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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の壁部と第２の壁部の間に隙間領域を定めるように前記第２の壁部から離して配置
された前記第１の壁部を有する処理ポートであって、前記隙間領域が、前記第１の壁部に
面する第１の面部と、前記第２の壁部に面する第２の面部と、前記第１の面部と前記第２
の面部の間に延在する折り目の面部とを有する折り曲げられた基板を受け入れるように構
成される、処理ポートと、
　前記処理ポートに隣接して可動なように配置された１つのグラフィカル処理ヘッドであ
って、前記折り曲げられた基板が前記隙間領域内に配置されたときに、前記折り曲げられ
た基板の前記第１および第２の面部上で視覚画像を処理するために前記第１及び第２の壁
部に沿って移動するように構成された１つのグラフィカル処理ヘッドと
　を備え、
　前記処理ポートに隣接して配置され、複数の折り曲げられた基板を保持するように構成
されたカートリッジをさらに備える、グラフィカル処理デバイス。
【請求項２】
　前記１つのグラフィカル処理ヘッドが、前記折り曲げられた基板が前記隙間領域内に配
置されたときに、前記折り曲げられた基板の前記第１、第２、および折り目の面部上で連
続的な視覚画像を処理するように構成される、請求項１に記載のグラフィカル処理デバイ
ス。
【請求項３】
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　前記１つのグラフィカル処理ヘッドが、前記折り曲げられた基板が前記隙間領域内に配
置されたときに、前記折り曲げられた基板の前記第１、第２、および折り目の面部上に連
続的な視覚画像を印刷するように構成されたプリントヘッドを含む、請求項１に記載のグ
ラフィカル処理デバイス。
【請求項４】
　前記折り曲げられた基板が、前記折り曲げられた基板の前記第１、第２、および折り目
の面部上に連続的な視覚画像を含むプレプリントされた基板であり、前記１つのグラフィ
カル処理ヘッドが、前記折り曲げられた基板が前記隙間領域内に配置されたときに、前記
折り曲げられた基板の前記第１、第２、および折り目の面部上で連続的な視覚画像をスキ
ャンするように構成されたスキャナを含む、請求項１に記載のグラフィカル処理デバイス
。
【請求項５】
　第１の誘導壁と第２の誘導壁の間に隙間領域を定めるように前記第２の誘導壁から離し
て配置された前記第１の誘導壁を有する印刷ポートであって、前記隙間領域が、前記第１
の誘導壁に面する第１の面部と、前記第２の誘導壁に面する第２の面部と、前記第１の面
部と前記第２の面部の間に延在する折り目の面部とを有する折り曲げられた用紙を受け入
れるように構成される、印刷ポートと、
　前記印刷ポートに隣接して可動なように配置された１つのプリントヘッドであって、前
記折り曲げられた用紙が前記隙間領域内に配置されたときに、前記折り曲げられた用紙の
前記第１、第２、および折り目の面部上に連続的な視覚画像を印刷するために前記第１及
び第２の誘導壁に沿って移動するように構成された１つのプリントヘッドと
　を備え、
　前記印刷ポートに隣接して配置され、複数の折り曲げられた用紙を保持するように構成
された用紙カートリッジをさらに備える、プリンタ。
【請求項６】
　前記印刷ポートが、少なくとも６インチ幅の折り曲げられた用紙を受け入れるように構
成される、請求項５に記載のプリンタ。
【請求項７】
　前記印刷ポートが、前記第１および第２の誘導壁の間に延在する、開口に対向する端壁
を含むことができ、前記端壁が、前記開口から少なくとも６インチ離して配置される、請
求項５に記載のプリンタ。
【請求項８】
　前記１つのプリントヘッドが、前記第１の面部上に前記連続的な視覚画像を印刷するた
めに前記第１の誘導壁に隣接して可動なように結合され、前記１つのプリントヘッドが、
前記第２の面部上に前記連続的な視覚画像を印刷するために前記第２の誘導壁に隣接して
可動なように結合される、請求項５に記載のプリンタ。
【請求項９】
　前記印刷ポートが、前記第１および第２の誘導壁の間に延在する、開口に対向する端壁
を含み、前記１つのプリントヘッドが、前記折り曲げられた用紙の前記第１、第２、およ
び折り目の面部上に前記連続的な視覚画像を印刷するように、前記第１の誘導壁、第２の
誘導壁、および端壁を横断するように構成された単一のプリントヘッドである、請求項５
に記載のプリンタ。
【請求項１０】
　前記１つのプリントヘッドが、視覚画像スキャナを含む、請求項５に記載のプリンタ。
【請求項１１】
　メモリおよび前記１つのプリントヘッドに動作可能に結合されたプロセッサをさらに備
え、前記１つのプリントヘッドが、前記プロセッサからの命令に応答して、前記折り曲げ
られた用紙の前記第１、第２、および折り目の面部上にメモリに記憶された画像を印刷す
るように構成される、請求項５に記載のプリンタ。
【請求項１２】
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　カメラと、
　前記カメラからのデジタル画像をメモリ内に記憶するように構成されたプロセッサであ
って、前記１つのプリントヘッドが、前記プロセッサからの命令に応答して、前記折り曲
げられた用紙の前記第１、第２、および折り目の面部上に前記デジタル画像を印刷するよ
うに構成される、プロセッサと
　をさらに備える、請求項５に記載のプリンタ。
【請求項１３】
　スキャニングスロットであって、第１の方向に面する第１の面部と、前記第１の方向に
対向する第２の方向に面する第２の面部と、前記第１の面部と前記第２の面部の間に延在
する、前記スキャニングスロットの端壁に隣接する折り目の面部とを有する折り曲げられ
た用紙を受け入れるように構成されたスキャニングスロットと、
　前記スキャニングスロットに隣接して可動なように配置された少なくとも１つのスキャ
ンヘッドであって、前記折り曲げられた用紙が前記スキャニングスロットに受け入れられ
たときに、前記折り曲げられた用紙の前記第１、第２、および折り目の面部上で視覚画像
をスキャンするように構成された少なくとも１つのスキャンヘッドと
　を備えるハンドヘルドモバイルスキャナ。
【請求項１４】
　第１の方向に面する第１の面部と、前記第１の方向に対向する第２の方向に面する第２
の面部と、前記第１の面部と前記第２の面部の間に延在する折り目の面部とを有する折り
曲げられた用紙を受け入れるように構成された印刷ポートと、
　前記印刷ポートに隣接して可動なように配置された少なくとも１つのプリントヘッドで
あって、前記折り曲げられた用紙が前記印刷ポートに受け入れられたときに、前記折り曲
げられた用紙の前記第１、第２、および折り目の面部上に視覚画像を印刷するように構成
される少なくとも１つのプリントヘッドと
　を備えるハンドヘルドモバイルデバイス。
【請求項１５】
　カメラをさらに備え、前記少なくとも１つのプリントヘッドが、前記折り曲げられた用
紙が前記印刷ポートに受け入れられたときに、前記折り曲げられた用紙の前記第１、第２
、および折り目の面部上に前記カメラからの視覚画像を印刷するように構成される、請求
項１４に記載のハンドヘルドモバイルデバイス。
【請求項１６】
　広角度から望遠角度までズーム可能なズームレンズをさらに備える、請求項１５に記載
のハンドヘルドモバイルデバイス。
【請求項１７】
　無線インターネットアクセス部をさらに備え、前記少なくとも１つのプリントヘッドが
、前記折り曲げられた用紙が前記印刷ポートに受け入れられたときに、前記折り曲げられ
た用紙の前記第１、第２、および折り目の面部上に前記無線インターネットアクセス部を
介してダウンロードした視覚画像を印刷するように構成される、請求項１４に記載のハン
ドヘルドモバイルデバイス。
【請求項１８】
　マイクロフォンコンポーネントと、スピーカコンポーネントとをさらに備える、請求項
１４に記載のハンドヘルドモバイルデバイス。
【請求項１９】
　前記ハンドヘルドモバイルデバイスの寸法が、第１の次元が７インチ未満、第２の次元
が５インチ未満、第３の次元が２インチ未満である、請求項１８に記載のハンドヘルドモ
バイルデバイス。
【請求項２０】
　前記ハンドヘルドモバイルデバイスの動きおよび／または向きを検出するように構成さ
れた微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）をさらに備える、請求項１４に記載のハンドヘル
ドモバイルデバイス。
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【請求項２１】
　ディスプレイをさらに備え、前記ディスプレイ上に描画される画像の向きが、前記ＭＥ
ＭＳから受け取る信号に基づいて変更される、請求項２０に記載のハンドヘルドモバイル
デバイス。
【請求項２２】
　ゼロまたは複数枚の用紙を収容可能な着脱可能に取り付けられるトレイをさらに備える
、請求項２０に記載のハンドヘルドモバイルデバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　人々は、情報を検索し、キャプチャし、送信するために、様々なモバイルデバイスを使
用する。デジタルカメラは、写真およびビデオをキャプチャする。全地球測位システム（
ＧＰＳ）ユニットは、ロケーションを追跡し、行先までの道順を与える。セルラフォンは
、他の人々と交信するために使用でき、今や、その多くが、電子メール（「ｅメール」）
を交換するためにも使用できる。人々は、例えば手紙などの文書を見、および／または編
集するためにも、上記および他のモバイルデバイスを使用できる。
【０００２】
　情報は電子形式では容易にアクセス可能であるが、この情報をハードコピーに転写する
場合、その実行を待たなければならないことが頻繁に起こる。デジタルカメラで写真を撮
影した人は、店に出向くか、または自宅のプリンタを使うまで、写真のプリントを作成で
きない。モバイルデバイス上で手紙をタイプした人は、オフィスに着くまで、手紙のコピ
ーを印刷できないことがある。データ対応電話上でオンラインクーポンを検索した人は、
帰宅するまで、印刷されたコピーを作成できないことがある。
【０００３】
　これらのデバイスの専門化した性質のため、多くの人々は、自らの情報ニーズを満たす
ために、しばしば複数のモバイルデバイスを持ち運ぶ。例えば、人々は、他の人々と通信
するためにセルフォンを持ち運ぶが、高解像度の写真を撮影するために、しばしば別個の
カメラも持ち運ぶ。複数のモバイルデバイスを持ち運ぶことは、例えば、ポータビリティ
、利便性など、いくつかの点で問題となり得る。
【０００４】
　画像およびビデオをキャプチャ可能なハンドヘルドデバイスが、当技術分野で一般に知
られている。その例として、携帯情報端末、モバイル電話、および他の「モバイルコンピ
ューティングデバイス」が挙げられる。これらのモバイルコンピューティングデバイスの
いくつかは、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１およびセルラ電話規格に準拠する信号を含む
無線信号を使用して、電子通信も可能である。これらのモバイルコンピューティングデバ
イスのいくつかは、例えば、ＧＰＳまたは信号三角測量技法を使用することによって、地
理的位置情報も計算できる。しかし、便利な印刷機能は、一般に利用可能ではない。
【発明の概要】
【０００５】
　マルチメディアコンテンツ記録および印刷を行うハンドヘルドデバイスのための技術（
「説明される技術」）が説明される。様々な実施形態では、説明される技術は、例えば、
画像キャプチャセンサおよび／またはスキャナを使用することによって、画像、ビデオ、
およびサウンドをキャプチャし、記録できる。様々な実施形態では、説明される技術は、
例えば、写真、葉書、および法律文書など、様々なタイプの画像を印刷できる。説明され
る技術は、通信機能（例えば、無線セルラ電話など）および位置認識機能（例えば、無線
三角測量、ＧＰＳなど）も含む。
【０００６】
　上述の要約は、説明的なものにすぎず、限定的なものであることは決して意図していな
い。上述の説明的な態様、実施形態、および特徴に加えて、さらなる態様、実施形態、お
よび特徴が、図面および以下の詳細な説明を参照することによって明らかになる。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図２】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図３】様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、電子葉書を作成するための
、ルーチンを説明するフロー図である。
【図４】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図５】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図６】様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、法律文書を印刷するための
、ルーチンを説明するフロー図である。
【図７】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図８】様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、イベントの入場券を生成す
るための、ルーチンを説明するフロー図である。
【図９】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明するブ
ロック図である。
【図１０】様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、クーポンを生成するため
の、ルーチンを説明するフロー図である。
【図１１】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明する
ブロック図である。
【図１２】様々な実施形態において本技術によって利用される、例えば、モバイルデバイ
スの窃盗を阻止するための、コンポーネントを説明するブロック図である。
【図１３】様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネントを説明する
ブロック図である。
【図１４】プリンタ機能を説明するモバイルコンピューティングデバイスの断面図である
。
【図１５】本開示の少なくともいくつかの実施形態に従って構成されたコンピューティン
グデバイスの説明的な実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付の図面が参照される。図面では
、文脈上で異なる指図が行われない限り、類似のシンボルは、一般に類似のコンポーネン
トを識別する。詳細な説明、図面、および特許請求の範囲において説明される説明的な実
施形態は、限定的であることを意図していない。本明細書で提示される本主題の範囲から
逸脱することなく、他の実施形態を利用でき、他の変更を行い得る。本明細書で全般的に
説明され、図に示されるような本開示の態様は、そのすべてが本明細書で明示的に企図さ
れている多種多様な異なる構成を取るように、配置、置換、結合、分離、および設計でき
ることが容易に理解されよう。
【０００９】
　マルチメディアコンテンツ記録および印刷を行うハンドヘルドデバイスのための技術（
「説明される技術」）が説明される。様々な実施形態では、説明される技術は、例えば、
画像キャプチャセンサおよび／またはスキャナを使用することによって、画像、ビデオ、
およびサウンドをキャプチャし、記録できる。様々な実施形態では、説明される技術は、
例えば、写真、葉書、および法律文書など、様々なタイプの画像を印刷できる。説明され
る技術は、通信機能（例えば、無線セルラ電話など）および位置認識機能（例えば、無線
三角測量、ＧＰＳなど）も含む。
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【００１０】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、長さ約６．５インチ、
幅約４．５インチ、奥行き約１．５インチの寸法を有することができる。これらの寸法を
有するモバイルコンピューティングデバイスは、寸法的には、現在一般に利用されている
セルラ電話（「スマートフォン」）デバイスに相当する。その相対的に小さなサイズにも
係わらず、モバイルコンピューティングデバイスは、フルサイズ（例えば、８．５インチ
幅）の用紙、または両辺がより小さなサイズの用紙（例えば、葉書サイズの用紙）に印刷
できてよい。本技術が、図と関連させてさらに詳細に説明される。
【００１１】
　今から図を参照すると、図１は、例えば、モバイルコンピューティングデバイス（図示
されず）と関連する、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント
１００を説明するブロック図である。コンポーネント１００は、汎用オペレーティングシ
ステムまたは専用オペレーティングシステムである、コアオペレーティングシステム１０
１を含む。一例として、コアオペレーティングシステム１０１は、例えば、リアルタイム
オペレーティングシステムなど、モバイルデバイス内で使用するために特別に設計された
オペレーティングシステムとすることができる。コアオペレーティングシステム１０１は
、本技術の他のコンポーネント１００と、また図１には示されていないコンポーネントと
も通信できる。
【００１２】
　ｉＰｏｓｔｃａｒｄアプリケーション１０２は、以下でさらに詳細に説明するように、
本技術の様々な機能を提供する。一例として、ｉＰｏｓｔｃａｒｄアプリケーション１０
２は、ユーザが従来の郵便方法を使用して葉書を郵送できるように、電子葉書を生成し、
生成された葉書に電子切手を貼付し、葉書を印刷するために、ユーザが使用できる。した
がって、ｉＰｏｓｔｃａｒｄアプリケーション１０２は、ユーザが所望する葉書関連の機
能を提供するために、コアオペレーティングシステム１０１の他のコンポーネントと相互
動作できる。
【００１３】
　「チューンドイン（Ｔｕｎｅｄ－Ｉｎ）」アプリケーション１０４は、音声認識機能を
コアオペレーティングシステム１０１に提供できる。一例では、「チューンドイン」アプ
リケーション１０４は、周囲音を認識でき、音声認識機能などを提供できる。
【００１４】
　様々な実施形態では、モバイルデバイスは、例えば、電子ゲーム１０６およびメディア
プレーヤアプリケーション１０８など、様々な娯楽機能もユーザに提供できる。メディア
プレーヤアプリケーション１０８は、例えば、オーディオ、ビデオなど、マルチメディア
情報を再生可能とすることができる。
【００１５】
　モバイルコンピューティングデバイスは、例えば、メインメモリ１１０など、コンピュ
ータ可読記憶デバイスを含むことができる。コンピュータ可読記憶デバイスは、例えば、
不揮発性メモリ、光メモリ、磁気媒体、光媒体、フラッシュメモリ、または実際にはプロ
グラム命令もしくはデータを記憶すること、および／もしくは取り出すことができる任意
のタイプの媒体など、様々なタイプのコンピュータ可読媒体として実施できる。メインメ
モリ１１０（または他のコンピュータ可読記憶デバイス）は、様々な情報を、例えば、様
々なデータベースに記憶できる。例として、コンポーネント１００は、画像データベース
１１２、葉書データベース１１４、メディアデータベース１１６、および／またはアドレ
スデータベース１１８を含むことができる。画像データベース１１２は、画像を記憶でき
る。一例として、画像データベース１１２は、ユーザがカメラ１２２またはスキャナ１２
６を使用してキャプチャした画像を記憶できる。代替として、画像データベース１１２は
、ユーザが、例えば、ネットワークコントローラ１４０および／または有線もしくは無線
通信手段を介して、モバイルコンピューティングデバイスにダウンロードした画像を記憶
できる。無線通信手段の例は、ＷｉＦｉ１４２（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１）、３Ｇ
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　１４４、４Ｇ　１４６、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ１４８（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは登録商標）
などである。
【００１６】
　コアオペレーティングシステム１０１は、例えば、入出力コンポーネント１２０を介し
て、様々なコンポーネント１００の間の通信を可能にすることができる。様々な入力およ
び／または出力コンポーネントは、入出力コンポーネント１２０を介して通信することに
よって、他のコンポーネント１００と相互動作できる。モバイルコンピューティングデバ
イスが含むことができる入出力コンポーネントの例は、カメラ１２２、ＲＦＩＤチップお
よび／または検出器／スキャナ１２４、画像スキャナ１２６、マイクロフォン１２８、Ｇ
ＰＳ１３０、タッチスクリーン１３２、プリンタ１３４、ディスプレイ１３６（例えば、
非タッチ）、ならびにスピーカ１３８である。入出力コンポーネント１２０は、電力マネ
ージャ１５０とも通信できる。電力マネージャは、モバイルコンピューティングデバイス
に関連付けられたソーラパネル１５２、および／またはバッテリ１５４を利用できる。一
例では、電力マネージャ１５０は、バッテリレベル情報、周辺光情報などを伝えることが
できる。ソーラパネルは、例えば、ディスプレイ画面によって占有されていない部分など
、モバイルコンピューティングデバイスの外部筐体の部分を占有できる。様々な実施形態
では、ソーラパネルは、光が当たる表面積を増大させ得るように、拡大可能な方法で取り
付けることができる。一例として、いくつかのソーラパネルは、外部筐体の背後に隠すこ
とができ、ユーザは、バッテリ再充電時間を最短化するために、それらのパネルを広げる
ことができる。
【００１７】
　様々な実施形態では、カメラ１２２は、非常に広角度の視野から望遠の視野までズーム
可能な高品質ズームレンズを有することができる。代替として、カメラ１２２は、単焦点
レンズを有することができる。
【００１８】
　様々な実施形態では、タッチスクリーン１３２は、ユーザが、タッチペンを用いてまた
は用いずに、フリーハンドライティング技法を使用して、画像上に「書き込み」を行うこ
とを可能にすることができる。一例として、ユーザは、葉書上にメッセージを電子的に「
書き込む」ことができてよい。
【００１９】
　様々な実施形態では、スピーカ１３８は、例えば、モバイルコンピューティングデバイ
スの後部に収納された、１つまたは複数のトランスデューサタイプのスピーカを含むこと
ができる。モバイルコンピューティングデバイスが、例えば、剛体面などの、面上に置か
れた場合、トランスデューサタイプのスピーカは、モバイルコンピューティングデバイス
またはヘッドセットに関連する従来のスピーカよりも大幅に低い音を発生させることがで
きる。
【００２０】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、２つ以上のバッテリを
含むことができる。一例として、バッテリ１５４は、取外し式のバッテリとすることがで
きるが、第２のバッテリ（図示されず）は、非取外し式のバッテリとすることができる。
そのようにすることで、モバイルコンピューティングデバイスは、ある機能に給電する（
例えば、セキュリティ機能に給電する）必要がある場合、取外し式のバッテリまたはソー
ラパワーの存在に依存する必要がない。様々な実施形態では、非取外し式のバッテリは、
取外し式のバッテリと同時に、または他の時間に再充電できる、再充電可能なバッテリと
することができる。
【００２１】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、他のコンポーネントお
よびデバイス（図示されず）と通信できる。一例として、モバイルコンピューティングデ
バイスは、例えば、画像を外部プリンタに送信することによって、外部プリンタに印刷を
任せることを可能にすることができる。送信は、無線通信、有線通信などを介することが
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できる。画像を送信するために、例えば、画像転送プロトコル（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を含む、様々なプロトコルを使用できる。別の例として
、モバイルコンピューティングデバイスは、ＵＳＢ接続あるいは取外し式の記憶デバイス
（例えば、コンパクトフラッシュ（登録商標）（「ＣＦ」）またはセキュアデジタルもし
くは（「ＳＤ」）カード）などを介して、画像を受け取ることを可能にすることができる
。
【００２２】
　図２は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント２００を説
明するブロック図である。図は、図１に示されたコンポーネント１００のいくつかについ
ての簡略化された図を提供する。コンポーネント２００は、ユーザインタフェース２０１
と、デジタルカメラ２０２と、メモリ２０４と、コアアプリケーション２０６と、Ｉ／Ｏ
インタフェースおよび復号器２０８と、プリンタ２１０と、ライブラリ２１２と、無線接
続インタフェース２１４とを含むことができる。ライブラリ２１２は、様々な共通ルーチ
ンを、例えば、アプリケーション２０６に提供する。
【００２３】
　図３は、様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、電子葉書を作成するため
の、ルーチン３００を説明するフロー図である。ルーチンは、ブロック３０１において開
始する。その後、ルーチンは、ブロック３０２に進み、そこで、画像を受け取る。一例と
して、ルーチンは、カメラ、スキャナから、またはモバイルコンピューティングデバイス
に関連する異なるコンポーネントから、画像を受け取ることができる。その後、ルーチン
は、ブロック３０４に進み、そこで、受け取った画像が編集を必要とする旨の指示をユー
ザから受け取ったかどうかを判定する。指示を受け取った場合、ルーチンは、ブロック３
０６に進む。指示を受け取らない場合、ルーチンは、ブロック３０８に進む。ブロック３
０６において、ルーチンは、受け取った画像に対する編集を受け取る。例として、ルーチ
ンは、画像をトリミングする、画像を拡大する、画像を回転する、画像を他の画像と結合
するなどの命令を受け取ることができる。これらの編集は、受け取った画像を葉書上に印
刷するのに適したものにすることができる。その後、ルーチンは、ブロック３０８に進む
。ブロック３０８において、ルーチンは、受け取った（およびおそらくは編集された）画
像から葉書を作成する。その後、ルーチンは、ブロック３１０に進む。ブロック３１０に
おいて、ルーチンは、モバイルコンピューティングデバイスが現在操作されている地理的
ロケーションを決定する。一例として、ルーチンは、この情報をＧＰＳユニット３１２か
ら受け取ることができる。その後、ルーチンは、ブロック３１４に進む。ブロック３１４
において、ルーチンは、選択された郵便サービスの情報をユーザから受け取る。一例とし
て、ルーチンは、第１種郵便で葉書を送るべきことを指示する命令をユーザから受け取る
ことができる。その後、ルーチンは、ブロック３１６に進む。ブロック３１６において、
ルーチンは、例えば、郵便料金の金額およびおそらくは手数料を、ユーザに関連するオン
ライン郵便料金アカウント３１８に課金する。ユーザのオンライン郵便料金アカウント３
１８は、必要であれば、ユーザの銀行口座３２０から追加の資金を受け取ることができて
よい。したがって、例えば、旅行先でユーザが現金自動預け払い機または金融機関を利用
可能でない場合でも、ユーザは、依然として従来の郵便で葉書を送ることができる。その
後、ルーチンは、ブロック３２２に進む。ブロック３２２において、ルーチンは、おそら
くは適切な郵便切手とともに葉書を印刷する。一例として、ルーチンは、モバイルコンピ
ューティングデバイスに関連するプリンタに葉書を印刷させることができる。その後、ル
ーチンは、ブロック３２４において終了する。
【００２４】
　様々な実施形態では、説明される技術は、ユーザが、様々な図柄の切手を電子的に選択
し、貼付することを可能にする。現地のランドマークの図柄の郵便切手を貼付したことを
回想するようなユーザには、葉書を印刷して郵送することは魅力的な可能性がある。例え
ば、エジプトを旅行中のユーザは、ピラミッドの図柄の郵便切手を追加したいと思うかも
しれない。
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【００２５】
　様々な実施形態では、ルーチンは、ユーザが異なるカメラで撮影した写真から葉書を作
成できるように、例えば、画像転送プロトコルを使用して、デジタルカメラから写真をダ
ウンロードできる。
【００２６】
　図３に示された上述のロジック、および以下で説明する各フロー図のロジックは、様々
な方法で変更できることが、当業者には理解されよう。例えば、ロジックの順序を並べ替
えることができ、サブロジックを並列で実行でき、示されたロジックを省くことができ、
他のロジックを含むことができるなどである。様々な実施形態では、ルーチンの部分は、
サーバコンピューティングデバイス、クライアントコンピューティングデバイス、または
他のコンピューティングデバイスによって実行できる。
【００２７】
　図４は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント４００を説
明するブロック図である。コンポーネントは、カメラ４０１と、画像データベース４０２
とを含む。先に説明したように、いくつかの実施形態では、画像データベース４０２は、
カメラ４０１から受け取った画像を記憶できる。他の実施形態（図示されず）では、画像
データベースは、スキャナまたは他の入力デバイスから画像を受け取り、記憶できる。一
例として、画像データベースは、ビデオ系列から取り出された静止画像を記憶できる。ユ
ーザは、例えば、葉書として印刷するために画像を準備するなど、画像データベース４０
２内に記憶された画像を変更するために、画像エディタ４０４を利用できる。葉書ジェネ
レータ４０６は、葉書を生成するために、画像データベース４０２内に記憶された画像を
利用できる。葉書ジェネレータ４０６は、例えば、ユーザが葉書を出したい人達の名前お
よび住所を思い出す、および／または筆記する必要がないように、アドレス帳データベー
ス４０８内に記憶されたアドレス帳エントリを利用できる。葉書ジェネレータ４０６は、
生成された葉書を葉書データベース４１６内に記憶できる。葉書ジェネレータ４０６は、
葉書データベース４１６から葉書のためのテンプレートを取り出すこともできる。その後
、生成された葉書は、モバイルコンピューティングデバイスに関連するプリンタ４１８に
印刷を任せることができる。様々な実施形態では、切手ジェネレータ４１０は、モバイル
コンピューティングデバイスの現在の地理的位置に基づいて、例えば、ＧＰＳユニット４
１２から受け取った情報に基づいて、切手を生成できる。切手ジェネレータ４１０は、例
えば、切手の価格に基づいて、ユーザのオンラインアカウント４１４に課金できる。切手
ジェネレータ４１０は、葉書とともに含まれる、葉書ジェネレータ４０６によって使用さ
れる切手の図柄も生成できる。
【００２８】
　図５は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント５００を説
明するブロック図である。図は、図１に示されたコンポーネント１００のいくつかについ
ての簡略化された図を提供する。ユーザインタフェースコンポーネント５０１は、ユーザ
が説明される技術の様々なコンポーネントと対話するために使用できる、ユーザインタフ
ェースを提供する。例として、ユーザインタフェースコンポーネント５０１は、ユーザが
、アドレス帳コンポーネント５０２、葉書コンポーネント５０６、および画像コンポーネ
ント５１０と対話することを可能にする。アドレス帳コンポーネント５０２は、例えば、
郵便アドレス情報を取り出す、および／または記憶するために、アドレスデータベース５
０４との対話を可能にする。葉書コンポーネント５０６は、例えば、葉書、葉書テンプレ
ートなどを取り出す、および／または記憶するために、葉書データベース５０８との対話
を可能にする。画像コンポーネント５１０は、例えば、画像を取り出す、および／または
記憶するために、画像データベース５１２との対話を可能にする。アドレス帳コンポーネ
ント５０２、葉書コンポーネント５０６、および画像コンポーネント５１０は、例えば、
ライブラリ５１４と連携して、コアアプリケーション５１６のコンポーネントとして機能
できる。
【００２９】
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　図６は、様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、法律文書を印刷するため
の、ルーチン６００を説明するフロー図である。ルーチンは、ブロック６０１において開
始する。その後、ルーチンは、ブロック６０２に進む。ブロック６０２において、ルーチ
ンは、ユーザが現在所在する国ではどの法律文書が必要とされることがあるかを決定する
。一例として、ルーチンは、例えば、ＧＰＳユニット６０４から、地理的位置情報を取り
出すことができる。ルーチンは、位置情報をサーバに提供し、サーバから文書のリストを
受け取ることができる。そのような法律文書の例として、例えば、パスポート、ビザ、運
転免許証などが挙げられる。その後、ルーチンは、ブロック６０６に進む。ブロック６０
６において、ルーチンは、ユーザがどの文書を必要または所望することがあるかを指示す
る選択をユーザから受け取る。一例として、ユーザは、必要な１組の文書の一部を間違っ
て指示することがあるが、必要な一部を指示し直すことができる。その後、ルーチンは、
ブロック６０８に進む。ブロック６０８において、ルーチンは、選択された文書を取り出
す。一例として、ルーチンは、サーバから文書を取り出すことができる。例えば、ルーチ
ンは、適切な政府機関（例えば、最寄りの大使館）を識別し、大使館のサーバから文書を
取り出すことができる。代替として、ルーチンは、文書データベース６１０から文書を取
り出すことができる。その後、ルーチンは、ブロック６１２に進む。ブロック６１２にお
いて、ルーチンは、取り出された文書を印刷する。その後、ルーチンは、ブロック６１４
において終了する。
【００３０】
　図７は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント７００を説
明するブロック図である。コンポーネント７００は、ＧＰＳユニット７０１と、文書管理
アプリケーション７０２と、文書データベース７０４と、プリンタ７０６とを含むことが
できる。文書管理アプリケーション７０２は、ＧＰＳユニット７０１から地理的位置情報
を受け取り、文書データベース７０４から文書を取り出し、取り出された文書をプリンタ
７０６を使用して印刷することができる。
【００３１】
　図８は、様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、イベントの入場券を生成
するための、ルーチン８００を説明するフロー図である。ルーチンは、ブロック８０１に
おいて開始する。その後、ルーチンは、ブロック８０２に進む。ブロック８０２において
、ルーチンは、ユーザの現在の所在地の近くのショーを識別する。一例として、ルーチン
は、ＧＰＳユニット８０４から位置情報を受け取ることができる。代替として、ルーチン
は、ユーザから未来の位置の表示を受け取ることができる。ルーチンは、例えば、ショー
のオンラインリスト８０６から、ＧＰＳユニットまたはユーザによって識別された位置情
報におけるショーのリストを取り出すことができる。その後、ルーチンは、ブロック８０
８に進み、そこで、例えば、ショーの場所、ショーの内容、ショーの時間など、選択肢を
ユーザに表示する。その後、ルーチンは、ブロック８１０に進み、そこで、選択された１
つまたは複数のショーをユーザから受け取る。その後、ルーチンは、ブロック８１２に進
み、そこで、選択されたショーのチケットを購入する指示をユーザから受け取ることがで
きる。チケットを購入する場合、ルーチンは、チケットを購入するためにチケット販売ウ
ェブサイト８１４を利用でき、チケットの支払いをするためにユーザの銀行口座８１６を
利用できる。その後、ルーチンは、ブロック８１８に進み、そこで、購入したチケットを
印刷する。その後、ルーチンは、ブロック８２０において終了する。
【００３２】
　図９は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント９００を説
明するブロック図である。ＧＰＳユニット９０１は、地理的位置情報を、例えば、チケッ
ト検索アプリケーション９０２に提供できる。チケット検索アプリケーション９０２は、
データベース９０４からオンラインリストを取り出し、チケット販売ウェブサービスまた
はウェブサイト９０６のサービスを利用して、チケットを購入できる。その後、チケット
検索アプリケーション９０２は、購入したチケットをプリンタ９０８で印刷できる。
【００３３】
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　図１０は、様々な実施形態において本技術が含み得る、例えば、クーポンを生成するた
めの、ルーチン１０００を説明するフロー図である。ルーチンは、ブロック１００１にお
いて開始する。その後、ルーチンは、ブロック１００２に進み、そこで、商品をスキャン
する。一例として、ユーザは、モバイルコンピューティングデバイスに組み込まれたカメ
ラ、モバイルコンピューティングデバイスに組み込まれたＲＦＩＤ検出器を使用して、ま
たはモバイルコンピューティングデバイスに関連する他の手段を使用することによって、
商品のバーコード（または商品の他の特徴、例えば、ラベルまたは形状）をスキャンする
ために、モバイルコンピューティングデバイスを使用できる。例として、モバイルコンピ
ューティングデバイスは、商品を識別するために、ＲＦＩＤ対応の微小電気機械システム
（ＭＥＭＳ）デバイス１００４またはカメラ１００６を利用できる。その後、ルーチンは
、ブロック１００８に進み、そこで、スキャンした商品でクーポンが利用可能であるかど
うかを判定する。クーポンが利用可能であると判定した場合、ルーチンは、ブロック１０
１０に進む。そうでなければ、ルーチンは、ブロック１０１２に進む。ブロック１０１０
において、ルーチンは、利用可能なクーポンを印刷する。ブロック１０１２において、ル
ーチンは、商品上のラベルおよび価格情報を翻訳する。一例として、旅行中の場合、ラベ
ルが外国語であるため、ユーザは、商品のラベルを読むことができないことがある。さら
に、ユーザは、価格情報を自分が慣れ親しんだ通貨に造作なく換算することが難しいと感
じることがある。一例として、ユーザが中東を旅行中である場合、商品のラベルは、アラ
ビア語だけで書かれていることがあり、価格情報は、現地通貨で表示されていることがあ
る。しかし、ユーザは、英語しか読むことができないことがあり、ドルまたはユーロに換
算された価格を知りたいと思うことがある。ルーチンは、モバイルコンピューティングデ
バイス上にインストールされたソフトウェアを使用して、または翻訳された結果を返すサ
ーバに情報を送信することによって、情報を翻訳できる。その後、ルーチンは、ブロック
１０１４に進み、そこで、翻訳された情報を表示する。その後、ルーチンは、判断ブロッ
ク１０１６に進み、そこで、スキャンすべき商品がまだ存在するかどうかを判定する。ス
キャンすべき商品がまだ存在する場合、ルーチンは、ブロック１００２に進む。そうでな
ければ、ルーチンは、ブロック１０１８において終了する。
【００３４】
　様々な実施形態では、説明される技術は、ユーザが、特定の商店または商人がどのよう
な値段またはクーポンを提示しているかを調べることを可能にする。ユーザは、カメラを
使用して、店先の画像をキャプチャでき、ＧＰＳ所在地情報および画像認識を使用して、
ルーチンは、その店を識別し、その店に関連するクーポンまたは広告を取り出すことがで
きる。
【００３５】
　図１１は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント１１００
を説明するブロック図である。コンポーネント１１００は、例えば、特定の商品を識別す
るために、ＲＦＩＤスキャナ（例えば、ＲＦＩＤ対応のＭＥＭＳスキャナ）１１０１と、
カメラ１１０２とを含むことができる。入力データベース１１０４は、製品に関連付けら
れたＲＦＩＤタグ内に含まれる情報をスキャナ１１０１を使用することによって取り出す
こと、および／もしくは記憶することができ、ならびに／またはカメラ１１０２によって
キャプチャされた画像を介して商品情報を取り出すことができる。クーポンジェネレータ
コンポーネント１１０６は、例えば、入力データベース１１０４内に記憶された（１つま
たは複数の）識別情報に基づいて、オンラインクーポンディレクトリ１１０８からクーポ
ンを取り出すことができる。クーポンジェネレータ１１０６は、例えば、プリンタ１１１
０で、クーポンを印刷できる。トランスレータコンポーネント１１１２は、入力データベ
ース１１０４内に記憶された情報（例えば、ラベル、価格、原材料など）を翻訳できる。
【００３６】
　図１２は、様々な実施形態において本技術によって利用される、例えば、モバイルデバ
イスの窃盗を阻止するための、ルーチン１２００を説明するフロー図である。ルーチンは
、ブロック１２０１において開始する。その後、ルーチンは、ブロック１２０２に進む。
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ブロック１２０２において、ルーチンは、アラーム条件がトリガされたかどうかを判定す
る。一例として、ルーチンは、モバイルコンピューティングデバイスが特定の地理的エリ
アの外に移動した場合に、アラーム条件がトリガされたと判定できる。代替として、ルー
チンは、モバイルコンピューティングデバイスの所有者が普通は訪れないエリアにモバイ
ルコンピューティングデバイスがあることを決定できる。ルーチンは、例えば、カメラ１
２０４（見慣れぬ環境）またはマイクロフォン１２０６（聞き慣れぬ音）からの入力に基
づいて、決定を行うことができる。代替として、所有者は、自分がセキュリティ機能をオ
フにするまで、その機能が有効であるべきことを指示できる。そのような場合、ルーチン
は、窃盗中または窃盗後は画像および／または周囲音状態が変化し得るので、カメラまた
はマイクロフォンからの入力に基づいて、アラーム条件がトリガされたと判定できる。そ
の後、ルーチンは、判断ブロック１２０８に進み、そこで、サイレントモードが有効であ
るかどうかを判定する。サイレントモードが有効である場合、ルーチンは、ブロック１２
１２に進む。そうでなければ、ルーチンは、ブロック１２１０に進む。サイレントモード
が有効でない場合、ブロック１２１０において、ルーチンは、うるさい可聴アラームを鳴
らす。その後、ルーチンは、ブロック１２１２に進む。ブロック１２１２において、ルー
チンは、様々な通信手段を介して、所有者にアラームを送信する。例として、ルーチンは
、（ブロック１２１２で説明されている）ＢｌｕｅｔｏｏｔｈコネクションもしくはＷｉ
Ｆｉネットワークを使用することによって、（ブロック１２１４で説明されている）電子
メールを介して、または実際にはモバイルコンピューティングデバイスから利用可能な任
意の通信手段（例えば、ＳＭＳテキストなど）を介して、所有者にアラームを出すことが
できる。その後、ルーチンは、判断ブロック１２１６に進み、そこで、ブロードキャスト
メッセージを送信すべきであると所有者が指示したかどうかを判定する。ルーチンは、ブ
ロードキャストメッセージを送信すべきと判定した場合、ブロック１２１８に進む。そう
でなければ、ルーチンは、ブロック１２２０に進む。ブロック１２１８において、ルーチ
ンは、ブロードキャストメッセージを送信する。一例として、ルーチンは、電話をいくつ
か掛け、掛けた電話に応答した各人にブロードキャストメッセージを送信できる。その後
、ルーチンは、ブロック１２２０に進む。ブロック１２２０において、ルーチンは、例え
ば、カメラ１２０４を使用して、現在の環境の画像をキャプチャする。その後、ルーチン
は、ブロック１２２２に進み、そこで、画像を、例えば、セキュアウェブサイトにブロー
ドキャストする。そうすることで、セキュアウェブサイトを見た人が、モバイルコンピュ
ーティングデバイスが現在どこにあるかを決定できることがある。その後、ルーチンは、
ブロック１２２４に進み、そこで、ユーザが、例えば、パスワードを入力することによっ
て、アラームを止めたかどうかを判定する。ユーザがアラームを止めた場合、ルーチンは
、ブロック１２２６において終了する。そうでなければ、ルーチンは、ブロック１２２０
に進む。様々な実施形態では、ルーチンは、例えば、ＧＰＳから地理的位置情報を受け取
り、その地理的位置情報も送信できる。
【００３７】
　様々な実施形態では、ルーチンは、動きを検出したときに、指定された時間以内にユー
ザがアラーム機能をオフにしなかった場合、アラーム条件を識別できる。アラーム条件が
満たされた場合、モバイルコンピューティングデバイスは、モバイルコンピューティング
デバイスが盗まれようとしているかもしれないことを知らせるために、うるさいアラーム
を鳴らすこと、メッセージを送信することなどかできる。デバイスは、ＭＥＭＳセンサを
使用したり、カメラによって受け取った現在の画像をデバイスが静止していたときに受け
取った以前の画像と比較したりするなどして、動きを検出できる。
【００３８】
　図１３は、様々な実施形態において本技術によって利用されるコンポーネント１３００
を説明するブロック図である。コンポーネントは、セキュリティモニタアプリケーション
１３０１を含む。セキュリティモニタアプリケーション１３０１は、例えば、アラーム条
件が満たされたかどうかを判定するために、マイクロフォン１３０２を介してライブオー
ディオを、またカメラ１３０４からライブビデオをキャプチャできる。アラーム条件が満



(13) JP 5851609 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

たされた場合、セキュリティモニタアプリケーション１３０１は、アラームを送るために
、アラームアプリケーション１３０６をトリガできる。アラームアプリケーション１３０
６は、うるさいアラーム、ブロードキャストメッセージなどを鳴らすためにスピーカ１３
０８を、例えば、画像をブロードキャストするために、セキュアウェブサイト１３１４を
、例えば、電子メールメッセージを送信するために、電子メールアプリケーション１３１
０を、および無線メッセージを送信するために、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＷｉＦｉコン
ポーネント１３１２を利用できる。
【００３９】
　図１４は、プリンタ機能を説明するモバイルコンピューティングデバイス１４００の断
面図である。モバイルコンピューティングデバイス１４００が、断面図１４０２で示され
ている。この図では、モバイルコンピューティングデバイスは、上部１４０２ａと、側部
１４０２ｂと、底部１４０２ｃとを含む。モバイルコンピューティングデバイス１４００
は、第１の面区画（「壁部」）１４０８ａと、第２の面区画１４０８ｃとを有する、開口
（または「隙間領域」）１４０８を有することができる。第１の面区画１４０８ａと第２
の面区画１４０８ｃとは、面１４０８ｂによって接続できる。開口は、文書用紙または他
の基板（substrate）１４０４を受け入れるように構成される。基板は、折り曲げること
ができ、それによって、第１の面１４０４ａと、第２の面１４０４ｂと、第３の面１４０
４ｃとを有する。基板を折り曲げて挿入した場合、プリンタヘッド（「グラフィカル処理
ヘッド」）１４０６は、例えば、面１４０８ａ、１４０８ｂ、および１４０８ｃに沿って
、基板の周りを移動可能であり、そうすることによって、基板面１４０４ｃ、１４０４ｂ
、および１４０４ａ上にそれぞれ印刷を行う。折り曲げられた基板、例えば、折り曲げら
れた用紙は、全形（ｆｕｌｌ　ｓｈｅｅｔ）よりもはるかに小さな表面積しか占めないの
で、説明されるプリンタは、僅かな空間（例えば、モバイルコンピューティングデバイス
のサイズ）しか占めないが、それでも、全形の用紙に印刷できる。一例として、モバイル
コンピューティングデバイスは、上部１４０２ａおよび底部１４０２ｃに沿って約４．５
インチ、側部１４０２ｂに沿って約１．５インチの寸法を有することがある。さらに、面
１４０４ｂに沿って印刷することによって、プリンタは、基板が平らにされたときに、印
刷結果に隙間ができないように、折り曲げられた基板の折り目の外側に沿って印刷できる
。様々な実施形態では、プリンタヘッドは、デジタル画像を生成するために、基板をスキ
ャン可能とすることができる。
【００４０】
　プリンタヘッドは、ドットマトリックスヘッド、インクジェットヘッド、レーザプリン
タヘッド、または実際には他の任意のタイプのプリンタヘッドとすることができることを
、当業者は理解されよう。さらに、例えば、プリンタヘッドが面１４０８ａ、１４０８ｂ
、および１４０８ｃに沿って移動することを可能にするリンケージなど、様々な電気機械
的なリンケージが示されていないことを、当業者は理解されよう。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、奥行きは増やすが
、外周は増やさない、「スナップイン」ドッキングトレイとインタフェースを取ることが
できる。ドッキングトレイは、無地またはプレプリントに係わらず様々な基板（例えば、
名刺ストック、写真用紙、印刷用紙など）を収容でき、自動的にプリンタに給紙できる。
一例として、ユーザは、切手がプレプリントされた葉書を挿入できる。
【００４２】
　図１５は、本開示の少なくともいくつかの実施形態に従って構成された例示的なコンピ
ューティングデバイス１５００を説明するブロック図である。非常に基本的な構成１５０
２においては、コンピューティングデバイス１５００は、一般に、１つまたは複数のプロ
セッサ１５０４と、システムメモリ１５０６とを含む。メモリバス１５０８は、プロセッ
サ１５０４とシステムメモリ１５０６の間で通信するために使用できる。
【００４３】
　所望の構成に応じて、プロセッサ１５０４は、マイクロプロセッサ（μＰ）、マイクロ
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コントローラ（μＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、またはそれらの任意の組み
合わせを含むが、それらに限定されない、任意のタイプを取ることができる。プロセッサ
１５０４は、レベル１キャッシュ１５１０およびレベル２キャッシュ１５１２などの１つ
または複数のレベルのキャッシングと、プロセッサコア１５１４と、レジスタ１５１６と
を含むことができる。例示的なプロセッサコア１５１４は、算術論理演算ユニット（ＡＬ
Ｕ）、浮動小数点ユニット（ＦＰＵ）、デジタル信号処理コア（ＤＳＰコア）、またはそ
れらの任意の組み合わせを含むことができる。例示的なメモリコントローラ１５１８も、
プロセッサ１５０４とともに使用することができ、またはいくつかの実施では、メモリコ
ントローラ１５１８は、プロセッサ１５０４の内部部品とすることができる。
【００４４】
　所望の構成に応じて、システムメモリ１５０６は、（ＲＡＭなどの）揮発性メモリ、（
ＲＯＭ、フラッシュメモリなどの）不揮発性メモリ、またはそれらの任意の組み合わせを
含むが、それらに限定されない、任意のタイプを取ることができる。システムメモリ１５
０６は、オペレーティングシステム１５２０と、１つまたは複数のアプリケーション１５
２２と、プログラムデータ１５２４とを含むことができる。アプリケーション１５２２は
、文書を印刷するように、または折り曲げられた側面を含む基板の２つの側面に印刷する
ように構成された、印刷コンポーネント１５２６を含むことができる。プログラムデータ
１５２４は、本明細書で説明するような、画像データ１５２８を含むことができる。いく
つかの実施形態では、アプリケーション１５２２は、ページが折り曲げられていても、画
像品質を低下させることなく、折り目を越えて印刷できるように、オペレーティングシス
テム１５２０上でプログラムデータ１５２４を用いて動作するように構成できる。図１５
では、この説明された基本構成１５０２は、内側の破線内のコンポーネントによって示さ
れている。
【００４５】
　コンピューティングデバイス１５００は、追加の特徴または機能、ならびに基本構成１
５０２と任意の必要なデバイスおよびインタフェースの間の通信を円滑化するための追加
のインタフェースを有することができる。例えば、バス／インタフェースコントローラ１
５３０は、ストレージインタフェースバス１５３４を介する、基本構成１５０２と１つま
たは複数のデータ記憶装置１５３２の間の通信を円滑化するために使用できる。データ記
憶装置１５３２は、取外し式記憶装置１５３６、非取外し式記憶装置１５３８、またはそ
れらの組み合わせとすることができる。取外し式記憶装置および非取外し式記憶装置の例
は、いくつかの名前を挙げると、フレキシブルディスクドライブおよびハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）などの磁気ディスク装置、コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブまたは
デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）ドライブなどの光ディスクドライブ、ソリッドステー
トドライブ（ＳＳＤ）、ならびにテープドライブを含む。例示的なコンピュータ記憶媒体
は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなど
の情報を記憶するための任意の方法または技術で実施された、揮発性および不揮発性の取
外し式および非取外し式媒体を含むことができる。
【００４６】
　システムメモリ１５０６、取外し式ストレージ１５３６、および非取外し式ストレージ
１５３８は、コンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、もしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタ
ル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくは他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、
磁気ディスクストレージ、もしくは他の磁気記憶装置、または所望の情報を記憶するのに
使用でき、コンピューティングデバイス１５００によってアクセスできる他の任意の媒体
を含むが、それらに限定されない。そのようなコンピュータ記憶媒体はいずれも、コンピ
ューティングデバイス１５００の一部とすることができる。
【００４７】
　コンピューティングデバイス１５００は、バス／インタフェースコントローラ１５３０
を介する、様々なインタフェース装置（例えば、出力装置１５４２、周辺インタフェース
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１５４４、および通信装置１５４６）から基本構成１５０２への通信を円滑化するための
、インタフェースバス１５４０も含むことができる。例示的な出力装置１５４２は、１つ
または複数のＡ／Ｖポート１５５２を介してディスプレイまたはスピーカなどの様々な外
部装置と通信するように構成できる、グラフィックス処理ユニット１５４８およびオーデ
ィオ処理ユニット１５５０を含む。例示的な周辺インタフェース１５４４は、１つまたは
複数のＩ／Ｏポート１５５８を介して入力装置（例えば、キーボード、マウス、ペン、音
声入力装置、タッチ入力装置など）または他の周辺装置（例えば、プリンタ、スキャナな
ど）などの外部装置と通信するように構成できる、シリアルインタフェースコントローラ
１５５４またはパラレルインタフェースコントローラ１５５６を含むことができる。例示
的な通信装置１５４６は、１つまたは複数の通信ポート１５６４を介する、ネットワーク
通信リンク上での、１つまたは複数の他のコンピューティングデバイス１５６２との通信
を円滑化するように構成できる、ネットワークコントローラ１５６０を含む。
【００４８】
　ネットワーク通信リンクは、通信媒体の一例とすることができる。通信媒体は、搬送波
または他のトランスポートメカニズムなどの変調データ信号内のコンピュータ可読命令、
データ構造、プログラムモジュール、または他のデータによって一般に具現でき、任意の
情報配信媒体を含むことができる。「変調データ信号」は、情報を信号内に符号化するな
どの方法で、その特性の１つまたは複数が設定または変更された信号とすることができる
。限定することなく、例を挙げると、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接配線接続
などの有線媒体、ならびに音響、無線周波（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、およ
び他の無線媒体などの無線媒体を含むことができる。本明細書で使用される場合、コンピ
ュータ可読媒体という用語は、記憶媒体と通信媒体の両方を含むことができる。
【００４９】
　コンピューティングデバイス１５００は、セルフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、パー
ソナルメディアプレーヤデバイス、無線ウェブウォッチデバイス、パーソナルヘッドセッ
トデバイス、特定用途向けデバイス、または上述の機能のいずれかを含むハイブリッドデ
バイスなど、フォームファクタが小さいポータブル（またはモバイル）電子デバイスの一
部として実施できる。コンピューティングデバイス１５００は、ラップトップコンピュー
タと非ラップトップコンピュータ構成の両方を含むパーソナルコンピュータとしても実施
できる。
【００５０】
　様々な実施形態では、グラフィカル処理デバイスは、第１の壁部と第２の壁部の間に隙
間領域を定めるように第２の壁部から離して配置された第１の壁部を有する処理ポートで
あって、隙間領域が、第１の壁部に面する第１の面部と、第２の壁部に面する第２の面部
と、第１の面部と第２の面部の間に延在する折り目の面部（folded surface portion）と
を有する折り曲げられた基板を受け入れるように構成される、処理ポートと、処理ポート
に隣接して可動なように配置された少なくとも１つのグラフィカル処理ヘッドであって、
折り曲げられた基板が隙間領域内に配置されたときに、折り曲げられた基板の第１および
第２の面部上で視覚画像を処理するように構成された少なくとも１つのグラフィカル処理
ヘッドとを備える。グラフィカル処理ヘッドは、折り曲げられた基板が隙間領域内に配置
されたときに、折り曲げられた基板の第１、第２、および折り目の面部上で連続的な視覚
画像を処理するように構成できる。グラフィカル処理ヘッドは、折り曲げられた基板が隙
間領域内に配置されたときに、折り曲げられた基板の第１、第２、および折り目の面部上
に連続的な視覚画像を印刷するように構成されたプリントヘッドを含むことができる。折
り曲げられた基板は、折り曲げられた基板の第１、第２、および折り目の面部上に連続的
な視覚画像を含むプレプリントされた基板とすることができ、グラフィカル処理ヘッドは
、折り曲げられた基板が隙間領域内に配置されたときに、折り曲げられた基板の第１、第
２、および折り目の面部上で連続的な視覚画像をスキャンするように構成されたスキャナ
を含むことができる。
【００５１】
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　様々な実施形態では、プリンタは、第１の誘導壁と第２の誘導壁の間に隙間領域を定め
るように第２の誘導壁から離して配置された第１の誘導壁を有する印刷ポートであって、
隙間領域が、第１の誘導壁に面する第１の面部と、第２の誘導壁に面する第２の面部と、
第１の面部と第２の面部の間に延在する折り目の面部とを有する折り曲げられた用紙を受
け入れるように構成される、印刷ポートと、印刷ポートに隣接して可動なように配置され
た少なくとも１つのプリントヘッドであって、折り曲げられた用紙が隙間領域内に配置さ
れたときに、折り曲げられた用紙の第１、第２、および折り目の面部上に連続的な視覚画
像を印刷するように構成された少なくとも１つのプリントヘッドとを備えることができる
。印刷ポートは、少なくとも６インチ幅の折り曲げられた用紙を受け入れるように構成で
きる。印刷ポートは、第１および第２の誘導壁の間に延在する、開口に対向する端壁を含
むことができ、端壁は、開口から少なくとも６インチ離して配置できる。プリントヘッド
は、第１の面部上に連続的な視覚画像を印刷するために第１の誘導壁に隣接して可動なよ
うに結合でき、少なくとも１つのプリントヘッドは、第２の面部上に連続的な視覚画像を
印刷するために第２の誘導壁に隣接して可動なように結合できる。印刷ポートは、第１お
よび第２の誘導壁の間に延在する、開口に対向する端壁を含むことができ、プリントヘッ
ドは、折り曲げられた用紙の第１、第２、および折り目の面部上に連続的な視覚画像を印
刷するように、第１の誘導壁、第２の誘導壁、および端壁を移動するように構成された単
一のプリントヘッドとすることができる。印刷ポートに隣接して用紙カートリッジを配置
でき、用紙カートリッジは、複数の折り曲げられた用紙を保持するように構成できる。プ
リントヘッドは、視覚画像スキャナを含むことができる。プリンタは、メモリおよびプリ
ントヘッドに動作可能に結合されたプロセッサを含むことができ、プリントヘッドは、プ
ロセッサからの命令に応答して、折り曲げられた用紙の第１、第２、および折り目の面部
上にメモリに記憶された画像を印刷するように構成される。プリンタは、カメラと、カメ
ラからのデジタル画像をメモリ内に記憶するように構成されたプロセッサとを含むことも
でき、プリントヘッドは、プロセッサからの命令に応答して、折り曲げられた用紙の第１
、第２、および折り目の面部上にデジタル画像を印刷するように構成される。
【００５２】
　様々な実施形態では、説明される技術は、第１の方向に面する第１の面部と、第１の方
向に対向する第２の方向に面する第２の面部と、第１の面部と第２の面部の間に延在する
、スロットの端壁に隣接する折り目の面部とを有する折り曲げられた用紙と、スキャニン
グスロットに隣接して可動なように配置された少なくとも１つのスキャンヘッドであって
、折り曲げられた用紙が隙間領域内に配置されたときに、折り曲げられた用紙の第１、第
２、および折り目の面部上で視覚画像をスキャンするように構成された少なくとも１つの
スキャンヘッドとを有するスキャナを含む。
【００５３】
　様々な実施形態では、本技術は、第１の方向に面する第１の面部と、第１の方向に対向
する第２の方向に面する第２の面部と、第１の面部と第２の面部の間に延在する折り目の
面部とを有する折り曲げられた用紙を受け入れるように構成された印刷ポートと、印刷ポ
ートに隣接して可動なように配置された少なくとも１つのプリントヘッドであって、折り
曲げられた用紙が印刷ポートに受け入れられたときに、折り曲げられた用紙の第１、第２
、および折り目の面部上に視覚画像を印刷するように構成される少なくとも１つのプリン
トヘッドとを有するハンドヘルドモバイルコンピューティングデバイスを含む。ハンドヘ
ルドモバイルデバイスは、カメラを含むことができ、プリントヘッドは、折り曲げられた
用紙が印刷ポートに受け入れられたときに、折り曲げられた用紙の第１、第２、および折
り目の面部上にカメラからの視覚画像を印刷するように構成される。ハンドヘルドモバイ
ルデバイスは、広角度から望遠角度までズーム可能なズームレンズを含むことができる。
ハンドヘルドモバイルデバイスは、無線インターネットアクセス設備を含むことができ、
プリントヘッドは、折り曲げられた用紙が印刷ポートに受け入れられたときに、折り曲げ
られた用紙の第１、第２、および折り目の面部上に、無線インターネットアクセス設備を
介してダウンロードした視覚画像を印刷するように構成される。ハンドヘルドモバイルデ
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バイスは、マイクロフォンコンポーネントと、スピーカコンポーネントとを含むことがで
きる。ハンドヘルドモバイルデバイスの寸法は、第１の次元が７インチ未満、第２の次元
が５インチ未満、第３の次元が２インチ未満とすることができる。ハンドヘルドモバイル
デバイスは、ハンドヘルドモバイルデバイスの動きおよび／または向きを検出するように
構成された微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）を含むことができる。ハンドヘルドモバイ
ルデバイスは、ディスプレイを含むことができ、ディスプレイ上に描画される画像の向き
は、ＭＥＭＳから受け取る信号に基づいて変更される。ハンドヘルドモバイルデバイスは
、ゼロまたは複数枚の用紙を収容可能な着脱可能に取り付けられるトレイを含むことがで
きる。
【００５４】
　様々な実施形態では、開示される技術は、画像キャプチャデバイスからグラフィカル画
像を受け取ることと、電子切手を受け取ることと、切手が貼られたグラフィカル画像を生
成するために、受け取った電子切手を、受け取ったグラフィカル画像に電子的に貼付する
ことと、切手が貼られたグラフィカル画像をプリンタで印刷することとを含む方法を実行
する。方法は、グラフィカル通信デバイスの第１の現在の地理的位置を示す情報を受け取
ることと、示された現在の地理的位置を包含する第１の管轄区域における郵便料金に適し
た電子切手を提供する権限を与えられた第１の機関に第１の電子切手を要求することとを
含むことができる。方法は、グラフィカル通信デバイスの第２の現在の地理的位置を示す
情報を受け取ることと、示された現在の地理的位置を包含する第２の管轄区域における郵
便料金に適した電子切手を提供する権限を与えられた第２の機関に第２の電子切手を要求
することとを含むことができ、第２の切手は、第１の切手とは異なり、第２の機関は、第
１の機関とは異なる。方法は、第１の電子切手および第２の電子切手に関する料金をアカ
ウントから差し引くことを含むことができる。電子切手は、第１の管轄区域を表す画像を
含むことができる。グラフィカル画像は、グラフィカル通信デバイスに内蔵された画像キ
ャプチャデバイスから受け取ることができる。グラフィカル画像は、グラフィカル通信デ
バイスの外部の画像キャプチャデバイスから受け取ることができる。グラフィカル画像は
、画像転送プロトコルを使用してグラフィカル通信デバイスから受け取ることができる。
方法は、郵便料金の金額を決定することを含むことができる。プリンタは、グラフィカル
通信デバイスに内蔵できる。プリンタは、グラフィカル通信デバイスの外部にあることが
できる。方法は、後処理コマンドを受け取ることと、受け取った後処理コマンドをグラフ
ィカル画像に適用することとを含むことができる。方法は、製品に関連付けられた製品ラ
ベルの画像を受け取ることを含むことができる。方法は、価格を製品ラベル上に示された
通貨とは異なる通貨に換算することを含むことができる。方法は、少なくとも製品を含む
メニューを表示することを含むことができる。方法は、製品についてのクーポンを印刷す
ることを含むことができる。
【００５５】
　様々な実施形態では、本技術は、プロセッサおよびメモリと、アドレス帳を記憶するよ
うに構成されたコンポーネントと、ユーザインタフェースを提供するように構成されたコ
ンポーネントと、画像を受け取るように構成されたコンポーネントと、受け取った画像を
後処理するように構成されたコンポーネントと、電子切手を受け取るように構成されたコ
ンポーネントと、受け取った電子切手を、受け取った画像に追加するように構成されたコ
ンポーネントと、受け取った画像を印刷するように構成されたコンポーネントとを備える
画像を処理するためのシステムを含む。システムは、動きを検出するように構成されたコ
ンポーネントを含むことができる。コンポーネントは、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ
）を含むことができる。動きを検出するように構成されたコンポーネントは、画像を処理
するためのシステムが動いていることを示す信号を送信できる。システムは、受け取った
画像を送信するように構成されたコンポーネントを含むことができる。受け取った画像は
、無線で送信できる。システムは、ディスプレイと、スピーカと、マイクロフォンとを含
むことができる。システムは、音声テキスト変換コンポーネントと、トランスレータコン
ポーネントとを含むことができ、システムは、音声を受け取り、受け取った音声をテキス
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トに変換し、変換したテキストをテキストの自然言語とは異なる自然言語に翻訳するよう
に構成される。システムは、電源を再充電するように構成されたソーラパネルを含むこと
ができる。システムは、２つのディスプレイを含むことができ、２つのディスプレイの一
方は、本体から引き出されるように構成される。システムは、２つのディスプレイの少な
くとも一方に表示される仮想キーボードを含むことができ、２つのディスプレイの少なく
とも一方は、タッチセンシティブディスプレイである。
【００５６】
　様々な実施形態では、文書を拡大するために、モバイルコンピューティングデバイスを
使用できる。一例として、モバイルコンピューティングデバイスは、判読しづらい文書を
拡大できる。モバイルコンピューティングは、そのカメラでキャプチャしたテキストおよ
び他の情報を拡大し、拡大された情報をそのディスプレイ上に表示できる。モバイルコン
ピューティングデバイスは、表示された情報をユーザが精通している言語に翻訳すること
もできる。
【００５７】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、発話者から１つの言語
による発話を受け取り、受け取った発話を認識し、認識された発話を異なる言語に翻訳し
、翻訳された発話を表示する、音声認識システムを含む。代替として、モバイルコンピュ
ーティングデバイスは、例えば、テキスト音声変換コンポーネントを使用して、翻訳され
た発話を可聴的に再現できる。したがって、ユーザは、ユーザが精通している言語とは異
なる言語を話す人の言葉を理解するために、モバイルコンピューティングデバイスを使用
できる。モバイルコンピューティングデバイスは、最初の発話者の役に立つように、ユー
ザの発話を翻訳するのにも使用できる。一例として、ユーザは、ユーザの言語で発言をタ
イプまたは発話でき、モバイルコンピューティングデバイスは、その発言を異なる言語に
翻訳できる。テキスト音声変換コンポーネントは、当該言語のネイティブスピーカの地元
訛りさえ模倣できてよい。
【００５８】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、進む方向を指図するた
め、位置を追跡するためなどに使用できる。モバイルコンピューティングデバイスは、そ
の位置を計算するために、ＧＰＳまたは三角測量技法を使用できる。
【００５９】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、ゲームコンソール入力
デバイスとして使用できる。一例として、モバイルコンピューティングデバイスは、その
ＭＥＭＳセンサを使用して検出された動き情報をブロードキャストし、その画面上にコン
トロールを表示し、ユーザから入力を受け取ることができる。
【００６０】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイスは、２つのディスプレイ画
面と、未使用時にはキャビティ内に押し込んで隠しておくことができるキーボードとを含
むことができる。キーボードは、キーのサイズを最大化できるように、折り畳み可能とす
ることができる。キーボードが折り畳まれている場合、いくつかのキーのみを利用可能と
することができる。キーボードを広げた場合、他のキーも利用可能になることができる。
両方の画面が表示され、キーボードが完全に広げられた場合、デバイスは、約１２インチ
の幅を有することができる。様々な実施形態では、第２の画面は、仮想キーを有するタッ
チスクリーンを利用することによって、完全にキーボードに取って代わることができる。
したがって、ユーザは、両方の画面を表示用に使用でき、キーボードが必要な場合には、
一方または両方の画面は、キーボードを表示できる。様々な実施形態では、画面は、例え
ば、他の視覚補助器具を使用して、または使用せずに、３次元表示を提供できる。
【００６１】
　様々な実施形態では、２つの画面は、テキストが両方の画面を横切って流れるように、
ペーパーバック書籍構成で構成できる。２つの画面は、縦方向の寸法が長くなるような向
きで配置できる。その場合、各ページは、一方または両方の画面に表示でき、ユーザがペ
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ージを「めくる」ことが可能なように、仮想ボタンを表示できる。
【００６２】
　様々な実施形態では、様々なコンポーネントが、ユーザに代わって（または加えて）入
力を提供できる。一例として、いくつかのユーザアクションは、ユーザが提供する必要は
なく、他のソース、例えば、自動化コンポーネントによって提供できる。
【００６３】
　上述の説明から、本明細書では説明を目的として、本開示の様々な実施形態を説明した
こと、本開示の範囲から逸脱することなく、様々な変更を施し得ることが理解されよう。
したがって、本明細書で開示された様々な実施形態は、限定的であることを意図しておら
ず、真の範囲は、以下の特許請求の範囲によって示される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(23) JP 5851609 B2 2016.2.3

【図１５】



(24) JP 5851609 B2 2016.2.3

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100109586
            弁理士　土屋　徹雄
(72)発明者  コールソン，ジョン，ローレンス
            カナダ国，ブリティッシュ　コロンビア　ブイ０エヌ　２エム２，ペンダー　アイランド，ラム　
            ロード　３７２２

    審査官  嵯峨根　多美

(56)参考文献  特開平０９－３０９０８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１７３０７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０２６５２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－３１００２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２９２９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／０１２１１５７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／００４６８６７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００８／０１８２６２０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００６／００２３２５１（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００２－３６５０１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－００９８４１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２５Ｈ　　　７／０４
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０１
              Ｈ０４Ｎ　　　１／０２４
              Ｂ２９Ｃ　　６７／００
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００
              Ｂ４１Ｊ　　２９／００　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　　３／３６　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

