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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記憶装置から文字データが入力され、前記文字データを文字コードに変換して出力
する文字データ入出力制御部と、
　各文字コードと、各色を表現するカラーコードとを対応付けたテーブルを有するコード
変換テーブル部と、
　文字コードが入力されたとき、前記コード変換テーブル部を参照して前記文字コードに
対応するカラーコードを出力するコードデータ入出力制御部と、
　前記コードデータ入出力制御部からのカラーコードに対応した前記色を表すカラーマー
クを、記録媒体に出力するカラーマーク出力装置とを備え、
　前記コード変換テーブルにより１単位の前記文字データと１つの前記カラーマークとを
一対一で対応させ、複数の前記カラーマークの各々によって対応する前記文字データを表
現するように構成したことを特徴とするデータ符号化装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたデータ符号化装置によって記録媒体に出力されかつこの記録媒体
に記録されたカラーマークを読取る撮像装置と、
　前記撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出力するカラーコー
ド入出力制御部と、
　各カラーコードと、各色で表現された文字コードとを対応付けたテーブルを有するコー
ド逆変換テーブル部と、
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　カラーコードが入力されたとき、前記コード逆変換テーブル部を参照して前記カラーコ
ードに対応する文字コードを出力する文字コード入出力制御部と、
　前記文字コード入出力制御部からの文字コードに対応した文字データを出力する文字デ
ータ出力装置とを備え、
　前記コード逆変換テーブルにより１つの前記カラーマークと１単位の前記文字データと
を一対一で対応させ、複数の前記カラーマークの各々を対応する前記文字データに戻すよ
うに構成したことを特徴とするデータ復号化装置。
【請求項３】
　音声データが入力され、前記音声データを音声コードに変換して出力する音声データ入
出力制御部と、
　各音声コードと各色を表現するカラーコードとを対応付けたテーブルを有するコード変
換テーブル部と、
　音声コードが入力されたとき、前記コード変換テーブル部を参照して前記音声コードに
対応するカラーコードを出力するコードデータ入出力制御部と、
　前記コードデータ入出力制御部からのカラーコードに対応した前記色を表すカラーマー
クを、記録媒体に出力するカラーマーク出力装置とを備え、
　前記コード変換テーブルにより１単位の前記音声データと１つの前記カラーマークとを
一対一で対応させ、複数の前記カラーマークの各々によって対応する前記音声データを表
現するように構成したことを特徴とするデータ符号化装置。
【請求項４】
　請求項３に記載されたデータ符号化装置によって記録媒体に出力されかつこの記録媒体
に記録されたカラーマークを読取る撮像装置と、
　前記撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出力するカラーコー
ド入出力制御部と、
　各カラーコードと各色で表現された音声コードとを対応付けたテーブルを有するコード
逆変換テーブル部と、
　カラーコードが入力されたとき、前記コード逆変換テーブル部を参照して前記カラーコ
ードに対応する音声コードを出力する音声コード入出力制御部と、
　前記音声コード入出力制御部からの音声コードに対応した音声データを出力する音声デ
ータ出力装置とを備え、
　前記コード逆変換テーブルにより１つの前記カラーマークと１単位の前記音声コードと
を一対一で対応させ、複数の前記カラーマークの各々を対応する前記音声データに戻すよ
うに構成したことを特徴とするデータ復号化装置。
【請求項５】
　動画像データが入力され、前記動画像データを単位画素毎にカラーコードに変換出力す
るコードデータ入出力制御部と、
　前記コードデータ入出力制御部からのカラーコードに対応した色を表すカラーマークを
、記録媒体に出力するカラーマーク出力装置とを備え、
　前記動画像データの前記単位画素と前記カラーマークとの一対一の対応関係に基づいて
、複数の前記カラーマークの各々によって対応する前記単位画素を表現するように構成し
たことを特徴とするデータ符号化装置。
【請求項６】
　請求項５に記載されたデータ符号化装置によって記録媒体に出力されかつこの記録媒体
に記録されたカラーマークを読取る撮像装置と、
　前記撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出力するカラーコー
ド入出力制御部と、
　前記カラーコード入出力制御部からのカラーコードが入力されたとき、前記カラーコー
ドに対応する動画像データを出力する動画像データ出力装置とを備え、
　前記カラーマークと前記動画像データの前記単位画素との一対一の対応関係に基づいて
、複数の前記カラーマークの各々を対応する前記動画像データに戻すように構成したこと
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を特徴とするデータ復号化装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文字データ、音声データおよび動画像データをドット状またはストライプ状の
カラーマークに符号化し、該カラーマークから上記各データに復号化することにより、上
記各データの記録および再生を行う装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、各種データの符号化または復号化を行うのにバーコードや二次元コードが用い
られ、そのためのラベル作成装置や読取装置が広く知られている。
しかし、従来のバーコード、二次元コードは白黒の二値データの組み合わせで情報を記録
する方式であるため、記録できる情報密度が小さく、用途範囲が極めて限定されるという
欠点を有している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来の欠点を解消するもので、複数のカラーの中から１色に１単位のデー
タを対応させるようにしたので、シート状、カード状、テープ状等の可視的な媒体への記
録手段でありながらも高密度な記録を行えるようにすることにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係るデータ符号化装置は、キーボードまたは光学的
文字読取装置もしくは固定ディスク装置等の情報記憶装置から文字データが入力され、該
文字データを文字コードに変換して出力する文字データ入出力制御部と、各文字コードと
各色を表現するカラーコードとを対応付けたテーブルを有するコード変換テーブル部と、
文字コードが入力されたとき、該コード変換テーブル部を参照して該文字コードに対応す
るカラーコードを出力するコードデータ入出力制御部と、該コードデータ入出力制御部か
らのカラーコードに対応したカラーマークを、シート状、カード状、テープ状等の記録媒
体に出力するカラーマーク出力装置とから構成したことを特徴とするものである。
【０００５】
また、本発明に係るデータ復号化装置は、前項記載の記録媒体に記録されたカラーマーク
を読取る撮像装置と、該撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出
力するカラーコード入出力制御部と、各カラーコードと各色で表現された文字コードとを
対応付けたテーブルを有するコード逆変換テーブル部と、カラーコードが入力されたとき
、該コード逆変換テーブル部を参照して該カラーコードに対応する文字コードを出力する
文字コード入出力制御部と、該文字コード入出力制御部からの文字コードに対応した文字
データを出力する文字データ出力装置とから構成したことを特徴とするものである。
【０００６】
また、本発明に係るデータ符号化装置は、音声データが入力され、該音声データを音声コ
ードに変換して出力する音声データ入出力制御部と、各音声コードと各色を表現するカラ
ーコードとを対応付けたテーブルを有するコード変換テーブル部と、音声コードが入力さ
れたとき、該コード変換テーブル部を参照して該音声コードに対応するカラーコードを出
力するコードデータ入出力制御部と、該コードデータ入出力制御部からのカラーコードに
対応したカラーマークを、シート状、カード状、テープ状等の記録媒体に出力するカラー
マーク出力装置とから構成したことを特徴とするものである。
【０００７】
また、本発明に係るデータ復号化装置は、前項記載の記録媒体に記録されたカラーマーク
を読取る撮像装置と、該撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出
力するカラーコード入出力制御部と、各カラーコードと各色で表現された音声コードとを
対応付けたテーブルを有するコード逆変換テーブル部と、カラーコードが入力されたとき
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、該コード逆変換テーブル部を参照して該カラーコードに対応する音声コードを出力する
音声コード入出力制御部と、該音声コード入出力制御部からの音声コードに対応した音声
データを出力する音声データ出力装置とから構成したことを特徴とするものである。
【０００８】
また、本発明に係るデータ符号化装置は、動画像データが入力され、該動画像データを単
位画素毎にカラーコードに変換出力するコードデータ入出力制御部と、該コードデータ入
出力制御部からのカラーコードに対応したカラーマークを、シート状、カード状、テープ
状等の記録媒体に出力するカラーマーク出力装置とから構成したことを特徴とするもので
ある。
【０００９】
また、本発明に係るデータ復号化装置は、前項記載の記録媒体に記録されたカラーマーク
を読取る撮像装置と、該撮像装置で読取られたカラーマークをカラーコードに変換して出
力するカラーコード入出力制御部と、該カラーコード入出力制御部からのカラーコードが
入力されたとき、該カラーコードに対応する動画像データを出力する動画像データ出力装
置とから構成したことを特徴とするものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るデータ符号化装置およびデータ復号化装置の実施の形態を、図面を参
照しつつ詳細に説明する。
図１は本発明データ符号化装置の一例である文字データ符号化装置を示すブロック図であ
る。
図中、１０１はキーボード１０１ａ、光学的文字読取装置（ＯＣＲ）１０１ｂまたは固定
ディスク装置等の情報記憶装置１０１ｃからなる文字データ入力装置である。
文字データ入力装置１０１からの文字データは、ＣＰＵ１０２を介して文字データ入出力
制御部１０３に送られる。文字データ入出力制御部１０３に送られた文字データはＪＩＳ
コード等の文字コードに変換された後、ＣＰＵ１０２に返される。
【００１１】
１０４はコード変換テーブル部で、該コード変換テーブル部１０４は図２に示すように、
文字コード部１０４ａとカラーコード部１０４ｂとを有しており、文字コードとカラーコ
ードとの対応表を構成している。
【００１２】
１０５はコードデータ入出力制御部で、該コードデータ入出力制御部１０５はＣＰＵ１０
２から前記文字コードが入力されたとき、コード変換テーブル部１０４を参照して文字コ
ードに対応するカラーコードをＣＰＵ１０２に返す。
【００１３】
１０６はカラーマーク出力装置としてのプリンタで、該プリンタ１０６はコードデータ入
出力制御部１０５からＣＰＵ１０２に返されたカラーコードが入力されて、シート状、カ
ード状、テープ状等の記録媒体１０７に該カラーコードに対応するカラーマークを出力す
る。
ここにおいて、プリンタ１０６から出力されるカラーマークのサイズは後述するデータ復
号化装置の解像度との関係で決定するものであるが、最小は１ドットで１つのカラーコー
ド、即ち１つの文字データを表現することが可能である。
なお、カラーマークのサイズは１ドットに限定されるものではなく、複数ドットからなる
ものやバーコードのようにストライプ状に形成したものでもよい。
【００１４】
図３は本発明データ復号化装置の一例である文字データ復号化装置を示すブロック図であ
る。
図中１０８は、撮像装置としてのＣＣＤカメラで、該ＣＣＤカメラ１０８は記録媒体１０
７に記録されたカラーマークを読取る。
ＣＣＤカメラ１０８に読取られたカラーマークは、Ａ－Ｄ変換器１０９、ＣＰＵ１１０を
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介してカラーコード入出力制御部１１１に送られる。カラーコード入出力制御部１１１に
送られたカラーマークはカラーコードに変換された後、ＣＰＵ１１０に返される。
【００１５】
１１２はコード逆変換テーブル部で、該コード逆変換テーブル部１１２は図４に示すよう
に、カラーコード部１１２ａと文字コード部１１２ｂとを有しており、コード変換テーブ
ル部１０４同様、カラーコードと文字コードとの対応表を構成している。
【００１６】
１１３は文字コード入出力制御部で、該文字コード入出力制御部１１３はＣＰＵ１１０か
ら前記カラーコードが入力されたとき、コード逆変換テーブル部１１２を参照してカラー
コードに対応する文字コードをＣＰＵ１１０に返す。
【００１７】
１１４は文字データ出力装置としてのプリンタで、該プリンタ１１４は文字コード入出力
制御部１１３からＣＰＵ１１０に返された文字コードが入力されて、記録媒体１１５に該
文字コードに対応する文字データを出力する。
【００１８】
図５は本発明データ符号化装置の第二の例である音声データ符号化装置を示すブロック図
である。
図中、２０１はマイク２０１ａまたはテープレコーダ２０１ｂからなる音声データ入力装
置である。
音声データ入力装置２０１からの音声データは、ＣＰＵ２０２を介して音声データ入出力
制御部２０３に送られる。音声データ入出力制御部２０３に送られた音声データは音声コ
ードに変換された後、ＣＰＵ２０２に返される。
なお、音声データ入力装置２０１としてはＣＤ、固定ディスク装置等の情報記憶装置であ
ってもよく、この場合は、音声データ入出力制御装置２０３は省略することができる。
【００１９】
２０４はコード変換テーブル部で、該コード変換テーブル部２０４は図２に示すコード変
換テーブル部１０４同様に、音声コードとカラーコードとの対応表を構成している。
【００２０】
２０５はコードデータ入出力制御部で、該コードデータ入出力制御部２０５はＣＰＵ２０
２から前記音声コードが入力されたとき、コード変換テーブル部２０４を参照して音声コ
ードに対応するカラーコードをＣＰＵ２０２に返す。
【００２１】
２０６はカラーマーク出力装置としてのプリンタで、該プリンタ２０６はコードデータ入
出力制御部２０５からＣＰＵ２０２に返されたカラーコードが入力されて、シート状、カ
ード状、テープ状等の記録媒体２０７に該カラーコードに対応するカラーマークを出力す
る。
ここにおいて、プリンタ２０６から出力されるカラーマークのサイズはプリンタ１０６と
同様に、最小は１ドットで１つのカラーコード、即ち１つの音声データを表現することが
可能である。
なお、カラーマークのサイズは１ドットに限定されるものではなく、複数ドットからなる
ものやバーコードのようにストライプ状に形成したものでもよい。
【００２２】
図６は本発明データ復号化装置の第二の例である音声データ復号化装置を示すブロック図
である。
図中２０８は、撮像装置としてのＣＣＤカメラで、該ＣＣＤカメラ２０８は記録媒体２０
７に記録されたカラーマークを読取る。
ＣＣＤカメラ２０８に読取られたカラーマークは、Ａ－Ｄ変換器２０９、ＣＰＵ２１０を
介してカラーコード入出力制御部２１１に送られる。カラーコード入出力制御部２１１に
送られたカラーマークはカラーコードに変換された後、ＣＰＵ２１０に返される。
【００２３】
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２１２はコード逆変換テーブル部で、該コード逆変換テーブル部２１２は図４に示すコー
ド逆変換テーブル部１１２同様に、カラーコードと音声コードとの対応表を構成している
。
【００２４】
２１３は音声コード入出力制御部で、該音声コード入出力制御部２１３はＣＰＵ２１０か
ら前記カラーコードが入力されたとき、コード逆変換テーブル部２１２を参照してカラー
コードに対応する音声コードをＣＰＵ２１０に返す。
【００２５】
２１４は音声データ出力装置としてのスピーカで、該スピーカ２１４は音声コード入出力
制御部２１３からＣＰＵ２１０に返された音声コードが入力されて、該音声コードに対応
する音声データを出力する。
【００２６】
図７は本発明データ符号化装置の第三の例である動画像データ符号化装置を示すブロック
図である。
図中、３０１はＤＶＤ３０１ａまたは固定ディスク装置等の情報記憶装置３０１ｂからな
る動画像データ入力装置である。
動画像データ入力装置３０１からの動画像データは、ＣＰＵ３０２を介してコードデータ
入出力制御部３０５に送られる。コードデータ入出力制御部３０５に送られた動画像デー
タは単位画素毎にカラーコードに変換された後、ＣＰＵ３０２に返される。
【００２７】
３０６はカラーマーク出力装置としてのプリンタで、該プリンタ３０６はコードデータ入
出力制御部３０５からＣＰＵ３０２に返されたカラーコードが入力されて、シート状、カ
ード状、テープ状等の記録媒体３０７に該カラーコードに対応するカラーマークを出力す
る。
ここにおいて、プリンタ３０６から出力されるカラーマークのサイズはプリンタ１０６と
同様に、最小は１ドットで１つのカラーコード、即ち１つの動画像データを表現すること
が可能である。
なお、カラーマークのサイズは１ドットに限定されるものではなく、複数ドットからなる
ものやバーコードのようにストライプ状に形成したものでもよい。
【００２８】
図８は本発明データ復号化装置の第三の例である動画像データ復号化装置を示すブロック
図である。
図中３０８は、撮像装置としてのＣＣＤカメラで、該ＣＣＤカメラ３０８は記録媒体３０
７に記録されたカラーマークを読取る。
ＣＣＤカメラ３０８に読取られたカラーマークは、Ａ－Ｄ変換器３０９、ＣＰＵ３１０を
介してカラーコード入出力制御部３１１に送られる。カラーコード入出力制御部３１１に
送られたカラーマークはカラーコードに変換された後、ＣＰＵ３１０に返される。
【００２９】
３１４は動画像データ出力装置としての再生装置で、該再生装置３１４はカラーコード入
出力制御部３１１からＣＰＵ３１０に返されたカラーコードが入力されて、該カラーコー
ドに対応する動画像データを出力する。
【００３０】
なお、上記実施の態様においては、文字データ、音声データおよび動画像データを各々、
別に取扱って説明したが、これら各データを１つにまとめて複合化した装置として構成し
てもよいものである。
また、データ入力装置、データ出力装置については上記説明以外の周知の構成を用いるこ
とも可能である。
また、記録媒体は単独で使用するものに限定するものではなく、記録媒体をクレジットカ
ード、医療用カルテ、身分証明書、パスポート等の情報の記録内容を第三者に容易に知ら
れては困るものに貼付して使用することも可能である。この場合、目視のみでは単なる極
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小のカラードットの集合またはカラーストライプにしか判読できず、データの秘匿性を保
持することができる。
【００３１】
【発明の効果】
本発明に係るデータ符号化装置およびデータ復号化装置は上記のように構成されるので、
文字、音声、動画像の各データに関して、シート状、カード状、テープ状等の記録媒体に
、従来のバーコードや二次元コードに比し、極めて高密度かつ広範囲にデータを記録する
ことができる。
また、記録媒体に電磁的な媒体、例えばフロッピーディスク等を使用しないので、データ
消失等の問題が発生することがなく取扱いが容易である。
また、上述の如くデータの秘匿性が高いという効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明データ符号化装置の一実施形態のブロック図
【図２】　本発明データ符号化装置の一実施形態のコード変換テーブル部を示す図
【図３】　本発明データ復号化装置の一実施形態のブロック図
【図４】　本発明データ復号化装置の一実施形態のコード逆変換テーブル部を示す図
【図５】　本発明データ符号化装置の第二の実施形態のブロック図
【図６】　本発明データ復号化装置の第二の実施形態のブロック図
【図７】　本発明データ符号化装置の第三の実施形態のブロック図
【図８】　本発明データ復号化装置の第三の実施形態のブロック図
【符号の説明】
１０１　　　　　文字データ入力装置
１０２、１１０　ＣＰＵ
１０３　　　　　文字データ入出力制御部
１０４　　　　　コード変換テーブル部
１０５　　　　　コードデータ入出力制御部
１０６、１１４　プリンタ
１０７、１１５　記録媒体
１０８　　　　　ＣＣＤカメラ
１０９　　　　　Ａ－Ｄ変換器
１１１　　　　　カラーコード入出力制御部
１１２　　　　　コード逆変換テーブル部
１１３　　　　　文字コード入出力制御部
２０１　　　　　音声データ入力装置
２０２、２１０　ＣＰＵ
２０３　　　　　音声データ入出力制御部
２０４　　　　　コード変換テーブル部
２０５　　　　　コードデータ入出力制御部
２０６　　　　　プリンタ
２０７　　　　　記録媒体
２０８　　　　　ＣＣＤカメラ
２０９　　　　　Ａ－Ｄ変換器
２１１　　　　　カラーコード入出力制御部
２１２　　　　　コード逆変換テーブル部
２１３　　　　　音声コード入出力制御部
２１４　　　　　スピーカ
３０１　　　　　動画像データ入力装置
３０２、３１０　ＣＰＵ
３０５　　　　　コードデータ入出力制御部
３０６　　　　　プリンタ
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３０７　　　　　記録媒体
３０８　　　　　ＣＣＤカメラ
３０９　　　　　Ａ－Ｄ変換器
３１１　　　　　カラーコード入出力制御部
３１４　　　　　再生装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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