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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帳票データを登録するデータ登録サーバとネットワークを介して接続されたデータ入力
端末であって、
　前記帳票データが入力されるデータ入力部と、
　前記データ登録サーバのデータの受付が完了するか否かを予測し、該予測結果を含む条
件と、ネットワークの回線速度、業務の多忙度、前記帳票データの蓄積量、データ入力端
末および／またはデータ登録サーバのデータ受付時間を含む選択条件から算出した評価点
と、に応じて、３段階の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工段階を演
算処理装置により選択する選択部と、
　前記選択部により選択された前記データ加工方式の加工段階まで前記データ入力部に入
力された前記帳票データを演算処理装置により加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データをデータ通信によって前記データ登
録サーバに送信する送信部と、
　を備える、データ入力端末。
【請求項２】
　前記データ加工部は、
　前記選択部により選択された前記データ加工方式の加工段階まで加工された前記帳票デ
ータに、前記データ加工方式を識別するデータ加工方式フラグを設定する、請求項１に記
載のデータ入力端末。
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【請求項３】
　前記帳票データは、印鑑登録帳票データであって、
　前記データ加工方式は、
　前記印鑑登録帳票データの読み込み段階、
　前記印鑑登録帳票データの印影部分の切り出し段階、
　前記印鑑登録帳票データの印影部分を切り出し、前記印影部分の濃淡を調整し、前記濃
淡調整後のイメージデータを２値化する段階と、
　を含む加工段階からなる、請求項１または２のいずれかに記載のデータ入力端末。
【請求項４】
　帳票データを入力するデータ入力端末とネットワークを介して接続されたデータ登録サ
ーバであって、
　前記データ入力端末に入力され、前記データ入力端末により前記データ登録サーバのデ
ータの受付が完了するか否かの予測結果を含む条件と、ネットワークの回線速度、業務の
多忙度、前記帳票データの蓄積量、データ入力端末および／またはデータ登録サーバのデ
ータ受付時間を含む選択条件から算出した評価点と、に応じて、３段階の加工段階からな
るデータ加工方式のうちいずれかの加工段階が選択され、該選択されたデータ加工方式の
加工段階まで加工された前記帳票データをデータ通信によって受信する受信部と、
　前記データ入力端末による前記帳票データの加工段階に応じて、演算処理装置により前
記帳票データを加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データを演算処理装置によりデータベース
に登録するデータ登録部と、
　を備える、データ登録サーバ。
【請求項５】
　前記データ入力端末により加工された前記帳票データには、前記データ加工方式を識別
するデータ加工方式フラグが設定され、
　前記データ加工部は、前記データ加工方式フラグに基づいて前記帳票データを加工する
、請求項４に記載のデータ登録サーバ。
【請求項６】
　前記帳票データは、印鑑登録帳票データであって、
　前記データ加工部は、
　前記データ入力端末によるデータの加工段階が前記印鑑登録帳票データの読み込み段階
であった場合に、前記印鑑登録帳票データの印影部分を切り出し、前記印影部分の濃淡を
調整し、前記濃淡調整後のイメージデータを２値化し、
　前記データ入力端末によるデータの加工段階が前記印鑑登録帳票データの印影部分の切
り出し段階であった場合に、前記印影部分の濃淡を調整し、前記濃淡調整後のイメージデ
ータを２値化する、請求項４または５のいずれかに記載のデータ登録サーバ。
【請求項７】
　帳票データを入力するデータ入力端末と、前記帳票データを登録するデータ登録サーバ
とがネットワークを介して接続されるデータ登録システムであって、
　前記データ入力端末は、
　前記帳票データを入力するデータ入力部と、
　前記データ登録サーバのデータの受付が完了するか否かを予測し、該予測結果を含む条
件と、ネットワークの回線速度、業務の多忙度、前記帳票データの蓄積量、データ入力端
末および／またはデータ登録サーバのデータ受付時間を含む選択条件から算出した評価点
と、に応じて、３段階の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工段階を演
算処理装置により選択する選択部と、
　前記選択部により選択された前記データ加工方式の加工段階まで前記データ入力部に入
力された前記帳票データを演算処理装置により加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データを前記データ登録サーバにデータ通
信によって送信する送信部と、
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　を備え、
　前記データ登録サーバは、
　前記データ入力端末による前記帳票データの加工段階に応じて、演算処理装置により前
記帳票データを加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データを演算処理装置によりデータベース
に登録するデータ登録部と、
　を備える、データ登録システム。
【請求項８】
　コンピュータを、
　帳票データを登録するデータ登録サーバとネットワークを介して接続されたデータ入力
端末であって、
　前記帳票データが入力されるデータ入力部と、
　前記データ登録サーバのデータの受付が完了するか否かを予測し、該予測結果を含む条
件と、ネットワークの回線速度、業務の多忙度、前記帳票データの蓄積量、データ入力端
末および／またはデータ登録サーバのデータ受付時間を含む選択条件から算出した評価点
と、に応じて、３段階の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工段階を演
算処理装置により選択する選択部と、
　前記選択部により選択された前記データ加工方式の加工段階まで前記データ入力部に入
力された前記帳票データを演算処理装置により加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データを前記データ登録サーバにデータ通
信によって送信する送信部と、
　を備える、データ入力端末として機能させるためのプログラム。
【請求項９】
　コンピュータを、
　帳票データを入力するデータ入力端末とネットワークを介して接続されたデータ登録サ
ーバであって、
　前記データ入力端末に入力され、前記データ入力端末により前記データ登録サーバのデ
ータの受付が完了するか否かの予測結果を含む条件と、ネットワークの回線速度、業務の
多忙度、前記帳票データの蓄積量、データ入力端末および／またはデータ登録サーバのデ
ータ受付時間を含む選択条件から算出した評価点と、に応じて、３段階の加工段階からな
るデータ加工方式のうちいずれかの加工段階が選択され、該選択されたデータ加工方式の
加工段階まで加工された前記帳票データをデータ通信によって受信する受信部と、
　前記データ入力端末による前記帳票データの加工段階に応じて、演算処理装置により前
記帳票データを加工するデータ加工部と、
　前記データ加工部により加工された前記帳票データを演算処理装置によりデータベース
に登録するデータ登録部と、
　を備える、データ登録サーバとして機能させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ入力端末、データ登録サーバ、データ登録システムおよびプログラム
に関し、特に、印鑑登録帳票データを加工してデータベースに登録するデータ入力端末、
データ登録サーバ、データ登録システムおよびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、印鑑登録システムにおいて、印鑑の印影の登録は、以下の（１）～（４）の作業
を端末とサーバにおいて作業分担して行われていた。
（１）印鑑登録帳票の読み込み（データ量が多い。）
（２）印影部分の切り出し
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（３）印影部分の濃淡の調整
（４）切り出し部分をデータベースに登録（データ量が少ない。）
【０００３】
　通常、上記（１）～（４）の作業は、端末とサーバにおいて常に同一の作業分担により
実行されていた。具体的には、以下のＡまたはＢのいずれか一の処理方式が実行されてい
た。
　Ａ．上記（１）が端末で実行された後、読み込まれた印鑑登録帳票のデータがサーバに
送信されて、上記（２）～（４）がサーバで実行される。
　Ｂ．上記（１）～（３）が端末で実行された後、加工されたデータがサーバに送信され
て、上記（４）がサーバで実行される。
【０００４】
　上記Ａの処理方式により、端末が長時間占有されることを防止することができる。また
、上記Ｂの処理方式により、回線速度が遅い場合に送信データを減少させることができる
。
【０００５】
　しかし、回線速度が混在する環境において、上記ＡまたはＢのいずれかのデータ処理方
式をすべての印鑑登録システムに適用した場合には、それぞれ以下のような問題があった
。例えば上記Ａの場合には、回線速度が遅い端末において、印鑑登録帳票のデータをすべ
て送信すると、端末の占有時間が長くなってしまう。また、当日に扱うイメージデータを
限られた時間（例えば１日以内）でサーバに送信できなくなってしまう。また、上記Ｂの
場合には、回線速度が速い端末において、端末で印影の登録を行うと上記（２）や（３）
の作業により端末の登録処理が長くなり、端末が長時間占有されてしまう。
【０００６】
　そこで、端末またはサーバにおけるＣＰＵの負荷状態に応じてデータの加工処理を実行
する技術が開示されている（例えば、特許文献１）。これにより、端末またはサーバにお
けるＣＰＵの負荷状態を勘案して、データ処理方式を変更することが可能となる。
【０００７】
【特許文献１】特開平０７－４４４９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、印鑑登録システムにおけるデータ処理方式には、上記ＡまたはＢの方式だけで
なく、例えば、上記（１）および（２）が端末で実行され、上記（３）および（４）がサ
ーバで実行されるデータ処理方式も考えられる。このように、複数のデータ処理方式が存
在する場合に、ＣＰＵの負荷状態だけでなく、回線速度や送信データのデータサイズやデ
ータ蓄積量、端末やサーバのデータ受付時間などを総合的に勘案しなければ、最適なデー
タ処理方式を選択できないという問題があった。
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、種々の選択条件に応じて最適なデータ処理方式を選択することが可能な、新規かつ改
良されたデータ入力端末、データ登録サーバ、データ登録システムおよびプログラムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、帳票データを登録するデータ
登録サーバとネットワークを介して接続されたデータ入力端末であって、帳票データが入
力されるデータ入力部と、複数の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工
段階を選択する選択部と、選択部により選択されたデータ加工方式の加工段階までデータ
入力部に入力された帳票データを加工するデータ加工部と、データ加工部により加工され
た帳票データをデータ登録サーバに送信する送信部と、を備える、データ入力端末が提供
される。
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【００１０】
　かかる構成によれば、入力された帳票データを、選択された加工方式の加工段階まで加
工することができる。これにより、種々の選択条件に応じて最適なデータ処理方式を選択
することが可能となる。
【００１１】
　上記データ加工部は、選択部により選択されたデータ加工方式の加工段階まで加工され
た帳票データに、データ加工方式を識別するデータ加工方式フラグを設定するようにして
もよい。
【００１２】
　上記選択部は、ネットワークの回線速度、帳票データの蓄積量、データ入力端末および
／またはデータ登録サーバのデータ受付時間を含む選択条件に応じてデータ加工方式を選
択するようにしてもよい。
【００１３】
　帳票データは、印鑑登録帳票データであって、データ加工方式は、印鑑登録帳票データ
の読み込み段階、印鑑登録帳票データの印影部分の切り出し段階、印鑑登録帳票データの
印影部分を切り出し、印影部分の濃淡を調整し、濃淡調整後のイメージデータを２値化す
る段階と、を含む加工段階からなっていてもよい。
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、帳票データを入力するデータ
入力端末とネットワークを介して接続されたデータ登録サーバであって、データ入力端末
に入力され、データ入力端末により、複数の加工段階からなるデータ加工方式のうちいず
れかの加工段階が選択され、該選択されたデータ加工方式の加工段階まで加工された帳票
データを受信する受信部と、データ入力端末による帳票データの加工段階に応じて、帳票
データを加工するデータ加工部と、データ加工部により加工された帳票データをデータベ
ースに登録するデータ登録部と、を備える、データ登録サーバが提供される。
【００１５】
　また、データ入力端末により加工された帳票データには、データ加工方式を識別するデ
ータ加工方式フラグが設定され、データ加工部は、データ加工方式フラグに基づいて帳票
データを加工するようにしてもよい。
【００１６】
　また、帳票データは、印鑑登録帳票データであって、データ加工部は、データ入力端末
によるデータの加工段階が印鑑登録帳票データの読み込み段階であった場合に、印鑑登録
帳票データの印影部分を切り出し、印影部分の濃淡を調整し、濃淡調整後のイメージデー
タを２値化し、データ入力端末によるデータの加工段階が印鑑登録帳票データの印影部分
の切り出し段階であった場合に、印影部分の濃淡を調整し、濃淡調整後のイメージデータ
を２値化するようにしてもよい。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、帳票データを入力するデータ
入力端末と、帳票データを登録するデータ登録サーバとがネットワークを介して接続され
るデータ登録システムが提供される。
【００１８】
　上記データ入力端末は、帳票データを入力するデータ入力部と、複数の加工段階からな
るデータ加工方式のうちいずれかの加工段階を選択する選択部と、選択部により選択され
たデータ加工方式の加工段階までデータ入力部に入力された帳票データを加工するデータ
加工部と、データ加工部により加工された帳票データをデータ登録サーバに送信する送信
部と、を備える。
【００１９】
　上記データ登録サーバは、データ入力端末による帳票データの加工段階に応じて、帳票
データを加工するデータ加工部と、データ加工部により加工された帳票データをデータベ
ースに登録するデータ登録部と、を備える。
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【００２０】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、帳票データ
を登録するデータ登録サーバとネットワークを介して接続されたデータ入力端末であって
、帳票データが入力されるデータ入力部と、複数の加工段階からなるデータ加工方式のう
ちいずれかの加工段階を選択する選択部と、選択部により選択されたデータ加工方式の加
工段階までデータ入力部に入力された帳票データを加工するデータ加工部と、データ加工
部により加工された帳票データをデータ登録サーバに送信する送信部と、を備える、デー
タ入力端末として機能させるためのプログラムが提供される。
【００２１】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、帳票データ
を入力するデータ入力端末とネットワークを介して接続されたデータ登録サーバであって
、データ入力端末に入力され、前記データ入力端末により複数の加工段階からなるデータ
加工方式のうちいずれかの加工段階が選択され、該選択されたデータ加工方式の加工段階
まで加工された前記帳票データを受信する受信部と、データ入力端末による帳票データの
加工段階に応じて、帳票データを加工するデータ加工部と、データ加工部により加工され
た帳票データをデータベースに登録するデータ登録部と、を備える、データ登録サーバと
して機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、種々の選択条件に応じて最適なデータ処理方式を
選択することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　また、以下に示す順序に従って当該「発明を実施するための最良の形態」を説明する。
〔１〕本実施形態の目的
〔２〕データ入力端末およびデータ登録サーバの機能構成
〔３〕データ入力端末およびデータ登録サーバの動作の詳細
〔４〕データ入力端末およびデータ登録サーバの具体例
【００２５】
本実施形態の目的
　まず、本実施形態の目的について説明する。従来、印鑑登録システムにおいて、印鑑の
印影の登録は、以下の（１）～（４）の作業を端末とサーバにおいて作業分担して行われ
ていた。
（１）印鑑登録帳票の読み込み（データ量が多い。）
（２）印影部分の切り出し
（３）印影部分の濃淡の調整
（４）切り出し部分をデータベースに登録（データ量が少ない。）
【００２６】
　通常、上記（１）～（４）の作業は、端末とサーバにおいて常に同一の作業分担により
実行されていた。具体的には、以下のＡまたはＢのいずれか一の処理方式が実行されてい
た。
　Ａ．上記（１）が端末で実行された後、読み込まれた印鑑登録帳票のデータがサーバに
送信されて、上記（２）～（４）がサーバで実行される。
　Ｂ．上記（１）～（３）が端末で実行された後、加工されたデータがサーバに送信され
て、上記（４）がサーバで実行される。
【００２７】
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　上記Ａの処理方式により、端末が長時間占有されることを防止することができる。また
、上記Ｂの処理方式により、回線速度が遅い場合に送信データを減少させることができる
。
【００２８】
　しかし、回線速度が混在する環境において、上記ＡまたはＢのいずれかのデータ処理方
式をすべての印鑑登録システムに適用した場合には、それぞれ以下のような問題があった
。例えば上記Ａの場合には、回線速度が遅い端末において、印鑑登録帳票のデータをすべ
て送信すると、端末の占有時間が長くなってしまう。また、当日に扱うイメージデータを
限られた時間（例えば１日以内）でサーバに送信できなくなってしまう。また、上記Ｂの
場合には、回線速度が速い端末において、端末で印影の登録を行うと上記（２）や（３）
の作業により端末の登録処理が長くなり、端末が長時間占有されてしまう。
【００２９】
　そこで、端末またはサーバにおけるＣＰＵの負荷状態に応じてデータの加工処理を実行
する技術が開示されている。これにより、端末またはサーバにおけるＣＰＵの負荷状態を
勘案して、データ処理方式を変更することが可能となる。しかし、印鑑登録システムにお
けるデータ処理方式には、上記ＡまたはＢの方式だけでなく、例えば、上記（１）および
（２）が端末で実行され、上記（３）および（４）がサーバで実行されるデータ処理方式
も考えられる。このように、複数のデータ処理方式が存在する場合に、ＣＰＵの負荷状態
だけでなく、回線速度や送信データのデータサイズやデータ蓄積量、端末やサーバのデー
タ受付時間などを総合的に勘案しなければ、最適なデータ処理方式を選択できないという
問題があった。
【００３０】
　そこで、本発明は、上記のような事情を一着眼点として、本発明の実施形態にかかるデ
ータ登録システム１が提供されるに至った。本実施形態にかかるデータ登録システム１に
よれば、種々の選択条件に応じて最適なデータ処理方式を選択することが可能となる。
【００３１】
データ入力端末およびデータ登録サーバの機能構成
　次に、図１を参照して、本実施形態にかかるデータ登録システム１の全体構成について
説明する。図１に示したように、データ登録システム１は、データ入力端末１０とデータ
登録サーバ２０とを備える。データ入力端末１０とデータ登録サーバ２０とは、ネットワ
ークを介して通信可能に接続されている。
【００３２】
　次に、図１を参照して、本実施形態にかかるデータ入力端末１０およびデータ登録サー
バ２０の機能構成について説明する。データ入力端末１０は、データ入力部１０２、選択
部１０４、データ加工部１０６、送信部１０８などを備える。
【００３３】
　データ入力部１０２には帳票データが入力され、該帳票データをデータ加工部１０６に
提供する機能を有する。データ入力部１０２に入力される帳票データは、例えば、印鑑登
録帳票データ等を例示することができる。
【００３４】
　選択部１０４は、複数の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工段階を
選択する機能を有する。帳票データが印鑑登録帳票データであった場合には、例えば、以
下のような加工段階が考えられる。
　段階１：印鑑登録帳票データの読み込み段階
　段階２：印鑑登録帳票データの印影部分の切り出し段階
　段階３：印鑑登録帳票データの印影部分を切り出し、印影部分の濃淡を調整し、濃淡調
整後のイメージデータを２値化する段階
【００３５】
　選択部１０４は、ネットワークの回線速度、帳票データの蓄積量、データ入力端末およ
び／またはデータ登録サーバのデータ受付時間を含む種々の選択条件に応じて、上記の加
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工段階からなるデータ加工方式のいずれかを選択する。
【００３６】
　データ加工部１０６は、選択部１０４により選択されたデータ加工方式の加工段階まで
、データ入力部１０２より提供された帳票データを加工する機能を有する。データ加工部
１０６は、加工した帳票データを送信部１０８に提供する。
【００３７】
　また、データ加工部１０６は、選択部１０４により選択されたデータ加工方式の加工段
階まで加工された帳票データに、データ加工方式を識別するデータ加工方式フラグを設定
する機能を有する。帳票データが印鑑登録帳票データであった場合に、データ加工方式フ
ラグは、例えば以下のように例示できる。
【００３８】

【００３９】
　送信部１０８は、データ加工部１０６により加工された帳票データをデータ登録サーバ
２０に送信する機能を有する。帳票データが印鑑登録帳票データであった場合には、送信
部１０８により送信される帳票データは、上記した加工段階のいずれかの段階まで加工さ
れたデータである。
【００４０】
　例えば、加工段階が上記の段階１であった場合には、データ入力部１０２により入力さ
れた印鑑登録帳票データがそのままデータ登録サーバ２０に送信される。加工段階が上記
の段階２であった場合には、印鑑登録帳票データの印影部分が切り出された切り出しデー
タがデータ登録サーバ２０に送信される。加工段階が上記の段階３であった場合には、印
鑑登録帳票データの印影部分が切り出されて、印影部分の濃淡が調整されたイメージデー
タが２値化されたデータがデータ登録サーバ２０に送信される。
【００４１】
　以上、データ入力端末１０の機能構成について説明した。次に、データ登録サーバ２０
の機能構成について説明する。図１に示したように、データ登録サーバ２０は、受信部２
０２、データ加工部２０４、データ登録部２０６、データベース２０８などを備える。
【００４２】
　受信部２０２は、データ入力端末１０の送信部１０８により送信された帳票データを受
信する機能を有する。また、受信部２０２は、受信した帳票データをデータ加工部２０４
に提供する機能を有する。受信部２０２に送信される帳票データは、上記したように、デ
ータ入力端末１０により、複数の加工段階からなるデータ加工方式のうちいずれかの加工
段階が選択され、該選択されたデータ加工方式の加工段階まで加工された帳票データであ
る。
【００４３】
　データ加工部２０４は、受信部２０２から提供された帳票データを、データ入力端末１
０による帳票データの加工段階に応じて加工する機能を有する。また、帳票データにデー
タ加工方式を識別するデータ加工方式フラグが設定されている場合には、当該データ加工
方式フラグに基づいて帳票データを加工する機能を有する。
【００４４】
　例えば、表１に示したデータ加工方式フラグが設定されている場合について説明する。
印鑑登録帳票データにデータ加工方式フラグ「０」が設定されている場合には、上記の段
階１までデータ加工がされていることとなる。したがって、データ加工部２０４は、段階
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１以降の段階からデータを登録する直前の段階までデータを加工する。具体的には、デー
タ入力端末１０に読み込まれただけの印鑑登録帳票データの印影部分を切り出し、印影部
分の濃淡を調整し、濃淡調整後のイメージデータを２値化する。
【００４５】
　また、印鑑登録帳票データにデータ加工方式フラグ「１」が設定されている場合には、
上記した段階２までデータ加工がされていることとなる。したがって、データ加工部２０
４は、段階２以降の段階からデータを登録する直前の段階までデータを加工する。具体的
には、データ入力端末１０により印鑑登録帳票データの印影部分を切り出されたデータを
受信し、当該切り出されたデータの印影部分の濃淡を調整し、濃淡調整後のイメージデー
タを２値化する。
【００４６】
　また、印鑑登録帳票データにデータ加工方式フラグ「２」が設定されている場合には、
上記した段階３までデータ加工がされていることとなる。したがって、データ加工部２０
４は、段階３以降の段階からデータを登録する直前の段階までデータを加工する。段階３
の場合には、すでに濃淡調整後のイメージデータが２値化されているため、データ加工部
２０４は受信したデータを加工することなく、データベース２０８に当該データを登録す
る。
【００４７】
　データ登録部２０６は、データ加工部２０４により加工された帳票データをデータベー
ス２０８に登録する機能を有する。上記したように、帳票データが印鑑登録帳票データで
あった場合には、データ加工部２０４からデータ登録部２０６に提供されるデータはすべ
て、印鑑登録帳票データの印影部分の濃淡調整後のイメージデータが２値化されたデータ
である。以上、データ登録サーバ２０の機能構成について説明した。
【００４８】
〔３〕データ入力端末およびデータ登録サーバの動作の詳細
　次に、図２を参照して、データ入力端末１０の動作の詳細について説明する。図２は、
データ入力端末１０の動作の詳細を示すフローチャートである。図２に示したように、ま
ずデータ入力部１０２にデータが入力される（Ｓ１０２）。そして、選択部１０４により
データ加工方式が選択される（Ｓ１０４）。
【００４９】
　次に、データ加工部１０６により、ステップＳ１０２において入力された帳票データを
加工するか否かが判定される（Ｓ１０６）。ステップＳ１０６においては、例えば、上記
した加工段階の「段階１」が選択された場合には、データを加工しないと判定される。一
方、上記した加工段階の「段階２」または「段階３」が選択された場合には、データを加
工すると判定される。
【００５０】
　ステップＳ１０６において、データを加工すると判定された場合には、ステップＳ１０
４において選択されたデータ加工段階までデータを加工する（Ｓ１０８）。ステップＳ１
０６において、データを加工しないと判定された場合には、ステップＳ１１０の処理を実
行する。
【００５１】
　そして、ステップＳ１０８において加工されたデータ、もしくはまったく加工されなか
ったデータにデータ加工方式を識別するデータ加工方式フラグが設定される（Ｓ１１０）
。ステップＳ１１０においてフラグが設定された帳票データを、送信部１０８がデータ登
録サーバ２０に送信する（Ｓ１１２）。
【００５２】
　以上、データ入力端末１０の動作の詳細について説明した。次に、図３を参照して、デ
ータ登録サーバ２０の動作の詳細について説明する。図３は、データ登録サーバ２０の動
作の詳細を示すフローチャートである。図３に示したように、データ入力端末１０から送
信された帳票データを受信部２０２が受信する（Ｓ２０２）。ステップＳ２０２において
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受信された帳票データに送信されたデータ加工方式フラグを判断する（Ｓ２０４）。
【００５３】
　ステップＳ２０４において判断されたデータ加工方式フラグに基づいて、帳票データを
加工するか否かを判定する（Ｓ２０６）。ステップＳ２０６においては、上記したように
、例えば、データ加工方式フラグが「０」または「１」に設定されている場合には、デー
タ加工段階が「段階１」または「段階２」であると判断して、当該段階に応じてデータを
加工する（Ｓ２０８）。また、データ加工方式フラグが「２」に設定されている場合には
、データ加工段階が「段階３」であると判断して、データを加工しない。
【００５４】
　ステップＳ２０８において加工されたデータまたは加工されなかったデータを、データ
ベース２０８に登録する（Ｓ２１０）。上記したように、帳票データが印鑑登録帳票デー
タであった場合には、ステップＳ２１０においてデータベース２０８に登録されるデータ
は、当該データの印影部分の濃淡調整後のイメージデータが２値化されたデータである。
以上、データ登録サーバ２０の動作の詳細について説明した。
【００５５】
〔４〕データ入力端末およびデータ登録サーバの具体例
　次に、図４～図６を参照して、データ入力端末１０およびデータ登録サーバ２０の具体
例について説明する。以下では、帳票データを印鑑登録帳票データとする。また、データ
入力端末１０を各営業店に設置される営業店端末１００とし、データ登録サーバ２０を、
事務センタ端末３００を含む事務センタサーバ２００として以下説明する。営業店端末１
００および事務センタ端末３００は、事務センタサーバ２００と接続され、データ通信を
行う構成となっている。図４は、営業店端末１００、事務センタサーバ２００、事務セン
タ端末３００の構成を説明する説明図である。
【００５６】
　営業店端末１００は、表示部１２１、入力部１２２、制御部１２３、イメージ読取部１
２４などを備える。表示部１２１は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂ
ｅ）ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ）装置およびランプなどの表示装置を例
示できる。入力部１２２は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイ
ク、スイッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる
入力に基づいて入力信号を生成し、制御部１２３に出力する入力制御回路などから構成さ
れている。
【００５７】
　制御部１２３は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
営業店端末１００内の動作全般を制御する。本実施形態では、特に、上記した選択部１０
４、データ加工部１０６として機能する。イメージ読取部１２４は、上記したデータ入力
部１０２として機能する。
【００５８】
　また、営業店端末のソフトウエア１５０は、業務ソフトウエア１５１、印鑑照合プログ
ラム１４２、端末蓄積データ１５３などからなる。
【００５９】
　事務センタサーバ２００は、表示部２２１、入力部２２２、制御部２２３などを備える
。表示部２２１および入力部２２２は、営業店端末１００の入力部１２１および入力部１
２２とほぼ同様の機能を有するため説明を省略する。制御部２２３は、演算処理装置およ
び制御装置として機能し、各種プログラムに従って事務センタサーバ２００内の動作全般
を制御する。本実施形態では、特に、上記したデータ加工部２０４およびデータ登録部２
０６として機能する。
【００６０】
　事務センタ端末３００は、表示部３２１、入力部３２２、制御部３２３などを備える。
表示部３２１および入力部３２２は、営業店端末１００の入力部１２１および入力部１２
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２とほぼ同様の機能を有するため説明を省略する。制御部３２３は、演算処理装置および
制御装置として機能し、各種プログラムに従って事務センタ端末３００内の動作全般を制
御する。
【００６１】
　また、事務センタ端末のソフトウエア３５０は、業務ソフトウエア３５１、印鑑照合プ
ログラム３５２などからなる。
【００６２】
　次に、図５を参照して、営業店端末１００の動作の詳細について説明する。図５は、営
業店端末の動作の詳細を説明する説明図である。図５に示したように、まず、営業店端末
１００のイメージ読取部１２４により、印鑑登録帳票の読み込みが行われる（Ｓ３０２）
。次に、営業店端末１００の業務ソフトウエア１５０は、回線速度を算出したり（Ｓ３０
４）、業務の多忙度を算出したり（Ｓ３０６）する。ステップＳ３０６における業務の多
忙度は、例えば、業務上の取引件数等により算出できる。
【００６３】
　また、集信が完了できるかを予測する（Ｓ３０８）。集信とは、端末やサーバ等におい
て業務データ等を受け付けることであり、集信が完了するとは、データの受け付けが完了
することをいう。上記の他、帳票データの蓄積量を算出してもよい。
【００６４】
　そして、回線速度等の算出結果から、最適な処理方式を判断して切り替える（Ｓ３１０
）。ステップＳ３１０における最適な処理方式とは、帳票データ送信方式、切出しデータ
送信方式、加工済みデータ送信方式などを例示できる。帳票データ送信方式は、上記した
「段階１」の加工段階を含む処理方式である。切出しデータ送信方式は、上記した「段階
２」の加工段階を含む処理方式である。加工済みデータ送信方式は、上記した「段階３」
の加工段階を含む処理方式である。
【００６５】
　また、ステップＳ３１０における送信方式の切替判断については、算出した項目の評価
点により、いずれの方式に切り替えるか否かを判断するようにしてもよい。例えば、以下
の表２に示した評価項目と評価結果から、各項目の評価点を算出するようにしてもよい。
【００６６】

【００６７】
　上記表２の評価点を用いて、以下の評価項目の復号演算によって総合評価点を算出する
ようにしてもよい。
　評価点＝回線速度×Ａ＋業務の多忙度×Ｂ－データ蓄積量×Ｃ＋集信時間×Ｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式１）
　評価点＝回線速度×集信時間／データ蓄積量×Ａ＋業務の多忙度×Ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（数式２）
　なお、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは各評価項目の重み付けを表す。
【００６８】
　上記数式１および数式２を用いて。総合評価点を算出し、当該評価点が高い場合には、
端末の作業負担を少なくし、サーバの作業負担を多くなる処理に切り替える。すなわち、
総合評価点が高い場合には、営業店端末１００においてデータの加工処理を実行する。表
３に、評価点と処理方式の関係との一例を示す。
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【００６９】

【００７０】
　ステップＳ３１０における切替判断により、帳票データ送信方式、切出しデータ送信方
式、加工済みデータ送信方式のいずれかが実行される。以下、各送信方式について説明す
る。
【００７１】
　＜帳票データ送信方式＞
　まず、営業店端末１００に搭載された業務プログラムは、事務センタサーバ２００にス
テップＳ３０２において読み込まれた印鑑登録帳票イメージを送信する（Ｓ３２４）。ス
テップＳ３２４において事務センタサーバ２００に送信された印鑑登録帳票イメージは、
事務センタサーバ２００の印影データベースに登録される（Ｓ３２６）。なお、帳票デー
タ送信方式により事務センタサーバ２００に送信された印鑑登録帳票データには、データ
加工方式フラグ「０」が設定されている。
【００７２】
　＜切出しデータ送信方式＞
　営業店端末１００に搭載された業務プログラムは、印鑑照合プログラム１５２に印影部
分の切出しを依頼する（Ｓ３２０）。ステップＳ３２０において印影部分の切出しを依頼
された印鑑照合プログラムは、営業店端末１００の表示部１２１に、印鑑登録帳票イメー
ジ、印影部分の切出しイメージ、署名部分の切出しイメージを表示する。
【００７３】
　営業店端末１００のオペレータにより、表示部１２１に表示されたイメージが確認され
、切出しデータが正確に切出されているか否かが確認される。そして、オペレータにより
入力部１２２が操作されて、事務センタサーバ３００に印鑑登録帳票の切出しデータが送
信される（Ｓ３２２）。ステップＳ３２２において事務センタサーバ２００に送信された
切出しデータは、事務センタサーバ２００の印影データベースに登録される（Ｓ３２６）
。なお、切出しデータ送信方式により事務センタサーバ２００に送信された印鑑登録帳票
データには、データ加工方式フラグ「１」が設定されている。
【００７４】
　＜加工済みデータ送信方式＞
　営業店端末１００に搭載された業務プログラムは、印鑑照合プログラム１５２に印影部
分の切出しを依頼する（Ｓ３１２）。ステップＳ３１２において印影部分の切出しを依頼
された印鑑照合プログラムは、営業店端末１００の表示部１２１に、印鑑登録帳票イメー
ジ、印影部分の切出しイメージ、署名部分の切出しイメージ、印影部分の２値化イメージ
を表示する。
【００７５】
　営業店端末１００のオペレータにより、表示部１２１に表示されたイメージが確認され
、切出しデータが正確に切出されているか否かが確認される。そして、オペレータにより
入力部１２２が操作されて、印影部分の２値化イメージの濃淡調整が行われる（Ｓ３１４
、Ｓ３１６）。そして、事務センタサーバ３００にステップＳ３１４およびステップＳ３
１６において加工された加工済みデータが送信される（Ｓ３１８）。ステップＳ３１８に
おいて事務センタサーバ２００に送信された加工済みデータは、事務センタサーバ２００
の印影データベースに登録される（Ｓ３２６）。なお、加工済みデータ送信方式により事
務センタサーバ２００に送信された印鑑登録帳票データには、データ加工方式フラグ「２
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」が設定されている。
【００７６】
　以上、営業店端末１００の動作の詳細について説明した。次に、図６を参照して、事務
センタサーバ２００および事務センタ端末３００を備える事務センタ側における動作の詳
細について説明する。まず、事務センタ端末３００は、事務センタサーバ２００に加工が
必要な印影データの検索および呼び出しを要求する（Ｓ４０２）。
【００７７】
　ステップＳ４０２において、事務センタ端末３００によりデータの検索および呼び出し
を要求された事務センタサーバ２００は、印影データの検索を実行する（Ｓ４０４）。そ
して、ステップＳ４０４において検索した印影データを事務センタ端末３００に送信する
（Ｓ４０６）。ステップＳ４０４における加工が必要な印影データの検索は、上記したデ
ータ加工方式フラグに基づいて実行される。上記したデータ加工段階のうち、フラグ「０
」が設定されたデータは段階１、フラグ「１」が設定されたデータは段階２まで加工され
た帳票データであり、加工が必要な印影データであると判断される。
【００７８】
　ステップＳ４０６において、加工が必要な印影データを送信された事務センタ端末３０
０は、送信されたデータが印鑑登録帳票イメージか、印影部分切出しイメージかを判断す
る（Ｓ４１０）。ステップＳ４１０における判断も、上記したデータ加工方式フラグに基
づいて実行される。すなわち、フラグ「０」が設定されたデータは印鑑登録帳票イメージ
であり、フラグ「１」が設定されたデータは切出しイメージである。
【００７９】
　ステップＳ４１０において、データが印鑑登録帳票イメージであると判定された場合に
は、以下の帳票データ処理を実行する。
　＜帳票データ処理＞
　事務センタ端末の印鑑照合プログラム３５２は、事務センタ端末３００の表示部２２１
に印鑑登録の帳票イメージ、印影部分の切出しイメージ、署名部分の切出しイメージ、印
影部分の２値化イメージを表示する（Ｓ４１６）。事務センタ端末３００のオペレータに
より、表示部３２１に表示されたイメージが確認され、切出しデータが正確に切出されて
いるか否かが確認される。そして、オペレータにより入力部３２２が操作されて、印影部
分の２値化イメージの濃淡調整が行われる（Ｓ４１８、Ｓ４２０）。
【００８０】
　そして、事務センタ端末３００の印鑑照合プログラム３５２は、事務センタサーバ２０
０に加工済みデータを送信して印影データベースへの登録を依頼する（Ｓ４２２）。事務
センタサーバ２００は、ステップＳ４２２において事務センタ端末３００から送信された
加工済みデータを受信して、印影データベースに登録する（Ｓ４２４）。
【００８１】
　ステップＳ４１０において、データが切出しイメージであると判定された場合には、以
下の切出しデータ処理を実行する。
＜切出しデータ処理＞
　事務センタ端末３００の印鑑照合プログラム３５２は、事務センタ端末３００の表示部
３２１に、印影部分の切出しイメージ、署名部分の切出しイメージ、印影部分の２値化イ
メージを表示する。
【００８２】
　事務センタ端末３００のオペレータ入力により、印影部分の２値化イメージの濃淡調整
が実行される。そして、事務センタ端末３００の印鑑照合プログラム３５２は、事務セン
タサーバ２００に加工済みデータを送信して印影データベースへの登録を依頼する（Ｓ４
２２）。事務センタサーバ３００は、ステップＳ４２２において事務センタ端末３００か
ら送信された加工済みデータを受信して、印影データベースに登録する（Ｓ４２４）。以
上、事務センタ側における動作の詳細について説明した。
【００８３】
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　本実施形態によれば、入力された帳票データを、選択された加工方式の加工段階まで加
工することができる。上記実施形態の具体例で説明したように、帳票データが印鑑登録帳
票データであった場合には、印鑑登録帳票データの読み込み段階、印鑑登録帳票データの
印影部分の切り出し段階、記印鑑登録帳票データの印影部分を切り出し印影部分の濃淡を
調整し濃淡調整後のイメージデータを２値化する段階の３段階のいずれかの加工段階を含
む加工方式を選択して、当該加工段階まで加工することができる。また、加工方式の選択
は、ネットワークの回線速度、帳票データの蓄積量、データ入力端末および／またはデー
タ登録サーバのデータ受付時間を含む選択条件に応じて行うことができる。
【００８４】
　これにより、種々の選択条件に応じて最適なデータ処理方式を選択することが可能とな
る。最適なデータ処理方式を選択することにより、営業店の印鑑登録に関わる端末の占有
時間を減らして、営業店端末においてより多くの他の業務を処理することが可能となる。
また、印鑑登録に関わる業務を事務センタ側で集中的に実行することができるため、業務
の効率化を図ることが可能となる。
【００８５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００８６】
　例えば、上記実施形態では、最適なデータ処理方式の選択をデータ入力端末１０で行っ
ていたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、最適なデータ処理方式の選択をデ
ータ登録サーバ２０で行ってもよい。この場合、いずれのデータ処理方式が選択されたか
をデータ登録サーバ２０からデータ入力端末１０に通知するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の一実施形態にかかるデータ入力端末およびデータ登録サーバの機能構成
を示すブロック図である。
【図２】同実施形態にかかるデータ入力端末の動作の詳細を示すフローチャートである。
【図３】同実施形態にかかるデータ登録サーバの動作の詳細を示すフローチャートである
。
【図４】同実施形態にかかる営業店端末、事務センタサーバ、事務センタ端末の構成を説
明する説明図である。
【図５】同実施形態にかかる営業店端末の動作の詳細を説明する説明図である。
【図６】同実施形態にかかる事務センタ側動作の詳細を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００８８】
　１０　　　データ入力端末
　１０２　　データ入力部
　１０４　　選択部
　１０６　　データ加工部
　１０８　　送信部
　２０　　　データ登録サーバ
　２０２　　受信部
　２０４　　データ加工部
　２０６　　データ登録部
　２０８　　データベース
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