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(57)【要約】
　スタイラスにより操作されるコンピューティング装置
の操作を安全保護するための方法が開示される。この方
法は、予め定められたジェスチャがタッチスクリーンに
表示されたアイテムをロックするユーザコマンドとして
定義されており、タッチスクリーン上でスタイラスによ
って実行された予め定められたジェスチャを認識するス
テップと、ジェスチャが実行された位置を決定するステ
ップと、ジェスチャを実行したスタイラスのアイデンテ
ィティを決定するステップと、決定された位置に表示さ
れたアイテムをロックするステップと、ロックするため
のコマンドを開始させたスタイラスのアイデンティティ
を記録するステップとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スタイラスにより操作されるコンピューティング装置の操作を安全保護するための方法
であって、
　予め定められたジェスチャがタッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするユー
ザコマンドとして定義されており、タッチスクリーン上でスタイラスによって実行された
予め定められたジェスチャを認識するステップと、
　ジェスチャが実行された位置を決定するステップと、
　ジェスチャを実行したスタイラスのアイデンティティを決定するステップと、
　決定された位置に表示されたアイテムをロックするステップと、
　ロックするためのコマンドを開始させたスタイラスのアイデンティティを記録するステ
ップと
を含む方法。
【請求項２】
　表示されるアイテムは、文書、ファイル、電子メール、画像、テーブルのエントリ、お
よびアプリケーションの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　コンピューティング装置で安全保護操作を実行することを認証された少なくとも１つの
スタイラスのアイデンティティを登録するステップと、
　ジェスチャを実行したスタイラスのアイデンティティを、コンピューティング装置で安
全保護操作を実行することを認証された少なくとも１つのスタイラスのアイデンティティ
と比較するステップと、
　ジェスチャを実行したスタイラスのアイデンティティとコンピューティング装置で安全
保護操作を実行することを認証された少なくとも１つのスタイラスのアイデンティティと
の間の照合に応答して、タッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするステップと
を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　スタイラスで安全保護操作を実行することを認証されたユーザを識別する情報を格納す
ることを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ロックされたアイテムを開くようにスタイラスによって開始されたコマンドを受け取る
ステップと、
　ロックされたアイテムを開くコマンドを開始したスタイラスのアイデンティティを決定
するステップと、
　タッチスクリーンに表示されたアイテムおよびロックされたファイルを開くコマンドを
開始したスタイラスのアイデンティティを、タッチスクリーンに表示されたアイテムをロ
ックするコマンドを開始したスタイラスの記録されたアイデンティティと比較するステッ
プと、
　ロックされたタッチスクリーンに表示されたアイテムを開くコマンドを開始したスタイ
ラスのアイデンティティとタッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするコマンド
を開始したスタイラスの記録されたアイデンティティとの間の照合に応答して、タッチス
クリーンに表示されたアイテムのロックを解除するステップと
を含む、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　スタイラスを所持しているユーザのアイデンティティを検証するための情報を格納する
ステップと、
　ロックされたタッチスクリーンに表示されたアイテムを開くコマンドを開始したスタイ
ラスを所持しているユーザのアイデンティティの検証を要求するステップと、
　ユーザのアイデンティティの検証に応答して、タッチスクリーンに表示されたアイテム
のロックを解除するステップと
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を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　情報は、生体情報、パスワード、署名、およびスタイラスで実行されるジェスチャの少
なくとも１つを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送信するように動
作する、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　スタイラスは、タッチスクリーンにタッチしたスタイラスのペン先に応答して、アイデ
ンティティコードを送信するように動作する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　スタイラスは、ユーザコマンドに対するアイデンティティコード応答を送信するように
動作する、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上に符号化される
、請求項８～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バースト信号間に
送信されるバースト信号上に符号化される、請求項８～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　スタイラスは動的コードを送信するように動作する、請求項８～１２のいずれかに記載
の方法。
【請求項１４】
　スタイラスにより操作されるコンピューティング装置を操作するための方法であって、
　制限付き注釈を文書に追加するスタイラスによるコマンドを受信するステップと、
　コマンドを提供するスタイラスのアイデンティティを受信するステップと、
　コマンドの受信に応答して、少なくとも１つの注釈をスタイラスのアイデンティティに
リンクさせるステップと、
　文書の少なくとも１つの注釈の表示を、スタイラスから入力を受信するコンピューティ
ング装置に制限するステップと、
　スタイラスからの入力を受信していないコンピューティング装置では少なくとも１つの
注釈が欠如している文書を表示するステップと
を含む方法。
【請求項１５】
　文書は複数のコンピューティング装置で同時に表示され、文書は、スタイラスから入力
を受信するコンピューティング装置のみに表示される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　注釈はスタイラスにより入力される、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　注釈は指タッチ、キーボード、およびマウスの少なくとも１つにより入力される、請求
項１４～１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　スタイラスを所持しているユーザのアイデンティティの検証に応答して、文書の少なく
とも１つの注釈を表示することを含む、請求項１４～１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　ユーザのアイデンティティの検証は、ユーザからの情報を要求し、ユーザから情報を受
信し、受信した情報を、ユーザの検証のために認証されたユーザによって提供された格納
情報と照合することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　情報は、生体情報、パスワード、署名、およびスタイラスにより実行されるジェスチャ



(4) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

の少なくとも１つである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送信するように動
作する、請求項１４～２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　スタイラスは、タッチスクリーンにタッチしたスタイラスのペン先に応答して、アイデ
ンティティコードを送信するように動作する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　スタイラスは、ユーザコマンドに対するアイデンティティコード応答を送信するように
動作する、請求項２１又は２２に記載の方法。
【請求項２４】
　アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上に符号化される
、請求項２１～２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バースト信号間に
送信されるバースト信号上に符号化される、請求項２１～２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　スタイラスは動的アイデンティティコードを送信するように動作する、請求項２１～２
５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　スタイラスにより操作されるコンピューティング装置を操作するための方法であって、
　文書の変更を追跡するスタイラスによるコマンドを受信するステップと、
　コマンドを提供するスタイラスのアイデンティティを受信するステップと、
　スタイラスによるコマンドの受信に応答して、文書の変更をスタイラスのアイデンティ
ティにリンクさせるステップと、
　スタイラスのアイデンティティにリンクされた文書の変更を同じ色で表示するステップ
と
を含む方法。
【請求項２８】
　文書の変更は、スタイラス、キーボード、マウス、および指タッチの少なくとも１つか
らの入力に応答する、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　少なくとも１つの他のスタイラスからの入力を受信するステップと、
　少なくとも１つの他のスタイラスのアイデンティティを受信するステップと、
　少なくとも１つの他のスタイラスからの入力に応答した文書の変更を少なくとも１つの
他のスタイラスのアイデンティティにリンクさせるステップと、
　少なくとも１つの他のスタイラスのアイデンティティにリンクされた文書の変更を異な
る色で表示するステップと
を含む、請求項２７又は２８に記載の方法。
【請求項３０】
　スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送信するように動
作する、請求項２７～２９のいずれかに記載の方法。
【請求項３１】
　アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上に符号化される
、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バースト信号間に
送信されるバースト信号上に符号化される、請求項３０又は３１に記載の方法。
【請求項３３】
　スタイラスにより操作されるコンピューティング装置の操作を安全保護するための方法
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であって、
　予め定められたジェスチャがタッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするユー
ザコマンドとして定義されており、タッチスクリーン上でスタイラスによって実行された
予め定められたジェスチャを認識するステップと、
　ジェスチャを実行するスタイラスのアイデンティティを決定するステップと、
　タッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするステップと、
　ロックするコマンドを開始するスタイラスのアイデンティティを記録するステップと
を含む方法。
【請求項３４】
　予め定められたジェスチャは、スクリーンに表示されたアイテムをロックするように定
義する、請求項３３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づき、２０１１年３月２１日に出願した米
国特許仮出願第６１／４５４６０４号（その内容は参照としてその全体を本明細書中に援
用される）の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　技術分野
　本発明は、その一部の実施形態では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置に関し、さらに詳しくは、スタイラスにより操作されるコンピューティング装置の操
作を安全保護することに関するが、それに限定されない。
【背景技術】
【０００３】
　タッチ技術は、種々の電子製品のための入力装置として一般的に使用される。様々な種
類のタッチ装置の使用は、パーソナルデジタルアシスト（ＰＤＡ）、タブレットＰＣ、ワ
イヤレスフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）、スマートフォン、および他の装置のよ
うな新しい携帯装置の出現のため、急増している。これらの装置のうちのいくつかは、そ
れらの移動性を制限するとみなされる標準キーボード、マウス、または類似の入力装置に
接続されない。代わりに、何らかの種類のタッチ入力技術を使用する傾向がある。
【０００４】
　タッチ技術の１つのタイプとして、１つ以上の指および／またはスタイラスでスクリー
ンをタッチすることによって作動することのできる、ディスプレイ上に置かれたタッチス
クリーンおよび／または透明デジタイザシステムがある。指またはスタイラスは、スクリ
ーンに表示されたオブジェクトを選択するため、文書を開きあるいはウィンドウ内でスク
ロールするため、手書きのテキストおよび図面のようなデータを入力するため、オブジェ
クトを移動または他の方法で操作するようなグラフィカル操作を実行するため等に使用す
ることができる。任意選択的に、ユーザは、コンピューティング装置、特定のアプリケー
ション、および／または装置に保存された安全保護情報にアクセスするために、指または
スタイラスでセキュリティコードを入力することを要求される。セキュリティコードを入
力する手順は時間が掛かり、時には煩雑である。時々、そのようなシステムのセキュリテ
ィレベルは、ユーザが正当な安全保護アクセスを行ない、次いで認証されたセッションを
開いたままにしておいた場合、低下する。
【０００５】
　「Ｄｉｇｉｔｉｚｅｒ，Ｓｔｙｌｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒｅｗｉｔｈ」と称し、その全体を参照によって本書に援用す
る米国特許出願公開第２０１０／０１５５１５３号は、自律非同期スタイラスでデジタイ
ザを操作する方法を記載している。典型的には、スタイラスは自己給電式、例えば電池式
であり、定義された速度で信号バーストを送信する。スタイラスによって送信される信号
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バーストを変調して、スタイラスを識別するための識別データを符号化することができる
ことが記載されている。
【０００６】
　「Ａｐｐａｒａｔｕｓ，ｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｏｎ　ａ　ｐｕｂｌｉｃｌｙ　ａｃｃｅｓｓｅｄ　ｓｈａｒｅｄ　
ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｄｅｖｉｃｅ」と称し、その全体を参照によって本書に援用す
る米国特許出願公開第２０１０００７９４１４号は、デジタルサーフェスと連絡している
複数のパーソナルデジタル端末（ＰＤＤ）の各々のためのディスプレイ作業域を提供する
デジタルサーフェスを記載している。各ＰＤＤは、セキュリティトークンによって識別さ
れたデジタルサーフェスとの安全保護通信を確立する。各ＰＤＤは、デジタルサーフェス
とのやり取りに使用されるセキュリティトークンを受け取り、それによってそれが接続さ
れた認定ＰＤＤにやり取りを関連付けるように適応された、スタイラスを含む。デジタル
サーフェスでスタイラスのユーザが取った動作は、セキュリティトークンに基づいて、か
つ動作が要求されたときのスタイラスの位置に基づいて認証される。
【０００７】
　「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」と称し、その全体を参照によって本書に援用する米国特許出
願公開第２００８０１４１３６１号は、アプリケーション、コンピュータ、または他の装
置に対するユーザの軽量認証のための技術を記載している。スタイラス、ペン、またはマ
ーカのような対話要素は、タブレットパソコン内に埋め込まれた認証センサにより一意に
識別される。対話要素はユーザと関連付けられ、受動または能動いずれかの識別要素を含
む。認証センサへのデータ入力操作中の認証センサに対する識別要素の近接性は、管理さ
れているアプリケーションに、ユーザが認証されていることを示す。
【０００８】
　Ｎ‐ｔｒｉｇ　Ｌｔｄ．に譲渡され、「Ｔｏｕｃｈ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ
　Ｄｉｇｉｔｉｚｅｒ」と称し、その内容を参照によって本書に援用する米国特許第７８
４３４３９号は、信号を放出する電磁スタイラスおよび指タッチとの対話の両方を検出す
るための検出器を記載している。検出器は典型的には、電磁スタイラスおよび指の位置を
感知するための格子状の感知用導電線を持つデジタイザセンサを含む。検出器は、複数の
スタイラスおよび／または複数の指タッチの同時発生を検出することができる。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の一部の実施形態の態様では、スタイラスによるコンピューティング装置の操作
を安全保護するためのシステムおよび方法を提供する。本発明の一部の実施形態では、ス
タイラスは、スタイラスによって実行されるジェスチャに応答して、コンピューティング
装置の文書、ファイル、電子メール、ゲーム、テーブルのエントリ、アプリケーション、
および／またはオペレーティングシステムへのアクセスを選択的にロックするために使用
される。本発明の一部の実施形態では、スタイラスは、インキングおよび／または注釈が
表示される環境を制限するために使用される。本発明の一部の実施形態では、スタイラス
は、著者を文書に付加される修正に関連付けるために使用される。
【００１０】
　本発明の一部の実施形態の態様では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置の操作を安全保護するための方法であって、予め定められたジェスチャがタッチスク
リーンに表示されたアイテムをロックするユーザコマンドとして定義されており、タッチ
スクリーン上でスタイラスによって実行された予め定められたジェスチャを認識するステ
ップと、ジェスチャが実行された位置を決定するステップと、ジェスチャを実行したスタ
イラスのアイデンティティを決定するステップと、決定された位置に表示されたアイテム
をロックするステップと、ロックするためのコマンドを開始させたスタイラスのアイデン
ティティを記録するステップとを含む方法を提供する。
【００１１】
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　任意選択的に、表示されるアイテムは、文書、ファイル、電子メール、画像、テーブル
のエントリ、およびアプリケーションの少なくとも１つを含む。
【００１２】
　任意選択的に、該方法は、コンピューティング装置で安全保護操作を実行することを認
証された少なくとも１つのスタイラスのアイデンティティを登録するステップと、ジェス
チャを実行したスタイラスのアイデンティティを、コンピューティング装置で安全保護操
作を実行することを認証された少なくとも１つのスタイラスのアイデンティティと比較す
るステップと、ジェスチャを実行したスタイラスのアイデンティティとコンピューティン
グ装置で安全保護操作を実行することを認証された少なくとも１つのスタイラスのアイデ
ンティティとの間の照合に応答して、タッチスクリーンに表示されたアイテムをロックす
るステップとを含む。
【００１３】
　任意選択的に、該方法は、スタイラスで安全保護操作を実行することを認証されたユー
ザを識別する情報を格納することを含む。
【００１４】
　任意選択的に、該方法は、ロックされたアイテムを開くようにスタイラスによって開始
されたコマンドを受け取るステップと、ロックされたアイテムを開くコマンドを開始した
スタイラスのアイデンティティを決定するステップと、タッチスクリーンに表示されたア
イテムおよびロックされたファイルを開くコマンドを開始したスタイラスのアイデンティ
ティを、タッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするコマンドを開始したスタイ
ラスの記録されたアイデンティティと比較するステップと、ロックされたタッチスクリー
ンに表示されたアイテムを開くコマンドを開始したスタイラスのアイデンティティとタッ
チスクリーンに表示されたアイテムをロックするコマンドを開始したスタイラスの記録さ
れたアイデンティティとの間の照合に応答して、タッチスクリーンに表示されたアイテム
のロックを解除するステップとを含む。
【００１５】
　任意選択的に、該方法は、スタイラスを所持しているユーザのアイデンティティを検証
するための情報を格納するステップと、ロックされたタッチスクリーンに表示されたアイ
テムを開くコマンドを開始したスタイラスを所持しているユーザのアイデンティティの検
証を要求するステップと、ユーザのアイデンティティの検証に応答して、タッチスクリー
ンに表示されたアイテムのロックを解除するステップとを含む。
【００１６】
　任意選択的に、該情報は、生体情報、パスワード、署名、およびスタイラスで実行され
るジェスチャの少なくとも１つを含む。
【００１７】
　任意選択的に、スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送
信するように動作する。
【００１８】
　任意選択的に、スタイラスは、タッチスクリーンにタッチしたスタイラスのペン先に応
答して、アイデンティティコードを送信するように動作する。
【００１９】
　任意選択的に、スタイラスは、ユーザコマンドに対するアイデンティティコード応答を
送信するように動作する。
【００２０】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上
に符号化される。
【００２１】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バ
ースト信号間に送信されるバースト信号上に符号化される。
【００２２】
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　任意選択的に、スタイラスは動的コードを送信するように動作する。
【００２３】
　本発明の一部の実施形態の態様では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置を操作するための方法であって、制限付き注釈を文書に追加するスタイラスによるコ
マンドを受信するステップと、コマンドを提供するスタイラスのアイデンティティを受信
するステップと、コマンドの受信に応答して、少なくとも１つの注釈をスタイラスのアイ
デンティティにリンクさせるステップと、文書の少なくとも１つの注釈の表示を、スタイ
ラスから入力を受信するコンピューティング装置に制限するステップと、スタイラスから
の入力を受信していないコンピューティング装置では少なくとも１つの注釈が欠如してい
る文書を表示するステップとを含む方法を提供する。
【００２４】
　任意選択的に、文書は複数のコンピューティング装置で同時に表示され、文書は、スタ
イラスから入力を受信するコンピューティング装置のみに表示される。
【００２５】
　任意選択的に、注釈はスタイラスにより入力される。
【００２６】
　任意選択的に、注釈は指タッチ、キーボード、およびマウスの少なくとも１つにより入
力される。
【００２７】
　任意選択的に、スタイラスを所持しているユーザのアイデンティティの検証に応答して
、文書の少なくとも１つの注釈を表示する。
【００２８】
　任意選択的に、ユーザのアイデンティティの検証は、ユーザからの情報を要求し、ユー
ザから情報を受信し、受信した情報を、ユーザの検証のために認証されたユーザによって
提供された格納情報と照合することを含む。
【００２９】
　任意選択的に、情報は、生体情報、パスワード、署名、およびスタイラスにより実行さ
れるジェスチャの少なくとも１つである。
【００３０】
　任意選択的に、スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送
信するように動作する。
【００３１】
　任意選択的に、スタイラスは、タッチスクリーンにタッチしたスタイラスのペン先に応
答して、アイデンティティコードを送信するように動作する。
【００３２】
　任意選択的に、スタイラスは、ユーザコマンドに対するアイデンティティコード応答を
送信するように動作する。
【００３３】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上
に符号化される。
【００３４】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バ
ースト信号間に送信されるバースト信号上に符号化される。
【００３５】
　任意選択的に、スタイラスは動的アイデンティティコードを送信するように動作する。
【００３６】
　本発明の一部の実施形態の態様では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置を操作するための方法であって、文書の変更を追跡するスタイラスによるコマンドを
受信するステップと、コマンドを提供するスタイラスのアイデンティティを受信するステ
ップと、スタイラスによるコマンドの受信に応答して、文書の変更をスタイラスのアイデ
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ンティティにリンクさせるステップと、スタイラスのアイデンティティにリンクされた文
書の変更を同じ色で表示するステップとを含む方法を提供する。
【００３７】
　任意選択的に、文書の変更は、スタイラス、キーボード、マウス、および指タッチの少
なくとも１つからの入力に応答する。
【００３８】
　任意選択的に、該方法は、少なくとも１つの他のスタイラスからの入力を受信するステ
ップと、少なくとも１つの他のスタイラスのアイデンティティを受信するステップと、少
なくとも１つの他のスタイラスからの入力に応答した文書の変更を少なくとも１つの他の
スタイラスのアイデンティティにリンクさせるステップと、少なくとも１つの他のスタイ
ラスのアイデンティティにリンクされた文書の変更を異なる色で表示するステップとを含
む。
【００３９】
　任意選択的に、スタイラスは、予め定められた繰返し率でアイデンティティコードを送
信するように動作する。
【００４０】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、スタイラスによって送信される位置信号上
に符号化される。
【００４１】
　任意選択的に、アイデンティティコードは、そのスタイラスによって送信される位置バ
ースト信号間に送信されるバースト信号上に符号化される。
【００４２】
　本発明の一部の実施形態の態様では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置の操作を安全保護するための方法であって、予め定められたジェスチャがタッチスク
リーンに表示されたアイテムをロックするユーザコマンドとして定義されており、タッチ
スクリーン上でスタイラスによって実行された予め定められたジェスチャを認識するステ
ップと、ジェスチャを実行するスタイラスのアイデンティティを決定するステップと、タ
ッチスクリーンに表示されたアイテムをロックするステップと、ロックするコマンドを開
始するスタイラスのアイデンティティを記録するステップとを含む方法を提供する。
【００４３】
　任意選択的に、予め定められたジェスチャは、スクリーンに表示されたアイテムをロッ
クするように定義する。
【００４４】
　別途定義されない限り、本明細書中で使用されるすべての技術的用語および／または科
学的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を
有する。本明細書中に記載される方法および材料と類似または同等である方法および材料
を本発明の実施または試験において使用することができるが、例示的な方法および／また
は材料が下記に記載される。矛盾する場合には、定義を含めて、本特許明細書が優先する
。加えて、材料、方法および実施例は例示にすぎず、限定であることは意図されない。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
　本明細書では本発明のいくつかの実施形態を単に例示し添付の図面を参照して説明する
。特に詳細に図面を参照して、示されている詳細が例示として本発明の実施形態を例示考
察することだけを目的としていることを強調するものである。この点について、図面につ
いて行う説明によって、本発明の実施形態を実施する方法は当業者には明らかになるであ
ろう。
【００４６】
【図１】図１は、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスに安全保護操作をもたらす
例示的システムの簡易ブロック図である。
【００４７】
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【図２】図２は、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置にスタイラス
を登録するために、ユーザインタフェースと対話するスタイラスの例示的略図である。
【００４８】
【図３Ａ－３Ｂ】図３Ａは、本発明の一部の実施形態に係る、アプリケーションをロック
するために、ユーザインタフェースと対話するスタイラスの例示的略図である。図３Ｂは
、本発明の一部の実施形態に係る、アプリケーションのロックを解除するために、ユーザ
インタフェースと対話するスタイラスの例示的略図である。
【００４９】
【図４Ａ－４Ｃ】図４Ａは、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置の
安全保護操作をもたらすスタイラスを登録するための例示的方法の簡易流れ図である。図
４Ｂは、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによりアプリケーションをロックす
るための例示的方法の簡易流れ図である。図４Ｃは、本発明の一部の実施形態に係る、ス
タイラスによりアプリケーションのロックを解除するための例示的方法の簡易流れ図であ
る。
【００５０】
【図５】図５は、本発明の一部の実施形態に係る、共有文書に追加された制限付き注釈を
示す簡易略図である。
【００５１】
【図６】図６は、本発明の一部の実施形態に係る、制限付き注釈を文書に追加するための
例示的方法の簡易流れ図である。
【００５２】
【図７】図７は、本発明の一部の実施形態に係る、著者により文書に対して行なわれた変
更をスタイラスに関連付けるための例示的方法の簡易流れ図である。
【００５３】
【図８】図８は、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置に安全保護操
作をもたらすためのスタイラスに含まれる例示的回路構成の簡易ブロック図である。
【００５４】
【図９】図９は、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによって送信され、コンピ
ューティング装置に安全保護操作をもたらす例示的バースト信号の簡易略図である。
【００５５】
【図１０】図１０は、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスに安全保護操作をもた
らすように動作可能な例示的デジタイザシステムの簡易略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本発明は、その一部の実施形態では、スタイラスにより操作されるコンピューティング
装置に関し、さらに詳しくは、スタイラスにより操作されるコンピューティング装置の操
作を安全保護することに関するが、それに限定されない。
【００５７】
　本発明の一部の実施形態では、ペン、またはデジタルペン、またはペンシルと呼ばれる
こともあるスタイラスは、タッチスクリーンに表示された１つ以上の文書、ファイル、電
子メール、ファイル内の情報、テーブルのエントリ、および／またはアプリケーションへ
のアクセスをロックおよびロック解除するための電子キーとして使用される。本発明の一
部の実施形態では、スタイラスは、タッチスクリーンとの対話中に、一意のＩＤ信号また
はコードを送信し、それはタッチスクリーンによって受信され、コンピューティング装置
のロックコマンドおよびロック解除コマンドを実行するスタイラスを識別するために使用
される。本発明の一部の実施形態では、ロックコマンドは、タッチスクリーンとの対話中
にスタイラスによって実行される予め定められたジェスチャである。一部の例示的実施形
態では、ロックのための予め定められたジェスチャは、ロックされる実行中のアプリケー
ションのどこでも実行することができる。代替的に、ロックジェスチャは、それが特定の
位置で、例えばアプリケーションの専用位置で実行されたときにだけ、ロックとして認識
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される。典型的には、アプリケーションへのアクセスをロックすると、それに伴ってアプ
リケーションが閉じられ、かつ／またはタッチスクリーンにおけるその表示が停止される
。
【００５８】
　典型的には、ロック用に予め定められたジェスチャを実行するスタイラスのＩＤコード
は、コンピューティング装置のメモリユニットに格納され、アプリケーションのロック状
態に関連付けられる。一部の例示的実施形態では、スタイラスによりアプリケーションを
ロックする許可は、事前にコンピューティング装置によって認証されたスタイラスのみに
与えられる。任意選択的に、認証は登録手順中に、例えばユーザが初めてスタイラスを使
用し始めるときに実行される１回手順で得られる。任意選択的に、特定のコンピューティ
ング装置に対するスタイラスの登録は製造現場で実行される。
【００５９】
　本発明の一部の実施形態では、アプリケーションへのアクセスをロックするために使用
されるのと同じスタイラスが、ロックされたアプリケーションに再びアクセスできるよう
にするためにも要求される。任意選択的に、ロックされたアプリケーションへのアクセス
は、そのスタイラスによって送信される信号、例えばＩＤ信号の検出に応答してできるよ
うになる。一部の例示的実施形態では、タッチスクリーン上の特定の位置、例えばタッチ
スクリーンに表示された専用ウィンドウにスタイラスを向け、その位置でスタイラスから
の入力、例えばスタイラスのＩＤコードを検出することによって、再びアクセスできるよ
うになる。一部の例示的実施形態では、ロックされたアプリケーションに再びアクセスで
きるようにするには、スタイラスを識別することに加えて、コード、署名、および／また
はロック解除ジェスチャが要求される。任意選択的に、１つのスタイラスによってロック
されたアプリケーションに対し、２つ以上の認証されたスタイラスが再びアクセスするこ
とを許可される。
【００６０】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスは、位置信号を送信するためにスタイラスに
よって使用されるのと同じ送信素子により、ＩＤ信号を送信する。一部の例示的実施形態
では、スタイラスの位置およびＩＤの両方に関する情報が、コンピューティング装置に送
信される。任意選択的に、位置信号は定義された繰返し率で送信されるバースト信号であ
り、ＩＤ信号は位置信号上に符号化される２進コードであり、かつ／または位置バースト
信号間の専用タイムスロットで送信される追加のバースト信号である。任意選択的に、ス
タイラスは、例えばボタン選択によるユーザコマンドに応答して、ＩＤのみを送信する。
任意選択的に、スタイラスは、コンピューティング装置および／または関連タッチスクリ
ーンによる要求に応答して、ＩＤを送信する。一部の例示的実施形態では、スタイラスは
さらにセキュリティトークンを含む。任意選択的に、例えばスタイラスおよび／またはキ
ーパッドにより、ひとたびピン番号がホストコンピュータに提供されると、セキュリティ
トークンのコードが送信される。任意選択的に、送信はユーザコマンド、例えばボタン選
択に応答して行なわれる。
【００６１】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスは、テキスト文書、プレゼンテーション、画
像、またはいずれかの他の文書もしくはファイルに追加されたインキングおよび／または
注釈の表示を認証するために使用される。本発明者らは、交互ディスプレイプラットフォ
ームを介して文書にアクセスすることができかつ／または文書にはアクセスできるがスタ
イラスにはアクセスできない他のユーザと共有しない文書のソフトコピーに、個人的かつ
／またはプライベート注釈を追加することができれば、ユーザにとって便利であることに
気付いた。例えば、文書がスクリーンに同時に投影され、かつ／またはウェブ会議中に同
時に共有されている間であっても、ユーザの個人用タッチスクリーンのみに表示されるメ
モをプレゼンテーションに追加することができれば、ユーザにとって便利である。本発明
者らは、ユーザのプライベート注釈を表示すべきディスプレイプラットフォームと、ユー
ザ、例えばスタイラスを所持しているユーザによって許可されない限り注釈へのアクセス
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が拒否されるようにプライベート注釈をフィルタリングすべきディスプレイプラットフォ
ームとを区別するために、コンピューティング装置と対話することのできるスタイラスを
使用することができることに気付いた。本発明者らはまた、そのようなメモおよびマーキ
ングの表示を特定のディスプレイプラットフォームに制限することによって、文書を共有
する複数のユーザの各々が、共有文書の基本バージョンに個人的マーキングを安全に追加
することができることにも気付いた。任意選択的に、１つ以上のユーザグループが定義さ
れ、グループのメンバは、非メンバが見ることのできない制限付き注釈を共有することが
できる。
【００６２】
　本発明の一部の実施形態では、ユーザは、他のユーザと共有しない注釈および／または
入力を文書に追加することを選択することができる。一部の例示的実施形態では、ユーザ
は、スタイラスのボタン選択によって、かつ／またはタッチスクリーン上の仮想ボタンを
指またはスタイラスでタッチすることによりそれを選択することによって、このオプショ
ンを選択する。本発明の一部の実施形態では、制限付き注釈の追加を選択するために使用
されるスタイラスのＩＤコードは、追加される注釈に関連してスタイラスと対話するコン
ピューティング装置によって格納される。任意選択的に、ひとたびスタイラスのＩＤコー
ドを制限付き注釈の追加要求と共に受信すると、制限付き注釈モードが開始され、注釈を
スタイラス、指タッチ、キーボード、および／またはマウスによって追加し、かつ表示す
ることもできる。任意選択的に、制限付き注釈モードはユーザコマンドによって停止され
る。
【００６３】
　本発明の一部の実施形態では、制限付き注釈はスタイラスＩＤでタグ付けされ、そのス
タイラスによって提供された認証に応答してディスプレイプラットフォームのみでアクセ
ス可能である。任意選択的に、スタイラスによる認証は、スタイラスのボタンを選択する
ことによって、かつ／またはディスプレイプラットフォーム上のボタンをスタイラスで選
択することによって得られる。任意選択的に、さらにユーザは、制限付き注釈にアクセス
するために、コードおよび／または追加の安全保護情報、例えば生体入力情報を入力する
ように要求される。任意選択的に、スタイラスによって提供された入力は、電子メールに
よる文書のプリンタおよび／またはディスプレイ装置、例えばプロジェクタへの送信に応
答して、自動的にフィルタリングされる。任意選択的に、その後、ユーザパスワードの入
力に応答して、かつ／またはユーザコマンドによって、スタイラスからの入力を受信した
タッチスクリーン上で再びアクセスすることができる。
【００６４】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスは、文書に注釈を付けた著者を識別するため
に、例えば文書の変更を追跡するために使用される。本発明の一部の実施形態では、文書
に付加された注釈は、注釈が加えられたコンピューティング装置とは対照的に、スタイラ
スを所持している特定のユーザに関連付けられる。任意選択的に、ひとたび注釈モードが
特定のスタイラスにより開始されると、指タッチ、マウス、キーボード、音声コマンド、
またはいずれかの他の入力装置もしくは方法によって、注釈を付加することができる。注
釈を特定のスタイラスに関連付けることによって、ユーザは複数の異なるコンピュータ装
置から注釈を付加することができ、そのユーザによって異なるコンピューティング装置か
ら加えられた注釈は全て、同じ著者に関連付けられる。任意選択的に、付加された注釈に
タイムスタンプがリンクされる。加えて、各々が自分自身のスタイラスを所持している複
数の異なるユーザが、同一コンピューティング装置から文書に注釈を付加することができ
、注釈の認証は、注釈を開始するために使用された異なるスタイラスに基づいて区別され
る。代替的に、ユーザは注釈を入力するために２つ以上のスタイラスを使用することがで
き、異なるスタイラスにより入力された注釈は全て見ることができ、かつ区別される。任
意選択的に、注釈を表示するときに、各著者の注釈は一意の色で表示される。任意選択的
に、デジタイザと同時に対話しているスタイラスによって認証された注釈は、常に同じ色
で、例えば赤で表示される。
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【００６５】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによる安全保護された操作を達成す
る例示的システムの簡易ブロック図を示す図１に関連して説明する。本発明の一部の実施
形態では、コンピューティングシステムは、スタイラス１４４からの入力を受信するよう
に動作するディスプレイ２００上に置かれた、タッチスクリーンおよび／またはデジタイ
ザセンサを含む。典型的には、スタイラス１４４はＡＣ信号を、例えば定義された繰返し
率の信号バーストとして送信し、それをデジタイザおよび／またはタッチスクリーン２０
０が捕捉することができる。本発明の一部の実施形態では、スタイラス１４４から受信さ
れた入力は、タッチスクリーン２００に対するスタイラス１４４の位置を追跡するため、
かつ／または受信した入力からスタイラスＩＤを検索するために、処理ユニット１３０に
よって処理される。一部の例示的実施形態では、スタイラスの位置は位置検出ユニット１
３１により決定され、スタイラスＩＤはスタイラスＩＤユニット１３２により検索される
。任意選択的に、位置検出ユニット１３１およびスタイラスＩＤユニット１３２は両方と
も単一のユニットに一体化される。典型的には、スタイラス１４４の位置およびアイデン
ティティは両方とも、タッチセンサ２００に関連付けられるホストコンピュータ１５０に
報告される。任意選択的に、スタイラス１４４のアイデンティティおよび／または位置は
さらに、遠隔システム１６０、例えばネットワークシステムに報告される。一部の例示的
実施形態では、スタイラス識別ユニット１３２は、登録されたスタイラス、例えばホスト
コンピュータ１５０を操作することを事前に認証されたスタイラスのＩＤコードを格納す
るためのメモリを含む。
【００６６】
　本発明の一部の実施形態では、位置検出ユニット１３１は、スタイラスの位置を決定す
るように、かつその経時的な移動経路をも追跡するように動作する。任意選択的に、位置
検出ユニット１３１はさらに、スタイラスによって実行される予め定められたジェスチャ
を認識するように、ジェスチャ識別能力を含む。代替的に、かつ／または追加的に、移動
経路の追跡および／またはジェスチャの識別は、ホストコンピュータ１５０によって実行
される機能である。
【００６７】
　本発明の一部の実施形態では、ホストコンピュータ１５０および／または遠隔システム
１６０は、ホストコンピュータ１５０および／または遠隔システム１６０を操作するため
に使用されるスタイラス１４４を登録するためのアプリケーション１５１を含む。任意選
択的に、ホスト１５０におけるスタイラスの登録は、製造現場でファームウェアによって
実行される。一部の例示的実施形態では、登録は、安全保護操作を実行するスタイラスを
認証するためにだけ要求される。任意選択的に、異なるスタイラスに対し異なるレベルの
認証を付与することができる。任意選択的に、ホストコンピュータ１５０にアカウントを
有する各ユーザに、１つ以上のスタイラスが関連付けられる。本発明の一部の実施形態で
は、アプリケーション１５１は、スタイラス１４４により実行される安全保護操作をも管
理する。代替的に、登録アプリケーション１５１と連絡している１つ以上の追加的アプリ
ケーションが、スタイラス１４４により実行される１つ以上の安全保護操作を管理する。
任意選択的に、アプリケーション１５１は、ホスト１５０で実行される他のアプリケーシ
ョンと共に動作するアドオン・アプリケーションである。一部の例示的実施形態では、ア
プリケーション１５１は、スタイラス、例えば安全保護操作について認証されたスタイラ
スの位置およびアイデンティティに関する報告を受け取り、スタイラス１４４により実行
された安全保護操作に関する情報を格納する。任意選択的に、安全保護操作は、スタイラ
スから得た位置および／または追跡情報のみならず、スタイラスによって提供された入力
から検索されたスタイラスＩＤにも基づいて達成される。任意選択的に、スタイラスによ
って送信されるスタイラスＩＤは動的コードであり、アプリケーション１５１は動的コー
ドを認証または検証するアルゴリズムを含む。
【００６８】
　本発明の一部の実施形態では、安全保護操作の実行要求を許可する前に、該要求に関連
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付けられるスタイラスＩＤの認証が、ホストコンピュータ１５０および／または遠隔シス
テム１６０によって検証される。任意選択的に、特定の操作に対しては、スタイラス１４
４を所持しているユーザのアイデンティティも検証されるように、アプリケーション１５
１によって追加の検証が要求される。
【００６９】
　一部の例示的コマンドでは、スタイラス１４４は、ホスト１５０との対話の経過中に、
スタイラスＩＤをホストコンピュータ１５０および／または遠隔システム１６０に周期的
に報告する。任意選択的に、スタイラスＩＤは、スタイラスがタッチしている間だけ、例
えばタッチスクリーンに押し付けられている間だけホストに報告され、スタイラスがタッ
チスクリーン上をホバリングしている間は報告されない。任意選択的に、スタイラスＩＤ
の検索は、ホスト１５０のアプリケーションによってかつ／またはスタイラスへのユーザ
コマンドによって開始されたプロトコルを用いて実行される。
【００７０】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置にスタイラスを登録す
るためにユーザインタフェースと対話するスタイラスの例示的略図を示す図２に関連して
説明する。本発明の一部の実施形態では、スタイラスが初めてコンピューティング装置、
例えばホストコンピュータ１５０（図１）に導入されるときに、スタイラスを登録するた
めのアプリケーション１５１が起動される。典型的には、スタイラスは、スタイラス入力
がタッチスクリーンによって検出されてコンピューティング装置に報告されたときに、コ
ンピューティング装置に導入される。任意選択的に、スタイラスを登録するためのアプリ
ケーション１５１は、コンピューティング装置に導入される最初のスタイラスに対してだ
け起動され、追加のスタイラスの登録はユーザコマンドによって開始される。典型的には
、スタイラスを複数のコンピュータプラットフォームに登録することができ、かつ／また
は複数のスタイラスを１つのコンピュータプラットフォームに登録することができる。
【００７１】
　一部の例示的実施形態では、アプリケーション１５１は、スタイラスＩＤを検索するこ
とができるように、ユーザにタッチスクリーンの指定された位置および／または領域２０
８をタッチするように要求する、ダイアログボックス２０４を表示する。典型的には、ス
タイラスが領域２０８をタッチすると、スタイラスＩＤがタッチスクリーンによって検索
され、登録アプリケーションに報告される。任意選択的に、スタイラスでタッチスクリー
ンをタッチするための指定位置は必須ではなく、スタイラスがタッチスクリーンにタッチ
している限り、かつ／またはタッチスクリーンに近接する状態、例えばタッチスクリーン
上をホバリングする状態にある限り、スタイラスＩＤを検索することができる。典型的に
は、スタイラスＩＤは、定義された場所、例えばアプリケーション１５１によってアクセ
スすることのできる安全保護ファイルに格納される。
【００７２】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスＩＤを検索することに加えて、アプリケーシ
ョン１５１は、１つ以上の質問２１０をし、パスワードを要求し、ユーザがスタイラスで
ジェスチャを実行することを要求し、かつ／または生体情報を要求することによって、ユ
ーザのＩＤを検証するための情報を要求する。任意選択的に、ユーザは回答し、かつ／ま
たは指定された位置２１２で他の情報を提供し、送信ボタン２１６を指し示すかクリック
することによって登録手順を完了することができる。ユーザによって提供される答えは、
スタイラスおよび／または他の入力装置、例えばキーボード、指タッチ、および／または
マウスにより提供することができる。任意選択的に、ユーザはユーザが選択した質問およ
び回答を入力することを許可される。典型的には、ひとたびボタン２１６を選択すると、
スタイラスＩＤはユーザの情報、例えば質問への回答と共に、ホストコンピュータのメモ
リおよび／またはネットワーク記憶装置に格納され、アプリケーション１５１によってア
クセスすることができる。
【００７３】
　一部の例示的実施形態では、スタイラスが利用できない場合、例えばスタイラスが紛失
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し、盗まれ、かつ／または誤動作する場合、アプリケーション１５１は、典型的にはスタ
イラスに与えられる認証を得るために、ユーザのＩＤを検証する代替選択肢を提供する。
任意選択的に、アプリケーション１５１は、ユーザが安全保護操作を実行するときにスタ
イラスＩＤを手動で入力することができるように、スタイラスＩＤを検索する。加えて、
または代替的に、ユーザのＩＤを検証するために要求された情報は後で、スタイラスの認
証を検証することおよびユーザの認証を検証することの両方を必要とする特定の操作を認
証するために使用される。
【００７４】
　スタイラスによって実行することのできる１つ以上の動作は、ホストにスタイラスを事
前登録することを条件とすることができることは、理解されるであろう。そのような場合
、ユーザが新しいスタイラスを有する場合、ユーザがスタイラスを使用できるアプリケー
ションだけが、スタイラス登録アプリケーションである。他の実施形態では、コンピュー
タをロックする、または一部のアプリケーションもしくは文書をロックするような特定の
動作だけが、スタイラスの事前登録を条件とすることができる。
【００７５】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、アプリケーションをロックするためにユーザイ
ンタフェースと対話するスタイラスの例示的略図を示す図３Ａに関連して説明する。本発
明の一部の実施形態では、タッチスクリーン２００に表示されたアプリケーション３５０
との対話中に、例えば他のユーザがアプリケーション３５０にアクセスすることができな
いようにアプリケーション３５０をロックするためにスタイラス１４４によって実行され
る、予め定められたジェスチャの形のスタイラス１４４からの入力は、ホスト１５０によ
って受信される。任意選択的に、スタイラスは、タッチスクリーン２００に関連付けられ
た処理ユニット、例えば処理ユニット１３０および／またはホスト１５０によって認識さ
れる「Ｘ」ジェスチャ３１０を実行し、ジェスチャの認識および／またはアプリケーショ
ン１５１をロックするコマンドに関する入力は、アプリケーション３５０に転送される。
開示が特定のジェスチャまたはスクリーン上の特定の位置に限定されないことは理解され
るであろう。任意選択的に、予め定められたロックジェスチャは、タッチスクリーン２０
０に表示されたロックすべきアイテムを定義する。例えば「Ｘ」ジェスチャ３１０は、開
いているアプリケーションをロックするように予め定められ、「Ｖ」ジェスチャは、アプ
リケーション１５１で開いている特定のファイルをロックするように予め定められる。
【００７６】
　典型的には、ジェスチャを実行しているスタイラスからのスタイラスＩＤもアプリケー
ション３５０に転送される。任意選択的に、ロック手順は、独立したアプリケーションに
よって、例えばアプリケーション３５０と並行して実行されるアプリケーション１５１に
よって管理される。一部の例示的実施形態では、アプリケーション３５０をロックするコ
マンドの受信に応答して、ロック要求を確認するためのダイアログボックス３０８が開き
、ユーザは、ＹＥＳボタン３１２を選択することによってロック手順を続けることを選択
することができ、あるいはＮＯボタン３１６を選択することによってロックを中止するこ
とを選択することができる。任意選択的に、スタイラスＩＤは、ユーザがＹＥＳボタン３
１２を選択したときに検索され、ロックコマンドに関連して格納される。開示はアプリケ
ーションのロックに限定されず、同一または同様のシステムおよび方法を適用して、文書
、ファイル、電子メール、ゲーム、画像等へのアクセスをロックすることができることが
注目される。
【００７７】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、アプリケーションをロック解除するためにユー
ザインタフェースと対話するスタイラスの例示的略図を示す図３Ｂに関連して説明する。
本発明の一部の実施形態では、ユーザはその後、アプリケーション３５０に関連付けられ
た位置に、例えばタッチスクリーンのデスクトップ上のサムネイル３５１に、スタイラス
１４４を導入することによって、かつ／またはスタイラス１４４でアプリケーション３５
０を開くコマンドを提供することによって、アプリケーションのロックを解除することが



(16) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

できる。本発明の一部の実施形態では、ロックされたアプリケーションの近傍でスタイラ
ス１４４を認識すると、ダイアログボックス３２０の表示が引き起こされる。任意選択的
に、ダイアログボックス３２０の表示は、スタイラス１４４による安全保護操作を管理す
るための専用アプリケーションによって引き起こされる。代替的に、アプリケーション３
５０を始動しようとすると、ダイアログボックス３２０の表示が引き起こされる。任意選
択的に、ダイアログボックス３２０は、アプリケーションがロックされることをユーザに
知らせる。一部の例示的実施形態では、アプリケーションのロックを解除するために、ユ
ーザは、スタイラスＩＤをその位置から検索することができるように、ボタン３２４を選
択することを要求される。検索されたスタイラスＩＤは、アプリケーションをロックする
ために使用されたスタイラスＩＤと比較される。本発明の一部の実施形態では、ロック解
除を要求したＩＤとロックに関連付けられたＩＤとが一致した場合、ロック解除コマンド
は実行される。任意選択的に、ロック解除は、他のスタイラスによってまたは特定のスタ
イラスによって実行された安全保護操作を無効にする特権を割り当てられかつ／または指
定された、追加のスタイラスによっても実行することができる。任意選択的に、ひとたび
一致が見出されると、ダイアログボックス３２０は、スタイラス１４４を所持しているユ
ーザを検証するための追加情報の要求を表示し、例えば格納された質問に対する回答を要
求し、かつ／または格納されたパスワードの入力を要求する。
【００７８】
　一部の例示的実施形態では、ユーザは、ロック解除に必要なスタイラスが利用できずか
つ／または誤動作している場合、例えば指タッチでボタン３２８を選択することができる
。典型的には、選択に応答して、ダイアログボックス３２０は、要求を行なったユーザを
検証するために追加情報を要求する。任意選択的に、ユーザはユーザのアイデンティティ
の検証に応答してスタイラスＩＤを検索することができ、かつアプリケーションに再びア
クセスできるようにするために、スタイラスＩＤを入力することができる。
【００７９】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、安全保護操作を達成するためにコンピューティ
ング装置にスタイラスを登録するための例示的方法の簡易流れ図を示す図４Ａに関連して
説明する。本発明の一部の実施形態では、スタイラスは専用登録手順中にホストコンピュ
ータに登録される（ブロック４００）。任意選択的に、登録手順は、コンピューティング
装置にインストールされた登録アプリケーションにより実行される。任意選択的に、登録
アプリケーションは、コンピューティング装置が未登録のスタイラスからの入力を検出し
たときに、自動的に起動する。任意選択的に、ユーザが登録アプリケーションを起動させ
る。一部の例示的実施形態では、複数の異なるコンピューティング装置および／またはス
テーションでスタイラスを完全に操作することができるように、ホストコンピュータに格
納された登録情報はネットワークサーバのような遠隔位置に送信されて格納される（ブロ
ック４０４）。本発明の一部の実施形態では、登録アプリケーションは、スタイラスに異
なるレベルの許可を割り当てることができる（ブロック４０６）。任意選択的に、コンピ
ューティング装置に登録された第１スタイラスは最高レベルの権限、例えばマスタスタイ
ラスの権限を有し、他のスタイラスに与えられる権限はマスタスタイラスによって決定さ
れる。
【００８０】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによりアプリケーションをロックす
るための例示的方法の簡易流れ図を示す、図４Ｂに関連して説明する。本発明の一部の実
施形態では、コンピューティング装置と対話するスタイラスは、アプリケーションによっ
て占有される領域でかつ／または別の指定領域でジェスチャを実行することによって、ア
プリケーションに対しロック要求を提供することができる。本発明の一部の実施形態では
、スタイラスによるロック要求が受信されかつ／または識別される（ブロック４０８）と
、スタイラスのＩＤが検出されて格納される（ブロック４１２）。任意選択的に、スタイ
ラスのＩＤは、登録されたスタイラスのリストと照合される。典型的には、登録されたス
タイラスだけが、アプリケーションをロックすることを認証される。任意選択的に、ロッ
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ク要求を受け入れる前に、確認が要求される。任意選択的に、検証を要求するダイアログ
ボックスが開き、ユーザは、ボタンを選択することによって、かつ／または追加識別、例
えばパスワードを提供することによって検証するように要求される。本発明の一部の実施
形態では、ひとたびロック要求が認められると、アプリケーションは閉じ（ブロック４１
６）、アプリケーションへのアクセスは拒否される（ブロック４１８）。本発明の一部の
実施形態では、同様の手順が、文書、電子メール、画像、ファイル、テーブルのエントリ
、ゲーム、および／またはフォルダをロックするため、かつ／または文書内の複数のアイ
テム、複数のアプリケーション、および／またはコンピューティング装置の全てのアプリ
ケーションへの一般的アクセスをロックするために適用される。
【００８１】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによりアプリケーションのロックを
解除するための例示的方法の簡易流れ図を示す、図４Ｃに関連して説明する。本発明の一
部の実施形態では、アプリケーションをロックするために使用したのと同じスタイラスで
、アプリケーションのロックを解除する必要がある。本発明の一部の実施形態では、スタ
イラスの位置が検出され（ブロック４２０）、スタイラスがロックされたアプリケーショ
ンの近傍にあることが分かり、かつ／またはアプリケーションを開くコマンドが受信され
ると、スタイラスのＩＤが検出され、アプリケーションをロックするために使用されたＩ
Ｄと照合される（ブロック４２２）。任意選択的に、ひとたびスタイラスＩＤが検証され
、例えばアプリケーションをロックするために使用されたＩＤと一致することが明らかに
なると、スタイラスを所持しているユーザが認可されたユーザであることを検証するため
に、追加のコード、ジェスチャおよび／または情報が要求される（ブロック４２４）。本
発明の一部の実施形態では、提供された入力の検証により、ロックされたアプリケーショ
ンへのアクセスが可能になる（ブロック４２６）。
【００８２】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、共有文書に付加された制限付き注釈の簡易略図
を示す、図５に関連して説明する。本発明の一部の実施形態では、システムは、注釈に関
連付けられたスタイラスからの入力を受信するディスプレイプラットフォームのみに表示
される注釈５３３を、文書５３５に付加することに備えている。任意選択的に、追加のデ
ィスプレイプラットフォームに注釈を表示する許可は、スタイラス１４４により与えられ
る。任意選択的に、文書が他者と共有されている間、例えば文書がプロジェクタによりス
クリーン５０５に表示されている間、注釈を文書に付加しかつ／または表示させることが
できる。一部の例示的実施形態では、許可が得られない限り注釈５３３が他者に表示され
ないように、２人以上のユーザが共有文書５３５に注釈５３３を付加することができる。
任意選択的に、注釈５３３はデフォルト設定では、電子メールによって送信されかつ／ま
たは印刷された文書に表示されない。典型的には、ユーザは、注釈に関連付けられたスタ
イラスが導入されたディスプレイプラットフォームで注釈を検索することができる。任意
選択的に、ユーザは、予め定められたジェスチャをスタイラスで実行することによって、
注釈へのアクセスをロックすること、例えば注釈の表示を停止させることができる。一部
の例示的実施形態では、ゲームアプリケーションは、ゲーム実行中に制限された入力を付
加することに備えている。例えばゲームアプリケーションを共有する１人以上のユーザが
、入力を行なったスタイラスを用いて許可を得ない限り他のプレイヤには表示されない入
力を行なうことができる。
【００８３】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、制限付き注釈を文書に付加するための例示的方
法の簡易流れ図を示す、図６に関連して説明する。本発明の一部の実施形態では、アプリ
ケーションは、文書に制限付き注釈を付加するというスタイラスからのドロップダウンメ
ニュおよび／または仮想ボタンへの要求および／またはコマンドを受け取る（ブロック６
０５）。本発明の一部の実施形態では、スタイラスからコマンドを受け取ったことに応答
して、提供される注釈にスタイラスＩＤを関連付けることができるように、スタイラスＩ
Ｄが検出され、かつ格納される（ブロック６１０）。本発明の一部の実施形態では、ひと
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たびスタイラスＩＤが検出されると、アプリケーションは、安全保護されかつ認可ディス
プレイのみに表示することのできる１層の仮想インクをユーザが付加することを可能にす
る、制限付き注釈モードに入る（ブロック６１５）。任意選択的に、コンピューティング
装置に登録されたスタイラスだけが、制限付き注釈モードで注釈を入力することを許され
る。本発明の一部の実施形態では、ユーザコマンドおよび／またはアプリケーションの終
了に応答して、制限付き注釈モードが停止される（ブロック６２０）。本発明の一部の実
施形態では、制限付き注釈モード中に付加された注釈が表示されるのは、スタイラスによ
って認可されたコンピューティング装置および／またはディスプレイプラットフォームに
文書が表示されるときだけである（ブロック６２５）。本発明の一部の実施形態では、ス
タイラスによる認可は、スタイラスがコンピューティング装置に導入されることに応答し
てもたらされる。任意選択的に、スタイラスをコンピューティング装置に導入することに
加えて、注釈を表示するためには、追加のパスワードもしくはジェスチャおよび／または
ユーザからの確認も要求される。一部の例示的実施形態では、注釈へのアクセスは、スタ
イラス無しで、登録手順で事前に格納された質問に回答を提供することによって検索する
ことができる（図２）。
【００８４】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、著者によって文書に対して行なわれる変更をス
タイラスに関連付けるための例示的方法の簡易流れ図を示す、図７に関連して説明する。
本発明の一部の実施形態では、アプリケーションは、文書に対して行なわれた変更を追跡
することを要求する、スタイラスからの入力を受け取る（ブロック７０５）。典型的には
、要求は、アプリケーションに表示されるドロップダウンメニュおよび／または仮想ボタ
ンをスタイラスで指し示すことによって行なわれる。本発明の一部の実施形態では、スタ
イラスからの要求を受け取ったことに応答して、コマンドを提供したスタイラスのＩＤが
格納され、特定のスタイラスおよび／または該スタイラスに関連付けられたユーザに変更
を関連付けるために使用される（ブロック７１０）。任意選択的に、ひとたびスタイラス
ＩＤが検出されると、ユーザは、文書に変更を入力するためにスタイラスを使用し続ける
ことができ、かつ／またはキーボード、指タッチ、および／またはマウスにより変更を入
力することができる。文書で追跡された全ての変更は、検出されたスタイラスＩＤと関連
付けられる（ブロック７１５）。任意選択的に、ユーザは代替コンピューティング装置に
文書を転送し、変更追跡時に変更を追加し続けることができる。典型的には、文書を別の
コンピューティング装置で文書を再び開いたときに、追加の変更もスタイラスに関連付け
られるように、ユーザは再びスタイラスで変更追跡モードを選択する。本発明の一部の実
施形態では、スタイラスＩＤに関連付けられる全ての追跡された変更は、変更が行なわれ
たコンピューティング装置に関係なく、同じ色、フォント、フォントサイズ等で示される
（ブロック７２０）。
【００８５】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置に安全保護操作をもた
らすためのスタイラスに含まれる例示的回路機構の簡易ブロック図を示す、図８に関連し
て説明する。一部の実施形態では、スタイラス１４４は、スタイラスから信号および／ま
たは情報を送信する回路機構および／または電気部品８００を含む。本発明の一部の実施
形態では、部品８００は、スタイラスの動作電力供給用の電源８０４、スタイラスを操作
するための回路機構を含むＡＳＩＣ８１６、信号がそれを介して送信される少なくとも１
つの信号送信素子８０８、スタイラスのペン先に加えられる圧力を感知するための随意の
センサ８１２、およびスタイラスによる安全保護操作を向上するための随意のセキュリテ
ィトークン８５０を含む。
【００８６】
　本発明の一部の実施形態では、ＡＳＩＣ８１６は送信ユニットの機能を提供し、信号送
信素子８０８によって送信される信号を生成するための回路機構を含む。任意選択的に、
ＡＳＩＣ８１６は、ＩＤコードならびに／またはスタイラス状態情報、例えばセンサ８１
２によって感知された圧力、スタイラスに含まれるスイッチの動作状態、および／もしく
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は電池の寿命状態を含む１つ以上の符号化信号８２０を生成する。本発明の一部の実施形
態では、ＡＳＩＣ８１６はスタイラスの一意のＩＤコードを格納し、格納されたコードに
基づく符号化ＩＤ信号を生成する。任意選択的に、ＩＤコードは、製造中にスタイラスの
ファームウェアと共にＡＳＩＣ８１６における１つ以上のレジスタに焼き付けられる。任
意選択的に、符号化は振幅偏移変調（ＡＳＫ）、周波数偏移変調（ＦＳＫ）、および位相
偏移変調（ＰＳＫ）の１つ以上によって行なわれる。本発明の一部の実施形態では、ＡＳ
ＩＣ８１６は、予め定められた繰返し率で送信されるバースト信号を生成する。典型的に
は、バースト信号はＡＣ信号またはいずれかの他の交番信号である。一部の例示的実施形
態では、ＩＤコードは、スタイラスの位置を突き止めるために送信されるバースト信号上
に符号化される。代替的に、ＩＤコードは、例えばスタイラスの位置を突き止めるために
送信されるバースト信号の送信の間に送信される、別個の信号である。
【００８７】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスはさらに、当業界で公知の通り、セキュリテ
ィトークンおよび／または認可トークン８５０を含むことができる。任意選択的に、セキ
ュリティトークン８５０によって生成されるコードは、送信素子８０８によって送信され
る。任意選択的に、ＡＳＩＣ８１６によって生成されるＩＤコードに加えて、セキュリテ
ィトークン８５０によってコードが生成される。
【００８８】
　本発明の一部の実施形態では、スタイラスによって送信される信号から検知される位置
がペン先の位置になるように、信号送信素子８０８はペン先の導電部であり、かつ／また
はペン先に近接する導電性素子である。一部の例示的実施形態では、センサ８１２はペン
先の圧力および／または圧力に応答するペン先の変位を感知し、該測定は、データを入力
するとき、対話面上をホバリングするスタイラスと対話スタイラスにタッチするスタイラ
スとを区別するために使用される。任意選択的に、センサ２１２のような感圧機構は機械
的機構、光学的機構、および／または別の機構とすることができる。任意選択的に、加え
られる圧力は０～２Ｋグラム重の範囲、例えば０～３５０グラム重である。一部の例示的
実施形態では、スタイラスは、先端に加えられる閾圧力、例えば典型的にはスタイラスの
タッチ操作状態に関連付けられるかそれを超える閾圧力の感知に応答して、ＩＤコードを
送信する。
【００８９】
　任意選択的に、電源８０４は４Ａのアルカリ電池、リチウム電池、および／またはスー
パキャパシタを含む。他の実施形態では、充電式電池が使用され、さらなる実施形態では
、充電式電池は、センサアレイを包囲する励磁コイルによって充電される。任意選択的に
、スタイラスはさらに、電源によって提供される電圧が長時間にわたって一定であること
を確実にするために、電圧安定器（図示せず）を含む。
【００９０】
　一部の例示的実施形態では、スタイラスは完全な「マウス」機能をサポートすることが
できる。例えば先端を対話面、例えばタッチスクリーンに押し付けるとマウスの左クリッ
クの機能がもたらされ、スタイラスのサイドスイッチを押すとマウスの右クリックの機能
がもたらされ、スタイラスがスクリーン上をホバリングすると、カーソル・トラッキング
がもたらされる。任意選択的に、スタイラスはさらに、イレーザ・サイド・スイッチまた
はイレーザ先端を含むことができる。
【００９１】
　本発明の一部の実施形態では、セキュリティトークン８５０によって生成されるコード
、および／またはＡＳＩＣ８１６によって生成されかつスタイラスによって送信されるＩ
Ｄコードは、ロックされた部屋および／またはプリンタ、キャンデーマシン、コーヒーマ
シンのようなオフィス機器にアクセスできるようにするため、かつ／またはカフェテリア
および／または食料品店で個人口座にアクセスするために使用される。
【００９２】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、コンピューティング装置の安全保護操作をもた
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らすためにスタイラスによって送信される例示的バースト信号の簡易略図を示す、図９に
関連して説明する。本発明の一部の実施形態では、スタイラス１４４は１つ以上のバース
ト信号、例えばバースト信号９０４、９０８、および９１２を、予め定められた繰返し率
で繰り返される送信周期９０２で送信する。任意選択的に、送信周期は５～１００ｍｓｅ
ｃの間、例えば１５ｍｓｅｃであり、各信号バーストは周期の一部分で送信される。
【００９３】
　一部の例示的実施形態では、複数の信号バーストが送信周期で送信される。典型的には
、信号バーストの１つは、デジタイザによってタッチスクリーンに対するスタイラスの位
置を突き止めるために使用されるビーコン信号９０４である。任意選択的に、ビーコン信
号は各周期の時間ｔ０とｔ１の間に送信され、ひとたび検出されると、デジタイザはその
周期をスタイラスの周期と同期させることができる。一部の例示的実施形態では、追加の
信号バースト９０８が圧力計信号を提供する。典型的には、信号バースト９０８は、セン
サ８１２（図８）によって検出されたスタイラスの先端に掛かる圧力レベルに関する情報
を提供する符号化信号である。典型的には、圧力計信号は、各周期内の一定時間枠で、例
えばｔ２とｔ３の間に送信される。任意選択的に、信号バースト９０８は、ビーコン信号
９０４の繰返し率とは異なる繰返し率を有する。任意選択的に、ホバリング操作状態中に
は、信号バースト９０８は１周期９０２おきにしか送信されず、タッチ操作状態中には、
信号バースト９０８は１周期９０２毎に１回送信される。
【００９４】
　本発明の一部の実施形態では、追加の信号バースト９１２はＩＤコードを提供する。一
部の例示的実施形態では、追加の信号バースト９１２は、１ビット以上の２進コードを一
度に、例えば送信周期毎に１ビット以上の２進コードを提供する符号化信号である。典型
的には、符号化はＡＳＫ、ＦＳＫ、およびＰＳＫの１つによってもたらされる。典型的に
は、２進コードの長さは予め定められており、２～１２ビットの間、例えば２～６ビット
とすることができる。任意選択的に、１ビットの２進コードが１周期９０２毎に送信され
、次いで２進コードの送信は１周期以上にわたって停止された後、コードは再び一度に１
周期ずつ送信される。任意選択的に、信号バースト９１２は、スタイラスがタッチ操作状
態の間だけ送信される。任意選択的に、信号バースト９１２は、ユーザコマンド、例えば
スタイラスにあるボタン選択に応答してのみ送信される。任意選択的に、信号バースト９
１２は信号バースト９０４と信号バースト９０８との間に送信される。任意選択的に、信
号バースト９１２によって提供される２進コードは信号バースト９０４に符号化され、別
個の信号バーストは不要である。任意選択的に、セキュリティトークン８５０（図８）に
よって生成されたコードは、周期９０２にわたって別個の専用信号バーストで送信される
。
【００９５】
　次に、本発明の一部の実施形態に係る、スタイラスによる安全保護操作をもたらすよう
に動作可能な例示的デジタイザシステムの簡易略図を示す、図１０に関連して説明する。
デジタイザシステム１００は、ユーザと装置との間の対話を可能にする任意のコンピュー
ティング装置に、例えばＦＰＤスクリーンを含む例えばモバイルコンピューティング装置
に適している。そのような装置の例として、タブレットＰＣ、ペン、および／またはタッ
チ対応ラップトップコンピュータ、ＰＤＡ、またはいずれかのハンドヘルド装置、例えば
パームパイロット、携帯電話機、ナビゲーションシステム、もしくは電子ゲームを容易化
するいずれかの他の装置が挙げられる。本発明の一部の実施形態では、デジタイザシステ
ムは、任意選択的に透明であり、典型的にはディスプレイ２００、例えばＦＰＤ上に置か
れた、導電線のパターン化配列を含むセンサ１２を備える。典型的には、センサ１２は、
水平および垂直導電線１８を含むグリッドベースのセンサである。典型的には、導電線間
１８に接触は存在しない。典型的には、センサは容量性タッチ検出に備え、スタイラス１
４４によって送信された信号の受信にも備える。
【００９６】
　本発明の一部の実施形態では、回路機構は１つ以上のＰＣＢ３０に設けられる。本発明
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の一部の実施形態では、ＰＣＢ３０に配置され、接続部３２によって１つ以上の導電線１
８に電気的に接続された１つ以上のＡＳＩＣ１６は、センサの出力をサンプリングしかつ
処理してデジタル表現にする回路機構を含む。デジタル出力信号は、さらなるデジタル処
理のために、デジタルユニット２０に、例えば同じくＰＣＢ３０上にあるデジタルＡＳＩ
Ｃユニットに転送される。本発明の一部の実施形態では、デジタルユニット２０はＡＳＩ
Ｃ１６と共にデジタイザシステムのコントローラとして働き、かつ／またはコントローラ
および／またはプロセッサの機能を有する。任意選択的に、各ＡＳＩＣ１６は、センサ１
２の出力を刺激し、サンプリングし、かつ処理してデジタル表現にする回路機構を提供す
る。任意選択的に、ＡＳＩＣ１６は、スタイラス１４４への入力を刺激し、かつ／または
提供する回路機構を提供する。本発明の一部の実施形態では、デジタルユニット２０はＡ
ＳＩＣ１６と共に、メモリおよび／またはメモリ能力を含む。メモリは揮発性および不揮
発性メモリの１つ以上、例えばＦＬＡＳＨメモリを含むことができる。デジタイザセンサ
からの出力は、オペレーティングシステムによる処理またはいずれかの現在の用途のため
に、インタフェース２４を介してホスト１５０に転送される。
【００９７】
　本発明の一部の実施形態では、デジタルユニット２０はサンプリングされたデータをＡ
ＳＩＣ１６から受信し、サンプリングされたデータを読み出し、それを処理して、デジタ
イザセンサにタッチしているスタイラス１４４、指４７、手４６、および／または導電性
トークン４５のような物理オブジェクトの位置を、受信しかつ処理された信号から決定し
、かつ／または追跡する。本発明の一部の実施形態では、デジタルユニット２０は経時的
に、スタイラス１４４、指４７、および／またはトークン４５のような物理オブジェクト
の有無を決定する。算出された位置は、インタフェース２４を介してホストコンピュータ
に送られる。本発明の一部の実施形態では、デジタルユニット２０は、スタイラス１４４
によって送信される符号化信号、例えばアナログ符号化信号に基づいて、スタイラス１４
４を識別する。本発明の一部の例示的実施形態では、オブジェクト、例えばスタイラス１
４４、指４７、および手４６のホバリング位置もまた、デジタルユニット２０によって検
出されかつ処理される。本発明の一部の実施形態では、スタイラス１４４によって提供さ
れるＩＤ情報もまた、インタフェース２４を介してホストコンピュータ１５０に送られる
。
【００９８】
　本発明の一部の実施形態では、ホスト１５０は、ＡＳＩＣ１６、デジタルユニット２０
から得た情報を格納しかつ処理するために、少なくともメモリユニットおよび処理ユニッ
トを含む。本発明の一部の実施形態では、メモリおよび処理機能はホスト１５０、デジタ
ルユニット２０、および／またはＡＳＩＣ１６のいずれかの間で分配することができ、あ
るいはホスト１５０、デジタルユニット２０のみに存在することができ、かつ／またはホ
スト１５０およびデジタルユニット１２０の少なくとも１つに接続された別個のユニット
が存在する。本発明の一部の実施形態では、データおよび／または出力、例えば認可され
たスタイラスの登録を記録するために、１つ以上のテーブルおよび／またはデータベース
を格納することができる。
【００９９】
　本発明の一部の実施形態では、デジタイザシステム１００は、不使用時のスタイラス１
００を格納するためのスタイラスガレージ６５を含む。任意選択的に、スタイラスガレー
ジ６５は、スタイラス１００の電池を充電するための充電器６７を含む。任意選択的に、
スタイラス１４４は、スタイラスガレージ６５に格納されている間に、かつ／または安全
保護操作を認可するために、ＩＤ情報を送信するように動作可能である。
【０１００】
　スタイラスおよび／または指先位置を検出するために使用されるデジタイザシステムは
、例えば本明細書に援用する米国特許第６６９０１５６号、米国特許第７２９２２２９号
、および／または米国特許第７３７２４５５号に記載されたデジタイザシステムと同様で
あってよい。加えて、スタイラスは、例えば本書に援用する米国特許出願公開第２００８
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は、当業界で公知の他のデジタイザシステムおよび／またはタッチスクリーンの構成に応
じて、それらに適用することも可能である。本発明の実施形態はまた、当業界で公知の他
のデジタイザセンサ、例えばループコイルを備えたセンサにも適用可能である。一部の例
示的実施形態では、スタイラス１４４は、容量性タッチスクリーンと共に使用するように
動作可能である。任意選択的に、スタイラス１４４は、スタイラスとの対話をサポートす
る回路機構を含む既存の容量性タッチスクリーンにスタンドアロン製品として追加するこ
とができる。
【０１０１】
　用語「含む／備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｉｎｃｌｕｄｅｓ
、ｉｎｃｌｕｄｉｎｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、およびそれらの同根語は
、「含むが、それらに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔ
ｅｄ　ｔｏ）」ことを意味する。
【０１０２】
　用語「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」は、「含み、かつそれらに限定され
る（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」ことを意味する。
【０１０３】
　用語「から本質的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」
は、さらなる成分、工程および／または部分が、特許請求される組成物、方法、または構
造の基本的かつ新規な特徴を実質的に変化させない場合にだけ、組成物、方法、または構
造がさらなる成分、工程および／または部分を含み得ることを意味する。
【０１０４】
　明確にするため別個の実施形態で説明されている本発明の特定の特徴は単一の実施形態
に組み合わせて提供することもできることは分かるであろう。逆に、簡潔にするため単一
の実施形態で説明されている本発明の各種の特徴は別個にまたは適切なサブコンビネーシ
ョンでまたは本発明のいずれかの他の実施形態において適切なように提供することもでき
る。種々の実施形態において記載される特定の特徴は、これらの要素無しでは実施形態が
操作できない場合を除いては、これらの実施形態の必須の特徴であるとみなされるべきで
はない。
【０１０５】
　本発明はその特定の実施態様によって説明してきたが、多くの別法、変更および変形が
あることは当業者には明らかであることは明白である。従って、本発明は、本願の請求項
の精神と広い範囲の中に入るこのような別法、変更および変形すべてを包含するものであ
る。



(23) JP 2014-509031 A 2014.4.10

【図１】 【図２】

【図３Ａ－３Ｂ】 【図４Ａ－４Ｃ】



(24) JP 2014-509031 A 2014.4.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 2014-509031 A 2014.4.10

【図９】 【図１０】



(26) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40

【国際調査報告】



(27) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40



(28) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40



(29) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

20

30

40



(30) JP 2014-509031 A 2014.4.10

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(72)発明者  パラディス，　ガイ
            イスラエル，　３６０３１　キリャト－ティヴォン，　ハボニム　ストリート　９０
(72)発明者  カハン，　トマー
            イスラエル，　４７２２５　ラマト－ハシャロン，　ゾルド　ストリート　５０
Ｆターム(参考) 5B068 AA05  AA22  AA36  BB08  BD02  BD07  BD17  CD06 
　　　　 　　  5B087 AA09  AE09  BC03  BC34  CC01  CC39  DD17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

