３１５】
　システムは、新しい言語獲得プロセスを強化するために即時の聴覚的および／または視
覚的情報を提供する。読者はこの補足情報を使用して、資料のより深い理解を迅速に獲得
する。システムを使用して、学習初心者に外国語の読み方を教えること、生徒がより豊富
な語彙を獲得するのに役立つこと等ができる。システムは、読者がよく知らない、または
読者がさらなる情報を求める外国語の単語について情報を提供する。
【０３１６】
　新聞または本等の紙の文書との読者インタラクションは、言語スキルシステムにより監
視される。読者は、言語スキルシステムと通信を行う携帯スキャナを有する。いくつかの
実施形態において、言語スキルシステムは、ディスプレイおよびスピーカを有するコンピ
ュータ、ならびにコンピュータによってアクセス可能なデータベースを含む。スキャナは
、コンピュータ（ハードワイヤド、短距離ＲＦ等）と通信を行う。記事の中で未知の単語
を見ると、読者はスキャナでそれをスキャンする。データベースは、外国語辞書、類語辞
典、および／またはマルチメディアファイル（サウンド、グラフィック等）を含む。一実
施形態において、システムはスキャンされた単語を識別するために、スキャンされたテキ
ストをそのデータベース内のリソースと比較する。単語が識別された後、システムはコン
ピュータスピーカを使用して単語およびその定義を読者に対して発音する。いくつかの実
施形態において、単語およびその定義はいずれもコンピュータのモニタ上に表示される。
スキャンされた単語に関連する文法ルールについてのマルチメディアファイルは、コンピ
ュータおよびスピーカを通じて再生されることもできる。例えば、「ｓｐｅａｋ」という
単語がスキャンされた場合、システムは「ｈａｂｌａｒ」という単語を発音し、適切なス
ペイン語の発音を実演する短い音声クリップを再生し、「ｈａｂｌａｒ」の様々な活用の
完全なリストを表示するかもしれない。このようにして、生徒は書かれた単語の発音を学
習し、マルチメディアプレゼンテーションを介して単語のスペルを視覚的に教わり、動詞
の活用の仕方を学習する。システムは、よく使われるフレーズとともに「ｈａｂｌａｒ」
の適切な使用法についての文法ルールを提示することもできる。
【０３１７】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、当該ユーザの母国語以外の言語（またはユー
ザがまあまあよく知っている他の何らかの言語）で、レンダリングされた文書から単語ま
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たは短いフレーズをスキャンする。いくつかの実施形態において、システムは、ユーザの
「好ましい」言語の優先リストを保持する。システムは、レンダリングされた文書の電子
副本を識別し、文書内でスキャンのロケーションを判定する。システムはまた、ユーザの
好ましい言語の１つに翻訳された文書の第２の電子副本を識別し、元の文書内のスキャン
のロケーションに対応する翻訳された文書内のロケーションを判定する。対応するロケー
ションが正確にわからない場合、システムは、スキャンされたロケーションの対応するロ
ケーションを含む小さな領域（例えば、段落）を識別する。対応する翻訳されたロケーシ
ョンは次いでユーザに提示される。これは、ユーザにあらゆる俗語または単語対単語基準
で正確に翻訳するのが多くの場合難しい他の慣用語法を含む、スキャンされたロケーショ
ンにおける特定の使用法の正確な翻訳を提供する。
【０３１８】
　１７．７．研究資料を収集する
　特定のトピックを研究しているユーザは、印刷および画面上両方において、何らかの個
人アーカイブ内のトピックに関連するように記録したいと希望するかもしれないあらゆる
種類の資料に遭遇する場合がある。システムは、資料の任意の部分内にある短いフレーズ
をスキャンした結果として、このプロセスを自動にすることができ、そのサブジェクトに
ついての発行物への挿入に適合する参考文献を作成することもできるであろう。
【０３１９】
　１８．商用アプリケーション
　明らかに、商業活動はこの文書において論じられたほとんどすべてのプロセスから作り
上げられることができるが、本明細書においては、数少ない明らかな収益ストリームに集
中する。
【０３２０】
　１８．１．有料検索およびインデックス作成
　従来のインターネット検索エンジンは一般に電子文書の無料検索を提供し、インデック
ス内にコンテンツを含むコンテンツプロバイダへの請求も行わない。いくつかの実施形態
において、システムは、ユーザに対して請求を、かつ／もしくは検索エンジンおよび／ま
たはシステムの操作および使用に関連するコンテンツプロバイダに支払いを提供する。
【０３２１】
　いくつかの実施形態において、システムのサービスへのサブスクライバは、紙の文書の
スキャンから生じる検索のための使用料を支払う。例えば、株式仲買人は、Ｘ社によって
売り出される新製品についてのウォールストリートジャーナルの記事を読んでいる場合が
ある。紙の文書からＸ社の社名をスキャンし、必要な手数料の支払いに同意することによ
り、株式仲買人はシステムを使用して、アナリスト報告書等、会社についてのプレミアム
情報を取得するために、特殊なまたは独占のデータベースを検索する。システムは、例え
ば特定の日に発行された新聞のすべてがインデックスを作成され、街へ繰り出す時間まで
に利用可能となることを確認することによって、配置に紙形態で読まれる可能性が最も高
い文書のインデックス作成を優先させることもできる。
【０３２２】
　コンテンツプロバイダは、紙の文書から提示された検索クエリー内のある用語と関連す
るために手数料を支払う場合がある。例えば、一実施形態において、システムはプロバイ
ダについての追加コンテクスト（この場合、コンテンツプロバイダが結果リストを情報へ
移動するために使用料を支払ったコンテクスト）に基づいて、最も好ましいコンテンツプ
ロバイダを選ぶ。要するに、検索プロバイダは、コンテンツプロバイダとの既存の支払協
定に基づいて、紙の文書の検索結果を調節しているのである。第５．２項のキーワードお
よびキーフレーズの説明も参照のこと。
【０３２３】
　人々のある一定の群（クライアントまたは従業員等）に制限されるべき特定のコンテン
ツにアクセスする場合、該当するコンテンツはファイアウォールによって守られ、したが
って、概して第三者によるインデックス作成が不可能である場合がある。それにもかかわ
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らず、コンテンツプロバイダは守られたコンテンツへインデックスを提供することを希望
する場合がある。そのような場合、コンテンツプロバイダはサービスプロバイダに支払い
をして、システムサブスクライバにコンテンツプロバイダのインデックスを提供すること
ができる。例えば、法律事務所はクライアントの文書すべてにインデックスを作成するこ
とができる。文書は、法律事務所のファイアウォールの後ろに格納されている。しかしな
がら、法律事務所はその従業員およびクライアントが携帯スキャナを介して文書へのアク
セスを有し、それによってサービスプロバイダにインデックス（またはインデックスへの
ポインタ）を提供することを希望し、法律事務所の従業員またはクライアントが携帯スキ
ャナを介して紙をスキャンした検索用語を提示した場合、これが同様に法律事務所のイン
デックスを検索する。法律事務所は、この機能を可能にするために、従業員および／また
はクライアントのリストをサービスプロバイダのシステムに提供することができる、もし
くは、システムは、法律事務所のインデックスを検索する前に法律事務所にクエリーする
ことによってアクセスを検証することができる。先の例において、法律事務所によって提
供されたインデックスは、当該クライアントの文書にすぎず、法律事務所にあるすべての
文書のインデックスではないことに留意すべきである。したがって、サービスプロバイダ
は、法律事務所のクライアントに、法律事務所がクライアントのためにインデックス作成
した文書へのアクセスを付与することができるだけである。
【０３２４】
　紙の文書から生じる検索の結果となり得る少なくとも２つの別個の収益ストリームがあ
り、一方は検索機能からの、他方はコンテンツ配信機能からの収益ストリームである。検
索機能収益はスキャナユーザから支払われたサブスクリプション料から発生し得るが、検
索ごとの請求でも発生し得る。コンテンツ配信収益は、コンテンツプロバイダまたは著作
権保持者と共有され得る（サービスプロバイダは、配信ごとに、販売の歩合または小額決
済等の固定料金をとることができる）が、サブスクライバがオンラインカタログから注文
したすべてのアイテムに対してシステムが手数料または歩合を得て、サービスプロバイダ
が取引を媒介するか否かにかかわらず、システムが配信または寄稿した「照会」モデルに
よって発生する場合もある。いくつかの実施形態において、システムサービスプロバイダ
は、サブスクライバがコンテンツプロバイダから行ったすべての購入について、所定期間
の間、または識別された製品の購入が行われた後の任意の時に、収益を受け取る。
【０３２５】
　１８．２．カタログ
　顧客は、携帯スキャナを使用して紙のカタログから購入を行うことができる。サブスク
ライバは、カタログを識別する情報をカタログからスキャンする。この情報は、カタログ
からのテキスト、バーコード、またはカタログの別の識別子である。サブスクライバは購
入を希望する製品を識別する情報をスキャンする。カタログ郵送ラベルは、カタログベン
ダに対して顧客を識別する顧客識別番号を含んでよい。その場合、サブスクライバはこの
顧客識別番号もスキャンすることができる。システムは、顧客の選択および顧客識別番号
をベンダに提供することによってカタログ購入を容易にするために、サブスクライバとベ
ンダとの間の媒介として作用する。
【０３２６】
　１８．３．クーポン
　顧客は、紙のクーポンをスキャンし、クーポンの電子コピーを後の取り込みおよび使用
のためにスキャナ、またはコンピュータ等のリモートデバイスに保存する。電子記憶装置
の利点は、顧客が紙のクーポンを持ち運ぶ負担から解放されることである。さらなる利点
は、電子クーポンはいかなるロケーションからでも取り込みできることである。いくつか
の実施形態において、システムはクーポン有効期限を追跡し、まもなく期限切れとなるク
ーポンについて消費者に警告し、かつ／または期限切れのクーポンを記憶領域から削除す
ることができる。クーポンの発行者にとっての利点は、誰がクーポンを使用しているか、
ならびに、いつどこでそれらが取得および使用されたかについてさらにフィードバックを
受け取る可能性である。
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【０３２７】
　１９．一般アプリケーション
　１９．１．形態
　システムを使用して、紙の形態に対応する電子文書を自動投入することができる。ユー
ザは、紙の形態を一意に識別する何らかのテキストおよびバーコードにおいてスキャンす
る。スキャナは、形態の識別およびユーザを識別する情報を、隣接するコンピュータに伝
える。隣接するコンピュータはインターネット接続を有する。隣接するコンピュータは、
形態の第１のデータベースおよびスキャナのユーザについての情報を有する第２のデータ
ベース（サービスプロバイダのサブスクライバ情報データベース等）にアクセスすること
ができる。隣接するコンピュータは、第１のデータベースから紙の形態の電子版にアクセ
スし、第２のデータベースから取得したユーザの情報から、形態のフィールドを自動投入
する。隣接するコンピュータはその後、完成した形態を、対象とする受信者に電子メール
で送る。あるいは、コンピュータは、隣接するプリンタで完成した形態を印刷することが
できる。
【０３２８】
　いくつかの実施形態において、外部データベースにアクセスするよりも、システムは、
識別モジュール、ＳＩＭ、またはセキュリティカード等にユーザの情報を含む携帯スキャ
ナを有する。スキャナは、形態を識別する情報を隣接するＰＣに提供する。隣接するＰＣ
は、電子形態にアクセスし、形態に記入するために必要な任意の情報をスキャナにクエリ
ーする。
【０３２９】
　１９．２．名刺
　システムを使用して、紙の文書から電子アドレス帳または他の連絡先リストを自動的に
投入することができる。例えば、新しい知人の名刺を受け取った際、ユーザは名刺の画像
を当該知人の電話番号とともに取得することができる。システムは、名刺の電子コピーの
位置を特定し、携帯電話のオンボードアドレス帳を新しい知人の連絡先情報によって更新
するためにこれを使用することができる。電子コピーは、新しい知人について、名刺に詰
め込める以上の情報を含むことができる。さらに、オンボードアドレス帳は、電子コピー
へのいかなる変化も携帯電話のアドレス帳において自動的に更新されるように、電子コピ
ーへのリンクも格納することができる。この例において、名刺は任意で電子コピーの存在
を示すシンボルまたはテキストを含む。電子コピーが存在しない場合、携帯電話はＯＣＲ
および標準的な名刺フォーマットの知識を使用して、アドレス帳のエントリに新しい知人
を記入することができる。シンボルは、画像から直接的に情報を抽出するプロセスにおい
ても助力となり得る。例えば、名刺の電話番号の隣にある電話アイコンは、電話番号のロ
ケーションを決定するために認識されることができる。
【０３３０】
　１９．３．校正／編集
　システムは、校正および編集プロセスを強化することができる。システムが編集プロセ
スを強化する一手法は、紙の文書との編集者のインタラクションを、その電子副本にリン
クさせることによるものである。編集者が紙の文書を読み、文書の様々な部分をスキャン
する際、システムは紙の文書の電子副本に対して適切な注釈入力または編集を行うであろ
う。例えば、編集者がテキストの一部をスキャンし、スキャナで「新しい段落」制御ジェ
スチャを行う場合、スキャナと通信を行っているコンピュータは、文書の電子コピー内の
スキャンされたテキストのロケーションに「新しい段落」改行を挿入するであろう。
【０３３１】
　１９．４．ボイス注釈
　ユーザは、文書からテキストの一部をスキャンし、次いでスキャンされたテキストと関
連するボイス録音を行うことにより、文書に対してボイス注釈入力を行うことができる。
いくつかの実施形態において、スキャナはユーザのボイス注釈を録音するためのマイクロ
ホンを有する。口頭での注釈が録音された後、システムはテキストがスキャンされた文書
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を識別し、文書内においてスキャンされたテキストの位置を特定し、当該地点にボイス注
釈を添付する。いくつかの実施形態において、システムはスピーチをテキストに変換し、
テキストのコメントとして注釈を添付する。
【０３３２】
　いくつかの実施形態において、システムは、文書とともに保管されている注釈のみを参
照し、注釈を文書から離したままに保つ。注釈はその後、特定のサブスクライバまたはユ
ーザの群のための文書への注釈マークアップ層となる。
【０３３３】
　いくつかの実施形態において、各取得または関連注釈に関して、システムは文書を識別
し、ソフトウェアパッケージを使用してそれを開き、スキャンのロケーションまでスクロ
ールしてボイス注釈を再生する。その後ユーザは、ボイス注釈、推奨されている変更、も
しくは、自身または誰か他の人によって録音された他のコメントを参照しながら文書と情
報をやりとりすることができる。
【０３３４】
　１９．５．テキスト内のヘルプ
　説明したシステムを使用して、電子ヘルプメニューで紙の文書を強化することができる
。いくつかの実施形態において、紙の文書に関連するマークアップ層は、文書のためのヘ
ルプメニュー情報を含む。例えば、ユーザが文書のある部分からテキストをスキャンする
場合、システムは文書に関連するマークアップをチェックし、ユーザにヘルプメニューを
提示する。ヘルプメニューは、スキャナのディスプレイ上または関連の隣接するディスプ
レイ上に提示される。
【０３３５】
　１９．６．ディスプレイでの使用
　場合によっては、テレビ、コンピュータモニタ、または他の同様のディスプレイから情
報をスキャンできることが利点となり得る。いくつかの実施形態において、携帯スキャナ
はコンピュータモニタおよびテレビから情報をスキャンするために使用される。いくつか
の実施形態において、携帯光学スキャナは、ラスタライジング、画面ブランキング等の従
来のブラウン管（ＣＲＴ）ディスプレイ技術と連動するように最適化された明るさセンサ
を有する。
【０３３６】
　ユーザが文書からテキストを読み上げる音声を取得することによって動作する音声取得
装置は、一般に、当該文書が紙上、ディスプレイ上、または他の何らかの媒体上にあるか
否かにかかわらず動作するであろう。
【０３３７】
　１９．６．１．公衆ブースおよび動的セッションＩＤ
　ディスプレイの直接的スキャンの一使用法は、第１５．６項において説明したようなデ
バイスの関連付けである。例えば、いくつかの実施形態において、公衆ブースはそのモニ
タ上に動的セッションＩＤを表示する。ブースは、インターネットまたは企業イントラネ
ット等の通信ネットワークに接続されている。セッションＩＤは定期的に、しかし、新し
いセッションＩＤがすべてのユーザに対して表示されるよう、少なくともブースが使用さ
れるごとに変化する。ブースを使用するためには、サブスクライバはブースにおいて表示
されているセッションＩＤをスキャンし、セッションＩＤをスキャンすることによって、
ユーザはシステムに、印刷された文書からのスキャン、またはブース画面自体から生じた
コンテンツ配信のため、自身のスキャナを一時的にブースに関連付けたいと希望している
ことを告げる。スキャナは、セッションＩＤおよびスキャナを認証する他の情報（製造番
号、アカウント番号、または他の識別情報等）をシステムに直接伝えることができる。例
えば、スキャナは、ユーザの携帯電話（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）を介してユーザのス
キャナと対になっている）を通じてセッション開始メッセージを送信することによってシ
ステムと直接的に（ここで「直接的に」はメッセージにブースを通過させずにという意味
である）通信を行うことができる。あるいは、スキャナは、ブースとの無線リンクを確立
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し、（場合によってはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）等の短距離ＲＦを介して）セッション
開始情報をブースに転送することによってブースの通信リンクを使用することができ；そ
れに応えて、ブースはインターネット接続を介してシステムにセッション開始情報を送信
する。
【０３３８】
　システムは、デバイスがスキャナに関連する期間（またはセッション）中に、既にスキ
ャナに関連しているデバイスを他者が使用するのを防止することができる。この特徴は、
別の人物のセッションが終了する前に公衆ブースを他者が使用するのを防止するために有
用である。インターネットカフェにあるコンピュータの使用に関するこの概念の例として
、ユーザは自身が使用したいＰＣのモニタ上のバーコードをスキャンし；それに応えて、
システムは表示しているモニタにセッションＩＤを送信し；ユーザはモニタからセッショ
ンＩＤをスキャンする（または、携帯スキャナ上のキーパッドまたはタッチスクリーンま
たはマイクロホンを介してそれを入力する）ことによってセッションを開始し；システム
はそのデータベース内において、当該ユーザのスキャナのセッションＩＤを製造番号（ま
たは、ユーザのスキャナを一意に識別する他の識別子）と関連付けるため、当該ユーザの
セッション中は、別のスキャナがセッションＩＤをスキャンしモニタを使用することがで
きない。スキャナは、（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）等の無線リンク、ドッキングステー
ション等のハードワイヤドリンク等を通じて）モニタに関連するＰＣと通信を行っている
、または、携帯電話等の別の手段を介して直接的に（すなわち、ＰＣを通過せずに）シス
テムと通信を行っている。
【０３３９】
　第４部‐システムおよび携帯機器詳細
　図４は、携帯スキャン装置の一般的な使用を示す透視図である。図示した例において、
ユーザはスキャン機能を有する携帯機器５００を介して新聞４１０からテキストをスキャ
ンする。ユーザは携帯スキャナ５００を使用してテキスト４２０の行の一部をスキャンし
た。テキスト４２０の行の一部の画像は、スキャナ５００によって格納され、リモート記
憶域用に別のデバイスへ伝送される、圧縮される、または様々な手法で処理される。いく
つかの実施形態において、携帯スキャナ５００は、新聞記事を一意に識別するために十分
な情報がスキャンされた時を示す。
【０３４０】
　図４に示す例において、携帯機器５００はペンフォームファクタのスキャナである。し
かしながら、デジタルカメラ等、画像取得機能を有するあらゆる携帯機器が、図４に示す
携帯機器４００と同等に適合し得る。
【０３４１】
　図５は、一般的な携帯スキャン装置５００の実施形態の機能ブロック図である。携帯ス
キャン装置５００は、グラフィックまたはテキスト等、スキャンされるオブジェクトを照
らす光源５０５を有する。スキャンされたオブジェクトから反射した光はレンズ５１０を
通過し、その性質（色、強度等）は、電荷結合素子（ＣＣＤ）配列５１５等の適合するデ
バイスによって登録される。ＣＣＤ配列５１５に格納されたアナログデータは、アナログ
・デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ５２０によってデジタル形態に変換される。
【０３４２】
　図５に示す実施形態において、ＤＳＰ５７５は、電源５４０を動力源とし、システムク
ロック５７０、Ａ／Ｄコンバータ５２０、画像圧縮ロジック５２５、記憶装置５３０、課
金／サブスクリプション／装置識別子記憶装置５８０、電力管理ロジック５３５、ロケー
ションモジュール５４５、通信インターフェース５５０およびユーザインターフェース５
６０と動作可能なように接続される。画像データがＡ／Ｄコンバータ５２０によってデジ
タル化された後、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）５７５は、記憶装置５３０に格
納されたプログラムに従って、画像データに様々な操作を実行することができる。
【０３４３】
　デジタルシグナルプロセッサ５７５は、デジタル画像データを記憶装置５３０に格納す
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ることができる。記憶装置５３０内の記憶空間を節約するために、ＤＳＰ５７５は、記憶
する前にデジタル画像データを圧縮するために画像圧縮ロジック５２５にアクセスするこ
とによって、画像圧縮スキームを実装することができる。既知のＪｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏ
ｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＪＰＥＧ）またはＪｏｉｎｔ　Ｂｉ－ｌ
ｅｖｅｌ　ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＪＢＩＧ）圧縮スキーム等、多くの種類の画像
圧縮スキームを使用することができる。場合によって、ＤＳＰ５７５は代替として、スキ
ャンされた画像データを記憶装置５３０に記憶する前にテキストに変換するために、光学
式文字認識（ＯＣＲ）を使用してもよい。
【０３４４】
　電力管理ロジック５３５は、携帯スキャン装置５００の様々なコンポーネントによって
、電源５４０および電力消費率のステータスを監視する。電源５４０がバッテリ等の内部
電源である場合、電力管理ロジック５３５は、バッテリ寿命を延ばすために、あるコンポ
ーネントにハイバネートさせる、または低電力モードにさせることができる。また、電力
管理ロジック５３５は、ユーザインターフェース５６０に、赤色発光ダイオード（ＬＥＤ
）を照らして、警報音を鳴らして、または、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）に「バッテリ残
量不足」アイコンを表示して、「バッテリ残量不足」警告を伝えさせることができる。
【０３４５】
　記憶装置５３０は、ＤＳＰ５７５へのプログラム命令を含んでよい。また、テキストお
よび／または画像データを圧縮または非圧縮フォーマットで格納するために使用してもよ
い。また、画像データに関連するタイムスタンプおよびロケーションスタンプを、記憶装
置５３０に格納することができる。
【０３４６】
　クロック５７０は、携帯スキャナ５００の様々なコンポーネントの動作を同期させるた
めにクロックシグナルを提供する。クロック５７０は、画像データにタイムスタンプする
ための時間基準を提供することもできる。例えば、ユーザがテキストの一部をスキャンす
る場合、ＤＳＰ５７５は、スキャンデータにＯＣＲを実行し、結果として生じたテキスト
をクロック５７０から取得されたタイムスタンプとともに記憶装置５３０に格納すること
ができる。あるいは、タイムスタンプは、特に全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機がロ
ケーションモジュール５４５に含まれる場合、ロケーションモジュール５４５から取得で
きる。
【０３４７】
　ロケーションモジュール５４５は、携帯機器５００にロケーション決定機能を提供する
。ロケーションモジュール５４５は、ＧＰＳネットワークによりブロードキャストされる
信号を監視することにより、ロケーションおよび時刻情報を提供する全地球測位システム
（ＧＰＳ）受信機を含んでよく、これは衛星および地上の伝送器からなる。このロケーシ
ョン情報を使用して、特定のスキャンが行われた場所を示すロケーションスタンプを提供
することができる。例えば、ユーザがテキストの一部をスキャンする場合、ＤＳＰ５７５
は、スキャンデータにＯＣＲを実行し、結果として生じたテキストをロケーションモジュ
ール５４５から取得されたロケーションスタンプとともに記憶装置５３０に格納すること
ができる。ロケーションスタンプは、国、州、地域、都市、サービングネットワークアク
セスポイント、１００メートル内のロケーション、正確なロケーション等、様々なレベル
の特定性にあってよい。
【０３４８】
　通信インターフェース５５０は、携帯機器５００が他のデバイスと通信を行えるように
するトランシーバを含む。通信インターフェース５５０は、短距離ＲＦ（Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．１１等）、携帯電話または光学素子（赤外線等）等の無線インタ
ーフェースであってよい。通信インターフェース５５０が無線機能を含む場合、携帯スキ
ャン装置は無線機能を実装するために必要なアンテナまたはレンズも含む。
【０３４９】
　通信インターフェース５５０は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）および同様のス
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キーム等の有線インターフェースも含んでよい。通信インターフェース５５０がＵＳＢ等
の有線インターフェースである場合、通信インターフェース５５０は、内部電源５４０を
再充電するため、または携帯スキャン装置５００を操作するための電力を提供することが
できる。
【０３５０】
　ユーザインターフェース５６０は、スピーカおよびマイクロホン等の聴覚機能、ＬＣＤ
またはＬＥＤ等の視覚機能、ならびに／もしくは、ブザーおよびトランデューサ等の触覚
（接触）機能を含んでよい。
【０３５１】
　図６は、システムによって一般に使用されるデータ記録６００用のフォーマットを示す
データ構造図である。データ記録６００は、スキャンされたデータ６３０を含む。スキャ
ンされたデータ６３０は、テキスト、画像、シンボル、または適合するいかなるデータタ
イプであってもよい。データ記録６００は、スキャンされたデータ６３０に関連するタイ
ムスタンプ６１０も含む。いくつかの実施形態において、タイムスタンプ６１０は、スキ
ャンされたデータ６３０がデバイス５００によって取得された時刻を示す。データ記録６
００は、スキャンされたデータ６３０に関連するロケーションスタンプ６２０を含む。い
くつかの実施形態において、ロケーションスタンプ６２０は、スキャンされたデータ６３
０が取得されたロケーションを示す。いくつかの実施形態において、時刻およびロケーシ
ョンごとにスキャンされたデータ６３０にインデックス作成を行うタイムスタンプ６１０
およびロケーションスタンプ６２０は、それによって、スキャンの時刻および／またはロ
ケーションごとに格納されたデータの検索をそれぞれ可能にする。
【０３５２】
　図７は、携帯機器５００を使用して文書がスキャンされたロケーションおよび／時刻に
ついての情報を検出および格納するために、システムによって一般に実行されるステップ
を示すフロー図を示す。ステップ７１０において、携帯機器５００はスキャンされた画像
またはテキスト等のデータ６３０を取得する。携帯機器５００は、データ記録６００内に
タイムスタンプ６１０またはロケーションスタンプ６２０を含むか否かについての所定の
命令を有することができる。ステップ７１５において、携帯機器５００は、タイムスタン
プ６１０がデータ記録６００において望ましいか否かを判定する。タイムスタンプがデー
タ記録６００において望ましい場合、ステップ７２０において携帯機器５００はクロック
５７０から（または、場合により、ＧＰＳ対応であればロケーションモジュール５４５か
ら）タイムスタンプ情報６１０を取得し、ステップ７２５へ進む。ステップ７１５におい
てタイムスタンプが望ましくない場合、携帯機器５００はステップ７２５へ進む。ステッ
プ７２５において、携帯機器５００は、ロケーションスタンプ６２０がデータ記録６００
において望ましいか否かを判定する。ロケーションスタンプがデータ記録６００において
望ましい場合、携帯機器５００はロケーションモジュール２５５からロケーションスタン
プ情報６２０を取得し、ステップ７３５へ進む。ステップ７２５においてロケーションス
タンプが望ましくない場合、携帯機器５００はステップ７３５へ進む。ステップ７３５に
おいて、携帯機器５００は、データ６３０を任意の関連するタイムスタンプ６１０または
ロケーションスタンプ６２０とともに記憶装置５３０に格納する。
【０３５３】
　文書を識別するために十分な情報がスキャンされたことをユーザに示す
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ５００は、文書を識別するために十分な情
報がスキャンされたことをユーザに示すことができる。例えば、携帯スキャナ５００は、
文書を一意に識別する特定のスキャンを示す所定の閾値を有してよい。閾値を満たす、ま
たは超える場合、携帯スキャナ５００は、ユーザインターフェース５６０を介して、文書
を識別するために十分な情報がスキャンされたことをユーザに示す。これらの所定の閾値
は、ヒューリスティックス（すなわち、経験則）、統計的解析、または他の適合する方法
に基づいて決定され得る。
【０３５４】
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　いくつかの実施形態において、閾値を決定するためにシステムによって使用される１つ
のヒューリスティックスは、文章表現の一意の文字の観測に基づく。ほとんどの文書は、
極めて大きな集合―例えば、１００万の文書を含むもの―内で、４～１０単語（英語では
、約２０～５０文字またはシンボル）のスキャンにより、一意に識別されることができる
。このヒューリスティックスは、テストされたすべての言語にわたって有効である。４～
１０単語の範囲におけるスキャンが文書を複写するという結果をもたらすイベントにおい
て、ユーザは結果をさらに狭めるためにさらなる単語をスキャンするよう促される場合が
ある。
【０３５５】
　携帯機器５００は、ユーザインターフェース５６０の視覚、音声、触覚機能を介して十
分な情報がスキャンされたことをユーザに示すことができる。スキャンされた情報が所定
の閾値を満たす、または超えると判定されると、ＤＳＰ５７５は、情報がスキャンされた
文書を識別するために十分な情報がスキャンされたことをユーザに伝えるようユーザイン
ターフェース５６０に命令する。
【０３５６】
　タイムスタンプおよびロケーションスタンプを使用して文書を識別することもできる。
例えば、Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｐｒｅｓｓ社の記事は多くの新聞に現われる場合がある
が、正しい新聞はロケーションスタンプによって判定される。スキャンがシアトルで実行
されたことをロケーションスタンプが示す場合、シアトル新聞はスキャンされたＡＰの記
事のソースである可能性が高い。同様に、いくつかの実施形態において、システムは、タ
イムスタンプを使用して、タイプスタンプより前に発行されたものに候補文書の範囲を狭
める。
【０３５７】
　文書または文書の群のロケーションを識別するために十分な情報がスキャンされたこと
をユーザに示す
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ５００は、文書または文書の群のロケーシ
ョンを識別するために十分な情報がスキャンされたことをユーザに示す。例えば、携帯ス
キャナ５００は、文書または文書の群内のロケーションを一意に識別する特定のスキャン
を示す閾値を有してよい。閾値を満たす、または超える場合、携帯スキャナ５００は、ユ
ーザインターフェース５６０を介して、文書または文書の群内のロケーションを識別する
ために十分な情報がスキャンされたことをユーザに示すであろう。これらの閾値は、ヒュ
ーリスティックス（すなわち、経験則）、統計的解析、特別な文書または文書の群につい
ての情報（例えば、インデックス）、または他の適合する方法に基づいて決定され得る。
【０３５８】
　設備によって使用される位置決定のための１つのアプローチは、文書または文書の群を
表すインデックスを閲覧することを含み、取得がインデックス内において一意でない場合
、現在の取得のロケーションについてのシステムの推論を制限し洗練するためにさらなる
コンテクスト情報（例えば、最終取得のロケーション、最終取得からの経過時間等）を使
用することを含む。
【０３５９】
　いくつかの実施形態において、システムのロケーション決定は確率的である。特別な取
得が文書または文書の群内のいくつかのロケーションと一致する場合、システムは、より
高い可能性はユーザの最新の取得に近いロケーションの結果であると考えることができる
。閾値は、取得ロケーションが既知であるという表示に関連していてよい。この閾値は、
潜在的に一致するロケーションと関連する確率を含んでよい。例えば、いくつかの実施形
態において、１つのロケーションがユーザのロケーションである確率が少なくとも８０％
ある場合、システムは当該ロケーションを選択する。
【０３６０】
　携帯機器５００は、ユーザインターフェース５６０の視覚、音声、触覚機能を介して、
ロケーションが既知であることをユーザに示すことができる。スキャンされた情報が所定
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の閾値を満たす、または超えると判定されると、ＤＳＰ５７５は、情報がスキャンされた
ロケーションを識別するために十分な情報がスキャンされたことをユーザに伝えるようユ
ーザインターフェース５６０に命令する。
【０３６１】
　スキャンされた画像および／またはジェスチャを介してスキャナアクションを制御する
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ５００はユーザインターフェース５６０を
介したユーザ入力によって制御される。例えば、ユーザインターフェース５６０がユーザ
にメニューを示すことができるディスプレイを含む場合、ユーザはメニュー選択肢を選択
して携帯スキャナ５００のアクションを制御することができる。
【０３６２】
　いくつかの実施形態において、携帯機器５００は、ユーザによって実行されるジェスチ
ャにより制御される。例えば、前方にテキストをスキャンすることで、ユーザがテキスト
を記憶装置に格納したいと希望していることを示すことができる。同一のテキストを逆方
向にスキャンすることは、ユーザがテキストをメモリから消去したいと希望していること
を示すことができる。文書内のテキスト上を前後にラビングすることは、ユーザが文書の
電子コピーにおいて当該テキストをハイライトしたいことを示すことができる。システム
は、円運動、振動運動等、携帯機器５００のアクションを制御するために使用される多く
のジェスチャを可能にする。可能なアクションとしては、スキャンプロセスを開始するこ
と、ユーザが特定の記事または文書からのスキャンを終えたこと（および、したがって次
にスキャンされるデータは新しい記事または文書からであること）を信号で知らせること
等が挙げられる。
【０３６３】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ５００は、速度または方向における変化を
感知するために加速度計等の加速度センサ（図５には明瞭に図示せず）を含み、それによ
って制御ジェスチャを決定する。
【０３６４】
　携帯スキャナ５００は、画像取得機構を介してＤＳＰ５７５に入力された制御コマンド
に応答するようにプログラムされてもよい。（図５に示す実施形態において、画像取得機
構は、光源５０５、レンズ５１０、ＣＣＤ配列５１５、およびＡ／Ｄコンバータ５２０を
含む。）これらのコマンドは、スキャナ、バイオメトリック情報（指紋等）、または普通
テキストをスキャンするパターン（データ記憶領域を上述のように制御するために、テキ
ストを逆にスキャンすること等）によって認識される特別なシンボルであってよい。例え
ば、カタログ等の文書は、携帯機器５００に対して特別な意義を有するコマンドシンボル
のメニューを含んでよい。制御プログラムを実行するために、ユーザは特別なシンボルの
１つをスキャンする。それに応じてＤＳＰ５７５は特別な制御信号に関連する制御プログ
ラムにアクセスし、実行する。カタログの例において、特別なシンボルの１つは、スキャ
ナを介してカタログから製品を注文するために使用できる購入プログラムを開始すること
ができる。ユーザは注文される製品についての情報をスキャンし、携帯スキャナはそれら
の製品および販売を完了するために必要な他の情報（課金および出荷情報）を、インター
ネットと通信インターフェース５５０との間の接続を介してカタログベンダに伝えるであ
ろう。
【０３６５】
　課金／サブスクリプション／装置識別子を持つスキャナ
携帯機器５００は、課金、サブスクリプション、および／または装置識別子に関する情報
を格納するための記憶装置５８０を含んでよい。この記憶装置５８０は、サブスクライバ
識別モジュール（ＳＩＭ）またはスマートカードのように取り外し可能であってよく、も
しくは、プログラム可能な読み取り専用記憶装置（ＰＲＯＭ）等のように取り外し不可能
であってもよい。スキャンされたデータに基づいて文書の電子コピーの位置が特定されて
いる場合、サブスクリプション情報を使用して、当該ユーザに電子コピーへのアクセスを
許可するべきか否かを検証することができる。例えば、新聞はそのオンライン版へのアク
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セスに対して追加手数料を請求することができる。ユーザのサブスクリプション情報は、
当該ユーザがオンライン版にサブスクライブしているか否かを示すアカウント番号を含む
場合がある。
【０３６６】
　同様に、課金情報を使用して、携帯スキャナ５００による購入を行うことができる。い
くつかの実施形態において、記憶装置５８０は、ユーザのクレジットカードまたは他の金
融情報を含む。例えば、ユーザが文書からテキストをスキャンし、（例えば上記で開示し
たユーザインターフェース５６０またはジェスチャ制御を介して）当該ユーザが文書の電
子コピーへのアクセスを購入したいと希望していることを示す場合、課金情報を使用して
著作権保持者またはコンテンツプロバイダへの支払いを提供することができる。
【０３６７】
　携帯機器５００は、製造番号等の装置識別子を記憶装置５８０に格納することができる
。これらの装置識別子は、携帯機器５００を一意に識別する役割を果たし、消去できない
ように一般にＰＲＯＭに格納される。取引へのさらなるセキュリティは、デバイス製造番
号をネットワークデータベース内にあるユーザのアカウントおよびサブスクリプションと
相関させることによって携帯機器を１人のユーザのみと関連付けることにより取得できる
。いくつかの実施形態において、さらなるセキュリティは、スキャナをスマートカードに
対してロックするために、装置識別子をスマートカードに格納すること（または携帯スキ
ャナ５００にスマートカード識別子を格納すること）によって実現される。これらの実施
形態において、ＤＳＰ５７５は、正しいスマートカードが携帯スキャナ５００機能の前に
挿入されたことを検証する。
【０３６８】
　同等のロケーション技術
　主にオンボードＧＰＳ受信機を参照してロケーションモジュール５４５を論じてきたが
、その他多くのロケーション技術を使用することができる。これらの技術としては、強化
観測時間差（ＥＯＴＤ）、アシステッドＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）、ディファレンシャルＧＰ
Ｓ（ＤＧＰＳ）、到来時間差（ＴＤＯＡ）、到来角、三角測量およびローカルトランシー
バ・パイロット信号の監視が挙げられる。ＥＯＴＤ、ＴＤＯＡおよび到来角は、ネットワ
ーク内のロジックが、携帯装置の場所を推定するために各基地局において受信した信号に
ついてのデータを相関させるよう、携帯機器がネットワーク基地局に信号を伝送する際に
最も適合する。三角測量は、内部であっても外部であってもよい。携帯装置は、少なくと
も３つの外部伝送器（ＩＥＥＥ８０２．１１基地局等）から信号を受信した際に内部三角
測量を実行し、受信した信号の特性に基づいておおよそのロケーションを計算する。外部
三角測量は、携帯機器の外側にあるネットワークレシーバが、携帯機器から受信した信号
の特性に基づいて携帯機器のロケーションを推定するために使用される場合に発生する。
いくつかの実施形態において、システムは、外部レシーバからの携帯機器の距離を推定す
るために、１つを超える外部レシーバにおいて受信した信号強度を使用する。固定伝送器
は、多くの場合、モバイルレシーバが所望の伝送器からの信号に「ロックオン」できるよ
うに特定の伝送器を識別するパイロット信号をブロードキャストする。固定伝送器のロケ
ーションおよびおおよそのサービスエリアが既知である場合、携帯機器のロケーションは
、「連絡が来る」伝送器がどれであるかに基づいて推定され得る。例えば、携帯装置がＩ
ＥＥＥ８０２．１１無線アクセスポイントから信号を受信している場合、携帯機器は、無
線アクセスポイントの３００フィート以内（現在、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ伝送器のおお
よその屋外範囲）にあると想定され得る。
【０３６９】
　携帯用文書データ取得装置
　様々な実施形態においてシステムで使用される携帯データ取得装置は、本文書全体を通
して様々な点で説明されている。この点から、様々なタイプの携帯データ取得装置の性能
および機能について詳述するためのさらなる議論が提供される。
【０３７０】
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　いくつかの実施形態において、データ取得機能を有する携帯機器は、ユーザが文書を一
意に識別するために十分なテキストまたは他の情報を取得したことをユーザに示すことが
できる。携帯機器は、十分な情報がスキャンされたか否かを判定するために、スキャンさ
れた情報量を所定の閾値レベルと比較することができる（この閾値法は、特にスキャナが
コンピュータと通信を行っていない場合に有用である）。携帯機器がリモートコンピュー
タと通信を行っている場合、リモートコンピュータはテキストがスキャンされた文書が識
別されたことを示すメッセージをデバイスに送信することができる。携帯機器は、画像を
取得するための画像取得装置、画像を処理するためのプロセッサ、データおよび／または
ロジック（ソフトウェアプログラム）を格納するための記憶装置、他のデバイスと通信を
行うための入力／出力通信インターフェース、電源、スキャンされている情報を照らすた
めの照明源、およびロケーションモジュールを有することができる。
【０３７１】
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置によって取得されたテキストまたは
シンボルは、ソフトウェアプログラムまたはある一定の所定アクション（データを記憶装
置から消去する、オン／オフにする、金融取引を開始および／または完了する等）をスキ
ャナに実行させるために、デバイスの制御ロジックまたは制御ソフトウェアによって制御
コマンドとして使用され解釈されることができる。
【０３７２】
　いくつかの実施形態において、紙の文書からデータを取得した後、携帯データ取得装置
は紙の文書の１つ以上の電子副本が認識された、またはその位置を特定されたことをユー
ザに示す。携帯機器がリモートコンピュータと通信を行っている場合、リモートコンピュ
ータは、テキストがスキャンされた文書の電子副本に位置が特定されたことを示すメッセ
ージを携帯機器に送信することができる。メッセージの受信を受けて、携帯機器は、電子
副本の位置が特定され、ユーザはスキャンを停止してよいことをユーザに示す。多くの可
能性の中でも、表示は視覚的（例えば、発光素子（ＬＥＤ）、ディスプレイ等）、聴覚的
（例えば、スピーカ、ポケットベル等）または触覚的（触覚への刺激）であってよい。
【０３７３】
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ロケーションおよび／または時
刻決定機能を有し、どこでおよび／いつ取得が行われたかについてのロケーションおよび
／または時刻情報を取得されたデータとともに格納することができる。時刻情報は、特定
のデータ取得イベントに関連するタイムスタンプであってよい。ロケーション情報は、特
定のデータ取得イベントに関連するロケーションスタンプであってよい。
【０３７４】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナ等の携帯データ取得装置の動作は、速度、
繰り返し、方向等のスキャンの特性によって制御される。また、スキャナ内の制御プログ
ラムまたはロジックは、商標シンボル等の特別なシンボルに応答してよい。これらの特別
なシンボルは、携帯機器によって実行される特定のアクションまたはプログラムに関連し
てよい。
【０３７５】
　いくつかの実施形態において、スキャナ等の携帯データ取得装置は、記憶装置に格納さ
れた課金／サブスクリプション／装置識別子情報を有する。サブスクリプション情報は、
例えばプリペイドアカウント等、識別された文書の電子コピーへのユーザのアクセス権を
検証するために使用することができる。課金情報は、識別された文書の電子コピーへのア
クセス料を支払うために使用することができる。装置識別子は、ユーザＩＤの検証を支援
するためのセキュリティ特徴として使用することができる。
【０３７６】
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、インクペンおよび／または物理
的な蛍光ペンと組み合わせられる。この組み合わせにより、ユーザが紙の文書および電子
文書において同時に注釈入力またはハイライトすることが可能となる。また、いくつかの
実施形態は、紙の文書にデジタル署名を追加するために、インクジェットプリンタ等の印
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刷機構を組み込む。
【０３７７】
　入力／出力
　携帯データ取得装置は、情報および命令を入力および出力するための様々な手段を含む
。ユーザ、通信サービスプロバイダ、リモートネットワークデバイス、および取得された
情報は、情報および命令（操作命令等）の潜在的ソースの一部である。
【０３７８】
　ユーザインターフェース
　いくつかの実施形態において、ユーザインターフェース（ＵＩ）は、携帯データ取得装
置とのユーザのインタラクションの主な手段である。情報および制御コマンドは、ユーザ
インターフェースを通じて携帯データ取得装置へ入力される。ユーザはユーザインターフ
ェースを通じて携帯データ取得装置と情報をやりとりする。ユーザは、ＵＩを介して携帯
データ取得装置に制御コマンドおよび情報を提示する。同様に、ユーザはＵＩを介して携
帯データ取得装置から情報を受け取る。例えば、ユーザは、デバイス上のキーパッドを通
じてテキストを入力し、デバイスのディスプレイ上でキーパッドエントリの視覚的確認を
受け取ることができる。
【０３７９】
　入力
　データを入力するためのＵＩ手段は、大きく分けると、聴覚、触覚、ジェスチャおよび
光学という４つのカテゴリで説明できる。様々な実施形態において、携帯データ取得装置
はこれらのカテゴリの一部または全部からのＵＩ手段による様々な組み合わせを有する。
【０３８０】
　聴覚
　聴覚ＵＩは、スピーチ等のサウンド信号を携帯データ取得装置に入力する手段からなる
。音信号の電気エネルギーへの変換には、マイクロホン等の音声‐電気トランデューサが
必要である。携帯機器は、デジタル化された波形として格納すること、伝送すること、ま
たはテキストに変換し、デジタル化されたテキストとして格納することを含む、音信号に
対する多くのアクションを実行することができる。
【０３８１】
　マイクロホン
　いくつかの実施形態において、携帯機器はスピーチを取得するためのマイクロホンを含
む。この特徴は、ボイス注釈を文章に入力するため、メッセージを記録するため、および
他のユーザと話すため（例えば、データ取得装置が携帯電話機能を有する場合）に有用で
ある。
【０３８２】
　触覚（接触）
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、機械的または触覚（接触）的入
力を受け入れる。いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ユーザが押下で
きる、データ取得プロセスを開始するスイッチを含む。チップスイッチのある実施形態に
おいて、ユーザは紙にデバイスを押し付けてスキャンプロセスを開始する。他の実施形態
において、携帯データ取得装置は、スキャンターゲットへの近接を検出するためにセンサ
を用いる。
【０３８３】
　ジョグ（サム）ホイール
　ジョグホイールは、いくつかのコンピュータマウス上のホイールと同様に、コンピュー
タアプリケーションまたはメニューと情報をやりとりするために有用である。例えば、い
くつかの実施形態において、システムは隣接するディスプレイ上にスキャナユーザに対す
る選択肢のメニューを提示する。携帯スキャナを紙から持ち上げてメニュー項目の１つを
スキャンせずに、ユーザはサムホイールを移動させてメニュー選択肢をスクロールさせる
ことができる。
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【０３８４】
　キーパッド
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、データをデバイスに入力するた
めのキーパッドおよび／またはボタンを有する。いくつかの実施形態において、取得装置
は、選択を元に戻すまたは消去するための取り消しボタン、および、選択を確認する（例
えば、購入を確認する）ための確認ボタンを有する。いくつかの実施形態において、取得
装置は、コンテクストスイッチを示す、またはコンテクストを設定することを望むための
ボタンを有する。例えば、第１の文書からテキストをスキャンした後、ユーザは、コンテ
クストボタンを押下することによって自身が第１の文書からのスキャンを終えたことを示
すことができ、次に―コンテクストボタンを押下することによって―第２の文書からテキ
ストをスキャンし、ユーザは自身のスキャンコンテクストが変更していることをシステム
に通知する。
【０３８５】
　チップスイッチ／近似センサ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、チップスイッチまたは近似セン
サを有する。ペン型のスキャナにおいて、チップスイッチは、スキャナの先端が文書に押
し付けられた際に起動されるスイッチである。ユーザが紙にスキャナを押し付けることが
どのくらい難しいかに基づいてスキャナがその挙動を修正できるように、チップスイッチ
は圧力感知機能を含んでよい。例えば、スキャナは（コンピュータおよび文書処理ソフト
ウェアと組み合わせて）紙にしっかりと押し付けられている場合、ハイライト機能を実行
することができる。別の例として、スキャナは、紙にスキャナ先端を押し付け、チップス
イッチを起動することによって、オン／オフを切り替えることができる。
【０３８６】
　顆粒／表面テクスチャセンサ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、文書における表面変化を検出す
るために、平行な２つの顆粒／表面テクスチャセンサを有する。この種の入力センサの一
般的使用法は、点字テキストを取得することである。平行な表面テクスチャセンサは、平
行なセンサが伝播する相対速度／距離からセンサの角度を決定することができる。非接触
光学センサは、携帯データ取得装置の実施形態での使用にとても適している、よくあるタ
イプの表面テクスチャセンサである。
【０３８７】
　ジェスチャ（運動ベース）
　ユーザは、携帯データ取得装置に、それを使ってジェスチャすることによってデータお
よびコマンドを入力することができる。デバイスは、スキャンヘッドの下を通過するデー
タを観測すること、運動センサにおける変化を監視すること、または、機械的運動感知手
段によって、ジェスチャを検出することができる。
【０３８８】
　光学データの観測
　表面および光学素子の下を通過するデータを観測することによって、携帯データ取得装
置は、光学コンピュータマウスがするのとほぼ同一の手法で相対運動を計算することがで
きる。デバイスの相対運動を解析することにより、デバイスは、デバイスを使ってユーザ
がどのジェスチャを行ったかを判定することができる。いくつかの実施形態において、レ
ンダリングされた文書の表面におけるパターンを観測することによって、光学系が相対運
動を検出することもできる。いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、レン
ダリングされた文書の表面における絶対位置コードをチェックすることによって、絶対位
置を検出することができる。
【０３８９】
　ジャイロ／加速度計運動センサ
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、速度または方向における変化を感知す
るために加速度計等の加速度センサを含み、それによって制御ジェスチャを決定する。い
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くつかの実施形態において、携帯取得装置は、運動およびジェスチャを検出するためにジ
ャイロスコープを使用する。単一チップリングレーザジャイロスコープは、このタスクに
特に適している。
【０３９０】
　機械的（ボールポイント、ローラー等）
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、転動体または光学的に符号化さ
れたインクペンのボールポイントと同様のボールを含む。紙の表面に沿ってボールが移動
すると、光学センサは、光学的に符号化された要素の運動を検出する。
【０３９１】
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、相対運動を記録するために、ボールポ
イント上に帯電したインクの流れを計測する。ボールに向かって流れるインクには、これ
らのプローブによって検出される電荷が与えられる。ボールペン筐体に埋め込まれた電流
感知プローブは、ボール上のインクの流れを検出する。複数のプローブがある場合、イン
クの流れの方向―したがってボールの運動―および、その結果、表面にわたる実際の運動
を推論することができる。この帯電したインク技術は、運動が留意され記録されている間
、汎用入力記録装置―ユーザは従来のインクで書き込む―としての役割を果たすことがで
きる。ボールがその筐体から現われる境界、またはその付近にあるガードリングを使用し
て、レシーバを流れ出る帯電したインクだけがセンサにわかるように、帯電したインクの
放電をすることができる。
【０３９２】
　光学素子
　ユーザは、光学感知システムによって、携帯データ取得装置にデータおよびコマンドを
入力することができる。
【０３９３】
　スキャナ／撮像システム
　キーワードまたはシンボルをスキャンすることによって、ユーザはコマンドおよびデー
タをデバイスに入力することができる。携帯機器は、ある特定のグラフィカルシンボルを
コマンドとして認識するようにプログラムされることができる。例えば、ユーザが「＄」
というシンボルをスキャンした場合、携帯機器はそれを購入等の金融取引を開始するため
のコマンドとして認識する。
【０３９４】
　出力
　携帯データ取得装置のＵＩは、情報をユーザに提示することもできる。通常、この情報
はデバイスの動作ステータスにかかわるものである。情報をユーザに提示するためのＵＩ
出力手段は、大きく分けて、聴覚、触覚、および光学という３つのカテゴリに格納できる
。携帯データ取得装置の実施形態は、これらのカテゴリの一部または全部からのＵＩ出力
手段の様々な組み合わせを有するであろう。
【０３９５】
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、スキャン結果をホストコンピュータに
伝送し、ディスプレイによって動作ステータスまたはモードをユーザに伝えることができ
る。ディスプレイは、携帯取得装置にオンボードであってよく、またはホストコンピュー
タに関連付けられてよい。いくつかの実施形態において、携帯機器は、有線または無線通
信媒体を使用する。いくつかの実施形態において、ユーザは、ホストコンピュータに関連
付けられたモニタを使用して情報を見ることができる。適合する有線接続の例としては、
ＲＳ－２３２；ＰＳ／２；シリアル；ＵＳＢ；イーサネット（登録商標）；トークンリン
グ；プリンタ接続（例えば、ＩＥＥＥ１２８４）；ファイヤワイヤ；ＲＪ４５（電話線）
；ホームプラグおよび光ファイバが挙げられる。適合する無線接続の例としては、イーサ
ネット（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ，ｂ，ｇ）；Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（商標）；赤外線（テレビのリモートコントロール等のＩｒＤＡ）；およびウルトラワイ
ドバンドが挙げられる。携帯機器は、ユーザと通信を行うために、聴覚的（例えば、圧電
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スピーカ）、触覚的（携帯電話の振動を含む）、または視覚的警告を使用することができ
る。
【０３９６】
　様々な実施形態において、ＵＩは、エラーが発生し、ユーザは再スキャンすべきである
こと；別のデバイスへの通信リンクがオープンかつアクティブであること；携帯機器がオ
ンになっていること；ジェスチャが検出されたこと；またはスキャナが現在どのモードで
あるかを示すことができる。例えば、いくつかの実施形態において、スキャンを繰り返す
必要がある場合、スキャナは単純に振動する。
【０３９７】
　聴覚
　多くの実施形態において、携帯データ取得装置は、ユーザに警報を提供する能力を有す
る。これらの警報は、電気信号を音に変換するために、スピーカ等の電気音響変換器を必
要とする。
【０３９８】
　スピーカ
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、音を発生させるためのスピーカまたは
圧電素子を有する。これらのスピーカを使用して、ユーザにテキストを読み聞かせる、ま
たはデバイスのステータスの変更に対してユーザに警告することができる。例えば、いく
つかの実施形態において、デバイスはスキャン中に、紙の文書が識別され、紙の文書の電
子副本の位置が特定されたことをユーザに警告するためにビープ音を発する。別の例とし
て、テキストが紙の文書からスキャンされる際、取得装置は、スキャンされたテキストに
テキストトゥースピーチプロセスを適用し、結果として生じた音声を再生する。
【０３９９】
　触覚
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、振動によりユーザと通信を行う
。触覚ＵＩは、環境雑音レベルのために警報が聞こえない環境、または警報が社会的に許
容不可能な場所（例えば、映画館の中）において特に有用である。
【０４００】
　振動
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、デバイスのステータスの変化を
ユーザに警告するための振動素子を有する。いくつかの携帯電話実施形態において、この
振動素子は電話機の電池パックに含まれる。いくつかの実施形態において、携帯機器は、
スキャンヘッドがオフラインで移動する場合、車線の外側をドリフトしていることを運転
者に警告する「ランブルストリップ」と同様に振動する。
【０４０１】
　光学素子
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ＵＩを介し視覚的手段でユーザ
と通信を行う。いくつかの実施形態において、デバイスは、スキャンされている紙にメニ
ューまたは他の情報を投影する。例えば、取得装置がコンピュータ上の文書処理プログラ
ムと連動している場合、デバイスは、文書処理プログラムにおいて、システムがオープン
文書内でスキャンされたテキストを黄色でハイライトすることを示すために、紙に黄色の
光を投影することができる。
【０４０２】
　ディスプレイ
　携帯データ取得装置はディスプレイを含むことができる。場合によっては、隣接するデ
ィスプレイは、携帯機器のための情報がディスプレイに至り、そこに示されるように、携
帯データ取得装置と関連付けられる場合がある。コンピュータモニタ等の隣接するディス
プレイを使用することは、携帯機器がディスプレイを有さない場合、または、情報が携帯
機器の小型ディスプレイに提示するのに適合しない場合に特に役立つ。
【０４０３】
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　ＬＥＤ
　ユーザと視覚的に通信を行うために、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用することもでき
る。例えば、いくつかの実施形態において、デバイスは、取得装置がオンになり、データ
を取得する準備が整ったことを示すために、緑色ＬＥＤを起動する。
【０４０４】
　他のデバイスとの通信
　携帯データ取得装置の通信インターフェースは、携帯データ取得装置が他のデバイスと
通信を行うのを可能にするトランシーバを含む。携帯データ取得装置は、コンピュータ、
携帯電話、および無線トランシーバ等、他の互換性のある電子デバイスと通信を行うこと
ができる。
【０４０５】
　有線
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、有線接続を使用して他の電子デバイス
と通信を行う。コンピュータにテザー接続されている場合、適合するいかなるプロトコル
を使用して通信を行ってもよい。いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、テザー
接続を介してホストコンピュータと通信を行うために、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳ
Ｂ）プロトコルを使用する。
【０４０６】
　ＵＳＢ
　ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）は、いくつかの実施形態において携帯データ取得
装置によって使用されるプロトコルである。いくつかの実施形態において、コンピュータ
と携帯取得装置との間の通信チャネルを提供することに加えて、ＵＳＢは携帯機器のバッ
テリを再充電するための電力を提供する。いくつかの実施形態において、ＵＳＢインター
フェースはユーザが携帯取得装置にＵＳＢ記憶装置デバイスを取り付けることを可能にす
る。
【０４０７】
　光ファイバ
　光ファイバ通信チャネルは、携帯データ取得装置のいくつかの実施形態によって使用さ
れてもよい。異なる実施形態に適合するファイバタイプは、シングルモードとマルチモー
ドである。マルチモードファイバの１つの利点は、安価なＬＥＤ光源の使用が可能である
ことである。コネクタカップリングおよび配置も、マルチモードファイバにとってはあま
り重大ではない。
【０４０８】
　無線
　いくつかの実施形態において、携帯機器の通信インターフェースは、無線インターフェ
ースである。適合する無線技術は、短距離ＲＦ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．
１１等）、携帯電話、または光学素子（赤外線等）である。通信インターフェースが無線
機能を含む場合、一般に、無線機能を実装するために必要なアンテナまたはレンズも含む
。
【０４０９】
　ＷＬＡＮ、移動電話、ＢＴ等
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ＩＥＥＥ　８０２．１１規格の
トランシーバを用いた、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）機能を実装する。
携帯機器は、一般にＷＬＡＮ「ホットスポット」を使用して、リモートコンピュータとの
通信を行う。いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、携帯電話またはパー
ソナルコンピュータのような隣接する装置との通信を行い、またそれらと組み合わせるた
めに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ＢＴ）の短距離無線周波（ＲＦ）手法を使用する。携帯デー
タ取得機能を実装する携帯電話はまた、リモートコンピュータに取得したデータを伝送す
るために、携帯電話通信ネットワークも使用することができる。
【０４１０】
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　データ取得サブシステム
　携帯データ取得装置は、データ取得サブシステムを備える。このデータ取得サブシステ
ムは、音声、光学、および／または磁気帯データを取得する機能を有する。取得したデー
タは、以降の処理および送信のために記憶装置内に格納される。いくつかの実施形態にお
いて、取得した情報は、記憶装置の空間および通信チャネル帯域幅を節約するために、圧
縮および／または自動的に削除することができる。自動削除の一例では、ＯＣＲ処理によ
って取得した情報が文字に変換されたときに、スキャンされた画像を削除している。取得
した情報の全てを含まない画像を格納することによって、記憶装置を節約することができ
る。その例として、ＧＩＦまたはＪＰＧ等の圧縮フォーマットが挙げられる。別の方法で
は、不必要な色情報を格納しない。例えば、一般的なＣＣＤ画像センサでは、各ピクセル
に対して、２４段階の色情報を取得する（すなわち、１，６００万以上の異なる色を識別
する）。標準的なＯＣＲのために、携帯取得装置では、白、ほぼ白、ほぼ黒、および黒の
識別（２ビット）ができればよい。この２４から２ビットへの削減によって、およそ９２
％の記憶領域のスペースが節約される。
【０４１１】
　音声
　携帯データ取得装置は、光学データ取得システムを備えているが、いくつかの実施形態
において、音声取得サブシステムは多くの状況において有用である。音声取得サブシステ
ムによって、ユーザは、一般にレンダリングされた文書からテキストを読み出すことがで
きる。まず、オンボードマイクロホンが、話された言葉を取得する。続いて、スピーチ－
テキストアプリケーションが、スピーチをテキスト形態に変換する。次いでそのテキスト
は、例えば、レンダリングされた文書の電子副本の位置の特定に使用される。いくつかの
実施形態において、データ取得は、携帯電話または以下に述べるスキャノテータ（ｓｃａ
ｎｎｏｔａｔｏｒ）である。
【０４１２】
　光学データ取得サブシステム
いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、光学データ取得サブシステムを備
える。光学データ取得システムは、一般に画像センサおよび光学経路を備える。光学経路
は、携帯機器の筐体内のアパーチャを通っている。いくつかの実施形態において、光学要
素は、携帯機器の筐体の一部を含む。光学経路は、光の焦点を合わせるためのレンズまた
はアパーチャ、および／または光学経路を保護するための透明なカバーを備えることがで
きる。いくつかの実施形態において、画像ルートは、光学経路の一部であり、レンダリン
グされた文書から画像センサに光を導く。
【０４１３】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、アパーチャの後ろにその画像センサを
備える。いくつかの実施形態において、アパーチャは、画像センサおよび装置の内部の光
学経路をほこりおよび損傷から保護するように、透明なカバーを備える。いくつかの実施
形態において、カバーは、プラスチックまたはガラス製である。形態スキャナがレンズを
備えている場合、そのレンズは、一般にアパーチャから紙の一部分まで距離を、アパーチ
ャから画像センサまで距離に応じて変化させられるように、焦点を合わせることができる
。この関係は、１／ｆ＝１／ｕ＋１／ｖで表される（ここで、ｆはレンズの焦点距離、ｕ
はアパーチャから文書までの距離、ｖはセンサからアパーチャまでの距離である）。いく
つかの実施形態において、携帯スキャナは、複数の合焦レンズを使用する。
【０４１４】
　いくつかの実施形態において、光学系は、ユーザがレンダリングされた文書の方へ携帯
取得装置を移動させたときに、データを取得することができる。レンダリングされた文書
に携帯機器が接近したときのデータを取得することによって、携帯機器に広い視野を提供
することが可能であるので、取得の視覚的なコンテクストに関する更なる情報を提供する
ことが可能である。このタイプの光学系を備えた携帯スキャナでは、スキャナが文書の表
面に接触する前であっても、スキャナは文書からデータを取得する。ある場合には、スキ
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ャナが文書に接近するときにデータを取得することによって、ユーザは、１行のテキスト
に沿ってなぞるのではなく、その場所に触れるかまたは軽くたたくことによって、その紙
と情報をやり取りすることが可能になる。ユーザは、一行のテキストに沿ってスキャンす
るのではなく、テキストを指示す（「触れる」）。
【０４１５】
　光取得サブシステムの構成
　光取得サブシステムは、様々な構成により実装され、それぞれが特定のアプリケーショ
ンに対して特定の利点を有する。
【０４１６】
　一次元センサアレイ
　いくつかの実施形態において、光検出要素は、一次元の線形センサアレイである。一次
元アレイは、光情報を取得する１列のセンサで構成されている。一次元アレイは、いくつ
かのバイオメトリックアプリケーション、特に指紋スキャンに適している。いくつかの実
施形態において、センサは、電荷結合素子（ＣＣＤ）または相補型金属酸化膜半導体（Ｃ
ＭＯＳ）装置のいずれかである。しかし、あらゆる好適な光検出装置と置き換えることが
できる。
【０４１７】
　二次元センサアレイ
　二次元センサは一次元アレイに類似しているが、センサ要素の列は、互いに２次元の同
一平面上のオフセットを有する。二次元アレイは、それらが距離、スキャン角度、および
スキューに関する情報を生成するという利点を有する。いくつかの実施形態において、二
次元アレイは、少なくとも平行する２行または２列のセンサ要素から構成される。しかし
、二次元センサアレイでは、多くのトポロジの変化が起こりうる。
【０４１８】
　光学センサ要素の二次元アレイは、文字アーチファクト、（先端、アセンダ／ディセン
ダの垂直要素）、タイミング、およびロケーションの相関関係によって、動作およびデス
キューを検出することができる。アセンダ／ディセンダは、平均テキストキャラクタより
もテキスト列の中央線のさらに上／下におよぶ、テキストキャラクタである。アセンダの
一例は、文字「ｔ」であるディセンダの一例は、文字「ｐ」である。
【０４１９】
　処理ロジックは、光学的に取得されたデータの画像のスキューを決定することができる
。例えば、ヘッドの角度は、印刷テキストの強い垂直要素と光学的に取得したデータとを
相関させることによって、決定される。フォントに依存するが、強い垂直要素は、「ａｂ
ｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ」で構成されるアルファベットから
の、文字「ｂｄｈｉｋｌｍｎｐｑｒｔｕ」内に存在する。さらに、「ｙ」は、垂直のスト
ロークのない唯一のアセンダ／ディセンダである。また、デスキュー処理に使用すること
ができる、残りのアルファベット文字の右端および左端に関連付けた垂直情報も存在する
。
【０４２０】
　レンズ
　いくつかの実施形態において、光学データ取得サブシステムは、光検出要素に光の焦点
を合わせるためのレンズを備える。レンズ系は、二次元アレイ光センサへの非常に有用な
追加物である。
【０４２１】
　光ファイバ画像ルート
　いくつかの実施形態において、画像ルートは、光学取得システムの一部を形成する。い
くつかの実施形態において、光ファイバ画像ルートは、情報を取得している面と接触して
いる。いくつかの実施形態において、光ファイバ画像ルートは、スキャンされた面の上に
配置され、より多くの周辺光がスキャン領域に入ることができる。この構成では、個々の
ファイバの許容する制限角が、画像ルートの先端が文書の表面からわずかに外れていても
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、高品質な画像が保証される。データ取得端（スキャンされた面に最も近い端）上の透明
なプラスチックセパレータまたはキャップを備えた画像ルートは、光ファイバ画像ルート
自体がスキャンされた面と接触しないので、周辺光がその表面を照らして、ユーザにスキ
ャンされた材料の良好な視界を提供することができる、一実施態様である。画像ルートの
先端と撮像される画像の表面との間の分離間隔は、一般に、０．００１インチ乃至０．１
インチである。画像ルートは、画像ルートがレンダリングされた文書に対して垂直に保持
されていない場合であっても、データ取得を可能にするように形成することが可能である
。いくつかの実施形態において、画像ルートは、くさび形の先端を有するように形成され
る。いくつかの実施形態において、光学経路を横切るように見る場合に、光ファイバの画
像ルートは、透明または半透明であるため、ユーザは、その束を介してレンダリングされ
た文書を見ることができる。したがって、画像ルートは、光センサにスキャンした画像を
搬送するための手段に加えて、ファインダーとしての機能を果たすことができる。
【０４２２】
　一般に、画像の搬送には、複数群の光ファイバを使用することが可能である。これらの
光ファイバは、一次元アレイ、複数列のファイバ、または厳密に配置されていない複数の
群または束のファイバ、のような単列のファイバであってよい。柔軟なブラシ様の多数の
ファイバを使用することもできる。ファイバが固定配置されていない場合、いくつかの画
像を取得した時点での個々のファイバの一端と、センサ要素に接続された多端との間の関
係は、製造時または使用中のいずれかにおいて、経験的に決定することが可能である。
【０４２３】
　外側ファイバの照明
　概して、光ファイバ画像ルートは、周辺光を介して取得することができるが、いくつか
の実施形態において、画像ルートファイバのサブセットのような光学要素は、光源から文
書の表面に光を搬送することができる。これらのファイバは、基本的に、レンダリングさ
れた文書の面を照明するための、小さなフラッシュ光としての役割を果たす。残りのファ
イバは、照明されたデータを取得し、画像センサに搬送する。一般に画像ルートの外側の
ファイバは、特に、文書の表面全体に容易に引き込まれるように、光ファイバ画像ルート
が形成されている実施形態において、文書に光を搬送するために使用される。
【０４２４】
　ＣＣＤ／ＣＭＯＳ光センサ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、画像センサを備える。固体光学
画像センサは、コンピュータディスプレイから情報を取得することができ、最新のデジタ
ルカメラの主要なコンポーネントである。好適な画像センサの一例には、ＣＭＯＳ（相補
型金属酸化膜半導体）画像センサが挙げられる。別の例には、電荷結合素子（ＣＣＤ）画
像センサが挙げられる。これらのすべての技術によって、一般にコンピュータチップは、
センサのグリッドにわたる電気的な信号として、光を決定することができる。別の例には
、線形配列の光感応フォトトランジスタが挙げられる。
【０４２５】
　不可視スペクトラム
　いくつかの実施形態において、光学スキャンサブシステムは、不可視スペクトラムにお
いて動作する。不可視スペクトラムにおける光検出能力によって、携帯スキャン装置は、
ＵＶまたはＩＲ特性を有するインクで印刷された隠し制御シンボルを取得することができ
る。適切な「書き込み可能」領域を含む文書に関して、いくつかの実施形態において、携
帯データ取得装置は、（例えば、化学的、熱的、または光学的に）この領域の読み出しお
よび変更の両方を行うことによって、情報を残す。いくつかの実施形態において、携帯デ
ータ取得装置は、スキャナが確認できる特殊なインク（例、ＩＲ）を使用し、この文書ま
たは文書の一部がスキャンされたことを知らせる。
【０４２６】
　人間／機械に解読可能であること
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、人間および機械に解読可能なデ
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ータを取得する。人間に解読可能なデータの一例には、テキストが挙げられる。機械に解
読可能なデータの例には、バーコード、アイコン、および隠しデータ（グラフィック内に
埋め込まれたもの、不可視スペクトラムにおける特性を有するインクで書き込まれたもの
等）が挙げられる。
【０４２７】
　ディスプレイからのデータ取得
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置はまた、ディスプレイ装置から直接読み出
すこともできるので、ディスプレイ画面上での直接的な指示、ハイライト、抜粋、下線、
コピー、ペースト、消去等に使用することができる。この機能によって、ユーザが文書を
印刷し、印刷された版に携帯スキャナで直接作業を行い（場合により、動的な表示と情報
のやり取りも行う）、そしてより新しい版を印刷する、といった強力な文書編集システム
がもたらされる。この方法は、紙およびデジタルの両側面の最良の特長のうちのいくつか
を組み合わせる。
【０４２８】
　画面からのデータ取得は、ディスプレイに示される画像を光学的に取得するか、または
携帯機器がデータの取得を試みているディスプレイ上のロケーションを決定することによ
って達成することができる。ロケーション方法では、ディスプレイに関連付けた記憶装置
、通常はビデオ記憶装置から画像を取り込む。いくつかの実施形態において、携帯機器は
、ディスプレイに関連付けたコンピュータに、そのディスプレイ上の絶対ロケーションを
報告する。次いでコンピュータは、その画面ロケーションにおいてそのビデオ記憶装置か
ら示される情報を取り出す。ビデオ記憶装置内の情報は、携帯機器によって直接取得され
る画像の処理と同様に、ＯＣＲアプリケーションによって処理することができる。
【０４２９】
　バイオメトリック検出
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、セキュリティおよび権限付与のための
バイオメトリック（音声、指紋、網膜、ＤＮＡ）情報を取得する。上述のように、一次元
の線形光学アレイは、ユーザの指をアレイに通すことによって、指紋スキャナとして機能
することができる。
【０４３０】
　磁気帯（クレジットカード）
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、一般的にクレジットカードに使
用される磁気帯からデータを取得し、ｐコマース（購入）アプリケーションに特に有用で
ある。
【０４３１】
　機能／動作の挙動
　処理装置または他の制御ロジックは、携帯データ取得装置全体の動作を協調させる。通
常、処理装置は、記憶装置内に格納されるプログラムによって動作する。処理装置の機能
および動作の挙動に対する特定の関連性のうち、記憶装置は、光センサによって取得され
るデータの取り込み、格納、および処理に関するプログラム命令を格納する。処理装置は
、レンダリングされた文書の取得、格納、および処理のために、記憶装置から命令を取得
することができる。
【０４３２】
　携帯データ取得装置の様々な実施形態における処理機能は、データの取得、特に画像デ
ータの処理、データ圧縮および他の画像操作、記憶装置に関連付けたキャッシングアルゴ
リズムおよび他の機能、通信、および暗号化／解読アルゴリズム等のセキュリティアプリ
ケーション、に使用することができる。
【０４３３】
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ネットワークおよび関連付けた
コンピュータと情報をやりとりするための様々なモードおよび状態を有する。例えば、い
くつかの実施形態において、コンピュータおよび文書処理用ソフトで作業を行う場合、携
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帯スキャナは、紙の文書からスキャンされるテキストが電子文書においてハイライトされ
るハイライトモード、紙の文書からスキャンされるテキストに電子文書において下線が引
かれる下線モード、紙の文書からスキャンされるテキストをカーソルの位置で電子文書に
挿入するコピーモード等を有する。
【０４３４】
　ユーザは、ユーザインターフェースを介して携帯データ取得装置を制御することができ
る。例えば、ユーザインターフェースは、ユーザにメニューを示すことができるディスプ
レイを備えることができる。ユーザは、携帯スキャナのアクションを制御するメニューオ
プションの中から選択することができる。
【０４３５】
　携帯データ取得装置のいくつかの主なタスクには、レンダリングされた文書からのデー
タの取得、他の電子装置の制御、状態の表示、データ保護およびユーザのプライバシ、ネ
ットワークデータのローカルキャッシング、キーワード処理、検索、およびＯＣＲが挙げ
られる。
【０４３６】
　取得／スキャン
　いくつかの実施形態において、処理装置は、光センサによって取得した画像を取り込み
、もしあれば、どの文字が画像内に現れているのかを判断するために、従来の光学式文字
認識（ＯＣＲ）技術を実行することが可能である。
【０４３７】
　タイム／ロケーションスタンプ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、特定のアクションが行われたタ
イムおよびロケーションの注記に使用される、タイムおよび／またはロケーションスタン
プを作成する。例えば、ユーザが文書からテキストをスキャンするとき、携帯機器は、ス
キャンされたテキストに関連付けたタイムスタンプおよび／またはロケーションスタンプ
を作成する。携帯機器は、ホストコンピュータまたはサービスプロバイダのネットワーク
に、スキャンされたテキストとともにこのタイム／ロケーションを伝送して、スキャンに
対するコンテキストを確立する。携帯機器は、ネットワークからのタイムシグナルが利用
可能な場合に、タイムデータまたはネットワークタイムのために内部クロックを使用する
ことができる。携帯機器のロケーションの判定には、ＧＰＳおよび他の多くの方法が利用
可能である。いくつかの実施形態において、携帯機器は、タイム／ロケーションデータの
ための内部クロックおよびＧＰＳ技術を使用する。
【０４３８】
　ロケーション機能は、主にオンボードのＧＰＳ受信機において述べられているが、他の
多くのロケーション技術を使用することができる。これらの技術のうちのいくつかには、
強化観測時間差法（ＥＯＴＤ）、アシストＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）、デファレンシャルＧＰ
Ｓ（ＤＧＰＳ）、到達時間差（ＴＤＯＡ）、到来角、三角測量、およびローカルトランシ
ーバ・パイロット信号の監視が挙げられる。ネットワーク内のロジックが、携帯機器の位
置を推定するために、各基地局で受信した信号に関するデータを相関させることが可能な
ように、携帯機器がネットワーク化された基地局に信号を伝送する場合に、ＥＯＴＤ、Ｔ
ＤＯＡ、および到来角は最適である。三角測量は、内部または外部のいずれかであってよ
い。いくつかの実施形態において、携帯機器は、少なくとも３つの外部トランスミッタ（
ＩＥＥＥ　８０２．１１の基地局等）から信号を受信したときに、内部三角測量を行い、
受信した信号の特徴に基づいておおよそのロケーションを計算する。外部三角測量は、携
帯機器の外部のネットワーク化された受信機が、携帯機器から受信した信号の特徴に基づ
いた携帯機器のロケーションの推定に使用された場合に生じる。外部三角測量の一例では
、外部受信機から携帯機器までの距離を推定するために、少なくとも１つ以上の外部受信
機における受信信号強度を使用する。固定送信機は、移動受信機が、所望の送信機からの
信号に「ロックオン」可能なように、特定の送信機を識別するパイロット信号をしばしば
ブロードキャストする。固定送信機およびおおよそのサービスエリアのロケーションが分
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かっているので、携帯機器のロケーションは、どの送信機が「聴取」しているのかに基づ
いて推定することができる。例えば、携帯機器がＩＥＥＥ　８０２．１１の無線アクセス
ポイントから信号を受信している場合、その携帯機器は、その無線アクセスポイントの３
００フィート以内（現在のＩＥＥＥ８０２．１１ｇの送信機のおおよその戸外の範囲）に
あるとみなすことができる。
【０４３９】
　取得したデータを介した制御
　取得したデータは、上述の一義化および電子副本のロケーションに加えて、様々な用途
に使用することができる。いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、スキャ
ンされたデータを介して制御およびプログラムされる。ユーザは、プレーンテキストから
の、またはマップキーに類似するコマンドの印刷されたメニューからのコマンドでスキャ
ンすることができる。例えば、ユーザは、次の取得したデータを制御コマンドとして扱わ
なければならない、携帯スキャナを通知する、特殊なアイコンをスキャンすることができ
る。次いでユーザは、携帯機器に予めコマンドに関連付けたアクションを実行させる、こ
の例では、Ｆｒｅｄに電話をするという、「Ｃａｌｌ　Ｆｒｅｄ」のようなコマンドをス
キャンする。同様に、いくつかの実施形態において、携帯機器は、それ自体によってスキ
ャンされた場合（文字の一部としてではなく）に、ユーザが、ｐコマースでの購入取引を
始めたい旨を示す、「ｐｕｒｃｈａｓｅ」という単語を認識するようにプログラムするこ
とができる。
【０４４０】
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、ユーザによって描画される制御シンボルを
認識する。したがって、ユーザは、単に所望のアイコンまたは単語を描画することによっ
て、あらゆる紙の上にコマンドメニューを作成することができる。いくつかの実施形態に
おいて、システムによって認識される制御アイコンには、「＄」（ｐコマースでの購入の
開始）、「！」（ハイライトモードに入る）、および電話器のアイコン（以下の番号が、
ダイヤルするか、またはアドレス帳に格納することができる電話番号であることを示す）
、が挙げられる。
【０４４１】
　この文書の他の場所に述べられる、携帯機器がキーワードをスキャンするときの挙動は
、取得された制御データを用いて利用可能な、挙動の一部である。
【０４４２】
　ジェスチャを介した制御
　ユーザが、携帯データ取得装置と情報のやり取りをするための直感的な方法は、その装
置によるジェスチャによるものである。ユーザの経験は、所定のアクションおよび挙動を
特定のジェスチャに関連付けることによって大きく強化される。これらのジェスチャのう
ちのいくつかを、それらの検出方法とともに、以下に述べる。
【０４４３】
　発明者らは、十分な長さの文字列を、プールからの文書または文書の「コーパス」を一
義化するために使用することが可能であることを発見した。携帯用データ取得装置は、レ
ンダリングされた文書内の特長の画像（テキスト、アイコン等）を取得する。画像は、オ
ンボードの携帯用文書撮像装置によって（例えば、特長抽出技術を適用して）処理するこ
とができる。または、携帯用撮像装置と通信するコンピュータによって処理することが可
能である。概して、取得された画像は、テキストフラグメント等の、英数字の連続的な文
字列に対応する。システムは、紙の文書を識別し、その紙の文書の電子副本の位置を特定
するために、テキストフラグメントを使用する。一般に、これは、少なくとも第１の所定
の長さのテキストフラグメントを必要とする。レンダリングされた文書が一義化されると
、紙の文書の電子副本と情報をやり取りすることが可能である。インタラクションは、ユ
ーザに電子文書の写しを送付させることから、ソース文書に関連する追加的な内容の送付
、文書マップ（マークアップ）情報の送付、電子副本の文書に関してナビゲートするため
のソース文書の使用、電子副本の編集、複雑な金融取引の実行、まで様々である。これら
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のインタラクションは、コマンド入力装置として携帯用文書撮像装置を使用して達成され
ることが好ましい。そのユーザインターフェースが複数のコマンド入力を提供する携帯用
文書撮像装置を備え、コンパクトなサイズを維持しながら、直感的に使用できることが望
ましい。
【０４４４】
　いくつかの実施形態において、携帯用機器は、ユーザのジェスチャによって制御される
。例えば、前進方向にテキストをスキャンすることによって、ユーザが、記憶装置にテキ
ストを格納したいことを示すことが可能である。同じテキストを逆方向にスキャンするこ
とによって、ユーザが、テキストを記憶装置から消去したいことを示すことが可能である
。文書内のテキストの上を前後にラビングすることによって、ユーザが、その文書の電子
コピー内のテキストのハイライトしたいことを示すことが可能である。システムによって
、円動作、振動させる動作等の、携帯機器のアクションの制御に、多くのジェスチャを使
用することが可能になる。スキャン処理の開始、ユーザが、特定の記事または文書からス
キャン（したがって、以降のスキャンされたデータは、新しい記事または文書を形成する
）を行ったことを示すシグナリング、ハイライト、直前のエントリの削除等の多数の挙動
を所定のジェスチャに関連付けることができる。
【０４４５】
　発明者らは、文書が一義化される（したがって、文書内の以降のスキャンに対するコン
テキストを設定する）と、より短いテキストフラグメントを使用して、文書内のロケーシ
ョンを識別することが可能である、ということを見出した。これらの識別されたロケーシ
ョンは、次いで、例えば、文書に注釈をつける、文書を編集する、または文書からの文字
および／または画像の抽出、のような文書と情報をやり取りするためのアンカーポイント
として使用することが可能である。
【０４４６】
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、携帯用文書撮像装置がソ
ース文書の表面を横切って移動するときに、画像データの一連のフレームを取得するよう
に構成される。いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、所定の制限
速度内で使用される場合に、少なくとも部分的に重なっている一連の画像を取得するよう
に構成される。重なりの量は、一般に、計算されるフレーム間の相対的なＸ－Ｙ動作を行
うのに十分でなければならない。携帯用機器は、取得された画像データのフレームから特
長を抽出するように構成される。携帯用文書撮像装置は、取得された画像を文字へ変換す
るために、光学式文字認識スキームを使用し、次いで、取得された画像データからテキス
ト文字列を構成するために、ステッチングアルゴリズムを使用することが可能である。ま
たは、テキスト文字列の表現を高めるために、互いにステッチングを行った画像データの
フレームに字オフセット法を使用することが可能である。あるいは、相対的な位置を計算
するために、画像データの逐次的なフレームのピクセル化における差異を使用することが
可能である。テキスト文字列を生成するために光学式文字認識を使用する場合、そのテキ
スト文字列は、そのページに対して水平であっても垂直であってもよい。携帯用文書デー
タ取得装置は、コマンド入力に、ソース文書に関連する携帯用文書撮像装置の所定の動作
（ジェスチャ）を関連付ける、データベースに操作可能に接続される。携帯用文書データ
取得装置は、ライブラリを組み合わせたジェスチャ／コマンド入力を予め構成するか、ま
たはユーザによって訓練可能にすることが可能である。加えて、ジェスチャは、同じジェ
スチャが、例えばタイムフレームまたは文書内のロケーション等の、ジェスチャのコンテ
クストに基づいて、異なるコマンド入力を実行させるような、「オーバーロード」された
状態とすることが可能である。
【０４４７】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、取得するソース文書のテキストラインに沿っ
て、左から右に携帯用文書撮像装置を移動させることによって、ソース文書の部分の画像
を取得する。携帯用文書撮像装置は、最初に、ソース文書が一義化されているかどうかを
判定する。ソース文書が一義化されていなかった場合には、画像データの取得されたフレ
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ームから文書の特徴を抽出し、ソース文書を一義化するために、抽出した特徴を次に使用
するコンピュータに、抽出した特長を通信する。ソース文書がすでに一義化されている場
合には、携帯用文書撮像装置は、文書の特徴を抽出し、文書内の位置を確立し、電子文書
内の対応する領域／テキストを選択するために、抽出した特徴を使用する。
【０４４８】
　ジェスチャが、文書内のロケーションに関してどのようにオーバーロードされうるかと
いう一例では、ソース文書の実質的に同じ領域上を左から右に携帯用文書撮像装置を２回
移動させることによって、選択した領域内のテキストに下線が引かれる。同じジェスチャ
が、文書内のロケーションに関してどのようにオーバーロードされうるかという一例では
、ソース文書の実質的に同じ領域上を左から右に携帯用文書撮像装置を３回移動させるこ
とによって、選択した領域内のテキストがボールド体になる。
【０４４９】
　いくつかの実施形態において、ソース文書の実質的にすべての予め選択された領域上を
左から右に携帯用文書撮像装置を移動させることによって、前述のコマンド入力が取り消
される。例えば、前述の、オーバーロードされた左から右への直線的なジェスチャによる
場合、選択した領域上を左から右に携帯用文書撮像装置を１度移動させて、選択した領域
をボールド体にしたユーザは、選択した領域内のテキストをホールド体から下線付きに変
更させる。選択した領域上を右から左に携帯用文書撮像装置を１回移動させることによっ
て、選択した領域内のテキストを最初のフォーマットに戻させ、右から左への移動を３度
繰り返すことによって、選択した領域全体を非選択状態にさせる。
【０４５０】
　オーバーロードの有効な性質をさらに示すために、いくつかの実施形態において、ソー
ス文書の予め選択した領域の一部の上を右から左に携帯用文書撮像装置を移動させること
によって、予め選択された領域／テキストの部分が削除される。
【０４５１】
　ユーザは、例えば単一または複数のパラグラフのコピーまたは削除等のような、比較的
大きなブロックのテキストとの情報のやり取りを望む場合がある。いくつかの実施形態に
おいて、ユーザは、左から右に携帯用文書撮像装置を移動させて、開始ロケーションを確
立し、また左から右に移動させて終了ロケーションを確立することが可能である。携帯用
文書撮像装置は、選択した領域の開始および終了を確立するために、テキスト文字列（ま
たは、その記号的な表現）を使用する。以降のコマンド入力は、次いで選択された領域に
作用する。例えば、いくつかの実施形態において、ユーザが、開始ロケーションと終了ロ
ケーションとの間で、携帯用文書撮像装置を「Ｘ」状に移動させた場合には、ソース文書
の開始ロケーションと終了ロケーションとの間の領域が削除される。同様に、いくつかの
実施形態において、ユーザが、選択した領域内で、携帯用文書撮像装置を前後に移動させ
ながら、例えばジグザグ状にページを下に移動させた場合、選択した領域が削除される。
ユーザが、選択した領域内で、携帯用文書撮像装置を下方に移動させた場合、選択した領
域をハイライトすることが可能である。いくつかの実施形態において、ユーザが、選択し
た領域内で、携帯用文書撮像装置を円形に移動させた場合、選択した領域がコピーされる
。
【０４５２】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、円動作によってソース文書の領域を選択する
。システムは、一般に電子文書内になければならないソース文書のフォーマットを実質的
に保持するか、または、マークアップ文書内の翻訳情報を使用して、電子副本に紙の文書
のレイアウトをマップする。携帯用文書撮像装置は、携帯用文書撮像装置が円パターンで
移動したことを判定するために、画像データの一連のフレームから抽出した特徴を使用す
る。また、文字マッピングスキームを使用して、電子文書内の選択した領域のロケーショ
ンを判定するために、抽出した特徴を使用する。いくつかの実施形態において、異なるコ
マンド入力は、時計回りの円動作、および反時計回りの円動作に関連付けられる。
【０４５３】
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　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、ジェスチャベースの制御を認識し、こ
れに基づいて動作する。例えば、いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、テキス
ト上に光センサを通過させて、テキスト内をスキャンし、次いでスキャナ内の記憶装置に
格納する。テキストは、テキスト上に光センサを逆方向に通過させることによって、記憶
装置から消去される。円形にスキャンすることによって、いくつかの実施形態において、
ユーザは、スキャナのホストコンピュータ上の文書処理用プログラムにおいて、電子文書
内の円で囲まれたテキストをハイライトすることができる。
【０４５４】
　検出動作
　ジェスチャベースのコマンドを検出し、これに基づいて動作するために、携帯用文書デ
ータ取得装置は、動作を検出および解釈することができなければならない。動作を検出し
、ジェスチャコマンドに動作をマップする様々な方法を以下に述べる。いくつかの実施形
態において、携帯機器は、ジェスチャを識別するために、逐次的な画像取得の間の動作ベ
クトルを計算する。
【０４５５】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、動作が検出されたときは常に、ジェス
チャの翻訳アプリケーションを起動する。動作を検出する１つの方法には、光学マウスと
ほぼ同様に、逐次的に取得した画像を比較するものがある。いくつかの実施形態において
、第１の画像は、パターンのために分析される。処理装置は、この画像を記憶装置に搬送
し、次いで背景とは異なるこの画像の部分を見つける（例、白い背景上に黒いテキストを
識別する）。処理装置は、これらのパターンの位置がどこに決められたか、またそれらが
何であるかを、記憶装置に記録する。処理装置は、次いで第２の画像をロードし、これら
の元のパターンの検出を試みる。処理装置は、次いで、これらのパターンのロケーション
が、どのくらい第１の画像から変化したのかを比較することが可能である。その差異は、
ベクトルとして符合化される。この処理を繰り返すことによって、一連のベクトルを形成
することが可能である。「点を結ぶ」のと同様に、これらのラインセグメントまたはベク
トルは、動作シーケンスの跡をたどることができる。
【０４５６】
　いくつかの実施形態において、処理装置は、第１および第２の画像内のピクセル間（ま
たは、いくつかの代表的なピクセル間）のベクトルを見つけることができる。画像間のベ
クトルを計算するために、処理装置は、最初に水平軸に沿って、次いで垂直軸に沿って画
像を比較して、第１の画像取得と第２の画像取得との間の期間中の、装置の移動経路を決
定する。処理装置は、次いで、第１の画像のすべてのピクセルを１ピクセル分右に移動さ
せる（いくつかのピクセルによってこの画像の一部ではない）。処理装置は、次いでこれ
らのベクトルを再計算する。これらのベクトルがより短い場合、処理装置は、ピクセル間
の水平距離がなくなるまで、ピクセルを右に移動させ続ける。これらのベクトルがより長
い場合、この処理装置は、ピクセルを左に移動させ始める。移動ベクトルの水平方向の構
成要素が決定された後に、処理装置は、移動ベクトルの垂直成分を決定するために、垂直
軸に沿った比較を繰り返す。処理装置が、移動ベクトルの水平および垂直成分を計算した
とき、第１の画像と第２の画像との間の相対的な線形動作は公知である。
【０４５７】
　対象とするジェスチャの判定
　いくつかの実施形態において、動作ベクトルの計算は、どのジェスチャが対象とされた
かを判定するための試みに従う。このステップの複雑さは、どのジェスチャ分類が存在す
るかに左右される場合がある。例えば、スキャナが、例えば後方等の１つのジェスチャだ
けを認識する場合、分類の試みは、動作のあらゆる垂直成分を考慮する必要がない場合が
ある。スキャナが後方へのジェスチャだけを認識するような、いくつかの実施形態におい
て、複数のベクトルを、本願明細書に説明されるように、単一の代表的なベクトルに置き
換えることが可能である。例えば、ユーザが水平方向の完全なスキャンを試みるが、代わ
りに垂直方向の振動が少ない場合、スキャナは、このユーザが、水平方向のラインを対象
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としており、無数のベクトルを１つの水平方向のベクトルに置き換えることを、判定する
ことが可能である。
【０４５８】
　前方および後方
　携帯用データ取得装置によるジェスチャの直感的かつ基本的な方法では、テキストのラ
インに沿って前後方向にスキャンする。いくつかの実施形態において、携帯用データ取得
装置は、スキャンされたテキスト画像を、格納した文字テンプレートと比較することによ
って、テキストのラインに沿った前後方向の動きを認識する。一例として、アルファベッ
トを使用するとき、スキャンされた文字がテンプレートと一致する場合、スキャナは右か
ら左（前方）へ移動している。スキャンされた文字がテンプレートの鏡像である場合、ス
キャナは右から左（逆方向）に移動している。いくつかの実施形態において、前後方向の
動作は、前述のベクトル法で決定される。
【０４５９】
　サークル
　携帯用データ取得装置によるジェスチャの別の直感的かつ基本的な方法では、テキスト
の領域を円で囲む。いくつかの実施形態において、サークルジェスチャは、前述のベクト
ル法によって識別される。いくつかの実施形態において、携帯機器は、円動作を検出する
ために、絶対位置情報を使用する。１つの方法では、例えば、符号化されたグリッドが印
刷された文書から絶対位置情報が得られる。装置によって撮影される画像には、文書面に
対する装置の動作を判定するために使用することができる、絶対位置情報が含まれる。
【０４６０】
　ベクトル法を使用する場合、１つのベクトルがこれまでに別のベクトル、特に第１の開
始点を横断したかどうかを判定するために、プロセッサは、動作ベクトルを互いに加算す
る。これらの円形ジェスチャ検出技術は、横断があるかどうかを判定するために、ベクト
ルが使用され、次いで、当該の横断が実際に生じたかどうかを判定するために、絶対位置
分析が使用される場合に組み合わせることができる。
【０４６１】
　図８は、ユーザが、サークルジェスチャを行ったことを検出するために、システムによ
って一般に実行されるステップを示すフロー図である。ステップ８００で、システムが新
しい基本的なジェスチャを検出したときに、これらのステップを開始する。ステップ８１
０で、システムは、このジェスチャがそれ自体と交差しているかどうかを検出する。図９
は、サークルジェスチャを実行におけるユーザの試みのいくつかの例を示す。第１のジェ
スチャ９００は、９１０で交差する。この例では、この動作の開始および終了が互いに交
差しているので、交点として検出することが可能である。第２のジェスチャ９２０は、円
であると判定されうるジェスチャを示す。ジェスチャの開始と終了は、９３０で互いに最
接近している。いくつかの実施形態において、この距離は、交点であるとみなされる許容
可能なマージン以内にあるとすることが可能である。第３のジェスチャ９４０は、円とみ
なすことができないジェスチャを示す。いくつかの実施形態において、（いくつかの実施
形態では、この状態であっても許容するようにプログラムされている場合があるが）２つ
の最接近位置９５０、９６０を交差しているとみなすには離れすぎている場合がある。こ
のジェスチャがそれ自体と交差した場合、この円を検出する処理は、システムが垂直成分
であるとみなす、図８のステップ８２０に引き継がれる。このジェスチャがそれ自体と交
差しなかった場合、この繰り返しは、新しいジェスチャを待つ状態に戻る。いくつかの実
施形態において、垂直成分は、このジェスチャがラビングジェスチャではなく、ユーザが
円として解釈させたくない可能性がある、ことを確認するものとみなすことが可能である
。いくつかの実施形態において、垂直成分は、ジェスチャ中に到達する最高点と最低点と
の間の差とすることが可能である。いくつかの実施形態において、この段階は、この差と
閾値を比較することによって判定することができる。垂直成分が、閾値を満たすには十分
大きくないか、または閾値を超えている場合、この処理は、そのジェスチャが円ではない
と判定する。この成分が閾値を満たした場合、システムは、水平成分を考慮することが可
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能である、ステップ８３０に引き継がれる。水平の評価は、垂直の評価に類似して実行さ
れる。ジェスチャが、これらの３つの基準（交点、垂直、水平）のすべてが満たした場合
、システムは、ステップ８４０で、それを円として分類する。これらの基準のうちの１つ
が満たされなかった場合、処理は、ステップ８００に戻って新しいジェスチャを待つ。
【０４６２】
　ラビング
　テキストの文字列を横切って前後にラビングすることは、携帯用画像データ取得装置の
制御に使用することが可能な、別の直感的かつ基本的なジェスチャである。いくつかの実
施形態において、ラビングまたは前後のジェスチャは、ハイライトコマンドとして解釈す
ることが可能である。例えば、ユーザは、前方へのジェスチャによる一連のスキャンを行
い、ラビングジェスチャによって１つのスキャンターゲットを指定することが可能である
。それに応じて、スキャナは、以降の検索において文字がハイライトされる（例えば、「
ラビング」されたテキストが明るい色のフィールド上にある）ように、ラビング動作によ
って識別された文字にフラグをたてることができる。別の実施形態では、前方へのジェス
チャで示されたテキストに、下線を引くことが可能である。
【０４６３】
　図１０は、ラビングジェスチャを検出するために、システムによって一般に実行される
ステップを示すフロー図である。ここで述べられるように、ラビングジェスチャは垂直の
上下動作である。しかし、テキストの文字列を横切って水平方向に前後にラビングする場
合がある。図１０に示される処理において、新しい基本的なジェスチャは、ステップ１０
００において開始される。ステップ１０７０で、他の場所に述べられているように、シス
テムは方向を検出する。ステップ１０２０で、システムは、方向変更を検出する。ステッ
プ１０３０で、システムは、それが直前の動作の方向の逆であるかどうかを確かめるため
に、方向変更を評価する。いくつかの実施形態において、逆とは、直前のベクトルの終点
から１７０°乃至１９０°（１８０°が正反対の方向である）の位置である、新しいベク
トルとして定義される。
【０４６４】
　この新しい方向が逆ではない場合（いくつかの実施形態では、スキャンの終了を含む）
、次いでシステムはステップ１０００に引き継ぎ、新しいジェスチャを待つ。この新しい
方向が逆である場合、次いでシステムはステップ１０４０に引き継ぎ、別の方向変更を検
出する。システムは、ステップ１０４０から、この新しい方向が第２の方向の逆であるか
どうかを判定する、ステップ１０５０に引き継ぐ。第３の方向の動作が、第２の方向の逆
である場合、システムは１０６０に引き継ぎ、ラビングジェスチャに関連付けられた所定
の挙動を行う。
【０４６５】
　消去のための後進
　いくつかの実施形態において、前方へのスキャンによって、スキャナは、スキャンした
情報を記憶装置に格納させる。このスキャンまたはその一部が、後方へのジェスチャによ
って続けてスキャンされる場合、後方にスキャンされたこの部分は記憶装置から除去され
る。一例として、図１１は、文書１１２０を横切って後方（右から左）１１１０に移動す
るスキャナ１１００を示す。以前の前方へのスキャンによって取得され、記憶装置に格納
されたテキストを、ボックス１１３０で示す。ボックス０は、後方へのスキャンによって
取得された「第１」の文字である、最も右の文字とともに、後方にスキャンされたテキス
トを示す。ボックス０内にあるテキストが、後方へのスキャンによって取得されたときに
、各文字は、予めスキャンされた文字列と比較される。スキャナ１１００は、後方へのス
キャンのうちの第１（最も右）の文字と、前方へのスキャンのうちの最後（最も右）の文
字とを比較し、後方へのスキャンによる文字が、スキャンされた文字列に一致しなくなる
まで、同じ方法を継続する。スキャナは、前方へのスキャンに対応する位置でその文字と
一致しない、後方へのスキャンにおける文字に遭遇した場合に、２つの文字列の比較を止
める。比較を止めた後、スキャナは、記憶装置から一致する文字を削除する。
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【０４６６】
　スキャンセンサが互いに各文字の画像のステッチングを行う方向を監視することによっ
て、スキャナは、回文を検出し、それらを消去ジェスチャとして解釈されないようにする
。システムは、スキャンが生じる方向を監視することによって、回文を検出する。前方（
左から右）にスキャンされた回文は、逐次的な左から右への画像を互いにステッチングす
ることによって構成される、文字画像を有する。右から左（後方）のスキャンでは、文字
の右側で開始する文字画像を取得し、左に移動する。英語の場合、この右から左への動き
によって、最初の左から右へのスキャンの鏡像である画像をもたらす。回文文字は、鏡像
ではないので、逆スキャンによって識別することができる。
【０４６７】
　ジェスチャおよびコンピュータモニタ
　いくつかの実施形態において、ジェスチャコマンドは、コンピュータディスプレイにレ
ンダリングされた文書に使用することができる。例えば、ユーザは、テキストを挿入する
ロケーションを識別するために、コンピュータモニタ上でキャレット（「＾」）スキャン
のジェスチャを行うことが可能である。この例では、スキャナは、コンピュータと通信を
行い、示されたロケーションでテキストを挿入するためのコマンドとして、キャレットジ
ェスチャを認識する。それに応じて、コンピュータは、最後の前方へのスキャンによるテ
キストを挿入する。
【０４６８】
　いくつかの実施形態において、スキャナは、マウス、ジョイスティック、または他のポ
インティング装置に類似した方法での、コンピュータとの情報のやり取りに使用すること
が可能である。例えば、スキャナは、垂直に押し下げることによって、ジョイスティック
とし機能することが可能である。ユーザが、傾斜または移動によって、所与の方向にこの
ジョイスティックを移動させるとき、これらの動きは、スキャナ画像における変化として
反映される。例えば、スキャナが前方に傾いた場合、画像センサは、反対方向へ進む一連
の画像を記録することが可能であり、それぞれがより多くのスキューを有する。これらの
画像の移動またはスキュー部分をどのようにマップするかによって、スキャナは、それが
どのくらい移動したのかを決定することができる。これらの動作は、次いでコンピュータ
に通信することが可能である。更なる一例として、ユーザは、コンピュータポインティン
グアクセサリとして携帯用スキャナを使用することによって、コンピュータモニタ上で文
書を通してスクロールを行うことができる。
【０４６９】
　他の装置の関連付けおよび制御
　いくつかの実施形態において、携帯用データ取得装置は、他の電子装置を制御すること
、（例えば、コンピュータディスプレイを使用することによって）それ自体のユーザイン
ターフェースを強化するために他の電子装置を使用すること、および、例えばスキャンさ
れたデータを入力できるようにすることによって、他の電子装置のユーザインターフェー
スを強化すること、ができる。
【０４７０】
　レンダリングされた文書からタイトルまたは他の識別子をスキャンすることによって、
（必要に応じて）コンテクストを確立した後、携帯機器は、スキャンによって所望される
動作を知らせるために使用される。例えば、ユーザは、ＶＣＲ＋コードのスキャンに従っ
て、テレビガイドとして文書を識別するコードでスキャンすることによって、ユーザのビ
デオレコーダ（ＶＣＲ）をプログラムすることができる。ＶＣＲ＋コードは、ＩＲ通信に
よってＶＣＲに通信を行い、ＶＣＲにそのコードに関連付けられた所定のアクションを実
行させる。
【０４７１】
　特にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＳＢ、またはＩＥＥＥ　８０２．１１接続を備えた装置に
近接するスキャナは、プログラムの挙動の定義にも使用することができる。電子レンジの
近くにある冷凍食品のパッケージのスキャンによって、適切な調理時間を設定することが
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可能である。自動車においては、アドレスをスキャンすることによって、スキャナは、そ
の自動車のオンボードナビゲーションシステムを、そのアドレスにプログラムすることが
できる。
【０４７２】
　別の装置のユーザ制御インターフェースは、携帯用データ取得装置の機能によって強化
することができる。本質的には、携帯用データ取得装置は、紙から情報をスキャンするこ
とによって他の装置を制御する。一般的なシステムにおいて、携帯機器は、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈＴＭを組み合わせた別の装置の命令に、スキャンされた情報を変換する。
【０４７３】
　隣接する装置との関連付け
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ホストマシンと組み合わされる
。ホストマシンは、コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）装置、または、携帯電話また
はＢｌａｃｋｂｅｒｒｙＴＭテキストメッセージング装置のような、移動通信装置である
ことが好ましい。認証およびセキュリティ情報の交換は、携帯機器とホスト装置との間の
組み合わせ処理の一部である。携帯機器は、現在組み合わせられていないホスト装置との
情報のやり取りに先立って、認証およびセキュリティプロシージャを実行する。セキュリ
ティプロシージャは、バイオメトリック認証のようなユーザ識別プロシージャを任意に含
むことができる。
【０４７４】
　図１２は、隣接するデバイスを携帯スキャナと関連付けるための一システム構成のブロ
ック図を示す。携帯装置１２１８は、携帯スキャナの機能１２１０を組み込むか、または
これと情報をやりとりすることが可能である。携帯スキャナ１２１０は、ある人物による
持ち運びが便利なように設計されたスキャナであり、２、３の可能性を挙げると、ペン型
のデバイス、マウス、リモートコントローラ、携帯電話等がある。携帯スキャナ１２１０
は、携帯機器１２１８との通信に使用することが可能な、短距離通信機能（例、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈＴＭのような短距離ＲＦ、ＵＳＢのような短距離ワイヤーライン等）を備える
ことが可能である。スキャナは、システムが知っている他の当該のスキャナの間でスキャ
ナを一意に識別する、ユーザＩＤコード１２２２を含む。
【０４７５】
　携帯機器１２１８の例には、ラップトップ型、ノートブック型、またはサブノートブッ
ク型コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）のような携帯型コンピュータ、または、携帯
電話または他の無線電話等が挙げられる。いくつかの実施形態において、スキャナ機能１
２１０および携帯機器１２１８は、同じ装置である。
【０４７６】
　携帯スキャナ１２１０の１つ以上のスキャンによって、場合により他の情報とともに取
得された情報は、ネットワーク１２０２に通信され、そこからコンテンツのロケーション
および検索サービス１２０６に通信される。いくつかの実施形態において、この情報は、
コンテンツリクエスト／ロケーション／検索アクションを開始させることが可能である。
スキャンのうちの少なくとも１つからの情報は、例えば、新聞、雑誌、フライヤ、書籍、
マニュアル、パンフレット、ラベル、または広告等の、印刷されたソースに由来するもの
であってよい。スキャンのうちの１つ以上からの情報は、例えば、テキスト、バーコード
、アイコン、シンボル、または電子ディスプレイからの他の情報等の、電子的またはデジ
タル的に表示される情報に由来するものであってよい。
【０４７７】
　携帯機器１２１８は、ネットワーク１２０２に、より長距離の通信機能を提供する。当
該の通信の例では、（例えば、ダイヤルアップモデムを使用する）標準的な公衆交換電話
網、デジタル加入者回線、非同期デジタル加入者回線、ケーブルモデム、イーサネット（
登録商標）、広域ＬＡＮ技術、ＩＥＥＥ　８０２．１１のような無線ＬＡＮ技術、および
無線携帯電話技術を備える。
【０４７８】
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　ネットワーク１２０２は、通信交換、ルーティング、およびデータの記憶機能を備える
。ネットワーク１２０２は、とりわけ、システムのコンポーネント間で情報を送り、伝播
させる。ネットワーク１２０２は、インターネット、イントラネットまたはイントラネッ
ト、ワイヤーライン、および／または無線ネットワークの一部を備えることが可能である
。
【０４７９】
　デバイスデータベース１２０４は、携帯スキャナ１２１０、およびいくつかの実施形態
において、および／またはいくつかの条件下で、携帯機器１２１８に関連付けることが可
能なデバイスに関する情報を有する。いくつかの実施形態において、デバイスデータベー
ス１２０４は、デバイスアドレスを有する装置識別子の関連付けを提供する。デバイスデ
ータベース１２０４はまた、サポートされたコンテンツタイプを有する装置識別子の関連
付けを提供することも可能である。いくつかの実施形態において、デバイスデータベース
１２０４は、１つ以上のリレーショナルデータベース、インデックス、マップテーブル、
拡張ドメインネームサービスを含む。
【０４８０】
　デバイス接続１２０８は、携帯スキャナと、入出力（Ｉ／Ｏ）、記憶領域、または処理
装置との間の接続を有する。いくつかの実施形態において、デバイスデータベース１２０
４およびデバイス接続１２０８は、例えばコンテンツ検索１２０６等の他の機能によって
、別々にアクセスすることが可能な、相異なる機能である。いくつかの実施形態において
、デバイス接続１２０８およびデバイスデータベース１２０４は、共通の機能コンポーネ
ントに組み込むことが可能である。
【０４８１】
　コンテンツ検索１２０６は、とりわけ、デバイス情報およびデバイス接続情報を取得す
るために、デバイスデータベース１２０４およびデバイス接続１２０８と通信する。いく
つかの実施形態において、デバイスデータベース１２０４および／またはデバイス接続１
２０８は、ネットワーク１２０２等のネットワークを使用して、コンテンツ検索１２０６
と通信することが可能である。
【０４８２】
　デバイスデータベース１２０４、デバイス接続１２０８、およびコンテンツ検索１２０
６は、「サービスプロバイダ」を含むことが可能である。サービスプロバイダは、クライ
アントのリクエストの達成における、情報および／またはサービスのネットワークアクセ
ス可能なプロバイダである。サービスプロバイダは、サブスクリプションベースの、広告
にサポートされた、ペイパー使用の、および／またはペイパー取引による、コンテンツお
よび／または通信サービスの利用を提供することが可能である。
【０４８３】
　コンテンツ検索１２０６は、コンテンツロケーションおよび検索機能を備える。コンテ
ンツは、少なくとも１つのテキスト、デジタル音声、または音楽、または１つ以上のデジ
タル画像またはビデオである。コンテンツ検索１２０６は、携帯スキャナ１２１０によっ
てスキャンされた情報に対応する、関連する、および／またはこれによって識別されるコ
ンテンツの位置を特定する。
【０４８４】
　コンテンツ検索１２０６は、ネットワーク１２０２と通信して、位置を特定されたコン
テンツをＩ／Ｏ、記憶領域、または携帯スキャナ１２１０に関連付けられた処理装置に提
供する。
【０４８５】
　関連付けられた装置は、とりわけ、画像／ビデオレンダリングシステム１２１２または
音声レンダリングシステム１２１４であってよい。いくつかの装置（例、組み合わせ装置
１２１６）は、音声、および撮像／ビデオシステム１２１２、１２１４の両方を備えるこ
とが可能である。当該の組み合わせ装置１２１６の例には、ラップトップ型コンピュータ
、デスクトップ型コンピュータ、テレビ、マルチユーザのコンピュータシステム、または
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キオスクが挙げられる。
【０４８６】
　携帯スキャナ１２１０と関連付けることが可能な他の装置には、データ記憶装置１２２
０またはプリンタが挙げられる。データ記憶装置１２２０の例では、コンピュータハード
ディスク装置、携帯フラッシュ記憶装置、携帯音楽および／またはビデオおよび／または
ｅ－ブックプレーヤ（例、携帯コンテンツプレーヤ）、および光記憶媒体を備える。ラッ
プトップ型、デスクトップ型、またはネットワークベースのコンピュータまたはコンピュ
ータ群のような、計算リソースはまた、スキャナ１２１０に関連する処理機能を強化する
ために、携帯スキャナ１２１０に関連付けることも可能である。
【０４８７】
　コンテンツが配信されるデバイスの識別は、関連づけられたデバイスの装置識別子の受
信を伴うことが可能である。装置識別子は、スキャナ１２１０またはスキャナに関連付け
られた携帯機器１２１８によって提供することが可能である。装置識別子の例には、バー
コード、一意の装置製造番号、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスのようなネッ
トワークアドレス、英数字コード、または一意のデバイス名が挙げられる。
【０４８８】
　いくつかの実施形態では、関連づけられたデバイスのネットワークアドレスが必要であ
るが、関連づけられたデバイスの識別子は不要である。システムは、関連づけられたデバ
イスの機能の完全な情報が無くても、機能することが可能な場合がある。他の場合には、
機能を推定することが可能である。例えば、デバイスが、ウェブブラウザを介して通信セ
ッション識別子をリクエストし、続いてスキャナが、そのデバイスに通信セッション識別
子をサブミットする場合、そのデバイスは、そのデバイスからスキャンされたセッション
識別子を有する可能性がある。
【０４８９】
　いくつかの実施形態において、１つ以上のデバイスは、それらがスキャナを識別する一
意のユーザ（またはデバイス）ＩＤに関連付けられるように、スキャナのユーザによって
「登録」される。例えば、スキャナのユーザが所有するラップトップ型コンピュータは、
スキャナの一意のユーザよび／またはデバイスＩＤに関連付けられた「デバイス＃１」と
して登録することが可能である。（したがって、関連づけられた装置識別子は、単一のユ
ーザによって限られた数のデバイスが登録されたと仮定すると、非常に簡単になりうる。
）関連づけられたデバイスは、（例えば、ラップトップが新しいロケーションに移動され
、インターネットとの新しい接続を確立する場合に、ネットワークアドレスを頻繁に変更
する場合があるので）現在のネットワークアドレスをサービスプロバイダに自動的に登録
する、ロジックを備えることが可能である。これによって、サービスプロバイダで新しい
セッションを開始するときのユーザの作業が簡素化される。これは、ユーザは、関連付け
られたデバイスの識別子だけをスキャンすればよく、また関連付けられたデバイスをルッ
クアップするために、サービスプロバイダにコマンドを自動的に通信し、その現在のネッ
トワークアドレスを取り込み、指示されたデバイスに以降のシステムの応答を通信するこ
とによるものである。さらに、サービスプロバイダに公知のすべてのデバイスの中で一意
である、一組の識別子を作成および維持する必要が無いので、サービスプロバイダのシス
テムの管理が簡素化される。サービスの各ユーザは、冗長な製造番号のような、より複雑
な装置識別子を適用する（およびその後適用する）ことを必要とせずに使用される、あら
ゆるデバイスを簡単に登録することが可能である。
【０４９０】
　さらに、所与のスキャナ（および／またはユーザ）に関連付けられたデバイスの小さな
ドメインからデバイスを選択することによって、所望のデバイスを識別するための代替方
法の使用が可能になる。例えば、デバイスは、選択されたアイコンをスキャンすることに
よって、またはスキャナによって相異なるジェスチャを実行することによって、識別する
ことが可能である。
【０４９１】
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　装置識別子は、それをスキャンし、次いでコンテンツロケーションおよび検索１２０６
（サービスプロバイダ）システムに通信することによって、提供することが可能である。
いくつかの実施形態において、システムは、携帯スキャナ１２１０によってスキャンでき
るように、装置識別子を表示装置上に出現させる。ユーザは、装置識別子の、デバイスに
添付された製造番号からのスキャン、デバイスに添付されたバーコードからのスキャン等
が可能である。関連づけられたデバイスの識別子は、スキャナ１２１０によるコンテンツ
リクエスト／ロケーション／検索アクションを備える、またはその前に提供することが可
能である。
【０４９２】
　いくつかの実施形態において、システムは、１つ以上のデバイスが携帯スキャナ１２１
０のロケーションに隣接しているので、それらのデバイスを、少なくとも部分的に、携帯
スキャナ１２１０と関連付けるために、１つ以上のデバイスを選択する。いくつかの実施
形態において、システムは、ＧＰＳ衛星位置情報を使用して携帯スキャナ１２１０のロケ
ーションを識別し、複数のＲＦトランシーバを使用して三角測量された情報を識別し、お
よび／または携帯スキャナ１２１０が使用する、またはこれに隣接する、Ｗｉ－Ｆｉまた
は他の無線アクセスポイントのロケーションを識別する。
【０４９３】
　いくつかの実施形態において、システムは、位置を特定されたコンテンツタイプ（例え
ば、テキスト、ビデオ、または音声）の特徴を調査することによって、また隣接するデバ
イスの候補がそのコンテンツタイプのレンダリングをサポートするかどうかを判定するこ
とによって、携帯スキャナに関連付ける１つ以上のデバイスを選択する。
【０４９４】
　いくつかの実施形態において、関連づけられたデバイスのための識別子は、関連づけら
れたデバイスのネットワークアドレスの識別に使用される。装置識別子は、システムに公
知の他のすべてのデバイスからそのデバイスを識別する一意のＩＤであってよい。または
、装置識別子は、スキャナ１２１０に関連付けられた一意のユーザおよび／またはデバイ
スＩＤ１２２２と組み合わせて、システムに対して、そのデバイスを一意に識別する機能
を果たすものであってよい。ネットワークアドレスは、他の可能なものの中で、ＩＰアド
レス、ＭＡＣアドレス、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）
、またはデバイス名、あるいは、情報が送信される特定のデバイスとなるような、ネット
ワーク１２０２によって識別される識別子を含むことが可能である。
【０４９５】
　いくつかの実施形態において、システムは、携帯スキャナ１２１０がデバイスに関連付
けられている限り、携帯スキャナを使用するある人物による専用の関連付けられたデバイ
スを構成することによって、関連付けられたデバイスに位置を特定されたコンテンツを配
信する。スキャナ１２１０を使用している人物による排他的アクセスのための関連付けら
れたデバイスの構成は、公衆または半公衆の環境において特に重要である。
【０４９６】
　いくつかの実施形態において、システムは、アクセスが関連づけられたＩ／Ｏまたは記
憶装置によって制御される情報へのアクセスとともに、携帯スキャナ１２１０および関連
づけられた携帯機器１２１８を提供する。当該の情報の例には、場合によりキーワード定
義、文書インデックス、テーブル、およびＯＣＲおよび／または音声認識を容易にするパ
ラメータを含む、スキャナ１２１０の機能を可能にする、および／または容易にする情報
が挙げられる。
【０４９７】
　図１３は、スキャン装置とサービスプロバイダを関連付ける一般的なクエリーセッショ
ンを示すブロック図である。この例では、セッション指向のアプリケーションは、ウェブ
ブラウザである。
【０４９８】
　携帯スキャナ１２１０は、ディスプレイ１３０２を備えるコンピュータシステムと情報
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をやりとりし、情報を取得する。コンピュータシステムの例には、デスクトップ型、ラッ
プトップ型、またはＰＤＡ、あるいは、携帯電話または他の無線電話が挙げられる。コン
ピュータシステムは、ウェブブラウザ１３０４ロジックを備える。ウェブブラウザ１３０
４は、サーバーを有するネットワークを介して、一般に通信する。サーバーは、とりわけ
、ウェブサーバ、ＣＧＩスクリプトサーバー、プライベートネットワーク（イントラネッ
ト）サーバー、またはワイヤーラインまたは無線電話サポートネットワークのサーバーを
備えることが可能である。
【０４９９】
　ウェブブラウジングセッションは、セッション識別子（セッションＩＤ１３０６）によ
って特徴づけることが可能である。セッションＩＤ１３０６は、ブラウザ通信セッション
を一意に識別するコードである。セッションＩＤ１３０６の例には、ＨＴＴＰセッション
ＩＤおよび他のプロトコルセッションＩＤが挙げられる。いくつかの実施形態において、
ウェブブラウザ１３０４は、サービスプロバイダ１３０８に属するウェブサイトを指定し
ているＵＲＬから、ウェブページをロードするように命令され、サービスプロバイダ１３
０８は、ウェブブラウザ１３０４からのリクエストに関連付けられたネットワークアドレ
スを記録し、一意のセッションＩＤコード１３０６が表示されるウェブページを返す。サ
ービスプロバイダ１３０８は、（例えば、デバイス接続データベース１２０８において）
一意のセッションＩＤコード１３０６と、ウェブブラウザ１３０４のアプリケーションを
提供するデバイスのネットワークアドレスとの間の関連付けを記録する。
【０５００】
　セッション識別子１３０６は、ブラウザ１３０４のユーザに表示することが可能である
。ウェブブラウザ１３０４には、セッション識別子１３０６を表示することが可能なよう
に、特定の機能を与えることが可能である。携帯スキャナ１２１０は、表示されたセッシ
ョンＩＤ　１３０６コードをスキャンすることが可能である。スキャナ１２１０は、スキ
ャナ１２１０がサービスプロバイダ１３０８と通信する１つ以上のネットワーク通信チャ
ネルのうちのいずれかを使用して、一意のスキャナおよび／またはユーザＩＤ１２２２と
ともに、スキャンされた一意のセッションＩＤコード１３０６をサービスプロバイダ１３
０８に通信する。これには、クエリーセッションを開始するための、サービスプロバイダ
１３０８へのリクエストを含むことが可能である。以降のスキャンに対する応答（例、以
降のクエリー）は、セッションＩＤ１３０６に予め関連付けられたネットワークアドレス
で、ウェブブラウザ１３０４に通信される。いくつかの実施形態において、システムは、
システムが適切に識別したユーザであり、関連付けられたデバイス１３０２を介してクエ
リーセッションを開始しようとするユーザに確認している、ウェブブラウザ１３０４上に
表示することが可能な、クエリーセッション開始リクエストの確認応答によって応答する
ことが可能である。ユーザがクエリーセッションを終了した場合、例えば、「終了セッシ
ョン」アイコンまたはコマンドを、関連付けられたデバイス１３０２のディスプレイから
スキャンし、現在のセッションを終了するために、サービスプロバイダ１３０８に通信す
ることが可能である。サービスプロバイダ１３０８は、次いで、ディスプレイをクリアす
る（セッションにおいて以前に表示された、あらゆる潜在的に機密上重要な情報を除去す
る）ために、コマンドをウェブブラウザ１３０４に通信し、新しいクエリーセッションを
開始するためにスキャンすることが可能な、新しい一意のセッションＩＤコード１３０６
を表示することが可能である。同様に、所定の期間、サービスプロバイダ１３０８が受信
するスキャナ１２１０からの通信がまったく無ければ、セッションを自動的にタイムアウ
トとして、同様に終了することが可能である。
【０５０１】
　クエリーセッション開始リクエストを通信した後に、携帯スキャナ１２１０は、印刷さ
れたソースから情報をスキャンすることが可能である。
【０５０２】
　スキャンされた情報には、テキスト、バーコード、シンボル、および／または印刷され
たソースの他の識別子を含むことが可能である。スキャンされた情報には、製品名、バー
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コード、会社名、ロゴ、商標、または製品の他の識別子を含むことが可能である。スキャ
ンされた情報には、曲名、アーティスト名、作品集名、および／または音楽コンテンツの
他の識別子を含むことが可能である。スキャンされた情報には、画像名、キャプション、
見出し、および／または画像コンテンツの他の識別子、またはムービー名、出演者名、監
督名、ディレクタ名、スタジオ名、製品名、またはビデオコンテンツの他の識別子を含む
ことが可能である。
【０５０３】
　場合により更なる情報とともに、少なくとも１つのスキャンによって取得された情報（
スキャンされたセッションＩＤ１３０６を含む）は、コンテンツリクエストに組み込むこ
とが可能である。スキャンされた情報は、１つ以上の通信において、サービスプロバイダ
１３０８へ通信することが可能である。サービスプロバイダ１３０８は、少なくとも部分
的に、コンテンツをブラウザ１３０４に戻すために、セッションＩＤコード１３０６を適
用することが可能である。これによって、ウェブブラウザ１３０４は、携帯スキャナ１２
１０のアクションの結果として通信されるコンテンツを受信することが可能となる。
【０５０４】
　通信されるコンテンツには、情報がスキャンされた電子版の印刷された文書、スキャン
の情報に関連付けられたデジタル音楽、デジタル音声録音、音声ニュースまたは解説、音
声製品情報、または他の録音された、または合成された音声、少なくとも１つのデジタル
画像、デジタル写真、製品の画像またはビデオ、ニュース報道または解説のビデオ、また
は他のデジタル画像またはビデオ、が挙げられる。
【０５０５】
　図１４は、スキャナ関連機器にコンテンツを提供するために、システムによって一般に
デバイス間で実行されるインタラクションを示すアクションフロー図である。
【０５０６】
　インタラクション１４０２において、ウェブブラウザロジックを有するディスプレイ装
置（例、デバイス接続および／またはデバイスデータベースを備えたシステム）は、一意
のセッションＩＤを生成するために、サービスプロバイダにリクエストを通信し、一意の
セッションＩＤは、ブラウザに関連付けられたネットワークアドレスとともに、デバイス
接続データベースに記録される。インタラクション１４０４において、一意のセッション
ＩＤが生成され、その関連付けられたネットワークアドレスで、ブラウザに通信される。
インタラクション１４０６において、一意のセッションＩＤは、その表示されたロケーシ
ョンからスキャンされる。インタラクション１４０８において、クエリーセッション開始
リクエストは、一意のユーザおよび／またはスキャナＩＤ、および一意のセッションＩＤ
コードを含む、サービスプロバイダへ通信される。サービスプロバイダは、デバイス接続
データベースに記録されたネットワークアドレスを識別するために、インタラクション１
４０８において発行されたリクエストに含まれる一意のセッションＩＤコードを適用し、
クエリーセッションの確認応答は、インタラクション１４１０において、識別されたネッ
トワークアドレスでデバイスに通信される。ブラウザは、クエリーセッションリクエスト
の確認応答を、スキャナのユーザに表示する。サービスプロバイダはまた、一意のセッシ
ョンＩＤが現在スキャナのユーザによって「所有」されており、例えば、他の携帯スキャ
ン装置がこのセッションＩＤに関連付けられない、デバイス接続データベースにおいて記
録する。サービスプロバイダは、一意のユーザおよび／またはスキャナＩＤを、現在アク
ティブなセッションＩＤおよび関連付けられたネットワークアドレスに関連付ける。
【０５０７】
　インタラクション１４１２において、スキャナは、スキャンされた情報（ＲＥＱ）をコ
ンテンツ検索機能に通信する。コンテンツ検索は、スキャンされた情報に応えて提供する
ために、コンテンツを判定する。
【０５０８】
　いくつかの実施形態において、コンテンツのタイプは、インタラクション１４１４にお
いて、デバイスデータベースへ通信される。コンテンツタイプは、１つ以上のデバイスが
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現在アクティブにスキャナに関連付けられている場合に、どの関連付けられたデバイスま
たはデバイス群が、コンテンツのレンダリングに最適であるのかを判定するために使用す
ることが可能である。好適な現在利用可能なデバイスが無いコンテンツが識別された場合
、その後に適切なレンダリングデバイスが利用可能になったときに、当該のコンテンツへ
のアクセスが可能になるように、当該のコンテンツへのリンクまたはコンテンツ自体をデ
ータベースに格納し、ユーザの所定のアドレスに電子メールを送ることが可能である。
【０５０９】
　インタラクション１４１６において、デバイスデータベースは、コンテンツ検索に、関
連づけられたデバイスアドレスまたはアドレス群、またはネットワークアドレスまたはア
ドレス群を通信する。インタラクション１４１８において、コンテンツ検索は、関連づけ
られたデバイスにコンテンツを提供する。
【０５１０】
　いくつかの実施形態において、システムは、印刷された文書のスキャンに応えて、シス
テムによって配信される電子コンテンツ（音声、ビデオ、デジタル文書等）を格納するた
めに、記憶装置をユーザのスキャナと関連づけることが可能である。例えば、記憶機能を
有するデバイス（ハードディスク装置、書き込み可能なＤＶＤ、ＣＤ―ＲＯＭ等を有する
コンピュータ等）を一意に識別する識別子をスキャンすることによって、システムは、印
刷された文書（携帯スキャナによって生じる）のスキャンに応えて、今後のコンテンツの
配信が、対応する記憶装置に配信され、後の検索のためにアーカイブされるように、その
データベースを修正することが可能である。
【０５１１】
　いくつかの実施形態において、システムは、ユーザのロケーション、およびどの隣接す
るデバイスが、ユーザの携帯電子機器に関連付けることが可能であるのかを判定する。シ
ステムは、携帯機器のオンボードのＧＰＳを経由して、無線信号の三角測量によって、デ
バイスのサービスを行う通信ネットワークトランシーバのロケーションを決定することに
よって、ユーザにクエリーを行うことによって、または他の好適な方法によって、ユーザ
のロケーションを決定することが可能である。
【０５１２】
　いくつかの実施形態において、システムは、携帯スキャン装置とともに使用することが
可能な、Ｉ／Ｏ機器の位置情報を有するデバイスデータベースを保持する。システムがＩ
／Ｏ機器との関連付けのためのリクエストを携帯スキャナから受信するとき、システムは
、携帯スキャナのロケーションを決定に、次いで、デバイスデータベースを参照すること
によって適切な候補を識別する。
【０５１３】
　いくつかの実施形態において、システムによって、ユーザは、デバイスと携帯スキャナ
との関連付けをプリセットすることが可能になる。一例として、ユーザは、自分のスキャ
ナからのコンテンツリクエストの受信者として指定された、自分のホームコンピュータを
有するように所望することが可能である。これを達成するために、ユーザは、サービスプ
ロバイダのウェブサイト二アクセスし、デバイスおよび、自分のスキャンされたクエリー
に対する応答を受信するための、データリポジトリ（例、ホームコンピュータ）の識別子
を手動で入力する。別様には、システムは、受信装置を自動的に識別するために、本明細
書を通じて説明される様々なスキャン方法を使用する。
【０５１４】
　いくつかの実施形態において、公衆のキオスクは、動的なセッションＩＤを表示する。
キオスクは、インターネットまたは企業内イントラネットのような通信ネットワークに接
続される。接続は、ケーブルモデム、電話システム（ＰＳＴＮ、ＡＤＳＬ、ＤＳＬ、移動
体等）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ、ＩＥＥＥ　８０２．１１等）、あ
らゆる他の好適なアクセス方法を介して行うことが可能である。セッションＩＤは、定期
的であるが、新しいセッションＩＤがすべての新しいユーザに表示されるように、キオス
クが使用される毎に変更される。キオスクを使用するために、ユーザは、キオスクによっ
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て表示されるセッションＩＤをスキャンする。セッションＩＤをスキャンすることによっ
て、ユーザは、印刷された文書のスキャンの結果のコンテンツの配信のために、キオスク
を自分のスキャナと一時的に関連付けたい旨を、システムに通知する。スキャナは、セッ
ションＩＤおよびスキャナを認証する他の情報（製造番号、アカウント番号、または他の
識別情報）を（おそらくは、携帯電話のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセー
ジのような、無線通信を介して）直接システムに通信するか、または通信ネットワークへ
のキオスクのリンクを使用することによって通信する。例えば、スキャナは、キオスクに
セッション開始情報を（おそらくは、ＢｌｏｏｔｏｏｔｈＴＭ等ののような短距離ＲＦを
介して）転送することによって、キオスクの通信リンクを適用することが可能である。キ
オスクは、次いで、そのインターネット接続を介して、サービスプロバイダのシステムに
セッション開始情報を通信する。スキャナは、ユーザの携帯電話（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを
介してユーザのスキャナと組み合わせることが可能である）または他の無線通信装置を介
して、セッション開始メッセージを通信することによって、サービスプロバイダのシステ
ムと直接通信することが可能である（ここでの「直接」は、メッセージがキオスクを介し
て通過しないことを意味する）。
【０５１５】
　いくつかの実施形態において、システムは、デバイスがスキャナに関連付けられている
期間（セッション）中に、スキャナに関連付けられたデバイスを他の人に使用させないよ
うにする。この機能は、直前のセッションが終了する前に、他の人に公衆のキオスクを使
用させないようにするのに特に有用である。インターネットカフェでのコンピュータの使
用に関連するこの概念の一例として、ユーザは、キオスクのディスプレイからセッション
ＩＤをスキャンすることによって、（または、携帯スキャナ上のキーパッドまたはタッチ
スクリーンを介してセッションＩＤを入力することによって）セッションを開始すること
ができる。また、システムは、そのデータベースにおいて、セッションＩＤとユーザのス
キャナの製造番号（または、一意にユーザおよび／またはユーザのスキャナを識別する他
の識別子）を関連付けるので、他のスキャナはセッションＩＤをスキャンできず、また、
自分のセッション中にキオスクを使用することができない。スキャナは、（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈＴＭ、ドッキングステーションのような物理的に組み込まれたリンク等のような無
線リンクを介して）ディスプレイに関連付けられたコンピュータと通信すること、または
携帯電話等のような他の方法を介して、サービスプロバイダのシステムと直接（つまりコ
ンピュータを介さずに）通信することが可能である。
【０５１６】
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナの機能は、関連づけられた装置によって変
化する。例えば、携帯スキャナが、光学式文字認識（ＯＣＲ）機能を備えた隣接するコン
ピュータに関連付けられた場合、スキャナは、コンピュータにスキャンした画像データを
通信することが可能である。一方で、関連づけられたコンピュータがＯＣＲ機能を備えて
いない場合、携帯スキャナは、テキストをサービスプロバイダに通信する前に、スキャン
された画像をテキストに変換するために、オンボードのＯＣＲ機能を適用することが可能
である。
【０５１７】
　いくつかの実施形態において、スキャナは、スキャンではなく無線通信（例、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈＴＭリンク）によって、コンピュータから通信セッション識別子を取得する。
例えば、携帯スキャナがコンピュータによってＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭ接続を行った後に
、コンピュータは、ユーザが携帯スキャナでスキャンするためにコンピュータディスプレ
イ上に通信セッション識別子を表示するのではなく、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を使用して
通信セッション識別子をスキャナに通信することが可能である。
【０５１８】
　いくつかの実施形態において、システムは、携帯電子機器よりも優れたビデオまたは音
声機能を備えた、他のデバイスを関連付けることによって、携帯電子機器のためのユーザ
インターフェースを強化する。例えば、空港で飛行機の出発を待っているサブスクライバ
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は、テレビガイドおよび自分が見たい番組の通知を閲覧することが可能である。自分のコ
ンピュータ上のウェブブラウザをサービスプロバイダのウェブサイトの閲覧に使用するこ
とによって、サブスクライバは、自分のラップトップ型コンピュータに通信される通信セ
ッション識別子を取得することが可能である。テレビガイドから番組を識別する通信セッ
ション識別子および情報をスキャンすることによって、サブスクライバは、ビデオコンテ
ンツ（テレビ番組）の配信を望むロケーションとして、ラップトップ型コンピュータを識
別する。システムは、コンテンツをラップトップ型コンピュータに送信する前に、サブス
クライバが、そのコンテンツにアクセスするための適せるな許可を持っているかどうか（
例えば、サブスクライバが、「ケーブルテレビ」サービスのサブスクリプションを有する
、また、ビデオの配信にブロードバンドインターネットアクセスが必要な場合に、インタ
ーネットサービスプロバイダとのブロードバンドサービスサブスクリプションを有する、
等）を確認することが可能である。
【０５１９】
　パーソナルコンピュータ
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）の動作を制御する。携帯用機器は、ＰＣにソフトウェアを開始させる、および／
または他のアクションを行わせる、データおよび命令をＰＣにサブミットする。例えば、
コンピュータおよびＬＣＤプロジェクタによってＰｏｗｅｒ　ＰｏｉｎｔＴＭのプレゼン
テーションを行う場合、ユーザは、Ｐｏｗｅｒ　ＰｏｉｎｔＴＭのスライドの紙コピーを
スキャンすることによって、コンピュータの動作を制御することができる。ユーザは、ス
ライドから情報をスキャンして、コンピュータにスライドを進めさせる。携帯用機器はま
た、レンダリングされた文書から、文書処理用ソフトウェア、ウェブブラウザ、および他
のソフトウェアアプリケーションを制御するためにも使用することができる。ユーザは、
携帯用機器を備えたパーソナルコンピュータを制御することによって、電子文書の編集、
インターネット上での購入、およびメッセージの送信を行うことができる。
【０５２０】
　編集
　いくつかの実施形態において、携帯用データ取得装置は、ホストコンピュータのデータ
入力装置としての機能を果たす。携帯用機器およびホストコンピュータは、文書処理用ソ
フトウェアと組み合わせて、強力な文書編集システムを構成する。
【０５２１】
　文書編集システムは、コンピュータの文書処理アプリケーション内の文書のための編集
コマンドとして、印刷された面上にユーザの動作を反映および／または解釈する。携帯用
機器を用いて、ユーザは、文書処理用ソフトウェアに、ブックマーク、文字のハイライト
／下線／太字化／イタリック体化、切り取り、コピー、ペースト、検索、保存、および印
刷、のような様々な機能を実行させる。
【０５２２】
　いくつかの実施形態において、携帯用機器上のハイライトインジケータの色は、デジタ
ルコピーに生じるハイライトの色を示す。いくつかの実施形態において、デジタルコピー
、取得装置の状態等で現れる、ハイライトの色をユーザに示すために、有色光を紙上に反
映させることができる。
【０５２３】
　ＶＣＲ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、ビデオ録画装置を制御すること
ができる。例えば、携帯機器は、テレビガイドからデータを取得することによって、所定
のテレビ番組を録画するようにビデオ録画装置をプログラムするためのコマンドを伝送す
ることができる。いくつかの実施形態において、携帯機器は、赤外線（ＩＲ）通信によっ
てビデオ録画装置にコマンドを伝送する。
【０５２４】
　状況インジケータ
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　携帯用データ取得装置のユーザインターフェースは、デバイスの現在の状態について、
ユーザに通知することができる。このデバイスは、ユーザに視覚、聴覚、または触覚のイ
ンジケータによって通知することができる。より有用なユーザインターフェースの状態イ
ンジケータのうちのいくつかを後述するが、それらは可能性のあるものの包括的なリスト
ではない。
【０５２５】
　十分なスキャンインジケータ
　いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、ユーザに、文書を識別するに十分な情
報が取得されたことを示す。例えば、携帯用スキャナは、特定のスキャンが一意に文書を
識別することを示す、所定の閾値を格納することが可能である。閾値に一致、またはこれ
を超えた場合、携帯スキャナは、ユーザインターフェースを介してユーザに、文書を識別
するに十分な情報が取得されたことを示す。これらの所定の閾値は、発見的手法（すなわ
ち経験則）、統計分析、または他の好適な方法に基づいて決定することができる。
【０５２６】
　携帯用データ取得装置は、ユーザインターフェースの視覚、音声、または触覚機能を介
して、ユーザに、十分な情報がスキャンされたことを示すことが可能である。スキャンさ
れた情報が所定の閾値に一致、またはこれを超えたと判定されると、デバイスのプロセッ
サは、情報のスキャンによって、文書を識別するに十分な情報がスキャンされたことをユ
ーザに通信するよう、ユーザインターフェースに命令する。
【０５２７】
　いくつかの実施形態において、スキャンの「十分性」に対する様々な段階の信頼性を示
す。例えば、赤色光が、十分なテキストが取得されていないことを示し、黄色光が、５０
％の確率で十分なテキストが取得されたことを示し、緑色光が、ほぼ確実に十分なテキス
トが取得されたことを示すようにすることが可能である。
【０５２８】
　十分性の判定方法
　いくつかの実施形態において、システムは、書き込まれた表記の一意の文字の観察に基
づいた、十分性の閾値を決定するために、発見的手法を使用する。大部分の文書は、１０
語足らずの単語（およそ２０乃至５０の文字またはシンボル）をスキャンすることによっ
て、一意的に識別することができる。この発見的手法は、試験されるすべての言語にわた
って保持される。４乃至１０語の範囲のスキャンによって複製文書がもたらされるイベン
トにおいて、ユーザに、結果を絞り込むために更なる端号をスキャンするように促すこと
ができる。
【０５２９】
　携帯機器における処理ロジックは、スキャンが、ソース文書を一意に識別しそうである
かどうかを判定することができる。いくつかの実施形態において、十分性の閾値は、直前
のスキャンの観察に基づくパラメータ化された経験則である。例えば、スキャナは、８つ
の単語が一意であるようにプログラムすることが可能である（ここでの「単語」とは、ス
ペース間の一連の文字である）。別様には、スキャナは、取得されたテキストが、すべて
がそれぞれ３文字よりも多い、少なくとも６つの単語を有することを必要とする、十分性
の閾値によってプログラムすることが可能である。別の方法では、特定の物理的な距離を
スキャンした後に（例えば、４インチのテキストのスキャンは、標準的な幅のページ上の
一連のテキストの半分以上である）、スキャンが一意であることを判定する。別の方法で
は、単語ではなく、スキャンされる文字に基づいて閾値を設定する（例えば、４０文字以
降にスキャンが一意となる）。他の方法として、スキャンの十分性は、検索エンジンにス
キャンされたテキストを送信して、検索結果を受信することによって判定することができ
る。検索エンジンが一意の一致を返せば、スキャンは十分である。スキャンが一意である
ことを判定できる別の方法は、二次元バーコードのようないくつかの組み込まれたデータ
が見つかった場合に、一意に識別した情報を伝達するように設計することである。
【０５３０】
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　コンテクストは、文書または文書内の特定のロケーションの識別に必要な、取得される
情報の量に影響を及ぼす。システムが特定のスキャンに関して知るコンテクストが増える
ほど、一意性に必要なフレーズが短くなる。既知の文書内で、システムは、その文書内で
何が一意であるべきかを示す、サブインデックスを計算することができる。すなわち、シ
ステムは、文書内のすべてのテキストを知っているので、システムは、文字または単語の
どの組み合わせが曖昧であるかないかを判定することができる。特定の文書において、曖
昧ではないテキストをどのくらい取得しなければならないかは、文書内の総文字数、単語
長、および、ある単語がその文書内で何回使用されているか、の関数である。数学的に表
される、この関係の一実施形態は、十分性＝ｆ（総文字数、繰り返された文字数、単語長
）で表される。
【０５３１】
　閾値法によって、携帯用データ取得装置は、ユーザに、取得したテキストが一意である
かどうかをリアルタイムで示すことが可能になる。
【０５３２】
　検索を検索エンジンにサブミットする方法を使用する場合、一意性は、１つまたはゼロ
ヒット－すなわち、他のいかなるインデックス付き文書も検索クエリーに一致するコンテ
ンツを持たない－によって判定する。
【０５３３】
　スキャンの十分性の判定に単語カウントの閾値を使用する場合、スキャンされた単語長
は、文書または領域を十分に識別するに必要な単語数に影響を及ぼす。長い単語は、短い
単語よりも概してより多くの一義化値を有する。したがって、「ａｍａｌｇａｍａｔｉｏ
ｎ」という単語は、「ｔｈｅ」という単語よりも多くの一義化値を有する。単語長は、Ｏ
ＣＲの前であっても、文字列に空白があるかどうかを観察することによって、決定するこ
とができる。間に入る空白が無い多数の文字は、大きな単語を示し、おそらくは高い一義
化値を有する。２、３文字で分離される多数の空白は、一義化値の少ない短い単語を意味
する。
【０５３４】
　フォントのサイズ、色、および、フォントタイプに関する情報は、一義化に有用である
。これらの特性を知ることによって、文書または領域の識別に必要とされる、テキストの
量を削減することができる。
【０５３５】
　内蔵制御データインジケータ
　いくつかの実施形態において、携帯用データ取得装置は、ユーザが文書に組み込まれた
制御データに遭遇したときに、ユーザに通知する。例えば、携帯機器は、既知のキーワー
ドに遭遇したときにユーザに通知することができる。別の例として、携帯用機器は、ユー
ザに、マークアップレイヤーによって文書内に定義されたアクティブな領域を通知するこ
とができる。更なる例として、デバイスは、不可視特性を有するインク（例、ＵＶ／ＩＲ
インク）で組み込まれた制御データ、または二次元バーコードに遭遇したときに、ユーザ
に通知することができる。
【０５３６】
　コンテクストインジケータ
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、デバイスが現在のコンテキストを認識して
いるかどうか（例えば、ユーザが、現在既知の文書等の領域内で作業している文書のＩＤ
を、デバイスが知っているかどうか）をユーザに示す。コンテクスト「ロック」は、特に
ｐコマースのアプリケーションに有用である。例えば、コンテクストインジケータは、ど
のカタログからアイテムを調べているかを、ユーザに通知することができる。したがって
、適切なアイテムの適切なベンダーからの購入を確保する。いくつかの実施形態において
、コンテクストインジケータは、レンダリングされた文書の名前または他の識別情報を表
示する。
【０５３７】
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　オンライン／オフラインインジケータ
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、オンラインまたはオフラインモードで動作
していることを、ユーザに通知する。デバイスがオンラインである場合、デバイスは、ホ
ストコンピュータまたはサービスプロバイダのネットワークへのアクティブな接続を有す
る。デバイスがオフラインである場合、デバイスは、現在他のシステムデバイスと通信し
ていない。
【０５３８】
　データ取得インジケータ
　いくつかの実施形態において、デバイスは、データを取得していること、それ以外なら
ば適切に機能していることを、ユーザに通知する。
【０５３９】
　エラーインジケータ
　いくつかの実施形態において、デバイスは、ユーザにエラーを通知する。例えば、デバ
イスは、紙の文書が識別されたが、ユーザはその紙の文書の電子副本の利用が許可されて
いないことを、警告音を出してユーザに通知することが可能である。更なる例として、デ
バイスは、最後のスキャンを繰り返さなければならないこと、ホストコンピュータまたは
サービスプロバイダネットワークへのアクセスが拒否されたこと、文書の配信が行われな
かったこと（例えば、ユーザのライフライブラリアーカイブが、文書を受信／承認しなか
った）、携帯機器の記憶容量不足、バッテリ容量の低下等を、ユーザに通知することがで
きる。
【０５４０】
　ハイライトカラーインジケータ
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、どの色でハイライト機能を生成するのかを
、ユーザに示す。いくつかの実施形態において、ホストコンピュータは、ディスプレイ上
に、現在のハイライトモードの色を示す（例えば、黄色は、文書処理用ソフトウェアが黄
色でハイライトしていることを意味する）。
【０５４１】
　セキュリティ／プライバシ
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、無許可の個人がそのデバイスを
使用できない、データ伝送がプライベートである、およびユーザＩＤが商取引のために検
証できる、セキュリティおよびプライバシ処理を有する。
【０５４２】
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、ユーザのデータのプライバシおよびセキュ
リティを確保するために、暗号化処理を使用する。デバイスの記憶装置に格納されたデー
タは、他のデバイスに伝送されるデータとともに、暗号化することができる。加えて、ユ
ーザは、他のデバイスと共有する情報の量および種類を制限するように、デバイスのプロ
ファイルを設定することができる。いくつかの実施形態では、システムによって、ユーザ
は、すべての検索結果が携帯機器に返され、システムまたはサービスプロバイダのネット
ワークに格納されないように指定することができる。
【０５４３】
　いくつかの実施形態において、スキャナは、コンピュータ、ＰＤＡ、または携帯電話の
ようなホストマシンに組み合わされる。システムは、ホストマシンの識別子（例、製造番
号等）を携帯機器の記憶装置にプログラミングすることによって、特定のホストマシンに
よってのみ機能するように、携帯データ取得装置をロックすることができる。別の装置と
通信する前に、携帯機器は、どのマシンがその割り当てられたホストであるかを確認する
ために、所定も記憶装置のロケーションを確認する。誰かが別のデバイスによってスキャ
ナの使用を試みた場合、システム（または、そのスキャナ自体）は、新しい通信の組み合
わせが動作する前に、ユーザに、自分のＩＤを検証／認証するように要求する。
【０５４４】
　バイオメトリックの使用
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　いくつかの実施形態において、携帯用データ取得装置およびその関連づけられたシステ
ムは、セキュリティおよびプライバシのためにバイオメトリックを使用する。例えば、ユ
ーザは、携帯機器で自分の指紋をスキャンすることによって、自分のＩＤを検証すること
ができる。別の例として、いくつかの実施形態において、デバイスは、楕円形の曲線暗号
化のための指紋スキャンを使用する等、プライバシのためのデータの暗号化のためにバイ
オメトリック情報を使用する。いくつかの実施形態において、携帯用機器は、テキストお
よびバイオメトリックをスキャンするために、同じ光学経路を使用する。
【０５４５】
　オンライン／オフラインの挙動
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、デバイスがオンラインか
、オフラインかによって異なる挙動を示す。ホストコンピュータ、通信ネットワーク、ま
たはデータ取得サービスプロバイダのネットワークのような他のデバイスと通信していな
い場合、デバイスはオンラインである。スキャナサービスプロバイダのネットワークとも
称される、データ取得サービスプロバイダのネットワークは、ライフライブラリアーカイ
ブプロバイダのような携帯用文書データ取得装置をサポートする、サービスプロバイダで
ある。
【０５４６】
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、それがオフラインの場合であっても、機能
し続ける。ユーザは、それでも、レンダリングされた文書からデータをスキャンして、音
声注釈の作成、文書の検索を行い、またｐコマース取引を開始することができる。これら
の機能（取引、注釈作成、および検索等）のうちのいくつかは、ネットワーク接続が復元
されるまで完了されない。
【０５４７】
　オフラインの挙動の１つの形態は、文書が電子的形態において現在利用可能でない場合
に生じる。したがって、文書から取得されるデータに基づいた検索は、不一致を返す。こ
の場合、システムは、検索クエリーを保存して、文書が将来いくつかの時点で利用可能に
なるまで、定期的に再サブミットすることができる。システムはまた、電子副本が現在利
用可能でないことを、ユーザに通知することもできる。
【０５４８】
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、その後の検索のために、記憶装
置内に、取得された未加工のデータ（画像または音声）を保持する。この機能によって、
システムは、更なる処理のために、データを「取得されたものとして」回復することがで
きる。例えば、ユーザがテキストを携帯スキャナでスキャンする場合、スキャンされた画
像が記憶装置に保存され、ＯＣＲ処理はスキャンされた画像上で実行される。画像がＯＣ
Ｒ処理によって認識できない場合は、更なる処理のために、ホストコンピュータまたはサ
ービスプロバイダに未加工の画像データを送信することができる。いくつかの実施形態に
おいて、スキャンされた画像データは、新しいデータによって上書きされるまで、記憶装
置内に保持される。例えば、デバイスは、記憶装置がいっぱいになるまで、未加工の画像
および処理された画像（例、ＯＣＲされたテキスト）を保存し、その時点で、デバイスの
いくつかの実施形態は、処理された画像だけを保存し、未加工の画像を上書きして、一般
に処理された画像よりもさらに多くの記憶空間を使用する。
【０５４９】
　携帯機器は、オフラインモードの場合、ローカルにキャッシュされたデータにアクセス
することができる。また、いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、いつホ
ストコンピュータおよび／またはネットワークへの接続が利用可能になるのか、およびそ
れに応じて自動的に挙動が変化することを検出する。例えば、このオンライン／オフライ
ンの検出を有する携帯機器は、接続が失われたときに、取得したデータの自動的なキャッ
シングをはじめることができる。
【０５５０】
　ローカルキャッシング



(90) JP 5238249 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　ユーザが必要とするであろう情報のローカルキャッシングによって、システムは、待ち
時間を削減し、ネットワークの帯域幅を節約することができる。ローカルにキャッシュさ
れた検索インデックス、キーワードライブラリ、マークアップ情報、およびフォントライ
ブラリは、ユーザ経験およびネットワークの動作を強化する。フォントライブラリのロー
カルキャッシングによって、携帯機器は、それがオフラインモードであっても、テンプレ
ートベースのＯＣＲを実行することが可能になる。
【０５５１】
　いくつかの実施形態において、５０％ものネットワークトラフィックが、同じ資料、特
に最近発行された資料に繰り返しヒットするため、文書データ取得装置は、ネットワーク
トラフィックを削減するために、最近のスキャンの結果をローカルにキャッシュする。
【０５５２】
　ユーザのライフライブラリはまた、携帯機器に関連付けられたホストコンピュータにキ
ャッシュすることもできる。ユーザのライフライブラリ内の文書を表すトークンは、携帯
機器内にローカルにキャッシュすることができる。ユーザのライフライブラリをローカル
にキャッシングすることによって、ユーザは、自分のライフライブラリをオフラインモー
ドにすることさえできる。
【０５５３】
　いくつかの実施形態において、システムは、紙の文書を十分に識別するか、または電子
副本の位置を特定するためのスキャンにどのくらいのテキストが必要であるかという表現
を携帯機器にキャッシュする。このローカルキャッシュはまた、決まり文句、および平均
的なテキストよりも一義化値の少ない決まり文句のリストも含むことができる。取得した
データが共通の表現または決まり文句を含む場合、最小の一義化の閾値が増加し、文書を
十分に識別するために更なるテキストを必要とする。したがって、共通のフレーズは、文
書を識別するためにスキャンしなければならないテキストの量を増加させる。これらの共
通のフレーズをローカルにキャッシングすることによって、携帯機器は、その文書を識別
するに十分なテキストが取得されたことを、ユーザに示す能力を強化する。
【０５５４】
　システムによってインデックスが付けられたことが分かっている、文書（例、新聞、雑
誌等）のリストをローカルにキャッシングすることによって、スキャナは、オフラインモ
ードであっても、コンテキストを知っていることを示すことができる。
【０５５５】
　いくつかの実施形態において、携帯機器がローカルにキャッシュされていないフォント
に遭遇したとき、携帯機器は、そのホストコンピュータまたはサービスプロバイダから、
適切なフォントライブラリをダウンロードする。
【０５５６】
　文書が識別されたとき、その文書に関連付けられたマークアップ文書は、スキャナにダ
ウンロードすることができる。マークアップ文書のローカルなキャッシングによって、そ
の文書に対するスキャナの挙動のローカルな判定が可能になる。
【０５５７】
　いくつかの実施形態において、システムは、ユーザが遭遇しそうな文書について、イン
デックスまたは他のデータを予めキャッシュする。例えば、いくつかの実施形態において
、システムは、ユーザが新聞からデータをスキャンすることを予想して、毎朝ユーザの携
帯スキャナに置かれる地方紙のために、インデックスおよびマークアップ文書をプッシュ
する。
【０５５８】
　フォントテンプレート
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、フォントライブラリおよ
びフォントテンプレートをローカルにキャッシュする。フォントテンプレートは、そのフ
ォントが認識された後に、デバイスにダウンロードすることができる。携帯用機器がアル
ファベットで各文字の一例を取得するまで待つ必要はない。システムがいくつかの取得さ
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れた文字のフォントを認識した後、ローカルキャッシュ機能を備えたデータ取得装置に、
フォントライブラリをダウンロードすることができる。システムは、フォントテンプレー
トを携帯データ取得装置にローカルにキャッシングすることによって、ＯＣＲの待ち時間
を削減することができる。
【０５５９】
　インデックス
　いくつかの実施形態において、システムは、携帯データ取得装置上の検索インデックス
をキャッシュする。いくつかの実施形態において、システムは、ユーザが必要としそうな
インデックスを予めキャッシュすることができる。例えば、システムは、携帯機器に地方
紙の最新のインデックスを毎日予めキャッシュすることが可能である。
【０５６０】
　キーワードライブラリ
　キーワードのライブラリは、携帯データ取得装置の好適な実施形態に、ローカルにキャ
ッシュすることができる。キーワードをローカルにキャッシングすることによって、携帯
機器は、キーワードの取得に応えて、その挙動をローカルに判定することが可能になる。
挙動のローカルな判定は、携帯機器がホストマシンまたはサービスプロバイダのネットワ
ークに接続されていない場合に、特に有用である。
【０５６１】
　マークアップ情報
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、文書のマークアップデータをダ
ウンロードする。この機能によって、携帯機器は、文書からのデータ取得に応えて、その
挙動のうちの少なくともいくつかのローカルな判断が可能になる。
【０５６２】
　キーワード処理
　いくつかの実施形態において、携帯スキャナは、取得したデータ内のキーワードを認識
して、キーワードのアプリケーションをサポートする。キーワードに応えて行われるアク
ションは、システムおよびキーワードを取得したレンダリングされた文書に関連付けられ
たマークアップ文書によって予め定められる。概して、グローバルなキーワードの定義は
、システムレベルで保持され、ローカルなキーワードの定義は、マークアップ文書に保持
される。マークアップ文書において特に定めのない限り、ローカルな定義は、グローバル
な定義をオーバーライドする。
【０５６３】
　キーワードは、スキャナ（Ａｐｐｌｅ　ＣｏｍｐｕｔｅｒｓＴＭの商標シンボルとして
使用される、アップルアイコン等）または標準的なテキストによって識別される、特殊な
シンボルとすることができる。例えば、カタログのような文書には、携帯機器に対する特
別な意味を持つコマンドシンボルのメニューを含むことが可能である。キーワードに関連
付けられた制御プログラムを実行するために、ユーザは、特殊シンボルのうちの１つをス
キャンする。それに応じて、デバイスの処理装置は、そのキーワードに関連付けられた制
御プログラムにアクセスして実行する。カタログの例において、特殊シンボルのうちの１
つは、スキャナを介してカタログから商品を注文するために使用することができる、購入
プログラムを開始することが可能である。ユーザは、注文する商品に関する情報をスキャ
ンして、携帯スキャナは、インターネットと通信インターフェースとの間の接続を介して
、カタログのベンダーに、販売の完了に必要なそれらの商品および他の情報（課金および
配送情報等）を通信する。
【０５６４】
　検索挙動
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得は、検索アプリケーションをサポ
ートする。検索クエリーに対する入力は、特に紙の文書からの光学スキャンによって、レ
ンダリングされた文書から取得される。
【０５６５】
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　いくつかの実施形態において、システムは、検索語が紙の文書からのものであることを
示すために、携帯データ取得装置から生じた検索クエリーにタグをつける。
【０５６６】
　データ取得を介した文書ＩＤ／ロケーション
　システムは、レンダリングされた文書を識別して、そのレンダリングされた文書の電子
副本の位置を特定するために、レンダリングされた文書から取得されたデータを使用する
ことができる。システムは、文書のコーパスのインデックスを検索することによって、文
書の識別および位置の特定を行う。システムは、検索エンジンまたは検索アプリケーショ
ンソフトウェアに検索クエリーをサブミットすることによって、検索を実行する。
【０５６７】
　検索クエリー
　検索クエリーは、携帯データ取得装置内、またはネットワーク内に構成することが可能
である。いくつかの実施形態において、検索クエリーのメッセージは、携帯機器の識別子
を含む。
【０５６８】
　コンテクストを有する検索クエリー
　検索に関するコンテクストは、検索結果の精度を高めることができる。いくつかの実施
形態において、携帯用文書データ取得装置は、コンテクスト情報を含む検索クエリーをサ
ブミットする。コンテクストは、ユーザの履歴から、ユーザの集団の総計的な過去の挙動
から、文書の特性から、または検索の状況から、導出することができる。
【０５６９】
　時刻
　検索語が文書から取得された時刻は、一義化のための有用なコンテクストである。例え
ば、検索クエリーが文書から取得された日付を検索エンジンが知っている場合、検索エン
ジンは、文書が取得されたデータのソースにはなりえないので、取得日時以降に発行され
たあらゆる文書を無視することができる。いくつかの実施形態において、検索クエリーは
、いつ検索文字列がレンダリングされた文書から取得されたかを示す、タイムスタンプを
含む。
【０５７０】
　ロケーション
　検索語が文書から取得されたロケーションは、一義化のための有用なコンテクストであ
る。例えば、検索クエリーが文書から取得された地理的位置を検索エンジンが知っている
場合、検索エンジンは、取得されたデータのソースにはなりえそうにないので、そのロケ
ーションにおいて発行または配信されたあらゆる文書を無視することができる。いくつか
の実施形態において、検索クエリーは、どの地理的位置において検索文字列がレンダリン
グされた文書から取得されたかを示す、ロケーションスタンプを含む。
【０５７１】
　ユーザの履歴（サブスクライバアカウントによる）
　ユーザの履歴は、文書の識別および位置の特定のための有用なコンテキストである。例
えば、毎朝Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｔｉｍｅｓ紙から、および午後にＥｃｏｎｏｍｉｓｔ誌から
テキストをスキャンするパターンを有する場合、朝にサブミットされた検索クエリーは、
Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ誌のものではなく、Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｔｉｍｅｓ紙からのものである
可能性がより高い。いくつかの実施形態において、システムは、ユーザの履歴に基づいて
、検索クエリーをランク付けする。
【０５７２】
　統合的なユーザ集団のメタデータ
　携帯文書データ取得装置の全ての使用の凝集挙動はまた、一義化のための有用なコンテ
キストを提供する。ユーザは、どちらかと言えば類似した文書から類似した情報をスキャ
ンする。例えば、ユーザ集団が、最近、最新の小説Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒから多数の
検索クエリーをサブミットし、最新の書籍Ｓｅａｎ　Ｈａｎｎｉｔｙからはサブミットし
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ていない場合がある。したがって、検索クエリーが複数の一致を返す場合、ソース文書は
、書籍Ｓｅａｎ　Ｈａｎｎｉｔｙではなく、最新の小説Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒである
可能性がより高い。故に、いくつかの実施形態において、システムは、ユーザ集団の凝集
挙動に基づいて、検索クエリーの結果をランク付けする。
【０５７３】
　検索クエリーの構築
　いくつかの実施形態において、携帯機器は、紙の文書から逐次的なテキストを取得して
、そのテキストに基づいて検索クエリーを構成する。検索クエリーは、次いで検索エンジ
ンまたは他の検索ソフトウェアにサブミットされる。検索エンジンは、紙の文書の識別お
よびその紙の文書の電子副本を見つけるために、そのデータインデックスの検索を実行す
る。いくつかの実施形態において、携帯取得装置は、より多くの情報が紙の文書から取得
されても、単に電子副本の識別に十分な情報をサブミットすることによって、通信帯域幅
を節約する。無線帯域幅が制限されているので、これは、無線システムが必要な情報だけ
を送信することにおける利点である。いくつかの実施形態において、システムによって、
ユーザは、デバイスのキーパッドからより多くのテキストを入力することによって、検索
クエリーの修正または強化を可能にする。
【０５７４】
　部分的な単語の一義化
　いくつかの実施形態において、携帯用機器およびシステムは、部分的な単語の一義化を
サポートする。テキストがレンダリングされた文書から取得される場合、ユーザが単語の
境界上で取得を開始および終了することを困難にする。取得された文字列の始めと終わり
の単語は、概して省略される。検索インデックスは、因習的に全ての単語から構成されて
いるので、部分的な単語では、従来の検索アプリケーションに対する価値がほとんどまた
はまったく無い。しかし、これらの省略された、または「部分的な」単語は、それでも大
きな一義化値を有する場合がある。いくつかの実施形態において、検索エンジンは、複数
の検索結果の中から選択するために、部分的な単語を使用する。例えば、検索エンジンは
、検索インデックスを検索するためにすべての単語を使用し、その結果の中から選択する
ために検索文字列の終わりの部分的な単語を使用する。したがって、これらのエンジンに
対する検索クエリーは、部分的な単語の情報を含むことが好ましい。
【０５７５】
　複数行のスキャン
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、１つの動作中に、複数の行を取
得することができる。ページの一部を撮影するために内蔵カメラを使用する携帯電話、２
行のテキストを取得する光学ヘッドを備えたペンベースのスキャナ等は、光学スキャナが
１行以上のテキストを取得することができる、シナリオの例である。図１５は、文書１５
２０のうちの２行からテキストを取得する携帯スキャナ１５１０を示す。ボックス１５０
０は、取得されたテキストを示す。１行以上のテキストが取得される場合、各行は、「行
１のテキスト」ＡＮＤ「行２のテキスト」フォーマットで、検索クエリーにサブミットす
ることができる。別様には、おおよその列幅が分かっている場合、検索クエリーは、「行
１のテキスト」ＷＩＴＨＩＮ　Ｘ　ＷＯＲＤＳ「行２のテキスト」として構成することが
できる。ここで、Ｘは、概しておおよその列幅よりも小さい。図１５に示される例に関し
て、一義化の検索クエリーは、「ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｌａｗ　ｃｏｍｍｅｉｉｔｅｄ　ｔ
ｏ」ＡＮＤ「ａｎｄ　ｐｕｂｌｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｔｈｅ」として構成することがで
きる。
【０５７６】
　スタンプ（コンテクスト、スキャナＩＤ、ユーザＩＤ）
　いくつかの実施形態において、システムは、文書を識別するためにタイムスタンプおよ
びロケーションスタンプを使用する。例えば、Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｐｒｅｓｓ社の記
事は、多くの新聞で見られるが、適切な新聞社は、そのロケーションスタンプによって判
定することができる。ロケーションスタンプが、そのスキャンがＳｅａｔｔｌｅで行われ
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たことを示す場合、スキャンされたＡＰ社の記事のソースはＳｅａｔｔｌｅの新聞社であ
る可能性がより高い。同様に、タイムスタンプは、タイムスタンプの前に発行されたもの
に対して、候補となる文書の範囲を狭くするために使用することができる。いくつかの実
施形態において、携帯用機器は、タイムおよび／またはロケーションスタンプを含む、検
索クエリーを構成することができる。
【０５７７】
　ワード長／畳み込みクエリー
　いくつかの実施形態において、システムは、単語長によって文書にインデックスを付け
て検索する。最も簡単な場合において、長い、短い、および不確定な、３つの単語長が使
用される。長い、および短い単語の逐次的なパターンは、十分な長さの各文書に対する一
意の識別子を形成する。したがって、文書は、従来のテキストに基づいた検索クエリーで
はなく、単語長に基づいた検索クエリーをサブミットすることによって、位置を特定する
ことができる。単語長の検索クエリーの例には、１１００１１１０？０１０？？１０１１
０が挙げられ、ここで、１＝短い単語、２＝長い単語、３＝不確定な単語である。不確定
なあらゆるオブジェクトは、基本的に、検索エンジンによってワイルドカードとして扱わ
れる。単語長の検索は、取得された画像において個々の文字を識別することができない、
撮像装置に特に有用である。例えば、低解像度の携帯電話のカメラは、レンダリングされ
た文書の撮像に使用されるが、その画像を文字レベルでは解像することができない。文書
は、それでも、長い、および短い単語の一致する逐次的なパターンを検索することによっ
て、識別することができる。同様に、文書は、本明細書の他の場所で説明したように、文
字の繰り返し頻度を示す、畳み込みベースのクエリーによってインデックスを付けて検索
することができる。
【０５７８】
　テキストの特性
　スキャンされたテキストから生じる検索クエリーは、フォントのタイプ、サイズ、およ
び色等の、テキストに関する情報を含むことができる。これらのテキストは、そのテキス
トが取得された文書の一義化に使用することができる。しかし、従来の検索クエリーでは
、この情報を無駄にしている。
【０５７９】
　文書の識別子
　ユーザが既知の文書内を検索している場合、検索クエリーには、その文書の識別子を含
むことができる。検索エンジンは、対象とする文書に検索結果を制限するために、文書の
識別子を使用することができる。従来の検索クエリーは、文書の識別子を含まない。
【０５８０】
　並行検索
　ユーザの経験を強化するために、検索を、ローカルの装置とネットワークとに並行して
行うことができる。１つの検索が結果を返すときに、他の検索を終了させることができる
。
【０５８１】
　ネットワーク化された挙動
　いくつかの実施形態において、携帯文書データ取得装置のスキャナとスキャンサービス
プロバイダのネットワークとの間のメッセージは、一意の取引コードを含む。取引コード
によって、システムは各取引を識別することができる。いくつかの実施形態において、取
引コードは、スキャナＩＤ、スキャンされた情報、文書情報、およびタイム／ロケーショ
ン情報のハッシュから作成される。
【０５８２】
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、スキャンサービスプロバ
イダがデバイスを認識できるように、電子製造番号（ＥＳＮ）またはネットワークアドレ
スのような一意の識別子を有する。いくつかの実施形態において、携帯用機器は、暗号化
された課金およびアカウント情報を有する、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）を含む。い
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くつかの実施形態では、着脱可能な識別モジュールによって、別のユーザは、データ取得
装置を借りることができ、その識別モジュールを挿入することによって、データ取得装置
を一時的にそのアカウントに関連付けることができる。
【０５８３】
　スキャンサービスプロバイダのサブスクライバのそれぞれは、サービスプロバイダのネ
ットワークのデータベースに格納される、サブスクライバアカウントを有する。サブスク
ライバアカウントデータレコードには、課金／サブスクリプション情報、サブスクライバ
の氏名および住所、サブスクライバがアクセスを許可された電子文書に関する情報、紙の
文書に対するサブスクライバに関する情報、ユーザの履歴情報、サブスクライバの携帯デ
ータ取得装置の識別子（ＥＳＮ等）、セキュリティ／暗号鍵、およびユーザのライフライ
ブラリおよび／または個人用ウェブページ（ブログ）のロケーション、を含むことができ
る。例えば、ユーザは、自分の携帯用機器によって文書からデータを取得して、ＵＩを介
して「この文書をブログに載せる」コマンドを入力することができる。システムは、文書
を一義化して、ユーザのアカウントに予め指定された、ユーザのブログページ上の文書へ
のリンクを発行する。
【０５８４】
　いくつかの実施形態において、ネットワークは、サブスクライバの携帯用文書データ取
得装置の、無線の起動（ＯＡＡ）およびプログラミング（ＯＡＰ）のような、リモートの
起動およびプログラミングを実行する。データ取得装置の電源が入ると、データ取得装置
は、サービスプロバイダのネットワークに登録する。データ取得装置が登録されると、サ
ービスプロバイダは、その装置に起動データをダウンロードすることができる。起動デー
タには、ネットワークアドレス、またはサービスプロバイダがメッセージをその装置に送
るために使用できる、他の一意の識別子を含むことができる。その装置が起動された後、
サービスプロバイダは、あらゆる必要な最新情報（例、ローカルにキャッシュされたマー
クアップデータ）によってその装置を更新するために、リモートプログラミングを使用す
ることができる。
【０５８５】
　その装置をサービスプロバイダのシステムによって登録するとき、サービスプロバイダ
は、サブスクライバアカウントに対するその装置の識別子を確認することによって、その
装置がサブスクライバに属していることを検証することができる。
【０５８６】
　いくつかの実施形態において、システムは、待ち時間を削減し、またネットワークリソ
ースを節約するために、携帯用機器に（物理的または接続速度的に）近いネットワーク要
素にインデックスおよび他のデータを移動させる。携帯用機器の近くに頻繁に利用される
データを移動させることによって、携帯用機器へ進む途中で情報を処理しなければならな
いネットワーク数が削減される。
【０５８７】
　ネットワークによって強化された一義化
　いくつかの実施形態において、ネットワークおよび携帯用文書データ取得装置は、一義
化処理を繰り返す。例えば、ユーザは、紙の文書から取得されるデータによって構成され
る検索クエリーをサブミットする。サービスプロバイダは、検索クエリーを検索エンジン
にサブミットするが、文書を一義化することができない。それに応じて、ネットワークは
、レンダリングされた文書から更なる情報を取得するようにユーザを促す。ユーザは、更
なる情報をサブミットし、サービスプロバイダは、予めサブミットされた情報とともに新
しい情報を使用してレンダリングされた文書を一義化する。サービスプロバイダおよびユ
ーザは、文書を一義化するために必要な回数だけこの処理を繰り返す。サービスプロバイ
ダは、一般に予めサブミットされた情報を保持して、その情報を新しくサブミットされた
情報と統合して文書を一義化する。
【０５８８】
　サブスクライバアカウント／記録
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　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、課金、サブスクリプショ
ン、および／または装置識別子に関する情報を格納するための記憶装置を備える。この記
憶装置は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）またはスマートカードのような着脱可能なも
のであるか、またはプログラマブル読み出し専用記憶装置（ＰＲＯＭ）のような着脱不可
能なものであってよい。いくつかの実施形態において、ＳＩＭ記憶装置は、ユーザの携帯
電話のサービスアカウントに関連付けられる。文書の電子コピーが取得されたデータに基
づいている場合、サブスクリプション情報は、ユーザにその電子コピーの利用を許可する
べきかどうかを検証するために使用することができる。例えば、新聞は、そのオンライン
版へのアクセスに追加料金を課す場合がある。サービスプロバイダのユーザアカウントは
、新聞のような紙の文書のサブスクリプション情報を含むことができ、その情報はユーザ
が紙の文書のオンライン版を購読しているかどうかを示す。
【０５８９】
　いくつかの実施形態において、システムは、ユーザのサブスクライバアカウント内の課
金情報を使用して、携帯スキャナによる購入を行う。記憶装置は、ユーザの暗号化クレジ
ットカードまたは他の金融情報を含む。例えば、ユーザが文書からテキストをスキャンし
て、（おそらくは、ユーザインターフェースまたは上述のジェスチャコントロールを介し
て）その文書の電子コピーへのアクセスを購入を希望する旨を示した場合、課金情報は、
著作権保持者またはコンテンツプロバイダへの支払いを提供するために使用することがで
きる。
【０５９０】
　いくつかの実施形態において、携帯用機器は、記憶装置内の製造番号のような装置識別
子を含む。これらの装置識別子は、携帯機器を位置に識別する役割を果たし、それらが消
去されないように一般にＰＲＯＭに格納される。取引のための更なるセキュリティは、ネ
ットワークデータベースにおけるユーザのアカウントまたはサブスクライブにデバイスの
製造番号を相関させる等、携帯機器をただ１人のユーザと関連付けることによって取得す
ることができる。別様には、システムは、スマートカードにスキャナをロックするために
、スマートカード内に装置識別子を格納する（または、携帯スキャナ内にスマートカード
識別子を格納する）。デバイスの処理装置は、携帯スキャナ２００が動作を許可される前
に、適切なスマートカードが挿入されたことを検証する。内蔵処理装置を備えたスマート
カードはまた、スマートカード内のあらゆる情報へのアクセスを許可する前に、スマート
カードがロックされている携帯機器に挿入されたことも検証する。
【０５９１】
　注釈
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、注釈アプリケーションを
含む。注釈ソフトウェアによって、デバイスは、音声またはテキストの注釈を、文書内の
ロケーション、マーク、またはテキストに添付することが可能になる。注釈は、文書内の
テキスト文字列または絶対的なロケーションに関連付けることができる。注釈がテキスト
文字列に関連付けられている場合、システムは、注釈が添付されたテキストを編集または
削除するかどうかをサブスクライバに通知することができる。編集または削除に進む前に
、システムは、続行したいかどうかの確認をユーザに求める。
【０５９２】
　テキスト
　テキスト注釈は、携帯機器のキーパッドを介して、または音声データのテキストへの変
換によって、レンダリングされた文書からテキストをスキャンすることによって入力する
ことができる。
【０５９３】
　音声
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、音声を取得するためのマ
イクロホンを備える。取得されたスピーチは、以下のスキャノテータ（ｓｃａｎｎｏｔａ
ｔｏｒ）の項で詳述するように、ユーザによって指定されたロケーションで、音声ファイ
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ルとして文書に注釈を入力することができる。
【０５９４】
　ＯＣＲ
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、オンボードのＯＣＲ機能
を有する。いくつかの実施形態において、システムは、ホストコンピュータまたはサービ
スプロバイダ上でＯＣＲを実行する。ＯＣＲは、テンプレートマッチング、畳み込み、お
よび単語長ＯＣＲを含む、多数の好適な方法によって達成することができる。
【０５９５】
　商標シンボルのコードへの変換
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、コードまたはプレーンテキスト
に商標シンボルを変換する。携帯機器は、認識することができる商標シンボルのデータベ
ースを有する。携帯機器が認識する商標をスキャンする場合、携帯機器は、コードを商標
画像の代わりに用いることができる。次いで携帯機器は、サービスプロバイダのネットワ
ークにコードを送信する。サービスプロバイダは、商標コードに関連付けられた所定のア
クションを行う。例えば、ユーザは、ＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉＴＭの「３つの菱形」の商標
の画像をスキャンする場合がある。携帯スキャナは、その画像をオンボードの商標シンボ
ルのライブラリと比較し、その３つの菱形のシンボルをＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉ社の商標と
して識別する。ライブラリは、システムのサービスプロバイダに対してその商標を一意に
識別する、各商標に関連付けられた一意のコードを有する。携帯スキャナは、画像ファイ
ル全体をサービスプロバイダに伝送するのではなく、コードを置換してそのコードを伝送
する。画像の代わりにコードを用いることによって、ネットワークへのメッセージのサイ
ズが削減され、無線通信の重要な利点となる。いくつかの実施形態において、システムは
、画像ファイルを許可しない、いくつかの通信チャネル（携帯電話のＳＭＳチャネル等）
を通じて英数字コードを送信する。当然、商標の画像はまた、アスキーテキストにも変換
することができる。例えば、ＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉＴＭの３つの菱形のロゴは、テキスト
文字列「Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ社の商標」に変換することができる。
【０５９６】
　単語長
　いくつかの実施形態において、光学スキャンサブシステムは、個々の文字が何であって
も、単語長を適切な近似に区別する。幸いにも、単語長のパターンはまた、文書の識別に
も使用することができる。文書の画像内の単語をカテゴリにソートすることによって、携
帯スキャナは、文書の識別に使用することができるコードを構成することができる。最も
簡単な場合において、長い、短い、および未知の、３つのカテゴリが使用される。短い単
語は、ある所定の文字数よりも文字が少なく、長い単語は、所定の文字数よりも文字が多
い。すなわち、短い単語＜Ｘ＜長い単語、である。ここで、Ｘは、長い単語と短い単語を
と区別する所定の文字数である。単語長によって文書に付けられる特殊なインデックスを
検索することによって、レンダリングされた文書を識別する。電子副本の位置が特定され
た後、電子副本内の長い／短い／未知の連続的な文字列の一致を見つけることによって、
また単語長のパターンをその単語の個々の文字に変換することによって、スキャンされた
文字列にＯＣＲを実行するために、電子副本を使用することができる。
【０５９７】
　テンプレートマッチング
テンプレートマッチングＯＣＲは、取得された画像と格納された文字イメージを比較する
。一致が見つかったとき、その文字は識別される。テンプレートマッチングＯＣＲは、フ
ォントのスタイル、サイズ、イタリック等の変化に影響されやすい。基本的に、取得され
た文字を、格納されたテンプレートとは異なって見せる可能性があるものは、テンプレー
トマッチングシステム内にあると考えなければならない。テンプレートマッチングは、商
標およびグラフィカルアイコンの画像の認識に非常に有用である。
【０５９８】
　畳み込み
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　図１６は、文字オフセットを決定するための畳み込みの一実施形態を示す。概略的に、
この実施形態は、それ自体を横切るテキストの画像をスライドさせるものと想定すること
が可能である。テキストの文字列に対して畳み込みパターンが決定されると、ＯＣＲは、
統計学的な分析によって、または畳み込みを強化したインデックスの検索を介してソース
文書を識別することによって、実行することができる。この実施形態は、センサ画像が画
像を取得した後、１６１０より始まる。このスキャナの処理装置は、この元の画像と比較
するために、ピクセルのキューを作成することが可能である。このキューは、この元の画
像のコピーを垂直にスライスしたものとすることが可能である。別の方法では、比較すべ
き垂直スライスのトラックを保持するためにアドレスポインタを使用し、次いでプロセッ
サ内にこれらのスライスの一時的なコピーを作成する。次のステップ１６２０は、１つの
長さを比較する。長さとは、垂直スライスの水平方向の幅のことである。
【０５９９】
　長さは、１ピクセルまたは複数のピクセルであってよい。長さは、余白に基づいて発見
的に決定することが可能である。このスライスは、全体の画像であってよい。このスライ
スは、元の画像からのスライスと比較される。これは、このスライスを元の画像からのス
ライスと逐次的に比較することによって行うことが可能である。いくつかの実施形態にお
いて、この比較スライスは、対応するスライスと１ステップ毎に逐次的に比較される。ス
テップは、水平方向の幅と同じ距離であってよい。ステップは、１ピクセルまたは複数の
ピクセルであってよい。この処理１６３０の次の段階において、この処理装置は、それ自
体がこの画像のどこに一致するのかを記憶装置に記録する。このデータは、どの垂直スラ
イスが、この元の画像の他の垂直スライスに一致するのかを含むことが可能である。一致
部分は、１つの文字であるかどうか分からない（例えば、順番に現れる２つの文字である
場合がある）。次のステップ１６４０は、この比較が終了しているかどうかを判定する。
比較は、必ずしも１つのスライスではなく、このより大きな処理を参照する。畳み込み処
理が完了したかどうかを判定する１つの方法は、それ以上比較するスライスが無いかどう
かを判定することである。
【０６００】
　図１７は、畳み込み処理を概念化するため一手法の説明図である。これは、文字オフセ
ットを見つけるために単一のスライスの使用を段階的に分割することを示す。例示的なス
テップには、１７００に示される１のような番号が付される。ライン１７１０は、ステッ
プの分割に使用される。「ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｖｅ」という単語の画像が比較されて
いる。左側はスライス１７２０であり、右側は記憶装置内のコピー１７３０である。重な
りが見つかると、その部分は三角１７４０で指定される。
【０６０１】
　図１８は、別の説明図である。ここで、スライスコピー１８２０は、１８４０の一致が
なぜ見つけられたのかを明らかにできるように、記憶装置１８３０内のコピーの上に示さ
れる。
【０６０２】
　図１９は、画像に対して畳み込み処理を実行するために、システムによって一般に実行
されるステップを示すフロー図である。画像のどの一部が文字であるかを判定することが
困難になりうる場合がある。１つの方法では、この画像を、離散的な文字数を有する部分
に再分割する。いくつかの実施形態において、この処理は、一致が見つかったものとして
反復的に完了されるか、またはすべての一致が見つかった後に開始される。ステップ１９
１０で、この画像は、１つのセグメント、すなわち、離散的な文字数の画像である（この
画像は、余白で囲まれた部分に切り取ることが可能である）。ステップ１９２０で、処理
する一致サブセクションがさらにある場合、システムはステップ１９３０に引き継がれ、
それ以外ならばステップ１９７０で終了する。ステップ１９３０で、これらの部分が記録
される。一次元のロケーションの決定値は、記憶装置に送信することが可能である。これ
らのセグメントを一致する対応部分に関連付ける１つの方法では、識別子を使用する。別
の方法では、セグメントの関連するロケーションが、どのくらい一致するのかに関する情
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報を提供する（例えば、一致する組のそれぞれが逐次的に格納され、偶数が存在するよう
に、奇数の一致が１つの繰り返し領域を有する）。ステップ１９４０で、システムは、こ
れらの一致セグメントのうちのいずれかが任意のセグメントと重なっているかどうかを判
定する。この重なりは、１つのセグメントが別のセグメントを完全に包含する場合か、ま
たはそれぞれの部分だけが重なっている場合、に生じる。ステップ１９５０で、システム
は、これらのセグメントを再分割する。この再分割ステップは、第１のセグメントが複数
の文字を有し、第２のセグメントがそれらの文字数よりも少ない場合に生じる。例えば、
第１の一致セグメントは「ｉｎｇ」を含み、第２のセグメントは「ｉｎ」を含む場合があ
る。この処理は、次いでこれらのセグメントを「ｉｎ」（すなわち、一致しているもの）
および「ｇ」（すなわち、残りのもの）を含むセグメントに再分割することが可能である
。全てのセグメントが、離散的な文字数で始まる場合、個別的な文字数の除去はまた、個
別的な文字数も残す。ステップ１９６０で、システムは、完全に重なっているか、または
まったく重なりが無い最大のセグメントとして、これらのセグメントのそれぞれを格納す
る。この処理は、ステップ１９３０でロケーションが格納される場合に類似しうる。いく
つかの実施形態において、一致セグメントを相関させる同じシステムが使用される。この
処理の後、元の画像は、識別された複数の一致セグメントを有する。システムは、これら
のセグメント間（または、これらのセグメントとこの画像の少なくとも１つの周縁部との
間）の空間を、他のいずれのセグメントとも一致しない新しいセグメントとして扱う。各
文字が、それ自体のセグメントを有する場合がある。いくつかの実施形態において、シス
テムは、セグメントをさらに再分割するために、ブロブ分析または関連性分析のような文
字分析技術を使用する。これらのセグメントは、次いで、それらが基づいているテキスト
の判定に使用される。いくつかの実施形態において、システムは、これらのセグメントを
オフセットとして表し、これらのオフセットを使用して、どのテキストがこれらのオフセ
ットを生成するのかを調べる。いくつかの実施形態において、この情報を含む記憶領域は
、複数の文字を含むセグメントを占めることができるデータを格納する。
【０６０３】
　デバイス内のウェブサーバ
　ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＴＭ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒのようなコンピュータ
実行のウェブブラウザソフトウェアは、携帯データ取得装置のいくつかの実施形態に含ま
れる。コンピュータが携帯機器の内蔵ウェブページを利用することができるように、携帯
機器は、ＵＳＢケーブルのような通信チャネルによってコンピュータに接続される。
【０６０４】
　例示的な実施形態
　以下、携帯用文書データ取得装置の例示的な実施形態を説明する。これらの例では、す
べての可能な実施形態を説明できないが、何が可能であるかという概要の提供を意図する
ものである。
【０６０５】
　携帯電話
　携帯文書データ取得装置の携帯電話での実施形態では、携帯電話およびスキャナの機能
を含む。携帯電話は、専用のスキャンサブシステムまたは統合型カメラによって、画像デ
ータを取得することができる。音声注釈は、携帯電話のマイクロホンで取得することがで
きる。ユーザは、携帯電話のキーパッドから、携帯電話のスキャナを介して、またはマイ
クロホンを介して、検索クエリーテキストを入力することができる。
【０６０６】
　いくつかの実施形態において、紙の文書が携帯電話のカメラによって投影され、携帯電
話のディスプレイに表示される場合、携帯電話は、紙の文書の画像にオーバーレイされる
マークアップレイヤーを示す、ソフトウェアを有することが可能である。電話器のカメラ
を介して紙の文書を見る場合、画像はマークアップ文書のデータによって画質が向上され
る。
【０６０７】
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　そのページと物理的に接触していないスキャナによって、ページ上のどのテキストがス
キャンされるのかを識別する方法
　携帯電話のカメラをスキャン装置として使用することによる１つの問題点は、どのテキ
ストがスキャンされるのかをユーザに示すことである。いくつかの実施形態において、携
帯電話は、スキャンされる表面におおよそのスキャン領域をハイライトする光線を投影す
る。いくつかの実施形態において、携帯電話は、スキャンされる領域を携帯電話のディス
プレイ上に表示する。ディスプレイは、ユーザに画像のどのサブセットがスキャンされる
のか、またはＯＣＲされるのかを示すための、様々な方法において画質が向上される。例
えば、ディスプレイは、テキストが取得される領域の周囲に、ボックスを描画することが
できる。別様には、携帯電話は、例えば、ディスプレイ上の赤いライン、または陰影を付
けた背景等をカメラまたは文書ソースから文書の画像上に重ね合わせることによって、デ
ィスプレイ上にスキャン領域の境界を示すことができる。
【０６０８】
　スキャンされたテキストに基づいてアクションを実行し、ユーザに選択肢を提示する方
法
　いくつかの実施形態において、システムは、以下によって携帯電話のコンテクストにお
ける紙の文書を一義化する。
【０６０９】
　－紙の文書の一部の画像の取得。
【０６１０】
　－任意に、ＯＣＲ画像、オフセット発見、圧縮等。
【０６１１】
　－携帯電話ネットワークを通じた、サーバーへの画像の伝送。
【０６１２】
　－文書または文書群、および（もしあれば）関連づけられたマークアップの位置の特定
。
【０６１３】
　－無線ハンドセットへの挙動／プレゼンテーションデータの伝送。
【０６１４】
　－ユーザへのデータの提示。
【０６１５】
　－任意に、ユーザからの命令の受信。
【０６１６】
　－ユーザからの命令の格納または伝送。
【０６１７】
　いくつかの実施形態において、メニュー（例えば「マークアップデータ」）および文書
のインデックスのための少なくとも一部のデータを、携帯電話にダウンロードして、常駐
させている。メニュー／マークアップ情報は、ユーザに対して、携帯電話のディスプレイ
上に表される。任意に、メニューは、ユーザが聞き取れるように表すことができる。
【０６１８】
　いくつかの実施形態において、携帯電話データ取得装置は、文書を一義化するために携
帯電話の音声設備を使用する。ユーザは、音声スキャン、ＤＴＭＦトーン等を受け入れる
サーバーにダイヤルするために、無線ハンドセットまたは陸線電話器を使用して、既存の
電話の音声チャネルを使用した紙－デジタル文書システムの利益のうちのいくつかを享受
することができる。
【０６１９】
　例えば、ユーザは、文書識別子、タイトル等の文書のいくつかの代表的な部分を読み出
す。システムは曖昧さに関するフィードバックを、任意に画面上に提供し、いくつかの実
施形態において、ユーザは、一致するデジタル文書が見つかったかどうかの確認応答を受
信する。ユーザは、曖昧さを分析するために、関連する更なる項目をスキャンする等の、
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任意のアクションを実行することができる。ユーザは、読み上げることでコンテクストを
設定し、システムに一義化データを示すことができる。例えば、ユーザは、「ＮＹ　Ｔｉ
ｍｅｓ、Ｙｅｓｔｅｒｄａｙ」に続けて、一義化データ「．．．ｓａｉｄ　ｗｅ　ｎｅｅ
ｄ　ｔｈｉｓ　ｗａｒ　ｔｏ　ａｃｈｉｅｖｅ　ｐｅａｃｅ　．．．」と言うことによっ
て、コンテクストを設定することができる。システムは、次いで、一義化データに一致す
るテキストのために、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓの昨日の版を検索する。
【０６２０】
　携帯電話カメラシステムを用いたスキャン方法
　簡単なスキャンでは、すべての実施形態において、携帯電話のカメラの全解像度が必要
ではない場合がある。カメラのセンサ領域の選択された部分だけを使用することによって
、データ転送率がより高くなり、消費電力がより少なくなる。
【０６２１】
　いくつかの実施形態において、光ファイバ画像ルートは、スキャンサブシステムの一部
である。スキャンサブシステムは、既存のカメラの画像センサに光学的に接続することが
できる。いくつかの実施形態において、カメラの画像センサ部分は、スキャンサブシステ
ム専用に予約される。
【０６２２】
　アクション、電子取引、または検索に対するコンテキストの設定方法
　携帯電話のサービスプロバイダを有する携帯電話サブスクライバのアカウントは、ｐコ
マース購入取引に対するアカウント／課金情報に使用することができる。
【０６２３】
　携帯電話の機能の他の側面は、コンテクストの設定に使用することができる。例えば、
通話のアクティビティおよび履歴は、コンテクストの確立、入力の優先順位付け、および
検索クエリーの増強に使用することができる。加えて、携帯電話ネットワークの他の用途
は、ウェブ／ＷＡＰ／電子メール／ＩＭアクティビティおよびその履歴への携帯電話ネッ
トワークの使用、携帯電話の地理的ロケーションおよびその履歴等のコンテクストの設定
に使用することができる。
【０６２４】
　携帯電話のテキストメッセージングディクショナリは、ＯＣＲ処理の強化に使用するこ
とができる。多くの携帯電話にあるテキストメッセージングのためのＴ９予測テキストソ
フトウェアはまた、ＯＣＲおよび一義化処理の強化にも使用することができる。例えば、
Ｔ９予測テキストソフトウェアは、ＯＣＲのエラーを訂正するために使用することができ
る。テキスト入力およびＳＭＳメッセージングの履歴は、ＯＣＲのための辞書として使用
することができる。
【０６２５】
　いくつかの実施形態において、携帯電話は、アイコンの隣に印刷された番号をダイヤル
するための命令として、アイコンを認識する。いくつかの実施形態において、携帯電話は
、電話番号を認識して、電話番号をスキャンしたときに所定のアクションを実行する。可
能な所定のアクションのうちのいくつかには、電話をかけること、携帯電話のアドレス帳
に電話番号を格納すること、が挙げられる。いくつかの実施形態において、携帯電話は、
電話番号の認識を支援するために、携帯電話の地理的位置をコンテクストとして使用する
。例えば、北アメリカのシステムによる電話番号は、１０桁で構成されている。携帯電話
が、その番号が電話番号であるかどうかを判定するために番号をスキャンするとき、携帯
電話は、それらのロケーションコンテクストを使用することができる。携帯電話が北アメ
リカにある場合、１１桁の数字は電話番号として自動的に格納されない。携帯電話がヨー
ロッパにある場合は、同じ１１桁の数字を、電話番号として自動的に格納することが可能
である。
【０６２６】
　レンダリングされた文書のスキャンによって開始される、またはこれを使用した、携帯
電話の商取引
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　携帯電話は、レンダリングされた文書から情報を取得することによって、商取引を開始
することができる。例えば、ユーザは、自分の携帯電話のカメラによって文書から、２、
３行のテキストの画像を取得し、携帯電話は、取得したデータ内のキーワードを認識し、
そのキーワードは、携帯電話内のソフトウェアアプリケーションを起動させるが、このア
プリケーションは、キーワードに関連付けられた製品の販売の提案の配信を携帯電話に行
わせる。ユーザは、その取引を完了させたいかどうかを（おそらくは携帯電話のキーパッ
ドで）示すことができる。ＹＥＳの場合は、ユーザの携帯電話アカウントに、購入費用が
課金される。
【０６２７】
　携帯電話（またはサービスプロバイダとのサブスクライブを必要とするあらゆる無線通
信装置）は、レンダリングされた文書に基づいた、取引の認証および完了に使用すること
ができる。例えば、サブスクライバは、ウェブページの購入フォームの記入およびサブミ
ットを行うことができる。それに応じて、ウェブ商店は、サブスクライバのコンピュータ
にコードを送信し、それをコンピュータのモニタ上に表示する。サブスクライバは、次い
で、自分の携帯電話でそのコンピュータのモニタを撮影して、携帯電話ネットワークを通
じて商店にその画像を伝送する。商店が携帯電話のメッセージを受信すると、その商店は
、携帯電話のアカウントが、ウェブページにサブミットされた情報と一致することを検証
することができるので、ユーザを認証し、取引を完了することができる。
【０６２８】
　いくつかの実施形態において、サブスクライバは、ＤＴＭＦまたは音声入力によって、
ｐコマース取引を完了させることができるサーバにサブスクライバを接続する、ダイヤル
アップ番号に電話をすることができる。
【０６２９】
　携帯電話と組み合わせたスキャナの機能の使用方法
　いくつかの実施形態において、携帯電話は、スキャンするための中間プラットホーム（
ホスト装置）である。例えば、当該の状態は、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈＴＭスキャナを携帯電
話に接続した場合に生じさせることができる。中間プラットフォームとして機能している
場合、携帯電話は、文書のインデックス、マークアップ文書、および携帯電話とともに使
用されるユーザ／スキャナに特有に、ユーザアカウントのデータを格納することができる
。
【０６３０】
　いくつかの実施形態において、携帯電話システムは、あらゆる音声通話によってデータ
チャネルを開く。発信者は、自分の携帯電話で文書の写真を撮影する（それ以外ならば、
文書からテキストの文字列をスキャンする等、文書を識別するに十分なデータを取得する
）。取得されたデータは、音声チャネルにパンクチャされる。受信者の携帯電話内のソフ
トウェアは、文字列を回復させて、文字列が発信者によってスキャンされた文書の電子コ
ピーの位置を特定するために、その文字列を使用する。
【０６３１】
　いくつかの実施形態において、携帯電話が電話番号および名前を取得する場合、携帯電
話は、その両方を携帯電話のアドレス帳に格納するようにプログラムされる。電話番号だ
けが取得された場合、その携帯電話は、自動的にその電話番号をダイヤルするようにプロ
グラムされる。
【０６３２】
　ＳＭＳ、ＭＭＳ
　検索クエリーは、携帯電話ネットワークのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の携
帯電話のためのテキストメッセージングシステムを使用することによって、サービスプロ
バイダまたはネットワークに効率的に伝送することができる。画像および音声ファイルは
、携帯電話のマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）によって送信することができ
、ＭＭＳによって、携帯電話は、マルチメディアメッセージの送受信を行うことができる
。
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【０６３３】
　携帯電話の実施形態の興味深い側面が、ロケーションの識別に、小さなフラグメントの
データしか必要としない（特にそのフラグメントがさらに＊コンテクストによって資格が
与えられている場合＊）、観察に存在する。この短いフラグメントによる方法によって、
以前は文書画像を伝送できなかった、制限された帯域幅チャネルを通じて文書のスキャン
データを送信するという、意外な能力がもたらされる。
【０６３４】
　コンピュータマウス
　携帯データ取得装置の一実施形態には、スキャナ機能を備えた光学マウスが挙げられる
。いくつかの実施形態において、光学マウスは、スキャンおよび動作検出に、同じ光学経
路を使用する。いくつかの実施形態において、光学マウスは、スキャンされるテキストを
観察するためのファインダーを備える。
【０６３５】
　ファインダーによって、ユーザは、スキャナがどこで対象にされているのかを確認する
ことができる。ファインダーを実装するために使用することができるいくつかの技術には
、マウスの下に文書を示す透明プラスチックのウィンドウ、ペリスコープに類似した一連
のミラー、スキャナのリアルタイムの出力を示すディスプレイ、または光ファイバの画像
ルート、が挙げられる。
【０６３６】
　図２０は、マウスの下の面を見せるためのビューウィンドウ２１０４を備えたスキャナ
／マウス２１００を示す。スキャナ／マウス２１００は、ビューウィンドウ２１０４があ
る筐体２１０２を備える。ビューウィンドウは、スキャナ／マウス２１００がどのテキス
トを取得しているのかを示すための、ターゲット２１０６を備えることが可能である。ビ
ューウィンドウは、図２４に示されるミラー配置と組み合わせて使用することができる。
【０６３７】
　図２１は、何がスキャンされているのかをユーザが見ることができるように、筐体２１
０４の上部に搭載されたディスプレイ（ＬＣＤ、ＬＥＤ等）２１０２を備えたスキャナ／
マウス２１００を示す。ディスプレイ２１０２は、リアルタイムで光学スキャンサブシス
テムの出力を示すことが可能である。いくつかの実施形態において、処理装置（ホストコ
ンピュータの処理装置またはオンボードの処理装置のいずれか）は、光学機構の出力がデ
ィスプレイ２１０２に送信される前に、その出力を操作することができる。図２５も参照
のこと。
【０６３８】
　図２２は、従来の機械的ｘ／ｙ機構および光学スキャナを備えたマウス等、個々の位置
検出２２１０およびスキャン機構２２２０を備えたマウスのブロック図を示す。制御ロジ
ック２２４０は、位置検出機構２２１０、走査機構２２２０、ディスプレイ２２３０、入
出力サブシステム２２５０、および記憶装置２２６０に動作可能に接続される。任意のデ
ィスプレイ２２３０は、ユーザにスキャンされたデータを示すことができる。記憶装置２
２６０は、スキャンされたデータおよび命令を格納することができる。入出力サブシステ
ム２２５０は、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバまたはＵＳＢポートのような無線または
有線の通信手段によって、ホストコンピュータと通信する。いくつかの実施形態において
、入出力サブシステム２２５０はまた、スイッチ、キーパッド、またはボタンのようなユ
ーザ入力機器を備える。
【０６３９】
　図２３は、ｘ／ｙ動作の検出およびレンダリングされた文書からのデータのスキャンに
使用することが可能な光センサアセンブリ２３１０を備えたマウスのブロック図を示す。
制御ロジック２３２０は、光学アセンブリ２３１０、入出力サブシステム２３３０、ディ
スプレイ２３５０、および記憶装置２３４０に操作可能に接続される。制御ロジック／処
理装置２３２０は、どの機能（スキャンまたは動作検出）が必要であるのかを判定するこ
とができる。別様には、入出力サブシステム２３３０は、ｘ／ｙ動作とスキャン機能とを
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切り替える、ユーザ選択可能なスイッチを備えることができる。記憶装置２３４０は、デ
ータおよび命令を格納することができる。ディスプレイ２３５０は、ユーザにスキャンさ
れたデータおよび／またはデバイス状態（例えば、デバイスが現在スキャナモードにある
のか、マウスモードにあるのか、等）を示す。
【０６４０】
　図２４は、スキャナヘッドの下にある物をファインダーに反映させるための一連のミラ
ー２４１０を使用するマウス／スキャナ２４００の側面図を示す。光源２４２０は、ユー
ザによってスキャンされるレンダリングされた文書２４３０の一部を照らす。光源２４２
０からの光の少なくとも一部は、文書２４３０に反射され、光学経路２４４０に沿って、
ユーザが見ることができるファインダー窓２４５０に移動する。別の実施形態では、マウ
ス通る直線の開口部は、ミラー２４１０を必要としない。この別の実施形態において、フ
ァインダー窓２４５０は、スキャナヘッド／光源２４２０の両側に配置することが可能で
ある（図２６を参照）。
【０６４１】
　図２５は、光感知半導体チップ（ＣＭＯＳ、ＣＣＤ等）２５２０と操作可能に接続され
た画像ルート２５１０を使用する、マウス／スキャナ２５００の例を示す。ＣＣＤ２５２
０の出力は、ディスプレイ２５３０および処理装置２５４０に直接適用することができる
（代わりに、ディスプレイ２５３０に送られる前に処理することもできる）。処理装置２
５４０は、ＣＣＤ２５２０、ディスプレイ２５３０、記憶装置２５５０、および入出力サ
ブシステム２５６０に操作可能に接続される。
【０６４２】
　図２６は、ユーザがスキャンヘッドの下を通ろうとするテキストを見ることができるよ
うに、本来スキャン機構２６２０の両側にあるウィンドウ２６１０である、ファインダー
を備えたマウス／スキャナ２６００の平面図を示す。処理装置２６３０は、走査機構２６
２０、記憶装置２６４０、入出力サブシステム２６５０、および電源２６６０に操作可能
に接続される。電源２６６０は、無線で通信するスキャナに一般に含まれるが、有線のマ
ウスに対しては任意である。
【０６４３】
　スキャンヘッドアクセサリ（ＵＳＢポートを含む）
　アダプタポートを備えたスキャンアクセサリは、携帯データ取得装置の別の例である。
スキャンアクセサリは、携帯電話またはＰＤＡのような別のデバイス上の適切なコネクタ
にプラグ接続され、それによって、スキャン機能を備えたデバイスをアップグレードする
。いくつかの実施形態において、アクセサリは、単に光取得サブシステムおよびアダプタ
（アダプタを介して電力を取り出す）を有する。いくつかの実施形態において、アクセサ
リには、制御ロジック、記憶装置、および電源が挙げられる。
【０６４４】
　スキャノテータ（Ｓｃａｎｎｏｔａｔｏｒ）
　いくつかの実施形態において、システムは、音声注釈をレンダリングされた文書の電子
副本内の選択された位置（「システム」）の標的とする。口頭による注釈を紙の文書内の
選択された位置の標的とするために、ユーザは、携帯用光学スキャナを使用して、その選
択された位置のテキストの部分をスキャンする。ユーザは、次いで注釈を話し、その注釈
は、光学スキャナ内のマイクロホンによって取得され、スキャンされたテキストの部分と
ともに格納される。
【０６４５】
　スキャナは、様々な種類の無線または有線接続を介して、コンピュータシステムまたは
類似したデバイスに、接続するか、それ以外ならばそれらと通信することが可能である。
接続されると、格納された関連付けは、例えば、再生する電子版の文書内の選択された位
置を示しながら注釈を再生するため、電子版の文書内の選択された位置に関連する音声認
識を介して取得された注釈のテキスト版を表示するため、注釈に基づいて選択された位置
で電子版の文書を自動的に修正するため、選択された位置で電子文書内に音声ファイルと
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して注釈を埋め込むため、音声注釈を含む関連づけられた音声ファイルにポインタ（例え
ばハイパーリンク等）を挿入するため、等に使用することができる。いくつかの実施形態
において、スキャンされたテキストは、電子文書のより大きな領域の中からの文書の識別
および／または位置の特定に使用することが可能である。別様には、他の方法を文書の識
別に使用することが可能である。
【０６４６】
　いくつかの実施形態において、スキャナは、注釈間をナビゲートする制御等の制御を含
む。スキャナがコンピュータシステムに接続されている場合、ナビゲーション制御は、コ
ンピュータシステムに表示される文書の注釈間をナビゲートすることができる。スキャナ
がコンピュータシステムに接続されていない場合、ナビゲーション制御は、スキャナの記
憶装置内の当該の注釈を再検討、修正、または削除するために、スキャナ内に格納された
注釈間をナビゲートすることができる。
【０６４７】
　上述の機能のいくつかまたはすべてを提供することによって、システムは、ユーザが、
電子文書のレンダリングされたコピーを使用して、電子文書に好都合かつ正確に注釈を入
力できるようにする。
【０６４８】
　図２７は、サンプル携帯用文書データ取得装置の概観を示す透視図である。ユーザは、
紙の文書を読み出している間に、タイプまたはスペルミス、事実に関する誤り、または電
子文書の原本の編集、あるいは電子文書の原本の他のインタラクションを必要とする文書
内の他の問題に気付くことが可能である。ユーザは、注釈入力装置上のＳＣＡＮボタン２
７０１を押して、光センサ２７１１を使用して、コンテクストを取得するために文書の２
、３の単語をスキャンする。いくつかの実施形態において、視覚インジケータ２７２１は
、スキャンされたテキストが認識されたかどうか、および／または、レンダリングされた
文書および／またはこの文書内の単一のロケーションに対応する電子文書を識別するに十
分であるか、またはおそらく十分であるかどうか、を示す。ユーザは、次いでＲＥＣボタ
ン２７０２を押して、内蔵マイクロホンを使用して音声注釈を記録する。ボタン２７０３
を押すことによって、ユーザは、内臓スピーカ２７３１を使用して注釈を再検討でき、一
方で、ＲＥＣボタン２７０２を再び押すことによってそれに上書きすることができる。
【０６４９】
　ユーザが印刷された文書の再検討を終了した場合、ユーザ（またはアシスタント）は、
注釈入力装置のＵＳＢコネクタ２７４１をコンピュータのＵＳＢポート（音声入力装置の
内蔵バッテリの再充電も行うことができる）に、直接またはＵＳＢポートが不便な場所に
あれば延長ケーブルを介して接続する。簡単に接続することによって、文書を編集するた
めの適切なソフトウェアパッケージを開始させ、適切な文書をロードさせ、場合によりス
キャンされた単語を選択していても、第１の注釈の位置に編集カーソルを配置させること
が可能である。ユーザは、次いでＰＬＡＹボタン１０３を押して記録された注釈を聞いて
、通常の方法でそのテキストに何らかの必要な編集を行う。ユーザは、ＮＥＸＴボタン２
７０５を押して次の注釈にスキップし、次いでＰＬＡＹボタンを再び押す、等を行うこと
ができる。
【０６５０】
　ＲＥＣボタン２７０２は、例えば、アシスタントが元の注釈またはそれらの編集版の適
合性に疑問がある場合に、同じロケーションに更なる注釈を追加するために使用すること
ができる。
【０６５１】
　ＳＣＡＮボタン２７０１は、ＰＣに接続されている場合に、注釈が入力されて、それ以
上必要ではないことを示すために、「ＤＯＮＥ」ボタンとして使用することが可能である
。いくつかの実施形態では、同じボタンが、デバイスが紙と接触している場合にスキャン
を起動し、接触していない場合に音声の記録を起動する。いくつかの実施形態において、
装置は、いつ光センサ２７１１が紙と接触したのかを検出するために、光センサ２７１１
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の近くにセンサまたはボタン（明確にするため図示せず）を備えることが可能である。
【０６５２】
　いくつかの実施形態において、注釈入力装置は、裏側にクリップを備え、これによって
、一組の音声Ｐｏｓｔ－Ｉｔ（登録商標）ノートとして機能するように、注釈が入力され
た文書にクリップすることができる。
【０６５３】
　図２８は、注釈入力装置２８００の一実施形態のブロック図を示す。注釈入力装置は、
紙の文書からテキストの画像を取得するための光学スキャンヘッド２８１６と、そのテキ
ストに関連する音声注釈を取得するためのマイクロホン２８０２とを組み込む。これらの
入力装置から取得されるデータは、場合により中央制御装置２８１０によって処理されて
、記憶装置２８１４に格納される。１つ以上のボタン２８１２は、ユーザが処理を制御す
るために備えられ、ここではＬＥＤとして示されているいくつかの視覚インジケータ２８
０４が、ユーザにフィードバックを提供する。当然、視覚インジケータは、例えば液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）等のような、あらゆる好適なユーザインターフェースであってよい
。
【０６５４】
　任意に、注釈入力装置はまた、音声注釈の再生およびユーザに提供される他の音声のフ
ィードバックができる、スピーカ２８０６も備える。
【０６５５】
　インターフェース２８０８には、データをＰＣまたは他の処理装置に伝送することがで
きる、ＵＳＢ（図示）が挙げられるが、ファイヤワイヤ、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭ、８０
２．１１、赤外線、イーサネット（登録商標）または他の有線または無線通信技術であっ
てよい。ＵＳＢのようなワイヤベースの通信技術はまた、即座の動作のために、またはバ
ッテリのような内臓電源を充電するために、デバイスに電力を供給することも可能である
。
【０６５６】
　図２９は、通信ポート２９０２、一般にはＵＳＢポートを介してＰＣ　２９００のよう
な処理装置に接続されたデバイス２８００を示す。監視システム２９０４は、デバイスが
接続されているときに、通信していること、およびその結果の動作を強調させていること
を検出する役割を果たす。一般に、この役割は、分析のために、取得された画像をデバイ
スからサブシステム２９０６に取り込んでシンボルまたはテキストの形態に変換すること
、適切な文書の位置を特定する検索サブシステム２９０８にその結果のテキストを渡すこ
と、およびユーザがそれらの文書の閲覧、編集、または情報のやりとりを可能にするアプ
リケーション２９１０に渡されるそれらの文書の詳細を渡すこと、を伴う。監視システム
２９０４はまた、そのアプリケーションを制御して、例えば、以前のスキャンのロケーシ
ョンに文書をスクロールさせることも可能である。取得された音声注釈は、ユーザに再生
するために、ＰＣの音声システム２９１２に渡すことが可能である。オーディオシステム
２９１２は、アナログ音声をデジタル形式およびその逆に変換するために、デジタル－ア
ナログおよび／またはアナログ－デジタル変換機能を備えることが可能である。
【０６５７】
　基本レベル以上に高度化されていれば、この処理の多くのコンポーネントは、デバイス
２８００上で行うことが可能である。ＰＣ上に２９０６で示されるように、画像の分析お
よび組み込まれたテキストの認識は、例えば、画像自体の代わりに、またはそれらととも
にＰＣ２９００に渡されるテキストまたは他の何らかの派生データであるように、ＰＣ２
９００への接続前またはその間に、デバイス２８００上で完了、または部分的に完了する
ことが可能である。同様に、音声注釈は、デバイスに内蔵された音声設備２９０６を介し
てユーザに再生することが可能であり、その処理のためのユーザインターフェースを、デ
バイス２８００上のボタンを介して部分的に、または全体的に動作させることが可能であ
る。
【０６５８】
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　再度図２８を参照する。いくつかの実施形態において、デバイスのスキャンヘッド２８
１６は、コンピュータディスプレイのようなディスプレイ装置、および紙から画像を取得
することができる。
【０６５９】
　また、注釈が入力されるテキストは、紙の上の単語をスキャンおよび解釈する代わりに
、ユーザがマイクロホン２８０２に読み上げるスピーチフラグメントを取得および認識す
ることによって、識別することも可能である。
【０６６０】
　別の実施形態において、マイクロホン２８０２は、テキストおよび注釈両方の取得に使
用され、これによって、スキャンヘッド２８１６を省略することができ、また上述の画像
処理およびＯＣＲの段階を、音声処理および音声認識に置き換えることができる。本実施
形態では、ユーザは、注釈入力および注釈入力のために、所望のロケーションでマイクロ
ホンにテキストを読み上げる。いくつかの実施形態において、ユーザは、デバイスのユー
ザインターフェース（ユーザに情報を表し、ユーザからの入力を受信するための、ボタン
、ディスプレイ、キーパッド、マイクロホン等）を操作して、どの音声がロケーションを
マークしているか、およびどれが注釈であるのかを示すことができる。ＰＣ２９００は、
後で適切な音声をテキストに変換することができ、そのテキストをレンダリングされた文
書に関連付けられた電子文書の識別に使用することができる。電子文書が、注釈のロケー
ションをマークするテキスト文字列を介して識別された後に、ＰＣ２９００によって、適
切な挿入位置において電子文書に注釈を挿入することができる。
【０６６１】
　図３０は、一般にコンピュータシステムおよびシステムが実行される他のデバイスのう
ちの少なくともいくつかに組み込まれたコンポーネントのうちのいくつかを示すブロック
図である。これらのコンピュータシステムおよびデバイス３０００は、コンピュータプロ
グラムを実行するための１つ以上の中央演算処理装置（「ＣＰＵ」）３００１と、プログ
ラムおよびデータ（データ構造を含む）が使用されている間に、それらを格納するための
コンピュータ記憶装置３００２と、永続的にプログラムおよびデータを格納するためのハ
ードディスク装置のような永続的な記憶装置３００３と、コンピュータ可読媒体に格納さ
れるプログラムおよびデータを読み出すためのＣＤ－ＲＯＭドライブのようなコンピュー
タ可読のメディアドライブ３００４と、プログラムおよび／またはデータ（データ構造を
含む）を交換するために、インターネット等を介して、他のコンピュータシステムにコン
ピュータシステムを接続するためのネットワーク接続３００５と、ＵＳＢコネクタまたは
他の好適なバスコネクタのようなデスクトップ型バスコネクタ３００６と、を備えること
が可能である。ＣＰＵによって実行されるプログラムは、システムに関連付けられたプロ
グラムおよび本願明細書の他の場所で説明したプログラムと、光学式文字認識（「ＯＣＲ
」）ソフトウェアのようなスキャンされた画像を認識するためのソフトウェアおよび／ま
たは音声認識ソフトウェアのような音声を認識するためのソフトウェアと、を備えること
が可能である。上述のように構成されたコンピュータシステムは、一般にシステムの動作
をサポートするために使用されるが、当業者は、そのシステムを、様々な種類および構成
のデバイス、および様々なコンポーネントを使用して実行することが可能であると理解さ
れよう。
【０６６２】
　図３１は、電子文書に注釈を入力するために、システムによって使用される一般的な処
理を示すフロー図である。ステップ３１０１で、システムは、小さな連続的なシーケンス
の単語の一部をスキャンする。ステップ３１０２で、システムは、レンダリングされた文
書のスキャンされた部分に関して音声注釈を入力する。ステップ３１０３で、より多くの
注釈がある場合、システムは、次いでステップ３１０１に引き継いで別の注釈を構成し、
それ以外ならば、ステップ３１０４に引き継ぐ。ステップ３１０４で、システムは、ステ
ップ３１０１でスキャンされた文書の部分、およびステップ３１０２で入力されたそれら
の音声注釈を、コンピュータシステムにアップロードする。ステップ３１０５で、システ
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ムは、レンダリングされた文書に対応するデジタル文書を識別する。いくつかの実施形態
において、システムは、レンダリングされた文書からスキャンされた１つ以上の文書の部
分内のテキストを、電子文書の領域のコンテンツと比較することによって、レンダリング
された文書に対応するデジタル文書を識別する。
【０６６３】
　ステップ３１０６で、システムは、アップロードされた注釈に基づいて、ステップ３１
０５で識別されたデジタル文書を修正する。いくつかの実施形態において、ステップ３１
０６は、対応するスキャンされた部分に隣接するデジタル文書の位置に、各注釈を音声ク
リップとして添付することを伴う。いくつかの実施形態において、ステップ３１０６は、
当該の位置での音声認識されたテキスト版の注釈のデジタル文書への添付を伴う。いくつ
かの実施形態において、ステップ３１０６は、音声認識された注釈のコンテンツに基づい
た、識別されたデジタル文書のスキャンされた部分への自動的な編集の実行を伴う。音声
認識を使用する場合は、注釈がアップロードされる前、またはその後のいずれかで実行す
ることが可能である。ステップ３１０６の後、これらのステップは完了する。
【０６６４】
　当然、ステップ３１０６は、すべての実施形態に見られるわけではなく、他の実施形態
においては上述のものとは異なる場合がある。例えば、いくつかの実施形態において、今
後の使用のための注釈のアップロードおよび格納が十分であり、それらはデジタル原本と
は別に格納する場合がある。特に、例えば、注釈入力には十分な権利が無いため（例えば
、原本がほかの誰かによって作成された）、またはＣＤのような書き込み不可能な媒体で
あるため、原本を修正できない場合がある。
【０６６５】
　当業者は、図３１に示されるステップは、様々な方法に変更することが可能であると理
解されよう。例えば、ステップの順序は、組み直すこと、サブステップを並行して実行す
ること、示されたステップを省略すること、または他のステップを含めること、等が可能
である。
【０６６６】
　図３２は、ユーザによって入力された注釈を表すために、システムによって使用される
サンプル注釈テーブル３２００を示すテーブル図である。いくつかの実施形態において、
システムは、注釈入力装置２８００および／またはコンピュータシステム２９００に注釈
テーブル３２００のバージョンを格納する。いくつかの実施形態において、システムは、
注釈入力装置２８００からコンピュータシステム２９００に、注釈テーブル３２００のバ
ージョンをアップロードする。
【０６６７】
　テーブル３２００は、行３２０１乃至３２０３のような、作成された注釈のそれぞれに
対する行を含む。列と交差する注釈テーブル３２００の行は、異なるレンダリングされた
文書に関する注釈を区別しているシーケンス番号を含む文書シーケンス番号の列３２１１
と、注釈のためにスキャンされた認識されたテキスト版のテキスト、またはスキャン中に
取得された未加工のまたは処理された画像データのいずれかを含むスキャンされたテキス
トの列３２１２と、音声認識されたテキスト版の注釈、または注釈のために取得された処
理された音声データのいずれかを含む注釈の列３２１３と、を含む。例えば、行３２０１
は、第１の注釈入力された文書において、ユーザがこのレンダリングされた文書において
スキャンしたテキスト「ｉｄｅａｌｉｚｅｄ　ｈｕｓｂａｎｄｒｙ　ｐｒａｃｔｉｃｅｓ
」、および添付された音声注釈「ａｄｄ　ｃｉｔａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｈｕｆｆ　ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ」を示す。
【０６６８】
　図３２は、そのコンテンツおよび編成は、人間の読者がより分かりやすいように構成さ
れているが、当業者は、この情報を格納するためにシステムによって使用される実際のデ
ータ構造が、例えば、それらが異なる方法で構成される場合があること、示された以上の
、またはそれ以下の情報を含む場合があること、圧縮および／または暗号化される場合が
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あること等の点において、示されるテーブルとは異なる場合があることを理解されよう。
例えば、いくつかの実施形態において、システムは、各スキャンのためのタイムスタンプ
および／またはロケーションスタンプを含む。必要なタイムおよびロケーション情報は、
オンボードの全地球測位システム（ＧＰＳ）機能から、または、デバイス２８００が無線
通信機能を備えている場合は、無線通信ネットワークから取得することができる。
【０６６９】
　システムは、いかに説明されるサンプルモードのうちのいずれかを含む、１つ以上の様
々なモードで使用することが可能である。１つのサンプルモードにおいて、注釈入力装置
２８００は、識別された文書に、注釈およびスキャンされた情報のすべてを自動的にダウ
ンロードする。注釈は、注記、マルチメディア（音声）注記ファイル等として、文書の一
部になる。例えば、ユーザが紙の文書（ユーザのコンピュータ上に対応する電子文書を有
する）からいくつかのテキストをスキャンすることによって、文書のどこに注釈が属して
いるかを示し、またこの位置に含まれるべきいくつかの追加情報に関する音声注釈を作成
する。後に、ユーザは、コンピュータのＵＳＢポートに注釈入力装置を接続する。いくつ
かの実施形態において、ユーザは、文書編集アプリケーション（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗ
ｏｒｄ等）で文書を開き、注釈をダウンロードするためのマクロを開始させ、それをテキ
ストまたは組み込まれた音声ファイルのいずれかとしてＷｏｒｄ文書に添付する。
【０６７０】
　別のサンプルモードにおいて、コンピュータは、検索インデックスにアクセスし、スキ
ャンされたテキストをその検索インデックスと比較することによって、注釈が属する文書
を自動的に認識し、それによって、ユーザがさらに介入すること無く、適切な文書の識別
にスキャンされたテキストを使用する。自動ダウンロードおよび「注釈」としての文書へ
の組み込みは、作業グループによる文書も共同編集を可能にするために使用することが可
能である。このように使用する場合、コンピュータは、その文書における各作業グループ
のメンバーの個々の編集および注釈を格納する。あるいは、コンピュータは、それらを別
々に格納および処理して、必要に応じてそれらを組み合わせる。
【０６７１】
　例示的な使用
　以下は、携帯用文書データ取得装置のいくつかの例示的な使用である。これらの例では
、すべての可能な実施形態を説明できないが、いくつかの使用の概要の提供を意図するも
のである。
【０６７２】
　Ｐコマース
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、ｐコマース機能、および
、アプリケーションを備える。例えば、いくつかの実施形態では、ｐコマースアクティビ
ティに関するアイコンおよびキーワードを認識することができる。これらのキーワードお
よびアイコンは、紙の文書からデータを取得することによって、商品およびサービスを購
入するためのｐコマース取引ソフトウェアを開始させることができる。いくつかの実施形
態において、デバイスは、＄（購入）マークに遭遇すると、購入状態またはモードに入る
。購入処理が自動化されているので、いくつかの実施形態によって、サブスクライバは、
カタログまたは広告から単一のスキャンによる購入取引の完了が可能になる。いくつかの
実施形態において、デバイスは、クレジットカードの処理装置と直接情報のやりとりがで
きるように、オンボードの記憶装置に金融情報を格納することができる。
【０６７３】
　キーワード
　いくつかの実施形態において、携帯用文書データ取得装置は、レンダリングされた文書
とともにキーワードおよびマークアップ文書の使用をサポートする。いくつかの実施形態
は、特定のスキャンが特に処理されることを示す、テキスト内の様々な補足的マーク（例
、下線、フォント、テキストの色、トークン、アイコン等）を認識する。これらの補足的
マークのうちの１つに遭遇した場合、デバイスは、検出されたマークに関連付けられたア
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プリケーションを実行する。様々な実施形態によってサポートされるキーワードには、会
社名、および商標が挙げられる。いくつかの商標およびアイコンは、携帯電話においてコ
ードまたはテキストに変換され、ＳＭＳまたは他のテキストベースのメッセージングを介
して、サービスプロバイダに送信される。携帯電話におけるキーワードリストのローカル
なキャッシングは、グラフィックのテキストへのローカルな変換に有用である。別様には
、グラフィカルな商標およびアイコンを、マルチメディアメッセージングを介して、画像
として伝送することができる。
【０６７４】
　プリペイド
　いくつかの実施形態において、携帯データ取得装置は、スキャンサービスプロバイダか
らのサービスに対するプリペイドサブスクリプションを有する。プリペイドアカウントに
は、２の主な利点がある。第１の利点は、プリペイドアカウントによって、匿名でのシス
テムの使用が可能になる、サブスクライバのプライバシが保護されることである。第２の
利点は、プリペイドアカウントは、潜在的なサブスクライバ数が、クレジット履歴の乏し
い、または無い人々に拡大されることである。前もって代金を払うことによって、サブス
クライバは、自分のクレジット履歴に関係なく、システムサービスを使用することができ
る。
【０６７５】
　例えば、顧客は、商店で携帯データ取得装置を購入する場合がある。その装置は、特定
の数のプリペイド取引をもたらす。その装置で実行される一般的な取引は、電子文書を利
用している。したがって、顧客は、プリペイド装置によって地方紙からテキストをスキャ
ンすることができ、補足的電子物品への匿名のアクセスを即座に得ることができる。スキ
ャンサービスプロバイダは、各取引が引き落とされるプリペイド装置に関連付けられた、
アカウントファイルを有する。顧客がすべてのプリペイド取引を使用した場合、本人は、
その装置を商店に返却するか、または（おそらくは銀行のＡＴＭ機器を介して）電子決済
を行うことによって、更なるプリペイド取引を任意に購入することができる。サービスプ
ロバイダは、携帯機器のプリペイドアカウントファイルに、新しく購入された取引を組み
入れる。
【０６７６】
　結び
　当業者には、上述のシステムが、様々な方法での適用および拡張が可能であると理解さ
れよう。上述の説明は特定の実施態様について言及しているが、本発明の範囲は、専ら以
下の請求項およびそこに詳述される要素によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【０６７７】
【図１】図１は、コアシステムの一実施形態における情報の流れを示すデータフロー図で
ある。
【図２】図２は、一般的な動作環境という状況におけるシステムの一般的な実装に含まれ
るコンポーネントのコンポーネント図である。
【図３】図３は、スキャナの実施形態のブロック図である。
【図４】図４は、携帯スキャン装置の一般的な使用を示す透視図である。
【図５】図５は、一般的な携帯スキャン装置の実施形態の機能ブロック図である。
【図６】図６は、システムによって一般に使用されるデータ記録用のフォーマットを示す
データ構造図である。
【図７】図７は、携帯機器を使用して文書がスキャンされたロケーションおよび／または
時刻についての情報を検出および格納するために、システムによって一般に実行されるス
テップを示すフロー図を示す。
【図８】図８は、ユーザがサークルジェスチャを行ったことを検出するために、システム
によって一般に実行されるステップを示すフロー図である。
【図９】図９は、サークルジェスチャの実行におけるユーザの試みのいくつかの例を示す
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【図１０】図１０は、ラビングジェスチャを検出するために、システムによって一般に実
行されるステップを示すフロー図である。
【図１１】図１１は、文書全体を後方に（右から左へ）移動するスキャナを示す。
【図１２】図１２は、隣接するデバイスを携帯スキャナによって関連付けるための一シス
テム構成のブロック図を示す。
【図１３】図１３は、スキャン装置とサービスプロバイダを関連付ける一般的なクエリー
セッションを示すブロック図である。
【図１４】図１４は、スキャナ関連機器にコンテンツを提供するために、システムによっ
て一般にデバイス間で実行されるインタラクションを示すアクションフロー図である。
【図１５】図１５は、２行の文書からテキストを取得する携帯スキャナを示す。
【図１６】図１６は、文字オフセットを決定するための畳み込みの一実施形態を示す。
【図１７】図１７は、畳み込み処理を概念化するための一手法の説明図である。
【図１８】図１８は、別の手法である。ここで、なぜ一致がわかるかがより明瞭になるよ
うに、記憶装置内のコピーの上にスライスコピーが示されている。
【図１９】図１９は、画像に対して畳み込み処理を実行するために、システムによって一
般に実行されるステップを示すフロー図である。
【図２０】図２０は、マウスの下の面を見せるためのビューウィンドウを持つスキャナ／
マウスを示す。
【図２１】図２１は、何がスキャンされているのかをユーザが見ることができるように、
筐体の上部に搭載されたディスプレイ（ＬＣＤ、ＬＥＤ等）を持つスキャナ／マウスを示
す。
【図２２】図２２は、従来の機械的ｘ／ｙ機構および光学スキャナを持つマウス等、個々
の位置検出およびスキャン機構を持つマウスブロック図を示す。
【図２３】図２３は、ｘ／ｙ動作を検出するため、およびレンダリングされた文書からデ
ータをスキャンするために使用され得る任意のセンサアセンブリを持つマウスのブロック
図を示す。
【図２４】図２４は、画像をスキャナヘッドの下にあるもののファインダーに反映させる
ために一連の鏡を使用するマウス／スキャナの側面図を示す。
【図２５】図２５は、光感知半導体チップ（ＣＭＯＳ、ＣＣＤ等）と動作可能に接続され
た画像ルートを使用するマウス／スキャナの例を示す。
【図２６】図２６は、スキャンヘッドの下を通過しようとするテキストをユーザが見るこ
とができるように、実質的に、スキャン機構の両側にあるウィンドウであるファインダー
を持つマウス／スキャナの平面図を示す。
【図２７】図２７は、サンプル携帯用文書データ取得装置の図を示す透視図である。
【図２８】図２８は、注釈入力装置の一実施形態のブロック図を示す。
【図２９】図２９は、通信ポート、一般にはＵＳＢポートを介してＰＣ等の処理装置に接
続されたデバイスを示す。
【図３０】図３０は、一般にコンピュータシステムおよびシステムが実行される他のデバ
イスの少なくともいくつかに組み込まれたコンポーネントのいくつかを示すブロック図で
ある。
【図３１】図３１は、電子文書に注釈を入力するために、システムによって使用される一
般的なプロセスを示すフロー図である。
【図３２】図３２は、ユーザによって入力された注釈を表すために、システムによって使
用されるサンプル注釈テーブルを示すテーブル図である。
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