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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともキーボードとディスプレイと制御部と記憶部とを備えたＡＤＦ（Ａｕｔｏ　
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）式のスキャナ装置であって、
　上記ディスプレイは上記スキャナ装置の用紙給紙部の上方を覆い、上記キーボードは、
上記スキャナ装置の用紙排紙部の上方を覆うよう配置し、
　上記制御部は、
　原稿から画像情報を読込むよう制御する画像読込手段と、
　上記画像読込手段により読込まれた上記画像情報を上記記憶部に格納する画像格納手段
と、
　上記画像格納手段により格納された上記画像情報に基づいて、上記ディスプレイに任意
の上記原稿の上記画像情報が表示されるよう制御する表示制御手段と、
　を備え、
　上記キーボードは、フルキーボードであることを特徴とするスキャナ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のスキャナ装置において、
　上記制御部は、
　上記画像読込手段により読込まれた複数の上記画像情報に、上記原稿の読込み順にペー
ジ番号を付与し、一連の読込み動作により読込まれ上記ページ番号が連続して付与された
複数の上記画像情報を任意のファイルとして上記記憶部に記憶されるよう制御するページ
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管理手段、
　を更に備えたことを特徴とするスキャナ装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のスキャナ装置において、
　上記表示制御手段は、
　利用者に上記記憶部に格納された上記画像情報の削除、上記ページ番号の入れ替え、ま
たは、上記ファイルの結合の指示を入力させるよう上記ディスプレイを制御し、
　上記ページ管理手段は、
　上記利用者により、上記画像情報の削除を指示する入力があった場合に当該画像情報を
削除し、上記ページ番号の入れ替えを指示する入力があった場合に対応する当該ページ番
号を入れ替えるよう制御し、または、上記ファイルの結合を指示する入力があった場合に
当該ファイルを結合するよう制御すること、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記ページ管理手段は、
　上記画像読込手段により更に上記ファイルに追加する上記原稿の上記画像情報が読込ま
れた場合に、当該画像情報に対して、当該ファイルの最後の上記ページ番号の次の上記ペ
ージ番号を付与し、当該画像情報を当該ファイルに追加して、上記記憶部に格納すること
、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記表示制御手段は、
　上記利用者に上記画像情報の拡大、縮小、回転、または、移動の指示を入力させるよう
上記ディスプレイを制御し、
　上記制御部は、
　上記利用者により、上記画像の拡大、縮小、回転、または、移動の上記指示があった場
合に、対応する上記画像情報を当該指示に合わせて画像処理する画像処理手段、
　をさらに備えたことを特徴とするスキャナ装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記表示制御手段は、
　上記記憶部に記憶された複数の上記画像情報のサムネイル画像を上記ディスプレイに一
覧表示されるよう制御すること、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記制御部は、
　上記画像情報から文字、記号または図形を認識して文字等情報を取得する文字等認識手
段、
　を更に備え、
　上記表示制御手段は、
　上記文字等認識手段にて取得された上記文字等情報を上記ディスプレイに表示されるよ
う制御し、上記利用者が上記文字、記号または図形を編集可能に制御すること、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記ディスプレイは、１０２４×７６８画素以上の解像度を有すること、
　を特徴とするスキャナ装置。
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【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記ディスプレイは、タッチパネルを備えたこと、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一つに記載のスキャナ装置において、
　上記ディスプレイは、８．４インチ以上の表示領域であること、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項１１】
　請求項３または５に記載のスキャナ装置において、
　上記表示制御手段は、
　上記ページ番号の入れ替え、上記ファイルの結合、上記画像情報の削除、拡大、縮小、
回転、または、移動の上記指示を、上記利用者によるドラッグ操作により入力させるよう
制御すること、
　を特徴とするスキャナ装置。
【請求項１２】
　少なくともキーボードとディスプレイと制御部と記憶部とを備えたＡＤＦ（Ａｕｔｏ　
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）式のスキャナ装置であって、上記ディスプレイは上記
スキャナ装置の用紙給紙部の上方を覆い、上記キーボードは、上記スキャナ装置の用紙排
紙部の上方を覆うよう配置した、ＡＤＦ式のスキャナ装置において実行される画像読取表
示方法であって、
　上記制御部において実行される、
　原稿から画像情報を読込むよう制御する画像読込ステップと、
　上記画像読込ステップにおいて読込まれた上記画像情報を上記記憶部に格納する画像格
納ステップと、
　上記画像格納ステップにおいて格納された上記画像情報に基づいて、上記ディスプレイ
に任意の上記原稿の上記画像情報が表示されるよう制御する表示制御ステップと、
　を含み、
　上記キーボードは、フルキーボードであることを特徴とする画像読取表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキャナ装置、および、画像読取表示方法に関し、特に、ネットワークに接
続されたネットワークスキャナ装置、および、当該ネットワークスキャナ装置において実
行される画像読取表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＡＮなどのネットワークがオフィスなどにおいても急速に普及してきており、
スキャナ装置においては、ネットワークに接続された１台の装置を、複数のコンピュータ
で共有して使用することが多くなっている。
【０００３】
　このようなネットワークスキャナ装置においては、スキャナ装置で読み取った画像情報
をプレビューしたり、プレビューした画像を編集したり、ネットワークに接続されたコン
ピュータに画像情報を送信したり、パスワードなどを入力したりする機能を備えるため、
通常、キーボードなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を備えている。
【０００４】
　ここで、特許文献１に記載の装置は、読み取った印影などの画像情報を表示するために
、文字用の表示装置より解像度の高い表示装置を、文字用表示装置と一体化させて備えた
ものである。
【０００５】
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　また、特許文献２に記載の装置は、プリンタのモード設定の入力操作性を向上させるた
めに、プリンタ装置にディスプレイとキーボードを接続できるよう構成したものである。
【０００６】
　ネットワークスキャナの中でも、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ
）式のスキャナは、複数枚の原稿用紙をＡＤＦにセットしておけば、連続して自動的に用
紙を給紙し、複数枚の原稿を連続して両面を読み取ることができ、大量の原稿を画像デー
タ（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、ＭＴＩＦＦ（マルチＴＩＦＦ）等のファイル形式）に
一度に変換することができるものである。
【０００７】
　非特許文献１に記載のＡＤＦ式ネットワークスキャナは、入力装置として小型のテンキ
ーやタッチパネルを備え、表示装置として小型のディスプレイを備えた装置である。
【０００８】
【特許文献１】特開平５－２０４５８５号公報
【特許文献２】特開平６－２５５２１１号公報
【非特許文献１】イーストマン・コダック・カンパニー（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ　
Ｃｏｍｐａｎｙ）（会社名）、“Ｓｃａｎ　Ｓｔａｔｉｏｎ　１００”（商品名）、[onl
ine]、掲載年１９９４年-２００６年、Ｅａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ　Ｃｏｍｐａｎｙ（
会社名）、［平成１９年４月４日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://wwwjp.kodak
.com/JP/ja/business/products/network/scanStation100.shtml＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、一般的に、ネットワークスキャナ装置において、入出力装置の小型化と
、入力操作性／出力表示性の向上とは、相反する。すなわち、従来のネットワークスキャ
ナ装置においては、設置場所の自由度を確保するために入出力装置を小型化すれば、入力
装置の操作性は低下し、表示装置による表示の視認性は低下するという問題がある。
【００１０】
　例えば、非特許文献１に記載のＡＤＦ式ネットワークスキャナ装置のように、スキャナ
装置の設置場所の自由度を確保するために設置面積を小さくしようと、入出力装置を小型
化させた場合、利用者がスキャナ装置を使用する場合の利便性を損なうという問題があっ
た。
【００１１】
　特に、特許文献１に記載の表示装置を、ネットワークスキャナ装置に適用しようとする
と、一体化することによる表示装置の肥大化は避けられないという問題がある。
【００１２】
　また、特許文献２に記載のように、ネットワークスキャナ装置にディスプレイやキーボ
ードを接続可能に構成すると、結果として全体的に設置面積は増大するという問題がある
。
【００１３】
　本発明が解決しようとする課題には上述した問題が一例として挙げられる。
【００１４】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、設置場所の自由度を確保することができる一
方で、表示装置による表示の視認性および入力装置の操作性を確保し、スキャナ装置上で
読込んだ画像情報の画像処理やファイル管理を行うことができるスキャナ装置、および、
画像読取表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　このような目的を達成するため、本発明のスキャナ装置は、少なくともキーボードとデ
ィスプレイと制御部と記憶部とを備えたスキャナ装置であって、当該スキャナ装置本体の
上方を覆うように上記キーボードと上記ディスプレイを配置し、上記制御部は、原稿から
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画像情報を読込むよう制御する画像読込手段と、上記画像読込手段により読込まれた上記
画像情報を上記記憶部に格納する画像格納手段と、上記画像格納手段により格納された上
記画像情報に基づいて、上記ディスプレイに任意の上記原稿の上記画像情報が表示される
よう制御する表示制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記制御部は、上
記画像読込手段により読込まれた複数の上記画像情報に、上記原稿の読込み順にページ番
号を付与し、一連の読込み動作により読込まれ上記ページ番号が連続して付与された複数
の上記画像情報を任意のファイル（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、ＭＴＩＦＦ（マルチＴ
ＩＦＦ）等のファイル形式）として上記記憶部に記憶されるよう制御するページ管理手段
、を更に備えたことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記表示制御手段
は、利用者に上記記憶部に格納された上記画像情報の削除、上記ページ番号の入れ替え、
または、上記ファイルの結合の指示を入力させるよう上記ディスプレイを制御し、上記ペ
ージ管理手段は、上記利用者により、上記画像情報の削除を指示する入力があった場合に
当該画像情報を削除し、上記ページ番号の入れ替えを指示する入力があった場合に対応す
る当該ページ番号を入れ替えるよう制御し、または、上記ファイルの結合を指示する入力
があった場合に当該ファイルを結合するよう制御すること、を特徴とする。
【００１８】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記ページ管理手
段は、上記画像読込手段により更に上記ファイルに追加する上記原稿の上記画像情報が読
込まれた場合に、当該画像情報に対して、当該ファイルの最後の上記ページ番号の次の上
記ページ番号を付与し、当該画像情報を当該ファイルに追加して、上記記憶部に格納する
こと、を特徴とする。
【００１９】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記表示制御手段
は、上記利用者に上記画像情報の拡大、縮小、回転、または、移動の指示を入力させるよ
う上記ディスプレイを制御し、上記制御部は、上記利用者により、上記画像の拡大、縮小
、回転、または、移動の上記指示があった場合に、対応する上記画像情報を当該指示に合
わせて画像処理する画像処理手段、をさらに備えたことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記表示制御手段
は、上記記憶部に記憶された複数の上記画像情報のサムネイル画像を上記ディスプレイに
一覧表示されるよう制御すること、を特徴とする。
【００２１】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記制御部は、上
記画像情報から文字、記号または図形を認識して文字等情報を取得する文字等認識手段、
を更に備え、上記表示制御手段は、上記文字等認識手段にて取得された上記文字等情報を
上記ディスプレイに表示されるよう制御し、上記利用者が上記文字、記号または図形を編
集可能に制御すること、を特徴とする。
【００２２】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記ディスプレイ
は、１０２４×７６８画素以上の解像度を有し、上記キーボードは、フルキーボードであ
ること、を特徴とする。
【００２３】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記ディスプレイ
は、タッチパネルを備えたこと、を特徴とする。
【００２４】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記ディスプレイ
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は、８．４インチ以上の表示領域であること、を特徴とする。
【００２５】
　また、本発明のスキャナ装置は、上記記載のスキャナ装置において、上記表示制御手段
は、上記ページ番号の入れ替え、上記ファイルの結合、上記画像情報の削除、拡大、縮小
、回転、または、移動の上記指示を、上記利用者によるドラッグ操作により入力させるよ
う制御すること、を特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の画像読取表示方法は、少なくともキーボードとディスプレイと制御部と
記憶部とを備えたスキャナ装置であって、当該スキャナ装置本体の上方を覆うように上記
キーボードと上記ディスプレイを配置した、スキャナ装置において実行される画像読取表
示方法であって、上記制御部において実行される、原稿から画像情報を読込むよう制御す
る画像読込ステップと、上記画像読込ステップにおいて読込まれた上記画像情報を上記記
憶部に格納する画像格納ステップと、上記画像格納ステップにおいて格納された上記画像
情報に基づいて、上記ディスプレイに任意の上記原稿の上記画像情報が表示されるよう制
御する表示制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明によれば、設置場所の自由度を確保することができる一方で、表示装置による
表示の視認性および入力装置の操作性を確保しながら、スキャナ装置上で読込んだ画像情
報の画像処理やファイル管理を行うことができる。すなわち、省スペースでありながら、
大画面かつキーボードの入出力装置を備えた、スキャナ装置を提供することができる。
【００２８】
　また、この発明によれば、装置単体上のディスプレイで画像をプレビューさせながら、
拡大・縮小や回転、移動、削除などの操作を行えるよう構成したので、利用者はＰＣなど
の端末を必要とすることなく、画像情報の編集作業を行うことができる。
【００２９】
　また、この発明よれば、ページ番号の自動連続付与を行うよう構成したので、利用者は
読込ませた一連の複数の原稿に対応付けて、画像情報を管理することができる。
【００３０】
　また、この発明によれば、大画面で十分満足できる解像度をもつディスプレイを備える
よう構成したので、利用者は、読込ませた複数の画像情報がサムネイル表示で一覧表示さ
れたものを目視しながら、ページの入れ替えや削除やファイルの統合をスキャナ単体上で
操作することができ、ネットワークスキャナ装置の利便性を向上させることができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、ＯＣＲなどの技術により画像情報から文字等を認識するよう構
成したので、利用者は文字等が記載された原稿の画像情報を当該スキャナ装置のキーボー
ド等を使って、容易に編集することができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、ディスプレイにタッチパネルを備えたので、利用者による装置
の操作性をより一層向上させることができる。
【００３３】
　また、本発明によれば、ディスプレイは８．５インチ以上の表示領域を有するよう構成
したので、プレビュー表示品質として劣悪な６．５インチのＶＧＡディスプレイに対し、
十分満足ができる表示を行え、コストパフォーマンスの高いスキャナ装置を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に、本発明にかかるスキャナ装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００３５】
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［本発明の概要］
　以下、本発明の概要について説明し、その後、本発明の構成および処理等について詳細
に説明する。図１は、本発明の基本原理を示すフローチャートである。
【００３６】
　本発明は、概略的に、以下の基本的特徴を有する。すなわち、本発明は、少なくともキ
ーボードとディスプレイと制御部と記憶部とを備えたスキャナ装置である。そして、本発
明の本スキャナ装置は、当該スキャナ装置本体の上方を覆うようにキーボードとディスプ
レイを配置して構成される。ここで、ディスプレイは、１０２４×７６８画素以上の解像
度を有し、キーボードは、フルキーボードであってもよい。ここで、本スキャナ装置は、
ＡＤＦ（auto document feeder）式のスキャナ装置であっても、ＦＢ（flatbed）式のス
キャナ装置であってもよい。
【００３７】
　ここで、「フルキーボード」とは、アルファベット等の文字が、個別に独立したキーに
割り当てられている文字入力キーを有するキーボードをいう。例えば、ＪＩＳ等で規定す
る１０１、１０４，１０６、１０７、１０９、１１２、１１３などの規格のキーボードで
ある。ここで、キーボードは、テンキーを有してもよい。また、好ましくは、ディスプレ
イは、８．４インチ以上の表示領域を有するものである。また、ディスプレイは、タッチ
パネルを備えていてもよい。
【００３８】
　そして、本スキャナ装置は、原稿から画像情報を読込むよう制御する（ステップＳＡ－
１）。
【００３９】
　そして、本スキャナ装置は、読込まれた画像情報を記憶部に格納する（ステップＳＡ－
２）。
【００４０】
　そして、本スキャナ装置は、記憶部に記憶された画像情報に基づいて、ディスプレイに
任意の原稿の画像情報が表示されるよう制御する（ステップＳＡ－３）。ここで、本スキ
ャナ装置は、記憶部に記憶された複数の画像情報のサムネイル画像をディスプレイに一覧
表示されるよう制御してもよい。
【００４１】
　以上が本発明の概要である。ここで、本スキャナ装置は、読込まれた複数の画像情報に
、原稿の読込み順にページ番号を付与し、一連の読込み動作により読込まれページ番号が
連続して付与された複数の画像情報を任意のファイルとして記憶部に記憶されるよう制御
してもよい。また、本スキャナ装置は、現在のファイルサイズおよびファイル総計のサイ
ズを表示するよう構成してもよい。
【００４２】
　上記の場合、本スキャナ装置は、利用者に画像情報の削除、ページ番号の入れ替え、ま
たは、ファイルの結合の指示を入力させるようディスプレイを制御し、利用者により画像
情報の削除を指示する入力があった場合に当該画像情報を削除し、ページ番号の入れ替え
を指示する入力があった場合に対応する当該ページ番号を入れ替えるよう制御し、または
、ファイルの結合を指示する入力があった場合に当該ファイルを結合するよう制御しても
よい。
【００４３】
　また、上記の場合、本スキャナ装置は、更にファイルに追加する原稿の画像情報が読込
まれた場合に、当該画像情報に対して、当該ファイルの最後のページ番号の次のページ番
号を付与し、当該画像情報を当該ファイルに追加して、記憶部に格納してもよい。
【００４４】
　ここで、本スキャナ装置は、利用者に画像情報の拡大、縮小、回転、または、移動の指
示を入力させるようディスプレイを制御し、利用者により、画像の拡大、縮小、回転、ま
たは、移動の指示があった場合に、対応する画像情報を当該指示に合わせて画像処理して
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もよい。
【００４５】
　ここで、本スキャナ装置は、上述したページ番号の入れ替え、ファイルの結合、画像情
報の削除、拡大、縮小、回転、または、移動の指示を、利用者によるドラッグ操作により
入力させるよう制御してもよい。
【００４６】
　ここで、本スキャナ装置は、画像情報から文字、記号または図形を認識して文字等情報
を取得し、取得された文字等情報をディスプレイに表示されるよう制御し、利用者が文字
、記号または図形を編集可能に制御してもよい。以上で、本発明の概要の説明を終える。
【００４７】
［本スキャナ装置の構成］
　まず、スキャナ装置１００の物理構成について、図２～図８を参照しながら詳細に説明
する。図２は、本スキャナ装置１００の実施の形態の一例を示すスキャナ装置である。ま
た、図３は、ディスプレイ１１４がＡＤＦカバーを覆っている構成の一例を示す説明図で
ある。また、図４は、ＡＤＦカバー開閉機構の一例を示す構成図である。また、図５は、
ＡＤＦカバー開閉機構の一例を示す動作説明図である。また、図６は、ＡＤＦカバー開閉
機構の一例を示す動作説明図である。また、図７は、キーボード跳ね上げ機構の一例を示
す説明図である。また、図８は、キーボード跳ね上げ機構の一例を示す説明図である。
【００４８】
　図２に示すように、スキャナ装置１００は、当該スキャナ装置本体の上方を覆うように
ディスプレイ１１４やキーボード１１２が配置されている。ここで、ディスプレイ１１４
は、図２に示すようにタッチパネルを備えてもよい。
【００４９】
　図２に示すように、スキャナ装置１００本体の上方を覆うようにディスプレイ１１４や
キーボード１１２を配置することで、スキャナ装置１００本体の設置面積を大きくするこ
となく、大画面を有するディスプレイ１１４やフルキーボード等の大型のキーボード１１
２を備えることができ、利用者の利便性の確保を図ることができる。
【００５０】
　ここで、図２に示すように、本構成において、ディスプレイ１１４は用紙給紙部１ａの
上方を覆っており、キーボード１１２は用紙排紙部１ｂの上方を覆っているため、紙詰ま
りが発生した場合等、利用者が用紙給紙部１ａまたは用紙排紙部１ｂに対し手動でメンテ
ナンスを行う際など、困難が伴う。そこで、本スキャナ装置１００は、本体正面に向かっ
て左右水平方向に軸を設け、当該軸により、本体とディスプレイ１１４およびキーボード
１１２のそれぞれを、軸回転方向に一定の角度回転自在に固定して構成される。以下、図
３～図８を用いて具体的に説明する。
【００５１】
　すなわち、用紙給紙時にジャム（紙詰まり）などの異常が発生した場合、詰まった紙を
取り除くためには、ＡＤＦカバー４を開く必要がある。図３に示すように、ディスプレイ
１１４が用紙給紙部１ａの上方の空間を覆う状態となっているため、ＡＤＦカバー４を開
くためには、当該開動作に先行してディスプレイ１１４を引き上げる必要がある。逆に、
ディスプレイ１１４を元の状態に引き下げるためには、当該引き下げ動作に先行してＡＤ
Ｆカバー４を閉じる必要がある。すなわち、このような開閉動作は、利用者にとって極め
て煩わしいという問題がある。
【００５２】
　そこで、図４に示すように、本スキャナ装置１００は、ディスプレイ１１４の背面側に
、ＡＤＦカバー開閉機構５を備えている。すなわち、図４に示すように、ＡＤＦカバー開
閉機構５は、ディスプレイ１１４の背面部を固定するガイドレール５ｂと、ＡＤＦカバー
４の上面部を固定するＡＤＦカバー固定具５ａと、をガイドレール５ｂのレール方向に摺
動自在に連結して構成される。
【００５３】
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　これにより、図５（ａ）に示すように、利用者が、ディスプレイ１１４を矢印の方向に
引き起こすよう力を加えると、図５（ｂ）に示すように、ディスプレイ１１４の背面とＡ
ＤＦカバー４とを連結するＡＤＦカバー開閉機構５により、ＡＤＦカバー４がディスプレ
イ１１４と連動して引き上げられる。このとき、ＡＤＦカバー固定具５ａのガイドレール
５ｂとの連結部が、レール中を滑らかに移動することにより、ディスプレイ１１４の回転
軸とＡＤＦカバー４の回転軸とのズレにより生ずる物理的障害を解消している。すなわち
、利用者は、ディスプレイ１１４を手前に引き起こす動作を行うだけで、図６に示すよう
に、ＡＤＦカバー４を完全に開いた状態にすることができる。
【００５４】
　以上のように、利用者がディスプレイ１１４を引き起こす動作や倒す動作を行うと、Ａ
ＤＦカバー開閉機構５により、同時にＡＤＦカバー４が連動して開閉するので、用紙給紙
時にジャムなどの異常が発生した場合でも、ディスプレイ１１４を開閉するというワンア
クションで容易に、異常状態の解除等のためのスキャナ装置本体内部の保守作業を行うこ
とができる。
【００５５】
　また、クレジットカードや名刺等サイズの小さい原稿を読み取った場合に、用紙排紙部
１ｂに原稿が排出されても、用紙排紙部１ｂがキーボード１１２の下部にあたるため、原
稿を取り出しにくい場合がある。
【００５６】
　そこで、図７に示すように、スキャナ装置１００は、スキャナ本体とキーボード１１２
の後端部との結合部に、回転支点となる軸を備えることにより、ディスプレイ１１４の手
前側を上方に引き上げられるよう構成される。このとき、スキャナ装置１００は、図７お
よび図８に示すように、回転軸付近にキーボード跳ね上げ機構６を備えることにより、利
用者によるキーボード引き上げのための力を補助し、メンテナンスを容易にしている。
【００５７】
　これにより、スキャナ装置１００がクレジットカードや名刺などのサイズの小さい原稿
を読み取り、用紙排紙部１ｂに原稿を排出した場合に、ディスプレイ１１４の下側に当該
原稿が隠れてしまうとき等でも、利用者は、ディスプレイ１１４を上方へ跳ね上げること
で、容易に排出された原稿を取り出すことができる。以上が、スキャナ装置１００の物理
構成の説明である。
【００５８】
　つぎに、本スキャナ装置１００の論理構成について説明する。図９は、本発明が適用さ
れる本スキャナ装置の論理構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関
係する部分のみを概念的に示している。本スキャナ装置は、概略的にスキャナ装置１００
は、少なくともキーボード１１２と、ディスプレイ１１４と、制御部１０２と、記憶部１
０６と、を備えて構成される。
【００５９】
　図９において、ネットワーク３００は、スキャナ装置１００とサーバ装置２００と管理
ＰＣ装置８００を相互に接続する機能を有し、例えば、インターネットやイントラネット
や電話回線網等である。
【００６０】
　図９において、サーバ装置２００は、ネットワーク３００を介して、スキャナ装置１０
０と相互に接続され、画像情報等を添付した電話メールを他のメールサーバ装置へ送受信
する機能等を有する。
【００６１】
　ここで、サーバ装置２００は、認証サーバ装置、メールサーバ装置、ＦＡＸサーバ装置
、プリントサーバ装置、または、ネットワーク共有フォルダ装置として構成していてもよ
い。また、サーバ装置２００は、ＷＥＢサーバやＡＳＰサーバ等として構成していてもよ
く、そのハードウェア構成は、一般に市販されるワークステーション、パーソナルコンピ
ュータ等の情報処理装置およびその付属装置により構成していてもよい。また、サーバ装
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置２００の各機能は、サーバ装置２００のハードウェア構成中のＣＰＵ、ディスク装置、
メモリ装置、入力装置、出力装置、通信制御装置等およびそれらを制御するプログラム等
により実現される。
【００６２】
　図９において、管理ＰＣ装置８００は、遠隔操作によりスキャナ装置１００の管理や保
守を行う。ここで、管理ＰＣ装置８００は、一般的に市販されるパーソナルコンピュータ
等の情報処理装置であり、ネットワークスキャナ装置１００が提供するユーザーインター
フェース（例えば、Ｗｅｂコンテンツ等）を表示するよう制御する。ここで、管理ＰＣ装
置８００の各機能は、管理ＰＣ装置８００のハードウェア構成中のＣＰＵ、ディスク装置
、メモリ装置、入力装置、出力装置、通信制御装置等およびそれらを制御するプログラム
等により実現される。
【００６３】
　図９においてスキャナ装置１００は、概略的に、スキャナ装置１００の全体を統括的に
制御するＣＰＵ等の制御部１０２、通信回線等に接続されるルータ等の通信装置（図示せ
ず）に接続される通信制御インターフェース部１０４、キーボード１１２やディスプレイ
１１４に接続される入出力制御インターフェース部１０８、原稿読取部１１３、および、
各種のデータベースやテーブルなどを格納する記憶部１０６を備えて構成されており、こ
れら各部は任意の通信路を介して通信可能に接続されている。更に、このスキャナ装置１
００は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、ネッ
トワーク３００に通信可能に接続されている。
【００６４】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（画像情報ファイル１０６ａ
および文字等ファイル１０６ｂ）は、固定ディスク装置等のストレージ手段であり、各種
処理に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベースやウェブページ等を
格納する。
【００６５】
　これら記憶部１０６の各構成要素のうち、画像情報ファイル１０６ａは、原稿読取部１
１３を制御して原稿から読込まれた画像情報を記憶する画像情報記憶手段である。
【００６６】
　また、文字等ファイル１０６ｂは、読込まれた画像情報から認識された文字、記号また
は図形の文字等情報を記憶する文字等情報記憶手段である。
【００６７】
　また、図９において、通信制御インターフェース部１０４は、スキャナ装置１００とネ
ットワーク３００（またはルータ等の通信装置）との間における通信制御を行う。すなわ
ち、通信制御インターフェース部１０４は、他の端末と通信回線を介してデータを通信す
る機能を有する。
【００６８】
　また、図９において、原稿読取部１１３は、制御部１０２からの制御により原稿から画
像を読取る機能を有し、上述した物理構成における、用紙給紙部１ａから用紙排紙部１ｂ
にわたる機構等を含んで構成される。
【００６９】
　また、図９において、入出力制御インターフェース部１０８は、キーボード１１２やデ
ィスプレイ１１４に接続され、これらの制御を行う。ここで、キーボード１１２は、アル
ファベット等の文字が、個別に独立したキーに割り当てられている文字入力キーを有する
、例えば、ＪＩＳ等で規定する１０１、１０４，１０６、１０７、１０９、１１２、１１
３などの規格のキーボードである。ここで、キーボード１１２は、テンキーを有してもよ
い。また、ディスプレイ１１４としては、８．４インチ以上の表示領域を有するものを用
いてもよい。また、ディスプレイ１１４は、タッチパネルを備えていてもよい。
【００７０】
　また、図９において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
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の制御プログラム、各種の処理手順等を規定したプログラム、および所要データを格納す
るための内部メモリを有し、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための
情報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、画像読込部１０２ａ、画像格納部１０
２ｂ、表示制御部１０２ｃ、ページ管理部１０２ｄ、画像処理部１０２ｅ、文字等認識部
１０２ｆ等を備えて構成されている。
【００７１】
　このうち、画像読込部１０２ａは、原稿読取部１１３を制御して原稿から画像情報を読
込む画像読込手段である。
【００７２】
　また、画像格納部１０２ｂは、画像読込部１０２ａによって読込まれた画像情報を画像
情報ファイル１０６ａに格納する画像格納手段である。
【００７３】
　また、表示制御部１０２ｃは、画像格納部１０２ｂによって格納された画像情報に基づ
いて、ディスプレイ１１４に任意の原稿の画像情報が表示されるよう制御する表示制御手
段である。ここで、表示制御部１０２ｃは、画像情報ファイル１０６ａに格納された複数
の画像情報のサムネイル画像をディスプレイ１１４に一覧表示されるよう制御してもよい
。また、表示制御部１０２ｃは、ページ番号の入れ替え、ファイルの結合、画像情報の削
除、拡大、縮小、回転、または、移動の指示を、利用者によるドラッグ操作により入力さ
せるよう制御してもよい。
【００７４】
　また、ページ管理部１０２ｄは、画像読込部１０２ａによって読込まれた複数の画像情
報に、原稿の読込み順にページ番号を付与し、一連の読込み動作により読込まれページ番
号が連続して付与された複数の画像情報を任意のファイルとして画像情報ファイル１０６
ａに記憶されるよう制御するページ管理手段である。ここで、ページ管理部１０２ｄは、
利用者に画像情報の削除、ページ番号の入れ替え、または、ファイルの結合の指示を入力
させるよう表示制御部１０２ｃによってディスプレイ１１４を制御し、利用者により画像
情報の削除を指示する入力があった場合に当該画像情報を削除し、ページ番号の入れ替え
を指示する入力があった場合に対応する当該ページ番号を入れ替えるよう制御し、または
、ファイルの結合を指示する入力があった場合に当該ファイルを結合するよう制御しても
よい。またここで、ページ管理部１０２ｄは、画像読込部１０２ａによって更にファイル
に追加する原稿の画像情報が読込まれた場合に、当該画像情報に対して、当該ファイルの
最後のページ番号の次のページ番号を付与し、当該画像情報を当該ファイルに追加して、
画像情報ファイル１０６ａに格納してもよい。
【００７５】
　また、画像処理部１０２ｅは、表示制御部１０２ｃにより利用者に画像情報の拡大、縮
小、回転、または、移動の指示を入力させるよう制御されたディスプレイ１１４を介して
、利用者により、画像の拡大、縮小、回転、または、移動の指示があった場合に、画像情
報ファイル１０６に格納された対応する画像情報を当該指示に合わせて画像処理する画像
処理手段である。
【００７６】
　また、文字等認識部１０２ｆは、画像情報ファイル１０６ａに記憶された画像情報から
文字、記号または図形を認識して文字等情報を取得する文字等認識手段である。ここで、
文字等認識部１０２ｆは、取得された文字等情報を、表示制御部１０２ｃによってディス
プレイ１１４に表示されるよう制御し、利用者が文字、記号または図形を編集可能に制御
してもよい。またここで、文字等認識部１０２ｆは、取得された文字等情報を文字等ファ
イル１０６ｂに格納してもよい。以上で、本スキャナ装置の構成の説明を終える。
【００７７】
［本スキャナ装置の処理］
　次に、このように構成された本実施の形態における本スキャナ装置の処理の一例につい
て、以下に図１０～図１３を参照して詳細に説明する。
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【００７８】
［ページ管理処理］
　まず、ページ管理処理の詳細について図１０～図１２を参照して説明する。図１０は、
本実施の形態における本スキャナ装置のページ管理処理の一例を示すフローチャートであ
る。また、図１１および図１２は、本スキャナ装置の読込画像確認編集処理画面の一例を
示す図である。
【００７９】
　まず、図１０に示すように、画像読込部１０２ａは、原稿読取部１１３を制御して、原
稿から画像情報を読込む（ステップＳＢ－１）。
【００８０】
　次に、ページ管理部１０２ｄは、画像読込部１０２ａによって読込まれた複数の画像情
報に、原稿の読込み順にページ番号を付与する（ステップＳＢ－２）。
【００８１】
　そして、画像格納部１０２ｂは、画像読込部１０２ａによって読込まれた画像情報を画
像情報ファイル１０６ａに格納する（ステップＳＢ－３）。ここで、画像格納部１０２ｂ
は、画像読込部１０２ａおよびページ管理部１０２ｄによる一連の読込み動作により読込
まれページ番号が連続して付与された複数の画像情報を任意のファイルとして画像情報フ
ァイル１０６ａに記憶されるよう制御してもよい。
【００８２】
　そして、表示制御部１０２ｃは、画像格納部１０２ｂによって格納された画像情報に基
づいて、ディスプレイ１１４に任意の原稿の画像情報が表示するよう制御する（ステップ
ＳＢ－４）。ここで、表示制御部１０２ｃは、図１２に示すように、画像情報ファイル１
０６ａに格納された複数の画像情報のサムネイル画像をディスプレイ１１４に一覧表示さ
れるよう制御してもよい。
【００８３】
　ここで、図１１の読込画像確認編集処理画面は、プレビュー表示領域ＭＡ－１、原寸表
示ボタンＭＡ－２、横幅合わせ表示ボタンＭＡ－３、縦幅合わせ表示ボタンＭＡ－４、追
加読込ボタンＭＡ－５、前画面表示ボタンＭＡ－６、操作中止ボタンＭＡ－７、左回り９
０度回転ボタンＭＡ－８、右回り９０度回転ボタンＭＡ－９、１８０度回転ボタンＭＡ－
１０、画像削除ボタンＭＡ－１１、次画面表示ボタンＭＡ－１２、および、画像情報保存
ボタンＭＡ－１３を含んで構成される。
【００８４】
　ここで、図１１に示すように、プレビュー表示領域ＭＡ－１は、現在、表示制御部１０
２ｃの処理により表示された画像情報を表示する。表示制御部１０２ｃは、利用者による
原寸表示ボタンＭＡ－２の押下により、プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示された画像情
報を拡大または縮小せず表示させ、横幅合わせ表示ボタンＭＡ－３の押下により、プレビ
ュー表示領域ＭＡ－１の横幅に合わせて画像情報を表示させ、縦幅合わせ表示ボタンＭＡ
－４の押下により、表示制御部１０２ｃの処理によりプレビュー表示領域ＭＡ－１の縦幅
に合わせて画像情報を表示させる。追加読込ボタンＭＡ－５の押下は、画像読込部１０２
ａの処理により原稿読取部１１３を制御し、追加の画像情報を読込ませる。前画面表示ボ
タンＭＡ－６および次画面表示ボタンＭＡ－１２の押下はそれぞれ、画像読込部１０２ａ
に読込まれた画像情報が複数存在する場合に、プレビュー表示領域ＭＡ－１に現在表示さ
れている画像情報の前の画像情報および後ろの画像情報を表示させる。ここで、左回り９
０度回転ボタンＭＡ－８は、画像情報を左に９０度回転させて表示させ、右回り９０度回
転ボタンＭＡ－９は、画像情報を右に９０度回転させて表示させ、１８０度回転ボタンＭ
Ａ－１０は、画像情報を１８０度回転させて表示させる。操作中止ボタンＭＡ－７の押下
は、画像情報の読取の中止、画像情報の編集作業の中止等、各種処理を中止させる。画像
削除ボタンＭＡ－１１の押下は、プレビュー領域に表示される画像情報を削除させ、画像
情報保存ボタンＭＡ－１３の押下は、これらの確認編集処理を反映させた画像情報を画像
情報ファイル１０６ａに保存させる。
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【００８５】
　図１０に戻り、ページ管理部１０２ｄは、利用者により画像情報の削除を指示する入力
があった場合（ステップＳＢ－５、Ｙｅｓ）、当該画像情報を削除する（ステップＳＢ－
６）。すなわち、利用者が画像削除ボタンＭＡ－１１を押した場合、ページ管理部１０２
ｄは、プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示されている画像情報を選択して削除する。ここ
で、複数の画像情報が読込まれた場合は、利用者が削除する画像情報を前画面表示ボタン
ＭＡ－６または次画面表示ボタンＭＡ－１２の操作により選択し、画像削除ボタンＭＡ－
１１を押すことにより削除してもよい。ここで、表示制御部１０２ｃは、図１２に示すよ
うに、画像情報ファイル１０６ａに格納された複数の画像情報のサムネイル画像をディス
プレイ１１４に一覧表示されるよう制御してもよく、利用者は一覧表示されている画像を
クリック操作で選択し、画像削除ボタンＭＡ－１１の操作により削除してもよい。その後
、表示制御部１０２ｃは、削除処理を反映させた画像情報をプレビュー表示領域ＭＡ－１
に表示するよう制御する（ステップＳＢ－４）。一方、利用者により画像情報の削除を指
示するよう入力がなかった場合は（ステップＳＢ－５、Ｎｏ）、次の処理に進む。
【００８６】
　ここで、ページ管理部１０２ｄは、利用者によりページ番号の入れ替え指示があった場
合（ステップＳＢ－７、Ｙｅｓ）、対応する当該ページ番号を入れ替えるよう制御する（
ステップＳＢ－８）。すなわち、図１２に示すように、例えば、利用者がプレビュー表示
領域ＭＡ－１に表示されている複数の画像情報のサムネイル画像をドラッグアンドドロッ
プ操作で７ページ目の画像を５ページ目の画像の後に移動した場合、ページ管理部１０２
ｄは、移動した元７ページ目の画像に６ページ番号を付与し、元の６ページ目の画像に７
ページ番号を付与することで、ページ番号を入れ替えるよう制御する。その後、表示制御
部１０２ｃは、ページ入れ替え処理を反映させた画像情報をプレビュー表示領域ＭＡ－１
に表示するよう制御する（ステップＳＢ－４）。一方、利用者によりページの入れ替え指
示がなかった場合は（ステップＳＢ－７、Ｎｏ）、次の処理に進む。
【００８７】
　ここで、ページ管理部１０２ｄは、利用者によりファイルを結合する指示があった場合
（ステップＳＢ－９、Ｙｅｓ）、当該ファイルを結合するよう制御する（ステップＳＢ－
１０）。例えば、利用者が２ページからなるファイルＡと３ページからなるファイルＢの
２つファイルを選択し１つファイルに結合するよう操作した場合（図示せず）、ページ管
理部１０２ｄは、選択されたファイルＡの３ページ目からファイルＢに連続してページ番
号を付与し、２つのファイルＡとＢを結合した５ページからなるファイルＣを作成するよ
う制御する。その後、表示制御部１０２ｃは、ファイル結合処理を反映させた画像情報を
プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示するよう制御する（ステップＳＢ－４）。一方、利用
者によりファイルを結合する指示がなかった場合は（ステップＳＢ－９、Ｎｏ）、次の処
理に進む。
【００８８】
　ここで、ページ管理部１０２ｄは、画像読込部１０２ａによって更にファイルに追加す
る原稿の画像情報が読込まれた場合（ステップＳＢ－１１、Ｙｅｓ）、当該画像情報に対
して、当該ファイルの最後のページ番号の次のページ番号を付与する（ステップＳＢ－１
２）。すなわち、利用者が追加読込ボタンＭＡ－５を操作し、画像読込部１０２ａの処理
により原稿読取部１１３を制御し、追加の画像情報を読込ませた場合、ページ管理部１０
２ｄは、当該画像情報に対して、当該ファイルの最後のページ番号の次のページ番号を付
与する。ここで、ページ管理部１０２ｄは、当該画像情報を当該ファイルに追加して、画
像格納部１０２ｂの処理により画像情報ファイル１０６ａに格納してもよい。その後、表
示制御部１０２ｃは、ファイル追加処理を反映させた画像情報をプレビュー表示領域ＭＡ
－１に表示するよう制御する（ステップＳＢ－４）。また、利用者によりファイルを結合
する指示がなかった場合も（ステップＳＢ－９、Ｎｏ）、画像情報の表示処理（ステップ
ＳＢ－４）に戻る。
【００８９】
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　また、上述の各処理は、利用者が操作中止ボタンＭＡ－７を操作することにより中止す
ることができ、これらの確認編集処理を反映させた画像情報は、画像情報保存ボタンＭＡ
－１３を操作することにより、画像情報ファイル１０６ａに保存することができる。また
、上述した利用者による各指示入力（各種ボタンの押下など）において、表示制御部１０
２ｂは、各指示を利用者によるマウスやタッチパネル等の各種の入力手段を用いたドラッ
グ操作により入力させるよう制御してもよい。以上で、ページ管理処理の説明を終える。
【００９０】
［画像処理］
　次に、画像処理の詳細について図１１および図１３を参照して説明する。図１１は、本
スキャナ装置の読込画像確認編集処理画面の一例を示す図であり、図１３は、本実施の形
態における本スキャナ装置の画像処理の一例を示すフローチャートである。
【００９１】
　ここで、図１３に示すステップＳＣ－１～ステップＳＣ－４は、上述の図１０のステッ
プＳＢ－１～ステップＳＢ－４に対応するため、説明を省略する。
【００９２】
　まず、画像処理部１０２ｅは、利用者により画像情報を拡大するよう指示する入力があ
った場合（ステップＳＣ－５、Ｙｅｓ）、当該画像情報が拡大するよう画像処理する（ス
テップＳＣ－６）。すなわち、利用者が図１１に示すプレビュー表示領域ＭＡ－１に表示
された画像情報を拡大して表示するよう操作した場合（図示せず）、画像処理部１０２ｅ
は、プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示されている画像情報を拡大するよう画像処理し、
その後、表示制御部１０２ｃは、拡大処理を反映させた画像情報をプレビュー表示領域Ｍ
Ａ－１に表示するよう制御する（ステップＳＣ－４）。一方、利用者により画像情報の拡
大を指示するよう入力がなかった場合は（ステップＳＣ－５、Ｎｏ）、次の処理に進む。
【００９３】
　次に、画像処理部１０２ｅは、利用者により画像情報を縮小するよう指示する入力があ
った場合（ステップＳＣ－７、Ｙｅｓ）、当該画像情報を縮小するよう画像処理する（ス
テップＳＣ－８）。すなわち、利用者が図１１に示すプレビュー表示領域ＭＡ－１に表示
された画像情報を縮小して表示するよう操作した場合（図示せず）、画像処理部１０２ｅ
は、プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示されている画像情報を縮小するよう画像処理し、
その後、表示制御部１０２ｃは、縮小処理を反映させた画像情報をプレビュー表示領域Ｍ
Ａ－１に表示するよう制御する（ステップＳＣ－４）。一方、利用者により画像情報の縮
小を指示するよう入力がなかった場合は（ステップＳＣ－７、Ｎｏ）、次の処理に進む。
【００９４】
　そして、画像処理部１０２ｅは、利用者により画像情報を回転させるよう指示する入力
があった場合（ステップＳＣ－９、Ｙｅｓ）、当該画像情報が回転するよう画像処理する
（ステップＳＣ－１０）。すなわち、利用者が図１１に示す左回り９０度回転ボタンＭＡ
－８を押した場合、画像処理部１０２ｅは、プレビュー表示領域ＭＡ－１に表示されてい
る画像情報を左に９０度回転させて表示させる。ここで、利用者が図１１に示す右回り９
０度回転ボタンＭＡ－９を押した場合、画像処理部１０２ｅは、プレビュー表示領域ＭＡ
－１に表示されている画像情報を右に９０度回転させて表示させる。またここで、利用者
が図１１に示す１８０度回転ボタンＭＡ－１０を押した場合、画像処理部１０２ｅは、プ
レビュー表示領域ＭＡ－１に表示されている画像情報を１８０度回転させて表示させる。
その後、表示制御部１０２ｃは、これらの回転処理を反映させた画像情報をプレビュー表
示領域ＭＡ－１に表示するよう制御する（ステップＳＣ－４）。一方、利用者により画像
情報を回転させる指示の入力がなかった場合は（ステップＳＣ－９、Ｎｏ）、次の処理に
進む。
【００９５】
　そして、画像処理部１０２ｅは、利用者により画像情報を移動させるよう指示する入力
があった場合（ＳＣ－１１、Ｙｅｓ）、当該画像情報が移動するよう画像処理する（ステ
ップ１２）。例えば、画像処理部１０２ｅは、表示制御部１０２ｂの処理により利用者に
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よるドラッグ操作により移動指示が入力された場合に、当該画像情報を移動するよう画像
処理を行ってもよい。その後、表示制御部１０２ｃは、これらの移動処理を反映させた画
像情報をプレビュー表示領域ＭＡ－１に表示するよう制御する（ステップＳＣ－４）。一
方、移動指示が入力されなかった場合も（ＳＣ－１１、Ｎｏ）、画像情報の表示処理（ス
テップＳＣ－４）に戻る。
【００９６】
　また、図示されていないが、文字等認識部１０２ｆは、画像情報ファイル１０６ａに格
納された画像情報から文字、記号または図形を認識して文字等情報を取得する。ここで、
文字等認識部１０２ｆは、取得された文字等情報を、表示制御部１０２ｃによってディス
プレイ１１４に表示されるよう制御し、利用者が文字、記号または図形を編集可能に制御
してもよい。またここで、文字等認識部１０２ｆは、取得された文字等情報を文字等ファ
イル１０６ｂに格納してもよい。これにより、画像情報を、キーワード等を用いて検索に
よりページ移動等を行うことができる。
【００９７】
　また、上述の各処理は、利用者が図１１の操作中止ボタンＭＡ－７を操作することによ
り中止することができ、これらの確認編集処理を反映させた画像情報は、図１１の画像情
報保存ボタンＭＡ－１３を操作することにより、画像情報ファイル１０６ａに保存するこ
とができる。ここで、上述した利用者による各指示入力（各種ボタンの押下などによる拡
大、縮小、回転、または、移動の指示の入力）において、表示制御部１０２ｂは、各指示
を利用者によるマウスやタッチパネル等の各種の入力手段を用いたドラッグ操作により入
力させるよう制御してもよい。以上で、画像処理の説明を終了する。
【００９８】
［他の実施の形態］
　さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
【００９９】
　例えば、スキャナ装置１００がスタンドアローンの形態で処理を行う場合を一例に説明
したが、スキャナ装置１００とは別筐体で構成されるクライアント端末からの要求に応じ
て処理を行い、その処理結果を当該クライアント端末に返却するように構成してもよい。
【０１００】
　また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１０１】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１０２】
　また、スキャナ装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概略的なものであり、必
ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
【０１０３】
　例えば、スキャナ装置１００の各装置が備える処理機能、特に制御部１０２にて行われ
る各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現
することができ、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現すること
も可能である。尚、プログラムは、後述する記録媒体に記録されており、必要に応じてス
キャナ装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部１
０６などは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）として協働してＣＰＵに命令を
与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュー
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タプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部
を構成する。
【０１０４】
　また、このコンピュータプログラムは、スキャナ装置１００に対して任意のネットワー
ク３００を介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく
、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。
【０１０５】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネットワークを介
してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラムを保持す
る「通信媒体」を含むものとする。
【０１０６】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０１０７】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（画像情報ファイル１０６ａおよび文
字等ファイル１０６ｇ）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定デ
ィスク装置、フレキシブルディスク、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理や
ウェブサイト提供に用いる各種のプログラムやテーブルやデータベースやウェブページ用
ファイル等を格納する。
【０１０８】
　また、スキャナ装置１００は、既知のパーソナルコンピュータ、ワークステーション等
の情報処理装置を接続し、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プ
ログラム、データ等を含む）を実装することにより実現してもよい。
【０１０９】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じた任意の単位で、機能的または物理的に分散・統合して構成する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、設置場所の自由度を確保することができ
る一方で、表示装置による表示の視認性および入力装置の操作性を確保しながら、スキャ
ナ装置上で読込んだ画像情報の画像処理やファイル管理を行うことができるスキャナ装置
および画像読取表示方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の基本原理を示すフローチャートである。
【図２】本スキャナ装置１００の実施の形態の一例を示すスキャナ装置である。
【図３】ディスプレイ１１４がＡＤＦカバーを覆っている構成の一例を示す説明図である
。
【図４】ＡＤＦカバー開閉機構の一例を示す構成図である。
【図５】ＡＤＦカバー開閉機構の一例を示す動作説明図である。
【図６】ＡＤＦカバー開閉機構の一例を示す動作説明図である。
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【図７】キーボード跳ね上げ機構の一例を示す説明図である。
【図８】キーボード跳ね上げ機構の一例を示す説明図である。
【図９】本発明が適用される本スキャナ装置１００の論理構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１０】本実施の形態における本スキャナ装置１００のページ管理処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図１１】本スキャナ装置１００の読込画像確認編集処理画面の一例を示す図である。
【図１２】本スキャナ装置１００の複数の画像を一覧表示した読込画像確認編集処理画面
の一例を示す図である。
【図１３】本実施の形態における本スキャナ装置１００の画像処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【０１１２】
　１ａ　用紙給紙部
　１ｂ　用紙排紙部
　４　　ＡＤＦカバー
　５　　ＡＤＦカバー開閉機構
　５ａ　ＡＤＦカバー固定具
　５ｂ　ガイドレール
　６　　キーボード跳ね上げ機構
　１００　スキャナ装置
　　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　　１０２ａ　画像読込部
　　　　　　　　　１０２ｂ　画像格納部
　　　　　　　　　１０２ｃ　表示制御部
　　　　　　　　　１０２ｄ　ページ管理部
　　　　　　　　　１０２ｅ　画像処理部
　　　　　　　　　１０２ｆ　文字等認識部
　　　　　１０４　通信制御インターフェース部
　　　　　１０６　記憶部
　　　　　　　　　１０６ａ　画像情報ファイル
　　　　　　　　　１０６ｂ　文字等ファイル
　　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　　　　　１１２　キーボード
　　　　　１１３　画像読込装置
　　　　　１１４　ディスプレイ（タッチパネル）
　２００　サーバ装置
　３００　ネットワーク
　８００　管理ＰＣ装置
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