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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の媒体上の第１のコード画像と、当該第１の媒体に貼付された第２の媒体上の第２
のコード画像とを読み取るステップと、
　前記第１のコード画像と前記第２のコード画像とを用いて、前記第１の媒体上の前記第
２の媒体の貼付範囲を認識するステップと、
　認識された前記貼付範囲を含む前記第１の媒体と前記第２の媒体との空間配置関係を電
子空間上に再現するステップと
を含むことを特徴とする空間配置再現方法。
【請求項２】
　前記認識するステップでは、前記第１のコード画像が表す情報と前記第２のコード画像
が表す情報との複数の不連続部分の位置情報を用いて、前記貼付範囲を認識することを特
徴とする請求項１記載の空間配置再現方法。
【請求項３】
　前記認識するステップでは、前記第１のコード画像が表す情報と前記第２のコード画像
が表す情報との不連続部分の位置情報と、前記第２の媒体のサイズの情報とを用いて、前
記貼付範囲を認識することを特徴とする請求項１記載の空間配置再現方法。
【請求項４】
　前記認識するステップでは、前記第１のコード画像又は前記第２のコード画像を用いて
、前記第１の媒体又は前記第２の媒体に対する追記情報を更に認識し、
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　前記再現するステップでは、前記追記情報を更に再現することを特徴とする請求項１記
載の空間配置再現方法。
【請求項５】
　前記再現するステップでは、前記第１の媒体を表す第１のオブジェクトを表示すると共
に、前記第２の媒体を表す第２のオブジェクトを当該第１のオブジェクト上の前記貼付範
囲に対応する範囲に表示することにより、前記空間配置関係を再現することを特徴とする
請求項１記載の空間配置再現方法。
【請求項６】
　前記再現するステップでは、前記第１のオブジェクトの前面に前記第２のオブジェクト
を表示することにより、前記第１の媒体と前記第２の媒体の上下関係を含む前記空間配置
関係を再現することを特徴とする請求項５記載の空間配置再現方法。
【請求項７】
　前記再現するステップでは、前記第１のオブジェクトと、前記第２のオブジェクトとを
、独立に操作可能に管理することを特徴とする請求項５記載の空間配置再現方法。
【請求項８】
　第１の媒体に印刷された当該第１の媒体内での位置情報を含む第１の情報と、当該第１
の媒体に貼付された第２の媒体に印刷された第２の情報とを入力する入力部と、
　前記第１の情報と前記第２の情報との不連続部分の位置情報を用いて、前記第１の媒体
上の前記第２の媒体の貼付範囲を認識する処理部と
を備えたことを特徴とする読取り装置。
【請求項９】
　前記処理部は、前記第１の情報に含まれる前記第１の媒体の識別情報と、前記第２の情
報に含まれる前記第２の媒体の識別情報とを比較することにより、前記不連続部分を特定
することを特徴とする請求項８記載の読取り装置。
【請求項１０】
　前記処理部は、前記第１の情報に含まれる前記第１の媒体内での位置情報と、前記第２
の情報に含まれる前記第２の媒体内での位置情報とを比較することにより、前記不連続部
分を特定することを特徴とする請求項８記載の読取り装置。
【請求項１１】
　前記処理部は、複数の前記不連続部分の位置情報を用いて、前記貼付範囲を認識するこ
とを特徴とする請求項８記載の読取り装置。
【請求項１２】
　前記処理部は、前記第２の情報に含まれる前記第２の媒体のサイズの情報を更に用いて
、前記貼付範囲を認識することを特徴とする請求項８記載の読取り装置。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　貼付材が貼付された基材に印刷されたコード情報を入力する機能と、
　前記コード情報の連続性が途切れる箇所の位置情報を用いて、前記基材上の前記貼付材
の貼付範囲を認識する機能と
を実現させるためのプログラム。
【請求項１４】
　前記入力する機能では、前記貼付材に印刷されたコード情報を更に入力し、
　前記認識する機能では、前記連続性が途切れる箇所を、前記基材に印刷されたコード情
報と前記貼付材に印刷されたコード情報とを用いて特定することを特徴とする請求項１３
記載のプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　第１の媒体に貼付された第２の媒体の端辺の当該第１の媒体上での位置情報を取得する
機能と、
　前記位置情報に基づいて、前記第１の媒体上の前記第２の媒体の貼付範囲を算出する機
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能と、
　前記第１の媒体を表す第１のオブジェクト上の前記貼付範囲に対応する範囲に、前記第
２の媒体を表す第２のオブジェクトを配置する機能と
を実現させるプログラム。
【請求項１６】
　前記コンピュータに、
　前記第２のオブジェクトに対する操作の指示を受け付ける機能と、
　前記第１のオブジェクトとは独立に、前記第２のオブジェクトに対し指示された操作を
行う機能と
を更に実現させる請求項１５記載のプログラム。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　第１の媒体に貼付された第２の媒体の端辺上の少なくとも１つの点の当該第１の媒体上
での位置を示す第１の情報と、当該第２の媒体のサイズを示す第２の情報と、当該第１の
媒体に対する当該第２の媒体の傾きを示す第３の情報とを取得する機能と、
　前記第１の情報と前記第２の情報と前記第３の情報とに基づいて、前記第１の媒体上の
前記第２の媒体の貼付範囲を算出する機能と、
　前記第１の媒体を表す第１のオブジェクト上の前記貼付範囲に対応する範囲に、前記第
２の媒体を表す第２のオブジェクトを配置する機能と
を実現させるプログラム。
【請求項１８】
　前記コンピュータに、
　前記第２のオブジェクトに対する操作の指示を受け付ける機能と、
　前記第１のオブジェクトとは独立に、前記第２のオブジェクトに対し指示された操作を
行う機能と
を更に実現させる請求項１７記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙等の媒体に印刷されたコード画像から情報を読み取って処理する技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、細かなドットが印刷された特殊な用紙に文字や絵を描き、ユーザがこの用紙上に
書いた文字等のデータをパソコンや携帯電話等に転送し、この内容の保存や、メール送信
を可能とする技術が注目されている。この技術では、この特殊な用紙に例えば０.３ｍｍ
程度の間隔にて小さなドットが印刷され、これが例えば所定の大きさのグリッドごとに、
全て異なるパターンを描くように構成されている。これを、例えばデジタルカメラを内蔵
した専用のペンを用いて読み込むことで、この特殊な用紙上に書かれた文字等の位置を特
定することができ、このような文字等を電子情報として利用することが可能となる。
【０００３】
　ここで、公報記載の従来技術として、電子的に記憶された文書を、位置コーディングパ
ターンを備えた紙シート上に印刷する技術が存在する(例えば、特許文献１参照)。この技
術においても、位置コーディングパターンを備えた特殊な紙シートが用いられる。この紙
シートに文書を印刷し、その上から、位置コーディングパターン読取り用手段を備えたデ
ジタルペンと紙の表面にマーキングを付けるペンポイントとを用いて手動で編集し、その
編集結果が電子情報に反映されるように構成されている。また、この特許文献１には、文
書情報を位置コーディングパターンと一緒に印刷するのが望ましいとも記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特表２００３－５２８３８８号公報(第６３段落等)
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ブレインストーミング等では、様々なアイデアをメモした複数の付箋を紙の
上に貼り付けて、アイデアの検討を行うことがある。しかしながら、このような付箋にメ
モした情報を電子化したい場合、従来は、付箋が貼り付けられた紙を、スキャナで読んだ
り、デジタルカメラで撮影したりするしかなく、電子化された情報のうちのどの部分が付
箋であるかを認識することすら難しいという問題点があった。
　また、このようにスキャナやデジタルカメラで付箋を含む情報を電子化した場合は、付
箋とそれが貼られた紙を１つの画像として処理することになる。従って、電子情報として
の付箋や紙を独立に操作することができないという問題点もあった。例えば、電子情報と
しての付箋のみを紙とは別に移動したり削除したりする作業が必要となることがあるが、
従来技術では、このような作業は行えなかった。
【０００６】
　かかる問題点に対し、特許文献１の技術も、何ら有効な解決手段を提供するものではな
い。即ち、特許文献１では、位置コーディングパターン付きの文書情報を印刷しているに
過ぎず、文書情報に貼られた付箋の認識は行っていない。
　尚、以上のような問題点は付箋に限らず、シール等を用いた場合においても生じ得る。
以下、付箋、シール等の紙の上から貼り付けることの可能な媒体を総称して「貼付材」と
いい、貼付材を貼り付けることの可能な媒体を「基材」ということにする。
【０００７】
　本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的
は、基材に貼付された貼付材の位置、大きさを電子的に認識できるようにすることにある
。
　また、本発明の他の目的は、基材と、基材に貼付された貼付材とを、独立に操作可能な
電子情報として再現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的のもと、本発明では、コードが付与された基材(第１の媒体)と、コードが付
与された貼付材(第２の媒体)とを使用し、基材と貼付材との境界(貼付材の貼付範囲)を認
識することにより、基材と貼付材の位置関係を再現するようにした。即ち、本発明の空間
配置再現方法は、第１の媒体上の第１のコード画像と、その第１の媒体に貼付された第２
の媒体上の第２のコード画像とを読み取るステップと、第１のコード画像と第２のコード
画像とを用いて、第１の媒体上の第２の媒体の貼付範囲を認識するステップと、認識され
た貼付範囲を含む第１の媒体と第２の媒体との空間配置関係を電子空間上に再現するステ
ップとを含んでいる。
【０００９】
　ここで、認識するステップにおける認識方法としては、例えば、次の２つが考えられる
。
　第一に、第１のコード画像が表す情報と第２のコード画像が表す情報との複数の不連続
部分の位置情報を用いて、貼付範囲を認識する方法である。
　第二に、第１のコード画像が表す情報と第２のコード画像が表す情報との不連続部分の
位置情報と、第２の媒体のサイズの情報とを用いて、貼付範囲を認識する方法である。
　また、再現するステップでは、第１の媒体を表す第１のオブジェクトを表示すると共に
、第２の媒体を表す第２のオブジェクトを第１のオブジェクト上の貼付範囲に対応する範
囲に表示するようにしてもよい。そして、第１のオブジェクトと、第２のオブジェクトと
を、独立に操作できるようにしてもよい。
【００１０】
　また、本発明は、媒体から情報を読み取る読取り装置として捉えることもできる。その
場合、本発明の読取り装置は、第１の媒体に印刷されたその第１の媒体内での位置情報を
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含む第１の情報と、その第１の媒体に貼付された第２の媒体に印刷された第２の情報とを
入力する入力部と、第１の情報と第２の情報との不連続部分の位置情報を用いて、第１の
媒体上の第２の媒体の貼付範囲を認識する処理部とを備えている。
【００１１】
　一方、本発明は、所定の機能をコンピュータに実現させるプログラムとして捉えること
もできる。
　そのような機能としては、まず、媒体から読み取った情報に基づく処理機能がある。そ
の場合、本発明のプログラムは、コンピュータに、貼付材が貼付された基材に印刷された
コード情報を入力する機能と、コード情報の連続性が途切れる箇所の位置情報を用いて、
基材上の貼付材の貼付範囲を認識する機能とを実現させるものである。
【００１２】
　次に、読取り装置から得た情報に基づく処理機能がある。その場合、本発明の第１のプ
ログラムは、コンピュータに、第１の媒体に貼付された第２の媒体の端辺のその第１の媒
体上での位置情報を取得する機能と、位置情報に基づいて、第１の媒体上の第２の媒体の
貼付範囲を算出する機能と、第１の媒体を表す第１のオブジェクト上の貼付範囲に対応す
る範囲に、第２の媒体を表す第２のオブジェクトを配置する機能とを実現させるものであ
る。また、本発明の第２のプログラムは、コンピュータに、第１の媒体に貼付された第２
の媒体の端辺上の少なくとも１つの点のその第１の媒体上での位置を示す第１の情報と、
第２の媒体のサイズを示す第２の情報と、第１の媒体に対する第２の媒体の傾きを示す第
３の情報とを取得する機能と、第１の情報と第２の情報と第３の情報とに基づいて、第１
の媒体上の第２の媒体の貼付範囲を算出する機能と、第１の媒体を表す第１のオブジェク
ト上の貼付範囲に対応する範囲に、第２の媒体を表す第２のオブジェクトを配置する機能
とを実現させるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、基材に貼付された貼付材の位置、大きさを電子的に認識できるように
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態(以下、「実施の形態
」という)について詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態が適用されるシステムの構成の一例を示したものである。このシ
ステムは、少なくとも、電子文書の印刷を指示する端末装置１００と、電子文書を印刷す
る際に媒体に付与する識別情報を管理し電子文書の画像にこの識別情報等を含むコード画
像を重畳した画像を生成する識別情報管理サーバ２００と、電子文書を管理する文書管理
サーバ３００と、電子文書の画像にコード画像を重畳した画像を印刷する画像形成装置４
００とがネットワーク９００に接続されることにより構成されている。
【００１５】
　また、識別情報管理サーバ２００には、識別情報を記憶する記憶装置としての識別情報
リポジトリ２５０が接続され、文書管理サーバ３００には、電子文書を記憶する記憶装置
としての文書リポジトリ３５０が接続されている。
　更に、このシステムは、端末装置１００からの指示により画像形成装置４００にて出力
される印刷物５００と、印刷物５００に印刷された電子文書と印刷物５００に書き込まれ
た手書き文字等を重ね合わせて表示する端末装置７００とを含んでいる。
【００１６】
　尚、本明細書では、「電子文書」の文言を用いるが、これは、テキストを含む「文書」
を電子化したデータのみを意味するものではない。例えば、絵、写真、図形等の画像デー
タ(ラスタデータかベクターデータかによらない)、その他の印刷可能な電子データも含め
て「電子文書」としている。
【００１７】



(6) JP 4674513 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

　以下、本システムの動作の概略を説明する。
　まず、端末装置１００は、識別情報管理サーバ２００に対し、文書リポジトリ３５０に
て管理されている電子文書の画像にコード画像を重畳して印刷するよう指示する(Ａ)。こ
のとき、端末装置１００からは、用紙サイズ、向き、縮小/拡大、Ｎ－ｕｐ(用紙の１ペー
ジ内に電子文書のＮページを割り付ける印刷)、両面印刷等の印刷属性も入力される。こ
れにより、識別情報管理サーバ２００は、印刷を指示された電子文書を文書管理サーバ３
００から取得する(Ｂ)。そして、取得した電子文書の画像に対し、識別情報リポジトリ２
５０にて管理されている識別情報と、適宜決定された位置情報とを含むコード画像を付与
し、画像形成装置４００にその印刷を指示する(Ｃ)。尚、ここで、識別情報とは、電子文
書の画像が印刷された個々の媒体(用紙)を一意に識別する情報であり、位置情報とは、個
々の媒体上の座標位置(Ｘ座標、Ｙ座標)を特定するための情報である。
【００１８】
　次いで、画像形成装置４００は、識別情報管理サーバ２００からの指示に従い、印刷物
５００を出力する(Ｄ)。尚、画像形成装置４００は、識別情報管理サーバ２００で付与さ
れたコード画像を、赤外光の吸収率が高く、かつ、略不可視のトナーを用いて形成する。
一方、その他の画像(オリジナルの電子文書に含まれていた部分の画像)を、赤外光の吸収
率が低く、かつ、可視のトナーを用いて形成するものとする。
　その後、ユーザは、印刷物５００に印刷されたコード画像から情報を読み取る操作を行
うことにより、印刷物５００に印刷された画像の元となる電子文書の表示指示を行う(Ｅ)
。これにより、端末装置７００は、電子文書の取得要求を識別情報管理サーバ２００に対
して送信し、文書管理サーバ３００にて管理される電子文書を識別情報管理サーバ２００
を介して取得する(Ｆ)。
【００１９】
　尚、その際、印刷物５００からの情報の読取りは、印刷物５００の全体を読取り可能な
デバイスを用いて行ってもよいし、印刷物５００の一部を読取り可能なペンデバイスを用
いて行ってもよい。本明細書では、前者のデバイスを特に「読取りデバイス」と呼び、後
者はそのままペンデバイスと呼ぶことにする。
　また、図１には示していないが、本実施の形態は、印刷物５００を基材として、その上
に貼付材を貼り付け、端末装置７００にて、これら基材と貼付材を区別可能な形で表示す
るものである。
【００２０】
　但し、このような構成はあくまで一例に過ぎない。例えば、識別情報管理サーバ２００
の機能と文書管理サーバ３００の機能とを１台のサーバに持たせてもよい。また、識別情
報管理サーバ２００の機能を画像形成装置４００の画像処理部にて実現してもよい。更に
、端末装置１００と７００は、同一の端末装置としてもよい。
【００２１】
　次に、本実施の形態の概要について説明する。尚、以下では、貼付材を付箋として説明
する。
　本実施の形態では、図１のＤにて、コード付き文書５１０と、付箋５２０とを出力する
。
　コード付き文書５１０には、電子文書の文書画像と、識別情報や位置情報等を含むコー
ド画像とが印刷されている。また、印刷の際に、識別情報と電子文書との対応が、例えば
、識別情報管理サーバ２００に記憶され、どの媒体にどの電子文書が印刷されたかを後で
追跡できるようになっているものとする。
　また、付箋５２０には、識別情報や位置情報等を含むコード画像は印刷されているが、
電子文書の文書画像は印刷されていない。従って、識別情報は、二重の払い出しを防ぐた
めに管理されることはあるが、電子文書と対応付けて管理されることはない。
【００２２】
　図２に、本実施の形態における処理の流れの概要を示す。
　このうち、図２(ａ)は、上述したコード付き文書５１０である。コード画像は網掛けで
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表している。
　次に、図２(ｂ)に示すように、コード付き文書５１０に付箋５２０を貼り付ける。ここ
で、コード付き文書５１０に印刷されたコード画像が表す情報と、付箋５２０に印刷され
たコード画像が表す情報とは連続していない。このようにコード付き文書５１０と付箋５
２０の境界で情報が不連続になっていることを、図では、網掛けの濃淡で表現している。
　この状態で、図２(ｃ)に示すように、例えば、ペンデバイス６００を用いて、コード付
き文書５１０と付箋５２０の境界を読み取る。これにより、端末装置７００のディスプレ
イ７５０上に、コード付き文書５１０を表す電子オブジェクトである文書オブジェクト７
１０と、付箋５２０を表す電子オブジェクトである付箋オブジェクト７２０とが、実際の
コード付き文書５１０と付箋５２０の位置関係を再現するように表示される。
【００２３】
　ところで、図２では、コード付き文書５１０と付箋５２０の境界をペンデバイス６００
を用いて読み取る方法を示したが、先にも述べたように、付箋５２０が貼られたコード付
き文書５１０の全体を読取り可能な読取りデバイスを用いて読み取ることも考えられる。
　そこで、以下では、読取りデバイスを用いて読み取る場合を第１の実施の形態、ペンデ
バイス６００を用いて読み取る場合を第２の実施の形態として、コード付き文書５１０と
付箋５２０の境界の認識から文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７２０の生成
、表示までの構成及び動作について、詳細に説明する。
【００２４】
［第１の実施の形態］
　まず、第１の実施の形態で用いるコード画像について説明しておく。
　図３(ａ)～(ｃ)は、第１の実施の形態において印刷物５００に印刷される２次元コード
画像を説明するための図である。図３(ａ)は不可視画像によって形成され、配置される２
次元コード画像の単位を模式的に示すために格子状に表現した図である。また、図３(ｂ)
は不可視画像が赤外光照射により認識された２次元コード画像の１単位(以下、単に「２
次元コード」という)を示した図である。更に、図３(ｃ)は、バックスラッシュ「＼」と
スラッシュ「／」の斜線パターンを説明するための図である。
【００２５】
　本実施の形態において、かかる２次元コード画像は、例えば、可視光領域(４００ｎｍ
～７００ｎｍ)における最大吸収率が例えば７％以下であり、近赤外領域(８００ｎｍ～１
０００ｎｍ)における吸収率が例えば３０％以上の不可視トナーによって形成される。ま
た、この不可視トナーは、画像の機械読取りのために必要な近赤外光吸収能力を高めるた
めに、平均分散径は１００ｎｍ～６００ｎｍの範囲のものが採用される。ここで、「可視
」及び「不可視」は、目視により認識できるかどうかとは関係しない。印刷された媒体に
形成された画像が可視光領域における特定の波長の吸収に起因する発色性の有無により認
識できるかどうかで「可視」と「不可視」とを区別している。
【００２６】
　また、２次元コード画像は、赤外光照射による機械読取りと復号化処理とが長期に亘っ
て安定して可能で、かつ、情報が高密度に記録できる不可視画像で形成される。更に、画
像を出力する媒体表面の可視画像が設けられた領域とは関係なく、任意の領域に設けるこ
とが可能な不可視画像であることが好ましい。本実施の形態では、印刷される媒体の大き
さに合わせて媒体一面(紙面)の全面に不可視画像が形成される。また、例えば、目視した
際に光沢差によって認識できる不可視画像であることが更に好ましい。但し、「全面」と
は、用紙の四隅を全て含む意味ではない。電子写真方式等の装置では、通常、紙面の周囲
は印刷できない範囲である場合が多いことから、かかる範囲には不可視画像を印刷する必
要はない。
【００２７】
　図３(ｂ)に示す２次元コードは、媒体上の座標位置を示す位置コードが格納される領域
と、印刷媒体を一意に特定するための識別コードが格納される領域とを含んでいる。また
、同期コードが格納される領域も含んでいる。そして、図３(ａ)に示すように、この２次
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元コードが媒体(紙面)一面に複数、格子状に配置される。即ち、媒体一面に、図３(ｂ)に
示すような２次元コードが複数個、配置され、その各々が、位置コード、識別コード、及
び同期コードを備えている。そして、複数の位置コードの領域には、それぞれ配置される
場所により異なる位置情報が格納されている。一方、複数の識別コードの領域には、配置
される場所によらず同じ識別情報が格納されている。
【００２８】
　図３(ｂ)において、位置コードは、６ビット×６ビットの矩形領域内に配置されている
。各ビット値は、回転角度が異なる複数の微小ラインビットマップで形成され、図３(ｃ)
に示される斜線パターン(パターン０とパターン１)で、ビット値０とビット値１を表現し
ている。より具体的には、相互に異なる傾きを有するバックスラッシュ「＼」及びスラッ
シュ「／」を用いてビット０とビット１とを表現している。斜線パターンは６００ｄｐｉ
で８×８画素の大きさで構成されており、左上がりの斜線パターン(パターン０)がビット
値０を、右上がりの斜線パターン(パターン１)がビット値１を表現する。従って、１つの
斜線パターンで１ビットの情報(０又は１)を表現できる。このような２種類の傾きからな
る微小ラインビットマップを用いることで、可視画像に与えるノイズが極めて小さく、か
つ大量の情報を高密度にデジタル化して埋め込むことが可能な２次元コードを提供するこ
とが可能となる。
【００２９】
　即ち、図３(ｂ)に示した位置コード領域には合計３６ビットの位置情報が格納されてい
る。この３６ビットのうち、１８ビットをＸ座標の符号化に、１８ビットをＹ座標の符号
化に使用することができる。各１８ビットを全て位置の符号化に使用すると、２１８通り
(約２６万通り)の位置を符号化できる。各斜線パターンが図３(ｃ)に示したように８画素
×８画素(６００ｄｐｉ)で構成されている場合には、６００ｄｐｉの１ドットは０.０４
２３ｍｍであることから、図３(ｂ)の２次元コード(同期コードを含む)の大きさは、縦横
共に３ｍｍ程度(８画素×９ビット×０.０４２３ｍｍ)となる。３ｍｍ間隔で２６万通り
の位置を符号化した場合、約７８６ｍの長さを符号化できる。このように１８ビット全て
を位置の符号化に使用してもよいし、或いは、斜線パターンの検出誤りが発生するような
場合には、誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めてもよい。
【００３０】
　また、識別コードは、２ビット×８ビット及び６ビット×２ビットの矩形領域に配置さ
れており、合計２８ビットの識別情報を格納できる。識別情報として２８ビットを使用し
た場合は、２２８通り(約２億７千万通り)の識別情報を表現できる。識別コードも位置コ
ードと同様に、２８ビットの中に誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めることが
できる。
【００３１】
　尚、図３(ｃ)に示す例では、２つの斜線パターンは互いに角度が９０度異なるが、角度
差を４５度とすれば４種類の斜線パターンを構成できる。このように構成した場合は、１
つの斜線パターンで２ビットの情報(０～３)を表現できる。即ち、斜線パターンの角度種
類を増やすことで、表現できるビット数を増加することができる。
　また、図３(ｃ)に示す例では、斜線パターンを使用してビット値の符号化を説明してい
るが、選択できるパターンは斜線パターンに限らない。ドットのＯＮ/ＯＦＦや、ドット
の位置を基準位置からずらす方向により符号化する方法も採用することが可能である。
【００３２】
　以下、本実施の形態の具体的な構成及び動作を述べる。
　図４は、本実施の形態における読取りデバイスの構成を示す図である。
　この読取りデバイスは、積載された原稿束から原稿を順次、搬送する原稿送り装置８１
０、スキャンによって画像を読み込むスキャナ装置８７０、原稿送り装置８１０やスキャ
ナ装置８７０の駆動制御及びスキャナ装置８７０によって読み込まれた画像信号を処理す
る処理装置８８０に大別される。
【００３３】
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　原稿送り装置８１０は、複数枚の原稿からなる原稿束を積載可能な原稿トレイ８１１、
原稿トレイ８１１を上昇及び下降させるトレイリフタ８１２を備えている。また、トレイ
リフタ８１２により上昇された原稿トレイ８１１の原稿を搬送するナジャーロール８１３
、ナジャーロール８１３により搬送された原稿を更に下流側まで搬送するフィードロール
８１４、ナジャーロール８１３により供給される原稿を１枚ずつ捌くリタードロール８１
５を備えている。最初に原稿が搬送される第１搬送路８３１には、一枚ずつに捌かれた原
稿を下流側のロールまで搬送するテイクアウェイロール８１６、原稿を更に下流側のロー
ルまで搬送すると共にループ作成を行うプレレジロール８１７、一旦、停止した後にタイ
ミングを合わせて回転を再開し、原稿読取り部に対してレジストレーション調整を施しな
がら原稿を供給するレジロール８１８、読込み中の原稿搬送をアシストするプラテンロー
ル８１９、読み込まれた原稿を更に下流に搬送するアウトロール８２０を備えている。ま
た、第１搬送路８３１には、搬送される原稿のループ状態に応じて支点を中心として回動
するバッフル８５０が設けられている。
【００３４】
　アウトロール８２０の下流側には、原稿トレイ８１１の下部に設けられ読込みが終了し
た原稿を積載させる排出トレイ８４０に原稿を導く第２搬送路８３２が設けられている。
そして、この第２搬送路８３２には、排出トレイ８４０に対して原稿を排出させる第１排
出ロール８２１が取り付けられている。尚、第１排出ロール８２１は、後述するように、
原稿を逆方向にも搬送するため、正逆方向に回転駆動されるように構成されている。
【００３５】
　また、この原稿送り装置８１０では、両面に画像が形成された原稿を読み取る場合にお
いて、両面の画像を１プロセスで読み取ることができるよう、読取りが終了した原稿を反
転搬送するための第３搬送路８３３が設けられている。第３搬送路８３３は、第１排出ロ
ール８２１の入口側とプレレジロール８１７の入口側との間に設けられている。更に、こ
の原稿送り装置８１０では、原稿の両面読取りを行った場合に、両面読取りが終了した原
稿を更にもう一度反転させてから排出トレイ８４０に排出させるための第４搬送路８３４
が設けられている。第４搬送路８３４は、第１排出ロール８２１の入口側から下方に分岐
するように形成されており、第４搬送路８３４には、排出トレイ８４０に対して原稿を排
出させる第２排出ロール８２２が取り付けられている。また、第３搬送路８３３と第４搬
送路８３４との分岐部には、これらの搬送路を切り替える搬送路切替ゲート８６０が設け
られている。
【００３６】
　以上の構成において、ナジャーロール８１３は、待機時にはリフトアップされて退避位
置に保持され、原稿搬送時にニップ位置(原稿搬送位置)へ降下して原稿トレイ８１１上の
最上位の原稿を搬送する。ナジャーロール８１３及びフィードロール８１４は、フィード
クラッチ(図示せず)の連結によって原稿の搬送を行う。プレレジロール８１７は、停止し
ているレジロール８１８に原稿先端を突き当ててループを作成する。レジロール８１８で
は、ループ作成時に、レジロール８１８に噛み込んだ原稿先端をニップ位置まで戻してい
る。このループが形成されると、バッフル８５０は支点を中心として開き、原稿のループ
を妨げることのないように機能している。また、テイクアウェイロール８１６及びプレレ
ジロール８１７は、読込み中におけるループを保持している。このループ形成によって、
読込みタイミングの調整が図られ、また、読込み時における原稿搬送に伴うスキューを抑
制して、位置合わせの調整機能を高めることができる。読込みの開始タイミングに合わせ
て、停止されていたレジロール８１８が回転を開始し、プラテンロール８１９によって、
第２プラテンガラス８７２Ｂ(後述)に押圧されて、下面方向から画像データが読み込まれ
る。
【００３７】
　この読取りデバイスにおいて、原稿の片面画像を読み取る片面モードでは、片面の読取
りを終了した原稿が、第１搬送路８３１から第２搬送路８３２へと導かれ、第１排出ロー
ル８２１によって排出トレイ８４０へと排出される。
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　一方、原稿の両面画像を読み取る両面モードでは、片面(第１面)の読取りを終了した原
稿が、第１搬送路８３１から第２搬送路８３２へと導かれ、第１排出ロール８２１によっ
て更に搬送される。そして、原稿の搬送方向後端が搬送路切替ゲート８６０を通過した直
後のタイミングで、搬送路切替ゲート８６０が原稿を第３搬送路８３３側へと導くように
切り替えられ、第１排出ロール８２１の回転方向が逆方向に切り替えられる。その結果、
原稿は、その表裏が反転した状態で、第２搬送路８３２から再び第１搬送路８３１へと導
かれる。そして、他の片面(第２面)の読取りを終了した原稿が、第１搬送路８３１から第
２搬送路８３２へと導かれ、第１排出ロール８２１によって更に搬送される。その後、原
稿の搬送方向後端が搬送路切替ゲート８６０を通過した直後のタイミングで、搬送路切替
ゲート８６０が今度は原稿を第４搬送路８３４側へと導くように切り替えられ、第１排出
ロール８２１の回転方向が再び逆方向に切り替えられる。その結果、原稿は、更に表裏が
反転した状態で、第２搬送路８３２から第４搬送路８３４へと導かれ、第２排出ロール８
２２によって排出トレイ８４０へと排出される。
　このような構成を採用することにより、本実施の形態に係る原稿送り装置８１０では、
片面モード、両面モードに関係なく、画像読取りを終了した原稿を、原稿トレイ８１１へ
のセット時と表裏の関係が同じ状態で排出トレイ８４０に積載することができる。
【００３８】
　次に、スキャナ装置８７０について説明する。
　スキャナ装置８７０は、上述した原稿送り装置８１０を装置フレーム８７１によって支
え、原稿送り装置８１０によって搬送された原稿の画像読取りを行っている。このスキャ
ナ装置８７０は、装置フレーム８７１に、画像を読み込むべき原稿を静止させた状態で載
置する第１プラテンガラス８７２Ａ、原稿送り装置８１０によって搬送中の原稿を読み取
るための光の開口部を形成する第２プラテンガラス８７２Ｂが設けられている。尚、本実
施の形態では、スキャナ装置８７０に対して原稿送り装置８１０が奥側を支点に揺動自在
に取り付けられており、第１プラテンガラス８７２Ａ上に原稿をセットする際には、原稿
送り装置８１０を持ち上げて原稿を載置し、その後、原稿送り装置８１０をスキャナ装置
８７０側に降ろして押し付けるようになっている。
【００３９】
　また、スキャナ装置８７０は、第２プラテンガラス８７２Ｂの下に静止し、及び第１プ
ラテンガラス８７２Ａの全体にわたってスキャンして画像を読み込むフルレートキャリッ
ジ８７３、フルレートキャリッジ８７３から得られた光を像結合部へ提供するハーフレー
トキャリッジ８７５を備えている。フルレートキャリッジ８７３には、原稿に光を照射す
る照明ランプ８７４、原稿から得られた反射光を受光する第１ミラー８７６Ａが備えられ
ている。ここで、照明ランプ８７４は、コード画像を読み取るための近赤外光を含む光を
照射する。
【００４０】
　また、ハーフレートキャリッジ８７５には、第１ミラー８７６Ａから得られた光を結像
部へ提供する第２ミラー８７６Ｂ及び第３ミラー８７６Ｃが備えられている。更に、スキ
ャナ装置８７０は、第３ミラー８７６Ｃから得られた光学像を光学的に縮小する結像用レ
ンズ８７７、結像用レンズ８７７によって結像された光学像を光電変換するＣＣＤ(Charg
e Coupled Device)イメージセンサ８７８、ＣＣＤイメージセンサ８７８が取り付けられ
る駆動基板８７９を備え、ＣＣＤイメージセンサ８７８によって得られた画像信号は駆動
基板８７９を介して処理装置８８０に送られる。ここで、ＣＣＤイメージセンサ８７８は
、コード画像を読み取るための近赤外光に対しても感度を有する。
　尚、本実施の形態では、これらフルレートキャリッジ８７３、照明ランプ８７４、ハー
フレートキャリッジ８７５、第１ミラー８７６Ａ、第２ミラー８７６Ｂ、第３ミラー８７
６Ｃ、結像用レンズ８７７、ＣＣＤイメージセンサ８７８、及び駆動基板８７９によって
、読取り手段が構成されている。また、本実施の形態では、読取りデバイスのスキャナ装
置８７０の光学系としてＣＣＤ方式の光学系を用いた場合を例として説明したが、これ以
外の方式、例えばＣＩＳ方式等の光学系を用いたスキャナ装置を用いても構わない。
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【００４１】
　ここで、第１プラテンガラス８７２Ａに載置された原稿の画像を読み取る原稿固定読取
りの場合には、フルレートキャリッジ８７３とハーフレートキャリッジ８７５とが、２：
１の割合でスキャン方向(矢印方向)に移動する。このとき、フルレートキャリッジ８７３
の照明ランプ８７４の光が原稿の被読取り面に照射されると共に、その原稿からの反射光
が第１ミラー８７６Ａ、第２ミラー８７６Ｂ、第３ミラー８７６Ｃの順に反射されて結像
用レンズ８７７に導かれる。結像用レンズ８７７に導かれた光は、ＣＣＤイメージセンサ
８７８の受光面に結像される。ＣＣＤイメージセンサ８７８に設けられるラインセンサは
、１次元のセンサであり、１ライン分を同時に処理している。このライン方向(スキャン
の主走査方向)の１ラインの読取りが終了すると、主走査方向とは直交する方向(副走査方
向)にフルレートキャリッジ８７３を移動させ、原稿の次のラインを読み取る。これを原
稿サイズ全体にわたって実行することで、１ページの原稿読取りを完了させる。
【００４２】
　一方、第２プラテンガラス８７２Ｂは、例えば長尺の板状構造をなす透明なガラスプレ
ートで構成される。原稿送り装置８１０によって搬送される原稿の画像を読み取る原稿流
し読取りの場合には、原稿送り装置８１０によって搬送される原稿がこの第２プラテンガ
ラス８７２Ｂの上を通過する。このとき、フルレートキャリッジ８７３とハーフレートキ
ャリッジ８７５とは、図４に示す実線の位置に停止した状態にある。まず、原稿送り装置
８１０のプラテンロール８１９を経た原稿の１ライン目の反射光が、第１ミラー８７６Ａ
、第２ミラー８７６Ｂ、及び第３ミラー８７６Ｃを経て結像用レンズ８７７にて結像され
、ＣＣＤイメージセンサ８７８によって画像が読み込まれる。即ち、ＣＣＤイメージセン
サ８７８に設けられる１次元のセンサであるラインセンサによって主走査方向の１ライン
分を同時に処理した後、原稿送り装置８１０によって搬送される原稿の次の主走査方向の
１ラインが読み込まれる。原稿の先端が第２プラテンガラス８７２Ｂの読取り位置に到達
した後、原稿が第２プラテンガラス８７２Ｂの読取り位置を通過することによって、副走
査方向にわたって１ページの読取りが完了する。
【００４３】
　ここで、読取りデバイスを用いた場合の境界の認識処理について、図５の具体例を参照
して説明する。
　図５は、コード付き文書５１０に付箋５２０を貼り付けたときの状態を示している。こ
こでは、付箋５２０を網掛けで示している。また、付箋５２０は、無造作に貼り付けるこ
とが通常であるので、コード付き文書５１０に対し、若干の傾き(角度)を持たせて描いて
いる。尚、コード付き文書５１０及び付箋５２０に設けた個々の区画は、図３(ｂ)に示し
た同期コード、識別コード、位置コードを含む２次元コードの範囲を示している。
　本実施の形態では、このようなコード付き文書５１０及び付箋５２０の境界部分を、図
示するように捕捉する。即ち、範囲５１１ａ～５１１ｊの画像をこの順に読み込む。但し
、本実施の形態では、コード付き文書５１０の全面に亘ってスキャンを行うので、図５の
範囲５１１ａ～５１１ｊは、副走査方向の１つのラインに着目した場合の主走査方向にお
ける読取り範囲を示したものである。
【００４４】
　本実施の形態における境界の認識方法は、概略、次の通りである。
　即ち、各範囲にて認識される識別情報から、各範囲にコード付き文書５１０と付箋５２
０のいずれが存在するかを判断する。そして、識別情報が、コード付き文書５１０を表す
ものから付箋５２０を表すものへと、又は、付箋５２０を表すものからコード付き文書５
１０を表すものへと切り替わった位置を境界と認識する。
　ところで、既述のように、付箋５２０がコード付き文書５１０に対し一定の角度を持っ
て貼り付けられることは普通に起こり得る。この場合、この角度を補正して情報を読み取
る必要がある。一般にこの角度はそれほど大きな角度とならないので、図３のコード(グ
リフ)を用いた場合の微細な角度を補正するアルゴリズムに従って補正することが可能で
ある。この方法では、大まかには、原点からグリフピッチに等しい距離にある暗い画素を
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順次探索していき、その方向を角度のずれであると判断する。尚、この補正についての詳
細は、特開２００１－３１２７３３に述べられている。
　但し、スキャンした範囲によっては、その範囲の中にコード付き文書５１０のコード画
像と、付箋５２０の一定の角度を持ったコード画像とが混在することも考えられる。その
場合、特開２００１－３１２７３３の手法を用いて角度を補正することは困難であるため
、このような範囲については、角度の補正が不可能であるとして処理を進めることにする
。
【００４５】
　図６は、処理装置８８０(図４参照)の動作を示したフローチャートである。
　まず、処理装置８８０は、特定範囲のコード画像に着目する(ステップ８０１)。即ち、
画像の読込みは、図５に示すように、複数の範囲に対し順次行われるが、このフローチャ
ートでは、その中の１つの範囲を対象とした処理を示している。
　次に、処理装置８８０は、この着目したコード画像が整形可能かどうか判定する(ステ
ップ８０２)。ここで、整形とは、角度の補正やノイズ除去等があるが、特に、１つの範
囲にコード付き文書５１０及び付箋５２０が混在することにより角度の補正が不可能とな
っていないかどうかを判定する。
　その結果、整形不可能と判定された場合は、整形不可能数に１を加算する(ステップ８
０３)。即ち、整形不可能数を格納する変数をｅとすると、この変数ｅにより、連続して
整形不可能と判断された範囲の数が表される。
【００４６】
　一方、整形可能と判定された場合、処理装置８８０は、画像の整形を行う(ステップ８
０４)。そして、整形されたスキャン画像からスラッシュ「／」やバックスラッシュ「＼
」等のビットパターン(斜線パターン)を検出する(ステップ８０５)。また、整形されたス
キャン画像から、２次元コードを検出する(ステップ８０６)。ここで、２次元コードの検
出は、その位置決め用のコードである同期コードを検出し参照することにより行う。その
後、処理装置８８０は、２次元コードからＥＣＣ(Error Correcting Code：誤り訂正符号
)等の情報を取り出し復号し、復号した情報から識別情報及び位置情報を取り出してメモ
リに記憶する(ステップ８０７)。尚、スキャン画像からの識別情報及び位置情報の具体的
な取り出し方法については後述する。
【００４７】
　ここで、１つ前の範囲からも、同様の処理によって識別情報及び位置情報が取り出され
、メモリに記憶されているので、今回記憶した識別情報と前回記憶した識別情報とが同一
であるかどうかを判定する(ステップ８０８)。尚、ここでいう「前回」とは、整形不可能
な範囲を除いて、前回処理した範囲を指す。
　その結果、識別情報が同一でなければ、前回の範囲と今回の範囲との間に境界があるこ
とをメモリに記憶する(ステップ８０９)。その際、前回の範囲がコード付き文書５１０上
にあり、今回の範囲が付箋５２０上にあるのであれば、前々回の位置情報と、前回の位置
情報とに基づいて、境界位置も求めて記憶する。一方、前回の範囲が付箋５２０上にあり
、今回の範囲がコード付き文書５１０上にあるのであれば、今回の位置情報と、次回の位
置情報とに基づいて、境界位置を求めることになる。尚、コード付き文書５１０に付箋５
２０を貼り付ける場合、通常、コード付き文書５１０の領域が付箋５２０の領域を囲むこ
とになるので、対象となる範囲は、外側の領域にあれば、コード付き文書５１０上にあり
、内側の領域にあれば、付箋５２０上にあると判断することができる。
　一方、識別情報が同一であれば、前回の範囲と今回の範囲はいずれもコード付き文書５
１０上、又は、付箋５２０上に存在することになるので、今回の範囲についての処理はそ
のまま終了する。
【００４８】
　図７(ａ),(ｂ)は、ペンデバイス６００におけるコード情報の読取りを説明するための
図である。図７(ａ)に示すように、印刷された媒体上には、位置コード(位置情報に対応
するコード)と、識別コード(識別情報に対応するコード)とが、それぞれ複数個、２次元
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配置されている。尚、図７(ａ)では、説明の便宜上、同期コードは図示していない。前述
のように、複数の位置コードは、それぞれ配置される場所により異なる位置情報が格納さ
れており、複数の識別コードは、配置される場所によらず、それぞれ同じ識別情報が格納
されている。今、コード画像の読取り領域が図７(ａ)の太線で示されるものとする。この
読取り領域近傍を拡大した図が図７(ｂ)に示されている。位置コードは、画像内での位置
により異なる情報が格納されているので、読み取った画像内に必ず１つ以上の位置コード
が含まれていないと検出できない。しかし、識別コードには、画像内の位置によらず全て
同じ識別情報が格納されているので、断片的な情報から復元することができる。図７(ｂ)
に示す例では、読取り領域にある部分的な４つのコード(Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ)を組み合わせて１
つの識別コードを復元している。
【００４９】
　次に、図６の処理を、メモリに格納されるデータの具体例を用いてより詳細に説明する
。
　図８は、図５に示した範囲５１１ａ～５１１ｊについて処理した場合にメモリに記憶さ
れるデータの例である。
　ここで、識別情報「Ａ」は、コード付き文書５１０の識別情報を意味し、識別情報「Ｂ
」は、付箋５２０の識別情報を意味する。そして、識別情報「Ｂｏｒｄｅｒ」は、コード
付き文書５１０と付箋５２０の境界を意味する。
　また、位置情報としては、以下のような情報を記憶している。
　即ち、コード付き文書５１０及び境界については、コード付き文書５１０における座標
系に従った位置情報を記憶している。例えば、コード付き文書５１０の左上点を原点とし
た位置情報である。尚、Ｘ座標及びＹ座標の先頭の「Ａ」が、識別情報「Ａ」が付与され
たコード付き文書５１０における位置情報であることを示している。
　一方、付箋５２０については、付箋５２０における座標系に従った位置情報を記憶して
いる。例えば、付箋５２０の左上点を原点とした位置情報である。尚、Ｘ座標及びＹ座標
の先頭の「Ｂ」が、識別情報「Ｂ」が付与された付箋５２０における位置情報であること
を示している。
【００５０】
　以下、範囲５１１ａ～５１１ｊを対象とする図６の処理を具体的に説明する。
　範囲５１１ａについては、ステップ８０７で識別情報Ａと位置情報(Ａｘ０１，Ａｙ０
５)とが記憶され、範囲５１１ｂについては、ステップ８０７で識別情報Ａと位置情報(Ａ
ｘ０２，Ａｙ０５)とが記憶される。また、範囲５１１ｃ～５１１ｆについては、コード
付き文書５１０及び付箋５２０が無視できない程度に混在するため、ステップ８０２で整
形不可能と判定され、識別情報及び位置情報は記憶されない。次に、範囲５１１ｇについ
ては、ステップ８０７で識別情報Ｂと位置情報(Ｂｘ０１，Ｂｙ０１)とが記憶され、前回
の識別情報と同一ではないので、ステップ８０９で前回の範囲と今回の範囲の間に境界が
あることが記憶される。
【００５１】
　即ち、位置情報(Ａｘ０２，Ａｙ０５)と位置情報(Ｂｘ０１，Ｂｙ０１)との間に境界点
が存在することが記憶される。このように前回の範囲がコード付き文書５１０上であり、
今回の範囲が付箋５２０上である場合、境界点の座標Ｐ０は、境界点の１つ前の範囲の座
標をＰ１、境界点の２つ前の範囲の座標をＰ２とすると、次のようにして求められる。但
し、ここでも、「１つ前」、「２つ前」は、整形不可能な範囲を除いて数えるものとする
。
・整形不可能な範囲の数が０個の場合：Ｐ０＝Ｐ１＋(Ｐ１－Ｐ２)/２
・整形不可能な範囲の数が１個の場合：Ｐ０＝Ｐ１＋(Ｐ１－Ｐ２)
・整形不可能な範囲の数が２個の場合：Ｐ０＝Ｐ１＋(Ｐ１－Ｐ２)＋(Ｐ１－Ｐ２)/２
・整形不可能な範囲の数が３個の場合：Ｐ０＝Ｐ１＋(Ｐ１－Ｐ２)＊２
　以上のことから、一般に、整形不可能数ｅを用いて、境界点の座標Ｐ０は、「Ｐ０＝Ｐ
１＋(Ｐ１－Ｐ２)＊(ｅ＋１)/２」により求めることができる。
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　本実施の形態の例の場合、整形不可能な範囲の数は４個であるので、Ａｘ０３＝Ａｘ０
２＋(Ａｘ０２－Ａｘ０１)＊５/２となる。
【００５２】
　また、範囲５１１ｈについては、コード付き文書５１０及び付箋５２０が無視できない
程度に混在するため、ステップ８０２で整形不可能と判定され、識別情報及び位置情報は
記憶されない。次に、範囲５１１ｉについては、ステップ８０７で識別情報Ａと位置情報
(Ａｘ０５，Ａｙ０５)とが記憶され、前回の識別情報と同一ではないので、ステップ８０
９で前回の範囲と今回の範囲の間に境界があることが記憶される。
　即ち、位置情報(Ｂｘ０１，Ｂｙ０１)と位置情報(Ａｘ０５，Ａｙ０５)との間に境界点
が存在することが記憶される。但し、この場合においては、前回の範囲が付箋５２０上で
あり、今回の範囲がコード付き文書５１０上であるので、境界点の座標は、次の範囲の処
理を待って行われる。つまり、範囲５１１ｊについて、ステップ８０７で識別情報Ａと位
置情報(Ａｘ０６，Ａｙ０５)とが記憶され、これにより境界点が求められる。
【００５３】
　この場合、境界点の座標Ｐ０は、境界点の１つ後の範囲の座標をＰ１、境界点の２つ後
の範囲の座標をＰ２とすると、次のようにして求められる。但し、ここでも、「１つ後」
、「２つ後」は、整形不可能な範囲を除いて数えるものとする。
・整形不可能な範囲の数が０個の場合：Ｐ０＝Ｐ１－(Ｐ２－Ｐ１)/２
・整形不可能な範囲の数が１個の場合：Ｐ０＝Ｐ１－(Ｐ２－Ｐ１)
・整形不可能な範囲の数が２個の場合：Ｐ０＝Ｐ１－(Ｐ２－Ｐ１)－(Ｐ２－Ｐ１)/２
・整形不可能な範囲の数が３個の場合：Ｐ０＝Ｐ１－(Ｐ２－Ｐ１)＊２
　以上のことから、一般に、整形不可能数ｅを用いて、境界点の座標Ｐ０は、「Ｐ０＝Ｐ
１－(Ｐ２－Ｐ１)＊(ｅ＋１)/２」により求めることができる。
　本実施の形態の例の場合、整形不可能な範囲の数は１個であるので、Ａｘ０４＝Ａｘ０
５－(Ａｘ０６－Ａｘ０５)＊２/２となる。
【００５４】
　次に、図８に示したデータを取得して文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７
２０を表示する端末装置７００について説明する。
　図９は、端末装置７００の機能構成を示したブロック図である。
　図示するように、端末装置７００は、受信部７１と、オブジェクト生成部７２と、表示
部７３とを備えている。
　ここで、受信部７１は、スキャンした各点の情報を受信する。オブジェクト生成部７２
は、受信した情報に基づいて文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７２０を生成
する。表示部７３は、生成された文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７２０を
表示する。
【００５５】
　このような構成を有する端末装置７００は、次のように動作する。
　まず、受信部７１が、スキャンした各点の識別情報及び位置情報を、読取りデバイスか
ら有線又は無線により受信し、これらの情報をオブジェクト生成部７２に受け渡す。
　これにより、オブジェクト生成部７２では、図１０に示すような動作が行われる。
　即ち、スキャンした各点について、識別情報及び位置情報を取得し、メモリ上の各点に
対応する位置に、識別情報を属性として付与して記憶する(ステップ７０１)。尚、ここで
いう識別情報とは、コード付き文書５１０上の点については、そのコード付き文書５１０
の識別情報であり、付箋５２０上の点については、その付箋５２０の識別情報である。一
方、コード付き文書５１０と付箋５２０の境界上の点については、境界上にあることを示
す情報(図８では「Ｂｏｒｄｅｒ」)である。
【００５６】
　次に、オブジェクト生成部７２は、メモリ上の各点のうち、外側の領域の各点に付与さ
れた識別情報を特定し、この識別情報をキーとして電子文書を取得する(ステップ７０２)
。付箋５２０は、コード付き文書５１０の内側に貼るのが普通であるので、外側の領域を
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コード付き文書５１０であると判断しているのである。尚、ここでの電子文書の取得は、
具体的には、外側の領域における識別情報を識別情報管理サーバ２００に送信することで
行う。この識別情報の送信を受けた識別情報管理サーバ２００は、文書管理サーバ３００
から該当する電子文書を取得し、端末装置７００に対して返信する。
【００５７】
　その後、オブジェクト生成部７２は、取得した電子文書のイメージから文書オブジェク
ト７１０を生成し、外側の領域に配置する(ステップ７０３)。尚、このとき、付箋５２０
の識別情報が付与された領域(内側の領域)にも文書オブジェクト７１０は配置されるが、
オブジェクト生成部７２は、その領域の範囲を記憶しておくものとする。
　一方、オブジェクト生成部７２は、付箋オブジェクト７２０を生成し、その記憶してお
いた内側の領域に付箋オブジェクト７２０を配置する(ステップ７０４)。
　このようなオブジェクト生成部７２の処理が終了すると、最後に、表示部７３が、配置
されたオブジェクトを画面上に表示する。その際、文書オブジェクト７１０の前面に付箋
オブジェクト７２０を表示することで、コード付き文書５１０と付箋５２０の上下関係を
も含む空間配置関係を電子空間上に再現することが可能となる。
【００５８】
　また、このように表示された文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７２０を個
別に選択したり移動したりする操作の指示があった場合、互いに独立に操作に応じた処理
を実行することも可能である。つまり、例えば、付箋オブジェクト７２０に対し操作指示
があった場合であれば、端末装置７００の図示しない受付部がその指示を受け付け、同じ
く図示しない操作実行部が、付箋オブジェクト７２０に対し、文書オブジェクト７１０と
は独立に、指示された操作を実行する。
【００５９】
　尚、本実施の形態では、読取りデバイスによりコード付き文書５１０の全面を読み取り
、処理装置８８０によりスキャン画像の全面から画像を読み取ったが、必ずしもコード付
き文書５１０の全面を処理対象とする必要はない。即ち、コード付き文書５１０の一部を
処理対象とするものであっても、境界上の複数の点の位置情報を求めることができ、これ
によって境界線が特定できればよい。
　以上述べたように、本実施の形態では、付箋５２０が貼付されたコード付き文書５１０
における各点の位置情報を読取りデバイスで読み取って処理するようにした。これにより
、コード付き文書５１０に貼付された付箋５２０の位置、大きさを電子的に認識し、コー
ド付き文書５１０と付箋５２０の位置関係を電子空間上に再現できるようになった。
【００６０】
［第２の実施の形態］
　まず、第２の実施の形態で用いるコード画像について説明しておく。
　図１１(ａ)～(ｃ)は、第２の実施の形態において印刷物５００に印刷される２次元コー
ド画像を説明するための図である。図１１(ａ)は不可視画像によって形成され、配置され
る２次元コード画像の単位を模式的に示すために格子状に表現した図である。また、図１
１(ｂ)は不可視画像が赤外光照射により認識された２次元コード画像の１単位(２次元コ
ード)を示した図である。更に、図１１(ｃ)は、バックスラッシュ「＼」とスラッシュ「
／」の斜線パターンを説明するための図である。
　ところで、第１の実施の形態で述べた図３(ｂ)の２次元コードは、位置コードが格納さ
れる領域と、識別コードが格納される領域と、同期コードが格納される領域とを含んでい
たが、図１１(ｂ)の２次元コードは、これらに加えて、付加コードが格納される領域も含
む。
【００６１】
　図１１(ｂ)において、位置コードは、５ビット×５ビットの矩形領域内に配置されてい
る。各ビット値は、回転角度が異なる複数の微小ラインビットマップで形成され、図１１
(ｃ)に示される斜線パターン(パターン０とパターン１)で、ビット値０とビット値１を表
現している。より具体的には、相互に異なる傾きを有するバックスラッシュ「＼」および
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スラッシュ「／」を用いてビット０とビット１とを表現している。斜線パターンは６００
ｄｐｉで８×８画素の大きさで構成されており、左上がりの斜線パターン(パターン０)が
ビット値０を、右上がりの斜線パターン(パターン１)がビット値１を表現する。従って、
１つの斜線パターンで１ビットの情報(０または１)を表現できる。このような２種類の傾
きからなる微小ラインビットマップを用いることで、可視画像に与えるノイズが極めて小
さく、かつ大量の情報を高密度にデジタル化して埋め込むことが可能な２次元コードを提
供することが可能となる。
【００６２】
　即ち、図１１(ｂ)に示した位置コード領域には合計２５ビットの位置情報が格納されて
いる。この２５ビットのうち、１２ビットをＸ座標の符号化に、１２ビットをＹ座標の符
号化に使用することができる。残りの１ビットは、どちらの符号化に利用してもよい。各
１２ビットを全て位置の符号化に使用すると、２１２通り(４０９６通り)の位置を符号化
できる。各斜線パターンが図１１(ｃ)に示したように８画素×８画素(６００ｄｐｉ)で構
成されている場合には、６００ｄｐｉの１ドットは０.０４２３ｍｍであることから、図
１１(ｂ)の２次元コード(同期コードを含む)の大きさは、縦横共に３ｍｍ程度(８画素×
９ビット×０.０４２３ｍｍ)となる。３ｍｍ間隔で４０９６通りの位置を符号化した場合
、約１２ｍの長さを符号化できる。このように１２ビット全てを位置の符号化に使用して
もよいし、或いは、斜線パターンの検出誤りが発生するような場合には、誤り検出や誤り
訂正のための冗長ビットを含めてもよい。
【００６３】
　また、識別コードは、３ビット×８ビットの矩形領域に配置されており、合計２４ビッ
トの識別情報を格納できる。識別情報として２４ビットを使用した場合は、２２４通り(
約１７００万通り)の識別情報を表現できる。識別コードも位置コードと同様に、２４ビ
ットの中に誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めることができる。
　一方、付加コードは、５ビット×３ビットの矩形領域に配置されており、合計１５ビッ
トの識別情報を格納できる。付加情報として１５ビットを使用した場合は、２１５通り(
約３万３千通り)の付加情報を表現できる。付加コードも識別コードや位置コードと同様
に、１５ビットの中に誤り検出や誤り訂正のための冗長ビットを含めることができる。
【００６４】
　ところで、本実施の形態では、このような構成の２次元コードにおける付加コードに対
し、媒体のサイズの情報を格納しておく。こうすることにより、第１の実施の形態の読取
りデバイスのような広範囲をスキャンするデバイスを用いなくても、付箋５２０の貼付範
囲を求めることができる。即ち、ペンデバイス６００でコード付き文書５１０と付箋５２
０とに跨る線を引くだけで、付箋５２０の貼付範囲を求めることができるものである。
【００６５】
　以下、本実施の形態の具体的な構成及び動作を述べる。
　図１２は、本実施の形態におけるペンデバイス６００の構成を示す図である。
　このペンデバイス６００は、コード画像と文書画像とが合成されて印刷された用紙(媒
体)に通常のペンと同様の操作により文字や図形を記録する筆記部６１と、筆記部６１の
動きを監視しペンデバイス６００が用紙に押し付けられていることを検出する筆圧検出部
６２とを備えている。また、ペンデバイス６００の全体の電子的な動作を制御する制御部
６３と、用紙上のコード画像を読み取るために赤外光を照射する赤外照射部６４と、反射
される赤外光を受光することによりコード画像を認識して入力する画像入力部６５とを備
えている。
【００６６】
　ここで、制御部６３について更に詳しく説明する。
　制御部６３は、コード取得部６３１と、軌跡算出部６３２と、情報記憶部６３３とを備
えている。コード取得部６３１は、画像入力部６５から入力された画像を解析してコード
を取得する部分であり、コード情報を入力するという観点から入力部として捉えることが
できる。軌跡算出部６３２は、コード取得部６３１により取得したコードに対し、筆記部
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６１のペン先の座標と画像入力部６５が捕捉した画像の座標とのずれを補正してペン先の
軌跡を算出する部分である。情報記憶部６３３は、コード取得部６３１が取得したコード
や軌跡算出部６３２が算出した軌跡情報を記憶する部分である。また、図示しないが、制
御部６３において後述する境界を認識する処理を行う部分を、処理部として捉えることも
できる。
【００６７】
　ここで、ペンデバイス６００を用いた場合の境界の認識処理について、図１３の具体例
を参照して説明する。
　図１３は、コード付き文書５１０に付箋５２０を貼り付けたときの状態を示している。
ここでは、付箋５２０を網掛けで示している。また、付箋５２０は、無造作に貼り付ける
ことが通常であるので、コード付き文書５１０に対し、若干の傾き(角度)を持たせて描い
ている。尚、コード付き文書５１０及び付箋５２０に設けた個々の区画は、図１１(ｂ)に
示した同期コード、識別コード、位置コード、付加コードを含む２次元コードの範囲を示
している。
　本実施の形態では、このようなコード付き文書５１０及び付箋５２０の境界部分を、図
示するように捕捉する。即ち、範囲５１１ｋ～５１１ｑが、ペンデバイス６００がその軌
跡に沿って捕捉した範囲であり、これらの範囲の画像をこの順に読み込む。
【００６８】
　本実施の形態における境界の認識方法は、概略、次の通りである。
　即ち、各範囲にて認識される識別情報から、各範囲にコード付き文書５１０と付箋５２
０のいずれが存在するかを判断する。そして、識別情報が、コード付き文書５１０を表す
ものから付箋５２０を表すものへと、又は、付箋５２０を表すものからコード付き文書５
１０を表すものへと切り替わった位置を境界と認識する。
　ところで、既述のように、付箋５２０がコード付き文書５１０に対し一定の角度を持っ
て貼り付けられることは普通に起こり得る。この場合、第１の実施の形態で述べたのと同
様の方法を用いて角度を補正することが可能である。
　また、本実施の形態においても、スキャンした範囲によっては、その範囲の中にコード
付き文書５１０のコード画像と、付箋５２０の一定の角度を持ったコード画像とが混在す
ることが考えられる。その場合、角度を補正することは困難であるため、このような範囲
については、角度の補正が不可能であるとして処理を進めることにする。
【００６９】
　図１４は、ペンデバイス６００の主に制御部６３にて実行される処理を示したフローチ
ャートである。ペンデバイス６００を用いて、例えば用紙に文字や図形の記録が行われる
と、用紙に対してペンによる記録が行われていることの検出信号が筆圧検出部６２から制
御部６３へ送られる。制御部６３は、この検出信号を検出することにより、図１４の動作
を開始する。
　まず、制御部６３は、ペン先の近傍のコード画像に着目する(ステップ６０１)。即ち、
赤外照射部６４が、ペン先の近傍の用紙上に赤外光を照射すると、赤外光はコード画像に
て吸収され、それ以外の部分では反射される。画像入力部６５ではこの反射された赤外光
を受光し、赤外光が反射されなかった部分をコード画像として認識する。これにより、制
御部６３は、このコード画像に着目する。
【００７０】
　次に、制御部６３は、この着目したコード画像が整形可能かどうか判定する(ステップ
６０２)。ここで、整形とは、角度の補正やノイズ除去等があるが、特に、１つの範囲に
コード付き文書５１０及び付箋５２０が混在することにより角度の補正が不可能となって
いないかどうかを判定する。
　その結果、整形不可能と判定された場合は、整形不可能数に１を加算する(ステップ６
０３)。即ち、整形不可能数を格納する変数をｅとすると、この変数ｅにより、連続して
整形不可能と判断された範囲の数が表される。
【００７１】
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　一方、整形可能と判定された場合、制御部６３は、画像の整形を行う(ステップ６０４)
。このとき、本実施の形態では、画像の角度を取得しておく(ステップ６０５)。そして、
整形されたスキャン画像からスラッシュ「／」やバックスラッシュ「＼」等のビットパタ
ーン(斜線パターン)を検出する(ステップ６０６)。また、整形されたスキャン画像から、
２次元コードを検出する(ステップ６０７)。ここで、２次元コードの検出は、その位置決
め用のコードである同期コードを検出し参照することにより行う。その後、処理装置８８
０は、２次元コードからＥＣＣ(Error Correcting Code：誤り訂正符号)等の情報を取り
出し復号し、復号した情報から識別情報、位置情報、付加情報を取り出し、識別情報と、
位置情報と、付加情報から得られるサイズの情報と、ステップ６０５で取得しておいた角
度の情報とをメモリに記憶する(ステップ６０８)。尚、スキャン画像からの識別情報、位
置情報、付加情報の取得は、図７で述べた方法に倣って行えばよい。
【００７２】
　ここで、１つ前の範囲からも、同様の処理によって識別情報、位置情報、サイズ、角度
が取り出され、メモリに記憶されているので、今回記憶した識別情報と前回記憶した識別
情報とが同一であるかどうかを判定する(ステップ６０９)。尚、ここでいう「前回」とは
、整形不可能な範囲を除いて、前回処理した範囲を指す。
　その結果、識別情報が同一でなければ、前回の範囲と今回の範囲との間に境界があるこ
とをメモリに記憶する(ステップ６１０)。その際、前々回の位置情報と、前回の位置情報
とに基づいて、前々回及び前回の範囲が存在する媒体上での境界位置も求めて記憶する。
また、今回の位置情報と、次回の位置情報とに基づいて、今回及び次回の範囲が存在する
媒体上での境界位置も求める。
　一方、識別情報が同一であれば、前回の範囲と今回の範囲はいずれもコード付き文書５
１０上、又は、付箋５２０上に存在することになるので、今回の範囲についての処理はそ
のまま終了する。
【００７３】
　次に、図１４の処理を、メモリに格納されるデータの具体例を用いてより詳細に説明す
る。
　図１５は、図１３に示した範囲５１１ｋ～５１１ｑについて処理した場合にメモリに記
憶されるデータの例である。
　ここで、識別情報「Ａ」は、コード付き文書５１０の識別情報を意味し、識別情報「Ｂ
」は、付箋５２０の識別情報を意味する。そして、識別情報「Ｂｏｒｄｅｒ」は、コード
付き文書５１０と付箋５２０の境界を意味する。
　また、位置情報としては、以下のような情報を記憶している。
　即ち、コード付き文書５１０については、コード付き文書５１０における座標系に従っ
た位置情報を記憶している。例えば、コード付き文書５１０の左上点を原点とした位置情
報である。尚、Ｘ座標及びＹ座標の先頭の「Ａ」が、識別情報「Ａ」が付与されたコード
付き文書５１０における位置情報であることを示している。
　一方、付箋５２０については、付箋５２０における座標系に従った位置情報を記憶して
いる。例えば、付箋５２０の左上点を原点とした位置情報である。尚、Ｘ座標及びＹ座標
の先頭の「Ｂ」が、識別情報「Ｂ」が付与された付箋５２０における位置情報であること
を示している。
　そして、境界については、コード付き文書５１０における座標系に従った位置情報と、
付箋５２０における座標系に従った位置情報の両方を記憶している。
【００７４】
　また、メモリには、付加情報から得られた各媒体のサイズの情報も記憶されている。即
ち、コード付き文書５１０については、Ｘ方向の長さとしてＬａｘが、Ｙ方向の長さとし
てＬａｙが記憶されている。また、付箋５２０については、Ｘ方向の長さとしてＬｂｘが
、Ｙ方向の長さとしてＬｂｙが記憶されている。
　更に、メモリには、各媒体の角度の情報も記憶されている。ここでは、コード付き文書
５１０に対し角度０が、付箋５２０に対し角度θが記憶されている。
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【００７５】
　以下、範囲５１１ｋ～５１１ｑを対象とする図１４の処理を具体的に説明する。
　範囲５１１ｋについては、ステップ６０８で識別情報Ａと位置情報(Ａｘ０７，Ａｙ０
７)とサイズ(Ｌａｘ，Ｌａｙ)と角度０とが記憶され、範囲５１１ｌについては、ステッ
プ６０８で識別情報Ａと位置情報(Ａｘ０８，Ａｙ０８)とサイズ(Ｌａｘ，Ｌａｙ)と角度
０とが記憶され、範囲５１１ｍについては、ステップ６０８で識別情報Ａと位置情報(Ａ
ｘ０９，Ａｙ０９)とサイズ(Ｌａｘ，Ｌａｙ)と角度０とが記憶される。また、範囲５１
１ｎについては、コード付き文書５１０及び付箋５２０が無視できない程度に混在するた
め、ステップ６０２で整形不可能と判定され、識別情報、位置情報、サイズ、角度は記憶
されない。次に、範囲５１１ｏについては、ステップ６０８で識別情報Ｂと位置情報(Ｂ
ｘ０８，Ｂｙ０８)とサイズ(Ｌｂｘ，Ｌｂｙ)と角度θとが記憶され、前回の識別情報と
同一ではないので、ステップ６１０で前回の範囲と今回の範囲の間に境界があることが記
憶される。
【００７６】
　即ち、位置情報(Ａｘ０９，Ａｙ０９)と位置情報(Ｂｘ０８，Ｂｙ０８)との間に境界点
が存在することが記憶される。本実施の形態では、この境界点の座標として、前回の範囲
が存在する媒体上での座標と、今回の範囲が存在する媒体上での座標とを求める。
　まず、前回の範囲が存在する媒体上での境界点の座標Ｐ０は、境界点の１つ前の範囲の
座標をＰ１、境界点の２つ前の範囲の座標をＰ２、整形不可能数をｅとすると、「Ｐ０＝
Ｐ１＋(Ｐ１－Ｐ２)＊(ｅ＋１)/２」により求められる。
　本実施の形態の例の場合、整形不可能な範囲の数は１個であるので、Ａｘ１０＝Ａｘ０
９＋(Ａｘ０９－Ａｘ０８)＊２/２、Ａｙ１０＝Ａｙ０９＋(Ａｙ０９－Ａｙ０８)＊２/２
である。
　また、今回の範囲が存在する媒体上での境界点の座標Ｐ０は、境界点の１つ後の範囲の
座標をＰ１、境界点の２つ後の範囲の座標をＰ２、整形不可能数をｅとすると、「Ｐ０＝
Ｐ１－(Ｐ２－Ｐ１)＊(ｅ＋１)/２」により求められる。
　本実施の形態の例の場合、整形不可能な範囲の数は１個であるので、Ｂｘ０７＝Ｂｘ０
８－(Ｂｘ０９－Ｂｘ０８)＊２/２、Ｂｙ０７＝Ｂｙ０８－(Ｂｙ０９－Ｂｙ０８)＊２/２
である。尚、(Ｂｘ０９，Ｂｙ０９)については、この時点では判明していないので、この
計算は、次の処理で(Ｂｘ０９，Ｂｙ０９)を求めた後に行われる。
　即ち、範囲５１１ｐについては、ステップ６０８で識別情報Ｂと位置情報(Ｂｘ０９，
Ｂｙ０９)とサイズ(Ｌｂｘ，Ｌｂｙ)と角度θとが記憶される。そして、最後に、範囲５
１１ｑについては、ステップ６０８で識別情報Ｂと位置情報(Ｂｘ１０，Ｂｙ１０)とサイ
ズ(Ｌｂｘ，Ｌｂｙ)と角度θとが記憶される。
【００７７】
　次に、図１５に示したデータを取得して文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト
７２０を表示する端末装置７００について説明する。
　図１６は、端末装置７００の機能構成を示したブロック図である。
　図示するように、端末装置７００は、受信部７１と、境界算出部７４と、オブジェクト
生成部７２と、表示部７３とを備えている。
　ここで、受信部７１、オブジェクト生成部７２、表示部７３の機能は、第１の実施の形
態と同様である。境界算出部７４を備えた点でのみ、第１の実施の形態における端末装置
７００と異なる。この境界算出部７４は、受信部７１が受信した情報に基づいてコード付
き文書５１０と付箋５２０の境界を計算で求める。
【００７８】
　このような構成を有する端末装置７００は、次のように動作する。
　まず、受信部７１が、スキャンした各点の識別情報、位置情報、サイズ、角度を、ペン
デバイス６００から有線又は無線により受信し、これらの情報を境界算出部７４に受け渡
す。
　これにより、境界算出部７４及びオブジェクト生成部７２では、図１７に示すような動
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作が行われる。
　即ち、スキャンした各点について、識別情報、位置情報、サイズ、角度を取得する(ス
テップ７５１)。尚、ここでいう識別情報とは、コード付き文書５１０上の点については
、そのコード付き文書５１０の識別情報であり、付箋５２０上の点については、その付箋
５２０の識別情報である。一方、コード付き文書５１０と付箋５２０の境界上の点につい
ては、境界上にあることを示す情報(図１５では「Ｂｏｒｄｅｒ」)である。
【００７９】
　次に、境界算出部７４は、２つのサイズの情報を比較し、大きい方をコード付き文書５
１０、小さい方を付箋５２０に決定する(ステップ７５２)。そして、境界点の位置情報と
、付箋５２０のサイズ及び角度を用いて、境界を算出する(ステップ７５３)。即ち、境界
点のコード付き文書５１０上での座標が分かり、境界点の付箋５２０上での座標も分かる
ので、付箋５２０における位置情報の原点のコード付き文書５１０上での座標も分かる。
従って、その原点を基準として、コード付き文書５１０上で、指定のサイズ及び角度の付
箋５２０を描けば、付箋５２０の貼付範囲を再現することができる。
【００８０】
　付箋５２０の貼付範囲が求まると、オブジェクト生成部７２が、コード付き文書５１０
の識別情報(大きい方のサイズに対応する識別情報)をキーとして電子文書を取得する(ス
テップ７５４)。尚、ここでの電子文書の取得は、具体的には、大きい方のサイズに対応
する識別情報を識別情報管理サーバ２００に送信することで行う。この識別情報の送信を
受けた識別情報管理サーバ２００は、文書管理サーバ３００から該当する電子文書を取得
し、端末装置７００に対して返信する。
【００８１】
　その後、オブジェクト生成部７２は、取得した電子文書のイメージから、指定サイズで
、かつ、下位レイヤの文書オブジェクト７１０を生成し、配置する(ステップ７５５)。 
　一方、オブジェクト生成部７２は、指定サイズで、かつ、上位レイヤの付箋オブジェク
ト７２０を生成し、ステップ７５３で算出された範囲に配置する(ステップ７５６)。
　このようなオブジェクト生成部７２の処理が終了すると、最後に、表示部７３が、配置
されたオブジェクトを画面上に表示する。その際、文書オブジェクト７１０の前面に付箋
オブジェクト７２０を表示することで、コード付き文書５１０と付箋５２０の上下関係を
も含む空間配置関係を電子空間上に再現することが可能となる。
【００８２】
　また、このように表示された文書オブジェクト７１０及び付箋オブジェクト７２０を個
別に選択したり移動したりする操作の指示があった場合、互いに独立に操作に応じた処理
を実行することも可能である。つまり、例えば、付箋オブジェクト７２０に対し操作指示
があった場合であれば、端末装置７００の図示しない受付部がその指示を受け付け、同じ
く図示しない操作実行部が、付箋オブジェクト７２０に対し、文書オブジェクト７１０と
は独立に、指示された操作を実行する。
【００８３】
　尚、本実施の形態では、ペンデバイス６００によりコード付き文書５１０と付箋５２０
の境界を跨ぐ線を１本だけ書き込んだが、線の数はこれに限られず、２本以上の線を書き
込むものであってもよい。
　また、本実施の形態では、ペンデバイス６００が、境界上の１つの点の位置情報と、付
箋５２０のサイズや角度の情報とを取得する処理を行い、端末装置７００が、これらの情
報を用いてオブジェクトを生成する処理を行うようにした。しかしながら、この一連の境
界の認識からオブジェクトの生成までの処理のうち、どの部分までペンデバイス６００が
分担し、どの部分から端末装置７００が分担するかは、任意に決定することが可能である
。
　以上述べたように、本実施の形態では、コード付き文書５１０と付箋５２０の境界上の
１つの点の位置情報と、付箋５２０のサイズや角度の情報をペンデバイス６００で読み取
って処理するようにした。これにより、コード付き文書５１０に貼付された付箋５２０の



(21) JP 4674513 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

位置、大きさを電子的に認識し、コード付き文書５１０と付箋５２０の位置関係を電子空
間上に再現できるようになった。
【００８４】
　以上、本発明の第１の実施の形態、及び、第２の実施の形態について説明してきたが、
本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。
　例えば、上記では、コード画像に含める識別情報を、媒体を一意に識別する情報として
説明したが、媒体に印刷された電子文書を一意に識別する情報であってもよい。
　また、本実施の形態では、付箋５２０にもコード画像を印刷し、コード付き文書５１０
上のコード画像が表す情報と付箋５２０上のコード画像が表す情報との不連続性により、
境界を認識するようにした。しかしながら、付箋５２０上にはコード画像を印刷しない変
形例も考えられる。この場合は、コード付き文書５１０上のコード画像が表す情報が付箋
５２０の貼付位置にて途切れることを検出することで、境界を認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施の形態が適用されるシステムの全体構成を示した図である。
【図２】本発明の実施の形態の処理の流れの概要を説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態において媒体上に印刷される２次元コード画像を説明
するための図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態においてコード画像の読取りに用いられる読取りデバ
イスの構成を示した図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるコード画像の捕捉方法を説明するための図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施の形態における読取りデバイスの処理装置の動作を示したフ
ローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態における情報の読取り方法を説明するための図である
。
【図８】本発明の第１の実施の形態において処理装置がメモリに格納するデータの例を示
した図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態においてオブジェクトを表示する端末装置の構成を示
したブロック図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における端末装置内のオブジェクト生成部の動作を
示したフローチャートである。
【図１１】本発明の第２の実施の形態において媒体上に印刷される２次元コード画像を説
明するための図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態においてコード画像の読取りに用いられるペンデバ
イスの構成を示した図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態におけるコード画像の捕捉方法を説明するための図
である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態におけるペンデバイスの制御部の動作を示したフロ
ーチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施の形態において制御部がメモリに格納するデータの例を示
した図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態においてオブジェクトを表示する端末装置の構成を
示したブロック図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態における端末装置内の境界算出部及びオブジェクト
生成部の動作を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００８６】
１００，７００…端末装置、２００…識別情報管理サーバ、３００…文書管理サーバ、４
００…画像形成装置、５００…印刷物、６００…ペンデバイス
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