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(57)【要約】
手書き署名を登録するためのリモートセキュアサーバと
共に使用されるように構成された電子ペンデバイスにお
いて、前記セキュアサーバが、事前登録されたユーザに
関連して認証情報を保存する認証データベースと、手書
き署名を登録する署名登録データベースとを備える電子
ペンデバイスであって、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェ
ースと；メモリと；手書き署名をキャプチャーするため
に、前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース及び前記メ
モリに接続する先端のキャプチャー手段と；データネッ
トワークに接続するように構成されたネットワークイン
ターフェースと；前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェー
ス、前記キャプチャー手段、前記メモリ、及び前記ネッ
トワークインターフェースに接続する処理ユニットとを
備える電子ペンデバイスが提供される。本発明の他の態
様として、さらに、手書き署名の認証方法を提供する。
さらに本発明の他の態様として、複数の契約ユーザによ
って文書を署名する方法を提供する。さらに本発明の他
の態様として、手書き情報をアーカイブに保管するため
にリモートサーバと共に使用されるように構成された電
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手書き署名を登録するためのリモートセキュアサーバと共に使用されるように構成され
た電子ペンデバイスにおいて、
　前記セキュアサーバが、事前登録されたユーザに関連して認証情報を保存する認証デー
タベースと、手書き署名を登録する署名登録データベースとを備える電子ペンデバイスで
あって、
　入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェースと；メモリと；手書き署名をキャプチャーするため
に、前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース及び前記メモリに接続する先端のキャプチャ
ー手段と；データネットワークに接続するように構成されたネットワークインターフェー
スと；前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース、前記キャプチャー手段、前記メモリ、及
び前記ネットワークインターフェースに接続する処理ユニットとを備え、
　署名を望むユーザ由来の個人識別情報を獲得し、前記個人識別情報を用いて前記リモー
トセキュアサーバに問い合わせることによって自動的に前記ユーザを認証し、認証が成功
した場合は前記手書き署名をキャプチャーし、固有署名識別子を前記手書き署名に関連付
け、前記データネットワークを介して、前記キャプチャーされた手書き署名を前記リモー
トセキュアサーバに送信し、前記ユーザ及び前記固有署名識別子に関連付けて保存し、そ
して、前記手書き署名の将来の認証に際して基準として用いられるために、前記固有署名
識別子を前記ユーザに伝達することを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項２】
　請求項１記載の電子ペンデバイスであって、
　前記セキュアサーバは、前記署名登録データベース内部に登録された手書き署名と関連
付けられる解除条件を保存する解除条件データベースをさらに備え、
　ユーザが手書き署名に関連付けられた解除条件を入力でき、将来の問い合わせに対して
前記解除条件データベース内部に前記手書き署名と関連して保存するために前記データネ
ットワークを介して前記解除条件をセキュアサーバに送信するように構成されることを特
徴とする電子ペンデバイス。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の電子ペンデバイスであって、
　ユーザが少なくとも一人の他のユーザと関係付けられているユーザ識別情報を入力し、
前記少なくとも一人の他のユーザに文書に署名することを求める招待リクエストを起動で
きるようにさらに構成され、
　固有文書識別子を形成し、前記固有文書識別子を有する前記文書への署名の招待を前記
少なくとも一人の他のユーザに送信するために、前記招待リクエスト及び前記ユーザ識別
情報を前記セキュアサーバに送信することを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項４】
　請求項３記載の電子ペンデバイスであって、
　固有文書識別子を有する文書への署名の招待を前記データネットワークを介して受信し
、前記電子ペンデバイスを所持するユーザに前記招待に関するメッセージを伝達し、前記
文書に関連する前記ユーザによる手書き署名をキャプチャーし、そして、前記署名登録デ
ータベース内部に保存するため前記データネットワークを介して前記文書識別子と共に前
記手書き署名を前記セキュアサーバに送信できるようにさらに構成されることを特徴とす
る電子ペンデバイス。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記個人識別情報は、ユーザネームと、前記入出力インターフェースを使用して前記ユ
ーザにより指定されるパスワードとを含むことを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記入出力インターフェースはタッチスクリーンを含むことを特徴とする電子ペンデバ
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イス。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記固有署名識別子は、前記リモートセキュアサーバによって形成され、前記データネ
ットワークを介して前記電子ペンデバイスに送信されることを特徴とする電子ペンデバイ
ス。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記認証情報は前記電子ペンデバイスが内部に位置付けられるセキュリティ領域を画定
する物理座標を含み、
　前記デバイスの物理的位置を追跡するＧＰＳチップをさらに備える電子ペンデバイスで
あって、
　前記ユーザの認証は追跡した物理的位置が前記セキュリティ領域内にあるかを検証する
ために前記リモートセキュアサーバへの問い合わせを含むことを特徴とする電子ペンデバ
イス。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記ネットワークインターフェースは無線であり、前記データネットワークは衛星回線
を含むことを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項１０】
　事前登録ユーザと関連付けられる認証情報を含む認証データベースと；
　手書き署名を登録する署名登録データベースと；
　データネットワークに接続されるように構成されたネットワークインターフェースと；
　前記認証データベースと、前記署名登録データベースと、前記ネットワークインターフ
ェースとに接続されるように構成された第１処理ユニットであって、ユーザと関連付けら
れた個人識別情報を含む手書き署名を登録するリクエストを受信し、前記個人識別情報の
機能として前記認証データベースに問い合わせ、認証が成功した場合は固有署名識別子を
生成し、所定のサポート上のユーザにより手書きされた手書き署名を受信し、前記固有署
名識別子を前記手書き署名と結び付け、前記ユーザ及び前記固有署名識別子と関連して前
記手書き署名を前記署名登録データベースに保存し、そして、前記手書き署名の将来の認
証の際に、基準として使用されるために、前記固有署名識別子を前記ユーザにより保持さ
れるデバイスに伝達する第１処理ユニットとを備える手書き署名の登録システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のシステムであって、
　前記手書き署名をキャプチャーし、前記ユーザが前記個人識別情報を入力でき、前記手
書き署名及び前記個人識別情報を前記第１処理ユニットに前記データネットワークを介し
て送信し、前記第１処理ユニットにより送信された前記固有署名識別子を前記データネッ
トワークを介して受信し、そして、前記ユーザが前記固有署名識別子に気付くことができ
るように構成されたユーザデバイスをさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１記載のシステムであって、
　少なくとも前記事前登録されたユーザの一部と関連付けられた停止条件を保存する停止
条件データベースをさらに備え、
　前記第１処理ユニットは、前記ユーザに関連するレコード中の任意の停止条件に関して
前記停止条件データベースに問い合わせ、前記停止条件が具備された場合に前記停止条件
が適合するかを検証するように構成され、
　前記第１処理ユニットは、停止条件がレコード中に見つけられて適合しない場合に、手
書き署名を登録する前記リクエストを拒絶するように構成されることを特徴とするシステ
ム。
【請求項１３】
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　請求項１０～１２のいずれか一項に記載のシステムであって、
　前記署名登録データベースに保存された手書き書名と関連付けられた解除条件を保存す
る解除条件データベースと、
　所定の手書き署名と関連するレコード中の任意の解除条件に関して前記解除条件データ
ベースに問い合わせ、前記解除条件が具備された場合に前記解除条件が適合するのかを検
証するように構成された第２処理ユニットとをさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムであって、
　事前に権限が与えられた人に解除条件を加えて編集することを認める前記解除条件デー
タベースに接続するＷｅｂサイトをさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１１～１４のいずれか一項に記載のシステムであって、
　前記ユーザデバイスは、前記ユーザが少なくとも一人の他のユーザと関連付けられたユ
ーザ識別情報を入力でき、前記ユーザが文書に署名するために前記少なくとも一人の他の
ユーザを招待する招待リクエストを起動でき、前記招待リクエスト及び前記ユーザ識別情
報を前記第１処理ユニットに前記データネットワークを介して送信するようにさらに構成
され、
　前記第１処理ユニットは、固有文書識別子を生成し、前記固有文書識別子を含む前記文
書に署名する招待を前記少なくとも一人の他のユーザに送信することを特徴とするシステ
ム。
【請求項１６】
　請求項１５記載のシステムであって、
　前記ユーザデバイスは、前記データネットワークを介して他のユーザから固有文書識別
子を含む文書に署名する招待を受信し、前記ユーザデバイスを保持する前記ユーザに前記
招待に関するメッセージを伝達し、前記ユーザによって手書きされて前記文書に関連付け
られた署名をキャプチャーし、そして、前記署名登録データベース内部に保存するため前
記データネットワークを介して前記手書き署名を前記文書識別子と共に前記第１処理ユニ
ットに送信するようにさらに構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１１～１６のいずれか一項に記載のシステムであって、
　前記ユーザデバイスは電子ペンデバイスであることを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１７記載のシステムであって、
　前記電子ペンデバイスはボールポイントペンであり、前記センサ手段は前記ボールポイ
ントの動きをキャプチャーする動きセンサを備えることを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１７記載のシステムであって、
　前記ユーザデバイスは、前記手書き署名をスキャンする手段を備えるスキャン手段であ
ることを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１０～１９のいずれか一項に記載のシステムであって、
　前記個人識別情報はユーザネームとパスワードとを含むことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　請求項１０～２０のいずれか一項に記載のシステムであって、
　前記識別情報は前記ユーザデバイスが内部に位置付けられるセキュリティ領域を画定す
る物理座標を含み、
　前記ユーザデバイスは前記デバイスの物理的位置を追跡するＧＰＳモジュールをさらに
備え、
　前記ユーザの認証は追跡した物理的位置が前記セキュリティ領域内にあるかを検証する
ために前記認証データベースへの問い合わせを含むことを特徴とするシステム。
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【請求項２２】
　処理ユニットで、所定のサポート上にユーザにより手書きされた署名と、前記ユーザと
関連付けられた個人識別情報とを受信し；
　前記処理ユニットにより、前記個人識別情報を使用する前記ユーザを、事前登録された
ユーザと関連した認証情報を保存する認証データベースに問い合わせることによって自動
的に認証を行い；
　認証が成功した場合、前記処理ユニットにより固有署名識別子を自動的に生成し、前記
固有署名識別子を前記手書き署名に自動的に関連付け、前記手書き署名を前記ユーザ及び
前記固有署名識別子と関連付けて署名登録データベースに自動的に保存し、そして、前記
オリジナルの手書き署名の将来の認証に際して、基準として使用されるために、前記前記
固有署名識別子を前記ユーザに自動的に伝達し；
　他の関係者が前記所定のサポート上の前記手書き署名を認証できるために前記署名登録
データベースへのアクセスを提供し、前記所定のサポート上に表示される前記署名が前記
固有署名識別子と関連付けられて保存される電子リプロダクションと同一であるかを検証
することにより前記認証が実行される
ことを備える手書き署名の認証方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法であって、
　前記所定のサポートは、ペーパーサポートであることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２２又は２３記載の方法であって、
　前記署名は、前記署名をキャプチャーして前記処理ユニットに送信する電子ペンを使用
する前記ユーザにより書かれることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　第１ユーザから、複数の契約ユーザによって文書を署名するリクエストを受信し；
　前記契約ユーザと関連付けられるユーザ識別情報を受信し；
　署名される前記文書と関連する固有文書識別子を生成し；
　前記契約ユーザの各人に前記文書に署名する招待を前記固有文書識別子と共に送信し；
　署名前に前記文書のコンテンツへのアクセスを前記契約ユーザに提供し；
　前記契約ユーザと関連付けられる手書き署名を受信し；
　前記手書き署名が前記契約ユーザ由来であるかを検証することを含む、前記契約ユーザ
の認証を行い；
　前記文書及び前記ユーザの各人と関連して署名登録データベース内部に前記手書き署名
を登録する
ことを備える複数の契約ユーザによって文書を署名する方法。
【請求項２６】
　手書き情報をアーカイブに保管するためにリモートサーバと共に使用されるように構成
された電子ペンデバイスであって、
　手書き情報をキャプチャーする手段と、
　ユーザが、内部で手書き情報が分類される前記リモートサーバと関連付けられるフォル
ダー識別子を特定できるためのユーザインターフェースと、
　データネットワークに接続されるように構成されたネットワークインターフェースと、
　前記識別フォルダー内で分類されるために、前記キャプチャーされた手書き情報を前記
リモートサーバに送信するための前記ネットワークインターフェースに接続する処理ユニ
ットとを備える電子ペンデバイス。
【請求項２７】
　請求項２６記載の電子ペンデバイスであって、
　前記リモートサーバは、前記ユーザがセキュアリモートサーバのコンテンツにアクセス
する前に前記ユーザが認証されるセキュアリモートサーバであり、
　前記ユーザインターフェースは、前記ユーザと関連付けられるユーザ識別情報を受信し
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、
　前記処理ユニットは、前記ユーザ識別情報を使用して前記セキュアサーバに問い合わせ
ることによって、前記ユーザをはじめに認証することを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項２８】
　請求項２６又は２７記載の電子ペンデバイスであって、
　前記処理ユニットは、前記識別フォルダーの存在に関して前記リモートサーバに問い合
わせ、前記フォルダー識別子が存在する場合のみに前記キャプチャーされた手書き情報を
前記リモートサーバに送信することを特徴とする電子ペンデバイス。
【請求項２９】
　請求項２６～２８のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記フォルダー識別子が存在しない場合、前記処理ユニットは、前記リモートサーバに
前記識別子を有する新しいフォルダーを開き、新しく形成された前記フォルダー内に前記
キャプチャーされた手書き情報を分類することを指示することを特徴とする電子ペンデバ
イス。
【請求項３０】
　請求項２６～２９のいずれか一項に記載の電子ペンデバイスであって、
　前記リモートサーバ内で前記キャプチャーされた手書き情報を分類する前に、前記キャ
プチャーされた手書き情報が後のために保存されるメモリをさらに備えることを特徴とす
る電子ペンデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手書き情報の管理に関し、特に手書き署名の登録及び認証のためのデバイス
、システム及び方法と、手書き情報を構築するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペーパー上のペンによる手書き署名は、数百年間、商業的な契約の基盤であった。その
理由の一つは、手書き署名と手書き署名が加えられる文書とがペーパー上のインクによっ
て永遠に結び付けられるということである。他の利点は、署名者が契約書のコピーを保持
し、又は契約書の原本を複写することができ、不正を阻止することである。
【０００３】
　しかしながら、手書き署名が直面する主な困難性は、文書が証人なしで署名されると、
署名者の同一性が容易に確認できないことである。文書に加えられる署名はどのように認
証され得るのか？言い換えれば、署名文書を有する関係者は、文書に加えられた署名が偽
の署名者や他の誰かによって書かれたということをどのように確認することができるのか
？
【０００４】
　この問題の伝統的な対処方法は、署名特徴分析化学の当業者であり、要求されれば裁判
所で証言でき、権限のある、そして反対尋問を受ける、訓練された法医学的文書審査官に
よって署名者の同一性を立証することである。
【０００５】
　署名文書が所定の管理機関（administrative authority）に関連する管理文書（admini
strative document）（例えば金融機関等）である場合、他の伝統的な対処方法は、管理
機関管理ファイル中の本人のモデル署名を保管し、そして、見極めて、手書き署名と偽の
署名者の事前登録されたモデル署名とを比較する。しかしながら、前記方法は人間の判断
に基づくので、人間の判断エラーにしばしば異議が唱えられる信頼性を欠く。行政上の代
理人は、署名を比較して判断エラーを犯すのが普通であり、従って、偽の署名の承認又は
真正の署名の拒絶をもたらす。行政上の代理人が、故意又は過失により、真正の署名を拒
絶し、管理文書を処理するのを拒むことによって人に損害を発生させる場合、特定の状況
で判断エラーは行政上の代理人に法的責任を生じさせる。
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【０００６】
　データ処理の技術分野での最近の成果は、手書き署名の認証のための特別な技術の開発
をもたらした。主に、このような技術は、手書き署名をキャプチャーし、手書き署名をデ
ジタル形式に変換し、そしてキャプチャーした署名とユーザの事前登録された署名とを比
較するためにデータ処理ユーティリティを使用することを含む。複雑で非常に費用がかか
ることに加え、このような技術は特定の状況で信頼できないことが証明された。
【０００７】
　電子文書の観点から、電子文書の蓄積と検索、及びデータ処理とコンピュータ技術の継
続発展は、法的に結び付けられた電子文書を作成するために法的に有効な署名を含む必要
性の認識を形成した。
【０００８】
　同じ認証の問題は、電子文書に加えられる手書き署名に対して発生する。このような必
要性に対処する初期のシステムは、署名のピクチャーとして文書に添えられるシンプルな
署名の画像（例えばビットマップ等）を使用した。このようなアプローチは、何らかの動
的データが少しでも存在すると、署名のビットマップ画像が直接署名者の手によるもので
あると検証することが困難であるという不利益を有する。また、署名の画像は容易に、存
在する文書又は記録からスキャンされ、そして、偽造と不適切に文書に挿入され得る。
【０００９】
　より最近のシステムは、ユーザが電子文書に署名できる前に、署名を検証するためのコ
ンピュータ・アルゴリズムを装備した。前記方法の問題は、検証アルゴリズムにエラーの
潜在性と、専門家ではない人又は裁判所に署名の精度を示すことができないことを含む。
さらに、署名は一般的に、データ精度のロスなしに異なるアルゴリズムを有するシステム
に伝えられない。
【００１０】
　例えば、スミティーズらの特許文献１は、署名をキャプチャーし、文書のチェックサム
を含められる署名エンベロープ（signature envelope）に統計的測定のセットを蓄積する
ことによって、電子的に蓄積された文書の手書き署名をキャプチャーして検証するコンピ
ュータ・ベースのシステムを開示する。測定は、形状、ペンストローク数、ライン全長、
平均ストローク長、加減速の最大イベント数、署名を完了するために費やされた総時間、
そしてペンのダウンタイムを含む。システムはまた、提示された署名と比較され、類似の
スコアを生成する公知の署名測定テンプレートのデータベースを含む。このようなシステ
ムは、手書き署名を認証するための伝統的なシステムの主な限界を示す。実際、スミティ
ーズによって提供されたシステムによれば、第１の問題は、署名エンベロープが法医学文
書審査官によって伝統的な方法を使用して検証されることができないということである。
その上、署名エンベロープは、手書き署名の任意の測定統計値に基づくので、将来のシス
テムに容易に移行できない。また、署名エンベロープは、署名エンベロープが手書き署名
自身に含まれる本来の情報を省略する限り、役に立たない。さらに、システムは、署名を
比較するプロセス全体のために、非常に複雑で、費用が掛かり、遅い。
【００１１】
　他方、情報をタイプする電子デバイスを使用することには、人気がなく、不便で、利用
し難いエリアがある。例えば、法曹界では、弁護士と裁判官は、電子デバイスを使用して
情報をタイプすることよりも伝統的なペーパー形式の文書を使用する手書き情報を好む非
常に古典的な人間であることが知られている。裁判官は一般に、情報をタイプする電子的
手段によって手書きノートの古典的手段を置換することができない。弁護士は通常、複数
のアクティブファイルを有し、各ファイルは特定のクライアントに関連した特定の任務と
関連する。弁護士は、様々な状況で、例えば、法律相談、証人とのミーティングの形で、
そして、ファイルの特定の態様で個人のノートを取る形で、ファイルに関連する情報を手
書きする。また、弁護士は頻繁に、例えば、尋問の日付、裁判官の名前、裁判官が示した
議事録や判決をノートするために、裁判所でクライアントのファイルと関連する情報を手
書きする。同様に、裁判官は、特定の訴訟ファイルが割り当てられ、ファイルと関連した
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様々な状況について、例えば審判や審問の間にノートを取る形で、一般的にノートを取る
。
【００１２】
　医療分野では、医者は通常、例えば処方箋や患者に関する個人の診断ノート等、様々な
特徴に関するペーパー形式の文書に情報を手書きする。コピー印刷、又は、従来の方法を
使用した手書き情報のデータ処理には一般的に時間が掛かるので、医者によって手書きさ
れた医療文書（例えば処方箋）はときどき、患者ファイルに医療文書のコピーを綴じるこ
となく、患者に手渡される。このような状況は、患者の病歴のトレーサビリティの問題を
生む可能性がある。
【００１３】
　概して、手書きペーパー形式文書は一般に、将来の参考のためにペーパー形式で、イン
デックスが付けられて分類される。健康診断ファイルは、膨大な保存スペースを占める可
能性があり、アクシデント（例えば火事等）や不正行為（例えば侵入窃盗）に弱い。今日
では、全ての手書きペーパー形式文書をスキャンし、コンピュータ・データベースに保存
することが一般的である。しかしながら、手書き情報をアーカイブに保存するこのような
処理は、文書をスキャンして分類するための時間と人的資源を要求するので、費用がかか
り、多大な時間を必要とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第５５４４２５５号明細書
【発明の概要】
【００１５】
　従って、本発明の目的は、上記不都合を解決するデバイス、システム及び方法を提供す
ることである。
【００１６】
　本発明の第１態様として、手書き署名を登録するためのリモートセキュアサーバと共に
使用されるように構成された電子ペンデバイスにおいて、
　前記セキュアサーバが、事前登録されたユーザに関連して認証情報を保存する認証デー
タベースと、手書き署名を登録する署名登録データベースとを備える電子ペンデバイスで
あって、
－入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェースと；メモリと；手書き署名をキャプチャーするため
に、前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース及び前記メモリに接続する先端のキャプチャ
ー手段と；データネットワークに接続するように構成されたネットワークインターフェー
スと；前記入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース、前記キャプチャー手段、前記メモリ、及
び前記ネットワークインターフェースに接続する処理ユニットとを備え、
－署名を望むユーザ由来の個人識別情報を獲得し、前記個人識別情報を用いて前記リモー
トセキュアサーバに問い合わせることによって自動的に前記ユーザを認証し、認証が成功
した場合は前記手書き署名をキャプチャーし、固有署名識別子を前記手書き署名に関連付
け、前記データネットワークを介して、前記キャプチャーされた手書き署名を前記リモー
トセキュアサーバに送信し、前記ユーザ及び前記固有署名識別子に関連付けて保存し、そ
して、前記手書き署名の将来の認証に際して基準として用いられるために、前記固有署名
識別子を前記ユーザに伝達することを特徴とする電子ペンデバイスが提供される。
【００１７】
　好ましくは、前記セキュアサーバは、前記署名登録データベース内部に登録された手書
き署名と関連付けられる解除条件を保存する解除条件データベースをさらに備え、ユーザ
が手書き署名に関連付けられた解除条件を入力でき、将来の問い合わせに対して前記解除
条件データベース内部に前記手書き署名と関連して保存するために前記データネットワー
クを介して前記解除条件をセキュアサーバに送信するように構成される。
【００１８】
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　好ましくは、電子ペンデバイスは、ユーザが少なくとも一人の他のユーザと関係付けら
れているユーザ識別情報を入力し、前記少なくとも一人の他のユーザに文書に署名するこ
とを求める招待リクエストを起動できるようにさらに構成され、電子ペンデバイスは、固
有文書識別子を形成し、前記固有文書識別子を有する前記文書への署名の招待を前記少な
くとも一人の他のユーザに送信するために、前記招待リクエスト及び前記ユーザ識別情報
を前記セキュアサーバに送信する。
【００１９】
　好ましくは、電子ペンデバイスは、固有文書識別子を有する文書への署名の招待を前記
データネットワークを介して受信し、前記電子ペンデバイスを所持するユーザに前記招待
に関するメッセージを伝達し、前記文書に関連する前記ユーザによる手書き署名をキャプ
チャーし、そして、前記署名登録データベース内部に保存するため前記データネットワー
クを介して前記文書識別子と共に前記手書き署名を前記セキュアサーバに送信できるよう
にさらに構成される。
【００２０】
　好ましくは、前記個人識別情報は、ユーザネームと、前記入出力インターフェースを使
用して前記ユーザにより指定されるパスワードとを含む。
【００２１】
　好ましくは、前記入出力インターフェースはタッチスクリーンを含む。
【００２２】
　好ましくは、前記固有署名識別子は、前記リモートセキュアサーバによって形成され、
前記データネットワークを介して前記電子ペンデバイスに送信される。
【００２３】
　好ましくは、前記認証情報は前記電子ペンデバイスが内部に位置付けられるセキュリテ
ィ領域を画定する物理座標を含み、電子ペンデバイスは前記デバイスの物理的位置を追跡
するＧＰＳチップをさらに備え、前記ユーザの認証は追跡した物理的位置が前記セキュリ
ティ領域内にあるかを検証するために前記リモートセキュアサーバへの問い合わせを含む
。
【００２４】
　好ましくは、前記ネットワークインターフェースは無線であり、前記データネットワー
クは衛星回線を含む。
【００２５】
　本発明のさらなる態様として、
－事前登録ユーザと関連付けられる認証情報を含む認証データベースと；
－手書き署名を登録する署名登録データベースと；
－データネットワークに接続されるように構成されたネットワークインターフェースと；
－前記認証データベースと、前記署名登録データベースと、前記ネットワークインターフ
ェースとに接続されるように構成された第１処理ユニットであって、ユーザと関連付けら
れた個人識別情報を含む手書き署名を登録するリクエストを受信し、前記個人識別情報の
機能として前記認証データベースに問い合わせ、認証が成功した場合は固有署名識別子を
生成し、所定のサポート上のユーザにより手書きされた手書き署名を受信し、前記固有署
名識別子を前記手書き署名と結び付け、前記ユーザ及び前記固有署名識別子と関連して前
記手書き署名を前記署名登録データベースに保存し、そして、前記手書き署名の将来の認
証の際に、基準として使用されるために、前記固有署名識別子を前記ユーザにより保持さ
れるデバイスに伝達する第１処理ユニットとを備える手書き署名の登録システムが提供さ
れる。
【００２６】
　好ましくは、システムは、前記手書き署名をキャプチャーし、前記ユーザが前記個人識
別情報を入力でき、前記手書き署名及び前記個人識別情報を前記第１処理ユニットに前記
データネットワークを介して送信し、前記第１処理ユニットにより送信された前記固有署
名識別子を前記データネットワークを介して受信し、そして、前記ユーザが前記固有署名
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識別子に気付くことができるように構成されたユーザデバイスをさらに備える。
【００２７】
　好ましくは、システムは、少なくとも前記事前登録されたユーザの一部と関連付けられ
た停止条件を保存する停止条件データベースをさらに備え、前記第１処理ユニットは、前
記ユーザに関連するレコード中の停止条件に関して前記停止条件データベースに問い合わ
せ、前記停止条件が具備される場合に前記停止条件が適合するかを検証するように構成さ
れ、前記第１処理ユニットは、停止条件がレコード中に見つけられて適合しない場合に、
手書き署名を登録する前記リクエストを拒絶するように構成される。
【００２８】
　好ましくは、システムは、前記署名登録データベースに保存された手書き書名と関連付
けられた解除条件を保存する解除条件データベースと、所定の手書き署名と関連するレコ
ード中の任意の解除条件に関して前記解除条件データベースに問い合わせ、前記解除条件
が具備される場合に前記解除条件が適合するかを検証するように構成された第２処理ユニ
ットとをさらに備える。
【００２９】
　好ましくは、システムは、事前に権限が与えられた人に解除条件を加えて編集すること
を認める前記解除条件データベースに接続するＷｅｂサイトをさらに備える。
【００３０】
　好ましくは、前記ユーザデバイスは、前記ユーザが少なくとも一人の他のユーザと関連
付けられたユーザ識別情報を入力でき、前記ユーザが文書に署名するために前記少なくと
も一人の他のユーザを招待する招待リクエストを起動でき、前記招待リクエスト及び前記
ユーザ識別情報を前記第１処理ユニットに前記データネットワークを介して送信するよう
にさらに構成され、前記第１処理ユニットは、固有文書識別子を生成し、前記固有文書識
別子を含む前記文書に署名する招待を前記少なくとも一人の他のユーザに送信する。
【００３１】
　好ましくは、前記ユーザデバイスは、前記データネットワークを介して他のユーザから
固有文書識別子を含む文書に署名する招待を受信し、前記ユーザデバイスを保持する前記
ユーザに前記招待に関するメッセージを伝達し、前記ユーザによって手書きされて前記文
書に関連付けられた署名をキャプチャーし、そして、前記署名登録データベース内部に保
存するため前記データネットワークを介して前記手書き署名を前記文書識別子と共に前記
第１処理ユニットに送信するようにさらに構成される。
【００３２】
　前記ユーザデバイスは電子ペンデバイスであることを特徴とするシステム。
【００３３】
　好ましくは、前記電子ペンデバイスはボールポイントペンであり、前記センサ手段は前
記ボールポイントの動きをキャプチャーする動きセンサを備える。
【００３４】
　前記ユーザデバイスはまた、前記手書き署名をスキャンする手段を備えるスキャン手段
であってもよい。
【００３５】
　好ましくは、前記個人識別情報はユーザネームとパスワードとを含む。
【００３６】
　好ましくは、前記認証情報は前記ユーザデバイスが内部に位置付けられるセキュリティ
領域を画定する物理座標を含み、前記ユーザデバイスは前記デバイスの物理的位置を追跡
するＧＰＳモジュールをさらに備え、前記ユーザの認証は追跡した物理的位置が前記セキ
ュリティ領域内にあるかを検証するために前記認証データベースへの問い合わせを含む。
【００３７】
　本発明の他の態様として、
－処理ユニットで、所定のサポート上にユーザにより手書きされた署名と、前記ユーザと
関連付けられた個人識別情報とを受信し；
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－前記処理ユニットにより、前記個人識別情報を使用する前記ユーザを、事前登録された
ユーザと関連した認証情報を保存する認証データベースに問い合わせることによって自動
的に認証を行い；
－認証が成功した場合、前記処理ユニットにより固有署名識別子を自動的に生成し、前記
固有署名識別子を前記手書き署名に自動的に関連付け、前記手書き署名を前記ユーザ及び
前記固有署名識別子と関連付けて署名登録データベースに自動的に保存し、そして、前記
オリジナルの手書き署名の将来の認証に際して、基準として使用されるために、前記前記
固有署名識別子を前記ユーザに自動的に伝達し；
－他の関係者が前記所定のサポート上の前記手書き署名を認証できるために前記署名登録
データベースへのアクセスを提供し、前記所定のサポート上に表示される前記署名が前記
固有署名識別子と関連付けられて保存される前記電子リプロダクションと実質的に同一で
あるかを検証することにより前記認証が実行されることを備える手書き署名の認証方法が
提供される。
【００３８】
　好ましくは、前記所定のサポートは、ペーパーサポートであり、かつ、前記署名は、前
記署名をキャプチャーして前記処理ユニットに送信する電子ペンを使用する前記ユーザに
より書かれる。
【００３９】
　本発明のさらなる態様として、
－第１ユーザから、複数の契約ユーザによって文書を署名するリクエストを受信し；
－前記契約ユーザと関連付けられるユーザ識別情報を受信し；
－署名される前記文書と関連する固有文書識別子を生成し；
－前記契約ユーザの各人に前記文書に署名する招待を前記固有文書識別子と共に送信し；
－署名前に前記文書のコンテンツへのアクセスを前記契約ユーザに提供し；
－前記契約ユーザと関連付けられる手書き署名を受信し；
－前記手書き署名が前記契約ユーザ由来であるかを検証することを含む、前記契約ユーザ
の認証を行い；
－前記文書及び前記ユーザの各人と関連して署名登録データベース内部に前記手書き署名
を登録することを備える複数の契約ユーザによって文書を署名する方法が提供される。
【００４０】
　本発明の他の態様として、手書き情報をアーカイブに保管するためにリモートサーバと
共に使用されるように構成された電子ペンデバイスであって、手書き情報をキャプチャー
する手段と、ユーザが、内部で手書き情報が分類される前記リモートサーバと関連付けら
れるフォルダー識別子を特定できるためのユーザインターフェースと、データネットワー
クに接続されるように構成されたネットワークインターフェースと、前記識別フォルダー
内で分類されるために、前記キャプチャーされた手書き情報を前記リモートサーバに送信
するための、前記ネットワークインターフェースとに接続する処理ユニットとを備える電
子ペンデバイスが提供される。
【００４１】
　好ましくは、前記リモートサーバは、前記ユーザがセキュアリモートサーバのコンテン
ツにアクセスする前に前記ユーザが認証されるセキュアリモートサーバであり、前記ユー
ザインターフェースは、前記ユーザと関連付けられるユーザ識別情報を受信し、前記処理
ユニットは、前記ユーザ識別情報を使用して前記セキュアサーバに問い合わせることによ
って、前記ユーザをはじめに認証する。
【００４２】
　好ましくは、前記処理ユニットは、前記識別フォルダーの存在に関して前記リモートサ
ーバに問い合わせ、前記フォルダー識別子が存在する場合のみに前記キャプチャーされた
手書き情報を前記リモートサーバに送信する。
【００４３】
　好ましくは、前記フォルダー識別子が存在しない場合、前記処理ユニットは、前記リモ
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ートサーバに特定の識別子を有する新しいフォルダーを開き、新しく形成された前記フォ
ルダー内に前記キャプチャーされた手書き情報を分類することを指示する。
【００４４】
　好ましくは、電子ペンデバイスは、前記リモートサーバ内で前記キャプチャーされた手
書き情報を分類する前に、前記キャプチャーされた手書き情報が後のために保存されるメ
モリをさらに備える。 
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】データネットワークを介してリモートデータベース（認証データベース及び署名
登録データベース）に接続した電子ペンデバイスの概略図。
【図２】本発明の好ましい実施形態の手書き署名を登録するためにセキュアサーバと共に
使用されるように構成された電子ペンデバイスのブロック図。
【図３】本発明の好ましい実施形態の手書き署名を登録するためにセキュアサーバと共に
使用されるように構成された電子ペンデバイスのブロック図。
【図４Ａ】本発明の好ましい実施形態の手書き署名を登録及び認証する方法のフロー図。
【図４Ｂ】本発明の好ましい実施形態の手書き署名を登録及び認証する方法のフロー図。
【図４Ｃ】本発明の好ましい実施形態の複数の契約関係者によって文書に署名する方法の
フロー図。
【図５】本発明の好ましい実施形態の手書き情報をアーカイブに保管するためにセキュア
サーバと共に使用されるように構成された電子ペンデバイスのブロック図。
【図６】本発明の好ましい実施形態の手書き情報をアーカイブに保管するために電子ペン
デバイスと共に使用されるように構成されたセキュアサーバのブロック図。
【図７】本発明の好ましい実施形態の電子ペンデバイスを使用して手書き情報をアーカイ
ブに保管する方法のフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、添付図面と組み合わせて、以下の詳細な説明から明
らかになる。
【００４７】
（Ｉ－手書き署名の登録及び認証）
　本発明の主な態様の一つは、手書き署名を登録（及び認証）するためのデバイス、シス
テム及び方法を提供することである。主目的は、署名者が第三者が不在時に署名したとき
に、第三者が手書き署名を認証できることである。大部分の実施形態は文書（ペーパーサ
ポート）上に手書きされた署名を使用して与えられるけれども、本発明のシステム、デバ
イス及び方法のアプリケーションがペーパーサポート上に書かれた手書き署名に限定され
ず、また電子的サポート又はその他のサポート上に書かれた署名に拡張されることを、当
業者は理解するだろう。
【００４８】
　例えば、本システム、デバイス及び方法のアプリケーションの一つは、管理文書に手書
きされた署名を登録（及び認証）することである。実際、署名者が管理機関不在で署名す
るとき、管理文書に書かれた手書き署名を認証するニーズが管理機関にある。署名の登録
及び認証の適切なシステムがない場合、管理機関は署名者の同一性を確認することができ
ない。
【００４９】
　本発明には、管理機関、例えば金融機関、政府事業体、大学等に対して汎用性がある。
例えば、大部分の金融取引は、例えば、小切手、送金文書（money transfer documents）
等の管理文書の署名を含む。所定の取引を保証するために、問題になっている取引を承認
する前に、署名は特に、金融機関によって認証される。これは、署名者が、例えば写真と
共に身分証明書を要求することによって署名者の身元を物理的に照合することができる管
理機関の職員の前で文書に署名する場合、問題は起こらない。問題はほとんど、署名者が
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、管理機関が不在の場合で、処理のために署名した文書を、例えば郵便、ファックス、又
は他の通信媒体で管理機関に送る場合に起きる。管理機関は文書に書かれた署名をどのよ
うにして認証できるのか？言い換えれば、管理機関は、文書に書かれた署名が偽の署名者
及び他の誰かによって書かれたことをどのようにして確認することができるのか？本発明
はこのような問題に救済策を提供する。
【００５０】
　本発明の手書き署名を登録（及び認証）するシステムは、予備段階として、登録ユーザ
と関連する認証データベースを構築することを要求する。ユーザ登録は、本発明で提供さ
れるシステム、デバイス及び方法を使用し、ユーザが後で認証されることができるための
基本である。ユーザ登録は、例えば、ユーザネームとパスワードの組み合わせ、又はユー
ザの指紋等の生体認証識別子等の固有ユーザ識別情報と各登録ユーザが関連付けられると
いう方法で、任意の適当な登録手段によって行われる。
【００５１】
　本質的に、ユーザ登録は、各登録ユーザが対応するユーザ識別情報と共にマップされた
セキュアデータベース（認証データベース）を用いて実行される。具体例として、本発明
の署名を認証するシステムを使用することを要求する銀行ははじめに、各クライアントの
ユーザ識別情報を割り当てることによりクライアントを登録し、データネットワークを介
して問い合わせるためにアクセスできる認証データベースにユーザ識別情報を保存するこ
とによって、開始すべきである。この場合、銀行はもちろん、本発明と関連して使用する
ために、既存リソース（例えば、現行の認証データベース）を使用することができる。
【００５２】
　本発明の署名を登録（及び認証）するシステム、デバイス及び方法は、所定機関に関連
して決められたユーザのグループ（例えば、銀行－クライアント、政府－市民、会社－従
業員、大学－学生）の存在によって支援される。このようなユーザは事前登録されて、所
定の機関に関連するセキュア認証データベースを使用して認証され得る。
【００５３】
　しかしながら、当業者は、セキュア認証データベースが（所定機関に関連しない）あら
ゆる種類のユーザに対して構築され得、従ってこれら全てのユーザが署名を登録（及び認
証）する本システム、デバイス及び方法から利益を享受することができるということを理
解する。例えば、セキュア認証データベースは、独立の人又は事業体によって、構築、管
理、そして運営され得る。この点は、その人が本人であることを確認する適当な身分証拠
（例えば、有効なパスポート、運転免許証等）を示すことにより、任意の人が認証データ
ベースのユーザとして登録できることによって行われる。
【００５４】
　図１、図２及び図３は、本発明の好ましい実施形態の署名を登録（及び認証）するため
のシステムの実施例を示す。本システムの機能は、管理機関と関連付けられる管理文書に
署名する署名者を利用することにより示される。しかしながら、上述した通り、当業者は
、システムは本発明が適用され得る特定の状況での特定のアプリケーションであることと
、明細書で説明されるシステムが単にそのようなシステムが実装され得る方法の実施例で
あることとを理解するだろう。
【００５５】
　当業者はまた、本発明の重要なエレメントが認証データベースに問い合わせることによ
って署名者を認証し、固有署名識別子を署名者によって手書きされた署名にマップし、手
書き署名の電子リプロダクションを得て、そして、手書き署名を固有署名識別子と共に署
名登録データベースに登録（保存）することであるということを理解するだろう。固有署
名識別子は、手書き署名を認証する関係者に固有署名識別子を伝達するユーザに伝達され
る。署名を書くために使用されるサポートは変化させることができる。例えば、サポート
はペーパーサポート、電子サポート、又は他のサポートである場合がある。署名が書かれ
る文書の種類は、文書、例えば、管理文書、２以上の当事者間の契約、片務契約（unilat
eral agreement）等のあらゆる種類の文書であり得る。さらに、関係する当事者も変化さ
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せることができる。署名者は任意の個人である場合があり、利害関係がある（署名を認証
することに利害関係がある）関係者は任意の個人、会社、又は他の事業体（例えば、署名
された小切手の受取人、契約の連署人、管理機関、政府等）である場合がある。さらに、
認証データベースのユーザ登録を管理又は統括する関係者は、任意の信用のある関係者、
例えば利害関係者（特定種類の文書を認証することに利害関係がある関係者、例えば管理
機関等）又は任意の別の関係者等である場合がある。
【００５６】
（Ａ－署名登録：基本構造及び機能）
　図１及び図２によって示されるように、ユーザ（例えば署名者）エンドから、システム
は、管理機関と関連付けられたリモートセキュアサーバ８０と通信するように構成された
電子ペンデバイス（以下、「電子ペン（electronic pen）」又はｅ－ペン（e-pen））１
０を備える。電子ペン１０はユーザによって使用され、管理機関に関連する管理文書に署
名する。電子ペンは、センサ手段１２と、ボールポイント１４と、電子ペン処理ユニット
１６と、電子ペンメモリ１８と、ハウジング２０と、ユーザインターフェース２２と、電
子ペンネットワークインターフェース２４とバッテリ２６とを備える。リモートセキュア
サーバ８０は、サーバネットワークインターフェース８４と、サーバ処理ユニット８６と
、メモリ８８と、認証データベース１１０と署名登録データベース１１２とを備える。
【００５７】
　電子ペン１０は好ましくは、ハウジング２０により実質的に定義されるペン－形状ボデ
ィによって表されてもよい。ハウジング２０は、１以上の集積回路と、センサ手段１２、
ボールポイント１４、電子ペン処理ユニット１６、電子ペンメモリ１８、ユーザインター
フェース２２、電子ペンネットワークインターフェース２４及びバッテリ２６を含む他の
電子コンポーネントとを収容する。
【００５８】
　センサ手段１２は、ボールポイント１４によって描画される手書き情報をキャプチャー
することができる任意の公知技術、例えば、動作センサ（movement sensor）、赤外線又
はレーザ追跡デバイス、光学センサ又は任意の他の適当な技術等からなる。好ましい実施
形態では、署名が２以上のパーツを含むときでさえ、キャプチャーした署名が実質的に高
精度で再生され得るように、センサ手段１２は、動作センサと、ユーザによって手書きさ
れた署名を十分な高解像度でキャプチャーすることができる適当な追跡デバイスとの組み
合わせを備える。追跡デバイスは、署名が少なくとも２つの非連続なパーツから構成され
るときでさえ、全ての署名を精度よく認識するために、署名者の手の動きを追跡するため
に適切に取り付けられた赤外線デバイスであることが好ましい。
【００５９】
　電子ペン処理ユニット１６は、電子ペンの中心的エレメントであり、そして、センサ手
段１２、メモリ１８、ユーザインターフェース２２及び電子ペンネットワークインターフ
ェース２４と接続する。電子ペン処理ユニット１６は、予め定義されたインストラクショ
ンに従って、電子ペンの他のコンポーネントの全てのオペレーションを調整するとこに関
与する。電子ペン処理ユニット１６は、（図示しない）インストラクションを実行するた
めの電子ペンマイクロプロセッサ（又はマイクロコントローラ）と、電子ペン管理モジュ
ール２６と、ユーザ入力リーディングモジュール２８と、ディスプレイモジュール３０と
、電子ペン認証モジュール３２と、電子ペン署名登録モジュール３４と、電子ペンクロッ
クモジュール３６とを備える。
【００６０】
　電子ペン管理モジュール２６は、電子ペン処理ユニット１６と、ユーザインターフェー
ス２２、電子ペンネットワークインターフェース２４及びセンサ手段１２等を認識する電
子ペンの他のコンポーネントとの間でやり取りされる全てのデータ及びコマンドを制御し
て調整することに関与する。電子ペン管理モジュール２６はまた、電子ペン処理ユニット
１６の全ての他のモジュールの実行を制御して調整することに関与し、従って、ユーザ入
力リーディングモジュール２８、ディスプレイモジュール３０、電子ペン認証モジュール
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３２、電子ペン署名登録モジュール３４及び電子ペンクロックモジュール３６等を認識す
るこのようなモジュールの各々に接続される。
【００６１】
　電子ペンメモリ１８は、第１処理ユニット１６がアクセスするメインメモリ（内部メモ
リ）を備える。好ましい実施形態では、メモリ１８はさらに、要求されたときに、センサ
手段１２によってキャプチャーされて伝達された手書きデータを保存するために二次記憶
装置（外部メモリ）を備える。
【００６２】
　好ましい実施形態では、ユーザインターフェース２２は、ユーザが指を使用してスクリ
ーン上の配置されたものとインターラクティブに通信できるマイクロタッチスクリーンか
ら構成される。しかしながら、ユーザインターフェース２２はまた、例えばマイクロキー
ボードとディスプレイとの組み合わせ等の任意の双方向通信インターフェース、又は、双
方向オーディオインターフェースからなることができる。任意には、ユーザインターフェ
ース２２は、例えば、専用装置、携帯電話、ＰＤＡ、又は、例えば、Bluetooth（登録商
標）、Ｗｉ－Ｆｉ無線ネットワーク等のような無線ネットワークを介して電子ペン１０と
無線通信できる任意の他の適当なデバイス等の、（図示しない）無線リモートキーボード
及びディスプレイデバイスを介して延長してもよい。ユーザインターフェース２２を介し
てユーザによって入力される識別情報は、国民ＩＤ番号（National ID number）と、英数
字の個人の頭文字と、パスワードとの組み合わせ等からなる。好ましい実施形態によれば
、ユーザ情報はタッチスクリーンを使用してユーザによって手動で入力されるけれども、
任意の他の代替手法を用いて入力され得ることを理解すべきである。例えば、識別情報は
、ユーザによって手書きされ、電子ペン１０のセンサ手段１２によってキャプチャーされ
てもよい。
【００６３】
　ユーザインターフェース２２は、特定の情報を表示し、そして、ユーザがスクリーン上
に表れるメッセージを介して入力するように命令されるとき、ユーザがデータを入力する
のを許可する。データがディスプレイ用ユーザインターフェースに伝達されず、電子ペン
処理ユニット１６により認証されない限りそのユーザインターフェースを介してユーザに
よって入力されたデータが処理されないという意味では、マイクロタッチスクリーンの全
てのオペレーションは、電子ペン処理ユニット１６によって安全に同期され制御される。
【００６４】
　以下により詳細に説明されるように、ユーザインターフェース２２は、ユーザのメッセ
ージ及びインストラクション（例えば、識別情報を入力するためのインストラクション）
と、所定の署名と関係付けられた固有識別子と、一時的な電子ペン１０の状態と、署名の
時間及び日付と、場合によるとエラーメッセージとを含むユーザの様々な情報を伝達する
。ユーザインターフェース２２は、ユーザによって使用され、例えば、ユーザ識別情報等
のデータを入力し、そして、リストからのオプション等を選択することに使用される。
【００６５】
　電子ペンネットワークインターフェース２４は、管理機関と関連付けられたリモートセ
キュアサーバ８０に位置付けられた他のネットワークインターフェース８４と通信するデ
ータネットワーク５０に接続するように構成された標準的な無線ネットワークインターフ
ェースである。一実施形態では、データネットワーク５０は、インターネット等の広域ネ
ットワーク（wide area network）に接続する、Bluetooth（登録商標）及びＷｉ－Ｆｉ無
線等の無線広域ネットワークを備える。この場合、電子ペン１０は完全に無線であり、無
線ローカルエリアネットワーク及び広域ネットワークを介してリモートセキュアサーバ８
０と通信する。他の実施形態では、データネットワークは、電子ペン１０とセキュアサー
バ８０との間でデータが交換される衛星データネットワークを含む。ネットワークインタ
ーフェース２４及び８４は、電子ペン１０とセキュアサーバ８０との間でデータをやり取
りするように構成されている。
【００６６】
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　図１及び図３によって示されるように、管理機関サイドでは、サーバネットワークイン
ターフェース８４と、サーバ処理ユニット８６と、サーバメモリ８８と、認証データベー
ス１１０と、署名登録データベース１１２とを備えるセキュアサーバ８０が提供される。
セキュアサーバ８０は、単一又は複数のサーバからなり、データベース１１０及び１１２
は、ローカル又はリモートでセキュアサーバ８０に接続され得る。当業者は、このような
データベース１１０及び１１２が一つの物理的データベースにグループ化され、又は、複
数の個別のデータベースに分割され得ることを理解するだろう。サーバメモリ８８は、サ
ーバ処理ユニット８６がアクセスするメインメモリ（内部メモリ）を備える。
【００６７】
　サーバ処理ユニット８６は、サーバネットワークインターフェース８４と、サーバメモ
リ８８と、認証データベース１１０と、署名登録データベース１１２とに接続する。サー
バ処理ユニット８６は、以下に定義される異なるモジュールによってセットアップされる
事前に定義されたインストラクションに従い、セキュアサーバの全ての動作を調整するこ
とに関与する。サーバ処理ユニット８６は、（図示しない）インストラクションを実行す
るためのサーバマイクロプロセッサ（マイクロコントローラ）と、サーバ管理モジュール
９０と、サーバ認証モジュール９２と、サーバ署名登録モジュール９４と、サーバクロッ
クモジュール９６と、識別子生成モジュール９８とを備える。
【００６８】
　初期段階では、電子ペン管理モジュール２６は、ディスプレイモジュール３０に命令す
る信号を送信し、ユーザが署名を登録したいかを、ユーザに質問するメッセージをユーザ
インターフェース２２上に表示する。ディスプレイモジュール３０は、ユーザインターフ
ェース２２上にそのようなメッセージの表示を進め、電子ペン管理モジュール２６へのメ
ッセージを確認する。従って、電子管理モジュール２６は、ユーザインターフェース２２
を介してユーザによって入力されるデータを読み込むように指示するユーザ入力モジュー
ル２８に信号を送信する。ユーザ入力リーディングモジュール２８は、データを読み込み
、受信すると電子ペン管理モジュール２６にデータを送信する。アンサー（answer）が肯
定的である場合、電子ペン管理モジュール２６はディスプレイモジュール３０に信号を送
信し、ユーザに認証目的で識別情報を入力するように依頼するメッセージを表示させる。
【００６９】
　ディスプレイモジュール３０は、ユーザインターフェース２２上にユーザへのメッセー
ジを表示し、そして、ユーザインターフェース２２を介してユーザによって入力されるデ
ータを読み込むことを、ユーザ入力リーディングモジュール２８に命令する。電子ペン管
理モジュール２６へのメッセージを確認して、ユーザによるデータ入力を待つ。識別情報
がユーザによって入力されると、ユーザ入力リーディングモジュール２８は電子ペン管理
モジュール２６に識別情報を送信し、電子ペン管理モジュール２６は識別情報を受信し、
ユーザを認証するために、認証リクエストを形成するインストラクションと共に電子ペン
認証モジュール３２に送信する。
【００７０】
　電子ペン認証モジュール３２は、ユーザ識別情報を備える（認証データベース１１０に
よって使用される言語、例えばＳＱＬ等に対応するデータベース言語を使用する）認証リ
クエストを形成し、そして、電子ペン管理モジュール２６からインストラクションを待つ
。認証リクエストを処理する前に、電子ペン管理モジュール２６は、電子ペンクロックモ
ジュール３６に信号を送信し、そのクロックとセキュアサーバクロックとを同期させるよ
うに指示する。
【００７１】
　（電子ペンサイドに位置付けられた）電子ペンクロックモジュール３６は、クロック同
期リクエストを（セキュアサーバサイドに位置付けられた）サーバクロックモジュール９
６に、データネットワーク５０を介して送信する。クロック同期処理は、２つのモジュー
ル３６と９６との間で実行される。この処理は、任意の公知のクロック同期処理を使用し
て実行され得る。本目的は、セキュアサーバのクロックと電子ペンのクロックを同期させ
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て、両サイド１０と８０に対して同じ日付及び時刻をセットアップすることである。クロ
ックが同期されると、電子ペンクロックモジュール３６は電子ペン管理モジュール２６に
成功したクロック同期の識別子と共に信号を送信する。
【００７２】
　当業者は、ユーザの時刻及び位置を把握するために、ＧＰＳチップが、ＧＰＳチップは
電子ペンの位置を位置付けることができ、その位置により決まる時刻及び日付を決定する
ことができる電子ペン内に含まれ得ることを理解するだろう。チップは、例えば、電子ペ
ンはタイムゾーンが月曜日であるゾーンに位置付けられ、サーバはタイムゾーンがまだ日
曜日の夜である他の場所に位置付けられているとき、タイムゾーンでの違いを考慮するだ
ろう。
【００７３】
　そして、電子管理モジュール２６は、電子ペン認証モジュール３２に信号を送信して、
認証処理を開始するように指示する。電子ペン認証モジュール３２は次に進み、データネ
ットワーク５０を介して認証リクエストをセキュアサーバ８０に送信する。認証リクエス
トは、サーバ管理モジュール９０によって受信され、サーバ管理モジュール９０はリクエ
ストを受信すると、そのリクエストを認証データベース１１０に問い合わせるインストラ
クションと共にサーバ認証モジュール９２に送信する。サーバ認証モジュール９２は、認
証リクエストに埋め込まれた識別情報を使用して認証データベース１１０に問い合わせる
。サーバ認証モジュール９２は、成功又は不成功の認証の識別子を備える認証レスポンス
をサーバ管理モジュール９０に送信する。
【００７４】
　サーバ管理モジュール９０は、サーバ認証モジュール９２から認証レスポンスを受信す
る。不成功認証の場合、サーバ管理モジュール９０は、データネットワーク５０を介して
、不成功認証の識別子を（電子ペンサイドで）電子ペン認証モジュール３２に送信する。
電子ペン認証モジュール３２は電子ペン管理モジュール２６に認証不成功信号を送信し、
電子管理モジュール２６は、ユーザインターフェース２２を介して、ディスプレイモジュ
ール３０に命令してユーザに不成功認証メッセージ表示させる。
【００７５】
　成功認証の場合、サーバ管理モジュール９０は、サーバクロックモジュール９６と通信
し、ユーザ認証の時刻及び日付と見做される現実の日付及び時刻を獲得する。サーバ管理
モジュール９０は、ユーザと関連付けられたサーバメモリ８８の一時的な認証日付及び時
刻を保存する。次に、サーバ管理モジュール９０は、所定のユーザに固有の暗号化コード
を生成し、生成された暗号化コードと共に成功認証の識別子を備える信号を電子ペン認証
モジュール３２に送信する。電子ペン１０は、暗号化コードを使用し、ユーザに関連する
セキュアサーバ８０に送信される全てのサブシーケンスメッセージを暗号化する。
【００７６】
　電子ペン認証モジュール３２は、暗号化コードと共に成功認証の識別子を電子ペン管理
モジュール２８に送信する。電子ペン管理モジュール２８はディスプレイモジュール３０
に命令し、電子ペン１０を使用して管理文書に署名を書くことをユーザに命令するメッセ
ージと共に成功認証のメッセージをユーザに表示する。
【００７７】
　次に、電子管理モジュール２６は、ユーザの署名を読み込むように指示する信号を電子
ペン署名登録モジュール３４に送信する。電子ペン署名登録モジュール３４はセンサ手段
に命令し、ボールポイント１４の動きを検出し、ユーザの署名をキャプチャーする。電子
ペン署名登録モジュール３４は、ユーザによって手書きされた署名を受信し、電子ペンク
ロックモジュール３６と通信して、署名の日付と時刻と見做される現実の日付と時刻を受
信する電子ペン管理モジュール２６への署名を確認する。電子ペン管理モジュールは、署
名がキャプチャーされた日付と時刻の識別子と共に署名が成功してキャプチャーされたこ
との識別子を備える信号をディスプレイモジュールに送信し、ユーザに命令して署名され
た管理文書上の日付及び時刻を表示させる。
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【００７８】
　電子ペン管理モジュール２６は、暗号化コードを電子ペン署名登録モジュール３４に送
信し、電子ペン署名登録モジュール３４に命令してリモートセキュアサーバ８０でキャプ
チャーされた署名を登録する。電子ペン署名登録モジュール３４は、暗号化コードを使用
してキャプチャーされた署名を暗号化し、データネットワーク５０を介してセキュアサー
バ８０に暗号化したキャプチャーされた署名を含む署名登録リクエストを送信する。
【００７９】
　サーバ管理モジュール９０は署名登録リクエストを受信する。署名登録リクエストを受
信すると、最初に、サーバ管理モジュール９０は、識別子生成モジュール９８と通信し、
受信した署名にマップされるために固有署名識別子を生成することを要求する。次に、サ
ーバ管理モジュール９０は、暗号化コードを使用して受信した署名を復号し、サーバクロ
ックモジュール９６と通信して署名登録日付及び時刻と見做された現実の日付及び時刻を
取得し、サーバメモリ８８から認証日付及び時刻を抽出し、そして、サーバ署名登録モジ
ュール９０に、固有署名識別子、認証、及び署名登録の日付・時刻と共に署名を送信して
、対応する情報と共に署名を登録するように指示する。
【００８０】
　好ましくは、固有署名識別子は、英数字コードからなる。識別子生成モジュール９８は
、
例えば生成された識別子が固有であり、任意の過去又は未来に生成される署名識別子と異
なるような任意の適当なアルゴリズムに従って、固有署名識別子を生成する。好ましくは
、全ての生成された識別子は、内部データベースに保存される。このようなデータベース
は、新規に署名識別子が生成されると自動的に毎回問い合わせされ、新しい署名識別子が
過去に他の署名に割り当てられなかったことを確認する。
【００８１】
　サーバ署名登録モジュール９４は、固有署名識別子、認証日付・時刻、及び、ユーザと
関連付けられた署名登録データベース１２２中の署名登録日付・時刻と共に署名を保存す
る。このようなオペレーションが成功して終了すると、サーバ署名登録モジュール９４は
、サーバ管理モジュール９０に、このようなオペレーションを確認する信号を送信し、サ
ーバ管理モジュール９０は、固有署名識別子と共に成功した署名登録の識別子を電子ペン
１０に送信する。
【００８２】
　電子ペン署名登録モジュール３４は、信号を受信し、固有署名識別子を備える電子ペン
管理モジュール２６に確認信号を送信する。電子ペン管理モジュール２６は、ディスプレ
イモジュール３０に固有署名識別子を送信し、ディスプレイモジュール３０はユーザに固
有署名識別子をユーザインターフェース２２に表示し、かつ好ましくは管理文書に表示さ
れて固有署名識別子に気付くように指示するメッセージをユーザに対して表示するように
指示する。さらにセキュリティのために、固有署名識別子は、ユーザに代えて、ユーザと
関連付けられた独立の個人のデバイス、例えば携帯電話又はＰＤＡ等に伝達され得ること
に留意すべきである。
【００８３】
　オペレーションが終了した後、結果は以下のとおりである。ユーザエンドから、管理文
書が電子ペン１０を使用してユーザによって署名された。管理文書は、ユーザの手書き署
名と、固有署名識別子と、ユーザインターフェースを使用してユーザに伝達された署名の
日付及び時刻とを含む。管理機関エンドから、ユーザの署名と、固有署名識別子と、認証
の日付及び時刻と、署名登録の日付及び時刻とが、ユーザと関連付けられた署名登録デー
タベース１１２に保存される。
【００８４】
　署名登録データベース１１２は、管理機関と関連する少なくとも１つのコンピュータタ
ーミナルに接続される。管理機関がユーザによって署名された管理文書を受信すると、管
理機関の職員は署名の認証を進める。そのようにするために、職員は、管理文書に表され
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た固有署名識別子を使用して署名登録データベース１１２に問い合わせる。固有署名識別
子がデータベース１１２に存在しない場合、職員は署名が認証されていないと判断を下す
ことができる。固有署名識別子が存在する場合、職員はデータベース１１２に保存された
対応する手書き署名を抽出し、管理文書に表れる署名と同じ（又は署名をキャプチャーし
ている間で精度の損失と実質的に同じ）であるかを検証する。
【００８５】
　この検証は実行するのが容易であり、２つの署名が同じである（かつ類似ではない）場
合にのみ職員が認証された署名であると判断を下せるので細かい人間の判断を要求しない
。安全性を補強するために、職員はまた、管理文書に表れる署名の日付及び時刻が正当で
あるかを検証する。そのようにするために、職員は、管理文書に表れる日付及び時刻と、
認証日付及び時刻と、固有署名識別子と関連付けられた署名登録データベース１１２に保
存された署名登録の日付及び時刻とを比較する。実際、管理文書に表れる署名の日付及び
時刻は、ユーザが認証された時間（認証日付及び時刻）から始まり、署名がデータベース
１１２に登録されたとき（署名登録日付及び時刻）に終了するタイムフレーム内にある。
このような場合であれば、職員は認証された署名であると判断を下す。
【００８６】
　オプションとして、電子ペンユーザはまた、署名に対して特定の時間を有効期限として
特定することができ、特定日付後、署名は受領されない。署名はまた、特定日付又は時刻
前に受領されなくともよい。
【００８７】
　好ましい実施形態では、署名が認証されると、職員は所定の固有署名識別子と関連する
文書が検証され処理されたという表示をデータベースに保存する。職員はその上、文書の
要約を準備し、要約を固有署名識別子と関連する署名登録データベース１１２内に保存す
る。これにより、管理機関が固有署名識別子と関連する全ての処理オペレーションの経過
を追うことができる。
【００８８】
　各固有署名識別子は唯一の文書にマップされ、管理機関は、無関係の文書と関連する同
じ署名及び固有署名識別子を使用しようとする後の不正行為を無効にすることができる。
不正目的を有する関係者がセンサを使用して署名により生成した信号を記録し、そして記
録された信号を使用して不正署名を生成するとき、このようなことが起きる可能がある。
また、不正な関係者が文書から署名データを削除又はコピーし、無関係な文書に署名デー
タを加えるとき、このようなことは起きる可能性がある。同じ固有署名識別子を持つ１以
上の文書が処理のために管理機関に示される場合、システムは複製物を追跡し、管理機関
は不正行為を無効にする。
【００８９】
（Ｂ－停止条件に従う署名登録）
　本発明のさらなる実施形態によれば、サーバ処理ユニット８６はさらに、停止条件デー
タベース１１４に接続する停止条件検証モジュール９３を備える。サーバ管理モジュール
９０は、停止条件検証モジュール９３に接続される。停止条件データベース１１４は、事
前登録されたユーザと関連付けられた停止条件を保存し、要求されたときにこれらの条件
の問合せをできるように構成されている（図３参照）。
【００９０】
　停止条件は、署名が署名登録データベース１１２内部に登録され得る前に、充足するこ
とが要求されるイベント、状況又はアクションとして定義される。要求されるイベント、
状況又はアクションは、停止条件データベース１１４内部に、（イベント、状況又はアク
ションが起きることを前提として）積極的に（positively）、又は（イベント、状況又は
アクションが起きないことを前提として）消極的に（negatively）、記載される。停止条
件は、例えば署名ユーザ、管理機関及び政府のような事前に定義された権限が与えられた
人によって、停止条件データベース１１４内部に定義され保存され得る。従って、事前に
登録された各ユーザに関連して、１以上の停止条件が停止条件データベース１１４内部に
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定義され保存され得る。
【００９１】
　署名が、電子ペン１０によって送信され、サーバ管理モジュール９０によって受信され
ると、サーバ管理モジュール９０ははじめに、停止条件が所定ユーザと関連して定義され
ているかを検証するために、停止条件検証モジュール９３を介して停止条件データベース
１１４に問い合わせる。停止条件が定義されていなかった場合、サーバ管理モジュール９
０は、署名登録データベース１１２内部に保存するために署名をサーバ署名登録モジュー
ル９４に送信することを実施し、そして、サーバ管理モジュール９０は、上述の処理に従
い、ユーザに署名識別子を送信することを実施する。しかしながら、停止条件が定義され
ている場合、サーバ管理モジュール９０ははじめに、署名登録データベース１１２内部に
登録するために署名を送信する前に停止条件が適合することを確認し、残りの処理が実施
される。
【００９２】
　停止条件は、署名を登録する直前に、セキュアサーバ８０によって実行されるアクショ
ンから構成される。例えば、（ユーザの携帯電話で）ユーザにＳＭＳメッセージを送信し
、ユーザが実際に登録処理を実行する人であることを確認するリターンＳＭＳメッセージ
を受信する。これは、ユーザを認証するために補助的なセキュリティ対策として見られ得
る。
【００９３】
　停止条件はまた、登録用に署名を送信できるために、セキュアサーバ８０による任意の
事前アクションと独立して起きる必要がある、総合的に独立な状況又はイベントから構成
され得る。例えば、ユーザは少なくとも１８才でなければならない。
【００９４】
　停止条件は他のユーザを排除してあるユーザと関連して定義され得るので、セキュアサ
ーバ８０がユーザから署名登録リクエストを受信するたびに、停止条件データベース１１
４に問い合わせるのは非効率である。このような非効率の解決として、認証データベース
１１０は各ユーザに対して、関連する停止条件が存在する場合の識別子と、停止条件デー
タベースが複数存在し得る場合は、停止条件が定義されるデータベース識別とを、保持す
るように構成されることができる。データベース識別は、記録された停止条件を取り出す
ために、認識された停止条件データベースと通信するサーバ管理モジュール９０に伝達さ
れる。
【００９５】
　当業者は、停止条件データベース１１４が、署名登録データベース１１２と認証データ
ベース１１０の一方及び／又は他方と一つの物理的データベースにグループ化されるか、
あるいは複数の個別のデータベースに分割され得ることを理解するだろう。当業者はまた
、サーバ管理モジュール９０が停止条件データベース１１４にローカルに接続されるか、
あるいはデータネットワークを介して停止条件データベース１１４にリモートで接続され
得ることを理解するだろう。好ましい実施形態では、停止条件データベース１１４に事前
登録されたユーザが認証データベース１１０に事前登録されたユーザと同じであり、そし
て、ユーザは同じ識別情報を使用して両データベース（停止条件データベース１１４及び
認証データベース１１０）で認識され得る。しかしながら、当業者は、これらのデータベ
ースが事前登録されたユーザの正確な写しを有さない可能性があり、及び／又は、このユ
ーザを識別するために同じ識別情報を有さない可能性があるということを理解するだろう
。
【００９６】
（ｉ）小切手に署名するための特定のアプリケーション
　小切手に署名して処理することが、上述した実施形態の特定のアプリケーションとして
明細書に示される。本アプリケーションとして、署名を条件とする文書は小切手であり、
停止条件は署名される小切手の金額を支払う銀行口座の十分な資金を使用できることから
構成される。この観点で、ユーザ認証が成功した後、ユーザは、電子ペンのタッチスクリ
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ーンを使用して、ユーザが署名することを望む小切手の値を特定すべきである。その値は
、ユーザと関連付けられて定義された停止条件について停止条件検証モジュール９３を介
して停止条件データベース１１４にはじめに問い合わせるサーバ管理モジュール９０に送
信される。この特定の場合、停止条件データベース１１４はユーザが使用できる資金量を
備える。ユーザが１以上の銀行口座を有する場合、ある実施形態では、ユーザは電子ペン
のユーザインターフェースを使用して希望する銀行口座を識別することができる。他の実
施形態では、個別の各銀行口座用に個別の電子ペンを提供し、電子ペンは特定の銀行口座
と関連付けられて機能するように構成される。
【００９７】
　ユーザによって署名される小切手の金額が停止条件データベース１１４で示される使用
できる資金の金額より低い、又は同じである場合、サーバ管理モジュール９０はユーザに
ポジティブな信号を送信し、そして、署名登録データベース１１２内部に署名を登録し、
固有署名識別子をユーザに送信する。そして、サーバ管理モジュール９０は、インストラ
クションと共に停止条件検証モジュール９３に信号を送信し、ユーザによって署名された
小切手の金額を考慮して停止条件データベース１１４に示された十分な資金の金額をアッ
プデートする。任意のアプリケーションとして、サーバ管理モジュール９０は、小切手の
金額と、小切手を保証するために金融機関のユーザ識別とを備える保証リクエストを送信
する。金融機関は、ユーザの銀行口座内のお金を凍結することによって小切手を保証する
。これは、小切手保証のための自動処理として見られ得る。
【００９８】
　ユーザによって署名された小切手の金額が停止条件データベース１１４内部で示される
利用できる資金の金額を上回る場合、停止条件は適合しないと考えられ、サーバ管理モジ
ュール９０は失敗信号（failure signal）をユーザに送信し、署名登録データベース１１
２内部に署名を登録すること（及び、当然任意の固有署名識別子を生成すること）をやめ
る。
【００９９】
　この特定のアプリケーションは、金融領域、特に十分な蓄えなく小切手に署名すること
が刑事犯罪として考えられる国において、非常に有益である。（固有署名識別子を有し、
かつ登録された署名を取得するために）ユーザが小切手に書いた金額よりも小さな金額を
システムに記述することによって、ユーザが認証システムを欺き、かつユーザの共同契約
者（小切手の受取人）をだまそうと企てる場合、この点はユーザの共同契約者をだまそう
とする故意の明白な証拠として考えられる。
【０１００】
（ｉｉ）被後見人（unemancipated persons）によって契約に署名するための特定のアプ
リケーション
　被後見人（例えば未成年及び無能力者等）によって契約に署名し処理することは、上述
した実施形態の他の特定のアプリケーションである。本発明によれば、停止条件は、被後
見人の法定後見人の事前承諾を取得することからなる。実際、最も多くの管轄において、
法定後見人の事前承諾が契約の署名の前に得られない限り、被後見人によって署名された
ある種の契約は、法的強制力がない。
【０１０１】
　この観点において、ユーザの認証処理の間、サーバ管理モジュール９０は、問題のユー
ザが後見されていないかどうか確認する。これは、認証データベース１１０、又はユーザ
認証の間又はユーザ認証の後にサーバ管理モジュールによって問い合わせられる任意の他
のデータベースにおいて、この趣旨で表示を保存することによって行われる。従って、関
連する停止条件が適合しない限り、サーバ管理モジュール９０は、被後見人によって起動
された任意の署名登録リクエストを拒絶する。これは、停止条件検証モジュール９３を介
して停止条件データベース１１４に問い合せることによって実行される。
【０１０２】
　被後見人であるユーザによって契約された金額（契約額）が、事前に決められた金額を
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超える場合、及び／又は、例えば食料及びシェルター等の不可欠なニーズの購入に関連し
ない場合、停止条件は、所定の法定後見人の事前承諾を得る形式で保存され得る。このよ
うな場合、サーバ管理モジュール９０は、署名を登録する前に事前承諾を得るために、停
止条件データベース１１４内部で識別される法定後見人と通信する。承諾がサーバ管理モ
ジュール９０によって得られると、サーバ管理モジュール９０は、ユーザに固有署名識別
子を送り、署名登録データベース１１２内部の署名の取得及び登録へと進む。サーバ管理
モジュールは、後見人の承諾の記録を、好ましくは署名登録データベース１１２に被後見
人の署名と共に維持する。
【０１０３】
　後見人との通信は、任意の事前設定された通信媒体、例えば電子メール又はＳＭＳメッ
セージ等を使用して実行され得る。法定後見人との通信プロセスは、サーバ管理モジュー
ル９０によって起動され、データネットワーク５０を介して実行される。データネットワ
ーク５０は、インターネット、無線電話ネットワーク、又は、電子ペンを有さない第三者
と通信するのに適した任意の他のデータネットワークを備えることができる。
【０１０４】
　被後見人であるユーザの場合のように、法定後見人が電子ペン１０を有するときは、後
見人の電子ペン１０の識別子（例えばＭａｃアドレス）は、サーバ管理モジュール９０に
よって識別子を読み込み、承諾リクエストを直接対応する電子ペンに送信するために、停
止条件データベース１１４内部に記録を維持される。そして、法定後見人は、電子ペンユ
ーザインターフェース２２を介して、（リクエストを承認又は拒否することによって）承
諾リクエストに応答することができる。この観点において、サーバ管理モジュール９０は
、契約固有識別子と、承認される契約の数及び性質を備える承諾リクエストとを生成する
。そして、このような情報は、自身が所持する電子ペンを介して後見人に送信される。後
見人は、契約を承認又は拒否することによって承諾リクエストに応答する。そして、承諾
応答はサーバ管理モジュール９０によって受信され、かつ、契約が後見人によって承認さ
れる場合、承諾は署名登録データベース１１２内部に被後見人の署名と共に登録される。
【０１０５】
　停止条件データベース１１４はまた、被後見人であるユーザが契約する権利を有する事
前承諾した人のリストを保存することができる。事前承諾した人の例は、家主であっても
よい。
【０１０６】
　当業者は、被後見人であるユーザに契約に署名することを認める前に、承諾の問い合わ
せを実行するために、サーバ管理モジュール９０がユーザから任意の適当な情報を要求す
るように構成され得ることを理解するだろう。
【０１０７】
（Ｃ－解除条件を条件にした署名登録）
　本発明の好ましい実施形態によれば、図３に示されるように、解除条件データベース１
１６に接続する解除条件検証モジュール９５が提供される。
【０１０８】
　解除条件データベース１１６は、既にキャプチャーされ（署名され）、かつ署名登録デ
ータベース１１２内部に登録された署名（又は文書）と関連付けられた条件を保存するよ
うに構成される。解除条件データベース１１６は、要求されると、このような条件を問い
合わせることができるように構成される。
【０１０９】
　解除条件は、解除条件が文書の処理期間で起きる（起きない）場合に、署名（文書）の
効力を終了させる、イベント、状況又はアクションとして定義される。要求されるイベン
ト、状況又はアクションは、署名（文書）の効力を終了させるために、解除条件データベ
ース１１６内部に、（イベント、状況又はアクションが起きることを前提として）積極的
に、又は（イベント、状況又はアクションが起きないことを前提として）消極的に（nega
tively）、記載される。解除条件は、例えばユーザ、管理機関又は政府のような事前に定
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義された権限が与えられた人によって、解除条件データベース１１６内部に定義され保存
され得る。従って、所定の文書に関連して登録された各署名に対して、１以上の条件シー
ケンスが関連付けられる解除条件データベース１１６内部に定義され保存され得る。
【０１１０】
　停止条件が事前に適合しなかった限り、署名が署名登録データベース１１２内部の登録
されない停止条件を条件とする署名登録とは異なり、解除条件を条件とする署名登録の場
合、署名は署名登録データベース１１２内部に登録されるが、文書の処理期間の前に起き
る（又は起きない）解除条件にマップされるその特定時間で署名は有効であると考えられ
る。
【０１１１】
　解除条件にマップされる文書の処理方法は、以下のように説明され得る。第１ステップ
として、署名は上述した手書き署名を認証するプロセス及びシステムに従って認証される
。第２ステップとして、解除条件データベース１１６は、任意の解除条件が署名（文書）
にマップされているかを見つけるために、問い合わされる。マップされている場合、第３
ステップは、解除条件が所定時間で適合したかどうか検証することから構成される。解除
条件が適合しなかった場合、従って署名の有効性が所定時間で落ち、文書の処理が拒否さ
れる。条件が既に適合した場合、従って署名が有効であると考えられ、文書は処理のため
に受け入れられる。
【０１１２】
　当業者は、解除条件データベース１１６が、署名登録データベース１１２と認証データ
ベース１１０と停止条件データベース１１４の一方及び／又は他方と一つの物理的データ
ベースにグループ化されるか、あるいは複数の個別のデータベースに分割され得ることを
理解するだろう。当業者はまた、解除条件検証モジュール９５がサーバ管理モジュール９
０に接続されるか、あるいは、全体的にサーバ管理モジュール９０と接続されずに、サー
バ管理モジュール９０と無関係に管理され得ることを理解するだろう。好ましい実施形態
では、解除条件１１６で事前登録されたユーザは、認証データベース１１０及び停止条件
データベース１１４に登録されたユーザと同じであり、ユーザは同じ識別情報を使用して
全てのデータベース（解除条件データベース１１６、停止条件データベース１１４及び認
証データベース１１０）で識別される。しかしながら、当業者は、これらのデータベース
が事前登録されたユーザの正確な写しを有さない可能性があり、及び／又は、このユーザ
を識別するために同じ識別情報を有さない可能性があるということを理解するだろう。
【０１１３】
（ｉ）署名有効期限を特定するための特定のアプリケーション
　上記実施形態の特定のアプリケーションとして、署名した文書を特定の有効期限にマッ
プし、有効期限の後、文書は有効ではなくなり、無効であると考えられる。この場合、署
名は、有効期限に到達するまで、有効のままである。有効期限前に文書が処理されない場
合、無効になる。
【０１１４】
　この特定のアプリケーションを説明するために、ユーザが第三者に小切手に署名する準
備ができているが、小切手が現金に換えられ得る期間内での遅延に制限を加えることを要
求するというシナリオを取り上げる。そうするために、ユーザは小切手に署名し、署名登
録への解除条件として特定の有効期限を小切手にマップすることができる。そして、有効
期限は、キャプチャーした署名と関連して解除条件データベース１１６内部に保存される
。有効期限満了後、受取人が小切手を預け入れる場合、金融機関によって拒否される。こ
れは、例えばユーザが特定日前に承諾の条件付きの清算の申し込みをするのに有益である
。この場合、ユーザは清算のために小切手を発行することができるが、特定の有効期限を
設けて期限後は小切手を現金に換金されることはできない。
【０１１５】
　他のシナリオは、ユーザが所定の通貨（例えばＵＳドル）で小切手を供給し、他の通貨
（例えばユーロ）で支払うものである。小切手の金額は一般的に、小切手が作成された日
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付の通貨換金レートに従って計算される。受取人は、小切手を現金に換金する前にあまり
に長期間待つ場合、受取人は、換金レートの違いから過度な追加支払いという利益を得る
。この点の解決策は、ユーザに対して、有効期限後は小切手が有効ではなくなる有効期限
を特定することである。この場合、受取人は、有効期限前に小切手を現金に換金しなけれ
ばならず、そうしなければ、新しい金額を交渉するためにユーザに戻されなければならな
い。
【０１１６】
（ｉｉ）現在の換金レートの上限を特定するための特定のアプリケーション
　本実施形態の別の特定のアプリケーションは、解除条件として、現在の換金レートの上
限を署名した小切手にマップすることである。この場合、システムは署名登録データベー
ス１１２内部にユーザの署名を登録するが、解除条件として、署名に換金レートの上限を
関連付ける。実際の現在の換金レートがユーザによって特定された上限を下回るとき、小
切手は有効であると考えられ、そして、現在の換金レートが特定された上限を超えたとき
、小切手は無効であると考えられる。このアプリケーションでは、ユーザに対して小切手
を無効にして新しい小切手を発行する必要なく、小切手の有効性が、現在の換金レートの
関数として時間によって変えることができる。受取人は、金融機関で小切手を預け入れる
とき、金融機関は現在の換金レートの上限が違反しないかを検証し、違反する場合は小切
手を現金に換金することを拒否し、そして、特定された上限が尊重されるように、現在の
換金レートが変化するまで待つことを、受取人に勧める。受取人が待ちたくない場合、受
取人は新しい金額をユーザと交渉する。
【０１１７】
（ｉｉｉ）第三者の承認を得るための特定のアプリケーション
　本実施形態のさらなる特定のアプリケーションは、第三者の事前承認の条件付きの小切
手を発行する。この特定のアプリケーションは、ユーザが受取人によって所定のアクショ
ンの事前遂行を条件とする小切手を発行することを望み、受取人が所定のアクションを実
行するならば確実に支払いを受けたい場合に、有益である。この場合、第三者が仲介者（
又は媒介者）として契約当事者によって選定され、第三者は所定のアクションが実行され
たかを検証し、アクションが効果的に実行された場合に小切手を現金に換金することを承
認する。第１の国に位置付けられた第１の関係者が第２の国に位置付けられた第２の関係
者から商品を注文する国際貿易では、しばしばこのような種類の契約を条件とする。この
場合、仲介者は通常、出荷商品が当事者によって署名された契約に従っているが指示する
ことを当事者により委託され、契約に従っている場合は、同意した金額を送金するために
、仲介者は指示を金融機関に与える。
【０１１８】
　本発明によれば、ユーザは、ポジティブな信号が事前に決められた第三者（例えば仲介
者）から受信されるまで、小切手の有効性を一時停止する解除条件にマップされた小切手
を発行することができる。受取人は小切手を預け入れるとき、金融機関は、小切手が解除
条件にマップされることを明らかにし、第三者が解除条件データベース１１６内部に自分
の承認を登録したことを知ることにより、解除条件が適合したかを検証することができる
。この場合、小切手は、処理されて現金に換金される。さもなければ、小切手は、金融機
関によって拒否される。
【０１１９】
　好ましい実施形態では、停止条件データベース１１４及び解除条件データベース１１６
は、リモートでアクセスし、事前に権限が与えられた人によってデータベース１１４及び
１１６をアップデートすることを認めるＷｅｂサイト１１８を介してアクセスできる。任
意の事前登録されたユーザは、新しい条件を追加し、かつ事前に追加された停止条件又は
解除条件を修正又は無効にするために、Ｗｅｂサイト１１８を使用することができる。
【０１２０】
（ｉｖ）特定の使用回数を特定するための特定のアプリケーション
　ある場合では、署名された文書（又は所定のキャプチャーされた署名）が一回だけ処理
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可能であると特定することは有益である。言い換えれば、文書（又は署名）は、第１回目
の処理された後は、有効ではなくなる。実際、詐欺行為を行う人が文書上に手書きされた
署名を写すことができ、署名の不正な写しを有する他の文書を形成する。このような状況
を回避するために、文書に署名する一方、ユーザは、使用回数が一回に制限されることを
特定できる。この場合、文書が一度処理されると、文書が既に処理されたことを示す記録
が解除条件１１６内部に保存される。不正な関係者が複写された署名と共に不正なドキュ
メントを処理するように企てた場合、解除条件データベース１１６に問い合わせることに
より、システムは不正企てを無効にすることができる。
【０１２１】
（Ｄ－署名登録：複数ユーザ）
　本発明のさらなる実施態様として、図４Ｃで説明されるように、同じ文書に関連して複
数のユーザによって手書きされた署名を登録する方法が提供される。本方法は、ａ）複数
の契約ユーザによって文書に署名するリクエストを受信し（２４０）；ｂ）契約ユーザの
数及び身元を受信し（２４２）；ｃ）署名される文書に関連する文書識別子を生成し（２
４４）；ｄ）契約ユーザの各人に文書識別子と共に文書に署名する招待を送信し（２４６
）；ｅ）署名前に契約ユーザに文書コンテンツへのアクセスを提供し（２４８）；ｆ）各
ユーザに対してそれぞれの電子ペンを使用してキャプチャーされた文書と関連付けられた
手書き署名を受信し（２５０）；ｇ）文書とユーザの各人とに関連する署名登録データベ
ース内部に手書き署名を登録する（２５２）ことを備える。
【０１２２】
　一般に、複数の契約ユーザによって文書に署名するプロセスを起動するのは、電子ペン
を有するユーザであり、当該ユーザが文書の署名に招待したいと思う、契約ユーザの数及
び契約ユーザの身元を特定する。電子ペン１０は、文書識別子（以後、「文書ＩＤ（docu
ment ID）」と称する）を生成するセキュアサーバ８０にリクエストを送信する。セキュ
アサーバ８０は、特定した契約ユーザの各人に文書ＩＤと共に文書に署名する招待を送信
する。文書のコピーが署名登録データベース１１２内部に保存されている場所に、セキュ
アサーバは、このような特定したユーザに、データベースに保存された文書にアクセスす
るアクセス権限を与える。このユーザは、文書コンテンツを検証するために、文書を閲覧
するＷｅｂサイト１１８を介してデータベース１１２にアクセスすることができる。そし
て、ユーザは自分の電子ペン１０を使用して文書に署名することができる。ユーザによっ
て手書きされた署名は、手書き署名を受信し、文書と関連して署名登録データベース１１
２内部に手書き署名を登録するセキュアサーバ８０に伝達される。本アプリケーションは
、契約ユーザ間の各人が事前登録されたユーザであり、電子ペン１０を所持している場合
に、実行されることができる。
【０１２３】
　契約ユーザが同じ時間で同じ物理的位置に位置付けられている場合、契約ユーザ間の各
人は電子ペンを使用して自分の順番で文書に署名することができる。契約ユーザが異なる
物理的位置に位置付けられる場合、文書は署名を受信するために契約ユーザに物理的に郵
送されることができる。このような場合、全ての契約ユーザは同じ物理的文書（physical
 document）に署名する。
【０１２４】
　各ユーザの処理は、はじめに電子ペンを使用してユーザ自身を認証し、次に電子ペンを
使用して文書ＩＤを入力し、文書に署名するだろう。署名は自動的に電子ペンによってキ
ャプチャーされ、署名登録データベース１１２に送信され、文書ＩＤと関連付けられて保
存される。そして、署名登録データベース１１２は、数人のユーザによって書かれた幾つ
かの署名にマップされる文書ＩＤを保存する。
【０１２５】
　本アプリケーションまた、契約ユーザが異なる物理的位置に存在するときに、一の物理
的位置から他の物理的位置まで署名された物理的文書を物理的に送信することを必要とせ
ずに、機能するように構成される。これは、ユーザらにアクセス可能なデータベースに文
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書のコピーを保存することによって行われる。データベースは、署名登録データベース１
１０、又は独立のセキュアデータベースであってもよい。そして、契約ユーザ間の各人は
、署名をはじめる前に、自分の意図を反映させることを確実にするために、保存した文書
にアクセスすることができる。これは、例えば、データベースに接続されるＷｅｂサイト
１１８を介して行われる。各ユーザは、電子ペンを使用して文書ＩＤを入力し、サーバ管
理モジュール９０によって受信され、所定の文書と関連して署名登録データベース１１０
内部に保存される、署名を開始する。このユーザは文書に関連しない任意のペーパー上に
署名することができることを、理解すべきである。重要なことは、ユーザ認識の後に署名
され、特定の文書にセッションを割り当てることである。もちろん、契約を生成するもの
は、契約に含まれない秘書、弁護士、又はデータベースに契約を保存する権限を与えられ
た人である。
【０１２６】
　好ましい実施形態では、図２で説明されるように、電子ペン処理ユニット１６は、複数
のユーザによって文書に署名する処理を起動するために電子ペン管理モジュール２６に接
続されるマルチプル署名開始モジュール３７を備える。ユーザインターフェース２２は、
ユーザが複数のユーザによって文書に署名する処理を起動するインストラクトを提供する
ことができるように構成される。これは、例えばユーザインターフェース２２に表示され
るメニューを使用して行われることができる。
【０１２７】
　このインストラクトは、このようなインストラクションの指示と共に信号を電子ペン管
理モジュール２６に送信するユーザ入力リーディングモジュール２８によってキャプチャ
ーされる。電子ペン管理モジュール２６は、適当なプロセスを起動するために、マルチプ
ル署名開始モジュール３７に信号を送信する。マルチプル署名開始モジュール３７ははじ
めに、文書に署名することを招待したいユーザの身元を特定するために、第１ユーザに（
ユーザインターフェース２２を介して）リクエストを送信する。ユーザインターフェース
２２は、ユーザにユーザの身元を特定することを認めるように構成される。
【０１２８】
　マルチプル署名開始モジュール３７は、このようなユーザの身元を受信し、各ユーザに
対してデータネットワーク５０を介して署名招待（signature invitation）を送信する。
好ましい実施形態では、招待は、ユーザそれぞれの電子ペン１０を通じて他のユーザに送
信され、そして、メッセージがそれぞれのユーザインターフェース２２に表れる。そして
、ユーザは、電子ペン１０を使用して招待を受け取り、文書が保存されているデータベー
スにアクセスすることによって（例えばＷｅｂサイト１１８を通じて行うことができる）
、文書のコンテンツを検証することができ、そして文書への署名を開始する。当業者は、
それぞれの電子ペン１０を介して、又は例えば携帯電話や電子メール等の任意の他の通信
デバイスを介して、招待が署名されるべき文書ＩＤと共にこのようなユーザに送信される
ことを理解するだろう。招待が電子ペン１０以外の他の通信デバイスを使用して送信され
ると、招待されたユーザは自分の電子ペン１０を使用し、署名が加えられる関連する文書
ＩＤを特定すべきである。ユーザインターフェース２２及びマルチプル署名開始モジュー
ル３７はそのような機能を可能になるように構成されている。
【０１２９】
（Ｅ－電子ペンの追跡及び位置確認）
　本発明の他の実施形態では、電子ペンはさらに電子ペンの位置を追跡するＧＰＳモジュ
ールを備え、セキュアサーバはさらに位置検証モジュールを備える。実際、署名登録シス
テム（及び認証システム）をさらに保護するために、ユーザは、電子ペンを使用して管理
文書に署名することを見越し、１以上の位置に事前登録することができる。このような物
理的位置は、電子ペンが使用される所定の物理的領域の境界を定める物理座標から構成さ
れることができる。管理機関は、認証データベースにこのような情報を保存し、認証処理
の間、セキュアサーバは電子ペンの位置を追跡して、電子ペンの位置と登録された物理的
位置とを比較する。電子ペンがデータベースに登録された物理位置の外部に位置付けられ
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る場合、セキュアサーバは、そのプロセスでさらに進むことなく認証リクエストを拒否す
る。
【０１３０】
　例えば、アーメド・サレはカナダのケベック州内で働く弁理士であり、自分の銀行、カ
ナダロイヤル銀行によって提供される文書に加えられる手書き署名を登録（及び認証）す
るシステムを使用したいと考えている。アーメド・サレは、電子ペンが自分の勤務場所の
物理的範囲の外部に位置付けられている間に実行される認証リクエストを、システムが拒
否することを要求する。彼は、ＲＢＣに、認証データベースに自分のオフィスのＧＰＳ座
標（例えば、45:30:05N, 73:34:27W）を登録することを依頼できる。アーメドが電子ペン
を使用して管理文書に署名すると、本システムは上述したようにユーザ（アーメド）を認
証することによって開始する。認証処理の間、本システムは、電子ペンの位置を追跡し、
電子ペンの位置とアーメドによって提供された登録座標（彼のオフィスの座標）とを比較
し、そして、電子ペンがアーメドのオフィスの物理的範囲内に物理的に位置付けられるな
らば終了する。この場合、本システムは、上述したようにユーザネーム及びパスワード等
を要求することによってそのプロセスをさらに進める。他方、追跡した電子ペンの物理的
位置が登録した物理的位置と一致しない場合、本システムは不正行為ではないことを確認
する工程をさらに進め、そして、限界で本システムは成功しない認証と判断を下すことが
できる。
【０１３１】
　本システムはさらに、ユーザに、電子ペンが署名のために使用される時間を特定し、こ
の情報を物理座標と共に認証データベース内部に登録することを認める。これは、セキュ
リティ検査の強化として見られる。実際に、これは、（例えば通常のオフィスアワー外で
）アーメドがオフィスの外にいるとき、偽の人間（例えばハッカー）がアーメドのオフィ
ス（例えば、認証データベース内部に登録されたＧＰＳ座標）内で電子ペン（例えばアー
メド・サレの電子ペン）を手にする状況を防ぐ。実際に、勤務時間を認証データベース内
部に登録しておかない限り、アーメドによって認証データベース内部に登録されたセキュ
ア領域内で、ハッカーは電子ペンを使用するので、システムはハッカーの認証に成功して
しまうだろう。
【０１３２】
　本システムはまた、データネットワーク（携帯電話ネットワーク）に接続される通知モ
ジュール（notification module）を備える。通知モジュールは直ちに、ユーザ（アーメ
ド）と通信し、不正行為が試みられた電子ペンの追跡された位置の表示と共にオフィスの
外でユーザの電子ペンを使用する危険性のある不正行為について、ユーザに通知する。
そして、アーメドは、偽の関係者の物理的位置の表示と共に、盗難された電子ペン及び不
正行為を警察機関に報告できる。
【０１３３】
　ＧＰＳ追跡手段の代わりに、又はＧＰＳ追跡手段と共に、他の追跡手段を、署名登録（
及び認証）システムを保護するために使用することができる。発明の範囲が、特定の追跡
手段に限定されないが、電子ペンの位置を追跡するのに、又は署名を登録するために使用
されるデバイスを認識するのに適切な任意の追跡手段を含むことを、当業者は理解すべき
である。例えば、電子ペンはネットワークインターフェースを介してデータネットワーク
に接続されるので、各電子ペンは、対応するユーザと関連する認証データベースに事前に
登録され得る、固有の媒体アクセス制御アドレス（ＭＡＣアドレス）、及び／又はＩＭＥ
Ｉ、及び／又は静的ＩＰアドレスと関連付けられることができる。認証処理の間、セキュ
アサーバは、認証を要求するデバイスの、ＭＡＣアドレス、及び／又はＩＭＥＩ、及び／
又は静的ＩＰアドレスを追跡し、それらを、識別されたユーザと関連する認証データベー
スに登録された、ＭＡＣアドレス、及び／又はＩＭＥＩ、及び／又は静的ＩＰアドレスと
を比較する。比較されたＭＡＣアドレス、及び／又はＩＭＥＩ、及び／又は静的ＩＰアド
レス（追跡されたものと登録されたもの）が同一ではない場合、セキュアサーバは、その
プロセスではさらに進むことなく、認証リクエストを拒否する。
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【０１３４】
　また、電子ペンが紛失されたり、盗難にあったりした場合、電子ペンの所有者（ユーザ
）は、（例えばＭＡＣアドレスを使用して）電子ペンを識別した後、所定の（盗難にあっ
た、又は紛失した）電子ペンを使用した任意の認証リクエストを拒否する警告等を、認証
データベースに保存することができる。
【０１３５】
　通知モジュールは、不正行為を警告する信号を自動的に送信するように構成されること
ができる。通知信号は、不正行為の対象となる登録ユーザに、又は、例えば管理機関及び
警察機関等の他の人に送信され得る。
【０１３６】
（Ｆ－署名登録：方法）
　本発明の他の好ましい実施形態によれば、フローチャート図の形式で、手書き署名を登
録（及び認証）する方法が提供される。図４Ａ，４Ｂ及び４Ｃは、本発明２００の手書き
署名を登録及び認証する方法の好ましい実施形態を説明する。明細書で説明される本方法
は、手書き署名をキャプチャーし、かつリモートセキュアサーバと共にユーザ認証処理を
開始するデバイスとして電子ペンを使用する。しかしながら、当業者は、電子ペンが本発
明の本質を説明するための例として使用され、かつ、ユーザ認証機能を有する任意のスキ
ャンデバイスが使用され得ることを理解するだろう。
【０１３７】
　加えて、本方法の機能は、管理機関と関連付けられる管理文書に署名する署名者を用い
て説明される。しかしながら、上述したように、当業者は、これが本発明が適用され得る
特定のコンテンツの特定のアプリケーションであり、そして、明細書に説明された方法が
単に方法を実行し得る具体例であることを理解するだろう。
【０１３８】
　当業者はまた、本発明の重要エレメントが、認証データベースに問い合せることによっ
て署名者を認証し、署名者によって手書きされた署名に固有署名識別子をマップし、手書
き署名の電子リプロダクションを得て、そして、固有署名識別子と共に手書き署名を署名
登録データベースに登録（保存）することであることを理解するだろう。固有署名識別子
はユーザに伝達され、ユーザは手書き署名を認証することに利害を有する関係者に固有署
名識別子を伝達する。署名を書くために使用されるサポートは変化することができる。例
えば、ペーパーサポート、電子サポート、又は任意の他のサポートでもよい。署名が書か
れる文書の種類は、例えば、管理文書、２以上の当事者間の契約書、片務契約書等の任意
の種類の文書であり得る。さらに、関係する当事者はまた変化することができる。署名者
は任意の個人であってもよく、（署名を認識することに利害関係がある）利害関係者は個
人、会社、又は他の事業体（例えば、署名された小切手の受取人、契約の連署人、管理機
関、政府等）であってもよい。さらに、認証データベースでユーザ登録を管理又は統括す
る関係者は、信頼できる関係者、例えば、利害関係者（特定種類の文書を認証することに
利害関係を有する者、例えば管理機関等）又は任意の独立の関係者等であってもよい。
【０１３９】
　第１ステップは、電子ペン１０を使用してユーザを認証することからなる。初期段階で
、電子ペン１０は、ユーザが認証処理を開始したいと思うか否かをユーザに質問する。こ
れは、テキストメッセージをユーザに表示するユーザインターフェース２２を介して行わ
れる。認証処理は、ユーザがメッセージに積極的に応答すると、開始される（２０２）。
ユーザインターフェース２２は、（システム説明セクションで）上述されたように任意の
適当な入出力デバイスからなるけれども、好ましくは、ユーザインターフェース２２は、
ユーザが外部デバイスを必要とすることなくテキストデータを入力することができるマイ
クロタッチスクリーンからなる。ユーザインターフェース２２はオーディオ入出力インタ
ーフェースを備え、電子ペンによって送信されたメッセージはオーディオメッセージであ
り、そして、ユーザ識別情報は、ユーザによって言葉で入力され、電子ペン１０によって
テキストデータ形式に変換される。
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【０１４０】
　認証処理が開始されると、電子ペンは、好ましく、ユーザインターフェース２２を通じ
てメッセージを表示することによって、ユーザにユーザの識別情報について問い合わせる
。ユーザは、ユーザ識別情報を入力する（２０４）。好ましくは、ユーザ識別情報は、ユ
ーザインターフェース２２を使用して、ユーザにより手動で入力される。他の実施形態で
は、ユーザは、センサ手段１２によってキャプチャーされるユーザ識別情報を手書きする
ことができる。ユーザインターフェース２２はオーディオ入出力インターフェースを備え
、電子ペンによって送信されるメッセージはオーディオメッセージであり、ユーザ識別情
報は、ユーザによって言葉で入力され、電子ペンによりテキストデータ形式に変換される
。
【０１４１】
　ユーザ識別情報が電子ペン１０によってキャプチャーされた後、電子ペン１０は、認証
データベースに問い合せるために、認証リクエストをセキュアサーバ８０に送信する（２
０６）。認証処理は、認証データベースを検索し、ユーザ識別情報と認証データベースに
保存されたデータレコードと比較することを備える（２０８）。適合が見出される場合、
成功した認証の表示をセキュアサーバは電子ペンに送信する（２１０）。逆に、成功しな
い認証の表示が送信されると（２１２）、認証失敗メッセージがユーザインターフェース
２２を介して電子ペン１０のユーザに伝達される。
【０１４２】
　好ましくは、ユーザ識別情報は、ユーザネームと、パスワードとを含み、同じユーザイ
ンターフェース２２を介して入力される。ユーザ識別情報はまた、例えば指紋等の生体情
報を備えることができる。この場合、ユーザインターフェース２２は、ユーザの指紋をキ
ャプチャーできる生体センサを備えるべきである。この場合、認証処理の最適化のために
、識別情報は好ましくは、生体情報（例えば指紋等）と、英数字（例えば国民ＩＤ番号）
とを備える。そして、認証データベースは、はじめに、英数字コードを使用して問合せら
れ、キャプチャーされた生体情報（例えば指紋）は対応する登録された生体情報と照合さ
れ、適合する場合に検証する。そのようにすることによって、本システムがキャプチャー
された生体情報（例えば指紋）と、認証データベースに登録された全てのユーザと関連付
けられた全ての生体情報（例えば指紋）とを照合する必要がないので、認証処理は最適化
される。
【０１４３】
　ユーザが認証されると、停止条件検証モジュール９３は、任意の停止条件が所定のユー
ザと関連して保存されているかを停止条件データベース１１４に問い合わせる（２１１）
。条件が記録中に見つけられた場合、停止条件検証モジュール９３は、停止条件が適合す
るかを検証する（２１３）。ある場合では、停止条件検証モジュール９３は、停止条件が
適合されたかを見つけるために、電子ペンを介してユーザに質問することが必要であろう
（例えば、被後見人であるユーザの場合、質問はユーザに宛てられ、ユーザが署名したい
と思う契約の量を検証する）。停止条件が適合しない場合、停止条件検証モジュール９３
は失敗の通知をユーザに送信する（２１５）。停止条件が適合する場合、セキュアサーバ
はポジティブな信号を電子ペン１０に送信する。この段階で、ユーザは、文書に署名する
こと、又は、複数のユーザによって文書に署名する処理を開始することを選択する。ユー
ザが複数の他のユーザと共に文書に署名することを要求する場合、上述し、かつ図４Ｃで
説明したように、複数のユーザによって文書に署名する処理は開始される。
【０１４４】
　図４Ａ及び図４Ｂで説明されるように、電子ペン１０は、ユーザに、電子ペンを使用し
て管理文書に署名を書くことを招待する。好ましい実施形態では、このオペレーションは
、ユーザインターフェース２２上でテキストメッセージをこの趣旨で表示することにより
実行される。この段階で、電子ペン１０は、センサ手段１２を使用して、手書き情報をキ
ャプチャーすることができる。ユーザが署名を手書きすると、電子ペン１０は手書き署名
をキャプチャーし、電子ペンのメモリ内部に手書き署名を保存する（２１４）。



(30) JP 2013-531304 A 2013.8.1

10

20

30

40

50

【０１４５】
　署名がキャプチャーされると、固有署名識別子と関連して手書き署名を登録するために
、電子ペン１０はリクエストをセキュアサーバ８０に送信する。リクエストは、キャプチ
ャーされた手書き署名を含む。署名登録リクエストの受信で、セキュアサーバはキャプチ
ャーされたユーザの手書き署名と関連付けられた固有署名識別子を生成する（２１６）。
セキュアサーバは、署名登録の時刻及び日付とみなされる現実の時刻及び日付に留意し、
固有署名識別子と関連付けられる手書き署名を署名登録データベースに保存する（２１８
）。署名登録の日付及び時刻はまた、固有署名識別子にマップされ、同じデータベース１
１２に保存される。
【０１４６】
　固有署名識別子はまた、電子ペン１０によって生成され、登録のために手書き署名と共
にセキュアサーバ８０に送信され得ることを理解すべきである。しかしながら、セキュリ
ティのために、そして好ましい実施形態によれば、固有署名識別子はセキュアサーバ８０
によって（セキュアサーバレベルで）生成される。
【０１４７】
　固有署名識別子が生成され、署名登録データベース１１２に登録されると、固有署名識
別子はユーザインターフェースを介してユーザに伝達される（２２０）。ユーザは、未来
の参照のために管理文書上に固有署名識別子を示す（２２２）。
【０１４８】
　管理文書は処理のために管理機関に送信されると、管理機関は、任意の解除条件が所定
の文書と関連して記録中に存在するかを見つけ出すために、解除条件検証モジュール９５
を介して解除条件検証データベース１１６に問い合せる（２２５）。任意の解除条件が記
録中に存在するならば、解除条件に適合するかを解除条件検証モジュール９５は検証する
（２２７）。解除条件が適合しなかった場合、文書は拒否される（２２９）。解除条件が
適合された場合、管理機関は、署名登録データベースに保存された手書き署名及び固有署
名識別子と管理文書に表れる手書き署名及び固有署名識別子とを比較する（２２４）。管
理文書上に表れる署名と、登録された署名との間に同一適合がある場合（２２６）、管理
機関は認証が成功したと判断を下す（２２８）。他の場合、管理文書上に表れる署名は認
証されないと判断される（２３０）。
【０１４９】
　本発明の他の実施形態では、電子ペンはさらに、電子ペンの位置を追跡するＧＰＳモジ
ュールを備え、セキュアサーバはさらに位置検証モジュールを備える。実際に、さらに署
名認証システムを保護するために、ユーザは、電子ペンを使用して管理文書に署名するこ
とが想定される１以上の物理的位置を事前に登録することができる。管理機関は、認証デ
ータベースにこのような情報を保存し、認証処理の間、セキュアサーバは電子ペンの位置
を追跡して、電子ペンの位置と登録された物理的位置とを比較する。電子ペンがデータベ
ースに登録された物理的位置の外部に位置付けられる場合、セキュアサーバは、適切なス
テップを行って不正行為を回避し、そして、その境界でそのプロセスでさらに進むことな
く認証リクエストを拒否する。
【０１５０】
　当業者は、認証処理のステップ２０４で説明された、電子ペン１０のユーザインターフ
ェース２０を介してユーザによって入力されたユーザ識別情報が、国民ＩＤ番号、英数字
の個人の頭文字、及びパスワードの組合せ等のいずれかからなることがよいことを理解す
るだろう。その上、上述したように、ユーザインターフェース２０は、ユーザがユーザ識
別情報を入力できる、補助キーボードと、電子ペン１０に無線接続されるキーボード組合
せとから構成されてもよい。また、識別情報はユーザによって手書きされて、電子ペン１
０のセンサ手段１２によってキャプチャーされてもよい。
【０１５１】
　当業者は、（ステップ２２４で）上述した比較タスクが、権限のある職員によって手動
で実行され得ることを理解するであろう。比較タスクはまた、管理文書に表れる手書き文
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書と、署名登録データベース１１２に登録された手書き署名とを比較する適当なグラフィ
ック比較ソフトウェアアプリケーションによって半自動化され得る。
【０１５２】
　当業者は、電子ペン１０が１以上の管理機関と関連付けられる管理文書に署名し、認証
するために使用され得ることを理解するだろう。この場合、認証処理の初期段階で、ユー
ザは、（複数の管理機関から）適当な管理機関を選択する。適当な管理機関は、管理機関
が関連付けられ、手書き署名が登録されるものである。好ましくは、初期段階で、電子ペ
ンは、ユーザインターフェース２２を介して、管理機関のリストをユーザに表示し、この
リストから、ユーザは認証処理の実行に関連する管理機関を選択しなければならない。
【０１５３】
（手書きデータアーカイブシステム）
　本発明の他の態様として、そして、図５で説明されるように、手書き情報をアーカイブ
に保管するセキュアサーバと共に使用されるように構成された電子ペンデバイス３００が
提供される。本発明の本態様の主目的は、ユーザが情報を手書きできることであり、手書
き情報は自動的に電子ペンによってキャプチャーされ、処理されて電子フォーマット文書
に変換され、そして、アーカイブデータベースに送信されて、分類され、電子ペンを使用
してユーザによって選択される適当なフォルダーに保存される。メインアプリケーション
は情報がペーパー形式文書上にユーザにより手書きされるときであるが、当業者はデバイ
スが例えば電子サポート等の任意の他のサポートと共に動作することができることを理解
するだろう。
【０１５４】
　図５は、本発明の好ましい実施形態の、手書き情報をアーカイブに保管するセキュアサ
ーバと共に使用されるように構成された電子ペンデバイス３００を説明する。電子ペンデ
バイスは、手書き情報をキャプチャーして処理し、キャプチャーされた手書き情報を特定
のファイル識別子と関連付け、そして、特定のファイル識別子と関連付けられたキャプチ
ャーされた手書き情報を分類して保存するリモートセキュアサーバと通信するように構成
されている。
【０１５５】
　電子ペンデバイス３００はユーザによって使用され、ユーザのファイルと関連する情報
を手書きする。データ処理に使用され、手書き情報をアーカイブに保管する電子ペンは実
質的に、本発明の第１態様の、署名を認証するために使用される電子ペンと類似するが、
異なる機能を実行するように構成された異なるモジュールを有する。
【０１５６】
　本発明の本実施態様の電子ペン３００は、センサ手段１２と、ボールポイント１４と、
電子ペン処理ユニット３１０と、電子ペンメモリ１８と、ハウジング２０と、ユーザイン
ターフェース２２と、電子ペンネットワークインターフェース２４と、バッテリ２６とを
備える。リモートセキュアサーバ３２０は、サーバネットワークインターフェース３２２
と、サーバ処理ユニット３２８と、認証データベース３３２と、アーカイブデータベース
３３４とを備える。
【０１５７】
　当業者は、署名を認証し、手書き情報をアーカイブに保管することを備える複数機能を
実行するように電子ペンデバイス３００が構成され得ることを理解するだろう。上述した
ように、電子ペン１０は好ましくは、ハウジング２０によって定義された実質的にペン形
状のボディによって表されてもよい。ハウジング２０は、１以上の集積回路と、センサ手
段１２、ボールポイント１４、電子ペン処理ユニット３１０、電子ペンメモリ１８、ユー
ザインターフェース２２、電子ペンネットワークインターフェース２４及びバッテリ２６
を備える他の電子コンポーネントとを収容する。
【０１５８】
　センサ手段１２は、ボールポイント１４によって描かれた手書き情報をキャプチャーす
ることができる任意の公知の技術、例えば動作センサ、赤外線又はレーザ追跡デバイス、
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光学センサ、又は他の適当な技術から構成される。好ましくは、センサ手段１２は、動作
センサと、キャプチャーされた情報が実質的に高精度で再生され得るほどの十分な高解像
度でユーザによって手書きされた情報をキャプチャーすることができる適当な追跡デバイ
スとの組合せを備える。追跡デバイスは好ましくは、情報が書かれたペーパー文書に関し
て手書き情報の位置を追跡するために適当に取り付けられた赤外線デバイスである。
【０１５９】
　電子ペン処理ユニット３１０は、電子ペンの主要エレメントであり、センサ手段１２、
電子ペンメモリ１８、ユーザインターフェース２２及びネットワークインターフェース２
４に接続される。電子ペン処理ユニット３１０は、事前に定義されたインストラクション
に従って、電子ペンの他のコンポーネントの全ての動作を調整することに関与する。電子
ペン処理ユニット３１０は、インストラクションを実行するための（図示しない）電子ペ
ンマイクロプロセッサ（又はマイクロコントローラ）と、電子ペン管理モジュール３０２
と、ユーザ入力リーディングモジュール２８と、ディスプレイモジュール３０と、電子ペ
ン認証モジュール３０８と、アーカイブモジュール３０６と、ファイル問い合わせモジュ
ール３０４と、電子ペンクロックモジュール３６とを備える。
【０１６０】
　電子ペン管理モジュール３０２は、電子ペン処理ユニット３１０と、ユーザインターフ
ェース２２、電子ペンネットワークインターフェース２４及びセンサ手段１２を認識する
、電子ペンの他のコンポーネントとの間で変換される全てのデータ及びコマンドを制御し
て調整することに関与する。電子ペン管理モジュール３１０はまた、処理ユニット３１０
の全ての他のモジュールの実行を制御して調整することに関与し、従って、ユーザ入力リ
ーディングモジュール２８、ディスプレイモジュール３０、電子ペン認証モジュール３０
８、アーカイブモジュール３０６、ファイル問い合わせモジュール３０４及びクロックモ
ジュール３６を認識するこれらのモジュールの各々に接続される。
【０１６１】
　明細書でより詳細に説明されるように、ユーザインターフェース２２は、ユーザに、様
々なメッセージと、例えば、識別情報を入力するインストラクションや、ファイル番号を
選択又は入力するインストラクション等のインストラクションとを伝達する。ユーザイン
ターフェース２２は、ユーザによって使用され、例えばユーザ識別情報や、手書き情報が
マップされて関連付けられたファイル番号等のデータを入力する。
【０１６２】
　電子ペンデバイス３００は、ユーザ認証及びアーカイブ目的のために、リモートセキュ
アサーバ３２０と通信するように構成されている。図６に示されるように、セキュアサー
バ３２０は、サーバネットワークインターフェース３２２と、サーバ処理ユニット３２８
と、認証データベース３３２と、アーカイブデータベース３３４とを備える。リモートセ
キュアサーバ３２０は、単一又は複数のサーバから構成され、データベース３３２及び３
３４は、ローカルに又はリモートで、アーカイブサーバ３２０に接続されことができる。
【０１６３】
　サーバ処理ユニット３２８は、サーバネットワークインターフェース３２２と、認証デ
ータベース３３２と、アーカイブデータベース３３４とに接続される。サーバ処理ユニッ
ト３２８は、以下に定義された異なるモジュールによってセットアップされた事前に定義
されたインストラクションに従って、セキュアサーバの全ての活動を調整することに関与
する。サーバ処理ユニット３２８は、インストラクションを実行する（図示しない）サー
バマイクロプロセッサ（又はマイクロコントローラ）と、サーバ管理モジュール３２４と
、サーバ認証モジュール３２６と、ファイル管理モジュール３３０とを備える。
【０１６４】
　初期段階で、電子ペン管理モジュール３０２は、ユーザが手書き情報をアーカイブに保
管するために電子ペンを使用したいと思うか否かユーザに問い合せるメッセージをユーザ
インターフェース２２上に表示することを、ディスプレイモジュール３０に指示する信号
を送信する。ディスプレイモジュール３０は、ユーザインターフェース２２上にそのよう
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なメッセージを表示し、電子ペン管理モジュール３０２にメッセージを確認させる。そし
て、電子ペン管理モジュール３０２は、ユーザインターフェース２２を介してユーザによ
って入力されるデータを読み込むことをユーザ入力リーディングモジュール２８に指示す
る信号を、ユーザ入力モジュール２８に送信する。ユーザ入力リーディングモジュール２
８はデータを受信すると読み込み、該データを電子管理モジュール３０２に送信する。
【０１６５】
　応答がポジティブである場合、電子ペン管理モジュール３０２は、認証目的のためにユ
ーザ識別情報を入力することをユーザに質問するメッセージを表示することをディスプレ
イモジュール３０に指示する信号を、ディスプレイモジュール３０に送信する。認証処理
は実質的に、手書き署名を登録（及び認証）するシステム、デバイス及び方法の形で実行
される認証処理と同じである。
【０１６６】
　ディスプレイモジュール３０は、ユーザインターフェース２２上にメッセージを表示し
、電子ペン管理モジュール３０２にメッセージを確認させ、電子ペン管理モジュール３０
２は、ユーザインターフェース２２を介してユーザによって入力されたデータを読み込む
ことをユーザ入力リーディングモジュール２８に指示する。識別情報がユーザによって入
力されると、ユーザ入力リーディングモジュール２８は識別情報を電子ペン管理モジュー
ル３０２に送信する。電子ペン管理モジュール３０２は、ユーザを認証するために、認証
リクエストを作成してセキュアサーバ３２０に送信するインストラクションと共に信号を
、電子ペン認証モジュール３２に送信する。電子ペン認証モジュール３０８は、ユーザ識
別情報を備える（認証データベース３３２によって使用される言語に応じたデータベース
言語－例えばＳＱＬを使用する）認証リクエストを作成し、認証リクエストをセキュアサ
ーバ３２０に送信する。
【０１６７】
　認証リクエストはサーバ管理モジュール３２４によって受信され、サーバ管理モジュー
ル３２４はリクエストを取得し、認証データベース３３２に問い合わせるインストラクシ
ョンと共にリクエストをサーバ認証モジュール３２６に送信する。サーバ認証モジュール
３２６は、認証リクエストに埋め込まれた識別情報を使用して認証データベース３３２に
問い合わせる。サーバ認証モジュール３２６は、認証が成功又は成功しない場合の識別子
を含む認証レスポンスを、サーバ管理モジュール３２４に送信する。
【０１６８】
　サーバ管理モジュール３２４は、サーバ認証モジュール３２６から認証レスポンスを受
信する。認証が成功しない場合、サーバ管理モジュール３２４は、データネットワーク５
０を介して、不成功認証の識別子を（電子ペンサイドで）電子ペン認証モジュール３０８
に送信する。電子ペン認証モジュール３０８は認証失敗信号を電子ペン管理モジュール３
０２に送信し、電子ペン管理モジュール３０２はディスプレイモジュール３０にユーザイ
ンターフェース２２を介して認証失敗メッセージをユーザに表示することを指示する。
【０１６９】
　認証が成功した場合、サーバ管理モジュール３２４は、所定のユーザに固有の暗号化コ
ードを生成し、そして、成功認証の識別子と、電子ペン１０がセキュアサーバ３２０に送
信された全てのメッセージを暗号化するために使用する生成した暗号化コードとを含む信
号を電子ペン認証モジュール３０８に送信する。電子ペン認証モジュール３０８は、成功
認証の表示を暗号化コードと共に電子ペン管理モジュール３０２に送信する。電子ペン管
理モジュール３０２は、手書き情報がマップされる関連するファイル番号を特定すること
をユーザに指示するメッセージと共に成功認証の表示のメッセージをユーザに表示するこ
とを、ディスプレイモジュール３０に指示する。
【０１７０】
　この段階で、アーカイブ処理は開始される。電子ペン管理モジュール３０２は、ユーザ
によって特定されるファイル番号を読み込むことを入力リーディングモジュール２８に指
示する信号を、入力リーディングモジュール２８に送信する。入力リーディングモジュー
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ル２８はファイル番号を読み込み、該ファイル番号を電子ペン管理モジュール３０２に送
信する。電子ペン管理モジュール３０２は、ファイル問い合わせモジュール３０４に特定
されたファイル番号がアーカイブデータベース３３４に存在するかを検証することを指示
する。
【０１７１】
　ファイル問い合わせモジュール３０４は、データネットワーク５０を介して、セキュア
サーバ３２０へのファイル番号を含むファイル問い合わせリクエストを送信する。リクエ
ストは、ファイル問い合わせリクエストをファイル管理モジュール３３０に送信するサー
バ管理モジュール３２４によって受信される。ファイル管理モジュール３３０は、特定さ
れたファイル番号の関数として、アーカイブデータベース３３４を検索する。ファイル管
理モジュール３３４は、特定されたファイルが存在するか否かの識別子と共に、問い合わ
せレスポンスをサーバ管理モジュール３２４に返信する。サーバ管理モジュール３２４は
、データネットワーク５０を介して、ファイル問い合わせレスポンスを電子ペン１０に送
信する。電子ペン管理モジュール３０２は、ファイル問い合わせレスポンスを受信する。
【０１７２】
　ファイル番号がアーカイブデータベース３３４に存在しない場合、メッセージがこの趣
旨でユーザに表示される。電子ペン１０は、特定されたファイル番号を有する新しいファ
イルを形成するか、又は他のファイル番号を表示するオプションをユーザに与える。ユー
ザが新しいファイル番号を作成することを選択する場合、ファイル問い合わせモジュール
３０４はファイル作成リクエストをセキュアサーバ３２０に送信する。該リクエストは、
アーカイブデータベース３３４内に、特定したファイル番号を有する新しいフォルダーを
開くファイル管理モジュール３３０に送信される。この趣旨で確認が電子ペン３００に送
信され、確認メッセージがユーザに表示される。
【０１７３】
　ファイル番号がアーカイブデータベース３３４に存在する場合（又は新しいファイルが
順調に作成される場合）、電子ペン管理モジュール３０２は、ファイル番号を、特定した
ファイル番号を有する受信した手書き情報をマップするインストラクションと共に、デー
タアーカイブモジュール３０６に送信する。電子ペン管理モジュール３０２は、ファイル
が存在すること（作成されたこと）と、電子ペンがアクティブであり、特定したファイル
番号と関連付けられた手書き情報を受信することとを含むメッセージをユーザに表示する
ことを、ディスプレイモジュール３０に指示する。
【０１７４】
　その瞬間から、電子ペン１０を使用するユーザによって手書きされた任意の情報は、セ
ンサ手段１２によって自動的にキャプチャーされ、そして、データアーカイブモジュール
３０６に送信されて、特定されたファイル番号と関連付けられて電子ペンメモリ１８内に
保存される。データアーカイブモジュール３０６は、逆のインストラクションを受信しな
い限り、特定されたファイル番号と共に全ての受信した手書き情報をマップし続ける。
【０１７５】
　ユーザが特定したファイル番号と関連する情報を書くことを終了したとき、ユーザは、
ユーザインターフェース２２を使用して、電子ペン１０を指示することによって処理を終
わられることができる。技術的に、これは以下の通り実施される。電子ペン管理モジュー
ル３０２は、特定されたファイル番号と関連する手書き情報をキャプチャーする処理を終
わらせるオプションをユーザインターフェース２２上に表示することを、ディスプレイモ
ジュール３０に指示する。電子ペン管理モジュール３０２は、ユーザによって入力される
この趣旨の情報を読み込むことを、入力リーディングモジュール２８に指示する。入力リ
ーディングモジュール２８がユーザから処理を終わらせるインストラクションを受信する
とき、入力リーディングモジュール２８はその事実を電子ペン管理モジュール３０２に知
らせる。電子ペン管理モジュール３０２は、特定されたファイル番号と関連する情報をキ
ャプチャーする処理を終わらせることと、関連して受信した手書き情報をアーカイブに保
管することとを、データアーカイブモジュール３０６に指示する信号を、データアーカイ
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ブモジュール３０６に送信する。
【０１７６】
　データアーカイブモジュール３０６は、電子ペンメモリ１８から、特定したファイル番
号と関連して受信した手書き情報を取り出し、手書き情報を組み込んだ文書を作成し、そ
して、文書をリクエストと共にセキュアサーバ３２０に送信して、特定したファイル番号
と関連するアーカイブデータベース３３４に文書を保管する。アーカイブリクエストは、
サーバ管理モジュール３２４によって受信され、処理のためにファイル管理モジュール３
３３０に送信される。ファイル管理モジュール３３０は、文書と特定されたファイル番号
を取り出し、特定されたファイル番号と関連してアーカイブデータベース３３４内部に文
書を保存する。確認メッセージは、電子ペン１０に送信され、ユーザに表示される。
【０１７７】
　好ましい実施形態では、データアーカイブモジュール３０６が手書き情報をアーカイブ
に保管するインストラクションを受信すると、データアーカイブモジュール３０６はクロ
ックリーディングモジュール３６から現実の日付及び時刻を取得し、作成された文書内に
統合する。ユーザはまた、文書のヘッダに組み込まれるタイトルを作成された文書に与え
ることを求めることができる。
【０１７８】
　本発明のさらなる態様によれば、電子ペンを使用して手書き情報をアーカイブに保管す
る方法が提供される。図７は、本発明４００の電子ペンデバイスを使用して手書き情報を
アーカイブに保管する方法の好ましい実施形態を、フローチャート図の形式で示す。
【０１７９】
　第１ステップは、電子ペンを使用してユーザを認証することから構成される。初期段階
で、電子ペンは、ユーザがアーカイブ処理を開始したいか否かをユーザに質問する。これ
は、ユーザインターフェース２２を介してテキストメッセージをユーザに表示して行われ
る。アーカイブ処理は、ユーザがメッセージに肯定的に返信すると開始される（４０２）
。ユーザインターフェース２２は上述したように適当な入出力デバイスから構成されるこ
とができ、好ましくは、ユーザインターフェース２２はユーザが外部デバイスを必要とす
ることなくテキストデータを入力することができるマイクロタッチスクリーンから構成さ
れる。ユーザインターフェース２２は、オーディオ入出力インターフェースを備え、電子
ペンによって送信されたメッセージはオーディオメッセージであり、そしてユーザ識別情
報はユーザによって言葉で入力され、電子ペンによってテキストデータ形式に変換される
。
【０１８０】
　認証処理が開始されると、電子ペンは、好ましくはユーザインターフェース２２を介し
てメッセージを表示することによって、ユーザ識別情報についてユーザに問い合わせる。
ユーザはユーザ識別情報を入力する（４０４）。好ましくは、ユーザ識別情報は、ユーザ
インターフェース２２を使用してユーザによって手動で入力される。他の実施形態では、
ユーザは、センサ手段１２によってキャプチャーされたユーザ識別情報を手書きすること
ができる。ユーザインターフェース２２がオーディオ入出力インターフェースを備え、電
子ペンによって送信されたメッセージはオーディオメッセージであり、そして、ユーザ識
別情報がユーザによって言葉で入力され、電子ペンによってテキストデータ形式に変換さ
れる。
【０１８１】
　ユーザ識別情報が電子ペン１０によってキャプチャーされた後、電子ペン１０は、認証
データベース４０６に問い合わせるために、認証リクエストをアーカイブサーバ３２０に
送信する。認証処理は、認証データベース３３２を検索することと、ユーザ識別情報と保
存されたデータレコードとを比較することを備える（４０８）。適合が見つかる場合（４
１０）、アーカイブサーバ３２０は、成功認証の識別子を電子ペンに送信する。逆の場合
、不成功認証の識別子が送信され、認証失敗メッセージが電子ペンのユーザインターフェ
ース２２を介して電子ペン１０のユーザに伝達される（４１２）。



(36) JP 2013-531304 A 2013.8.1

10

20

30

40

50

【０１８２】
　好ましくは、ユーザ識別情報はユーザネームとパスワードとを備え、ユーザ識別情報は
同じユーザインターフェース２２を介して入力される。ユーザ識別情報はまた、例えば指
紋等の生体情報を含む。この場合、ユーザインターフェース２２はユーザの指紋をキャプ
チャーすることができる生体センサを備えるべきである。この場合、認証処理を最適化す
るために、識別情報は好ましくは、生体情報の組合せ（例えば指紋等）と、英数字コード
（例えば国民ＩＤ番号）とを備える。そして、認証データベースは英数字コードをはじめ
に使用して問い合わせられ、キャプチャーされた生体情報（例えば指紋）は対応する登録
生体情報と比較され、適合した場合に検証する。そうすることによって、認証処理は、シ
ステムがキャプチャーした生体情報（例えば指紋）と、認証データベースに登録された全
てのユーザと関連付けられる全ての生体情報（例えば指紋）と比較する必要がないので、
最適化される。
【０１８３】
　ユーザが認証されると、電子ペンはユーザにキャプチャーされた手書き情報がマップさ
れる、関連するファイル番号を特定することを招待する。好ましい実施形態では、この動
作はテキストメッセージをユーザインターフェース２２上に表示することによって実行さ
れる。この段階で、電子ペンは、センサ手段１２を使用して手書き情報をキャプチャーす
ることができる。電子ペン１０はまた利用可能なファイルのリストをユーザに表示し、そ
の中から、ユーザが一つの特定ファイルを選択することを要請される。
【０１８４】
　ファイル番号がユーザによって特定されると（４１４）、電子ペンは、特定されたファ
イル番号の存在を検証するためにアーカイブデータベース３３４に問い合わせる（４１６
）。特定されたファイル番号が存在しない場合、ユーザは通知され、ユーザが特定された
ファイル番号を有する新しいファイルを開きたいか否か質問される。この場合、電子ペン
１０はリクエストをセキュアサーバ３２０に送信し、特定されたファイル番号を有する新
しいファイルを開く（４２０）。
【０１８５】
　ファイル番号がアーカイブデータベース３３４に存在する場合（又は新しいファイルが
作成された場合）電子ペンは、ユーザによって手書きされた情報をキャプチャーし、手書
き情報を組み込む文書を作成し、そして、文書をセキュアサーバ３３４に送信して、アー
カイブサーバの特定されたファイルに保存される（４２２）。
【０１８６】
　認証されたユーザによってアクセスされた存在するファイルは、認証処理によって説明
されたように、存在するフォルダー、存在するテキストファイル、存在する保護されたソ
フトウェア、保護されたオペレーティングシステム等によって表されてもよい。
【０１８７】
　好ましくは、ユーザインターフェース２２は、電子ペンツールの先端近くに容易にアク
セスできるプッシュボタンと、マイクロタッチディスプレイスクリーン上の仮想プッシュ
ボタンと、ボイス使用可能コマンドのリスト等を備え、ユーザがテキストの新しいライン
を入力し、新しいページ分離を挿入し、アーカイブ処理を終了し、そして、キャプチャー
された手書き情報等を組み込む文書の作成を開始することを可能とする。このようなコマ
ンドの間で、電子ペンツールの先端からインクを吐出する必要がないことを理解するべき
である。
【０１８８】
　電子ペンはまた、例えば電子ペンによってキャプチャーされた任意のワード、又はサー
バから受信した任意のタームを翻訳するための翻訳モジュール等の機能をさらに提供する
ために他のモジュールを備えることができるということを理解するべきである。さらに、
ＧＰＳチップを使用することによって、電子ペンのユーザは、Ｗｅｂサイト１１８を介し
てユーザ自身のアカウントにアクセスでき、ユーザは、（例として）特定の位置で使用さ
れる特定のファイルを選択し、かつこれらのファイルが当該特定の位置以外ではロックさ
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れ使用できないように、自分のファイルを管理することができる。
【０１８９】
　さらに、別個のデータ信号接続を介して互いに通信する個別コンポーネントのグループ
としてブロック図で説明したが、好ましい実施形態が、ハードウェア又はソフトウェアの
システムの所定の機能又は作用によって実装されるコンポーネントを有する、ハードウェ
ア及びソフトウェアの組合せと、コンピュータアプリケーション又はオペレーティングシ
ステム内でのデータ通信によって実装される説明された多くのデータ経路とによって提供
されることは、当業者によって理解されるだろう。従って、示される構造は、本願の好ま
しい実施形態を効率的に開示するために提供される。
【０１９０】
　上記説明は多くの特定を含むけれども、これらは本発明の範囲を制限するものと解釈さ
れるべきではなく、単に本発明の好ましい実施形態の代表である。上述した本発明の実施
形態は、例示であることのみを意図している。従って、本発明の範囲は、特許請求の範囲
のみによって制限されるよう意図されている。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【要約の続き】
子ペンデバイスを提供する。
【選択図】図２
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