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(57)【要約】
【課題】従来の情報処理装置においては、複数人の媒体
に対する作業の状況が容易に把握できなかった。
【解決手段】電子ペン識別子と、電子ペンで媒体に記載
した情報である記載情報と、電子ペンで記載した時刻に
関する時刻情報を有する２以上の電子ペン記載情報であ
り、電子ペン識別子が異なる２以上の電子ペン記載情報
を格納している電子ペン記載情報格納部と、前記２以上
の電子ペン記載情報の出力指示を受け付ける受付部と、
出力指示を受け付けた場合、前記電子ペン記載情報格納
部の２以上の電子ペン記載情報から、時刻情報から得ら
れる時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペン識別
子ごとの前記媒体への記載状況を前記第一の軸に対して
視覚的に示す情報である出力情報を構成する出力情報構
成部と、前記出力情報を出力する出力部を具備する情報
処理装置により、複数人の媒体に対する作業の状況が容
易に把握できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
２以上の電子ペンで媒体に記載された情報を処理する情報処理装置であって、
電子ペンを識別する情報である電子ペン識別子と、電子ペンで媒体に記載した情報である
記載情報と、電子ペンで記載した時刻に関する情報である時刻情報を有する２以上の電子
ペン記載情報であり、電子ペン識別子が異なる２以上の電子ペン記載情報を格納している
電子ペン記載情報格納部と、
前記２以上の電子ペン記載情報を出力する指示である出力指示を受け付ける受付部と、
前記受付部が出力指示を受け付けた場合、前記電子ペン記載情報格納部の２以上の電子ペ
ン記載情報を用いて、時刻情報から得られる時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペ
ン識別子ごとの前記媒体への記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示す情報である出
力情報を構成する出力情報構成部と、
前記出力情報を出力する出力部を具備する情報処理装置。
【請求項２】
前記２以上の電子ペンのうちの少なくとも一の電子ペンで、２以上の媒体に記載された情
報をも処理する請求項１記載の情報処理装置であって、
前記電子ペン記載情報は、
媒体を識別する媒体識別子をも有し、
前記出力情報構成部は、
各電子ペン識別子ごと、かつ前記媒体ごとの記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示
す情報である出力情報を構成する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記２以上の電子ペンから電子ペン記載情報を受信する電子ペン記載情報受信部をさらに
具備し、
前記２以上の電子ペン記載情報は、前記電子ペン記載情報受信部が受信した情報である請
求項１または請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
２以上の電子ペンで媒体に記載された情報を処理する情報処理装置であって、
電子ペンを識別する情報である電子ペン識別子と、電子ペンで媒体に記載した情報である
記載情報と、電子ペンで記載した時刻に関する情報である時刻情報を有する２以上の電子
ペン記載情報であり、電子ペン識別子が異なる２以上の電子ペン記載情報を格納している
電子ペン記載情報格納部と、
前記２以上の電子ペン記載情報が有する記載情報を出力する指示である記載情報出力指示
を受け付ける受付部と、
前記記載情報出力指示を受け付けた場合に、前記電子ペン記載情報が有する時刻情報が示
す時刻の順に、記載情報を出力する記載情報再生部を具備し、
前記記載情報出力指示は、電子ペンを特定する情報を有し、
前記記載情報再生部は、
前記電子ペンを特定する情報に対応する電子ペン識別子が含まれる電子ペン記載情報が有
する時刻情報が示す時刻の順に、記載情報を出力する情報処理装置。
【請求項５】
前記記載情報出力指示は、電子ペンと時間を特定する情報を有し、
前記記載情報再生部は、
前記電子ペンを特定する情報に対応する電子ペン識別子が含まれる電子ペン記載情報であ
り、前記時間に対応する電子ペン記載情報が有する記載情報を、時刻の順に出力する請求
項４記載の情報処理装置。
【請求項６】
コンピュータを、
２以上の電子ペン記載情報を出力する指示である出力指示を受け付ける受付部と、
前記受付部が出力指示を受け付けた場合、記憶媒体の２以上の電子ペン記載情報を用いて
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、時刻情報から得られる時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペン識別子ごとの前記
媒体への記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示す情報である出力情報を構成する出
力情報構成部と、
前記出力情報を出力する出力部として機能させるためのプログラム。
【請求項７】
前記電子ペン記載情報は、
媒体を識別する媒体識別子をも有し、
前記出力情報構成部は、
各電子ペン識別子ごと、かつ前記媒体ごとの記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示
す情報である出力情報を構成する請求項６記載のプログラム。
【請求項８】
コンピュータを、
２以上の電子ペン記載情報が有する記載情報を出力する指示であり、電子ペンを特定する
情報を有する記載情報出力指示を受け付ける受付部と、
記載情報出力指示を受け付けた場合に、前記電子ペンを特定する情報に対応する電子ペン
識別子が含まれる電子ペン記載情報が有する時刻情報が示す時刻の順に、記載情報を出力
する記載情報再生部として機能させるためのプログラム。
【請求項９】
前記記載情報出力指示は、電子ペンと時間を特定する情報を有し、
前記記載情報再生部は、
前記電子ペンを特定する情報に対応する電子ペン識別子が含まれる電子ペン記載情報であ
り、前記時間に対応する電子ペン記載情報が有する記載情報を、時刻の順に出力する請求
項８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、２以上の電子ペンで媒体に記載された情報を処理する情報処理装置等に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の情報処理装置において、採点者を識別する採点者識別子と、当該採点者が電子ペ
ンを用いて記載した情報に関する情報である記載情報を有するペン記載情報を電子ペンか
ら受信するペン記載情報受信部と、前記ペン記載情報に対応する問題の情報である問題情
報、または前記ペン記載情報に対応する答えの情報である正解情報、または受講生の回答
の情報である回答情報に対応付けて前記ペン記載情報の一部または全部を蓄積するペン記
載情報蓄積部を具備する情報処理装置があった（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、関連する技術として、記載した情報を外部に送信できる電子ペンとしてアノト社
の電子ペンの技術がある（非特許文献1参照）。この電子ペンは、通常のペンに超小型カ
メラ、画像認識装置、それにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは「テレフオンア
クチーボラゲット　エル　エム　エリクソン」社の登録商標。）送受信装置を備え付けた
もので、専用紙に書かれた手書きの内容を読み取り、解析し、パソコン、携帯電話、ファ
ックス等の情報通信機器に即時送受信できるものである。
【特許文献１】特開２００６－２６８８６０号公報（第１頁、第１図等）
【非特許文献１】アノト日本株式会社ホームページ、インターネット＜URL:http://www.a
noto.jp/tsuite.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の情報処理装置においては、採点者の採点の正確さを取得すること
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はできたが、例えば、先生が生徒に対してどの程度の指導を行っているかの分析はできな
かった。
【０００５】
　また、従来の情報処理装置においては、特に、複数の生徒に対して、先生一人で指導す
る場合、各生徒に対して、バランス良く指導しているか否かを把握することができなかっ
た。
【０００６】
　さらに、従来の情報処理装置においては、生徒が、学習した内容を復習する場合に、寄
与するものではなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本第一の発明の情報処理装置は、２以上の電子ペンで媒体に記載された情報を処理する
情報処理装置であって、電子ペンを識別する情報である電子ペン識別子と、電子ペンで媒
体に記載した情報である記載情報と、電子ペンで記載した時刻に関する情報である時刻情
報を有する２以上の電子ペン記載情報であり、電子ペン識別子が異なる２以上の電子ペン
記載情報を格納している電子ペン記載情報格納部と、前記２以上の電子ペン記載情報を出
力する指示である出力指示を受け付ける受付部と、前記受付部が出力指示を受け付けた場
合、前記電子ペン記載情報格納部の２以上の電子ペン記載情報から、時刻情報から得られ
る時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペン識別子ごとの前記媒体への記載状況を前
記第一の軸に対して視覚的に示す情報である出力情報を構成する出力情報構成部と、前記
出力情報を出力する出力部を具備する情報処理装置である。
【０００８】
　かかる構成により、複数人の媒体に対する作業の状況が容易に把握できる。したがって
、例えば、先生が生徒に対してどの程度の指導を行っているかが、容易に把握できる。
【０００９】
　また、本第二の発明の情報処理装置は、第一記載の情報処理装置であって、前記電子ペ
ン記載情報は、媒体を識別する媒体識別子をも有し、前記出力情報構成部は、各電子ペン
識別子ごと、かつ前記媒体ごとの記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示す情報であ
る出力情報を構成する第一いずれかの発明に対して、前記２以上の電子ペンのうちの少な
くとも一の電子ペンで、２以上の媒体に記載された情報をも処理する情報処理装置である
。
【００１０】
　かかる構成により、例えば、複数の生徒に対して、先生がバランス良く指導しているか
否かを把握することができる。
【００１１】
　また、本第三の発明の情報処理装置は、第一、第二いずれかの発明に対して、前記２以
上の電子ペンから電子ペン記載情報を受信する電子ペン記載情報受信部をさらに具備し、
前記２以上の電子ペン記載情報は、前記電子ペン記載情報受信部が受信した情報である情
報処理装置である。
【００１２】
　かかる構成により、電子ペン記載情報を自動的に取得でき、電子ペン記載情報の解析も
スムーズにできる。
【００１３】
　また、本第四の発明の情報処理装置は、２以上の電子ペンで媒体に記載された情報を処
理する情報処理装置であって、電子ペンを識別する情報である電子ペン識別子と、電子ペ
ンで媒体に記載した情報である記載情報と、電子ペンで記載した時刻に関する情報である
時刻情報を有する２以上の電子ペン記載情報であり、電子ペン識別子が異なる２以上の電
子ペン記載情報を格納している電子ペン記載情報格納部と、前記２以上の電子ペン記載情
報が有する記載情報を出力する指示である記載情報出力指示を受け付ける受付部と、前記
記載情報出力指示を受け付けた場合に、前記電子ペン記載情報が有する時刻情報が示す時
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刻の順に、記載情報を出力する記載情報再生部を具備し、前記記載情報出力指示は、電子
ペンを特定する情報を有し、前記記載情報再生部は、前記電子ペンを特定する情報に対応
する電子ペン識別子が含まれる電子ペン記載情報が有する時刻情報が示す時刻の順に、記
載情報を出力する情報処理装置である。
【００１４】
　かかる構成により、例えば、電子ペンで記載した内容（例えば、学習内容）の復習が容
易にできる。
【００１５】
　また、本第五の発明の情報処理装置は、第四の発明に対して、前記記載情報出力指示は
、電子ペンと時間を特定する情報を有し、前記記載情報再生部は、前記電子ペンを特定す
る情報に対応する電子ペン識別子が含まれる電子ペン記載情報であり、前記時間に対応す
る電子ペン記載情報が有する記載情報を、時刻の順に出力する情報処理装置である。
【００１６】
　かかる構成により、例えば、電子ペンで記載した内容（例えば、学習内容）の復習が容
易にできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による情報処理装置によれば、複数人による共同作業の分析が容易にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、情報処理装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態
において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合
がある。
　（実施の形態１）
【００１９】
　図１は、本実施の形態における情報処理システムの概念図である。情報処理システムは
、１以上の媒体１１、２以上の電子ペン１２、情報処理装置１３を具備する。ここでの媒
体１１は、特殊ドットパターンが印刷されている媒体であり、例えば、紙でできている。
媒体１１は、ここでは、学習塾や進学塾などで使用されるノート（用紙）を例にとり説明
する。しかし、媒体１１は、選挙の投票用紙や、アンケートの回答用紙、報告書、ビジネ
スパーソンの日報書や月報書、テストや添削の採点を行う解答用紙など、電子ペン１２で
情報を記載する媒体であれば何でも良い。また、媒体１１の材質は、紙、プラスチック等
、問わない。なお、媒体１１は、例えば、いわゆるアノトペーパーである。
【００２０】
　電子ペン１２は、例えば、上述した非特許文献１の電子ペンであるが、かかるペンに限
らない。電子ペン１２は、記載した情報を取得できるペンであれば良い。
【００２１】
　情報処理装置１３は、例えば、いわゆるパーソナルコンピュータである。情報処理装置
１３は、設置型でも携帯型でも良い。情報処理装置１３は、携帯電話機などの情報機器で
も良い。
【００２２】
　図２は、本実施の形態における情報処理システムのブロック図である。電子ペン１２は
、電子ペン識別子格納部１２０１、時計１２０２、座標情報取得部１２０３、電子ペン記
載情報構成部１２０４、電子ペン記載情報送信部１２０５を有する。
【００２３】
　情報処理装置１３は、電子ペン記載情報受信部１３０１、電子ペン記載情報格納部１３
０２、受付部１３０３、出力情報構成部１３０４、出力部１３０５、記載情報再生部１３
０６を具備する。
【００２４】
　電子ペン識別子格納部１２０１は、電子ペンを識別する情報である電子ペン識別子を格
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納している。電子ペン識別子のデータ構造や内容は問わない。電子ペン識別子格納部１２
０１は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能である。
【００２５】
　時計１２０２は、時刻を刻む。時計１２０２は、絶対的な時刻を刻んでも良いし、相対
的な時刻を刻んでも良い。
【００２６】
　座標情報取得部１２０３は、媒体１１の中の座標の情報である座標情報を取得する。座
標情報取得部１２０３が座標情報を取得する方法として、例えば、以下の方法がある。媒
体１１に特殊ドットパターンが印刷されている場合に、座標情報取得部１２０３は、特殊
ドットパターンによる座標検出技術で実現され得る。具体的には、例えば、以下の構成に
なる。座標情報取得部１２０３は、ＣＣＤカメラ、パターン認識と解析を行うプロセッサ
で構成される。特殊ドットパターンは、０．３ｍｍピッチのグリッドに沿ってドットを示
し、そのドットの配置をＲｉｇｈｔ／Ｌｅｆｔ／Ｕｐ／Ｄｏｗｎの４パターンで振り分け
ることでコード化を図る。そして、ＣＣＤカメラより、特殊ドットパターンを６０フレー
ム／秒で撮影し、入力する。そして、撮影した画像情報を解析することにより、入力装置
であるＣＣＤカメラの移動（すなわち撮影されるドットパターンの変化）を検出すること
ができる。ＣＣＤカメラの移動を検出することにより、静的物体中の相対的な座標情報を
取得できる。なお、座標情報取得部１２０３の別の手段として、以下のものが考えられる
。媒体１１の表面に、座標情報を示すバーコードが印刷されており、座標情報取得部１２
０３は、当該バーコードを読み込み、座標情報を得るバーコードリーダーで実現される。
【００２７】
　電子ペン記載情報構成部１２０４は、電子ペン識別子格納部１２０１の電子ペン識別子
を読み出し、当該電子ペン識別子と記載情報と時刻情報を有する電子ペン記載情報を構成
する。記載情報は、ここでは、ユーザが媒体１１上に電子ペン１２で文字や図形などを記
載した際に、電子ペン１２の座標情報取得部１２０３が取得した１以上の座標情報を有す
る。また、時刻情報は、電子ペン記載情報構成部１２０４が時計１２０２から取得した情
報である。時刻情報は、電子ペンで記載された時刻を示す情報である。時計情報の誤差は
無いことが好適である。ただし、電子ペン記載情報構成部１２０４は、座標情報から電子
ペンで記載した文字を認識する文字認識手段を具備し、かかる文字認識手段により、複数
の座標情報を文字コード列に変換しても良い。かかる場合、記載情報は文字コード列であ
る。電子ペン記載情報構成部１２０４は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。電
子ペン記載情報構成部１２０４が記載情報を構成するための処理手順は、通常、ソフトウ
ェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハー
ドウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００２８】
　電子ペン記載情報送信部１２０５は、電子ペン記載情報構成部１２０４が構成した電子
ペン記載情報を、情報処理装置１３に送信する。電子ペン記載情報送信部１２０５は、無
線または有線の通信手段で実現され得る。特に、無線通信手段で実現するのが好適である
。但し、放送手段により実現しても良い。電子ペン記載情報送信部１２０５は、例えば、
ブルートゥース（登録商標）により実現され得る。
【００２９】
　電子ペン記載情報受信部１３０１は、２以上の電子ペン１２から電子ペン記載情報を受
信する。電子ペン記載情報は、電子ペン識別子と、記載情報と、時刻情報を有する。電子
ペン記載情報は、電子ペン１２で記載した対象の媒体１１を識別する媒体識別子をも有す
ることは好適である。媒体識別子は、記載情報の座標値から特定できる情報でも良い。か
かる場合でも、電子ペン記載情報は媒体識別子を有している、と解釈する、とする。また
、媒体識別子は、例えば、指導を受ける学生の学生ＩＤであり、媒体１１に記載されたＩ
Ｄなどでも良い。電子ペン記載情報受信部１３０１は、２以上の電子ペン１２から電子ペ
ン記載情報を受信する。電子ペン記載情報受信部１３０１は、無線の通信手段が好適であ
るが、放送を受信する手段や有線の通信手段でも実現可能である。
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【００３０】
　電子ペン記載情報格納部１３０２は、電子ペン記載情報を格納している。電子ペン記載
情報格納部１３０２は、通常、電子ペン記載情報受信部１３０１が受信した電子ペン記載
情報を、少なくとも一時的にメモリ等に格納している。電子ペン記載情報格納部１３０２
は、電子ペン記載情報受信部１３０１が受信した電子ペン記載情報では無く、電子ペン記
載情報が記憶された記憶媒体から読み込んだ電子ペン記載情報を格納していても良い。つ
まり、電子ペン記載情報格納部１３０２の電子ペン記載情報の取得経路などは問わない。
電子ペン記載情報格納部１３０２は、不揮発性の記録媒体でも、揮発性の記録媒体でも良
い。
【００３１】
　受付部１３０３は、各種の指示やデータなどを受け付ける。指示とは、例えば、２以上
の電子ペン記載情報を出力する指示である出力指示である。また、指示とは、例えば、２
以上の電子ペン記載情報が有する記載情報を出力する指示である記載情報出力指示である
。記載情報出力指示は、電子ペンを特定する情報を有しても良い。また、記載情報出力指
示は、電子ペンと時間を特定する情報を有しても良い。指示等の入力手段は、テンキーや
キーボードやマウスやメニュー画面によるもの等、何でも良い。受付部１３０３は、テン
キーやキーボード等の入力手段のデバイスドライバーや、メニュー画面の制御ソフトウェ
ア等で実現され得る。
【００３２】
　出力情報構成部１３０４は、受付部１３０３が出力指示を受け付けた場合、電子ペン記
載情報格納部１３０２の２以上の電子ペン記載情報を用いて、出力情報を構成する。出力
情報は、例えば、時刻情報から得られる時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペン識
別子ごとの媒体への記載状況を第一の軸に対して視覚的に示す情報である。また、出力情
報は、例えば、各電子ペン識別子ごと、かつ媒体ごとの記載状況を第一の軸に対して視覚
的に示す情報である出力情報を構成する。記載状況は、記載していた時間や、記載量など
が判断できる情報である。出力情報の具体例は後述する。出力情報構成部１３０４は、通
常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。出力情報構成部１３０４の処理手順は、通常、
ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但
し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００３３】
　出力部１３０５は、出力情報構成部１３０４が構成した出力情報を出力する。ここで、
出力とは、ディスプレイへの表示、プリンタへの印字、音出力、外部の装置への送信、記
録媒体への蓄積等を含む概念である。出力部１３０５は、ディスプレイやスピーカー等の
出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。出力部１３０５は、出力デバイ
スのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現
され得る。
【００３４】
　記載情報再生部１３０６は、受付部１３０３が記載情報出力指示を受け付けた場合に、
当該記載情報出力指示が示す電子ペンで記載した記載情報を再生（出力）する。再生する
記載情報は、電子ペン記載情報格納部１３０２の電子ペン記載情報から取得した情報で、
当該電子ペン記載情報が有する時刻情報が示す時刻の順に、対応する記載情報を再生する
。つまり、電子ペンで記載したとおりに、時系列で記載情報が出力される。また、記載情
報出力指示が、電子ペンと時間を特定する情報を有する場合、記載情報再生部１３０６は
、当該電子ペンで記載した記載情報であり、当該時間に対応する時刻情報と対になる記載
情報を再生する。記載情報出力指示における電子ペンや時間の指定方法は種々ある。例え
ば、ユーザは、画面に表示された図的な出力情報のうちの対応する電子ペン、対応する時
間をマウスなどのポインティングデバイスで指定する。例えば、ユーザは、電子ペンに対
応するボタンを押下する。記載情報再生部１３０６は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現
され得る。記載情報再生部１３０６の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該
ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）
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で実現しても良い。
【００３５】
　次に、情報処理システムの動作について説明する。まず、電子ペン１２の動作について
説明する。電子ペン１２の電子ペン記載情報構成部１２０４は、電子ペン識別子格納部１
２０１の電子ペン識別子を読み出す。そして、座標情報取得部１２０３は、映像を取得す
る。映像とは、電子ペン１２で記載された媒体１１の表面を撮影した映像である。次に、
座標情報取得部１２０３は、取得した映像および／または先に取得した映像から座標情報
を構成する。そして、電子ペン記載情報構成部１２０４は、構成した座標情報を一時的に
記録する。そして、電子ペン記載情報構成部１２０４は、時計１２０２から時刻を取得し
、時刻情報を構成する。そして、電子ペン記載情報構成部１２０４は、当該電子ペン識別
子と構成した座標情報（記載情報）と時刻情報を用いて、電子ペン記載情報を構成する。
次に、電子ペン記載情報送信部１２０５は、電子ペン記載情報を情報処理装置１３に送信
する。なお、記載情報が存在しない場合、電子ペン記載情報構成部１２０４は、電子ペン
識別子と時刻情報のみで電子ペン記載情報を構成しても良い。また、電子ペン１２は、図
示しない手段により、ユーザの指示（電子ペン１２のボタンを押下した場合など）を受け
付け、当該指示に応じて、電子ペン識別子と時刻情報のみで電子ペン記載情報を構成して
も良い。以上の処理により、電子ペン１２は、電子ペン記載情報を情報処理装置１３に送
信する。また、電子ペン１２は、電子ペン記載情報を情報処理装置１３に送信する。
【００３６】
　次に、情報処理装置１３の動作について図３のフローチャートを用いて説明する。
【００３７】
　（ステップＳ３０１）電子ペン記載情報受信部１３０１は、電子ペン１２から電子ペン
記載情報を受信したか否かを判断する。電子ペン記載情報を受信すればステップＳ３０２
に行き、電子ペン記載情報を受信しなければステップＳ３０３に行く。
【００３８】
　（ステップＳ３０２）電子ペン記載情報受信部１３０１は、ステップＳ３０１で受信し
た電子ペン記載情報を電子ペン記載情報格納部１３０２に、少なくとも一時格納する。ス
テップＳ３０１に戻る。
【００３９】
　（ステップＳ３０３）受付部１３０３は、指示を受け付けたか否かを判断する。指示を
受け付ければステップＳ３０４に行き、指示を受け付けなければステップＳ３０１に戻る
。
【００４０】
　（ステップＳ３０４）受付部１３０３は、ステップＳ３０３で受け付けた指示が出力指
示であるか否かを判断する。出力指示であればステップＳ３０５に行き、出力指示でなけ
ればステップＳ３０７に行く。
【００４１】
　（ステップＳ３０５）出力情報構成部１３０４は、電子ペン記載情報格納部１３０２の
２以上の電子ペン記載情報を用いて、出力情報を構成する。出力情報を構成する処理につ
いて、図４のフローチャートを用いて説明する。ステップＳ３０１に戻る。
【００４２】
　（ステップＳ３０６）出力部１３０５は、ステップＳ３０５で構成した出力情報を出力
する。ステップＳ３０１に戻る。出力情報の出力態様は、種々ある。
【００４３】
　（ステップＳ３０７）受付部１３０３は、ステップＳ３０３で受け付けた指示が記載情
報出力指示であるか否かを判断する。記載情報出力指示であればステップＳ３０８に行き
、記載情報出力指示でなければステップＳ３０１に戻る。
【００４４】
　（ステップＳ３０８）記載情報再生部１３０６は、記載情報出力指示が示す電子ペン１
２で記載した記載情報を再生する。記載情報再生処理について、図５のフローチャートを
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用いて説明する。ステップＳ３０１に戻る。
【００４５】
　なお、図３のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【００４６】
　次に、ステップＳ３０５の出力情報を構成する処理について図４のフローチャートを用
いて説明する。
【００４７】
　（ステップＳ４０１）出力情報構成部１３０４は、出力情報構成部１３０４に予め格納
している出力情報の枠を読み出す。枠とは、出力情報を構成する背景の図柄であり、例え
ば、ビットマップデータである。ただし、出力情報の枠のデータ構造は問わず、出力情報
の枠は、出力情報構成部１３０４が構成しても良い。
【００４８】
　（ステップＳ４０２）出力情報構成部１３０４は、カウンタｉに１を代入する。
【００４９】
　（ステップＳ４０３）出力情報構成部１３０４は、電子ペン記載情報格納部１３０２に
i番目の電子ペン記載情報が存在するか否かを判断する。i番目の電子ペン記載情報が存在
すればステップＳ４０４に行き、i番目の電子ペン記載情報が存在しなければ上位処理に
リターンする。
【００５０】
　（ステップＳ４０４）出力情報構成部１３０４は、電子ペン記載情報格納部１３０２か
らi番目の電子ペン記載情報を読み出し、メモリ上に配置する。
【００５１】
　（ステップＳ４０５）出力情報構成部１３０４は、ステップＳ４０４で取得したｉ番目
の電子ペン記載情報から記載情報を取得する。
【００５２】
　（ステップＳ４０６）出力情報構成部１３０４は、ステップＳ４０５で取得した記載情
報から、媒体識別子を取得する。例えば、出力情報構成部１３０４は、媒体識別子と、記
載情報の範囲の情報を保持しており、当該情報とステップＳ４０５で取得した記載情報か
ら、対応する媒体識別子を取得する。なお、ｉ番目の電子ペン記載情報が媒体識別子を有
している場合は、出力情報構成部１３０４は、ｉ番目の電子ペン記載情報から媒体識別子
を取得するだけである。
【００５３】
　（ステップＳ４０７）出力情報構成部１３０４は、ｉ番目の電子ペン記載情報が有する
時刻情報を取得する。
【００５４】
　（ステップＳ４０８）出力情報構成部１３０４は、取得した電子ペン識別子、媒体識別
子、時刻情報から、出力情報を構成するライン（線）を配置する位置を決定する。なお、
配置するのはラインではなく、特定の図柄などでも良い。また、ここでの位置とは、ステ
ップＳ４０１で取得した出力情報の枠内での位置である。出力情報は、時刻を第一の軸に
した情報である。また、出力情報は、電子ペン識別子、または媒体識別子、または電子ペ
ン識別子と媒体識別子のいずれかにより特定される情報（例えば、記載者）を第二の軸と
した情報である。出力情報の具体例は後述する。
【００５５】
　（ステップＳ４０９）出力情報構成部１３０４は、ステップＳ４０１で取得した出力情
報の枠内の、ステップＳ４０８で決定した位置に、ラインを配置する。
【００５６】
　（ステップＳ４１０）出力情報構成部１３０４は、カウンタｉを１、インクリメントす
る。ステップＳ４０３に戻る。
【００５７】
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　次に、ステップＳ３０８の記載情報再生処理について、図５のフローチャートを用いて
説明する。
【００５８】
　（ステップＳ５０１）記載情報再生部１３０６は、記載情報出力指示から、電子ペンを
特定する情報（例えば、電子ペン識別子など）、または電子ペンを特定する情報と時間を
特定する情報（例えば、開始の時刻情報と終了の時刻情報など）を取得する。
【００５９】
　（ステップＳ５０２）記載情報再生部１３０６は、ステップＳ５０１で取得した電子ペ
ンを特定する情報、または電子ペンを特定する情報および時間を特定する情報をキーとし
て、電子ペン記載情報格納部１３０２から電子ペン記載情報を取得し、メモリ上に配置す
る。
【００６０】
　（ステップＳ５０３）記載情報再生部１３０６は、ステップＳ５０１で取得した電子ペ
ンを特定する情報に対応する出力属性を取得する。なお、記載情報再生部１３０６は、電
子ペンを特定する情報に対応して、予め出力属性を保持している。ここで、出力属性とは
、記載情報を出力する場合の文字や図形（ラインを含む）の色や、背景色や、線種、線の
太さなどである。
【００６１】
　（ステップＳ５０４）記載情報再生部１３０６は、カウンタｉに１を代入する。
【００６２】
　（ステップＳ５０５）記載情報再生部１３０６は、ステップＳ５０２で取得した記載情
報の中に、ｉ番目の記載情報が存在するか否かを判断する。ｉ番目の記載情報が存在すれ
ばステップＳ５０６に行き、ｉ番目の記載情報が存在しなければ上位処理にリターンする
。
【００６３】
　（ステップＳ５０６）記載情報再生部１３０６は、ｉ番目の記載情報を、ステップＳ５
０３で取得した出力属性で、出力する。
【００６４】
　（ステップＳ５０７）記載情報再生部１３０６は、カウンタｉを１、インクリメントす
る。ステップＳ５０５に戻る。
【００６５】
　以下、本実施の形態における情報処理システムの具体的な動作について説明する。情報
処理システムの概念図は図１である。
【００６６】
　今、先生が生徒Ａと生徒Ｂを指導している、とする。ここでは、いわゆる1対２の形式
の学習塾である、とする。先生、生徒Ａ、生徒Ｂはそれぞれ自分の電子ペン１２を保持し
ている。また、生徒Ａ、生徒Ｂは、自分の媒体１１に電子ペン１２で解答などを書き込む
。媒体１１は、ここでは、図６に示すようなノート（「指導ノート」という）である。指
導ノートは、例えば、上述したアノトペーパーである。さらに、先生は、生徒Ａ、生徒Ｂ
の各媒体１１に対して、指導のための文字や図などを、電子ペン１２を用いて書き込む。
【００６７】
　また、今、記載情報再生部１３０６は、図７に示す出力属性管理表を保持している。出
力属性管理表は、「電子ペン識別子」と「出力属性」を有するレコードを1以上保持して
いる。図７は、「電子ペン識別子」で特定される電子ペンで記載したライン、図柄が、「
出力属性」で示される色で出力されることを示す。
【００６８】
　また、今、生徒Ａは、電子ペン識別子「１２３４６」の電子ペンを保持している。生徒
Ｂは、電子ペン識別子「１２３４５」の電子ペンを保持している。さらに、先生は、電子
ペン識別子「１２８８８」の電子ペンを保持している。
【００６９】
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　さらに、出力情報構成部１３０４は、図８に示す媒体識別子管理表を保持している。媒
体識別子管理表は、媒体識別子を取得するための情報であり、「媒体識別子」「記載情報
の範囲」「電子ペン識別子」を有する。「記載情報の範囲」は、媒体１１の左上座標値、
右下座標値の２点の座標値を有する。かかる左上座標値、右下座標値の２点で特定される
矩形内の座標値が、記載情報の中に存在すれば、当該記載情報を構成されるもとになった
文字等が記載された媒体１１を識別する媒体識別子が、当該「記載情報の範囲」に対応す
る媒体識別子である。
【００７０】
　かかる状況で、先生が生徒Ａや生徒Ｂに問題を出し、生徒Ａや生徒Ｂが解答を記載し、
先生が両生徒を指導する、という1対２の学習塾に、本情報処理システムが利用される、
とする。
【００７１】
　つまり、生徒Ａ、生徒Ｂのノート（図６参照）に、先生が先生の電子ペン１２で、各生
徒のノート（媒体１１）に問題を記載する。そして、生徒Ａおよび生徒Ｂは、それぞれ自
分の電子ペン１２で、自分のノートに解答を記載する。
【００７２】
　そして、各自の電子ペン１２は、上述したように、電子ペン記載情報を構成し、情報処
理装置１３に送信する。
【００７３】
　そして、情報処理装置１３の電子ペン記載情報受信部１３０１は、３本の電子ペン１２
から、電子ペン記載情報を受信し、電子ペン記載情報格納部１３０２に、少なくとも一時
蓄積する。この蓄積した電子ペン記載情報を図９に示す。
【００７４】
　図９において、電子ペン記載情報は電子ペン識別子、記載情報、時刻情報を有する。記
載情報は座標情報である。
【００７５】
　次に、ユーザ（例えば、先生など）が、情報処理装置１３の図示しない入力手段を用い
て、出力指示を入力した、とする。
【００７６】
　次に、受付部１３０３は、出力指示（例えば、命令「output 指導状況」）を受け付け
る。ここでの出力指示「output 指導状況」は、ユーザ（先生、生徒Ａ、生徒Ｂ）を特定
する情報や、時間を特定する情報を含まない。ただし、出力指示は、ユーザ（先生、生徒
Ａ、生徒Ｂ）を特定する情報や、時間を特定する情報を含んでも良い。出力指示がユーザ
（先生、生徒Ａ、生徒Ｂ）を特定する情報や、時間を特定する情報を含む場合、当該ユー
ザ（先生、生徒Ａ、生徒Ｂ）を特定する情報や、時間を特定する情報に対応する電子ペン
識別子、時刻情報に対応する電子ペン記載情報を、電子ペン記載情報格納部１３０２から
読み出し、当該読み出した電子ペン記載情報から、後述する出力情報が構成され、出力さ
れることとなる。
【００７７】
　すると、出力情報構成部１３０４は、図９に示す２以上の電子ペン記載情報を用いて、
以下のように、出力情報を構成する。
【００７８】
　つまり、まず、出力情報構成部１３０４は、出力情報構成部１３０４に予め格納してい
る、図１０に示すような出力情報の枠（背景の図柄情報）を読み出す。
【００７９】
　次に、出力情報構成部１３０４は、図９に示す電子ペン記載情報格納部１３０２に１番
目の電子ペン記載情報「１２３４５，（５８７，１２５９），2007/4/9 17:03:15:10」を
読み出し、メモリ上に配置する。
【００８０】
　次に、出力情報構成部１３０４は、ステップＳ４０４で取得した１番目の電子ペン記載
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情報「１２３４５，（５８７，１２５９），2007/4/9 17:03:15:10」から記載情報「（５
８７，１２５９）」を取得する。
【００８１】
　そして、出力情報構成部１３０４は、取得した記載情報「（５８７，１２５９）」をキ
ーとして、図８の媒体識別子管理表を検索する。つまり、出力情報構成部１３０４は、記
載情報「（５８７，１２５９）」が、記載情報の範囲「（５００，１０００）、（１００
０，２０００）」に入っている（５００＜＝５８７＜＝１０００、かつ、１０００＜＝１
２５９＜＝２０００、を満たす）ことを検知する。そして、出力情報構成部１３０４は、
記載情報の範囲「（５００，１０００）、（１０００，２０００）」に対応する媒体識別
子「１」を取得する。また、出力情報構成部１３０４は、記載情報の範囲「（５００，１
０００）、（１０００，２０００）」に対応する電子ペン識別子「１２３４５」も取得す
る。
【００８２】
　次に、出力情報構成部１３０４は、１番目の電子ペン記載情報が有する時刻情報「2007
/4/9 17:03:15:10」を取得する。
【００８３】
　そして、出力情報構成部１３０４は、取得した電子ペン識別子「１２３４５」、媒体識
別子「１」、時刻情報「2007/4/9 17:03:15:10」から、出力情報を構成するライン（線）
を配置する位置（図１０の生徒（Ｂ）の時刻「17:03:15:10」の位置）を決定する。なお
、電子ペン識別子「１２３４５」である場合は図１０の縦軸の生徒（Ｂ）の位置に、電子
ペン識別子「１２３４６」である場合は、図１０の縦軸の生徒（Ａ）の位置に、電子ペン
識別子「１２８８８」であり、媒体識別子「１」の場合は図１０の縦軸の生徒（Ｂ）のす
ぐ上の指導者の位置に、電子ペン識別子「１２８８８」であり、媒体識別子「２」の場合
は図１０の縦軸の生徒（Ａ）のすぐ上の指導者の位置に、ライン（線）を配置するように
、出力情報構成部１３０４は、情報を保持している。かかる情報は、電子ペン識別子と媒
体識別子と図１０の縦軸の位置（例えば、Ｙ軸の座標値）の対応を示す情報である。また
、出力情報構成部１３０４は、時刻「17:03:15:10」から、図１０の横軸の位置（例えば
、Ｘ軸の座標値）を決定する。
【００８４】
　次に、出力情報構成部１３０４は、取得した出力情報の枠（図１０参照）内の、決定し
た位置に、ラインを配置する。
【００８５】
　そして、出力情報構成部１３０４は、図９に示す電子ペン記載情報管理表の２番目の電
子ペン記載情報「１２３４５，（５８７，１２６０），2007/4/9 17:03:15:20」を読み出
し、メモリ上に配置する。
【００８６】
　そして、同様に、出力情報構成部１３０４は、ラインの位置を決定し、出力情報の枠（
図１０参照）内の、決定した位置に、ラインを配置する。
【００８７】
　さらに、同様に、出力情報構成部１３０４は、図９に示す電子ペン記載情報管理表の３
番目以降の電子ペン記載情報を処理し、出力情報の枠（図１０参照）内にラインを配置す
る。
【００８８】
　そして、出力部１３０５は、構成した出力情報を出力する。出力例は、図１１である。
図１１の出力情報において、ラインの集合（矩形に見える箇所）は、指導者または生徒（
Ａ）又は生徒（Ｂ）が、電子ペンで媒体に記載していたことを示す。また、図１１の出力
情報を見れば、指導者が、生徒（Ａ）、生徒（Ｂ）をバランスよく指導していたか否かや
、指導の経過などを知ることができる。
【００８９】
　次に、ユーザは、情報処理装置１３に表示されている図示しないボタンを押下すること
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により、受付部１３０３は、記載情報出力指示「replay」を受け付けた、とする。ここで
の記載情報出力指示は、電子ペンを特定する情報や、時間を特定する情報を有さない（引
数はなし）、とする。
【００９０】
　そして、記載情報再生部１３０６は、記載情報出力指示から、電子ペンを特定する情報
（例えば、電子ペン識別子など）、または電子ペンを特定する情報と時間を特定する情報
（例えば、開始の時刻情報と終了の時刻情報など）を取得しようとするが、ここでは、取
得できない。
【００９１】
　次に、記載情報再生部１３０６は、図９の電子ペン記載情報管理表からすべての電子ペ
ン記載情報を取得し、メモリ上に配置する。
【００９２】
　次に、記載情報再生部１３０６は、電子ペン識別子に対応する出力属性を、図７の出力
属性管理表から取得する。
【００９３】
　そして、記載情報再生部１３０６は、取得した電子ペン記載情報が有する時刻情報の順
に、対応する電子ペン識別子に対する出力属性で、電子ペン記載情報が有する記載情報に
従って、出力する。すると、媒体１１に記載された順序で、電子ペンの軌跡が出力される
。
【００９４】
　図１２は、記載情報再生部１３０６における記載情報の再生の途中段階の出力である。
図１３は、記載情報再生部１３０６における記載情報の再生の最終段階の出力である。な
お、図１３における出力は、生徒（Ａ）または生徒（Ｂ）、および、生徒（Ａ）または生
徒（Ｂ）の媒体１１に対する先生の書き込みのみを再生したものである。なお、図１２，
１３において、先生の記載は「赤」、生徒の記載は「黒」で出力されている、とする。
【００９５】
　次に、ユーザは、「replay １２３４５ 2007/4/9 17:03:15:10 2007/4/9 17:25:00:00
」を入力する、とする。かかる入力方法は、例えば、図１１のラインの集合（バー）を、
マウスで指示することにより行う。そして、図１４に示す楕円の領域が指示された、とす
る。
【００９６】
　すると、受付部１３０３は、記載情報出力指示「replay １２３４５ 2007/4/9 17:03:1
5:10 2007/4/9 17:25:00:00」を受け付ける。
【００９７】
　そして、記載情報再生部１３０６は、電子ペン識別子「１２３４５」、開始時刻「2007
/4/9 17:03:15:10」、終了時刻「2007/4/9 17:25:00:00」に合致する電子ペン記載情報を
、図９の電子ペン記載情報管理表から取得し、図１５に示す電子ペン記載情報管理表の一
部のレコード群を得る。
【００９８】
　次に、記載情報再生部１３０６は、電子ペン識別子「１２３４５」に対応する出力属性
「黒」を取得する。
【００９９】
　そして、記載情報再生部１３０６は、図１５に示す電子ペン記載情報管理表が有する記
載情報を、時刻の順に、取得した出力属性「黒」で、出力する。
【０１００】
　なお、上記では、記載情報出力指示は、電子ペンを特定する情報（ここでは、電子ペン
識別子）と、時間を特定する情報（ここでは、開始時刻、終了時刻）を有したが、電子ペ
ンを特定する情報のみ、または時間を特定する情報のみを有しても良い。
【０１０１】
　記載情報出力指示が電子ペンを特定する情報のみを有する場合、記載情報再生部１３０
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６は、電子ペンを特定する情報（ここでは、電子ペン識別子）をキーとして、電子ペン記
載情報管理表を検索し、電子ペン記載情報を取得する。そして、記載情報再生部１３０６
は、取得した電子ペン記載情報を再生する。電子ペン記載情報の再生については、既に
説明した。また、電子ペン記載情報の再生とは、電子ペン記載情報が有する記載情報が示
す点の表示である。
【０１０２】
　以上、本実施の形態によれば、複数人の媒体に対する作業の状況が容易に把握できる。
さらに具体的には、例えば、複数の生徒に対して、先生がバランス良く指導しているか否
かを把握することができる。
【０１０３】
　また、本実施の形態によれば、記載情報再生部１３０６による記載情報の再生機能によ
り、例えば、電子ペンで記載した内容の復習が容易にできる。また、生徒の記載のみ、ま
たは先生の記載のみを再生したりできることにより、生徒は、容易に復習でき、学習効果
を大幅に向上させる。また、所定の時間のみの再生を行うことができ、効率的に復習がで
きる。
【０１０４】
　なお、本実施の形態によれば、電子ペン記載情報の例を図９に示した。しかし、電子ペ
ン記載情報は、図１６に示すように、一の電子ペン識別子に対して、２以上の記載情報と
時刻情報を有する情報でも良い。また、記載情報と時刻情報は、１対１である必要もない
。
【０１０５】
　また、本実施の形態によれば、媒体１１に記載した記載情報と、出力情報を、一のウィ
ンドウ上に表示しても良い。かかる表示例を図１７に示す。
【０１０６】
　また、図１７において、指導者（先生）と生徒の評価や、開示するか否かの情報も入力
し、管理できる、とする。
【０１０７】
　また、本実施の形態によれば、電子ペン１２が、電子ペン記載情報に時刻情報を付加し
た。しかし、情報処理装置１３が電子ペン記載情報に時刻情報を付加しても良いし、その
他の装置や手段により、電子ペン記載情報に時刻情報を付加しても良い。かかる場合、電
子ペン１２は、時計１２０２を有する必要はない。
【０１０８】
　さらに、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、この
ソフトウェアをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウ
ェアをＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明
細書における他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態における情報処理
装置を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラ
ムは、コンピュータを、２以上の電子ペン記載情報を出力する指示である出力指示を受け
付ける受付部と、前記受付部が出力指示を受け付けた場合、記憶媒体の２以上の電子ペン
記載情報から、時刻情報から得られる時刻を第一の軸にした情報であり、各電子ペン識別
子ごとの前記媒体への記載状況を前記第一の軸に対して視覚的に示す情報である出力情報
を構成する出力情報構成部と、前記出力情報を出力する出力部として機能させるためのプ
ログラム、である。
【０１０９】
　また、上記プログラムにおいて、前記電子ペン記載情報は、媒体を識別する媒体識別子
をも有し、前記出力情報構成部は、各電子ペン識別子ごと、かつ前記媒体ごとの記載状況
を前記第一の軸に対して視覚的に示す情報である出力情報を構成する、ことは好適である
。
【０１１０】
　また、上記プログラムにおいて、コンピュータを、前記２以上の電子ペンから電子ペン
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記載情報を受信する電子ペン記載情報受信部としてさらに機能させ、前記２以上の電子ペ
ン記載情報は、前記電子ペン記載情報受信部が受信した情報である、ことは好適である。
【０１１１】
　また、コンピュータを、２以上の電子ペン記載情報が有する記載情報を出力する指示で
あり、電子ペンを特定する情報を有する記載情報出力指示を受け付ける受付部と、記載情
報出力指示を受け付けた場合に、前記電子ペンを特定する情報に対応する電子ペン識別子
が含まれる電子ペン記載情報が有する時刻情報が示す時刻の順に、記載情報を出力する記
載情報再生部として機能させるプログラム、である。
【０１１２】
　また、上記各実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によ
って集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散
処理されることによって実現されてもよい。
【０１１３】
　また、図１８は、本明細書で述べたプログラムを実行して、上述した種々の実施の形態
の情報処理装置を実現するコンピュータの外観を示す。上述の実施の形態は、コンピュー
タハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムで実現され得る。図１８
は、このコンピュータシステム３４０の概観図であり、図１９は、コンピュータシステム
３４０のブロック図である。
【０１１４】
　図１８において、コンピュータシステム３４０は、ＦＤ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｋ
）ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）ドライブを含むコンピュータ３４１と、キーボード３４２と、マウス３４３と、モ
ニタ３４４とを含む。
【０１１５】
　図１９において、コンピュータ３４１は、ＦＤドライブ３４１１、ＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ３４１２に加えて、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３４
１３と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３４１２及びＦＤドライブ３４１１に接続されたバス３４
１４と、ブートアッププログラム等のプログラムを記憶するためのＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３４１５と、ＣＰＵ３４１３に接続され、アプリケーションプロ
グラムの命令を一時的に記憶するとともに一時記憶空間を提供するためのＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３４１６と、アプリケーションプログラム、シス
テムプログラム、及びデータを記憶するためのハードディスク３４１７とを含む。ここで
は、図示しないが、コンピュータ３４１は、さらに、ＬＡＮへの接続を提供するネットワ
ークカードを含んでも良い。
【０１１６】
　コンピュータシステム３４０に、上述した実施の形態の情報処理装置の機能を実行させ
るプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ３５０１、またはＦＤ３５０２に記憶されて、ＣＤ－ＲＯ
Ｍドライブ３４１２またはＦＤドライブ３４１１に挿入され、さらにハードディスク３４
１７に転送されても良い。これに代えて、プログラムは、図示しないネットワークを介し
てコンピュータ３４１に送信され、ハードディスク３４１７に記憶されても良い。プログ
ラムは実行の際にＲＡＭ３４１６にロードされる。プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ３５０１
、ＦＤ３５０２またはネットワークから直接、ロードされても良い。
【０１１７】
　プログラムは、コンピュータ３４１に、上述した実施の形態の情報処理装置の機能を実
行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティープログラム等は、
必ずしも含まなくても良い。プログラムは、制御された態様で適切な機能（モジュール）
を呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいれば良い。コン
ピュータシステム３４０がどのように動作するかは周知であり、詳細な説明は省略する。
【０１１８】
　なお、上記プログラムにおいて、情報を送信する送信ステップや、情報を受信する受信
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ステップなどでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、送信ステップにおける
モデムやインターフェースカードなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処
理）は含まれない。
【０１１９】
　また、上記プログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１２０】
　また、上記各実施の形態において、一の装置に存在する２以上の通信手段は、物理的に
一の媒体で実現されても良いことは言うまでもない。
【０１２１】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　以上のように、本発明にかかる情報処理装置は、複数人の媒体に対する作業の状況が容
易に把握できる、という効果を有し、電子ペンを利用した教育システム等として有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】実施の形態１における情報処理システムの概念図
【図２】同情報処理システムのブロック図
【図３】同情報処理装置の動作について説明するフローチャート
【図４】同出力情報構成処理について説明するフローチャート
【図５】同記載情報再生処理の動作について説明するフローチャート
【図６】同媒体の例を示す図
【図７】同出力属性管理表を示す図
【図８】同媒体識別子管理表を示す図
【図９】同電子ペン記載情報の例を示す図
【図１０】同出力情報の枠の例を示す図
【図１１】同出力情報の出力例を示す図
【図１２】同記載情報の再生の途中段階の出力図
【図１３】同記載情報の再生の最終段階の出力図
【図１４】同出力情報における記載情報出力指示の指定方法例を説明する図
【図１５】同電子ペン記載情報管理表を示す図
【図１６】同電子ペン記載情報の例を示す図
【図１７】同他の出力情報等の表示例を示す図
【図１８】同情報処理装置を実現するコンピュータの外観図
【図１９】同コンピュータシステムのブロック図
【符号の説明】
【０１２４】
　１３　情報処理装置
　１２０１　電子ペン識別子格納部
　１２０２　時計
　１２０３　座標情報取得部
　１２０４　電子ペン記載情報構成部
　１２０５　電子ペン記載情報送信部
　１３０１　電子ペン記載情報受信部
　１３０２　電子ペン記載情報格納部
　１３０３　受付部
　１３０４　出力情報構成部
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　１３０５　出力部
　１３０６　記載情報再生部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１５】

【図１６】

【図１８】

【図１９】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１７】
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