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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンダリングされた文書から取得されたデータを処理する方法であって、
　前記レンダリングされた文書の部分を選択するユーザ入力を受信することであって、前
記選択された文書の部分はテキストを含む、ことと、
　前記選択された文書の部分に含まれるテキストの符号化表現を判定することであって、
前記選択された文書の部分に含まれるテキストの前記符号化表現を判定することは、前記
テキストを表すオフセットのシーケンスを判定することを含み、各オフセットは、前記選
択された文書の部分の前記テキスト内の各文字の繰り返されているインスタンスを切り離
す文字位置の数を表す、ことと、
　テキストの前記符号化表現を使用して、（１）電子文書の集合に含まれる電子文書を識
別することであって、前記識別された電子文書は前記選択された文書の部分を含んでいる
、こと、および、（２）前記選択された文書の部分が生じる前記識別された電子文書内の
位置を識別することと、
　前記識別された電子文書内の前記識別された位置に関連する選択可能なユーザアクショ
ンのメニューを表示装置上に表示することと、
　前記識別された電子文書に関連するマークアップ層にアクセスすることと、
　前記識別された電子文書内の前記識別された位置に対して、前記マークアップ層によっ
て定義されたアクションを識別することであって、前記識別されたアクションが選択可能
なユーザ入力の前記メニュー内に表示されることと、
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　前記受信されたユーザ入力を提供したユーザに、前記識別されたアクションを利用可能
にすることと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記識別された電子文書および前記識別された部分は、前記選択された文書の部分の標
準的な文字セットの表示を判定することなく、識別される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別することは、前記選択された文書の部分の画像を使用して実行される、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記符号化表現を判定することは、前記選択された文書の部分の画像を使用して実行さ
れる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　２つの選択された文書の部分の両方をそれぞれ符号化表現に符号化することであって、
前記２つの選択された文書の部分は、２つの異なる自然言語のテキストを含んでいる、こ
とをさらに包含する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記符号化表現内に禁止された値を含めることによって、前記選択された文書の部分に
含まれる前記テキストと独立なデータを、前記符号化表現に符号化することをさらに包含
する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択された文書の部分は、前記電子文書の集合の中で一意であり、単一の単語が削
除される前記選択された文書の部分の版は、前記電子文書の集合の中で一意ではない、請
求項２に記載の方法。
【請求項８】
　レンダリングされた文書から取得されたデータを処理する方法であって、
　前記レンダリングされた文書の部分を選択するユーザ入力を受信することであって、前
記選択された文書の部分はテキストを含む、ことと、
　前記選択された文書の部分に含まれるテキストの符号化表現を判定することであって、
前記選択された文書の部分に含まれるテキストの前記符号化表現を判定することは、前記
テキストを表すオフセットのシーケンスを判定することを含み、各オフセットは、前記選
択された文書の部分の前記テキスト内の各文字の繰り返されているインスタンスを切り離
す文字位置の数を表す、ことと、
　テキストの前記符号化表現を使用して、（１）前記電子文書の集合に含まれる複数の電
子文書を識別することであって、前記識別された複数の電子文書のそれぞれは前記選択さ
れた文書の部分を含んでいる、こと、および、（２）前記選択された文書の部分が生じる
前記複数の電子文書の各々の電子文書内の位置を識別することと、
　前記受信されたユーザ入力を提供したユーザを識別することと、
　前記識別されたユーザに対するコンテキスト情報を取り出すことと、
　前記取り出されたコンテキスト情報のコンテンツに基づいて、前記複数の電子文書の中
で、前記レンダリングされた文書に対応する可能性が最も高い文書を識別することと
　を包含する、方法。
【請求項９】
　レンダリングされた文書から取得されたデータを処理する方法であって、
　前記レンダリングされた文書の部分を選択するユーザ入力を受信することであって、前
記選択された文書の部分はテキストを含む、ことと、
　前記選択された文書の部分に含まれるテキストの符号化表現を判定することであって、
前記選択された文書の部分に含まれるテキストの前記符号化表現を判定することは、前記
テキストを表すオフセットのシーケンスを判定することを含み、各オフセットは、前記選
択された文書の部分の前記テキスト内の各文字の繰り返されているインスタンスを切り離
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す文字位置の数を表す、ことと、
　テキストの前記符号化表現を使用して、（１）電子文書の集合に含まれる電子文書を識
別することであって、前記識別された電子文書は前記選択された文書の部分を含んでいる
、こと、および、（２）前記選択された文書の部分が生じる前記識別された電子文書内の
位置を識別することと、
　前記識別された電子文書内の前記識別された位置に添付される注釈用テキストを特定す
るユーザ入力を受信することと、
　前記特定された注釈用テキストを、前記識別された電子文書の指示および前記識別され
た電子文書の外側の場所における識別された位置とともに格納することと、
　前記注釈に対するユーザ要求に応答して、
　　前記識別された電子文書の少なくとも一部分であって、前記識別された位置を含んで
いる部分を取り出すこと；
　　前記識別された電子文書の領域であって、前記識別された位置を含んでいる領域を表
示すること；
　　前記特定された注釈用テキストを取り出すこと；および、
　　前記識別された位置に隣接する位置において、前記表示された文書の領域に関連して
前記特定された注釈用テキストを表示することと
　を包含する、方法。
【請求項１０】
　コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ可読媒体のコンテンツは、コンピュ
ータシステムに、レンダリングされた文書から取得されたデータを処理する方法を実行さ
せ、前記方法は、
　前記レンダリングされた文書の部分を選択するユーザ入力を受信することであって、前
記選択された文書部分はテキストを含む、ことと、
　前記選択された文書の部分に含まれるテキストの符号化表現を判定することであって、
前記選択された文書の部分に含まれるテキストの前記符号化表現を判定することは、前記
テキストを表すオフセットのシーケンスを判定することを含み、各オフセットは、前記選
択された文書の部分の前記テキスト内の各文字の繰り返されているインスタンスを切り離
す文字位置の数を表す、ことと、
　テキストの前記符号化表現を使用して、（１）電子文書の集合に含まれる電子文書を識
別することであって、前記識別された電子文書は前記選択された文書の部分を含んでいる
、こと、および、（２）前記選択された文書の部分が生じる前記識別された電子文書内の
位置を識別することと、
　ディスプレイ装置上に、前記識別された電子文書内の識別された位置に関連する選択可
能なユーザアクションのメニューを表示することであって、前記選択可能なユーザアクシ
ョンの少なくとも１つは、前記受信されたユーザ入力の前記受信の前の前記識別された位
置に関連していることと、
　前記識別された電子文書に関連するマークアップ層にアクセスすることと、
　前記識別された電子文書内の前記識別された位置に対して、前記マークアップ層によっ
て定義されたアクションを識別することであって、前記識別されたアクションが選択可能
なユーザ入力の前記メニュー内に表示されると、
　前記受信されたユーザ入力を提供したユーザに、前記識別されたアクションを利用可能
にすることと
　を包含する、コンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ可読媒体のコンテンツは、コンピュ
ータシステムに、レンダリングされた文書から取得されたデータを処理する方法を実行さ
せ、前記方法は、
　前記レンダリングされた文書の部分を選択するユーザ入力を受信することであって、前
記選択された文書の部分はテキストを含む、ことと、
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　前記選択された文書の部分に含まれるテキストの符号化表現を判定することであって、
前記選択された文書の部分に含まれるテキストの前記符号化表現を判定することは、前記
テキストを表すオフセットのシーケンスを判定することを含み、各オフセットは、前記選
択された文書の部分の前記テキスト内の各文字の繰り返されているインスタンスを切り離
す文字位置の数を表す、ことと、
　テキストの前記符号化表現を使用して、（１）電子文書の集合に含まれる電子文書を識
別することであって、前記識別された電子文書は前記選択された文書の部分を含んでいる
、こと、および、（２）前記選択された文書の部分が生じる前記識別された電子文書内の
位置を識別することと、
　前記識別された電子文書内の前記識別された位置に対する注釈用テキストを特定するユ
ーザ入力を受信することと、
　前記特定された注釈用テキストを、前記識別された電子文書の指示および前記識別され
た電子文書の外側の場所における識別された位置とともに格納することと、
　前記注釈に対するユーザ要求に応答して、
　　前記識別された電子文書の少なくとも一部分であって、前記識別された位置を含んで
いる部分を取り出すこと；
　　前記識別された電子文書の領域であって、前記識別された位置を含んでいる領域を表
示すること；
　　前記特定された注釈用テキストを取り出すこと；および、
　　前記識別された位置に隣接する位置において、前記表示された文書の領域に関連して
前記特定された注釈用テキストを表示することと
　を包含する、コンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記識別されたアクションは、前記識別された位置において前記識別された電子文書に
より参照されるアイテムを購入するアクションを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記識別されたアクションは、前記識別された電子文書内の前記識別された位置におい
てブックマークを確立するアクションを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ可読媒体のコンテンツは、コンピュ
ータシステムに、テキスト取得を処理する方法を実行させ、前記方法は、
　レンダリングされた文書からユーザにより光学的に取得されたテキストの符号化表現を
受信することであって、テキストの前記符号化表現は、前記テキストを表すオフセットの
シーケンスを有し、各オフセットは、前記テキスト内の各文字の繰り返されているインス
タンスを切り離す文字位置の数を表す、ことと、
　前記受信されたテキストの符号化表現を、文書の集合のフルテキストインデックスと比
較することと、
　前記受信されたテキストの符号化表現が前記インデックス内に存在しないことを決定す
ることと、
　前記受信されたテキストの符号化表現に類似するテキストであって、前記インデックス
内に存在するテキストを識別することと、
　前記インデックスを使用することにより、前記類似するテキストを含んでいるレンダリ
ングされた文書を識別することと、
　前記ユーザに、前記取得が前記識別されたレンダリングされた文書から実行されたこと
を通知することと
　を包含する、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
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　本願は、以下の出願の一部継続出願であり、これら出願のそれぞれは、参考によりその
全容が援用される。米国特許出願第１１／００４，６３７号（２００４年１２月３日出願
）、米国特許出願第１１／０９７，９６１号（タイトル「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹ
ＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＩＮＩＴＩＡＴＩＮＧ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＰＲＯＣＥＳＳ
ＥＳ　ＢＹ　ＤＡＴＡ　ＣＡＰＴＵＲＥ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮ
ＴＳ」）、米国特許出願第１１／０９７，０９３号（タイトル「ＤＥＴＥＲＭＩＮＩＮＧ
　ＡＣＴＩＯＮＳ　ＩＮＶＯＬＶＩＮＧ　ＣＡＰＴＵＲＥＤ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　
ＡＮＤ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ　ＷＩＴＨ　Ｒ
ＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）、米国特許出願第１１／０９８，０３８号（タ
イトル「ＣＯＮＴＥＮＴ　ＡＣＣＥＳＳ　ＷＩＴＨ　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　ＤＯＣＵＭＥＮ
Ｔ　ＤＡＴＡ　ＣＡＰＴＵＲＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」）、米国特許出願第１１／０９８，０
１４号（タイトル「ＳＥＡＲＣＨ　ＥＮＧＩＮＥＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＷＩＴＨ
　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＤＡＴＡ　ＣＡＰＴＵＲＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」
）、米国特許出願第１１／０９７，１０３号（タイトル「ＴＲＩＧＧＥＲＩＮＧ　ＡＣＴ
ＩＯＮＳ　ＩＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ　ＴＯ　ＯＰＴＩＣＡＬＬＹ　ＯＲ　ＡＣＯＵＳＴＩ
ＣＡＬＬＹ　ＣＡＰＴＵＲＩＮＧ　ＫＥＹＷＯＲＤＳ　ＦＲＯＭ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ
　ＤＯＣＵＭＥＮＴ」）、米国特許出願第１１／０９８，０４３号（タイトル「ＳＥＡＲ
ＣＨＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＣＣＥＳＳＩＮＧ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　ＯＮ　ＰＲＩＶＡＴＥ
　ＮＥＴＷＯＲＫＳ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＣＡＰＴＵＲＥＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮ
ＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）、米国特許出願第１１／０９７，９８１号（タイト
ル「ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＧＡＴＨＥＲＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯ
Ｄ」）、米国特許出願第１１／０９７，０８９号（タイトル「ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＥＮＨ
ＡＮＣＥＭＥＮＴ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」）、米国特許出願第１１／０
９７，８３５号（タイトル「ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ　ＦＯＲ　Ａ
ＤＤＩＮＧ　ＶＡＬＵＥ　ＴＯ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ」）、米国特
許出願第１１／０９８，０１６号（タイトル「ＡＲＣＨＩＶＥ　ＯＦ　ＴＥＸＴ　ＣＡＰ
ＴＵＲＥＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）、米国特許出願第１
１／０９７，８２８号（タイトル「ＡＤＤＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＯＲ　ＦＵ
ＮＣＴＩＯＮＡＬＩＴＹ　ＴＯ　Ａ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ　ＶＩＡ　Ａ
ＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＵＮＴＥＲＰＡＲ
Ｔ」）、米国特許出願第１１／０９７，８３３号（タイトル「ＡＧＧＲＥＧＡＴＥ　ＡＮ
ＡＬＹＳＩＳ　ＯＦ　ＴＥＸＴ　ＣＡＰＴＵＲＥＳ　ＰＥＲＦＯＲＭＥＤ　ＢＹ　ＭＵＬ
ＴＩＰＬＥ　ＵＳＥＲＳ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ」）、米国
特許出願第　１１／０９７，８３６号（タイトル「ＥＳＴＡＢＬＩＳＨＩＮＧ　ＡＮ　Ｉ
ＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　ＦＯＲ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵ
ＭＥＮＴＳ」）、米国特許出願第１１／０９８，０４２号（タイトル「ＤＡＴＡ　ＣＡＰ
ＴＵＲＥ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　ＵＳＩＮＧ　ＨＡＮＤＨ
ＥＬＤ　ＤＥＶＩＣＥ」）、および米国特許出願第１１／０９６，７０４号（タイトル「
ＣＡＰＴＵＲＩＮＧ　ＴＥＸＴ　ＦＲＯＭ　ＲＥＮＤＥＲＥＤ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　Ｕ
ＳＩＮＧ　ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴＡＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ」）。
【０００２】
　本願は、以下の米国仮特許出願に対する優先権を主張し、参照することにより、それら
出願の全容を援用する。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
／５６４，６８８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３
０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６０／５７１，５６０号（２００４年５月１４日出願）、出願番号第６０／５７１，
７１５号（２００４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）
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、出願番号第６０／５８９，２０２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（２
００４年８月１８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６０／６０２，８９
６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６０／６０
３，０８２号（２００４年８月１９日出願）、出願番号第６０／６０３，０８１号（２０
０４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６
０／６０４，１０３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６０／６０５，２２９号（２００４年８月２７日出願）、出願番号第６０／６０５
，１０５号（２００４年８月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，２４３号（２００
４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
／６１３，５８９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２
７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６０／６１３，６３４号（２００４年９月２７日出願）、出願番号第６０／６１３，
４６１号（２００４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６０／６１３，４００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６０／６１３，６
３３号（２００４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６０／６
１７，１２２号（２００４年１０月７日出願）、出願番号第６０／６２２，９０６号（２
００４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６０／６３３，４
５３号（２００４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６０／６
４８，７４６号（２００５年１月３１日出願）、出願番号第６０／６５３，３７２号（２
００５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６０／６５３，６６９号（２００５年２月１６日出願）、出願番号第
６０／６５３，８９９号（２００５年２月１６日出願）、出願番号第６０／６５３，６７
９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６０／６５４，３７９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６０／６５
４，３２６号（２００５年２月１８日出願）、出願番号第６０／６５４，１９６号（２０
０５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６
０／６５５，９８７号（２００５年２月２２日出願）、出願番号第６０／６５５，６９７
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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）
。
【０００３】
　（技術分野）
　記載技術は、文書処理の分野を対象とするものである。
【背景技術】
【０００４】
　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。
【０００５】
　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】
【０００６】
　概要
　レンダリングされた文書（例えば、印刷または表示された文書）、およびこれらの文書
の関連デジタル「ソース」、「副本」、または「参考資料」版を解釈し、それと情報をや
りとりするためのシステム（「システム」）について説明する。いくつかの実施形態にお
いて、システム自体は、場合によってはこの機能を実行することがあるが、文字の認識お
よび解釈に直接的に関与しておらず、印刷された文字を認識および理解することに関わっ
ていない。むしろ、システムは、文書の版が既知であること、機械可読（例えば、ＡＳＣ
ＩＩまたは他の何らかの機械可読テキスト）ソースまたは参考資料版文書が手元にある、
または機械アクセス可能である、もしくは将来利用可能にされるであろうことを想定して
いる。システムは、ナビゲーション（すなわち、文書内でロケーションを測定すること）
のためにレンダリングされた文書内において様々な特徴（テキストを含む）を使用する。
ロケーションは次にユーザ機能およびインタラクションの豊富なセットを可能にするため
に使用され、そのうちの一部を以下で説明する。
【０００７】
　システムは、ロケーション情報を測定するため、部分的に、文書内においてマーク（例
えば、テキストおよび任意のレンダリングされた補足情報マーク）のパターンを解釈およ
び解読するプロセスに基づいている。様々な実施形態において、このロケーション情報は
、文書自体―例えば、文書内のロケーションから、多くの場合、単一の段落、文、単語お
よび単一の文字に至るまで―に関連している。しかしながら、文書の特別なレンダリング
の物理的なレイアウトも既知である場合、ロケーション情報は、ディスプレイ画面または
印刷されたページ等の上のロケーションに変換される場合がある。
【０００８】
　システムの様々な実施形態を論じる上で、「印刷されたテキスト」という用語が用いら
れる。「印刷された」は、人間に可読であるあらゆる形態（例えば、紙上、ディスプレイ
画面上、点字フォーマット等）でレンダリングする文書に対する一般的な意味で使用され
る。多くの場合、システムの様々な特徴およびアプリケーションは、句読点、グラフィッ
クおよび画像、特別なマーク等、非英数字のレンダリングされたコンテンツによく当ては
まることを理解すべきである。システムの実施形態は、これらのさらなる使用法を含む。
【０００９】
　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
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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（ｃａｐｔｕｒｅ）したテキストのサンプルを使用する。ほとんどの場合、機能に
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。
【００１０】
　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。
【００１１】
　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
。
【００１２】
　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。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副
本またはその一部を取り出す、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。
【００１３】
　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。
【００１４】
　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。
【００１５】
　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。
【００１６】
　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。
【００１７】
　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
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、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。
【００１８】
　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。
【００１９】
　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キ
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。
【００２０】
　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。
【００２１】
　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。
【００２２】
　クエリーは、検索およびコンテキスト解析段階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１１４についての知識お
よびユーザコンテキストまたは取得が行われたコンテキスト１１６についての知識を使用
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
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。
【００２３】
　状況次第で、次の段階は識別された文書のコピーを取り出す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。
【００２４】
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　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。
【００２５】
　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る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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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）、スキャンコンテキスト情報（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
境は多かれ少なかれコンポートを含んでよい。
【００２８】
　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。
【００２９】
　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
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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２３９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。
【００３０】
　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。
【００３１】
　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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　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
性のある信号に変換し、他の入力機能は、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。
【００３５】
　視覚ディスプレイまたはインジケータライト３３２を介して、拡声器または他の音声変
換器３３４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。
【００３６】
　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
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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。
【００３７】
　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
は数を測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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　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。
【００４０】
　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。この項および事項では、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。
【００４１】
　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



(13) JP 5102614 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

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。
【００４２】
　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。
【００４３】
　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。
【００４４】
　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。
【００４５】
　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、
コンテキ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
。
【００４６】
　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。
【００４７】
　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。
【００４８】
　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。
【００４９】
　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
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。
【００５０】
　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。
【００５１】
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　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。
【００５２】
　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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　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。
【００５５】
　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。
【００５６】
　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。
【００５７】
　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。
【００５８】
　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。
【００５９】
　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
合がある。
【００６０】
　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。
【００６１】
　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こ
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とを示すフィールドである。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。
【００６２】
　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。
【００６３】
　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。
【００６４】
　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。
【００６５】
　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。
【００６６】
　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。
【００６７】
　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。
【００６８】
　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。
【００６９】
　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
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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。
【００７０】
　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。
【００７１】
　クエリーに含まれる何らかのインジケータ（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）。
【００７２】
　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。
【００７３】
　４．２．２．コンテキストの使用
　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「コンテキスト
」と称する。
【００７４】
　コンテキストの一部は、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。
【００７５】
　コンテキ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、コンテキ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。
【００７６】
　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
か―の、より広範なコンテキストである。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。
【００７７】
　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。
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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。
【００７８】
　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。
【００７９】
　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）。
【００８０】
　検索エンジンは、単なるテキストの取り出し以外にも、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。
【００８１】
　５．マークアップ、注釈入力およびメタデータ
　取得‐検索‐取り出し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。
【００８２】
　追加された機能性のこの層を、「マークアップ」と称する。
【００８３】
　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。
【００８４】
　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。
【００８５】
　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
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キ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。
【００８６】
　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
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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。
【００８７】
　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。
【００８８】
　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。
【００８９】
　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
。
【００９０】
　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
注釈として取り出すために、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）。
【００９１】
　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
部としての、紙の文書の注釈である。
【００９２】
　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。
【００９３】
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　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。
【００９４】
　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。
【００９５】
　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。
【００９６】
　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キスト当該ユーザ
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。
【００９７】
　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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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。
【０１００】
　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。
【０１０１】
　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
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。
【０１０２】
　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。
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【０１０３】
　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。
【０１０４】
　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。
【０１０５】
　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機能を有してもよい。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。
【０１０６】
　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。
【０１０７】
　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。
【０１０８】
　第１５．５および１５．６項も参照のこと。
【０１０９】
　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
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。
【０１１０】
　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。
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【０１１１】
　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。
【０１１２】
　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。
【０１１３】
　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。
【０１１４】
　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。
【０１１５】
　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）。
【０１１６】
　７．２．印刷された文書に対する「サブスクリプション」
　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。
【０１１７】
　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
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。
【０１１８】
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　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
。
【０１１９】
　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。
【０１２０】
　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。
【０１２１】
　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。
【０１２２】
　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。
【０１２３】
　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
つ取り出し、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
ル受信箱へ預ける。
【０１２４】
　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、文書を取り出す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出す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。
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【０１２５】
　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。
【０１２６】
　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。
【０１２７】
　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、支払い機能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。
【０１２８】
　８．３．文書エスクローおよび積極的な取り出し
　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出し、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。
【０１２９】
　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
わって文書を取り出すことができる。
【０１３０】
　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
の要求をサブミットする、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。
【０１３１】
　８．４．他のサブスクリプション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リプションとの関連付けに
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出す権利を与えられるかもしれない。
【０１３２】
　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。
【０１３３】
　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；
　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；



(24) JP 5102614 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

　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；
　一般にコピーの質がずっと高い；
　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；
　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。
【０１３４】
　権限のないコピーは禁止されている場合がある。
【０１３５】
　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。
【０１３６】
　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。
【０１３７】
　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。
【０１３８】
　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。
【０１３９】
　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、およびテキストフラグメントに関連して
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。
【０１４０】
　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
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機能を有する場合があ
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。
【０１４１】
　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
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テキストの画像を調べ、これをデジタル形態で取り出す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。
【０１４２】
　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。
【０１４３】
　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。
【０１４４】
　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。
【０１４５】
　９．６．自己相関および文字オフセット
　テキストフラグメント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
フラグメントを表すための最も評価されている手法であり得るが、テキストフラグメント
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表示は、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フラグメントの位置を特定しようとする際、も
しくはテキストフラグメントの表示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。テキストフラグメントの他の表示は、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、テキストフラグメントの光学式文字認識は、フラグメン
ト全体の光学式文字認識に頼ることなくテキストフラグメントを検索および／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フラグメントのその他の表示とは異なり
、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。
【０１４６】
　当業者他は、テキストフラグメント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。該当するテキストフラグメントの特徴付けは、ワード長、相対ワード長
、文字高さ、文字幅、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、テキストのフラグメントを特徴付ける
ために使用される。
【０１４７】
　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
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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。
【０１４８】
　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。
【０１４９】
　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。
【０１５０】
　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測定されたトークン
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測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。
【０１５１】
　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フラグメントに適用することができる。
【０１５２】
　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。
【０１５３】
　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、
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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。
【０１５４】
　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。
【０１５５】
　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。
【０１５６】
　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、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。
【０１５７】
　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。
【０１５８】
　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フラ
グメントを取得する場合がある。
【０１５９】
　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。
【０１６０】
　１０．４．コンテキスト広告
　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。
【０１６１】
　１０．４．１．スキャンコンテキ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
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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。
【０１６２】
　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。
【０１６３】
　１０．４．２．ユーザコンテキ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キ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。
【０１６４】
　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。
【０１６５】
　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。
【０１６６】
　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
に有用となり得る。
【０１６７】
　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。
【０１６８】
　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
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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。
【０１６９】
　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。
【０１７０】
　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。
【０１７１】
　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機能を組み込むことも始めている。これらの機能はシステムによ
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。
【０１７２】
　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機能に加えて、シス
テムのサポートも含む場合がある。
【０１７３】
　１１．２．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、
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。
【０１７４】
　１１．２．１．ＯＣＲおよび他の認識技術のサポート
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　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。
【０１７５】
　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機能を
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機能を含み、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。
【０１７６】
　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機能を含む場合、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。
【０１７７】
　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機能に内蔵されたＯＳにサブミ
ットすることが挙げられる。
【０１７８】
　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。
【０１７９】
　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。
【０１８０】
　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。
【０１８１】
　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
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。
【０１８２】
　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
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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
コピーを取り出し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。
【０１８３】
　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。
【０１８４】
　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キ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。
【０１８５】
　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。
【０１８６】
　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
。
【０１８７】
　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。
【０１８８】
　１１．３．３．コンテキスト（ポップアップ）メニュー
　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キ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。
【０１８９】
　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
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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。
【０１９０】
　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。
【０１９１】
　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；
　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―例えば使用
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；
　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；
　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。
【０１９２】
　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。
【０１９３】
　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。
【０１９４】
　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機能
に基づいて、ＯＳによって提供されることができる。
【０１９５】
　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。
【０１９６】
　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。
【０１９７】
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　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。
【０１９８】
　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。
【０１９９】
　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、スキャナがインジケータライトまたはフ
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。
【０２００】
　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。
【０２０１】
　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；
　既知のコンテキスト位置を特定されたテキストのソース；
　既知の固有コンテキ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。
【０２０２】
　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
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
。
【０２０３】
　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。
【０２０４】
　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。
【０２０５】
　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、
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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。
【０２０６】
　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。
【０２０７】
　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。
【０２０８】
　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。
【０２０９】
　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。
【０２１０】
　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
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。
【０２１１】
　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。
【０２１２】
　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。
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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。
【０２１３】
　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出すことができる。（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。
【０２１４】
　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。
【０２１５】
　１２．２．２．コンテキ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「コンテキストメニュー」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
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。
【０２１６】
　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
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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。
【０２１７】
　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。
【０２１８】
　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。
【０２１９】
　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。
【０２２０】
　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。
【０２２１】
　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。
【０２２２】
　１３．コンテキスト解釈
　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
ことができる。この余分の資料を「コンテキスト」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。
【０２２３】
　１３．１．システムおよび取得コンテキスト
　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。
【０２２４】
　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。
【０２２５】
　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。
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【０２２６】
　１３．２．ユーザの実世界コンテキスト
　有用なコンテキストの別の例は、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。
【０２２７】
　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。
【０２２８】
　１３．３．関連するデジタルコンテキスト
　より従来の手段により検索または取り出しされたものを含み、電子文書のユーザによる
最近の使用も役立つインジケータとなり得る。
【０２２９】
　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。
【０２３０】
　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。
【０２３１】
　１３．４．他の統計―グローバルコンテキスト
　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。
【０２３２】
　検索エンジンのためのコンテキ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。
【０２３３】
　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
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。
【０２３４】
　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。
【０２３５】
　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
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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。
【０２３６】
　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。
【０２３７】
　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。
【０２３８】
　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。
【０２３９】
　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。
【０２４０】
　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。
【０２４１】
　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。
【０２４２】
　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。
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【０２４３】
　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。
【０２４４】
　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
。
【０２４５】
　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。
【０２４６】
　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。
【０２４７】
　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機能の多
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、インジケータライト、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）。
【０２４８】
　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
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。
【０２４９】
　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
。
【０２５０】
　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。
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【０２５１】
　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。
【０２５２】
　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。
【０２５３】
　１５．３．１．ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒ－ローエンドオフラインの例
　ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒは、テキスト行に沿って移動するときにページからピクセ
ルを読み込むことができる、スキャンヘッドを有する。ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒは、
そのページに沿った動きを検出すること、およびその動きに関するいくつかの情報を有す
るピクセルを記録することができる。また、クロックを有し、それぞれのスキャンをタイ
ムスタンプすることができる。ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒが接続性を有する場合、クロ
ックはホスト装置と同期する。クロックは実際の時刻を表すことができないが、ホストが
、スキャンの実際の時間、または最悪の場合でも、スキャン間の経過時間を導き出すこと
ができるように、実際の時間から相対的時間を判断することが可能である。
【０２５４】
　ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒは、ＯＣＲ自体を実行するための十分な処理能力を持たな
いが、代表的なワード長、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関
するいくつかの情報を有する。ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒは、いくつかの基本的なイン
ジケータライトを有し、スキャンが読み取り可能となりうるかどうか、ヘッドの動きが早
すぎるか、遅すぎるか、または不正確に紙面を横断しているかどうか、および識別すべき
文書に対して所与のサイズの十分な単語がスキャンされていると判断したのはいつか、な
どをユーザに知らせる。
【０２５５】
　ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅｒは、ＵＳＢコネクタを備えており、コンピュータ上のＵＳ
Ｂポートに接続され、再充電される。コンピュータに対して、ＳｉｍｐｌｅＳｃａｎｎｅ
ｒは、タイムスタンプされたデータファイルが記録され、残りのシステムソフトウェアが
その場所からデータファイルを引き継ぐ、ＵＳＢ記憶装置のよう見える。
【０２５６】
　１５．３．２．ＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒ－ハイエンドオフラインの例
　ＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒも、その完全な動作のための接続性に依存するが、オフライ
ンの間に取得されたデータに関してのより良い判断を助力できる、大量のオンボードの記
憶装置および処理を有する。
【０２５７】
　ＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒがテキスト行に沿って移動するとき、取得したピクセルは、
互いにステッチされ、そのテキストを認識しようとするＯＣＲエンジンに渡される。ユー
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ザのＰＣのスペルチェッカ用辞書と同期し、ユーザが頻繁に遭遇する単語のうちの多くを
含む、辞書を有するように、ユーザが最も読んでいる刊行物からのものを含む、複数のフ
ォントが、このタスクの実行を助力するようにＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒにダウンロード
されている。また、スキャナには、辞書と組み合わせることが可能な、標準的な使用頻度
の単語およびフレーズのリストが格納される。スキャナは、認識プロセスを助力するため
に、またいつ十分な量のテキストを取得したのかに関する判断を通知するために、頻度の
統計を使用することができる。より頻繁に使われるフレーズは、検索クエリーの基準とし
てはあまり有用ではない。
【０２５８】
　さらに、ユーザがオンライン書店から最近購入した本のインデックスのような、または
ユーザが過去数ヶ月内にスキャンしたものからの、最近の新聞記事の完全なインデックス
、およびユーザが最も一般的に読んでいる定期刊行物が装置に格納される。最後に、他の
情報を使用せずに、ユーザがタイトルをスキャンすることができ、特定の作業から取得し
たものが、後に電子フォームで取り出すことができるかどうかに関して良い案を持つよう
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刊行物のタイトルが格納
される。
【０２５９】
　スキャンプロセス中、システムは、取得したデータが十分な品質のものであること、お
よび接続が復元されたときに電子コピーを取り出すことができるようにするための十分な
性質のものであること、をユーザに通知する。しばしば、システムは、スキャンが成功し
たことを知っていること、およびそのコンテキストがオンボードのインデックスのうちの
１つにおいて認識されていること、または関係する刊行物は、そのデータがシステムで利
用可能であることが知られていて、後の取り出しが成功するはずであること、をユーザに
示す。
【０２６０】
　ＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒは、ＰＣのファイアワイヤまたはＵＳＢポートに接続された
クレードルにドッキングし、その場所において、取得したデータのアップロードに加えて
、様々なオンボードのインデックスおよび他のデータベースが、最近のユーザのアクティ
ビティおよび新刊書に基づいて更新される。また、ＳｕｐｅｒＳｃａｎｎｅｒは、無線公
衆ネットワークへの接続、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈを介した携帯電話への通信、および
当該の機能が利用可能である場合に公衆ネットワークと通信を行うための機能も有する。
【０２６１】
　１５．４．光学スキャンのための機能
　以下、特に光スキャナ装置に望ましいとされるいくつかの機能を考察する。
【０２６２】
　１５．４．１．柔軟な位置決めおよび便利な光学系
　紙が継続的に普及している理由の１つは、例えばコンピュータが非実用的または不便で
あるような様々な状況での使用が容易だからである。したがって、ユーザの情報のやりと
りの本質的部分を紙によって取得しようとする装置は、同じように使用時に便利でなけれ
ばならない。これは、過去にスキャナには無かった事例である。最も小型の携帯型装置で
さえ、幾分扱いにくかった。ページと接触することを目的としたスキャナは、紙に対して
正確な角度で保持しなければならず、またスキャンするテキストに沿って非常に慎重に移
動させる必要がある。これは、オフィスの机上でビジネスレポートをスキャンする場合に
は許容できるが、電車を待っている間に小説からフレーズをスキャンする場合には非実用
的である。紙から少し離れて操作する、カメラタイプの光学系をベースにしたスキャナは
、状況によっては同じく有用となりうる。
【０２６３】
　システムのいくつかの実施形態では、紙と接触させてスキャンし、レンズの代わりに光
ファイバの束の画像ルートを使用して画像をページから光センサ装置に送信する、スキャ
ナを使用する。当該の装置は、それが自然な位置に保持できるように形成することができ
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る。例えば、いくつかの実施形態において、ページと接触する部分はくさび形であり、ユ
ーザの手が、マーカーペンを使用したときと同じような動きで、ページ上をより自然に移
動できる。画像ルートは、紙と直接接触するか、またはその近傍にあり、画像ルートを可
能な損傷から保護することができる交換式の透明な先端を備えることが可能である。１２
．２．４項で述べたように、スキャナは、スクリーンおよび紙からのスキャンに使用する
ことが可能であり、先端の材料は、当該の表示を損なう可能性を減じるように選択するこ
とができる。
【０２６４】
　最後に、装置のいくつかの実施形態では、ユーザのスキャンが、早すぎる、遅すぎる、
またはスキャンするラインよりも高すぎたり低すぎたりする場合に、光、音、または触覚
のフィードバックを使用して、スキャン処理中にユーザにフィードバックを提供する。
【０２６５】
　１５．５．セキュリティ、アイデンティティ、認証、個人化、および課金
　６項にて説明したように、取得装置は、安全な取引、購入、および様々な他の工程に対
する識別および承認の重要な部分を形成する場合がある。したがって、取得装置は、当該
の役割に必要な回路およびソフトウェアに加えて、装置をより安全にできる、スマートカ
ードリーダ、ＲＦＩＤ、またはＰＩＮを入力するためのキーパッドのような様々なハード
ウェア機能を組み込むことが可能である。
【０２６６】
　また、ユーザの識別を助力するための様々な生体認証センサーを含むことが可能である
。例えば、光スキャナの場合、スキャンヘッドはまた、指紋を読み込むことが可能である
。音声記録装置の場合、ユーザの音声パターンを使用することが可能である。
【０２６７】
　１５．６．デバイス接続
　いくつかの実施形態では、デバイスは、それ自体の、またはそれらの機能を向上させる
ために、他の隣接するデバイスとの関連付けを形成することができる。いくつかの実施形
態では、例えば、デバイスは、その操作に関するより詳細なフィードバックを提供するた
めに、隣接するＰＣのディスプレイまたは電話器を使用するか、あるいはネットワーク接
続を使用する。一方で、デバイスは、他のデバイスによって実行される動作を認証するた
めに、デバイスのセキュリティおよび識別装置としての役割における動作を行うことが可
能である。または、単純にそのデバイスの周辺機器として機能するように関連付けること
が可能である。
【０２６８】
　当該の関連付けの興味深い側面は、デバイスの取得機能を使用して、関連付けを開始お
よび認証することが可能なことである。例えば、自分を公衆のコンピュータ端末に安全に
識別させたいユーザは、デバイスのスキャン機能を使用して、端末の画面の特定の領域に
表示されるコードまたはシンボルをスキャンすることによって、キーの転送を達成するこ
とが可能である。類似した処理は、音声記録装置によって取り出される音声信号を使用し
て実行することが可能である。
【０２６９】
　１５．７．他の装置との統合
　いくつかの実施形態では、取得装置の機能は、すでに使用中のいくつかの他のデバイス
に統合される。統合装置は、電源、データ取得および記憶機能、およびネットワークイン
ターフェースを共有できるようにすることが可能である。当該の統合は、コストの削減、
またはそれ以外ならば利用できない機能を有効にするために、便宜上単純に行うことが可
能である。
【０２７０】
　取得機能を統合することができる装置のいくつかの例を以下に挙げる。
【０２７１】
　マウス、スタイラス、ＵＳＢ「ｗｅｂｃａｍ」カメラ、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭヘッド
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セットまたは遠隔制御のような既存の周辺機器；
　ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤ、音声記録装置、デジタルカメラまたは携帯電話のような別の
処理／記憶装置；
　腕時計、宝石、ペン、自動車のキーのフォブなどの、他の便宜上しばしば持ち運ぶアイ
テム。
【０２７２】
　１５．７．１．携帯電話の統合
　統合の利点の一例として、取得装置として改良された携帯電話の使用を考察する。
【０２７３】
　いくつかの実施形態では、電話器のハードウェアは、テキストの取得が音声認識を介し
て十分に行うことができる場合、電話器自体で処理するか、または通話の他端でのシステ
ムによって処理できる場合、あるいは今後の処理のために電話器のメモリに格納されてい
る場合などでは、システムをサポートするように改良されていない。多くの最新の電話器
は、システムのいくつかの部分を実行することができるソフトウェアをダウンロードする
ための機能を備えている。当該の音声取得は多くの状況において次善であるが、例えば実
質的な暗騒音がある場合、正確な音声認識は最良の状況にあっても困難なタスクである。
音声機能は、音声コメントの取得に使用される最良の機能となりうる。
【０２７４】
　いくつかの実施形態では、多くの携帯電話に組み込まれるカメラは、テキストの画像を
取得するために使用される。通常はカメラのファインダとしての役割を果たす、電話器の
ディスプレイは、画像の品質およびテキストのセグメントが取得されるＯＣＲの適合性に
関する、ライブのカメラ画像情報にオーバーレイすることが可能であり、ＯＣＲが電話器
上で実行できればテキストの書き換えさえも可能である。
【０２７５】
　いくつかの実施形態では、電話器は、専用の取得機能を追加するか、または電話器と通
信するクリップ式のアダプタまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続した周辺機器における当該の
機能を提供するように改良される。取得機構の性質が何であっても、最新の携帯電話との
統合は多くの他の利点を有する。電話器は、より広い世界との接続性を有するが、これは
、リモート検索エンジンまたはシステムの他の部分にクエリーをサブミットすることがで
き、文書のコピーは、即時の記憶または表示のために取り出すことが可能である。電話器
は、一般にローカルに実行されるシステムの機能の多くに対して十分な処理能力を有し、
適切な量のデータ取得するための十分な記憶装置を備える。記憶量は、しばしばユーザに
よって拡張することもできる。電話器は、ユーザにフィードバックを提供し、しばしば触
覚のフィードバックのための振動機能を提供するための、かなり優れたディスプレイおよ
び音声機能を備える。電話器はまた、優れた電源も有する。
【０２７６】
　すべてのうちで最も注目すべきは、大部分のユーザがすでに持ち運んでいるデバイスで
あるということである。
【０２７７】
　第３部システムのアプリケーション例
　この項では、意ステムおよびシステムに組み込むことが可能なアプリケーションの使用
例を挙げる。このリストは、単に例証を示すことを意図したものであり、網羅的な感覚の
ものではない。
【０２７８】
　１６．個人用アプリケーション
　１６．１．ライフライブラリ
　ライフライブラリ（６．１．１項も参照のこと）は、サブスクライバが保存を望むあら
ゆる重要な文書のデジタルアーカイブであり、また本システムの一組のサービスの実施形
態である。重要な書籍、雑誌記事、新聞切り抜きなどは、すべてデジタル形式でライフラ
イブラリに保存することができる。加えて、サブスクライバの注釈、コメント、および注
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記は、文書とともに保存することができる。ライフライブラリは、インターネット、およ
び、ワールドワイドウェブを介して利用することができる。
【０２７９】
　システムは、サブスクライバのためのライフライブラリの文書アーカイブを作成および
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、それ以外なら
ば、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ることをシステムに示すこ
とによって、どの文書を自分のライフライブラリに保存させたいのかを示す。スキャンし
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
ードとすることもできる。システムはコードを承認し、ソース文書を識別するためにその
コードを使用する。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内の文
書のコピーか、または文書を入手することが可能なソースへのリンクを格納することがで
きる。
【０２８０】
　ライフライブラリの一実施形態では、サブスクライバがその電子コピーの入手すること
を許可されているかどうかを確認することができる。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する場合、ライフライブラリシステムは、その読
者がＮＹＴのオンライン版をサブスクライブしているかどうかをＮＹＴによって検証する
。サブスクライブしている場合、読者は、自分のライフライブラリのアカウントに格納さ
れている記事のコピーを入手する。サブスクライブしていなければ、その文書を識別する
情報およびどのように注文するのかが読者のライフライブラリに格納される。
【０２８１】
　いくつかの実施形態では、システムは、アクセス権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幾通りかの方法でコンパイルす
ることができる。そのうちの２つを以下に示す。１）サブスクライバは、自分のアカウン
ト名、パスワードなどとともに、ライブラリシステムに文書のアクセス情報を供給する。
２）ライフライブラリのサービスプロバイダは、サブスクライバの情報について出版社に
クエリーを行い、出版社は、ライフライブラリのサブスクライバがその資料の利用を許可
されていれば、電子コピーの利用を提供することによって応答する。ライフライブラリの
サブスクライバが、文書の電子コピーを所有することを許可されていない場合、出版社は
、ライフライブラリのサービスプロバイダに価格を提供し、次いで顧客にその電子文書を
購入するためのオプションを提供する。その場合、ライフライブラリのサービスプロバイ
ダは、出版社に直接支払ってからライフライブラリの顧客に請求するか、またはライフラ
イブラリのサービスプロバイダが、その購入に対して顧客のクレジットカードに請求する
。ライフライブラリのサービスプロバイダは、購入価格の一定の割合、または取引を容易
にするための小額の固定手数料を受け取る。
【０２８２】
　システムは、サブスクライバの個人用ライブラリおよび／またはサブスクライバがアー
カイブの権利を有する他のライブラリの文書をアーカイブすることができる。例えば、ユ
ーザが印刷文書からテキストをスキャンするとき、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、ユーザの個人用ライブラリおよびサブスクライバがアー
カイブの権利を有するグループライブラリのソース文書に関する情報を記録する場合があ
る。グループライブラリは、あるプロジェクトについて互いに作業しているグループ、学
術研究者グループ、ウェブロググループなどのための、文書レポジトリのような共同のア
ーカイブである。
【０２８３】
　ライフライブラリは、時系列、トピックごと、サブスクライバの関心の度合いごと、出
版物（新聞紙、書籍、雑誌、技術論文など）の種類ごと、読み込んだ場所、読み込んだ時
間、ＩＳＢＮごと、またはデューイ１０進ごと、など、様々に構成することができる。１
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つの代替案では、システムは、他のサブスクライバが同じ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、ユーザに分類を提案するか、また
はユーザのためにその文書を自動的に分類することができる。
【０２８４】
　種々の実施形態では、注釈は、直接文書に挿入するか、または別のファイルに保持する
ことが可能である。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
、その記事は、スキャンされたテキストをハイライトして、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。別様には、記事は、関連するコメントファイルとともにサブ
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
は未変更のままである）。システムの実施形態では、各サブスクライバのライブラリのソ
ース文書のコピー、多数のサブスクライバが利用できるマスターライブラリ内のコピー、
または出版社が保持するコピーへのリンク、を保持することができる。
【０２８５】
　いくつかの実施形態では、ライフライブラリは、ユーザの文書への変更（例、ハイライ
トなど）および（他の場所に格納されている）オンライン版の文書へのリンクだけを格納
する。システムまたはサブスクライバは、サブスクライバが続いて文書を取り出す場合、
その変更を文書とマージする。
【０２８６】
　コメントが別のファイルに保持されている場合、ソース文書およびコメントファイルが
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変更文書を作成する
。別様には、システムは、それらをサブスクライバに示す前に２つのファイルを組み合わ
せる。別の代替案では、コメントファイルは、文書ファイルへのオーバーレイであり、サ
ブスクライバのコンピュータ内のソフトウェアによって文書にオーバーレイすることがで
きる。
【０２８７】
　ライフライブラリ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、毎月の手数料を支払う。別様には、サブスクライバは、アーカイブに格納
される各文書に対して小額（例、マイクロペイメント）を支払う。別様には、サブスクラ
イバは、サブスクライバのアーカイブの利用に対してアクセスごとの使用料で支払う。別
様には、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、ライフライブラリ
のサービスプロバイダおよび著作権保持者による収益割当てモデル上の資料／注釈を、他
人が利用できるようにする。別様には、ライフライブラリのサービスプロバイダは、ライ
フライブラリのサブスクライバが文書を注文する場合、出版社からの支払いを受け取る（
ライフライブラリのサービスプロバイダは、出版社の収益の割当てを受ける、出版社との
収益割当モデル）。
【０２８８】
　いくつかの実施形態では、ライフライブラリのサービスプロバイダは、版権のある資料
への課金および支払いを容易にするために、サブスクライバと著作権保持者との間の仲介
者（または、ＣＣＣとして知られるＣｏｐｙｒｉｇｈｔ　Ｃｌｅａｒａｎｃｅ　Ｃｅｎｔ
ｅｒ；著作権料清算センター）としての役割を果たす。ライフライブラリのサービスプロ
バイダは、この仲介サービスを提供するために、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する。基本的に、ライフライブラリのサービスプロバイダは、
サブスクライバに代わって版権のある資料を購入できるようにするために、サブスクライ
バとの既存の関係を活用する。
【０２８９】
　いくつかの実施形態では、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、文書
全体がライフライブラリにアーカイブされるのではなく、スキャンされたテキストの周囲
の領域が抜粋され、ライフライブラリに配置される。これは、原本のスキャンの状況を保
存することによってサブスクライバが興味のある部分を見つけるためにその文書を再読し
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ないようにするので、文書が長い場合に特に好都合である。当然、紙の文書の全体の電子
副本へのハイパーリンクを、抜粋資料とともに含めることができる。
【０２９０】
　いくつかの実施形態では、システムはまた、著者、出版タイトル、出版日付、出版社、
著作権保持者（または著作権保持者のライセンスエージェント）、ＩＳＢＮ、文書の一般
の注釈へのリンク、読書ランキングなどのような文書に関する情報もライフライブラリに
格納する。文書に関するこの追加情報のうちのいくつかは、紙の文書のメタデータの形態
である。第三者は、一般の人々のような自分自身以外の個人によるアクセスに対する一般
のコメントファイルを作成することが可能である。文書に関する第三者のコメントにリン
クすることは、他のユーザのコメントファイルを読むことによって、その文書に対するサ
ブスクライバの理解が高まるので、好都合である。
【０２９１】
　いくつかの実施形態では、システムは、クラスによって資料をアーカイブする。この機
能によって、ライフライブラリのサブスクライバは、それぞれの紙の文書を利用せずに、
紙の文書のクラス全体に電子副本を迅速に格納することが可能になる。例えば、サブスク
ライバがＮａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ誌のコピーからいくつかのテキストを
スキャンする場合、システムは、サブスクライバにＮａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈ
ｉｃ誌のすべてのバックナンバーをアーカイブするオプションを提供する。サブスクライ
バがすべてのバックナンバーのアーカイブを選択した場合、ライフライブラリのサービス
プロバイダは、そのサブスクライバがアーカイブすることを許可されているかどうかを、
米国地理学協会に確認する。そうでない場合には、ライフライブラリのサービスプロバイ
ダは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ誌のコレクションをアーカイブする権利
の購入を取り次ぐことができる。
【０２９２】
　１６．２．ライフセーバー
　ライフライブラリの概念のバリエーションまたは強化は「ライフセーバー」であり、シ
ステムは、それらの他のアクティビティについてさらに導き出すために、ユーザによって
取得されるテキストを使用する。特定のレストランからメニューをスキャンする、劇場公
演からプログラムをスキャンする、特定の駅の時刻表をスキャンする、または地方紙から
記事をスキャンすることによって、システムは、ユーザのロケーションおよび社会活動に
ついて推理することができるようになり、例えばウェブサイトのような社会活動の自動的
な日誌を構成することができる。ユーザは、日誌の編集および変更、写真などの追加資料
の添付、および、当然ながら、スキャンしたアイテムを再び見ることができるようになる
。
【０２９３】
　１７．学問的なアプリケーション
　上述のシステムによってサポートされる携帯スキャナは、学問的な環境において必要不
可欠であることが多い。携帯スキャナは、生徒／教師間の情報のやりとりを強化し、また
学習体験を増大させることができる。他の使用の中で、生徒たち固有のニーズに適するよ
うに研究資料にコメントを付けることができる。教師は、教室での授業を監視することが
できる。また、教師は、生徒の課題に引用したソース資料を自動的に検証することができ
る。
【０２９４】
　１７．１．児童書
　子供と、本のような紙の文書との情報のやりとりは、本システムの特定の組の実施形態
を用いた読解力習得システムによって監視する。子供は、読解力習得システムの他の要素
と通信する携帯スキャナを使用する。携帯スキャナに加えて、読解力習得システムは、デ
ィスプレイおよびスピーカを有するコンピュータ、および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（ハードワイアード、短距離ＲＦ
など）に接続される。子供が書籍内の未知の単語を調べる場合、子供はその単語をスキャ
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ナでスキャンする。一実施形態では、読解力習得システムは、スキャンされたテキストと
そのデータベース内のリソースを比較して、その単語を識別する。データベースは、辞書
、シソーラス、および／またはマルチメディアファイル（例、音声、グラフィックスなど
）を含む。単語が識別された後で、システムは、コンピュータのスピーカを使用して、単
語の発音およびその定義を子供に伝える。別の実施形態では、単語およびその定義は、読
解力習得システムによってコンピュータのモニター上に示される。スキャンされた単語に
関するマルチメディアファイルはまた、コンピュータのモニターおよびスピーカを介して
再生することもできる。例えば、「Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｔｈｒｅｅ
　Ｂｅａｒｓ」を読んでいる子供が、「ｂｅａｒ」という単語をスキャンした場合、シス
テムは、その単語「ｂｅａｒ」を発音し、熊に関する短い映像をコンピュータのモニター
上に再生することが可能である。このように、子供は、書き言葉の発音を学習し、マルチ
メディアによる表示を介してその単語の意味を視覚的に教わる。
【０２９５】
　読解力習得システムは、学習プロセスを強化するために、聴覚的および／または視覚的
な情報を提供する。子供は、書かれた資料を迅速により深く理解するために、この補足情
報を使用する。システムは、初歩の読者に読むことを教えること、子供がより多くの語彙
を取得することを助力すること、などのために使用することができる。本システムは、子
供がよく知らない単語に関する情報、または子供が更なる情報を所望する単語に関する情
報を子供に提供する。
【０２９６】
　１７．２．読解力の習得
　いくつかの実施形態では、システムは、個人用辞書をコンパイルする。読者が、新しい
、興味のある、または特に有用である、あるいは特に問題となっている単語を調べる場合
、読者はその単語を（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、読者のパーソナライズされた辞書になる。この辞書は、概して一般的
な辞書よりもサイズが小さいので、移動局または関連する装置にダウンロードすることが
でき、したがって、システムに直ちにアクセスできない場合であっても利用することがで
きる。いくつかの実施形態では、個人用辞書のエントリは、適切な単語の発音を支援する
ための音声ファイル、およびその単語がスキャンされた紙の文書を識別する情報を含む。
【０２９７】
　いくつかの実施形態では、システムは、カスタマイズされたスペル、および、生徒に対
する語彙力テストを作成する。例えば、生徒が課題を読むときに、その生徒は携帯スキャ
ナでよく知らない単語をスキャンすることが可能である。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。後に、システムは、生徒へのカスタマイズされたス
ペル／語彙力テストを関連するモニターで管理する（または、当該のテストを関連するプ
リンタに印刷する）。
【０２９８】
　１７．３．音楽教育
　五線譜の符号の配置は、テキスト行における文字の配置に類似している。本システムに
おいてテキストを取得するための上述の同じスキャン装置を、楽譜の取得に使用すること
ができ、既知の音楽作品に対する検索を構成する類似した処理によって、取得が発生した
作品を認識できるようになり、次いで取り出すこと、再生することができるか、またはい
くつかの更なるアクションのための基準とすることができる。
【０２９９】
　１７．４．盗用の検出
　教師は、生徒の書類からテキストをスキャンし、スキャンしたテキストをシステムにサ
ブミットすることによって、盗用を検出するために、またはソースを検証するためにシス
テムを使用することができる。例えば、生徒の書類における引用が、その生徒が引用した
ソースからのものであることを検証することを望む教師は、その引用部分をスキャンして
、システムによって識別された文書のタイトルと、生徒が引用した文書のタイトルを比較
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することができる。同様に、システムは、生徒の原作としてサブミットされた課題からス
キャンしたテキストを使用して、そのテキストが代わりにコピーされたものであるかどう
かを明らかにすることができる。
【０３００】
　１７．５．強化された教科書
　いくつかの実施形態では、教科書からのテキストの取得は、生徒または職員を、さらに
詳細な説明、更なる課題、その資料に関する生徒と職員との議論、過去の試験問題の関連
する例、その主題の更なる読み込み、その主題の講義の記録、などとリンクする（７．１
項も参照のこと）。
【０３０１】
　１７．６．言語のチーム化
　いくつかの実施形態では、システムは、外国語を教えるために使用される。例えば、ス
ペイン語の単語のスキャンは、その英語での定義とともに、その単語をスペイン語で音読
することになる場合がある。
【０３０２】
　システムは、新しい言語習得処理を強化するために、直接の聴覚的および／または視覚
的な情報を提供する。読者は、資料を迅速により深く理解するために、この補足の情報を
使用する。システムは、初歩の生徒に外国語を読むことを教える、生徒がより多くの語彙
を取得することを助力する、などのために使用することができる。システムは、読者が良
く知らない単語に関する、または読者が更なる情報を所望する単語に関する情報を提供す
る。
【０３０３】
　読者と、新聞または書籍のような紙の文書との情報のやりとりは、言語技能システムに
よって監視される。読者は、言語技能システムと通信する携帯スキャナを有する。いくつ
かの実施形態では、言語技能システムは、ディスプレイおよびスピーカを有するコンピュ
ータ、および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（ハードワイアード、短距離ＲＦなど）と通信する。読者が記事内の未知の単
語を調べる場合、読者はその単語をスキャナでスキャンする。データベースは、外国語辞
書、シソーラス、および／またはマルチメディアファイル（例、音声、グラフィックスな
ど）を含む。一実施形態では、システムは、スキャンされたテキストとそのデータベース
内のリソースを比較して、スキャンされた単語を識別する。単語が識別された後で、シス
テムは、コンピュータのスピーカを使用して、単語は発音およびその定義を読者に伝える
。いくつかの実施形態では、単語およびその定義は、どちらもコンピュータのモニターに
表示される。スキャンした単語に関連する文法的ヒントに関するマルチメディアファイル
はまた、コンピュータのモニターおよびスピーカを介して再生することもできる。例えば
、単語「ｔｏ　ｓｐｅａｋ」をスキャンした場合、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示す短いオーディオクリップを再生し、「ｈａ
ｂｌａｒ」の種々の語形変化の完全なリストを表示することが可能である。このように、
生徒は、書き言葉の発音を学習し、マルチメディアによる表示を書いてその単語のスペル
を視覚的に教わり、その動詞がどのように語形変化するのかを学習する。システムはまた
、一般的なフレーズとともに「ｈａｂｌａｒ」の適切な使用に関する文法的ヒントも示す
ことができる。
【０３０４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、ユーザの母国語（またはユーザがかなり良く知っ
ている他のいくつかの言語）以外の言語のレンダリングされた文書から単語または短いフ
レーズをスキャンする。いくつかの実施形態では、システムは、ユーザの「好む」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
内のスキャンのロケーションを判断する。システムはまた、ユーザの好む言語のうちの１
つに翻訳された文書の第２の電子副本を識別し、原本内のスキャンのロケーションに対応
する、翻訳された文書のロケーションを判断する。対応するロケーションが正確にわかっ
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ていない場合、システムは、スキャンされたロケーションに対応するロケーションを含む
、小さな領域（例、パラグラフ）を識別する。対応する翻訳されたロケーションは、次い
でユーザに示される。これは、ユーザに、しばしば語順を基準にした正確な翻訳が困難な
あらゆる俗語または他の慣用的用法を含む、スキャンされたロケーションでの特定の用法
の正確な翻訳を提供する。
【０３０５】
　１７．７．研究資料の収集
　特定のトピックを調査しているユーザは、印刷物またはスクリーン上の両方で各種の資
料に遭遇する場合があり、そのトピックに関連するものとしていくつかの個人用アーカイ
ブに記録することを望む場合がある。システムによって、この処理は、資料のいずれかの
部分において短い語句をスキャンした結果として、自動的に行うことが可能であり、その
主題に関する出版物への挿入に適した参考文献を作成することができる。
【０３０６】
　１８．市販のアプリケーション
　明らかに、商業活動は、本願明細書で述べられるほとんどすべての処理を行うが、ここ
では２、３の明らかな収益の流れに重点を置く。
【０３０７】
　１８．１．手数料ベースの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、また、コ
ンテンツプロバイダにもインデックス内にそれらのコンテンツを含むための支払い請求も
行わない。いくつかの実施形態では、システムの操作および使用に関連して、システムは
、ユーザへの支払い請求、および／またはサーチエンジンおよび／またはコンテンツプロ
バイダへの支払いを設けている。
【０３０８】
　いくつかの実施形態では、サブスクライバは、システムのサービスに、紙の文書のスキ
ャンから生じる検索の手数料を支払う。例えば、株式仲買人は、会社Ｘによって提供され
る新しい製品に関するＷａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊｏｕｒｎａｌの記事を読んでいる場合
がある。紙の文書から会社Ｘの名前をスキャンし、必要な手数料を支払うことに同意する
ことによって、この株式仲買人は、特別な、または専用のデータベースを検査して、アナ
リストのレポートのような、企業に関する特別な情報を入手するために、システムを使用
する。システムはまた、例えば、特定の日に発行されたすべての新聞にインデックスが付
けられ、街に出かけるときまでに確実に利用できるようにすることによって、紙の形態で
読む可能性が高い文書のインデックス作成が優先されるように、処理することもできる。
【０３０９】
　コンテンツプロバイダは、紙の文書からサブミットされる検索クエリーにおける特定の
用語と関連付けられる手数料を支払う場合がある。例えば、一実施形態では、システムは
、プロバイダに関する更なるコンテキストに基づいて、最も好適なコンテンツプロバイダ
を選択する（この場合、コンテキストは、コンテンツプロバイダが、結果リストを繰り上
げてもらうために手数料を支払ったことである）。本質的に、検索プロバイダは、コンテ
ンツプロバイダによる先在する支払協定に基づいて、紙の文書の検索結果を調整している
。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。
【０３１０】
　特定のコンテンツへのアクセスが、特定のグループの人々（クライアントまたは従業員
など）に対して制限されている場合、当該のコンテンツはファイアウォールによって保護
されるので、概して第三者によるインデックス付けができない。コンテンツプロバイダは
、それでも保護されたコンテンツにインデックスを提供したいと望む場合がある。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って、システムのサブス
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、すべてのクライアントの文書にインデックスを付けることが可能である。文書
は、法律事務所のファイアウォールに隠れて格納される。しかし、法律事務所は、その従



(50) JP 5102614 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

業員およびクライアントに、携帯スキャナを介して文書を利用させたいと望むので、イン
デックス（またはインデックスへのポインタ）をサービスプロバイダに提供し、次いで、
法律事務所の従業員またはクライアントが、紙をスキャンした検索語を携帯スキャナを介
してサブミットするときに、法律事務所のインデックスを検索する。法律事務所は、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して、こ
の機能を有効にすることができ、またはシステムは、法律事務所のインデックスの検索に
先立って、法律事務所にクエリーを行うことによって、アクセス権を検証することができ
る。上述の例において、法律事務所によって提供されるインデックスは、法律事務所にお
ける全ての文書のインデックスではなく、クライアントの文書だけのものであることに留
意されたい。したがって、サービスプロバイダは、法律事務所がクライアントに対してイ
ンデックスを付けた文書を、法律事務所のクライアントが利用することを許可することし
かできない。
【０３１１】
　紙の文書から生じる検索からの結果となりうる、少なくとも２つの別々の収益の流れが
あり、１つは検索機能によるものであり、もう１つはコンテンツの配信機能によるもので
ある。検索機能の収益は、スキャナのユーザから支払われたサブスクリプションによって
発生しうるが、事前検索の手数料に関しても発生しうる。コンテンツの配信の収益は、コ
ンテンツプロバイダまたは著作権保持者と分け合うことができるが（サービスプロバイダ
は、各配信に対して、販売の一定の割合、またはマイクロペイメントのような固定の手数
料を取ることができる）、サービスプロバイダが取引を仲介するがどうかに関わらず、サ
ブスクライバがオンラインカタログから注文し、システムが配達または提供する、各品目
に対する手数料または一定の割合をシステムが得る、「照会」モデルによっても発生しう
る。いくつかの実施形態では、システムのサービスプロバイダは、識別された製品の購入
が行われたときに、ある所定の期間に対して、またはそれ以降のある時間において、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対する収益を受け取る。
【０３１２】
　１８．２．カタログ
　需要者は、紙のカタログから購入を行うために、携帯スキャナを使用することができる
。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、バーコード、またはカタログの別の識別子からのテキストである。サブスク
ライバは、サブスクライバが購入を望む商品を識別する情報をスキャンする。カタログの
宛名ラベルは、カタログベンダーに対する、顧客を識別する識別番号を含むことが可能で
ある。その場合は、サブスクライバはまた、この顧客識別番号をスキャンすることもでき
る。システムは、顧客の選択および顧客識別番号をベンダーに提供することによって、カ
タログでの購入を容易にするために、サブスクライバとベンダーとの間の仲介者としての
役割を果たす。
【０３１３】
　１８．３．クーポン
　消費者は、後の取り出しおよび使用のために、紙のクーポンをスキャンして、スキャナ
か、またはコンピュータのようなリモート装置にそのクーポンの電子コピーを保存する。
電子記憶装置の利点は、消費者が紙のクーポンを持ち歩くという負担から開放されること
である。更なる利点は、電子クーポンがあらゆるロケーションから取り出すことが可能な
ことである。いくつかの実施形態では、システムは、クーポンの有効期限を追跡すること
、まもなく期限切れとなるクーポンに関して消費者に通知すること、および／または期限
の切れたクーポンを記憶装置から削除することができる。クーポンの発行者に対する利点
は、誰がそのクーポンを使用し、またいつどこでそれらが取得および使用されたのかに関
して、より多くのフィードバックを受ける可能性である。
【０３１４】
　１９．一般的なアプリケーション
　１９．１．フォーム
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　システムは、紙の形態に対応する電子文書を自動ポピュレートするために使用すること
が可能である。ユーザは、紙の形態を一意に識別するいくつかのテキストまたはバーコー
ドをスキャンする。スキャナは、隣接するコンピュータに、フォームのアイデンティティ
、およびユーザを識別する情報を通信する。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、第１のデータベースのフォーム、およびスキャナ
のユーザに関する情報を有する第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など）を利用することができる。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を利用し、第２のデータベースから得られたユーザの情
報からフィールドのフォームを自動ポピュレートする。隣接するコンピュータは、次いで
完成したフォームを、対象とする受信者に電子メールで送る。別様には、コンピュータは
、完成したフォームを隣接するプリンタで印刷することができる。
【０３１５】
　外部のデータベースを利用するのではなく、いくつかの実施形態では、システムは、ア
イデンティティモジュール、ＳＩＭ、またはセキュリティカードなどに、ユーザの情報を
含んだ、携帯スキャナを有する。スキャナは、フォームを識別する情報を隣接するＰＣに
提供する。隣接するＰＣは、電子フォームを利用して、そのフォームに記入するために必
要なあらゆる情報に対してスキャナにクエリーを行う。
【０３１６】
　１９．２．名刺
　システムは、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ポピュレ
ートするために使用することができる。例えば、新しい知人の名刺を受信すると、ユーザ
は、自分の携帯電話でカードの画像を取得することができる。システムは、カードの電子
コピーの位置を特定し、携帯電話のオンボードのアドレス帳を、新しい知人の連絡先で更
新するために使用することができる。電子コピーは、新しい知人に関して、１枚の名刺に
詰め込むことができる情報よりも、多くを含むことが可能である。さらに、オンボードの
アドレス帳は、電子コピーへのあらゆる変更が、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を格納することも可能である。この例では、名
刺は、状況に応じて、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、新しい知人のためのアドレス帳内のエントリに記入す
るために、ＯＣＲまたは標準的な名刺のフォーマットの情報を使用することができる。シ
ンボルは、画像から直接に情報を取り出す処理を補助することも可能である。例えば、名
刺の電話番号の隣にあるアイコンは、電話番号のロケーションを判断するために認識する
ことができる。
【０３１７】
　１９．３．校正／編集
　システムは、校正および編集処理を強化することができる。１つの方法として、システ
ムは、エディタの紙の文書とその電子副本の情報のやりとりをリンクすることによって、
編集処理を強化することができる。エディタが紙の文書を読み込んで、文書のいろいろな
部分をスキャンするとき、システムは、紙の文書の電子副本に対して、適切な注釈付け、
または編集を行う。例えば、エディタがテキストの一部をスキャンして、スキャナで「新
しいパラグラフ」の制御ジェスチャを行った場合、スキャナと通信するコンピュータは、
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、「新しいパラグラフ」
のブレークを挿入する。
【０３１８】
　１９．４．音声コメント
　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に関
連する音声録音を行うことによって、その文書に音声コメントを付けることができる。い
くつかの実施形態では、スキャナは、ユーザの言葉のコメントを記録するためのマイクロ
ホンを有する。言葉によるコメントが記録された後に、システムは、テキストがスキャン
された文書を識別し、その文書内のスキャンされたテキストの位置を特定し、その場所に
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音声コメントを添付する。いくつかの実施形態では、システムは、スピーチをテキストに
変換して、テキストコメントとしてその注釈を添付する。
【０３１９】
　いくつかの実施形態では、システムは、文書とともに保持される注釈だけに関連して、
文書とは別に注釈を保持する。注釈は、次いで特定のサブスクライバまたはユーザグルー
プのための文書に対する注釈のマークアップ層となる。
【０３２０】
　いくつかの実施形態では、各取得および関連する注釈に対して、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の文書を開き、スキャンするロケーションま
でスクロールして、音声コメントを再生する。ユーザは、次いで、文書と情報をやりとり
し、一方で、音声コメントを参照し、変更または自身あるいは他の誰かによって録音され
た他のコメントを提案する。
【０３２１】
　１９．５．テキストにおけるヘルプ
　上述のシステムは、電子ヘルプメニューによって紙の文書を強化するために使用するこ
とができる。いくつかの実施形態では、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、ユーザが文書の特定の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確認して、ユーザにヘルプメ
ニューを示す。ヘルプメニューは、スキャナのディスプレイまたは関連づけられた隣接す
るディスプレイに示される。
【０３２２】
　１９．６．ディスプレイとの使用
　状況によっては、テレビ、コンピュータ用モニター、または他の類似したディスプレイ
から情報をスキャンできるようにすることは好都合である。いくつかの実施形態では、携
帯スキャナは、コンピュータ用モニター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では、携帯光スキャナは、ラスタライズ、画面のブランキン
グなどのような、従来のブラウン管（ＣＲＴ）ディスプレイ技術との連携するように最適
化された、照明センサーを有する。
【０３２３】
　文書からユーザが読むテキストの音声を取得することによって操作する音声取得装置は
、その文書が紙上、ディスプレイ上、またはいくつかの他の媒体上にあるかどうかに関わ
らず、一般に機能する。
【０３２４】
　１９．６．１．パブリックキオスクおよび動的セッションＩＤ
　ディスプレイの直接スキャンの使い方の１つは、第１５．６項において説明したように
、デバイスの関連付けである。例えば、いくつかの実施形態では、パブリックキオスクは
、動的セッションＩＤをそのモニターに表示する。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。セッションＩＤは定期的に
変わるが、少なくとも、新しいセッションＩＤがすべてのユーザに表示されるようにキオ
スクが使用されるたびに変わる。キオスクを使用するために、サブスクライバは、キオス
クに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、文書のスキャンまたはキオスクの画面自体からのコンテンツの配信のた
めに、キオスクと自分のスキャナを一時的に関連付けたい旨をシステムに告げる。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など）を直接システムに通信することが可能である。例えば、スキャ
ナは、ユーザの携帯電話（ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭを介してユーザのスキャナと対になっ
ている）を介して、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
通信することができる（ここでの「直接」とは、メッセージがキオスクを通過しないこと
を意味する）。別様には、スキャナは、キオスクとの無線リンクを確立し、キオスクにセ
ッション開始情報を転送することによって（あるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭなどのよう
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な短距離ＲＦを介して）、キオスクの通信リンクを使用することができる。それに応じて
、キオスクは、その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。
【０３２５】
　システムは、デバイスがスキャナと関連付けられている期間（またはセッション）中に
、すでにスキャンと関連付けられているスキャナを、他人が使用できないようにすること
ができる。この機能は、別の人のセッションが終了する前に、他人がパブリックキオスク
を使用できないようにするのに有用である。インターネットカフェでのコンピュータの使
用に関するこの概念の例として、ユーザは、自分が使用したいＰＣのモニター上のバーコ
ードをスキャンする。それに応じて、システムは、バーコードを表示しているモニターに
セッションＩＤを送信する。ユーザは、そのモニターからセッションＩＤをスキャンする
ことによって（またはキーパッド、タッチ画面、または形態スキャナ上のマイクロホンを
介してセッションＩＤを入力することによって）そのセッションを開始する。そして、シ
ステムは、そのデータベースにおいて、セッションＩＤと自分のスキャナの製造番号（ま
たはユーザのスキャナを一意に識別する他の識別子）を関連付けるので、自分のセッショ
ン中に、別のスキャナがセッションＩＤをスキャンすること、およびモニターを使用する
ことができない。スキャナは、例えば、（ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭのような無線リンク、
ドッキングステーションのようなハードワイアードリンクなどを介して）モニターに関連
付けられたＰＣと通信するか、または携帯電話のような別の手段を介してシステムと直接
（つまり、ＰＣを通ることなく）通信する。
【０３２６】
　第４部　システムの詳細
　図４は、システムの実施形態が動作する一般的な環境を示す図である。システムは、無
線ネットワーク４０１、インターネット４０２、または他のネットワーク（図示せず）に
よって相互接続された複数の装置を含む、分散コンピューティング環境４００内で機能す
る。これらすべての通信および接続は、好適なネットワーク通信プロトコルを使用した、
好適なネットワーク接続を介して相互接続される。様々な実施形態において、サーバおよ
び他のデバイスは、それぞれのＡＰＩに従って互いに通信し、システムの更なる実施形態
を形成する。別の実施形態では、装置およびサーバは、オープン／標準プロトコルに従っ
て、通信することが可能である。
【０３２７】
　サーバおよび他のデバイスは、ＯＣＲ装置４１１またはレンダリングされた文書４１２
からテキストを取得するために使用される他のテキスト取得装置と、無線装置４２１およ
び／または取得されたテキストおよび他のユーザ入力の種々の表示をテキスト取得装置が
アップロードし、それを介してシステムがユーザに様々なタイプのフィードバックを提供
できる、ユーザ装置４２２と、ユーザアカウントサーバ４３１およびシステムがユーザに
対するユーザアカウント情報を管理する、関連するユーザアカウントデータベース４３２
と、検索エンジンのサーバ４４１およびテキストの取得が生じる電子文書内の位置を識別
するために、システムがレンダリングされた文書から取得されるテキストを含むクエリー
を行うために使用する、関連する検索データベース４４２と、文書サーバ４５１および取
得されたテキストを含むと判断された文書のコピーをシステムが取り出す、関連する文書
データベース４５２と、を含む。また、これらのサーバは、単一のデバイスとして示され
ているが、各サーバは、システムの実施形態を実施する実際のシステムにおいて、実際に
１つ以上のデバイスを備えることが可能であると理解されたい。また、サーバには、ファ
イルサーバ、データベースサーバ、またはファイルサーバおよびデータベースサーバを組
み合わせたものが含まれると理解されたい。さらに、種々のサーバが独立したデバイスと
して述べられているが、当業者は、システムの他の実施形態では、サーバは単一の装置に
存在する場合があることを理解されたい。
【０３２８】
　スキャナが磁気センサーを組み込んでいる場合、データは、磁気的に文書内にコード化
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することができ、同様に光学的、音響的、および触覚的にコード化することもできる。
【０３２９】
　電子文書を印刷された形態に変える処理は、ほぼコンピューティングの最初から存在す
るが、印刷された文書の原本のデジタルソースを参照し直す効率的な方法が欠如している
。いくつかの実施形態では、システムは、特有のテキスト「署名」を識別するために、文
書内の所望の位置をスキャンすることによってこれを達成し、この署名は、原本のデジタ
ルソース文書内の対応するロケーションを特定するために使用することができる情報を提
供する。システムは、電子文書のデータベースへのアクセスを有するサーバにこのデジタ
ル署名を送信するが、（後述するように、これ以外の場合であっても有用な結果を得るこ
とができるが）当該の紙の文書の電子版を含むことが望ましい。サーバは、次いで電子ソ
ース文書内の対応するロケーション（またはロケーション群）を識別し、それを紙の文書
の原本のスキャンと結びつける。この関係を確立することによって、様々なコンテキスト
における印刷された文書に使用に関する多数の有用な革新が可能になる。システムの種々
の実施形態を以下に述べる。
【０３３０】
　１つの観点において、システムは、文書の認識を文書のナビゲーション（例、文書のロ
ケーションおよび交差部分の発見、および交差に対する情報の生成）に変換するための補
助的または増補的情報を使用するものとみなされる。システムが用いる／発見することが
できる多数の「ヒント」のうちのいくつかは以下を含む。
【０３３１】
　ユーザは、どれくらい速く読むか
　ユーザは、どの方向に読むか
　ユーザは、どのような定期刊行物をサブスクライブしているか
　ユーザの日々および毎週の行動（例、日曜日の朝に日曜版を読みなど）
　ユーザがこの文書および他の文書に行った最近のマーク
　ユーザが歴史的に関心を持った資料／主題のタイプ
　明示的なユーザプロファイル
　現在のユーザのロケーション（ユーザのＰＣの近く、および／またはそのＰＣでのアク
ティビティなど、無線環境によって与えられる）
　テキストの性質
　その他。
【０３３２】
　多くの場合、ユーザが文書において行う第１のマークは、書体またはフォントを取得す
るために使用される。これらの文字オブジェクトの意味は、次いで他の場所で述べられる
一義化手法を加えた（オフセットベースの）テンプレートマッチングによって、またはよ
り慣習的な手法によって判断することができる。現在の書体またはフォントがわかると、
デバイスは、実際のテキスト（例、ＡＳＣＩＩ）を取得および送信するか、または他の場
所で述べられる（オフセットベースの）テンプレートマッチングの表示を使用することが
できる。
【０３３３】
　まれに大文字が生じるので、いくつかの実施形態では、システムは、特殊な方法でそれ
らを処理する。システムは、概して利用可能な文書のソースまたは参照コピーを有するの
で、システムは、どこに大文字（および句読点）が生じる可能性があるか、または生じる
かを予想することができる。
【０３３４】
　多くの場合、文書がソースまたは参照コピーに現れたときに、必ずしも文書の特定のイ
ンスタンスがレンダリングされるという保証はない。それでもシステムは、レンダリング
されたコピーがどのようにこれらのマーク（大文字）を処理するのかを、しばしば推定す
ることができる。
【０３３５】
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　良い例には、通常英語の文を始める際の大文字がある。これらは稀であるので、これら
の最初の大文字を判断するには、テンプレートマッチングおよび一義化は一般に使い易く
ない。１つの代替案として、新しいパラグラフ、文などの最初の文字を無視することによ
って、基本的に大文字を無視することが挙げられる。
【０３３６】
　そして、一義化処理において、大文字および他のまれなマークは、適切に自動的に処理
される。１度しか生じない（繰り返さない）文字には、特別なデフォルトのオフセット（
例、０のコード）が与えられる。
【０３３７】
　オフセットベースの表示（または他の曖昧な表示）から特別なインデックスが構成され
る場合、先頭の文字に関する不確実性を予想することができる。すなわち、システムは、
ソース文書から、大文字が特定のロケーションで生じ、それが一致しないことを知ってい
る、ということに留意されたい。
【０３３８】
　この大文字の問題は、システムがどのように先のＯＣＲシステムから区別されるのかと
いう良い例である。システムは、ソース文書を（現在または今後）利用可能であるとみな
す（および場合によっては依存する）ので、種々の不確実性および問題は、容易に取り扱
われる。そして、解釈ではなく、主に文書のナビゲーションに焦点を当てているので、従
来のＯＣＲシステムをつまづかせるような課題（すべてのフォントにおいて、すべての大
文字の形状に関する特別な情報を持たなければならない、など）は、システムに対する問
題を生じさせない。
【０３３９】
　一例として、ユーザが、レンダリングされた文書に生じる「Ｔａｋｅ　ａｓ　ａｎ　ｅ
ｘａｍｐｌｅ　ｔｈｉｓ　ｓｅｎｔｅｎｓｅ．（例としてこの文を使用する）」を示した
いと望む場合を挙げる。従来のＯＣＲシステムは、最初の単語が「Ｔａｋｅ」、「Ｍａｋ
ｅ」、「Ｆａｋｅ」、「Ｒａｋｅ」などのいずれかであるかどうかを確認するために、文
字「Ｔ」を理解および解釈しようとする。しかし、システムは、ナビゲーションのために
特徴的な参照機能を探しているだけである。システムは、単純に「Ｔ」を省略して、「ａ
ｋｅ　ａｓ　ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ」に対してソース文書を検索することができる。この
フレーズは、文字、オフセット、または他の形態で表される場合がある。フレーズの残り
が識別署名を構成する限り、最初の文字の解釈は重要でない。
【０３４０】
　この問題および区別についての別の考え方は、従来のＯＣＲは、テキスト文字を認識す
る（すなわち、解釈する）ために用いられた、ということを理解することによって得られ
る。例えば、ＯＣＲペンのユーザは、そのテキストを取得および解釈するために、テキス
ト行上でペンを移動させる。システムのユーザは、異なる目的を持っている。ユーザは、
テキスト行上でワンドまたはスキャン装置を移動させて、文書内のこのロケーションを＊
示す＊か、または「指し示す」。したがって、文書内のそのロケーションに関連する多く
の特徴および機能を有効にする。
【０３４１】
　さらに、ユーザが特定の基本的なテキストに関心がある場合、ユーザのアクションは、
そのテキストを取得および解釈するためではなく、概してテキストに作用するものである
。したがって、ユーザは、このテキストに下線を引く、イタリック体に変更する、それを
抜粋する、そこにブックマークを配置する、などを行う場合がある。
【０３４２】
　ブックマークの配置は、システムの１つの有用な機能であり、それぞれレンダリングさ
れた文書内のロケーションを示す。概して、これらは、後に文書内のロケーションを発見
するために使用することができる。単純だが興味深いアプリケーションの１つは、ユーザ
が読んでいた文書の最後がどこなのかをマークするためのものであり、「ブックマーク」
という従来の意味に非常に良く一致する。そのアプリケーションは、ユーザがこの情報（
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ユーザが書籍または文書のどこで読むのを止めたのか）を容易に利用するのに有用となり
うる。このデータは、ユーザのＰＣまたはＰＤＡ、あるいは移動電話上に発生する場合が
ある。いくつかの実施形態では、デバイス自体の小型ＬＣＤディスプレイを使用するなど
によって、デバイス自体が最後に読んだロケーションを示す。いくつかの実施形態では、
ディスプレイは、二進数である。例えば、オンまたはオフのＬＥＤである。このＬＥＤは
、ユーザがすでに読み込んだテキストをスキャンする場合にはオンにして、新しいテキス
トをスキャンする場合にはオフにすることが可能である。このように、ユーザは、読み終
えた場所を「捜す」ことができる。
【０３４３】
　図５は、ブックマークを実装するために、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５０１で、システムは、ユーザによってスキャンされた
テキストを受信する。ステップ５０２で、システムは、ステップ５０１でスキャンされた
テキストを前処理する。ステップ５０３で、システムは、スキャンされたテキストを、ユ
ーザのために保持した文書履歴と比較する。ステップ５０４で、スキャンされたテキスト
がユーザによって以前にスキャンされたものである場合、ステップ５０５に進み、以前の
スキャンの指示を返し、それ以外ならば、ステップ５０６に進み、文書内のスキャンの位
置を特定する。ステップ５０７で、そのスキャンが最後のブックマークより前に位置を特
定されている場合、ステップ５０８に進み、以前読み込んだ指示を返し、それ以外ならば
、ステップ５０９に進み、以前に読み込まれなかった指示を返す。
【０３４４】
　いくつかの実施形態において、システムに提供された新しい機能の印象的な例は、図書
館の書籍、学校教科書、などの歴史的な使用に見られる。欄外の注、アンダーライン、お
よびハイライト、または他の形態に関わらず、書籍への書き込みは、常に読者が望むもの
である。しかし、上述の場合（およびユーザ自身の書籍内であっても）、これらのマーク
の作成には大きな障害がある。それらは他人（およびユーザ自身）の今後の作業の楽しみ
を妨げる。システムによって、ユーザは、書籍または文書にマークまたはコメントを付す
ことができ、同時に、原本には手を付けないままにすることを選択することができる。
【０３４５】
　特定の文書におけるユーザのアクションを見るための１つの方法には、オーバーレイま
たはトランスペアレンシが挙げられる。ユーザは文書の物理的なレンダリングと情報をや
りとりしているが、それらのマークは仮想的である。すなわち、マークは電子的に取得お
よび保存されるので、どの物理的なマークもレンダリングされた版で表示する必要がない
。しかし、いくつかの実施形態では、システムは、統合型マーカーまたはペンを有するテ
キスト取得装置を用いる。図６は、統合型マーカーおよびペンを有するスキャン装置を示
す図である。スキャン装置６００は、マーカー６０１およびペン６０２を含み、状況に応
じて格納式であることがわかる。
【０３４６】
　したがって、このオーバーレイは、抽象的な仮想層であると考えられる。この層は、次
いで文書のソースまたは参照版とマージすること、またはこれに「オーバーレイする」こ
とができる。一例では、これは、ユーザがコンピュータの画面上で参照文書を見るときに
生じ、ユーザのアクションによりオーバーレイされたデータは、参照文書の上に表示され
るか、またはこれに統合される。このように、参照文書は、表示するために変更する必要
がないことに留意されたい。いくつかの実施形態では、オーバーレイ情報は、ユーザが文
書を印刷するときに、参照またはソース文書と組み合わせられる。いくつかの実施形態で
は、システムは、ユーザにソース文書が電子的に配信される場合、ソース文書にオーバー
レイを適用するか、またはこれにマージする。例えば、ソース文書およびオーバーレイは
、ＰＤＦ文書に組み合わせられて、ユーザに電子メールで送信される場合がある。
【０３４７】
　これらの例のいずれかでは、ユーザのオーバーレイされた情報は、別の層として格納す
ることができるので、ソース文書を変更する必要がない。したがって、ユーザは、すべて
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をマークし、文書の単一のコピーと情報をやりとりすることができる。ユーザのマークお
よび注記は別々に格納されるので、原本を変更する必要はない。
【０３４８】
　各ユーザのデータは、基本的な文書と比較して一般に少ない。ハイライトする場合を考
察すると、格納が必要なのは、文書内のハイライトされたテキストの開始および終了ロケ
ーション、およびハイライト色である。このデータを格納する１つの方法には、文書の最
初からの文字のオフセットが挙げられる。別の方法には、文書：ページ：行のようなアド
レスが挙げられる。別様には、システムは、レンダリングされた文書におけるユーザのア
クションの実際のｘ－ｙ座標を格納する。
【０３４９】
　システムによって時折使用される文書は、どの刊行物または文書のコピーがスキャンさ
れているのかを示すために、ユーザがスキャンすることができる、特別なマーク（例、バ
ーコードなど）を伴う。この更なる識別情報によって、システムは、ユーザがどの文書を
持っているのか、およびそれがどのようにレンダリングされたのか、を判断することが可
能になる。
【０３５０】
　場合によっては、システムは、ユーザがそのシステムを使用して文書と情報をやりとり
できるように、ユーザに識別コードまたはマークのスキャンを要求することが可能である
。これは、ユーザが文書の他の部分でそのデバイスを使用する前に要求することが可能で
ある。別様には、システムは、ユーザに文書と情報のやりとりをさせることが可能である
が、将来のある時点での識別スキャンの実行を必要とする。または、さらに別の代替案で
は、識別スキャンは、任意であってよい。識別スキャンがなければ、システムは、更なる
曖昧さを有する場合がある。すなわち使用される特定の文書に関してあまり明確ではない
。追加のスキャンによって、システムは、特定の文書についてより多くを知ることになる
。
【０３５１】
　いくつかの実施形態では、取得装置は、この文書は認識されていないこと、または有効
でないこと、すなわち識別スキャンを望むか、または必要としていることをユーザに示す
、エラーインジケータまたは信号（例、ＬＥＤまたは可聴音）を提供する。この識別スキ
ャンは、特に、ユーザがどの文書を持っているのか（例、地方の朝刊紙など）を示すため
に使用することが可能であり、それによって、システムは、スキャンの一義化およびロケ
ーションを判断するために、文書のキャッシュされたコピーまたは関連する辞書を参照す
ることが可能になる。
【０３５２】
　スキャンされた特別なマークは、一次元または二次元のバーコード、あるいは特定の領
域の人間が読めるテキスト、それ以外ならばコード化データとすることが可能である。い
くつかの実施形態では、レンダリングされた文書内のテキストの領域は、文書の認識のた
めに、この領域をスキャンしなければならないことをユーザに示すために、（例えば、マ
ージンマーク、ハイライト、アンダーライン、特別な色のインクなどによって）特にマー
クされる。
【０３５３】
　上記説明のすべては、文書内の複数のマークにも適用することができる。例えば、雑誌
または新聞紙、雑誌の個々の広告、個々のページなどにおける異なる記事は、特別なマー
クを伴うことが可能であり、または文書の小領域内の１つ以上の項目を明示的にスキャン
するようユーザに要求することが可能である。したがって、文書の個々の部分は、ユーザ
の明示的なアクションによって、明確に識別することができる。
【０３５４】
　いくつかの場合において、これらのスキャンは、ユーザのコンテキストをシステムが知
ることを助力するために使用することが可能である。他の場合には、これらのスキャンは
、それ以外ならば利用できないシステムの機能を有効にするか、またはアンロックするこ
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とが可能である。例えば、印刷されたカタログからの購入は、ユーザがカタログ上の識別
コードを有する宛名ラベルをスキャンしない限り、許可されない場合がある。
【０３５５】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、特にコンテキスト（どの文書のどのロケーション
であるか）を確立するために、テキストの領域をスキャンすることが可能である。このた
めに、端末装置は、この所望の機能（設定コンテキスト）を示すために、特別なスイッチ
または入力を有することが可能である。別様には、ユーザは、テキストを逆方向にスキャ
ンするなどによって、コンテキスト－設定参照スキャン機能を示すことが可能な、デバイ
スによる特別なジェスチャを実行することが可能である。別様には、デバイスによる当該
の動作またはジェスチャは、直前のアクションの「消去」または「取り消し」を示すこと
が可能である。
【０３５６】
　一般に、デバイスの動作およびアクションは、ユーザの目的を示すために使用すること
ができる。以下に、可能な動作の長いリストを挙げる。
【０３５７】
　読む方向へのスキャン＝文書の署名の生成；
　逆方向へのスキャン＝コンテキストの設定；
　ページの垂直（上下）方向のドラッグ（システムは、横断した行を計数すること、およ
び横断した行からデータフラグメントを取得することができる）＝領域の設定；
　前後方向の動作または上下方向の動作＝直前のアクションの取り消し。；
　テキストの領域の回転動作＝領域の選択；
　タップまたはクリック（レンダリングされた文書と接触するデバイスの端部のスイッチ
またはセンサーを介して、またはユーザが制御できる別のスイッチを介して）＝コンテキ
スト関連のメニューのリクエスト；
　これは部分的なリストでしかないことに留意されたい。また、これらの動作を２つ以上
組み合わせること、および実行される動作の順序は様々であることに起因する高い可能性
にも留意されたい。
【０３５８】
　システムの１つの興味のある使用法には、文書への署名が挙げられる。デバイスは、ど
の部分がスキャンされたかを含めて、特定の文書がスキャンされた特定の時間、場所など
を記録できることに留意されたい。装置の光学系は、署名の画像を取得および格納するこ
とも可能である。システムにおいて、文書は、１つ以上のロケーションにおいて特別なマ
ークまたはコードを備える（あるいは、文書全体に対する一意の識別コードを含む）。こ
れらのマークは、特別にマークまたは示される人間が読めるテキストを含むことが可能で
ある（例えば、太字、アンダーライン付きなどで印刷された、法的な文書の部分、など）
。ユーザは、次いでユーザが文書の様々な部分をスキャンして、それを読んだことを示す
ことができる。さらに、ユーザは、状況に応じて文書に署名し、端末装置によってその署
名をスキャンすることが可能である。デバイス自体は、図６に示されるように、書き込み
手段を組み込むことが可能であり、その場合、ユーザは、１つのデバイスでスキャンと署
名の両方を行うことができる。
【０３５９】
　特別なコード（例、バーコード）を有する文書および文書のサブ部分のコード化は、長
い間必要とされていた。しかし、歴史的に、これを解決するための取り組みは、これまで
十分に功を奏していない。その１つの理由は、デバイス自体のバーコードスキャナが、エ
ンドユーザに対して十分なユーティリティを持ったものではないことである。これは、次
のような因果関係の分からない状況を生じさせる。つまり、ユーザがスキャナを持ち歩か
ないので、出版社はコードを印刷しない。そして、出版社がコードを印刷しないので、ユ
ーザはコードスキャン装置を入手して使用しない。
【０３６０】
　しかし、文書ナビゲーションツールと、コードスキャナ（さらに、状況に応じて、ＯＣ
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Ｒを実行するツール）との独特な組み合わせによって、この障害を解決することができる
。ユーティリティおよびテキストのスキャン能力および／またはＯＣＲ能力の価値によっ
て、ユーザには、端末装置を入手して持ち運ぶか、または使用するという動機が生じる。
端末装置は、コード化された情報（例、バーコード）を読み込むことができる、ハードウ
ェアおよび／またはソフトウェアを含むことができる。バーコードを処理するためのすべ
ての追加コンポーネントは、サーバか、またはシステム内の他の場所に配置することが可
能であることに留意されたい。端末装置は、単純に読み込むバーコードの画像を取得し、
解釈のためにそれを転送することが可能である。
【０３６１】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、画像をスキャンしているときに、その画像がバ
ーコードにあるような一次元であることを認識する。例えば、情報を持たない１つの軸が
あるかどうかを（ソフトウェアで、またはハードウェアで電子的に、あるいはこれらを組
み合わせて）確認することが可能である。一次元バーコードは、ｙ軸に並行するとみなさ
れる平行線から構成されるという特性を有する。この場合、ｘ軸（ｘ方向において、行と
交差し、行に垂直である）に沿った変化だけが、情報を含む。デバイスが、この一次元の
特性を有するデータを参照する場合、ｙ軸を折り畳む／無視することによってこのスキャ
ンされたデータを減じるために、ローカルな知能（ハードウェアおよび／またはソフトウ
ェア）を有することが可能である。すなわち、（例えば、サーバで通信する前に）部分的
にまたは完全にコードを解釈することが可能である。
【０３６２】
　バーコードに関するこの説明は、大部分のＯＣＲまたはシステムの興味深い技術的なコ
ンポーネント「デスキュー」を生じさせる。デスキューとは、スキャンまたは撮像された
データからあらゆる人工的な角度成分を取り除く処理である。ハンドスキャナによってし
ばしば生じる状況には、取得されたデータが人工的な角度または傾斜を有するように、ユ
ーザがある角度でスキャナを保持し、ページに垂直な軸の周りを回転させることが挙げら
れる。例えば、ユーザの手がページを横切るときに、角度が経時的に変化する場合がある
ことに留意されたい。この人工的なスキューが、データまたは画像の処理のステップのう
ちの１つにおいて取り除かれれば、有用である。
【０３６３】
　システムがテンプレートマッチングまたは畳み込みベースの手法（他の場所に記述）を
用いる場合、まず、人工的なスキューまたは角度が問題にならないことが、１つの利点で
ある。すなわち、同じ角度でそれぞれスキューされた文字またはシンボルは、このスキュ
ーコンポーネントを取り除かずに互いに一致する。
【０３６４】
　多くのタイプフォントは、複数の強い垂直の要素を持っている。これらは、しばしばベ
ースラインに垂直な直線である。いくつかの実施形態では、システムは、スキュー角を容
易に判断することができる、データへの数学的変換を実行することによって、テキストを
デスキューする。この変換は、スキューの変化（例えば、単一のテキスト行と交差する）
が、ローカルに検出および測定できるように、ローカルに適用される。
【０３６５】
　テンプレートマッチング（オフセットベース）、システムにおいて使用することができ
る畳み込み手法は、テンプレートとしてのこれらのオブジェクトの以前の発生を使用して
、一致するオブジェクトを発見する能力を有する。この能力の１つの興味深い結果には、
あらゆる反復オブジェクトが、容易に読み取り可能な情報を搬送できることが挙げられ、
この情報を表すトークンは、事前に定義したり、システムに知らせたりする必要がない。
【０３６６】
　一例として、文書は、「１００１０１００１」のような、１および０（例、二進数のデ
ータ表記）の文字列を含む。
【０３６７】
　テンプレートマッチング手法では、システムは、「１」または「０」の意味を認識およ
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び理解する必要が無い。むしろ、サンプル文字列を、「第１のタイプの１つのオブジェク
ト、続けて第２のタイプの２つのオブジェクト、続けて第１のタイプの１つのオブジェク
ト、．．．など」として解釈することができる。サンプル文字列のこの情報は、好都合に
「ａｂｂａｂａｂｂａ」または「０１１０１０１１０」によって表すことができる。
【０３６８】
　データは、複数の相異なるオブジェクトまたはシンボルを使用して符号化することがで
き、スペースは、これらのオブジェクトのうちの１つとして扱うことができる（スペース
を使用する場合、測定された距離を、隣接するスペースの計数に使用することが可能であ
り、または各スペースオブジェクトが、例えば、「１　１１　１１１　１」が、「１　１
１　１１１　１」と同一であるものとして解釈されるように、１の計数を常に有するよう
に制限することが可能である。この観点からすれば、２６文字のローマ字（すべて小文字
とする）で書き込まれる言語は、この符号化の特別なインスタンスであり、シンボル数は
２６となる。
【０３６９】
　いくつかの実施形態では、システムは、上述の「０１１０１０１１０」の例をオフセッ
ト（各シンボルの繰り返されているインスタンスを切り離す文字位置の数）などとして、
データをシーケンスで表す。この表記では、「０１１０１０１１０」は、３、１、２、２
、２、３、１、？、？として表され、各数字は、元の文字列の文字に対応し、その数字の
値は、この同じ文字の次の発生に対する距離すなわちオフセットである。
【０３７０】
　この表記には、特定の欠落した要素および／または禁止コードが存在する。例えば、最
初の数字「３」の後の数字「２」は、決して自然には生じない。これは、「３」が「１」
となるような場合に、この２番目の文字が最初の文字と同じになる、などによるものであ
る。
【０３７１】
　また、最後の２つのエントリ（「？」と注記）は冗長であり、これらの位置の文字は、
そのエントリに対する以前のオフセット／参照によって公知であるので、これらの２つの
終了位置にはほとんど、またはまったく情報が無い。すなわち、文字がｍのオフセットを
有する場合－右に移動させて右方向にオフセットを測定するものとする－、次の文字はオ
フセットｍ－１を有することができず、またその後ろの文字はオフセットｍ－２を有する
ことができない。これは、これらの「禁止された」オフセットが、以前の所与のオフセッ
トと衝突および矛盾するからである。
【０３７２】
　いくつかの実施形態では、システムは、データを復号化する、および／または表す際に
禁止コードを利用する。例えば、いくつかの実施形態では、機能は禁止コードをたくみに
活用し、それらを使用することにより、例外コードのような追加データを格納する。した
がって、オフセットのシーケンスがコード「ｍ、ｍ－１」を含むときは常に、システムは
、特別なモードまたはルーチンを入力するか、あるいは次に続くコードを特別に扱うこと
が可能である。
【０３７３】
　この効果は累積的となりうる。すなわち、各オフセットは、事前に見たすべてのオフセ
ットの制約を満たさなければならない。一例として、オフセット「５、２、４、１、５、
５、１、１、？、？、？」を有する、入力データ文字列「ｘｙｚｙｙｘｚｚｚｙｘ」を考
察する。これらのエントリのそれぞれは以下のような制約を有する。
【０３７４】
　５－何であってもよい、事前の情報なし
　２－４にはなり得ない（他に、前述のエントリは５ではなく１となる）
　４－３または１にはなり得ない（これらが前述の５および２と矛盾するとき）
　１－２（５と衝突する）または３（４と衝突する）にはなり得ない
　５－２（４と衝突する）にはなり得ない
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　５－４または１（４および５と衝突する）にはなり得ない
　１－４または３（５および５と衝突する）にはなり得ない
　１－３または２（５および５と衝突する）にはなり得ない
　？－２または１（５および５と衝突する）にはなり得ない
　？－１（５と衝突する）にはなり得ない
　？－この位置を越えて何も参照されないので、何であってもよい。
【０３７５】
　前記別の方法では、１つの文字位置を越えて延びるあらゆるオフセットは、すべての介
在している位置に論理的な制約を課す。
【０３７６】
　この見地の１つの使用法は、エラー検出の実行である。例えば、禁止コードを受信した
場合、システムは、これをエラーと解釈し、それを報告するか、またはそれに対する処理
を行う。
【０３７７】
　別の使用法には、追加データの符合化が挙げられる。いくつかの実施形態では、システ
ムは、特別なアクションまたは処理を起動する「エスケープシーケンス」として禁止コー
ドを解釈するか、またはストリームから以降の内蔵データを読み込む。その後、システム
は、（エスケープシーケンスは、シーケンス長に関する情報を搬送するか、またはシステ
ムが知るか、推定することができるので）入力ストリームに再同期して、処理を継続する
ことができる。
【０３７８】
　これらの禁止コードのさらに別の使用法には、データの符号化における情報量の低減が
挙げられる。ここでの１つのアルゴリズムは、「これが第１（最小）の禁止コードであれ
ば、それを第１の許容／有効コードとして扱い、第２の（次に小さい）禁止コードであれ
ば、それを第２の許容／有効コードとして扱う」ことが可能である。このように、より少
ない（禁止）数でより大きな（許容）コードを表すことができるので、データの格納およ
び送信に使用されるビット数が減じられる。
【０３７９】
　禁止コードを使用するこれらのいくつかの例では、例えば、第１（最小）の禁止コード
をエスケープシーケンスとして解釈することが可能であり、一方で、高次のコードを次の
利用可能な有効コードにマップする、などとして組み合わせることができる。また、これ
らのコードの他の使用法も、同様に適用することができる。
【０３８０】
　一般に、追加情報は、反復シーケンスによってほとんど搬送されない。したがって、例
えば、文字シーケンス「ａｂｃａｂｃａｂｃａｂｃａｂｃ」は、「５（ａｂｃ）」のよう
に、より簡潔に表される。反復シーケンスのオフセット表記もまた同じである。「ａｂｃ
ａｂｃａｂｃａｂｃａｂｃ」は、「３３３３３３３３３３３３？？？」としてオフセット
に表され、「１２（３）？？？」と表すことが可能である。
【０３８１】
　別の例では、シーケンス「ａｂｃｂｃｂｃａｂｃｂｃｂｃａｂｃｂｃｂｃ」は、最初に
オフセット「７２２２２３３７２２２２３３？２２２２？？」としてコード化され、次い
で「７４（２）２（３）７４（２）２（３）？４（２）２（？）」に縮小され、さらに次
のように縮小される。
【０３８２】
　「２（７４（２）２（３））？４（２）２（？）」。（ここで示される規則は、括弧が
オブジェクトを区切る「計数（オブジェクト）」であるが、データシステムでは多数の方
法で表すことができる。）
　いくつかの実施形態では、システムが作成する反復数は総計であり、オブジェクト自体
のみが格納または送信される。上述の例において反復する一連のオフセットに適用された
「ａｂｃａｂｃａｂｃａｂｃａｂｃ」は、最初にオフセット「３３３３３３３３３３３３
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？？？」としてコード化され、そしてまた計数（オブジェクト）１２（３）？？？として
表すことができる。－これは、単純に「＋３？？？」として格納または送信することがで
きる。ここで、「＋」は、オブジェクトが反復することを示すインジケータである。別様
には、システムは、反復数へのあらゆる参照を省略して、単に「３」を格納または送信す
る。
【０３８３】
　反復シーケンスのこの問題が重要である１つの理由は、システムは、ユーザがどの程度
スキャンするのかを知らない場合があることである。一例として、ユーザは、一連のダッ
シュ「－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－」をスキャンすることができる。
システムが、これらのダッシュがある長さ続くとみなした場合、ユーザは、それらを最後
までスキャンすることを望まない場合があるので、どのくらいのダッシュが示されている
のかを知らない場合がある。この場合、いくつかの実施形態では、システムは、単純に「
長さ１の反復シーケンス」を格納または送信する。
【０３８４】
　これは、より複雑なシーケンスにも有効である。あるいは、ユーザが読み込んでいる層
の部分は、以下の境界マーカーを含む。
【０３８５】
　「－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊＊＊－－＊
＊＊－－＊＊＊」
　いくつかの実施形態では、システムは、認識するために、このマーカーの完全なスキャ
ンを必要としない。このシーケンスからオフセットは、「３１６４１１５３１６４１１５
．．．」として表すことができる（スペースをオブジェクトとして計数）。これは、計数
プラスオブジェクトとして、または「複数のインジケータ」（「＋３１６４１１５」‐上
述のプラス記号の使用を参照のこと）、あるいは複数であることを示さずに（単に「３１
６４１１５」）として、格納または送信することができる。
【０３８６】
　これらの後者の２つの例は、標準的な表現におけるマッチングのコンストラクトにほぼ
類似している。「＋３１６４１１５」の例は、「１より大きい一致の発生」に対応し、「
３１６４１１５」の例は、「１以上の一致の発生」に対応する。最後の場合では、インデ
ックスまたはデータベースにおいてシーケンスを検索する場合、合意した規則は、あらゆ
るシーケンスが、それ自体の１以上の連続的な発生によって一致されたものとなる。
【０３８７】
　文書のソースまたは参照コピーがシステム内にある場合、このコンストラクトのユーテ
ィリティの一部が生じ、システムは、ユーザの位置を見つけようとする。ターミナルおよ
び／またはローカルシステムコンポーネント、およびバックエンドコンポーネント（例、
アーカイブ、インデックスなど、あるいはサーバベースのもの）は、反復シーケンスがど
のように扱われるかに関してどちらも理解および合意し、次いで冗長データは記憶および
通信から省略することができる。前述のパラグラフの「１以上」の例において、データに
インデックスを付けるサーバは、反復シーケンスの単一の最初のインスタンス（未加工の
データまたは導出されたオフセット）だけを格納することが可能であり、スキャン端末装
置は、反復シーケンスの１のインスタンスだけを格納または送信することが可能である。
【０３８８】
　本処理を説明する別の方法では、あらゆる反復シーケンスは、計数によって表されるか
、またはより単純な別のモデルにおいて、完全に無視される。したがって、フレーズ「＊
＊＊　ｂｕｙ　ｃｈｅａｐ　ｃｈｅａｐ　ｔｏｏｌｓ　ｈｅｒｅ！！！　＊＊＊」（格安
ツール有り）は、「＊　ｂｕｙ　ｃｈｅａｐ　ｔｏｏｌｓ　ｈｅｒｅ！　＊」とインデッ
クスを付けたり、表したりするか、またはそのオフセットを同じように「＊＊＊　ｂｕｙ
　ｃｈｅａｐ　ｃｈｅａｐ　ｔｏｏｌｓ　ｈｅｒｅ！！！　＊＊＊」と圧縮することがで
きる。
【０３８９】
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　「１１＊４？？？６６６６６６６？＊＊？？６？１？？？８？２？？１１？？１１？」
（９より大きいオフセットを「＊」で示す）は、以下のように圧縮する。
【０３９０】
　「２（１）＊４３（？）７（６）？＊＊２（？）６？１３（？）８？２２（？）２（１
）２（？）２（１）？」。または、すべての反復を取り除いて（９を超えるオフセットに
対しては「＊」を残す）以下のようにする。
【０３９１】
　「１＊４？６？＊＊？６？１？８？２？１？１？」。
【０３９２】
　リモートサーバ上で動作するような、独立したシステムは、次いで、この圧縮された表
記を一致させるシーケンスを検索するか、または探しているインデックスを調べることが
できる。そうするために、シーケンス内の各オブジェクトを、潜在的に生じている「１以
上の回数」として扱い、標準的な表現と同様に、これらの一致を見つけるために、コード
およびアルゴリズムを実行する。
【０３９３】
　記憶および／または送信における類似した効率は、文字オフセットを用いた場合、テキ
ストのすべてのスキャンが未知のオフセット（上記「？？？」で示される）で終わること
に留意することによって得ることができる。これは、ユーザが左から右にスキャンし、オ
フセットが右側の次の一致する文字に対するものであると仮定すると、いくつかの場所で
スキャンを終了させなければならないので、最後の文字のいくつかが、公知のオフセット
を持たず、その次の発生がスキャンに含まれないからである。１つのデータ符号化技術で
は、これらの未知のものはゼロとして表されるが、別の実施形態では、これらの不明な末
尾は、送信または格納されたデータから省略する。
【０３９４】
　テンプレートマッチングおよび／または自己相関関係は、トークン、オブジェクト、文
字、またはシンボルの１つのインスタンスを、この同じオブジェクトの以降の発生を認識
するためのテンプレートとして使用する。ここでは、簡略化した概要を提供する。
【０３９５】
　ユーザが端末装置によって単一の水平方向のテキスト行をスキャンしていると仮定する
。
【０３９６】
　ユーザが取得装置によって単一の水平方向のテキスト行をスキャンする場合、いくつか
の実施形態では、システムは、テキストの画像を取得し、それをメモリに格納する、およ
び／またはそれを送信する。いくつかの実施形態では、システムは、一致するオブジェク
トのオフセットを直ちに計算して、個々のテンプレートだけを格納することによって、オ
ンザフライでテンプレートマッチングを実行する。そして、オフセットがわかったときに
これらを廃棄することが可能である。
【０３９７】
　最初に、システムは、スキャンしているオブジェクトの形状について（何かあるとすれ
ば）多くを知る必要はない。テンプレートマッチングの処理では、これらの形状は、種々
のテンプレートが発見されたときに現れる。
【０３９８】
　これは、文字の水平方向の範囲に対しても適用する。空白および文字の幅に関する特別
な情報（例えば、大部分の文字の幅対高さの比率が約ｘであること、または平均単語長が
約ｙである、など）は有用となりうるが、必須ではない。実際に、いくつかの実施形態で
は、取得装置は、全体的に余白を無視する。
【０３９９】
　いくつかの実施形態では、ユーザが水平方向のテキスト行の部分をスキャンするとき（
またはその後）、システムは行を畳み込む。すなわち、それ自体が過ぎた行のコピーを水
平方向に有効にスライドさせ、適切に一致する領域を探す。この処理の開始時において、
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畳み込みは、テキストのベースラインの判断、およびそれをデスキューするために有用と
なりうる。どちらも文書撮像の分野において公知の技術である。しかし、これらのステッ
プのいずれも用いずに、一致領域を検索する方法があることに留意されたい。
【０４００】
　一致または略一致する領域として、それらの水平方向の範囲に留意する。この例では、
一致の垂直範囲が文字の全体の高さであると仮定する（後に、「自己認識」と呼ばれるい
くつかのマッチング技術を考察する）。
【０４０１】
　この処理は、状況に応じて連結領域分析の使用を選択することが可能であり、トークン
／オブジェクト／文字／シンボルは、「連結された」（すなわち連続的な）ピクセルまた
はインクであると仮定される。したがって、この場合、一致する連結領域を探す。定義に
より、インクの連結領域の外部の領域は空白であるので、これが空白の情報に関すること
に留意されたい。
【０４０２】
　いくつかの実施形態では、システムは、（別の複数の手法として）単純な水平方向の範
囲を使用する。ずなわち、処理を支援するためにこれらのコンポーネントを導入すること
ができるが、連結領域または余白にほとんど、またはまったく留意せずに、水平方向の幅
およびインクまたはピクセルの領域のマッチング領域の位置に留意する。
【０４０３】
　図７は、テキスト取得アクションを処理するために、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７０１で、システムは、ユーザによって取得
されたテキストを受信する。ステップ７０２で、システムは、ステップ７０１でスキャン
されたテキストを前処理する。ステップ７０３で、システムは、スキャンされたテキスト
の単語および行の境界を識別する。ステップ７０６で、システムは、上述のようにテキス
トを畳み込む。ステップ７０５で、システムは、テキスト内の未知の領域の境界を判断す
るために、区切りを使用する。ステップ７０６で、システムは、取得されたテキストの表
示を生成するために、スキャンを処理する。ステップ７０７で、システムは、電子文書の
集合内のマッチングテキストの表示を検索する。ステップ７０８で、システムは、ステッ
プ７０７の検索が成功した場合に、ステップ７０９で、検索成功の通知を返し、それ以外
ならば、システムは、ステップ７１０に引き継ぐ。ステップ７１０で、システムは、検索
を精緻化することができる場合に、ステップ７１１に引き継ぎ、それ以外ならば、システ
ムは、ステップ７１２に引き継ぎ、検索失敗の通知を返す。ステップ７１１で、システム
は、ユーザに精緻化が必要であることを示す。ステップ７１１の後、システムは、ステッ
プ７０１に引き継ぎ、ステップ７１１の指示に応えて、ユーザによって取得された追加テ
キストを受信する。
【０４０４】
　レンダリングされた文書から取り込まれるテキストの２つの領域の一致において、シス
テムは、「一致度」の問題に遭遇する。すべての物理的な測定はエラーを含むので、シス
テムのマッチング処理は基本的に正確でない。したがって、いくつかの実施形態では、シ
ステムは、１つの領域がどのくらい他の領域と一致するのかに関して判断を行う。これを
達成するには複数のツールを使用することが可能であり、その多くは、ＯＣＲ、文書撮像
、およびマシンビジョンの分野においてすでに公知である。いくつかの実施形態において
、システムによって使用されるフィットまたは一致を推定する１つの方法では、最初に比
較すべきオブジェクトの最良のアラインメントを見つけ出し、次いでオブジェクト上の差
異を計算する。例えば、単純な白黒のピクセルの（グレースケールがない）場合、システ
ムは、単純に、一方の画像／オブジェクトにおいてオンであり、他方の画像／オブジェク
トにおいてオフであるピクセルを見つける。これらの「エラー」の計数は、フィットの概
算である。
【０４０５】
　この計数概算は、含まれる総ピクセル数によって「それを正規化する」（それを分割す
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る）ことによって向上させることができる。したがって、種々の実施形態では、システム
は以下のいずれかを使用する。
【０４０６】
　ｆｉｔ＿ｅｒｒｏｒ＝＃＿ｂａｄ＿ｐｉｘｅｌｓ／＃＿ｐｉｘｅｌｓ＿ｉｎ＿ｘ＿ｙ＿
ｒｅｇｉｏｎ＿ｃｏｍｐａｒｅｄ
　または
　ｆｉｔ＿ｅｒｒｏｒ＝＃＿ｂａｄ＿ｐｉｘｅｌｓ／＃＿ｐｉｘｅｌｓ＿ｉｎ＿ｏｂｊｅ
ｃｔ
　前者は、比較される領域と比較したエラーピクセルの数を考慮する。後者は、エラーの
無いピクセルの数または一致と比較したエラーピクセルの数を考慮する。種々の実施形態
では、システムは、例えば、これらの技術に種々の精緻化を追加するか、またはＯＣＲか
らの他のマッチング技術を使用する。
【０４０７】
　上述のマッチング処理では、エラーおよびマッチングピクセルの物理的な分布（例えば
ｘ－ｙ座標）は、潜在的に重要である。短縮された類似の言語では、マッチングピクセル
が「集結」され（すなわち、連続的で密接して生じる）、エラーピクセルが「分配」され
る（すなわち、非連続的で遠く離れて生じる）場合に、より良くフィットする場合がある
。
【０４０８】
　この一例として、２つの状況を考察する。１つの場合では、システムは、「ｒ」の画像
を「ｎ」の画像と比較する。画像の小さな部分だけがエラーピクセルを含み、［ｎ］の右
側は基線まで下がるが、「ｒ」は下がらない。エラーピクセルの数は多くならないかもし
れないが、密接して連続的に生じることに留意されたい。次に、文字［ｎ］の２つの画像
を比較することを考察する。その文字の質は、ぼやけていたり、不鮮明であったり、また
は曖昧であったりして、良好な状態ではない。この場合、非常に多くのエラーピクセルが
存在する場合があるが、文字周辺の多数の場所に分配されて生じる可能性があることに留
意されたい。これは、広く分配されたエラーピクセルが密接にまとめられたピクセルより
もエラーが少ないことを示唆することを立証するものである。
【０４０９】
　マッチングに関するこの説明は、「自己マッチング」と呼ばれる別の関連する新発明を
もたらす。歴史的に、ＯＣＲは、様々な文字を認識するために、絶対的な文字の形状およ
びフォントに関する直接的な情報を用いている。いくつかの実施形態では、システムは、
文字を認識するために、＊相対的な＊文字の形状に関する非間接的な情報を使用する。
【０４１０】
　図８Ａ～８Ｄは、２文字のアルファベットがどのようにしてしばしば複数のフォントで
ほぼ同一の＊相対的な＊形状を有するかを示す図である。図８Ａは、Ａｒｉａｌの小文字
フォントの文字「Ｄ」、「Ｃ」、および「Ｌ」を示し、図８Ｃは、これらの文字のＴｉｍ
ｅｓ　Ｎｅｗ　Ｒｏｍａｎの小文字フォントを示す図である。フォントは非常に異なり独
特であるが、特定のフォント＊内の＊これらの文字間の関係はほぼ同一である。
【０４１１】
　図８Ｂおよび８Ｄは、いずれかのフォントにおいて、「ｄ」は、「ｃ」および「Ｉ」を
合わせることによって、ある程度の精度で構築することができることを示す図である。ま
たは、疑似代数的なステートメントでは、「ｄ＝ｃ＋Ｉ」である。「ｅ＝ｃ＋－」、「Ｐ
＝Ｂ－ｂ＋Ｉ」、「８＝６＋９」のような、多くのフォントに当てはまる、多数の他の類
似した関係が存在する。これらの関係は、正確であることを意味するものではなく、むし
ろ、異なるフォントの様々な文字の相対的な形状が、＊ほぼ＊同一であることを意味する
ものである。これらの関係は類似するものであるが、その関係によって、追加文字を認識
（または実際に構成する）ために、１つのフォントにおいて１つのグループの文字を使用
することが可能になる。
【０４１２】
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　この技術の１つのアプリケーションには、ＯＣＲにおけるものが挙げられる。システム
が、あるフォントの２、３の文字を判断すると（あるいは、その文字に関する情報が無い
もの）、システムは、残りの未知の文字を予測および／または認識することが可能である
。
【０４１３】
　これは、文字の頻度およびｎ－ｇｒａｍ分析のような単純な暗号技術を使用して、いく
つかの文字のアイデンティティを確立することがしばしば可能である。他の文字が何であ
るかに関連して、単語内のどの位置に、どのくらい頻繁に文字が現れるかに関する観察は
、その文字に関する情報が無いフォントで現れたとしても、文字に関する初期の情報を提
供することができる。最も単純な例は、単一の文字「ａ」および「Ｉ」であり、１文字の
単語を参照した場合に、それがおそらくは２つの文字のうちの１つであることが直ちにわ
かる。同様に、反復する文字（例、ｅｅ、ｏｏなど）は、「ｈｈ」または「ｑｑ」となる
可能性が低い。
【０４１４】
　システムが、文字「ｄ」および「ｏ」を学習していて、文字「ｃ」に遭遇した（それが
何であるかまだ知らない）と仮定する。文字「Ｃ」の形状を学習した文字の形状と比較す
ることによって、システムは、垂直の軸を除いて、それが「ｄ」と一致し、右側の先端部
を除いて、それが「ｏ」と一致する、と判断する。これらが大部分のフォントにおける「
ｄ」、「ｏ」、および「ｃ」の相対的特性であるということを知ることによって、システ
ムは、新しい文字「ｃ」を識別する。そのようにすることによって、システムは、システ
ムが知っているシンボルのレパートリにその文字を追加し、更なる文字の解読に使用する
。したがって、特定の情報の無いフォントに関するシステムの情報は、その＊相対的な＊
文字形状の＊一般的な＊情報に基づいて、逐次に増加および拡張させることができる。
【０４１５】
　この自己認識システムを実行する１つの方法には、ｍ×ｍのマトリックスの一般的な関
係があり、ここで、ｍはアルファベットにおける文字の番号である。このテーブルの各エ
ントリは、どのくらい文字ｉが文字ｊに関連しているのかを記述し、場合により一般的な
相対的形状および規則（「文字ｉはベース来より下に伸びているが、文字ｊは伸びていな
い」）を含み、また場合により、アルファベットの追加文字への参照（例えば、行「ｄ」
および列「ｃ」に対するエントリは、「Ｉ」となる可能性があり－「ｄ」から「Ｉ」を差
し引いて「ｃ」を形成する－、行「ｃ」および列「ｄ」に対するエントリは、「＋Ｉ」と
なる可能性があり－「Ｉ」を加えて「ｃ」から「ｄ」を形成する）。
【０４１６】
　自己認識の特別な場合では、一組のシンボルまたはトークン（すなわち新しいフォント
）が、上述のように自己認識可能である明示的な目的によって構成される。すなわち、こ
れらのシンボルのサブセットを鑑みて、他を導出または推定することができる。これらの
シンボルは、それらのコンポーネント／デザインが相互に関係するので、互いのエラーチ
ェックに使用することができる。この冗長性は、ノイズに対する信頼性も提供する。
【０４１７】
　当該の手法を用いるために、シンボルのうちの＊いずれか＊をシステムが予め知ってお
く必要は無い。上述の手法のテンプレートマッチングまたは相関関係のうちの１つを使用
することによって、システムは、マッチングおよび非マッチングシンボルに基づいて使用
される、シンボルのセット全体を判断することができる。システムは、このシンボルのセ
ットを今まで見たことがなくても、次いで、シンボル間の公知の関係を使用して、シンボ
ルのそれぞれを確認するか、または、場合によっては、欠落した／未使用のシンボルを生
成する。
【０４１８】
　図９は、自己認識を使用して新しいシンボルのセット全体を学習するために、いくつか
の実施形態において、機能によって使用されるアプローチを示す図である。図は、２×２
のアレイの小さな「ボックス」を備えた一組のシンボル９００を示す。余白およびベース
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ラインの情報を使用して、垂直および水平の間隔を確立し、それらには以下の１６種類の
可能なシンボルがある。四隅に単一のボックスがあるものが４種類、２つのボックスを伴
う置き換えが６種類、それぞれ３つのボックスを有する置き換えが４種類、および全部で
４つのボックスを有するシンボルが１種類、またボックスを持たない空白のシンボルが１
種類。
【０４１９】
　図１０は、垂直および水平範囲を自己定義する、図９に示されるシンボルのサブセット
を示す図である。サブセット１０００の各シンボルは、幅がボックス２つ分であり、高さ
がボックス２つ分である。
【０４２０】
　図１１は、図９に示されるシンボルのいくつかの間の関係を示す図である。例えば、関
係１１０１および１１０２のそれぞれは、その組の１つのシンボルを、２つの他のシンボ
ルから構成することができる関係を示す。最良の冗長性および／またはエラー訂正特性を
有するそれらのシンボルを、サブセットとして選択できることに留意されたい。いくつか
のシンボルは、その組のシンボルの組み合わせとは異なる少なくとも２つの方法で構成で
きることに留意されたい。
【０４２１】
　消費市場に向けられる複数の専用バーコードスキャン装置は、おそらくはバーコードス
キャン単独では、幅広く消費者に採用されるための十分な価値または機能を提供していな
いので、市販に失敗している。一方で、文書マーキング／スキャンおよびバーコードスキ
ャンの組み合わせは、幅広い消費者の役に立ち興味を引く、組み合わせ機能を作り出す。
テキストおよびバーコードの撮像のこの組み合わせは、多くの同じコンポーネント、ハー
ドウェア、およびソフトウェアによって達成することができる。しかし、１つの非常に興
味深い新しい要素は、スキャンされているレンダリングされた文書の参照またはソースコ
ピーを使用する、スキャン装置であるが、それによって、レンダリングされた文書におけ
るユーザのアクションは、ソースまたは参照文書に関して解釈し、それにマップすること
が可能になる。
【０４２２】
　ソース文書の位置を特定するための別の手段は、マーキングされた版が、文書を識別し
、および／またはこのソース文書（例えばＵＲＬ）を取り出すための命令を提供する、機
械可読コードを搬送するかどうかである。このコードは、この情報を伝達するためのバー
コード、機械可読のフォント、またはあらゆる機械可読の手段であってよい。
【０４２３】
　機械可読の文書ＩＤおよび文書ロケータの興味深い拡張は、このデータのためのアクセ
ス情報を含むことである。すなわち、例えばパスワードで保護されている場合、企業のフ
ァイアウォールに隠れているなどの場合に、機械可読コードに含まれるのは情報であり、
それによってシステムが、文書を利用できるようになる。この文書の利用するためのリク
エストを確認するユーザまたは別の個人によって、追加データが必要になる場合があるこ
とに留意されたい。
【０４２４】
　いくつかの実施形態では、システムは、ユーザの注記とマークとの関係、文書のコンテ
ンツ、およびこれらの注記およびマークに関連する機能を保持する。これは、例えば、ソ
ース文書が異なるスタイルまたはフォーマットで再レンダリングされる場合、およびシス
テムがユーザのマークを適切なロケーションに再表示させたい場合に重要になりうる。一
例として、ユーザがテキストの文字を介して線を引く場合、システムは、以降のレンダリ
ングにおいて、同じテキストを介してその線を示すことを望む場合がある。
【０４２５】
　これを達成する１つの手段には、ユーザのマークのそれぞれまたはマークのグループを
、文書内のいくつかの認識可能な特徴（例、単一の単語、句読点マーク、画像など）と「
アンカー」することが挙げられる。いくつかの実施形態では、システムは、最も近いソー
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ークをこの特徴と関連付ける。
【０４２６】
　いくつかの実施形態では、システムは、隣接する機能を見つけてそれらに重みまたはラ
ンクを付けて、次いでユーザのマークを高い評価を受ける機能と関連付ける。一例として
、システムがユーザによる欄外の注に遭遇する場合、すべての隣接する単語を調査し、そ
のマークを最も関連性の高い単語と関連付ける（例えば、キーワードではなく、おそらく
はあるいはソース文書のテキストのトピックに関連するストップワード、など）。システ
ムのこの側面は、文書内の重要な要素を識別することで公知の、多くの技術のうちのいく
つかを使用することができる。
【０４２７】
　したがって、関連付けられたアンカーポイントを有する注記およびマークは、（例えば
ワードプロセッサによって）文書を見たり編集したりする場合に、関連する注記またはマ
ークを利用することができるように、デジタル文書に関連付けることができる。例えば、
全ての当該の注記は、文書に埋め込まれた（および任意で文書に格納された）特別なシン
ボルとして表すことが可能である。ユーザは、次いでこれらのシンボル上をマウスを通過
させるか、またはマウスをクリックして、埋め込まれた、または関連付けられた注記また
はマークを出現させることが可能である。同様に、ユーザの注記は、メニューコマンドを
介して表示をオンまたはオフすることが可能である。
【０４２８】
　結び
　当業者は、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形態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】
【０４２９】
【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、システムの実施形態が動作する一般的な環境を示す図である。
【図５】図５は、ブックマークを実装するために、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６】図６は、統合された蛍光ペンとペンを有するスキャン装置を示す図である。
【図７】図７は、テキスト取得アクションを処理するために、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８】図８Ａ～８Ｄは、２文字のアルファベットがどのようにしてしばしば複数のフォ
ントでほぼ同一の「相対」形状を有するかを示す。
【図９】図９は、自己認識を使用して新しいシンボルのセット全体を学習するために、い
くつかの実施形態において機能によって使用されるアプローチを示す図である。
【図１０】図１０は、垂直および水平延長を自己定義する、図９に示されるシンボルのサ
ブセットを示す図である。
【図１１】図１１は、図９に示すシンボルのいくつかの間の関係を示す図である。
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