
JP 5751947 B2 2015.7.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者に原稿読取開始指示を入力させるための原稿読取開始指示手段を備えた複数の画
像読取装置と、前記複数の画像読取装置に接続された情報処理端末と、を含む画像読取シ
ステムにおいて、
　前記複数の画像読取装置は夫々、
　前記原稿読取開始指示手段を利用者が操作したことを検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知した場合に、原稿の読取を実行し、前記原稿読取開始指示手段
を前記利用者が操作したことが前記検知手段により検知されなかった場合は、検知される
まで監視を継続する読取手段と、
　前記読取手段により読取られた前記原稿の画像ファイルを前記情報処理端末に送信する
画像ファイル送信手段と、
　を備えたことを特徴とする画像読取システム。
【請求項２】
　前記情報処理端末は、
　複数の前記画像読取装置から受信した複数の前記画像ファイルを統合する統合手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像読取システム。
【請求項３】
　前記情報処理端末は、
　前記画像読取装置の読取モードを設定する読取モード設定手段、
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　をさらに備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の画像読取システム。
【請求項４】
　前記複数の画像読取装置は、読取用途が異なることを特徴とする請求項１から３のいず
れか一つに記載の画像読取システム。
【請求項５】
　前記複数の画像読取装置のうち少なくとも一つは、オーバーヘッド型スキャナであるこ
とを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の画像読取システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の画像読取装置を情報処理装置に接続して画像の読取を行う、デュアルモー
ド等の技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、情報処理装置にＡＤＦスキャナとフラットベッドスキャナと
を同時に接続、あるいは、ＡＤＦスキャナとフラットベッドスキャナ同士を接続して情報
処理装置と一つのインターフェースで接続する技術が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ＡＤＦスキャナで読取るかフラットベッドスキャナで読取るか
を情報処理装置上で選択する方法や、ＡＤＦスキャナに原稿がセットされた場合にセット
を検出して読取対象選択を情報処理装置上に通知する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－５５１６５号公報
【特許文献２】特開２００５－７３１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術においては、２台の画像読取装置を接続する場
合にスキャナドライバの選択を簡素化できるものの、複数のスキャナ間で容易に連続読取
を行いたい場合に応用することができないという問題点を有していた。また、特許文献２
に記載の技術においては、読取対象選択を情報処理装置上の操作で選択するものであり、
複数の画像読取装置それぞれから読取を操作することができないという問題点を有してい
た。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、複数台の画像読取装置が接続されてい
る場合に、煩雑な操作を必要とすることなく画像読取を行うことができる画像読取システ
ム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】
【０００８】
　このような目的を達成するため、本発明の画像読取システムは、利用者に原稿読取開始
指示を入力させるための原稿読取開始指示手段を備えた複数の画像読取装置と、前記複数
の画像読取装置に接続された情報処理端末と、を含む画像読取システムにおいて、前記複
数の画像読取装置は夫々、前記原稿読取開始指示手段を利用者が操作したことを検知する
検知手段と、前記検知手段により検知した場合に、原稿の読取を実行し、前記原稿読取開
始指示手段を前記利用者が操作したことが前記検知手段により検知されなかった場合は、
検知されるまで監視を継続する読取手段と、前記読取手段により読取られた前記原稿の画
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像ファイルを前記情報処理端末に送信する画像ファイル送信手段と、を備えたことを特徴
とする。
【０００９】
　また、本発明に係る画像読取システムは、前記記載の画像読取システムにおいて、前記
情報処理端末は、複数の前記画像読取装置から受信した複数の前記画像ファイルを統合す
る統合手段、をさらに備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る画像読取システムは、前記記載の画像読取システムにおいて、前記
情報処理端末は、前記画像読取装置の読取モードを設定する読取モード設定手段、をさら
に備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る画像読取システムは、前記記載の画像読取システムにおいて、前記
複数の画像読取装置は、読取用途が異なることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る画像読取システムは、前記記載の画像読取システムにおいて、前記
複数の画像読取装置のうち少なくとも一つは、オーバーヘッド型スキャナであることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、原稿読取開始指示手段を備えた複数の画像読取装置と、画像読取装
置に接続された情報処理端末と、を含む画像読取システムにおいて、画像読取装置は、原
稿読取開始指示手段を利用者が操作したことを検知し、操作を検知した場合に、原稿の読
取を実行し、読取られた原稿の画像ファイルを情報処理端末に送信する。これにより、本
発明は、複数台の画像読取装置が接続されている場合に、情報処理端末側からの原稿読取
開始指示等の煩雑な操作を必要とすることなく画像読取を行うことができるという効果を
奏する。
【００１４】
　また、本発明によれば、情報処理端末は、さらに、複数の画像読取装置から受信した複
数の画像ファイルを統合するので、複数の画像読取装置から読取った順番等で複数の画像
ファイルを統合して整理することができるという効果を奏する。
【００１５】
　また、本発明によれば、情報処理端末は、さらに、画像読取装置の読取モードを設定す
るので、複数の画像読取装置毎に個別の読取モードを設定することができるという効果を
奏する。
【００１６】
　また、本発明によれば、複数の画像読取装置は読取用途が異なるものであり、例えば、
ＡＤＦスキャナとフラットベッドスキャナ等の読取用途の異なる複数の画像読取装置を接
続して簡単に読取操作を行うことができるという効果を奏する。
【００１７】
　また、本発明によれば、複数の画像読取装置のうち少なくとも一つは、オーバーヘッド
型スキャナであり、オーバーヘッド型スキャナとは異なる読取用途の画像読取装置を同時
に接続して、簡単な操作で読取を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、情報処理端末１００の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、スキャナ１２０の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、設定ファイル１０６ａに格納される設定データの一例を示す図である。
【図４】図４は、読取モード等の設定データを登録させるための設定画面の一例を示す図
である。
【図５】図５は、情報処理端末１００の処理の一例を示すフローチャートである。
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【図６】図６は、情報処理端末１００の表示部に表示される表示画面の一例を示す図であ
る。
【図７】図７は、統合部１０２ｃにより一つのファイルに統合された複数の画像ファイル
を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明に係る画像読取システム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。
【００２０】
［画像読取システムの構成］
　まず、情報処理端末１００および複数のスキャナ１２０を含む本実施形態の画像読取シ
ステムの構成について説明する。ここで、図１は、情報処理端末１００の構成の一例を示
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。ま
た、図２は、スキャナ１２０の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。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態の情報処理端末１００は、複数のスキャナ１２０に接続
される。なお、この例では、第１スキャナ１２０－１から第３スキャナ１２０－３までの
３台の画像読取装置が接続された例について説明するが、本実施形態は、これに限られず
、二以上の任意の数の画像読取装置を接続してもよい。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態において、情報端末装置１００は、概略的に、情報端末
装置１００の全体を統括的に制御するＣＰＵ等の制御部１０２、複数台のスキャナ１２０
に接続される入出力制御インターフェース部１０８、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。
【００２３】
　図１において、記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（設定ファイ
ル１０６ａ、読取画像ファイル１０６ｂ、および、統合ファイル１０６ｃ）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等を格納する。
【００２４】
　これら記憶部１０６の各構成要素のうち、設定ファイル１０６ａは、各種の設定データ
を記憶する設定条件記憶手段である。例えば、設定ファイル１０６ａは、各スキャナ１２
０に設定する設定モードを記憶してもよい。ここで、図３は、設定ファイル１０６ａに格
納される設定データの一例を示す図である。
【００２５】
　図３に示すように、設定ファイル１０６ａは、一例として、読取モードや原稿に関する
設定データを記憶してもよい。例えば、図３に示す読取モードのうち、原稿の画像を読取
る際の解像度に関する読取解像度においては、自動解像度、１５０ｄｐｉ、２００ｄｐｉ
、３００ｄｐｉ、６００ｄｐｉのうち、いずれを設定するかをスキャナ１２０に対応付け
て定義することができる。他の例として、原稿サイズにおいては、サイズ自動検出、Ａ３
、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、はがき、名刺、レター、ダブルレター、カスタ
ムのうち、いずれを設定するかを定義することができる。なお、設定データの設定方法の
例については、図４を参照して後述する。
【００２６】
　再び図１の説明に戻り、読取画像ファイル１０６ｂは、スキャナ１２０にて読取られ、
スキャナ１２０から受信した画像ファイルを記憶する読取画像記憶手段である。ここで、
読取画像ファイル１０６ｂは、スキャナ１２０毎に画像を記憶してもよく、画像処理され
た後の画像ファイルを記憶してもよい。
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【００２７】
　また、統合ファイル１０６ｃは、複数のスキャナ１２０にて読取られた複数の画像ファ
イルを統合して記憶する統合画像ファイル記憶手段である。例えば、統合ファイル１０６
ｃは、複数の画像ファイルをＰＤＦ形式でまとめて記憶してもよい。
【００２８】
　また、図１において、入出力制御インターフェース部１０８は、第１スキャナ１２０－
１や第２スキャナ１２０－２や第３スキャナ１２０－３などの複数のスキャナ１２０の制
御を行う。
【００２９】
　また、図１において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
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、読取モード設定部１０２ａ、画像ファ
イル受信部１０２ｂ、および、統合部１０２ｃを備えて構成されている。
【００３０】
　このうち、読取モード設定部１０２ａは、設定ファイル１０６ａに記憶された設定デー
タに基づいて、入出力制御インターフェース部１０８を介して各スキャナ１２０に読取モ
ードを設定する読取モード設定手段である。ここで、読取モード設定部１０２ａは、設定
ファイル１０６ａに記憶された設定データに、スキャナ１２０毎の読取モード等が登録さ
れていない場合に、利用者に入力部（図示せず）を介して設定させてもよい。ここで、図
４は、読取モード等の設定データを登録させるための設定画面の一例を示す図である。
【００３１】
　図４に示すように、この例では、設定画面は、読取モード、画処理、原稿、および、フ
ァイル形式の４つのタブを含んでいる。そして、図４に示すように、利用者が一例として
原稿タブを入力部を介して選択すると、読取モード設定部１０２ａは、入出力制御インタ
ーフェース部１０８を制御して、現在接続されているスキャナ１２０を判定し、各スキャ
ナ毎に原稿に関する設定を行うよう制御する。例えば、利用者が図４の「第１スキャナ」
のプルダウンメニューを入力部を介して押下すると、読取モード設定部１０２ａは、図３
を参照して上述したように、設定ファイル１０６ａに記憶された設定データ一覧を読み出
して一覧表示し、サイズ自動検出、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、はがき
、名刺、レター、ダブルレター、カスタムのうち、いずれを第１スキャナ１２０－１の原
稿サイズとして設定するかを利用者に選択させる。このように、読取モード設定部１０２
ａは、利用者に各種の設定データを選択させて設定ファイル１０６ａに格納し、スキャナ
１２０による読取時に当該設定データに基づいて設定を行ってもよい。
【００３２】
　また、画像ファイル受信部１０２ｂは、入出力制御インターフェース部１０８を介して
、各スキャナ１２０により読取られた画像ファイルを受信し、読取画像ファイル１０６ｂ
に格納する画像ファイル受信手段である。ここで、画像ファイル受信部１０２ｂは、読取
日時や受信日時やファイル名（例えば、読取順が識別できるファイル名等）などを対応付
けて格納してもよい。
【００３３】
　また、統合部１０２ｃは、複数のスキャナ１２０から受信した複数の画像ファイルを統
合する統合手段である。例えば、統合部１０２ｃは、読取画像ファイル１０６ｂに記憶さ
れた複数の画像ファイルについて、読取日時順や受信日時順等で並べ替えて統合させた統
合ファイル１０６ｃを作成してもよい。また、統合部１０２ｃは、利用者に入力部を介し
て並べ替えを行わせるよう制御してもよい。
【００３４】
　以上が情報処理端末１００の構成の一例である。つづいて、スキャナ１２０の構成の一
例について説明する。
【００３５】
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　スキャナ１２０は、画像読取機能を有する画像読取装置である。なお、複数のスキャナ
１２０（第１スキャナ１２０－１、第２スキャナ１２０－２、第３スキャナ１２０－３）
は、それぞれ読取用途が異なってもよい。例えば、第１スキャナ１２０－１は、大量に文
書をスキャンしたいという用途に合わせて、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅ
ｅｄｅｒ）スキャナであってもよい。また、第２スキャナ１２０－２は、本をスキャンし
たいという用途に合わせて、オーバーヘッド型スキャナであってもよい。また、第３スキ
ャナ１２０－３は、高精度な画像読取を行いたいという用途に合わせて、フラットベッド
スキャナであってもよい。なお、この他、複数の読取用途を兼ね備えた複合スキャナを用
いてもよい。また、画像読取装置は、スキャナに限られず、画像読取機能と印刷機能を兼
ね備えた複合機等であってもよい。
【００３６】
　図２に示すように、スキャナ１２０は、スキャンボタン１２１と、検知部１２２ａと、
読取部１２２ｂと、画像ファイル送信部１２２ｃと、読取センサ１２３とを備える。なお
、スキャナ１２０の構成は、各スキャナ１２０に共通のものを主に例示しているので、こ
れに限られず、例えば、ＡＤＦスキャナであれば、積層されたシート状の原稿を連続的に
給紙する駆動部を更に備えてもよい。
【００３７】
　図２に示すように、スキャンボタン１２１は、利用者に原稿読取開始指示を入力させる
ための原稿読取開始指示手段である。
【００３８】
　また、読取センサ１２３は、原稿の画像を読取るセンサである。例えば、スキャナ１２
０がオーバーヘッド型スキャナの場合、読取センサ１２３は、上向きに配置された本や雑
誌などの原稿を、上方から読取るラインイメージセンサであってもよい。また、スキャナ
１２０がＡＤＦスキャナの場合、連続的に給紙される原稿を固定された位置から読取るラ
インイメージセンサであってもよい。
【００３９】
　また、検知部１２２ａは、スキャンボタン１２１を利用者が操作（原稿読取開始指示）
したことを検知する検知手段である。
【００４０】
　また、読取部１２２ｂは、検知部１２２ａにより利用者の操作（原稿読取開始指示）を
検知した場合に、原稿の読取を実行する読取手段である。
【００４１】
　また、画像ファイル送信部１２２ｃは、読取部１２２ｂにより読取られた原稿の画像フ
ァイルを情報処理端末１００に送信する画像ファイル送信手段である。
【００４２】
　ここで、検知部１２２ａ、読取部１２２ｂ、および、画像ファイル送信部１２２ｃは、
ＣＰＵ等の制御部により実現されてもよい。また、この制御部は、情報処理端末１００か
らの要求に応じてスキャナ１２０の設定を行ってもよい。例えば、制御部は、情報処理端
末１００から１５０ｄｐｉの解像度で読取るよう要求があった場合、読取センサ１２３を
制御して、当該解像度でスキャンが実行されるよう制御する。この他、制御部は、情報処
理端末１００からの要求に応じて画像処理を行ってもよく、読取部１２２ｂにより読取ら
れた画像データに対し、要求に応じて、例えば、誤差拡散処理、ディザ処理、自動２値化
処理等の画像処理を行ってもよい。また、スキャナ１２０は、読取った画像データを一時
的に保存するためのメモリを備えてもよい。以上で、本画像読取装置（スキャナ１２０）
の構成の説明を終える。
【００４３】
［画像読取システムの処理］
　次に、このように構成された本実施形態における本画像読取システムの処理の一例につ
いて、以下に図５～図７を参照して詳細に説明する。
【００４４】
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［スキャナ１２０単独の動作］
　最初に、複数のスキャナ１２０のうちの一つのスキャナ１２０での動作について説明す
る。
【００４５】
　まず、スキャナ１２０の検知部１２２ａは、スキャンボタン１２１を利用者が操作した
ことを検知する。なお、検知部１２２ａは、利用者の操作が検知されなかった場合は、検
知されるまで監視を継続する。
【００４６】
　そして、スキャナ１２０の読取部１２２ｂは、検知部１２２ａにより利用者の操作が検
知された場合に、読取センサ１２３を制御して原稿の読取を実行する。なお、情報処理端
末１００から設定データに基づく要求がある場合は、制御部は要求に応じた処理を行う。
【００４７】
　そして、スキャナ１２０の画像ファイル送信部１２２ｃは、読取部１２２ｂにより読取
られた原稿の画像ファイルを情報処理端末１００に送信する。
【００４８】
　以上が、スキャナ１２０の単独での動作である。
【００４９】
［情報処理端末１００の処理］
　つづいて、複数のスキャナ１２０に接続された情報処理端末１００の処理について、図
５を参照して以下に説明する。ここで、図５は、情報処理端末１００の処理の一例を示す
フローチャートである。なお、情報処理端末１００の読取モード設定部１０２ａは、設定
ファイル１０６ａに記憶された設定データに基づいて、事前に各スキャナ１２０に対し設
定を行っていてもよく、以下の読取起動が判定された際に、読取起動されたスキャナ１２
０に対し設定を行ってもよい。また、情報処理端末１００は、入出力インターフェース部
１０８を制御して、複数のスキャナ１２０の接続が検知された場合に、以下の処理を行う
よう制御してもよい。
【００５０】
　図５に示すように、情報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、入出力制御
インターフェース部１０８を制御して、第１スキャナ１２０－１で読取起動されたか否か
を判定する（ステップＳＡ－１）。なお、読取起動されたことの判定は、スキャナ１２０
の検知部１２２ａによりスキャンボタン１２１の操作が検知されたことであってもよく、
スキャナ１２０の読取部１２２ｂにより読取が実行されたことであってもよい。
【００５１】
　第１スキャナ１２０－１で読取起動されていない場合（ステップＳＡ－１，Ｎｏ）、情
報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、入出力制御インターフェース部１０
８を制御して、第２スキャナ１２０－２で読取起動されたか否かを判定する（ステップＳ
Ａ－２）。
【００５２】
　第２スキャナ１２０－２で読取起動されていない場合（ステップＳＡ－２，Ｎｏ）、情
報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、入出力制御インターフェース部１０
８を制御して、第３スキャナ１２０－３で読取起動されたか否かを判定する（ステップＳ
Ａ－３）。
【００５３】
　第３スキャナ１２０－３で読取起動されていない場合（ステップＳＡ－３，Ｎｏ）、情
報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、利用者により入力部を介して情報処
理端末１００のアプリケーション上で一つのスキャナ１２０について読取起動の指示入力
があったか否かを判定する（ステップＳＡ－４）。
【００５４】
　そして、以上の処理において、読取起動されたと判定した場合（ステップＳＡ－１～４
，Ｙｅｓ）、情報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、当該読取起動された
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と判定した選択されたスキャナ１２０から、読取られた画像ファイルを受信し、読取画像
ファイル１０６ｂに格納する（ステップＳＡ－５）。
【００５５】
　そして、情報処理端末１００の画像ファイル受信部１０２ｂは、利用者により入力部を
介して、読取終了ボタン等が押下されたか否かを判定する（ステップＳＡ－６）。ここで
、図６は、情報処理端末１００の表示部（図示せず）に表示される表示画面の一例を示す
図である。
【００５６】
　図６に示すように、画像ファイル受信部１０２ｂは、受信した画像ファイルを表示画面
の画像表示領域（ｉｍａｇｅ１～ｉｍａｇｅ４）に表示させてもよい。また、画像ファイ
ル受信部１０２ｂの制御により表示される表示画面は、画像表示領域のほか、継続読取ボ
タン、読取終了ボタンを含んでもよい。そして、本処理（ステップＳＡ－６）において、
継続読取ボタンが押下された場合または読取終了ボタンが押下されなかった場合（ステッ
プＳＡ－６，Ｎｏ）、画像ファイル受信部１０２ｂは、ステップＳＡ－１に処理を戻し、
上述したステップＳＡ－１～ＳＡ－６の処理を繰り返し実行する。
【００５７】
　一方、読取終了ボタンが押下された場合（ステップＳＡ－６，Ｙｅｓ）、統合部１０２
ｃは、設定ファイル１０６ａに記憶された設定データに基づいて画像保存方式を選択して
、読取画像ファイル１０６ｂに格納された複数の画像ファイルを統合して統合ファイル１
０６ｃに格納する（ステップＳＡ－７）。例えば、統合部１０２ｃは、複数の画像ファイ
ルをＰＤＦ形式でまとめて統合ファイル１０６ｃに格納してもよい。ここで、図７は、統
合部１０２ｃにより一つのファイルに統合された複数の画像ファイルを模式的に示した図
である。
【００５８】
　図７に示すように、統合部１０２ｃにより統合された一つのファイル（例えば、ＰＤＦ
ファイル）には、第１スキャナ１２０－１により読取られた画像ファイルと、第２スキャ
ナ１２０－２により読取られた画像ファイルと、第３スキャナ１２０－３により読取られ
た画像ファイルが一つのファイルに統合される。なお、画像ファイルの順序は、ファイル
名に基づく読取順や読取日時順や受信日時順等で並べ替えてもよく、利用者に入力部を介
して並べ替え可能に制御してもよい。
【００５９】
　以上で、本実施形態における画像読取システムの処理の説明を終える。
【００６０】
［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、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。
【００６１】
　例えば、情報処理端末１００が複数のスキャナ１２０から画像ファイルを受信して処理
を行う場合を一例に説明したが、情報処理端末１００は、情報処理端末１００とは別筐体
の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（統合画像ファイル等
）を当該クライアント端末に返却するようにしてもよい。
【００６２】
　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。
【００６３】
　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。
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【００６４】
　また、情報処理端末１００またはスキャナ１２０に関して、図示の各構成要素は機能概
念的なものであり、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。
【００６５】
　例えば、情報処理端末１００またはスキャナ１２０の各装置が備える処理機能、特に制
御部１０２やスキャナ１２０の制御部（検知部１２２ａ、読取部１２２ｂ、および、画像
ファイル送信部１２２ｃ等）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　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　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してもよく、また、ワイヤードロジックによるハ
ードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、後述する記録媒体に記録されてお
り、必要に応じて情報処理端末１００やスキャナ１２０に機械的に読み取られる。すなわ
ち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などの記憶部１０６などに
は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）と協働して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。
【００６６】
　また、このコンピュータプログラムは、情報処理端末１００に対して任意のネットワー
ク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。
【００６７】
　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しても
よく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」と
は、メモリーカード、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード、フレキシブルディスク、光磁気ディス
ク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、および、Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。
【００６８】
　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。
【００６９】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（設定ファイル１０６ａ～統合ファイ
ル１０６ｃ）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、および、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、テーブル、データベース、および、ウェブペ
ージ用ファイル等を格納する。
【００７０】
　また、情報処理端末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
の情報処理装置として構成してもよく、また、該情報処理装置に任意の周辺装置を接続し
て構成してもよい。また、情報処理端末１００は、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。
【００７１】
　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て、または、機能負荷に応じて、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。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合
わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００７２】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、複数台の画像読取装置が接続されている
場合に、煩雑な操作を必要とすることなく画像読取を行うことができる画像読取システム
を提供することができるので、画像読取装置や情報通信分野等において様々な分野におい
て利用可能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１００　情報処理端末
　　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　　１０２ａ　読取モード設定部
　　　　　　　　　１０２ｂ　画像ファイル受信部
　　　　　　　　　１０２ｃ　統合部
　　　　　１０６　記憶部
　　　　　　　　　１０６ａ　設定ファイル
　　　　　　　　　１０６ｂ　読取画像ファイル
　　　　　　　　　１０６ｃ　統合ファイル
　　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　１２０　スキャナ
　　　　　１２１　スキャンボタン
　　　　　１２２ａ　検知部
　　　　　１２２ｂ　読取部
　　　　　１２２ｃ　画像ファイル送信部
　　　　　１２３　読取センサ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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