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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常印刷に加えて記録媒体１ページ当たりに複数ページ分のアプリケーションデータを
印刷する印刷形態での印刷が可能な印刷システムであって、
　前記記録媒体上に形成されたアノトパターンを読み取り、読み取った前記アノトパター
ンを電子化し送信する手段を有する電子ペンと、
　前記アプリケーションデータと印刷形態情報とを生成するアプリケーション部と、
　前記アプリケーション部により生成した前記アプリケーションデータを印刷用データに
編集するアプリケーションデータ編集部と、
　複数の印刷形態と、それぞれ異なるアノトパターンを対応付けたアノトパターンテーブ
ルを記憶するデータ記憶部と、
　前記印刷形態情報に応じた前記アノトパターンに基づく前記アノトパターンデータを前
記アノトパターンテーブルより選択するアノトパターンデータ選択部と、
　前記アプリケーションデータ編集部によって編集された前記印刷用データと前記アノト
パターンデータ選択部により選択された前記アノトパターンとを合成する印刷データ合成
部と、
　前記印刷データ合成部において合成された前記合成データを送信する送信部と、
　前記電子ペンより送信されたアノトパターンの位置符号と前記アノトパターンテーブル
に基づき前記印刷形態を判断する印刷形式判断部と、
　前記電子ペンより送信されたアノトパターンと、前記印刷形式判断部で判断された印刷
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形態により該印刷形態に対応した前記記録媒体上のデータ位置座標を算出する座標認識部
と、
を有する情報処理装置と、
　前記合成データを受信し、前記合成データに基づいて前記記録媒体に印刷する印刷機構
部を有する印刷装置と、
を備えたことを特徴とする印刷システム。
【請求項２】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーションデータの印刷設定情報を含むことを特徴と
する請求項１に記載の印刷システム。
【請求項３】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーションデータに基づく画像の通常印刷、拡大印刷
、又は縮小印刷の何れかの印刷設定情報であることを特徴とする請求項１に記載の印刷シ
ステム。
【請求項４】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーション部で生成された前記アプリケーションデー
タを特定するアプリケーション特定情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の印刷シ
ステム。
【請求項５】
　前記アノトパターンデータ選択部は、前記印刷形態情報に基づいて所定の大きさの前記
アノトパターンから所定の領域のパターンを選択することによって前記認識パターンを生
成することを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の印刷システム。
【請求項６】
　前記アノトパターンは、前記印刷形態情報に基づいた座標情報に対応することを特徴と
する請求項１乃至５の何れかに記載の印刷システム。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、複数の前記電子ペンを識別する電子ペン識別部と、前記アプリケ
ーションデータと前記電子ペンによる入力データとを合成し、前記電子ペン識別部によっ
て識別された電子ペン毎に表示色を変えて表示部に表示する表示変換部とを有することを
特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の印刷システム。
【請求項８】
　前記アプリケーション部は、複数の記録媒体の配布先情報を含む印刷形態情報を生成す
るものであって、前記情報処理装置は、前記アプリケーションデータと前記電子ペンによ
る入力データとを合成し、記録媒体の配布先毎に前記入力データの表示色を変えて表示部
に表示する表示変換部を有することを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の印刷シ
ステム。
【請求項９】
　通常印刷に加えて記録媒体１ページ当たりに複数ページ分のアプリケーションデータを
印刷する印刷形態にも対応し、記録媒体上に形成され、電子ペンにより読み取られるアノ
トパターンを含む印刷用データを生成する情報処理装置において、
　前記アプリケーションデータと印刷形態情報とを生成するアプリケーション部と、
　前記アプリケーション部により生成した前記アプリケーションデータを印刷用データに
編集するアプリケーションデータ編集部と、
　複数の印刷形態と、それぞれ異なるアノトパターンを対応付けたアノトパターンテーブ
ルを記憶するデータ記憶部と、
　前記印刷形態情報に応じた前記アノトパターンに基づく前記アノトパターンデータを前
記アノトパターンテーブルより選択するアノトパターンデータ選択部と、
　前記アプリケーションデータ編集部によって編集された前記印刷用データと前記アノト
パターンデータ選択部により選択された前記アノトパターンとを合成する印刷データ合成
部と、
　前記印刷データ合成部において合成された前記合成データを送信する送信部と、
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　前記電子ペンより送信されたアノトパターンの位置符号と前記アノトパターンテーブル
に基づき前記印刷形態を判断する印刷形式判断部と、
　前記電子ペンより送信されたアノトパターンと、前記印刷形式判断部で判断された印刷
形態により該印刷形態に対応した前記記録媒体上のデータ位置座標を算出する座標認識部
と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーションデータの印刷設定情報を含むことを特徴と
する請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーションデータに基づく画像の通常印刷、拡大印刷
、又は縮小印刷の何れかの印刷設定情報であることを特徴とする請求項９に記載の情報処
理装置。
【請求項１２】
　前記印刷形態情報は、前記アプリケーション部で生成された前記アプリケーションデー
タを特定するアプリケーション特定情報を含むことを特徴とする請求項９に記載の情報処
理装置。
【請求項１３】
　前記アノトパターンデータ選択部は、前記印刷形態情報に基づいて所定の大きさの前記
アノトパターンから所定の領域のパターンを選択することによって前記認識パターンを生
成することを特徴とする請求項９乃至１２の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記アノトパターンは、前記印刷形態情報に基づいた座標情報に対応することを特徴と
する請求項９乃至１３の何れかに記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ペンによる情報入力が可能な印刷システム及び情報処理装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　通常の筆記具等に書き込み情報をデジタル化する仕掛けを施した電子ペンを用いて、電
子ペンによる読み取り可能な認識パターンである印刷用位置符号化パターンを印刷した記
録媒体に情報を入力することがある。これは、情報を書き込んだ書類等の記録媒体を保管
すると同時に記録媒体に書き込んだ情報を電子化する必要がある場合に利用され、窓口業
務や医療現場において多用されている。
【０００３】
　これまでに、種々の印刷用位置符号化パターンを記録媒体にプリントアウトする発明が
なされている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特表２００３－５１１７６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献において開示されている装置構成では、印刷用位置符号化
パターンは通常１ページに対応して作成されるが、情報処理装置でテキストや図形等を含
むアプリケーションデータを印刷する際に、アプリケーションデータを等倍で印刷する通
常印刷、以下等倍印刷と称する、で印刷する場合と、アプリケーションデータを１／２の
大きさに縮小し記録媒体１ページ当りに２ページ分のアプリケーションデータを印刷する
１／２縮小印刷と、以下２－Ｕｐと称する、２－Ｕｐと同様に記録媒体１ページ当りに４
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ページ分のアプリケーションデータを縮小印刷する４－Ｕｐ等といった具合にアプリケー
ションデータの印刷形式が異なるとアプリケーションデータと印刷用位置符号化パターン
との対応が異なってしまうおそれがあった。
【０００６】
　アプリケーションデータと印刷用位置符号化パターンとの対応が異なった場合、ユーザ
が電子ペンを使用して記録媒体に書き込んだ書き込み情報と元のテキストや図形等を含む
アプリケーションデータとの位置関係が異なってしまうという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、印刷形式が
異なる場合においても、情報処置装置は、印刷形式に対応する位置符号化パターンを区別
することができ、電子ペンでの書き込み情報と元のテキストや図形等を含むアプリケーシ
ョンデータとの位置関係が異なることなく対応付けることが可能な印刷システム及び情報
処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる印刷システムは、通常印刷に加えて記録媒
体１ページ当たりに複数ページ分のアプリケーションデータを印刷する印刷形態での印刷
が可能な印刷システムであって、記録媒体上に形成されたアノトパターンを読み取り、読
み取った前記アノトパターンを電子化し送信する手段を有する電子ペンと、アプリケーシ
ョンデータと印刷形態情報とを生成するアプリケーション部と、アプリケーション部によ
り生成したアプリケーションデータを印刷用データに編集するアプリケーションデータ編
集部と、複数の印刷形態と、それぞれ異なるアノトパターンを対応付けたアノトパターン
テーブルを記憶するデータ記憶部と、印刷形態情報に応じたアノトパターンに基づくアノ
トパターンデータをアノトパターンテーブルより選択するアノトパターンデータ選択部と
、アプリケーションデータ編集部によって編集された印刷用データとアノトパターンデー
タ選択部により選択されたアノトパターンとを合成する印刷データ合成部と、印刷データ
合成部において合成された合成データを送信する送信部と、電子ペンより送信されたアノ
トパターンの位置符号とアノトパターンテーブルに基づき印刷形態を判断する印刷形式判
断部と、電子ペンより送信されたアノトパターンと、印刷形式判断部で判断された印刷形
態により該印刷形態に対応した記録媒体上のデータ位置座標を算出する座標認識部と、を
有する情報処理装置と、合成データを受信し、合成データに基づいて前記記録媒体に印刷
する印刷機構部を有する印刷装置とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる印刷システムによれば、電子ペンが読み取り可能なアノトパターンは、
アプリケーション部が生成した印刷関連情報に基づいて、アノトパターンデータ選択部に
よって選択される。そして、本発明にかかる印刷システムが備える情報処理装置は、選択
されたアノトパターンデータとアプリケーションデータ編集部によって編集された印刷用
データとを印刷データ合成部によって合成し、印刷装置に送信する。さらに、印刷形式判
断部により、電子ペンより送信されたアノトパターンの位置符号とアノトパターンテーブ
ルに基づき印刷形態が判断され、座標認識部により、電子ペンより送信されたアノトパタ
ーンと、印刷形式判断部で判断された印刷形態により該印刷形態に対応した記録媒体上の
データ位置座標が算出される。情報処理装置から送信された合成データを受信した印刷装
置は、受信した合成データを記録媒体上に印刷する。
【００１０】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、通常印刷に加えて記録媒体１ページ当たりに複
数ページ分のアプリケーションデータを印刷する印刷形態にも対応し、記録媒体上に形成
され、電子ペンにより読み取られるアノトパターンを含む印刷用データを生成する情報処
理装置において、アプリケーションデータと印刷形態情報とを生成するアプリケーション
部と、アプリケーション部により生成したアプリケーションデータを印刷用データに編集
するアプリケーションデータ編集部と、複数の印刷形態と、それぞれ異なるアノトパター
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ンを対応付けたアノトパターンテーブルを記憶するデータ記憶部と、印刷形態情報に応じ
たアノトパターンに基づくアノトパターンデータをアノトパターンテーブルより選択する
アノトパターンデータ選択部と、アプリケーションデータ編集部によって編集された印刷
用データとアノトパターンデータ選択部により選択されたアノトパターンとを合成する印
刷データ合成部と、印刷データ合成部において合成された合成データを送信する送信部と
、前記電子ペンより送信されたアノトパターンの位置符号と前記アノトパターンテーブル
に基づき前記印刷形態を判断する印刷形式判断部と、前記電子ペンより送信されたアノト
パターンと、前記印刷形式判断部で判断された印刷形態により該印刷形態に対応した前記
記録媒体上のデータ位置座標を算出する座標認識部とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明にかかる情報処理装置によれば、電子ペンが読み取り可能なアノトパターンは、
アプリケーション部が生成した印刷形態情報に基づいて、アノトパターンデータ選択部に
よって選択される。そして、本発明にかかる情報処理装置は、選択されたアノトパターン
データとアプリケーションデータ編集部によって編集された印刷用データとを印刷データ
合成部によって合成するとともに送信する。そして、印刷形式判断部により電子ペンより
送信されたアノトパターンの位置符号とアノトパターンテーブルに基づき印刷形態が判断
され、座標認識部により電子ペンより送信されたアノトパターンと、印刷形式判断部で判
断された印刷形態により該印刷形態に対応した記録媒体上のデータ位置座標が算出される
。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の印刷システム及び情報処理装置によれば、等倍印刷、２－Ｕｐ、４－Ｕｐ等の
印刷形式が異なる場合においても、電子ペンによる印刷用位置符号化パターンの認識を正
確に識別することができる。したがって、電子ペン等での書き込み情報と元のテキストや
図形等を含むアプリケーションデータとの位置関係を対応付けることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第１の実施例）
　以下、本発明にかかる第１の実施の形態について図１～５を参照して説明する。
　図１は、第１の実施例のシステム構成図である。本発明にかかる印刷システムは、情報
処理装置としてのコンピュータ１００、印刷装置２００、アプリケーションデータ３００
、等倍印刷用位置符号化パターンに対応したアノトパターンデータ４００、２－Ｕｐ縮小
印刷用位置符号化パターンに対応したアノトパターンデータ５００、電子ペン９００とを
備える。
【００１４】
　図２は、コンピュータ１００と、印刷装置２００と、電子ペン９００等の装置構成を説
明する図である。コンピュータ１００は、プロセッサ部１０と、メモリ部１１と、データ
記憶部１２と、印刷装置通信部１３と、電子ペン通信部１４と、アプリケーション部１５
と、アプリケーションデータ編集部１６と、アプリケーション部が生成した印刷関連情報
に基づいて印刷用位置符号化パターンを選択するアノトパターンデータ選択部１７と、印
刷データ合成部１８と、座標認識部１９と、印刷形式判定部２０とを備える。
【００１５】
　プロセッサ部１０は、コンピュータ１００における情報処理制御を行う。メモリ部１１
は、プロセッサ部１０や、アプリケーションデータ編集部１６等が情報処理を行うために
一時的に関連するデータを保存する。
【００１６】
　データ記憶部１２は、アプリケーションデータの１つであるアプリケーションデータ３
００と、アノトパターンデータ４００と、アノトパターンデータ５００と、４－Ｕｐ縮小
印刷用位置符号化パターンに対応したアノトパターンデータ６００と、８－Ｕｐ縮小印刷
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用位置符号化パターンに対応したアノトパターンデータ７００と、後述するアノトパター
ンテーブル８００とを備える。
【００１７】
　印刷装置通信部１３、電子ペン通信部１４は、それぞれ印刷装置２００と電子ペン９０
０との情報通信を行う。
【００１８】
　アプリケーション部１５は、アプリケーションデータ及び印刷関連情報を生成する。ま
た、アプリケーションデータ編集部１６は、アプリケーション部１５が生成したアプリケ
ーションデータを印刷用データに編集する。また、アノトパターンデータ選択部１７は、
データ記憶部１２に記憶されているアノトパターンから印刷関連情報に応じたアノトパタ
ーンデータを選択する。印刷データ合成部１８は、前述した印刷用データと選択されたア
ノトパターンデータとを合成してなる合成データを生成する。
【００１９】
　座標認識部１９は、電子ペン９００による書き込みデータ位置座標を算出する。また、
印刷形式判定部２０は、電子ペン９００から送信されたアノトパターンの位置符号に基づ
き印刷形態が等倍印刷か否かを判断する。
【００２０】
　印刷装置２００は、印刷装置２００の各部を制御するプロセッサ部２０１と、画像処理
において一時的に画像データを保存するメモリ部２０２と、コンピュータ１００から送信
されてきた合成データを保存するデータ記憶部２０３と、合成データに基づいて画像処理
し記録媒体に画像形成を行う印刷機構部２０４とコンピュータ１００との通信を行う通信
部２０５とを備える。
【００２１】
　電子ペン９００は、電子ペン９００を制御するプロセッサ部９０１と、読み取ったアノ
トパターンを一時的に保存するメモリ部９０２と、アノトパターンを読み取るイメージセ
ンサ部９０３と、筆記部９０４と、筆圧を感知するペン圧力感知部９０５と、コンピュー
タ１００と通信する通信部９０６と、バッテリー部９０７及び電子ペン時計部９０８とを
備える。
【００２２】
　次にアノトパターン及びアノトパターンテーブル８００について図３と図４を参照して
説明する。
　アノトパターンは、縦・横の仮想的な線からなる格子に対して、その格子の交点から僅
かにはずれた位置に打たれた点が６Ｘ６＝３６個集合して表されるパターンである。また
、この１つのアノトパターンは、図４のように、仮想的な座標中の１点の座標位置が一義
的に対応している。そして、このアノトパターンは、記録媒体上に複数印刷される。すな
わち、記録媒体上に印刷されたアノトパターンを電子ペンで読み取ることで、記録媒体上
の位置を所定の座標位置として電子化し、認識させることができる。したがって、アノト
パターンの記録媒体上の座標位置も決定することができるため、電子ペン９００が綴った
軌跡を座標位置データとして得ることができる。
【００２３】
　例えば、電子ペン９００が、図４に示すようなＡ４サイズの記録媒体に印刷されたアノ
トパターンａ又はアノトパターンｂを読み取ると、アノトパターンａに対応する位置座標
（Ｘ,Ｙ）＝（１００１,１００１）又はアノトパターンｂに対応する位置座標（Ｘ,Ｙ）
＝（１０ＸＸ,１０ＹＹ）を認識することができる。上述の仮想的な座標は、例えばＸ座
標が０００１０００１から０００１９９９９まで、Ｙ座標が０００１０００１から０００
１９９９９までの座標位置を示すアノトパターンのアノトパターンデータ４００が分類Ｎ
ｏ．１といったように、アノトパターンデータが分類されている。アノトパターンテーブ
ル８００は、各分類のアノトパターンデータに対応する座標位置の範囲とそれに対応する
縮小率が示してあり、例えば分類Ｎｏ．１は、Ｘ座標が０００１０００１～０００１９９
９９、Ｙ座標が０００１０００１～０００１９９９９で、等倍印刷用の位置符号化パター
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ンであることを示している。アノトパターンデータ５００，６００，７００も同様に、そ
れぞれ分類Ｎｏ．２～４に分類されており、縮小印刷用位置符号化パターンは、それぞれ
２－Ｕｐ,４－Ｕｐ,８－Ｕｐに対応している。アノトパターンデータ選択部１７は、この
アノトパターンテーブル８００を参照し、アプリケーションデータの印刷関連情報に応じ
たアノトパターンを選択する。
【００２４】
　図５は、第１の実施例におけるコンピュータの処理動作を説明するフローチャートであ
る。また、図６は、第１の実施例における電子ペンの書き込み認識処理動作を説明するフ
ローチャートである。以下に第１の実施例の印刷システムの処理動作について説明する。
【００２５】
　コンピュータ１００は、印刷装置２００と接続されている。コンピュータ１００と印刷
装置２００とを用いてアプリケーションデータ３００を等倍印刷する場合に、プロセッサ
部１０は、アプリケーションデータ編集部１６にアプリケーションデータ３００を等倍印
刷用データとして編集するよう指示を供給し、アプリケーションデータ編集部１６は、ア
プリケーションデータ３００を等倍印刷用データに編集する（ステップ１０１０）。
【００２６】
　ステップ１０２０において、プロセッサ部１０は、アノトパターンデータ選択部１７に
、アノトパターンテーブル８００に管理されているアノトパターンデータ４００からアプ
リケーションデータ３００の等倍印刷するという旨の印刷関連情報に対応したアノトパタ
ーンデータを選択するよう指示を供給し、アノトパターンデータ選択部１７はアノトパタ
ーンデータを選択する。
【００２７】
　ステップ１０３０において、アプリケーションデータ編集部１６で編集された印刷用デ
ータとアノトパターンデータ選択部１７において選択されたアノトパターンデータは、印
刷データ合成部１８において合成される。合成された合成データは印刷装置通信部１３に
よって、印刷装置２００に送信される。すると、合成データを受信した印刷装置２００は
、印刷機構部２０４によってアノトパターンが付された印刷用データを記録媒体上に印刷
する（ステップ１０７０）。
【００２８】
　一方、コンピュータ１００と印刷装置２００とを用いてアプリケーションデータ３００
を印刷する際、アプリケーションデータ３００を２－Ｕｐ縮小印刷する場合に、プロセッ
サ部１０は、アプリケーションデータ編集部１６にアプリケーションデータ３００を２－
Ｕｐ縮小印刷用データとして編集するよう指示を供給し、アプリケーションデータ編集部
１６は、アプリケーションデータ３００を２－Ｕｐ縮小印刷用データに編集する（ステッ
プ１０４０）。
【００２９】
　ステップ１０５０において、プロセッサ部１０は、アノトパターンデータ選択部１７に
、アノトパターンテーブル８００に管理されているアノトパターンデータ５００からアプ
リケーションデータ３００の２－Ｕｐ縮小印刷するという旨の印刷関連情報に対応したア
ノトパターンデータを選択するよう指示を供給し、アノトパターンデータ選択部１７はパ
ターンデータを選択する。
【００３０】
　ステップ１０６０において、アプリケーションデータ編集部１６で編集された印刷用デ
ータとアノトパターンデータ選択部１７において選択されたアノトパターンデータは、印
刷データ合成部１８において合成される。合成された合成データは印刷装置通信部１３に
よって、印刷装置２００に送信される。すると、合成データを受信した印刷装置２００は
、印刷機構部２０４によってアノトパターンが付された印刷用データを記録媒体上に印刷
する（ステップ１０７０）。
【００３１】
　印刷装置２００が印刷した記録媒体に対して、電子ペン９００を用いて書き込みが行わ
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れると、電子ペン９００は、電子ペン９００に内蔵されているイメージセンサ９０３で、
電子ペン９００により書き込まれた書き込みデータと位置データを検出する。電子ペン９
００は、通信部９０６を介してコンピュータ１００に電子ペン９００により書き込まれた
内容と位置データを送信する。
【００３２】
　コンピュータ１００の電子ペン通信部１４は、電子ペン９００から送信された電子ペン
９００により書き込まれた書き込みデータと位置データを受信する。すると、印刷形式判
定部２０は、電子ペン９００から送信されたアノトパターンの位置符号に基づき印刷形態
が等倍印刷か否かを判断する（ステップ１１００）。
【００３３】
　電子ペン９００から送信されたアノトパターンの位置符号が等倍印刷であった場合、座
標認識部１９は、アノトパターン４００によりアプリケーションデータに対応する電子ペ
ン９００による書き込みデータ位置座標を算出する（ステップ１１１０）。また、位置符
号が縮小印刷であった場合、座標認識部１９は、縮小印刷用位置符号化パターンによりア
プリケーションデータに対応する電子ペン９００による書き込みデータ位置座標を算出す
る（ステップ１１２０）。
【００３４】
　プロセッサ部１０は電子ペン９００による書き込みデータ位置を算出後、電子ペン９０
０による書き込みデータを取得する（ステップ１１３０）。
【００３５】
　第１の実施例によれば、コンピュータ１００は、等倍印刷、２－Ｕｐ、４－Ｕｐ等の印
刷形式が異なる場合においても、電子ペンによる印刷用位置符号化パターンの認識を正確
に識別することができる。したがって、電子ペン等での書き込み情報と元のテキストや図
形等を含むアプリケーションデータとの位置関係を対応付けることが可能となる。
【００３６】
（第２の実施例）
　以下、本発明の第２の実施の形態について図７～１２を参照して説明する。
　図７は、第２の実施例を示すシステム構成図である。
【００３７】
　図８は、コンピュータ１１０、印刷装置２１０、電子ペン９１０等の装置構成を説明す
る図である。第２の実施例のシステム構成及び内部構成等は、第１の実施例と略同一構成
であるため、説明は省略する。
【００３８】
　図９は、第２の実施例におけるアノトパターンテーブル８１０を示す。それぞれのアノ
トパターンは、仮想的な座標位置データと対応している。例えば、アノトパターンデータ
４１０は、分類Ｎｏ．１として座標領域データ（Ｘ：０００１０００１～０００１９９９
９，Ｙ：０００１０００１～０００１９９９９）を有し、ページＮｏ．は１に対応してい
る。
【００３９】
　また、アノトパターンデータ５１０，６１０，７１０も同様に、それぞれ分類Ｎｏ．２
～４に分類されており、ページＮｏ．は２，３，４と対応している。
【００４０】
　図１０は、第２の実施例におけるコンピュータの処理動作を説明するフローチャートで
ある。また、図１１は、第２の実施例における電子ペンの書き込み認識処理動作を説明す
るフローチャートである。また、図１２は、第２の実施例におけるアノトパターンのつな
ぎ合わせ例を説明する図である。以下に第２の実施例の印刷システムの処理動作について
説明する。
【００４１】
　コンピュータ１１０は、印刷装置２１０と接続されている。コンピュータ１１０と印刷
装置２１０とを用いてアプリケーションデータ３１０を等倍印刷する場合には、プロセッ



(9) JP 4301524 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

サ部１０は、アプリケーションデータ編集部１６にアプリケーションデータ３１０を等倍
印刷用データとして編集するよう指示を供給し、アプリケーションデータ編集部１６は、
アプリケーションデータ３１０を等倍印刷用データに編集する（ステップ２０１０）。
【００４２】
　ステップ２０２０において、プロセッサ部１０は、アノトパターンデータ選択部１７に
、アノトパターンテーブル８１０に管理されているアノトパターンデータ４１０からアプ
リケーションデータ３１０の等倍印刷するという旨の印刷関連情報に対応したアノトパタ
ーンデータを選択するよう指示を供給し、アノトパターンデータ選択部１７はパターンデ
ータを選択する。
【００４３】
　ステップ２０３０において、アプリケーションデータ編集部１６で編集された印刷用デ
ータとアノトパターンデータ選択部１７において選択されたアノトパターンデータは、印
刷データ合成部１８において合成される。合成された合成データは印刷装置通信部１３に
よって、印刷装置２１０に送信される。すると、合成データを受信した印刷装置２１０は
、印刷機構部２０４によってアノトパターンが付された印刷用データを記録媒体上に印刷
する（ステップ２０７０）。
【００４４】
　一方、コンピュータ１１０と印刷装置２１０とを用いてアプリケーションデータ３１０
を印刷する場合に、アプリケーションデータ３１０を２－Ｕｐ縮小印刷する場合には、プ
ロセッサ部１０は、アプリケーションデータ編集部１６にアプリケーションデータ３１０
を２－Ｕｐ縮小印刷用データとして編集するよう指示を供給し、アプリケーションデータ
編集部１６は、アプリケーションデータ３１０を２－Ｕｐ縮小印刷用データに編集する（
ステップ２０４０）。
【００４５】
　ステップ２０５０において、プロセッサ部１０は、図１２に示すように、アノトパター
ンデータ選択部１７にアノトパターンデータ４１０の１ページ目半分と２ページ目半分の
データを用いて、１ページ目パターンと、２ページ目パターンとをつなぎ合わせたデータ
を作成し、印刷用データの縮小印刷における１ページ目のアノトパターンとして選択する
よう指示を供給し、アノトパターンデータ選択部１７は、このつなぎ合わせたデータを選
択する。
【００４６】
　ステップ２０６０において、アプリケーションデータ編集部１６で編集された印刷用デ
ータとアノトパターンデータ選択部１７において選択されたアノトパターンデータは、印
刷データ合成部１８において合成される。合成された合成データは印刷装置通信部１３に
よって、印刷装置２１０に送信される。すると、合成データを受信した印刷装置２１０は
、印刷機構部２０４によってアノトパターンが付された印刷用データを記録媒体上に印刷
する（ステップ２０７０）。
【００４７】
　印刷装置２１０が印刷した記録媒体に対して、電子ペン９１０を用いて書き込みが行わ
れると、電子ペン９１０は、電子ペン９１０に内蔵されているイメージセンサ９０３で、
電子ペン９１０により書き込まれた書き込みデータと位置データを検出する。電子ペン９
１０は、通信部９０６を介してコンピュータ１００に電子ペン９００により書き込まれた
内容と位置データを送信する。
【００４８】
　コンピュータ１１０の電子ペン通信部１４は、電子ペン９１０からの書き込み内容と位
置データを受信する。すると、印刷形式判定部２０は、位置符号単一ページのみからなる
か否かを判断する（ステップ２１００）。
【００４９】
　電子ペン９１０から送信されたアノトパターンの位置符号が等倍印刷であった場合、座
標認識部１９は、アノトパターン４１０によりアプリケーションデータに対応する電子ペ
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ン９１０による書き込みデータ位置座標を算出する（ステップ２１１０）。また、電子ペ
ン９１０から送信されたアノトパターンに複数ページに対応する位置符号が存在した場合
、つまり、縮小印刷であった場合、座標認識部１９は、位置符号化パターンによりアプリ
ケーションの各ページに対応する電子ペン９１０による書き込みデータ位置座標を算出す
る（ステップ２１２０）。
【００５０】
　プロセッサ部１０は電子ペン９１０による書き込みデータ位置を算出後、電子ペン９０
０による書き込みデータを取得する（ステップ２１３０）。
【００５１】
　第２の実施例によれば、コンピュータ１１０は、等倍印刷、２－Ｕｐ、４－Ｕｐ等の印
刷形式が異なる場合においても、電子ペンによる印刷用位置符号化パターンの認識を正確
に識別することができる。したがって、電子ペン等での書き込み情報と元のテキストや図
形等を含むアプリケーションデータとの位置関係を対応付けることが可能となる。
【００５２】
（第３の実施例）
　以下、本発明の第３の実施の形態について図１３～１５を参照して説明する。
　図１３は、第３の実施例を示すシステム構成図である。第３の実施例におけるシステム
構成は、第１の実施例のシステム構成に加え、電子ペンによる書き込みデータと判別され
た元のアプリケーションデータとを合成した合成画像１０００を有する。
【００５３】
　図１４は、コンピュータ１２０と、印刷装置２２０と、電子ペン９２０等の装置構成を
説明する図である。第３の実施例の装置構成等は、第１の実施例と略同一構成であるため
同一部分については説明を省略するが、本実施例におけるコンピュータ１２０は、アプリ
ケーションデータ３２０と電子ペン９２０による書き込みデータとを合成するための表示
変換部２１と合成データを表示するための表示装置１２１とを備える。
【００５４】
　図１５は、第３の実施例の合成画像表示を説明するフローチャートである。
　コンピュータ１２０は、第１の実施例または第２の実施例に示した方法によりアノトパ
ターンが付された印刷データを記録媒体に印刷する。このアノトパターンには、アプリケ
ーションデータ毎に座標領域が割り当てられている。ここで記録媒体に印刷されるアノト
パターンは、アプリケーション部１５で生成されたアプリケーションデータを特定する。
アプリケーション特定情報に基づいて、アノトパターンデータ選択部で選択されたアノト
パターンデータに対応するものである。
【００５５】
　印刷装置２２０が印刷した記録媒体に対して、電子ペン９２０を用いて書き込みが行わ
れると、電子ペン９２０は、電子ペン９２０に内蔵されているイメージセンサ９０３で、
電子ペン９２０により書き込まれた書き込みデータと位置データを検出する。電子ペン９
２０は、通信部９０６を介してコンピュータ１２０に電子ペン９２０により書き込まれた
内容と位置データを送信する。
【００５６】
　コンピュータ１２０の電子ペン通信部１４は、電子ペン９２０からの書き込みデータと
位置データを受信する（ステップ３０１０）。すると、印刷形式判定部２０は、電子ペン
９２０による書き込みデータの位置座標から等倍印刷あるいは縮小印刷への書き込みかど
うかを判定する（ステップ３０２０）。
【００５７】
　電子ペン９２０から送信されたアノトパターンの位置符号が等倍印刷であった場合、座
標認識部１９は、アプリケーションデータ３２０における電子ペン９２０による書き込み
データ位置座標を算出する（ステップ３０３０）。また、位置符号が縮小印刷であった場
合、座標認識部１９は、アプリケーションデータ３２０における電子ペン９２０による書
き込みデータ位置座標を算出する（ステップ３０４０）。
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【００５８】
　表示編集部２１は座標認識部１９によって算出された電子ペン９２０の位置座標を利用
して、電子ペン９２０による書き込みデータと判別された元のアプリケーションデータ３
２０とを合成し、合成画像１０００を表示装置１２１に表示する（ステップ３０５０）。
【００５９】
　第３の実施例によれば、電子ペン等により書き込みを行った者以外の人物がコンピュー
タの表示部を参照することにより、アプリケーションデータに対する電子ペン等による書
き込みを参照することが可能となる。
【００６０】
（第４の実施例）
　以下、本発明の第４の実施の形態について図１６～１９を参照して説明する。
　図１６は、第４の実施例を示すシステム構成図であり、第４の実施例におけるシステム
構成は、電子ペンが追加されたのみで他は第３の実施例のシステム構成と略同一な構成で
ある。
【００６１】
　図１７は、コンピュータ１３０と、印刷装置２３０と、電子ペン９３０及び電子ペン９
３１の装置構成を説明する図である。第４の実施例の内部構成等は、第１の実施例と略同
一構成であるため同一部分については説明を省略するが、本実施例におけるコンピュータ
１３０は、電子ペン９３０と電子ペン９３１とを識別するための電子ペン識別部２２と、
アプリケーションデータ３３０と電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１による書き込み
データとを合成するための表示変換部２１と合成データを表示するための表示装置１３１
とを備える。
【００６２】
　図１８は、第４の実施例の合成画像表示を説明するフローチャートであり、図１９は、
第４の実施例における電子ペンＩＤテーブル８２０を説明する図である。
【００６３】
　コンピュータ１３０は、第１の実施例または第２の実施例に示した方法によりアノトパ
ターンが付された印刷データを記録媒体に印刷する。
【００６４】
　印刷装置２３０が印刷した記録媒体に対して、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１
を用いた書き込みが行われると、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１は、電子ペン９
３０あるいは電子ペン９３１に内蔵されているイメージセンサ９０３で、電子ペン９３０
あるいは電子ペン９３１により書き込まれた書き込みデータと位置データを検出する。す
ると、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１は、自己の電子ペンＩＤを付して通信部９
０６を介してコンピュータ１３０に電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１により書き込
まれた書き込みデータと位置データを送信する。
【００６５】
　コンピュータ１３０の電子ペン通信部１４は、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１
からの書き込みデータと位置データを受信する（ステップ４０１０）。すると、電子ペン
認識部２２は、送信されたデータがどの電子ペンから送信されたデータであるかを識別す
る。印刷形式判定部２０は、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１による書き込みデー
タの位置座標から等倍印刷あるいは縮小印刷への書き込みかどうかを判定する（ステップ
４０２０）。
【００６６】
　電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１から送信されたアノトパターンの位置符号が等
倍印刷であった場合、座標認識部１９は、アプリケーションデータ３３０における電子ペ
ン９３０あるいは電子ペン９３１による書き込みデータ位置座標を算出する（ステップ４
０３０）。また、位置符号が縮小印刷であった場合、座標認識部１９は、アプリケーショ
ンデータ３３０における電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１による書き込みデータ位
置座標を算出する（ステップ４０４０）。
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【００６７】
　ステップ４０５０において、プロセッサ１０は、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３
１の個々のＩＤにより、電子ペンによる書き込みデータの表示色を電子ペンＩＤテーブル
８２０を参照して決定する。
【００６８】
　表示編集部２１は座標認識部１９によって算出された電子ペン９２０の位置座標を利用
して、電子ペン９３０あるいは電子ペン９３１による書き込みデータと判別された元のア
プリケーションデータ３３０とを合成し、合成画像１０１０を表示装置１２１に表示する
（ステップ４０６０）。
【００６９】
　以上のように第４の実施例によれば、複数の電子ペンを使用して記録媒体に書き込みを
行った場合においても、書き込みを行った人物以外の第三者は、アプリケーションデータ
に対する全ての書き込みが誰によって書き込まれたのかを区別してコンピュータの表示部
を閲覧することが可能となる。
【００７０】
（第５の実施例）
　以下、本発明の第５の実施の形態について図２０～２３を参照して説明する。
　図２０は、本発明にかかる第５の実施例を示すシステム構成図である。第５の実施例に
おける印刷システムは、情報処理装置としてのコンピュータ１４０と、印刷装置２４０と
、アプリケーションデータ３４０と、配布先１用の等倍印刷用位置符号化パターンに対応
したアノトパターンデータ４４０と、配布先２用の等倍印刷用位置符号化パターンに対応
したアノトパターンデータ４５０と、電子ペン９４０と、電子ペンによる書き込みデータ
と判別された元のアプリケーションデータとを合成した合成画像１０２０とを有する。
【００７１】
　図２１は、コンピュータ１４０と、印刷装置２４０と、電子ペン９４０の装置構成を説
明する図である。第５の実施例の装置構成等は、第１の実施例と略同一構成であるため説
明を省略するが、本実施例におけるコンピュータ１４０は、アプリケーションデータ３４
０と電子ペン９４０による書き込みデータとを合成するための表示変換部２１と合成デー
タを表示するための表示装置１４１とを備える。
【００７２】
　図２２は、第５の実施例のコンピュータ表示を説明するフローチャートであり、図２３
は、第５の実施例におけるアノトパターンテーブル８３０を説明する図である。
【００７３】
　コンピュータ１４０は、第１の実施例または第２の実施例に示した方法によりアノトパ
ターンが付された印刷データを記録媒体に印刷する。このアノトパターンには、記録媒体
の配布先毎に座標領域が割り当てられている。
【００７４】
　印刷装置２４０が印刷した記録媒体に対して、電子ペン９４０を用いて書き込みが行わ
れると、電子ペン９４０は、電子ペン９４０に内蔵されているイメージセンサ９０３で、
電子ペン９４０により書き込まれた書き込みデータと位置データを検出する。電子ペン９
４０は、通信部９０６を介してコンピュータ１４０に電子ペン９４０により書き込まれた
内容と位置データを送信する。
【００７５】
　コンピュータ１４０の電子ペン通信部１４は、電子ペン９４０からの書き込み内容と位
置データを受信する（ステップ５０１０）。すると、印刷形式判定部２０は、電子ペン９
４０による書き込みデータの位置座標から等倍印刷あるいは縮小印刷への書き込みかどう
かを判定する（ステップ５０２０）。
【００７６】
　電子ペン９４０から送信されたアノトパターンの位置符号が等倍印刷であった場合、座
標認識部１９は、アプリケーションデータ３４０における電子ペン９４０による書き込み
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データ位置座標を算出する（ステップ５０３０）。また、位置符号が縮小印刷であった場
合、座標認識部１９は、アプリケーションデータ３４０における電子ペン９４０による書
き込みデータ位置座標を算出する（ステップ５０４０）。
【００７７】
　ステップ５０５０において、プロセッサ部１０は、アノトパターンテーブル８３０を参
照し、書き込み位置座標により電子ペンによる書き込みデータの表示色を決定する
　表示変換部２１は座標認識部１９によって算出された電子ペン９４０の位置座標を利用
して、電子ペン９４０による書き込みデータと判別された元のアプリケーションデータ３
４０とを合成し、合成画像１０２０を表示装置１４１に表示する（ステップ５０６０）。
【００７８】
　以上のように第５の実施例によれば、複数の記録媒体配布先にて電子ペン等を使用して
記録媒体に書き込みを行った場合においても、書き込みを行った人物以外の第三者は、ア
プリケーションデータに対する全ての書き込みが誰によって書き込まれたのかを区別して
コンピュータの表示部を閲覧することが可能となる。
【００７９】
　なお、上述した各実施形態は、本発明の好適な実施形態であるが、本発明はこれに限定
されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、各構成は、適宜変更可能
である。
【００８０】
　第１及び第２の実施例におけるアノトパターンを付した印刷用データの印刷は、予めコ
ンピュータに保存されたアノトパターンとアプリケーションデータとをコンピュータ上で
合成した後、合成データを印刷装置に送信することで行っていたが、これに限らず、印刷
装置にアノトパターンを予め保存しておき、アプリケーションデータとの合成を同印刷装
置で行ってもよい。
【００８１】
　また、アノトパターンを外部記憶装置に記憶しておき、アプリケーションデータを印刷
する際に、アノトパターンを合成する形態としてもよい。
【００８２】
　第２の実施例において、コンピュータは、同一シート上に異なる複数のアノトパターン
が存在することを電子ペンで検出することで、該アプリケーションデータが縮小されたも
のであることを認識していたが、アプリケーションデータが縮小印刷であることを示す倍
率符号化情報を有するアノトパターンを記録媒体に印刷する形態でもよい。また、アプリ
ケーションデータが縮小印刷であることを位置符号化パターンを電子ペンで検出するので
はなく、ボタンやコンピュータ上のアイコン等で指定する形態としてもよい。
【００８３】
　第３，４，５の実施例においては、元のアプリケーションデータと電子ペンによる書き
込みデータを合成した合成画像をコンピュータに接続した表示装置にて表示していたが、
ネットワーク等を介して接続される別のコンピュータに転送し、該コンピュータに接続さ
れる表示装置に表示してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明にかかる第１の実施例を示すシステム構成図である。
【図２】第１の実施例の装置構成を説明する図である。
【図３】第１の実施例におけるアノトパターンテーブルである。
【図４】第１の実施例におけるアノトパターンテーブルを説明する図である。
【図５】第１の実施例におけるコンピュータの処理動作を説明するフローチャートである
。
【図６】第１の実施例における電子ペンの書き込み認識動作を説明するフローチャートで
ある。
【図７】本発明にかかる第２の実施例を示すシステム構成図である。
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【図８】第２の実施例の装置構成を説明する図である。
【図９】第２の実施例におけるアノトパターンテーブルである。
【図１０】第２の実施例におけるコンピュータの処理動作を説明するフローチャートであ
る。
【図１１】第２の実施例における電子ペンの書き込み認識動作を説明するフローチャート
である。
【図１２】第２の実施例におけるアノトパターンのつなぎ合わせ例を説明する図である。
【図１３】本発明にかかる第３の実施例を示すシステム構成図である。
【図１４】第３の実施例の装置構成を説明する図である。
【図１５】第３の実施例の合成画像表示を説明するフローチャートである。
【図１６】本発明にかかる第４の実施例を示すシステム構成図である。
【図１７】第４の実施例の装置構成を説明する図である。
【図１８】第４の実施例の合成画像表示を説明するフローチャートである。
【図１９】第４の実施例における電子ペンＩＤテーブルである。
【図２０】本発明にかかる第５の実施例を示すシステム構成図である。
【図２１】第５の実施例の装置構成を説明する図である。
【図２２】第５の実施例の合成画像表示を説明するフローチャートである。
【図２３】第５の実施例におけるアノトパターンテーブルである。
【符号の説明】
【００８５】
１０　プロセッサ部
１１　メモリ部
１２　データ記憶部
１３　印刷装置通信部
１４　電子ペン通信部
１５　アプリケーション部
１６　アプリケーション編集部
１７　アノトパターンデータ選択部
１８　印刷データ合成部
１９　座標認識部
２０　印刷形式判定部
２１　表示編集部
１００，１１０，１２０，１３０，１４０　コンピュータ
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