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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理する管理システム
であって、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を受信した場合に、
　　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページを２ページずつ挿
入することで各シートを生成し、
　　生成した前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に、実行中の工
程名と前記各シートの順序を示すシート数とを付し、更に、実行中の工程に応じた識別情
報であって、前記各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報を付して、前
記各シートを出力する印刷制御手段を有することを特徴とする管理システム。
【請求項２】
　前記原稿データを生成する第１の作業を含む工程と、前記印刷要求に応じて前記第１の
作業により生成された原稿データを印刷して原稿を生成する第２の作業を含む工程とを、
異なる工程コードで管理する管理手段を更に有し、
　前記印刷制御手段は、
　前記印刷要求を受信した場合に、前記書籍を示す書籍コードと前記第２の作業を含む工
程を示す工程コードとが含まれる前記識別情報を、前記各シートに付して出力することを
特徴とする請求項１に記載の管理システム。
【請求項３】
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　前記識別情報は、更に、
　前記第１の作業により生成された原稿データの各ページが挿入されるシートの総数を示
すコードと、前記第１の作業により生成された原稿データの各ページが挿入される前記各
シートの順序を示すコードとを含むことを特徴とする請求項２に記載の管理システム。
【請求項４】
　前記印刷制御手段は、
　前記各シートにおいて、前記識別情報を複数箇所に付して出力することを特徴とする請
求項３に記載の管理システム。
【請求項５】
　前記印刷制御手段は、更に、
　前記第２の作業により生成された原稿に対して校正が行われたことを示すマークを記入
するための記入領域を、前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に付
して、前記各シートを出力することを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の
管理システム。
【請求項６】
　前記第２の作業を含む工程において校正が行われた原稿をスキャンすることで生成され
るスキャンデータの各シートの正否を判定するスキャン制御手段を更に有し、
　前記スキャン制御手段は、
　前記スキャンデータの各シートに付されている前記識別情報を解析することで、該各シ
ートの書籍コード及び工程コードを抽出し、
　抽出した前記各シートの書籍コード及び工程コードの正否を判定することを特徴とする
請求項４に記載の管理システム。
【請求項７】
　前記スキャン制御手段は、
　前記スキャンデータの各シートに付されている前記識別情報を解析することで、該各シ
ートの順序を示すコード及びシートの総数を示すコードを抽出し、前記スキャンデータに
おけるシートの抜けの有無を判定することを特徴とする請求項６に記載の管理システム。
【請求項８】
　前記複数の工程それぞれにおいて作業が行われるごとに、前記管理手段により管理され
る通知対象者に、該作業が行われたことを示す情報を通知する通知手段を更に有すること
を特徴とする請求項７に記載の管理システム。
【請求項９】
　前記通知手段は、更に、
　前記スキャン制御手段による判定の結果を前記通知対象者に通知することを特徴とする
請求項８に記載の管理システム。
【請求項１０】
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理するコンピュータ
に、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を受信した場合に、
　　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページを２ページずつ挿
入することで各シートを生成し、
　　生成した前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に、実行中の工
程名と前記各シートの順序を示すシート数とを付し、更に、実行中の工程に応じた識別情
報であって、前記各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報を付して、前
記各シートを出力する処理を実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理する管理システム
に接続される画像処理装置であって、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を前記管理システムに送
信する送信手段と、
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　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページが２ページずつ挿入
されることで生成された各シートの、前記各ページが挿入された領域とは異なる領域に、
実行中の工程名と前記各シートの順序を示すシート数とが付され、更に、実行中の工程に
応じた識別情報であって、該各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報が
付されたデータを、前記管理システムより受信し、印刷する印刷手段と
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理する管理システム
と、該管理システムに接続される画像処理装置と、を有する画像処理システムであって、
　前記管理システムは、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を受信した場合に、
　　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページを２ページずつ挿
入することで各シートを生成し、
　　生成した前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に、実行中の工
程名と前記各シートの順序を示すシート数とを付し、更に、実行中の工程に応じた識別情
報であって、前記各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報を付して、前
記各シートを出力する印刷制御手段を有し、
　前記画像処理装置は、
　前記原稿データについての印刷要求を前記管理システムに送信する送信手段と、
　前記原稿データについての印刷要求に応じて前記管理システムにより出力された前記各
シートを印刷する印刷手段と
　を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項１３】
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理する管理システム
と、該管理システムに接続される画像処理装置と、を有する画像処理システムにおける校
正原稿生成方法であって、
　前記管理システムは、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を受信した場合に、
　　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページを２ページずつ挿
入することで各シートを生成し、
　　生成した前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に、実行中の工
程名と前記各シートの順序を示すシート数とを付し、更に、実行中の工程に応じた識別情
報であって、前記各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報を付して、前
記各シートを出力する印刷制御工程を実行し、
　前記画像処理装置は、
　前記原稿データについての印刷要求を前記管理システムに送信する送信工程と、
　前記原稿データについての印刷要求に応じて前記管理システムにより出力された前記各
シートを印刷する印刷工程と
　を実行することを特徴とする校正原稿生成方法。
【請求項１４】
　前記管理システムは、
　前記管理システムに対するアクセス数、前記管理システムの利用時間、または前記各シ
ートに各ページが挿入されることで出力された前記原稿データのデータ量または出力回数
に応じて課金する課金工程を更に実行することを特徴とする請求項１３に記載の校正原稿
生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理システム、管理システム、画像処理装置、校正原稿生成方法及びプ
ログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、小説等の各種書籍を出版する場合、出版社では、出版までの各工程において複
数の作業者が様々な作業を行う。
【０００３】
　具体的には、小説の作者より出版社に原稿が送付されると、まず、オペレータが当該原
稿を電子化し、次いで編集者が、電子化された原稿データを印刷したうえで、赤入れとよ
ばれる校正作業を行う。更に、赤入れした原稿を作者に送付し作者にて確認が行われると
、原稿が返送されるため、オペレータは当該返送された原稿を再び電子化する作業を行う
。通常、出版社では、これらの工程を複数回にわたり繰り返す。このため、原稿のスキャ
ン作業や電子化された原稿データの印刷作業等の、画像処理装置を用いた作業の回数も多
くなる。
【０００４】
　これに対して、例えば下記特許文献では、出版までの各工程において用いられる画像処
理装置に関して、スキャン作業や印刷作業を容易に行うことができ、かつ低コスト化を実
現する構成が提案されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方で、上記のようにスキャン作業や印刷作業が繰り返し行われる状況下においては、
原稿の抜けや異なる原稿の混入等、様々な作業ミスが発生することが想定される。このた
め、画像処理装置を用いた作業における作業ミスの発生を抑止するための対策が重要とな
ってくる。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、書籍を出版するまでの各工程において
作業ミスの発生を抑止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態に係る管理システムは、以下のような構成を有する。すなわち、
　作業内容に応じて区分された複数の工程において、書籍の原稿を管理する管理システム
であって、
　前記原稿に基づいて生成された原稿データについての印刷要求を受信した場合に、
　　前記原稿データの各ページが挿入されるフォーマットに該各ページを２ページずつ挿
入することで各シートを生成し、
　　生成した前記各シートの前記各ページを挿入した領域とは異なる領域に、実行中の工
程名と前記各シートの順序を示すシート数とを付し、更に、実行中の工程に応じた識別情
報であって、前記各シートの正否の判定に用いられるシート固有の識別情報を付して、前
記各シートを出力する印刷制御手段を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の各実施形態によれば、書籍を出版するまでの各工程において作業ミスの発生を
抑止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】画像処理システムの全体構成を示す図である。
【図２】書籍を出版するまでの各工程の作業の流れを示すシーケンス図である。
【図３】書籍を出版するまでの各工程の作業の流れを示すシーケンス図である。
【図４】管理サーバのハードウェア構成を示す図である。
【図５】初期原稿及び原稿データの一例を示す図である。
【図６】校正紙フォーマットの一例を示す図である。
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【図７】校正用原稿データの一例を示す図である。
【図８】校正済み原稿の一例を示す図である。
【図９】管理情報の一例を示す図である。
【図１０】原稿情報及びスキャン原稿情報について説明するための図である。
【図１１】管理サーバの機能構成を示す図である。
【図１２】登録処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】一覧情報提供処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】印刷制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】スキャン制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図１６】スキャンデータチェック処理の流れを示すフローチャートである。
【図１７】二次元コードの内容及びスキャンデータチェック処理の具体例を示す図である
。
【図１８】通知処理の流れを示すフローチャートである。
【図１９】スキャン制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図２０】管理サーバの機能構成を示す図である。
【図２１】課金部の処理の概要を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の各実施形態について添付の図面を参照しながら説明する。なお、各実施
形態に係る明細書及び図面の記載に際して、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した説明を省く。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　＜１．画像処理システムの構成＞
　はじめに、画像処理システムの全体構成について説明する。図１は、画像処理システム
の全体構成を示す図である。
【００１２】
　図１に示すように、画像処理システム１００は、管理サーバ１１０と、情報端末１３０
と、画像処理装置１４０と、情報端末１５０～１７０とを有する。管理サーバ１１０と、
情報端末１３０、画像処理装置１４０、情報端末１５０～１７０とは、ネットワーク１８
０を介して通信可能に接続されている。
【００１３】
　管理サーバ１１０は、管理プログラム１２０と、管理情報データベース（以下、ＤＢと
略す）１２１と、原稿ＤＢ１２２と、スキャン原稿ＤＢ１２３とを有する。
【００１４】
　管理プログラム１２０は、小説等の各種書籍を出版するまでの作業内容に応じて区分さ
れた各工程において、書籍の原稿を管理する管理処理を実行する。また、管理情報ＤＢ１
２１は、管理プログラム１２０において原稿を管理する際に用いられる管理情報を格納す
る。
【００１５】
　原稿ＤＢ１２２は、「原稿」を電子化することで得られる「原稿データ」を格納する。
なお、ここでいう「原稿」には、小説等の各種書籍の作者により送付された「初期原稿」
のほか、編集者または校正者が原稿データを印刷し、赤入れとよばれる校正作業を行った
後の「校正済み原稿」も含まれるものとする。
【００１６】
　スキャン原稿ＤＢ１２３は、電子化すべき原稿（初期原稿、校正済み原稿）に対してス
キャン処理を行うことで得られる「スキャンデータ」を格納する。
【００１７】
　情報端末１３０は、オペレータ１３１が原稿を電子化する際に用いる端末である。情報
端末１３０では、電子化すべき原稿に対してスキャン処理が行われることで、スキャン原
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稿ＤＢ１２３にスキャンデータが格納された場合に、当該スキャンデータを読み出し、手
書きされた文字をタイピングすることで原稿を電子化する。また、情報端末１３０は、原
稿を電子化することで得られる原稿データを原稿ＤＢ１２２に格納する。
【００１８】
　画像処理装置１４０は、ＭＦＰ（Multi-function Peripheral）等の、スキャン機能と
印刷機能とを有する装置である。画像処理装置１４０は、編集者または校正者が原稿デー
タについて印刷処理を行う場合、あるいは電子化すべき原稿についてスキャン処理を行う
場合に用いられる。
【００１９】
　情報端末１５０は、編集者または校正者１５１が操作する端末である。情報端末１６０
、１７０は、編集者または校正者１５１を監督する監督者１６１、１７１が操作する端末
である。情報端末１５０～１７０は、管理サーバ１１０にアクセスし、管理情報ＤＢ１２
１の管理情報に各種情報を記録したり、管理情報を読み出し、編集者または校正者１５１
、監督者１６１、１７１に対して管理情報を閲覧可能に表示する。
【００２０】
　なお、図１の例では、１台の管理サーバ１１０が管理プログラム１２０を実行する場合
について示したが、管理プログラム１２０は、その一部が、他のサーバにより実行されて
もよい。また、図１の例では、１台の管理サーバ１１０が管理情報ＤＢ１２１、原稿ＤＢ
１２２、スキャン原稿ＤＢ１２３を有する場合について示したが、管理情報ＤＢ１２１、
原稿ＤＢ１２２、スキャン原稿ＤＢ１２３は、それぞれ異なるサーバが有していてもよい
。
【００２１】
　つまり、管理サーバ１１０は、複数のサーバからなる「管理システム」により構成され
てもよい。
【００２２】
　＜２．書籍を出版するまでの各工程における作業の流れ＞
　次に、書籍を出版するまでの各工程における作業の流れについて図２及び図３を用いて
説明する。図２及び図３は、書籍を出版するまでの各工程における作業の流れを示すシー
ケンス図である。
【００２３】
　ステップＳ２０１において、書籍の作者２００は初期原稿を作成し、ステップＳ２０２
において、作成した初期原稿を編集者または校正者１５１に送付する。
【００２４】
　ステップＳ２０３において、編集者または校正者１５１は、作者２００より初期原稿を
受け取る。また、ステップＳ２０４において、受け取った初期原稿を画像処理装置１４０
を用いてスキャンすべく、スキャン作業を行う。具体的には、初期原稿を画像処理装置１
４０にセットし、画像処理装置１４０に対してスキャン処理の実行を指示する。
【００２５】
　スキャン処理の実行指示を受け付けた画像処理装置１４０は、ステップＳ２０５におい
てスキャン処理を開始する。これにより、セットされた初期原稿がスキャン位置まで給送
され、初期原稿が順次ＰＤＦ（Portable Document Format）化される。また、ＰＤＦ化さ
れた初期原稿は、スキャンデータとして管理サーバ１１０に送信され、スキャン原稿ＤＢ
１２３の所定の格納場所に格納される。
【００２６】
　ステップＳ２０６において、情報端末１５０は、初期原稿に関して記録すべき登録情報
を、管理情報ＤＢ１２１の管理情報に記録する登録処理を行う。初期原稿に関して記録す
べき登録情報には、例えば、作者の名前や書籍のタイトル名が含まれる。また、当該初期
原稿を取り扱う編集者または校正者１５１の名前及びＩＤ（Identification）、編集者ま
たは校正者１５１を監督する監督者１６１、１７１の名前及びＩＤ、オペレータ１３１の
名前及びＩＤ等が含まれる。更には、スキャンデータのファイル名や格納場所、書籍ごと
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に固有の本コード（書籍コード）等が含まれる。
【００２７】
　ステップＳ２０７において、情報端末１３０は、スキャン原稿ＤＢ１２３に格納された
スキャンデータを読み出す。また、ステップＳ２０８において、情報端末１３０は、読み
出したスキャンデータを電子化し、原稿データを生成する。
【００２８】
　ステップＳ２０９において、情報端末１３０は、管理サーバ１１０に対して原稿データ
を送信する。これにより、原稿データは原稿ＤＢ１２２の所定の格納場所に格納される。
【００２９】
　ステップＳ２１０において、情報端末１３０は、原稿データに関して記録すべき登録情
報を管理情報ＤＢ１２１の管理情報に記録する登録処理を行う。原稿データに関して記録
すべき登録情報には、原稿データのファイル名や格納場所が含まれる。
【００３０】
　なお、ここまでの工程を本実施形態では「初稿工程」と称する。すなわち、初期原稿に
対するスキャン処理から原稿データの生成・格納処理までが初稿工程となる。初稿工程に
は、固有の工程コードが定義されているものとする。また、登録処理（ステップＳ２０６
）において記録される登録情報には、初稿工程の工程コード、工程の名称も含まれるもの
とする。
【００３１】
　原稿ＤＢ１２２に新たに原稿データが格納されると、ステップＳ２１１において、情報
端末１５０は登録処理を行う。具体的には、校正工程（１回目）を示す固有の工程コード
と工程の名称を登録情報として管理サーバ１１０に送信する。これにより、管理情報ＤＢ
１２１の管理情報に、当該送信された登録情報が記録される。
【００３２】
　ステップＳ２１２において、編集者または校正者１５１は印刷作業を行う。具体的には
、画像処理装置１４０にログインし、画像処理装置１４０において編集者または校正者１
５１が印刷可能な原稿データの一覧を要求する。画像処理装置１４０では、管理サーバ１
１０に対して一覧要求を行う。画像処理装置１４０からの一覧要求を受けて、管理サーバ
１１０では、管理情報ＤＢ１２１を参照し、編集者または校正者１５１によって印刷が許
可されている原稿データの一覧情報を送信する。一覧情報を受信した画像処理装置１４０
では、当該一覧情報を表示し、編集者または校正者１５１から原稿データの選択並びに印
刷要求を受け付ける。更に、選択された原稿データについての印刷要求を管理サーバ１１
０に送信する。
【００３３】
　ステップＳ２１３において、管理サーバ１１０では、印刷要求された原稿データに基づ
いて「校正用原稿データ」を生成し、画像処理装置１４０に送信することで、画像処理装
置１４０に印刷処理を実行させる。これにより、編集者または校正者１５１は、「校正用
原稿」を取得することができる。
【００３４】
　ステップＳ２１４において、編集者または校正者１５１は、取得した校正用原稿に対し
て赤入れと呼ばれる校正作業を行う。また、ステップＳ２１５において、編集者または校
正者１５１は、校正用原稿に対して校正作業を行うことで得られる校正済み原稿を作者２
００に送付する。
【００３５】
　校正済み原稿を受け取った作者２００は、ステップＳ２１６において、校正済み原稿を
確認する確認作業を行う。また、ステップＳ２１７において、確認が完了した校正済み原
稿を、編集者または校正者１５１に送付する。
【００３６】
　ステップＳ２１８において、編集者または校正者１５１は、確認が完了した校正済み原
稿を受け取る。また、ステップＳ２１９において、編集者または校正者１５１は、受け取
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った校正済み原稿を画像処理装置１４０を用いてスキャンすべく、スキャン作業を行う。
具体的には、校正済み原稿を画像処理装置１４０にセットし、画像処理装置１４０に対し
てスキャン処理の実行を指示する。
【００３７】
　スキャン処理の実行指示を受け付けた画像処理装置１４０は、ステップＳ２２０におい
てスキャン処理を開始する。これにより、セットされた校正済み原稿がスキャン位置まで
給送され、校正済み原稿が順次ＰＤＦ化される。また、画像処理装置１４０は、ＰＤＦ化
した校正済み原稿を、スキャンデータとして、スキャン原稿ＤＢ１２３の所定の格納場所
に格納する。
【００３８】
　ステップＳ２２１において、情報端末１５０は、校正済み原稿に関して記録すべき登録
情報を、管理情報ＤＢ１２１の管理情報に記録する登録処理を行う。校正済み原稿に関し
て記録すべき登録情報には、スキャンデータのファイル名や格納場所が含まれる。
【００３９】
　ステップＳ２２２において、情報端末１３０は、スキャン原稿ＤＢ１２３に格納された
スキャンデータを読み出し、ステップＳ２２３において、情報端末１３０は、読み出した
スキャンデータを電子化し、原稿データを生成する。
【００４０】
　ステップＳ２２４において、情報端末１３０は、管理サーバ１１０に対して原稿データ
を送信する。これにより、原稿データは原稿ＤＢ１２２の所定の格納場所に格納される。
【００４１】
　ステップＳ２２５において、情報端末１３０は、原稿データに関して記録すべき登録情
報を管理情報ＤＢ１２１の管理情報に記録する登録処理を行う。原稿データに関して記録
すべき登録情報には、原稿データのファイル名や格納場所が含まれる。これにより、校正
工程（１回目）が終了する。続いて、図３に進み、校正工程（２回目）を開始する。
【００４２】
　ステップＳ３０１において、情報端末１５０は登録処理を行う。具体的には、校正工程
（２回目）を示す固有の工程コードと工程の名称を登録情報として管理サーバ１１０に送
信する。これにより、管理情報ＤＢ１２１の管理情報に登録情報が記録される。
【００４３】
　以降、ステップＳ３０２からＳ３１５までの処理は、ステップＳ２１１からＳ２２５ま
での処理と同じであるため、ここでは説明を省略する。また、図３の例では、校正工程（
２回目）を実施する場合について示したが、校正工程（２回目）は、必ずしも実施する必
要はない。あるいは、必要に応じて校正工程（３回目）、校正工程（４回目）、・・・を
実施してもよい。
【００４４】
　校正工程が完了すると、終了工程を開始し、ステップＳ３１６において、情報端末１５
０は登録処理を行う。具体的には、終了工程を示す固有の工程コードと工程の名称とを登
録情報として管理サーバ１１０に送信する。これにより、管理情報ＤＢ１２１の管理情報
に登録情報が記録される。
【００４５】
　ステップＳ３１７において、編集者または校正者１５１は印刷作業を行う。具体的には
、画像処理装置１４０にログインし、画像処理装置１４０において編集者または校正者１
５１が印刷可能な原稿データの一覧を要求する。画像処理装置１４０では、管理サーバ１
１０に対して一覧要求を行う。画像処理装置１４０からの一覧要求を受けて、管理サーバ
１１０では、管理情報ＤＢ１２１を参照し、編集者または校正者１５１によって印刷が許
可されている原稿データの一覧情報を送信する。一覧情報を受信した画像処理装置１４０
では、当該一覧情報を表示し、編集者または校正者１５１から原稿データの選択並びに印
刷要求を受け付ける。更に、選択された原稿データについての印刷要求を管理サーバ１１
０に送信する。
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【００４６】
　ステップＳ３１８において、管理サーバ１１０では、印刷要求された原稿データに基づ
いて「承認用原稿データ」を生成し、画像処理装置１４０に送信することで、画像処理装
置１４０に印刷処理を実行させる。これにより、編集者または校正者１５１は、「承認用
原稿」を取得することができる。なお、本実施形態において、承認用原稿データは、校正
用原稿データと同様のフォーマットにより生成されるものとする。
【００４７】
　ステップＳ３１９において、編集者または校正者１５１は、承認用原稿を作者２００に
送付する。承認用原稿を受け取った作者２００は、ステップＳ３２０において、承認用原
稿を承認する承認作業を行う。また、ステップＳ３２１において、承認した承認用原稿を
、編集者または校正者１５１に送付する。
【００４８】
　ステップＳ３２２において、編集者または校正者１５１は、承認用原稿を受け取る。ス
テップＳ３２３において、情報端末１５０は登録処理を行う。具体的には、校正が終了し
た旨の情報（校了情報）を登録情報として管理情報ＤＢ１２１に送信する。これにより、
管理情報ＤＢ１２１の管理情報に登録情報が記録される。これにより、終了工程が終了す
る。
【００４９】
　その後、編集者または校正者１５１は、校了情報が記録された時点で管理サーバ１１０
に格納されている最新の原稿データを用いて出版作業を行う。これにより、原稿データが
製本化され、書籍の出版が可能となる。
【００５０】
　＜２．管理サーバのハードウェア構成＞
　次に、管理サーバ１１０のハードウェア構成について説明する。図４は、管理サーバ１
１０のハードウェア構成を示す図である。
【００５１】
　図４に示すように、管理サーバ１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）４０１
、ＲＯＭ（Read Only Memory）４０２、ＲＡＭ（Random Access Memory）４０３、記憶部
４０４を備える。更に、管理サーバ１１０は、通信部４０５、表示部４０６、操作部４０
７を備える。なお、管理サーバ１１０の各部は、バス４０８を介して相互に接続されてい
る。
【００５２】
　ＣＰＵ４０１は、記憶部４０４に格納された各種プログラム（例えば、管理プログラム
１２０）を実行するコンピュータである。
【００５３】
　ＲＯＭ４０２は不揮発性メモリである。ＲＯＭ４０２は、記憶部４０４に格納された各
種プログラムを、ＣＰＵ４０１が実行するために必要な各種プログラム、データ等を格納
する。具体的には、ＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）やＥＦＩ（Extensible Firm
ware Interface）等のブートプログラムなどを格納する。
【００５４】
　ＲＡＭ４０３は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）やＳＲＡＭ（Static Ran
dom Access Memory）等の主記憶装置である。ＲＡＭ４０３は、記憶部４０４に格納され
た各種プログラムがＣＰＵ４０１によって実行される際に展開される、作業領域として機
能する。
【００５５】
　記憶部４０４は、ＣＰＵ４０１により実行される各種プログラム及び各種プログラムが
ＣＰＵ４０１により実行される際に利用される各種ＤＢ（例えば、管理情報ＤＢ１２１、
原稿ＤＢ１２２、スキャン原稿ＤＢ１２３）を格納する。
【００５６】
　通信部４０５は、ネットワーク１８０を介して、情報端末１３０、画像処理装置１４０
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、情報端末１５０～１７０と通信を行う。
【００５７】
　表示部４０６は、管理サーバ１１０が有する各種情報を表示する。操作部４０７は、管
理サーバ１１０に各種指示を入力する際に用いられる。
【００５８】
　＜３．原稿及び原稿データの説明＞
　次に、書籍を出版するまでの各工程において、作者２００と編集者または校正者１５１
との間でやり取りされる各種原稿、及び画像処理システム１００内において送受信される
原稿データについて説明する。
【００５９】
　（１）初期原稿及び原稿データ
　はじめに初期原稿及び原稿データについて説明する。図５は、初期原稿及び原稿データ
の一例を示す図である。図５（ａ）に示すように、作者２００により作成される初期原稿
５００は、原稿用紙等の紙媒体に手書きで記載されている。一方、図５（ｂ）に示すよう
に、オペレータ１３１により電子化されることで生成される原稿データ５１０は、１ペー
ジあたりの文字数及び文字のフォント等が統一された文書データである。原稿データ５１
０は初期原稿５００に基づいて生成され、以降、各校正工程において、校正済み原稿に基
づいてオペレータ１３１により順次修正されていく。
【００６０】
　（２）校正紙フォーマット
　次に、校正用原稿データを生成する際に用いられる校正紙フォーマットについて説明す
る。後述するように校正用原稿データは、表紙と、原稿データの各ページが校正紙フォー
マットに挿入されたシートとを有している。なお、ここでは、原稿データの各ページが挿
入される校正紙フォーマットについて説明する。図６は、校正紙フォーマットの一例を示
す図である。
【００６１】
　図６に示すように、校正紙フォーマット６００は、１シートあたり２ページの原稿デー
タが挿入されるようにトンボ６０１が配置されている。トンボとは、出版物を作成する際
に、仕上がりサイズに断裁するための位置や多色刷りの見当あわせのために、版下の天地
・左右の中央と四隅などに付される目印のことをいう。
【００６２】
　校正紙フォーマット６００は、更に原稿データの各ページが挿入される挿入領域６０２
を有する。また、挿入領域６０２の外側には、管理情報表示領域６１０、チェックマーク
記入領域６２０、ＱＲ（Quick Response　登録商標）コード等の二次元コード６３０、６
３１、ノンブル６４０が配置されている。
【００６３】
　管理情報表示領域６１０には、管理情報ＤＢ１２１の管理情報または管理情報に基づく
情報が記入される。例えば、校正工程（１回目）において校正用原稿データを生成する場
合、挿入領域６０２には、初期原稿５００を電子化した原稿データが挿入されるため、原
稿特定欄６１１には、初期原稿５００を示す"初稿"が記入される。また、校正工程（２回
目）において校正用原稿データを生成する場合、挿入領域６０２には、１回目の校正済み
原稿に基づいて電子化された原稿データが挿入される。このため、原稿特定欄６１１には
、１回目の校正が行われた２回目の原稿であることを示す"二校"が記入される。
【００６４】
　更に、管理情報表示領域６１０のタイトル記入欄６１２には、書籍のタイトルが記入さ
れ、割り当てページ記入欄６１３には、挿入される原稿データの各ページが、書籍の何ペ
ージ目から何ページ目までに割り当てられるかを示すページ範囲が記入される。なお、原
稿データの各ページは、出版時の各ページに対応するものとする。
【００６５】
　更に、管理情報表示領域６１０の出版社記入欄６１４には、書籍を出版する出版社の名
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称が記入される。
【００６６】
　チェックマーク記入領域６２０は、校正用原稿データが印刷され編集者または校正者１
５１が校正を行った場合に、校正を行ったことを示すマークが記入される領域である。チ
ェックマーク記入領域６２０を設けたことで、オペレータ１３１はマークが記入されてい
るか否かを判断すれば、当該シートが、校正が行われたシートであるか否かを容易に区別
することができる。
【００６７】
　二次元コード６３０、６３１は、各シートの正否の判定に用いられる、シート固有の識
別情報（例えば、ＱＲコード（登録商標））である。具体的には、二次元コード６３０、
６３１は、校正用原稿データの各シートが、いずれの書籍についての校正用原稿データで
あるかを特定する"本コード"と、いずれの工程の印刷作業により印刷された校正用原稿デ
ータであるかを特定する"工程コード"とを含む。また、二次元コード６３０、６３１は、
校正用原稿データの各シートが、何シート目であるかを特定する"シート数"と、校正用原
稿データのシートの総数を示す"総シート数"とを含む。
【００６８】
　このため、二次元コード６３０、６３１は、シートごとに異なる情報が含まれることと
なる。ただし、同一シート内においては同一の情報が含まれているものとする。また、二
次元コード６３０、６３１は、同一シート内において異なる２箇所の位置に配置される。
【００６９】
　このように、同一の情報が含まれる二次元コードを同一シート内の異なる位置に配置し
たのは、二次元コードの読み取りミスが発生するのを防止（または低減）するためである
。上述したように、校正用原稿データは印刷されて校正された後に、校正済み原稿として
作者２００に送付され、作者２００によって確認された後に編集者または校正者１５１に
返送され、スキャン処理を経てスキャンデータとなる。このため、スキャンデータを生成
する時点で、校正済み原稿が汚れていたり、折れ曲がっていたりすることが容易に想定さ
れる。これに対して、同一シート内の異なる位置に同一の情報を含む二次元コード６３０
、６３１を配置しておけば、いずれか一方の読み取りミスが発生した場合でも、残りの一
方の読み取りには成功する可能性がある。つまり、読み取りミスの発生を防止（または低
減）することができる。
【００７０】
　したがって、二次元コードは２箇所の位置に配置する場合に限定されず、３箇所以上の
複数箇所に配置するようにしてもよい。また、二次元コード６３０、６３１の位置は、シ
ートの右下及び左下に限定されず、他の位置であってもよい。
【００７１】
　ノンブル６４０は、校正用原稿データの総シート数と、各シートの順序（校正用原稿デ
ータの何シート目にあたるか）を示すシート数とを含む。
【００７２】
　（３）校正用原稿データ
　次に校正用原稿データについて説明する。図７は、校正用原稿データの一例を示す図で
ある。図７に示すように、校正用原稿データ７００は、表紙７０１と、原稿データの各ペ
ージが校正紙フォーマットに挿入されたシート７０２とを有する。
【００７３】
　表紙７０１には、書籍のタイトルと、編集者または校正者１５１の名前が記入される。
各シート７０２には、管理情報表示領域６１０に各シート共通の管理情報が記入される。
また、各シート７０２には、各シートごとに異なる二次元コード６３０、６３１及びノン
ブル６４０が記入される。
【００７４】
　（４）校正済み原稿
　次に、校正用原稿データが印刷され、編集者または校正者１５１により校正された校正
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済み原稿について説明する。図８は、校正済み原稿８００の一例を示す図である。図８に
示すように、編集者または校正者１５１は、校正用原稿データを紙媒体等に印刷した後、
手書きにより校正を行う。手書き箇所８０１～８０３は、編集者または校正者１５１が手
書きで校正した箇所を示している。編集者または校正者１５１は、手書きで校正を行った
場合、当該シートのチェックマーク記入領域６２０に、マークを記入する。なお、校正を
行っていないシートのチェックマーク記入領域６２０には、マークを記入しない。
【００７５】
　＜４．ＤＢに格納される情報の説明＞
　次に、各ＤＢ（管理情報ＤＢ１２１、原稿ＤＢ１２２、スキャン原稿ＤＢ１２３）に格
納される情報について説明する。
【００７６】
　（１）管理情報の説明
　はじめに、管理情報ＤＢ１２１に格納される管理情報について説明する。図９は、管理
情報９００の一例を示す図である。図９に示すように、管理情報９００は情報の項目とし
て、"本コード"、"タイトル"、"作者"、"編集者／校正者"、"通知対象者"、"工程"、"日
付"、"工程コード"を含む。更に、管理情報９００は情報の項目として、"スキャンデータ
"、"原稿データ"、"校正紙ＩＤ"、"校正用原稿データ"、"校了"を含む。
【００７７】
　"本コード"には、書籍を特定するためのコードが記録される。"タイトル"には、書籍の
題名が記録される。"作者"には、書籍の作者２００の名前が記録される。"編集者／校正
者"には、書籍を出版するまでの各工程における一連の作業を担当する編集者または校正
者１５１の名前及びＩＤ（Identification）が記録される。"通知対象者"には、書籍を出
版するまでの各工程において、管理情報９００が更新されたことを通知すべき関係者（例
えば、編集者または校正者１５１及びその監督者１６１、１７１、オペレータ１３１等）
の名前及びＩＤが記録される。
【００７８】
　"工程"には、それぞれの工程の名称が記録される。図９の例では、初稿工程、校正工程
（１回目）、校正工程（２回目）、終了工程を経て校了した場合を示している。"日付"に
は、各工程が記録された日時が記録される。"工程コード"には、それぞれの工程固有のコ
ードが記録される。
【００７９】
　"スキャンデータ"には、原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデータの
ファイル名及び格納場所が記録される。図９の例は、初稿工程において、初期原稿に対す
るスキャン処理により生成されたスキャンデータとして、ファイル名"ｐｄｆ１ｓ"が付さ
れたスキャンデータが格納されたことを示している。また、校正工程（１回目）において
、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデータとして、ファイル
名"ｐｄｆ２ｓ"が付されたスキャンデータが格納されたことを示している。更に、校正工
程（２回目）において、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデ
ータとして、ファイル名"ｐｄｆ３ｓ"が付されたスキャンデータが格納されたことを示し
ている。
【００８０】
　"原稿データ"には、スキャンデータに基づいて、原稿を電子化することで生成される原
稿データのファイル名及び格納場所が記録される。図９の例は、初稿工程において、初期
原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデータに基づいて、初期原稿を電子
化して得られる原稿データとして、ファイル名"ｐｄｆ１ｄ"が付された原稿データが可能
されたことを示している。
【００８１】
　また、校正工程（１回目）において、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成さ
れたスキャンデータに基づいて、校正済み原稿の校正内容が反映された原稿データとして
、ファイル名"ｐｄｆ２ｄ"が付された原稿データが格納されたことを示している。
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【００８２】
　更に、校正工程（２回目）において、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成さ
れたスキャンデータに基づいて、校正済み原稿の校正内容が反映された原稿データとして
、ファイル名"ｐｄｆ３ｄ"が付された原稿データが格納されたことを示している。
【００８３】
　なお、図９の例では、校正工程（２回目）において生成された原稿データ（ファイル名
＝"ｐｄｆ３ｄ"）が出版作業における製本化に用いられる。このため、終了工程に対応す
る"原稿データ"には、 "ｐｄｆ３ｄ"の原稿データを読み取り専用に設定して所定の格納
場所に格納した原稿データのファイル名"ｐｄｆ＿ｆｉｎａｌ"が記録される。
【００８４】
　"校正紙ＩＤ"には、校正紙フォーマット６００を特定するためのＩＤが記録される。な
お、校正紙フォーマットは、図６に示す校正紙フォーマット６００のほか、複数種類用意
されており、編集者または校正者１５１が選択できるように構成されているものとする。
したがって、"校正紙ＩＤ"には、編集者または校正者１５１により選択された校正紙フォ
ーマットを特定するためのＩＤが記録される。
【００８５】
　"校正用原稿データ"には、校正用原稿データのファイル名及び格納場所が記録される。
図９の例では、ファイル名"ｐｄｆ１ｄ"の原稿データを校正紙フォーマット６００に挿入
することで生成された校正用原稿データのファイル名"ｐｄｆ１ｐ"が、ファイル名"ｐｄ
ｆ１ｄ"と対応付けて記録されている。なお、ファイル名"ｐｄｆ１ｐ"の校正用原稿デー
タは、校正工程（１回目）が開始され、校正工程（１回目）の工程コード（実行中の工程
の工程コード）が管理情報９００に記録された後であって、印刷処理が行われる際に生成
される。
【００８６】
　また、"校正用原稿データ"には、ファイル名"ｐｄｆ２ｄ"の原稿データを校正紙フォー
マット６００に挿入することで生成された校正用原稿データのファイル名"ｐｄｆ２ｐ"が
、ファイル名"ｐｄｆ２ｄ"と対応付けて記録されている。なお、ファイル名"ｐｄｆ２ｐ"
の校正用原稿データは、校正工程（２回目）が開始され、校正工程（２回目）の工程コー
ド（実行中の工程の工程コード）が管理情報９００に記録された後であって、印刷処理が
行われる際に生成される。
【００８７】
　更に、"校正用原稿データ"には、ファイル名"ｐｄｆ３ｄ"の原稿データを校正紙フォー
マット６００に挿入することで生成された承認用原稿データのファイル名"ｐｄｆ３ｐ"が
、ファイル名"ｐｄｆ３ｄ"と対応付けて記録されている。なお、ファイル名"ｐｄｆ３ｐ"
の承認用原稿データは、終了工程が開始され終了工程の工程コード（実行中の工程の工程
コード）が管理情報に記録された後であって、印刷処理が行われる際に生成される。
【００８８】
　"校了"には、編集者または校正者１５１が、作者２００より承認済み原稿を受け取り、
情報端末１５０より、校正が完了した旨の校了情報が送信された場合に、校了したことを
示す"〇"が記録される。
【００８９】
　（２）原稿情報及びスキャン原稿情報の説明
　次に、原稿ＤＢ１２２に格納される原稿情報及びスキャン原稿ＤＢ１２３に格納される
スキャン原稿情報について説明する。図１０は、原稿情報１０２０及びスキャン原稿情報
１０１０について説明するための図である。
【００９０】
　図１０において、表示画面１００１は、情報端末１３０においてオペレータ１３１が、
スキャンデータに基づいて各種原稿を電子化する際に、情報端末１３０に表示される画面
の一例である。
【００９１】
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　このうち、図１０（ａ）は、初期原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャン
データ１０１１と、スキャンデータ１０１１に基づいて初期原稿を電子化することで得ら
れる原稿データ１０２１とを表示した様子を示している。
【００９２】
　また、図１０（ｂ）は、校正工程（１回目）において、校正済み原稿に対するスキャン
処理により生成されたスキャンデータ１０１２と、スキャンデータ１０１２に基づいて校
正済み原稿を電子化した原稿データ１０２２とを表示した様子を示している。
【００９３】
　図１０（ａ）の場合、スキャン原稿ＤＢ１２３には、スキャンデータ１０１１を管理す
るためのスキャン原稿情報１０１０と、ファイル名＝"ｐｄｆ１ｓ"のスキャンデータ１０
１１とが格納されている。スキャン原稿情報１０１０は、情報の項目として"日時"と、"
作業者"と、"スキャンデータ"とを含む。
【００９４】
　"日時"には、編集者または校正者１５１がスキャン作業を行った日時が記録される。"
作業者"には、スキャン作業を行った編集者または校正者１５１の名前またはＩＤが記録
される。"スキャンデータ"には、スキャン作業により生成されたスキャンデータ１０１１
のファイル名が記録される。
【００９５】
　表示画面１００１には、スキャン原稿情報１０１０の中からオペレータ１３１が選択し
たファイル名のスキャンデータが表示される。図１０（ａ）は、オペレータ１３１により
、ファイル名＝"ｐｄｆ１ｓ"のスキャンデータ１０１１が選択されて、表示された例を示
している。
【００９６】
　また、図１０（ａ）の場合、原稿ＤＢ１２２には、原稿データ１０２１を管理するため
の原稿情報１０２０と、ファイル名＝"ｐｄｆ１ｄ"の原稿データ１０２１とが格納されて
いる。
【００９７】
　原稿情報１０２０は、情報の項目として"日時"と、"作業者"と、"原稿データ"とを含む
。"日時"には、オペレータ１３１が電子化処理を行った日時が記録される。"作業者"には
、電子化処理を行ったオペレータ１３１の名前またはＩＤが記録される。"原稿データ"に
は、電子化により生成された原稿データ１０２１のファイル名が記録される。
【００９８】
　同様に、図１０（ｂ）の場合、スキャン原稿ＤＢ１２３には、スキャン原稿情報１０１
０と、ファイル名＝"ｐｄｆ１ｓ"のスキャンデータ１０１１と、ファイル名＝"ｐｄｆ２
ｓ"のスキャンデータ１０１２とが格納されている。表示画面１００１には、スキャン原
稿情報１０１０の中から、オペレータ１３１が選択したファイル名のスキャンデータが表
示される。図１０（ｂ）は、オペレータ１３１により、ファイル名＝"ｐｄｆ２ｓ"のスキ
ャンデータ１０１２が選択されて表示された例を示している。
【００９９】
　また、図１０（ｂ）の場合、原稿ＤＢ１２２には、ファイル名＝"ｐｄｆ１ｄ"の原稿デ
ータ１０２１と、ファイル名＝"ｐｄｆ２ｄ"の原稿データ１０２２とが格納されている。
更に、原稿ＤＢ１２２には、原稿データを管理するための原稿情報１０２０が格納されて
いる。なお、原稿データ１０２２は、原稿データ１０２１をスキャンデータ１０１２に基
づいてオペレータ１３１が修正することで生成された原稿データである。
【０１００】
　＜５．管理サーバの機能構成＞
　次に、管理サーバ１１０の管理プログラム１２０がＣＰＵ４０１により実行されること
で実現される機能について説明する。図１１は、管理サーバ１１０の機能構成を示す図で
ある。
【０１０１】
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　図１１に示すように、管理プログラム１２０がＣＰＵ４０１により実行されることで、
管理サーバ１１０において実現される機能には、登録部１１０１、印刷一覧生成部１１０
２、印刷制御部１１０３、スキャン制御部１１０４、通知部１１０５が含まれる。
【０１０２】
　登録部１１０１は、管理情報９００に各種情報を記録することで、各工程において原稿
を管理する管理手段としての役割を果たす。具体的には、情報端末１３０または情報端末
１５０から通知される登録情報を、管理情報ＤＢ１２１の管理情報９００に記録する。ま
た、印刷制御部１１０３より通知される印刷情報（校正用原稿データの格納場所及びファ
イル名）を、管理情報ＤＢ１２１の管理情報９００に記録する。
【０１０３】
　印刷一覧生成部１１０２は、画像処理装置１４０からの一覧要求に応じて、画像処理装
置１４０に対して一覧情報を送信する。具体的には、一覧要求に含まれる編集者または校
正者１５１のＩＤに基づいて、管理情報ＤＢ１２１内を検索し、"編集者／校正者"に記録
されたＩＤが一覧要求に含まれるＩＤと一致する管理情報を抽出する。また、抽出したそ
れぞれの管理情報の"原稿データ"に含まれる原稿データのファイル名を一覧情報として画
像処理装置１４０に送信する。
【０１０４】
　印刷制御部１１０３は、画像処理装置１４０より、原稿データのファイル名が含まれる
印刷要求を受信した場合に、当該原稿データのファイル名が記録された管理情報９００を
参照し、表紙を生成する。また、当該原稿データを読み出し、各ページを校正紙フォーマ
ット６００に挿入することで各シートを生成する。更に、管理情報９００を参照し、各シ
ートの管理情報表示領域６１０に管理情報を記入するとともに、二次元コード６３０、６
３１及びノンブル６４０を記入する。更に、生成した表紙及びシートを、校正用原稿デー
タとして画像処理装置１４０に出力する。
【０１０５】
　また、印刷制御部１１０３は、生成した校正用原稿データを所定の格納場所に格納する
とともに、印刷情報（校正用原稿データの格納場所及びファイル名）を登録部１１０１に
通知する。
【０１０６】
　スキャン制御部１１０４は、画像処理装置１４０においてスキャン処理が実行されるこ
とで生成されたスキャンデータを受信し、スキャン原稿ＤＢ１２３に格納する。また、ス
キャン原稿情報１０１０に、受信したスキャンデータのファイル名、スキャン処理が実行
された日時、スキャン作業を行った作業者の名前またはＩＤを記録する。
【０１０７】
　また、スキャン制御部１１０４は、受信したスキャンデータに基づいて、作業ミスの有
無を判定する。具体的には、スキャンデータの各シートに含まれる二次元コード６３０、
６３１を解析し、異なる本コードや異なる工程コードのシートが含まれていないかを判定
するとともに、シートの抜けがないかを判定する。
【０１０８】
　更に、スキャン制御部１１０４は、受信したスキャンデータに基づいて、作業ミスの有
無を判定した結果、作業ミスがあったと判定した場合に、作業ミスの内容（エラー情報）
を通知部１１０５に通知する。
【０１０９】
　通知部１１０５は、登録部１１０１により管理情報ＤＢ１２１の管理情報９００が更新
された場合、管理情報９００の"通知対象者"に記録された通知対象者に、更新内容を送信
する。また、通知部１１０５は、スキャン制御部１１０４より、エラー情報が通知された
場合に、通知対象者にエラー情報の通知を行う。
【０１１０】
　＜６．管理サーバの各部で実行される処理の流れ＞
　次に管理サーバ１１０により実行される管理処理（図２、図３参照）について、各部ご
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との処理に分けて詳細を説明する。
【０１１１】
　（１）登録部による登録処理の流れ
　はじめに、登録部１１０１による登録処理の流れについて説明する。図１２は、登録部
１１０１による登録処理の流れを示すフローチャートである。
【０１１２】
　ステップＳ１２０１において、登録部１１０１は、登録情報を受信したか否かを判定す
る。ステップＳ１２０１において、登録情報を受信したと判定した場合には、ステップＳ
１２０３に進み、受信した登録情報に基づいて、管理情報９００を更新する。また、管理
情報９００を更新したこと及び更新内容を通知部１１０５に通知する。なお、登録部１１
０１が登録情報を受信するケースとしては、例えば以下のようなケースが挙げられる。
・初稿工程において、情報端末１５０より、管理情報９００の"本コード"、"タイトル"、
"編集者／校正者"、"通知対象者"、"工程"、"日付"、"スキャンデータ""校正紙ＩＤ"につ
いての登録情報を受信するケース（図２のステップＳ２０６）。
・初稿工程において、情報端末１３０より、管理情報９００の"原稿データ"についての登
録情報を受信するケース（図２のステップＳ２１０）。
・校正工程（１回目、２回目）、終了工程において、情報端末１５０より、管理情報９０
０の"工程"、"日付"、"工程コード"についての登録情報を受信するケース（図２のステッ
プＳ２１１、図３のステップＳ３０１、Ｓ３１６）。
・校正工程（１回目、２回目）において、情報端末１５０より、管理情報９００の"スキ
ャンデータ"についての登録情報を受信するケース（図２のステップＳ２２１、図３のス
テップＳ３１１）。
・校正工程（１回目、２回目）において、情報端末１３０より、管理情報９００の"原稿
データ"についての登録情報を受信するケース（図２のステップＳ２２５、図３のステッ
プＳ３１５）。
・終了工程において、情報端末１５０より、管理情報９００の"校了"についての登録情報
を受信するケース（図３のステップＳ３２３）。
【０１１３】
　一方、ステップＳ１２０１において、登録情報を受信していないと判定した場合には、
ステップＳ１２０２に進む。ステップＳ１２０２において、登録部１１０１は、印刷制御
部１１０３より印刷情報を受信したか否かを判定する。ステップＳ１２０２において、印
刷情報を受信したと判定した場合には、ステップＳ１２０３に進み、受信した印刷情報に
基づいて、管理情報９００を更新する。また、管理情報９００を更新したことを通知部１
１０５に通知する。なお、登録部１１０１が印刷情報を受信するケースとして、例えば、
以下のケースが挙げられる。
・校正工程（１回目、２回目）、終了工程において、印刷制御部１１０３より、管理情報
９００の"校正用原稿データ"についての印刷情報を受信するケース（図２のステップＳ２
１３、図３のステップＳ３０３、Ｓ３１８）。
【０１１４】
　一方、ステップＳ１２０２において、印刷情報を受信していないと判定した場合には、
ステップＳ１２０４に進む。ステップＳ１２０４において、登録部１１０１は、管理情報
９００の"校了"に、校了したことを示す"〇"が記録されたか否かを判定する。ステップＳ
１２０４において、校了したことを示す"〇"が記録されていないと判定された場合には、
ステップＳ１２０１に戻る。一方、校了したことを示す"〇"が記録されたと判定した場合
には、管理情報９００についての登録処理を終了する。
【０１１５】
　（２）印刷一覧生成部による一覧情報提供処理の流れ
　次に、印刷一覧生成部１１０２による一覧情報提供処理の流れについて説明する。図１
３は、印刷一覧生成部１１０２による一覧情報提供処理の流れを示すフローチャートであ
る。
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【０１１６】
　ステップＳ１３０１において、印刷一覧生成部１１０２は、画像処理装置１４０より一
覧要求を受信したか否かを判定する。ステップＳ１３０１において、一覧要求を受信して
いないと判定した場合には、受信するまで待機する。
【０１１７】
　一方、ステップＳ１３０１において、一覧要求を受信したと判定した場合には、ステッ
プＳ１３０２に進む。ステップＳ１３０２において、印刷一覧生成部１１０２は、一覧要
求に含まれる作業者の情報（印刷作業を行うために画像処理装置１４０にログインした編
集者または校正者１５１のＩＤ）を抽出する。
【０１１８】
　ステップＳ１３０３において、印刷一覧生成部１１０２は、ステップＳ１３０２におい
て抽出したＩＤと同じＩＤが"編集者／校正者"に記録されている管理情報について、管理
情報ＤＢ１２１内を検索する。
【０１１９】
　ステップＳ１３０４において、印刷一覧生成部１１０２は、ステップＳ１３０３におい
て検索された管理情報それぞれに含まれる"原稿データ"のファイル名を、一覧情報として
画像処理装置１４０に送信する。
【０１２０】
　（３）印刷制御部による印刷制御処理の流れ
　次に、印刷制御部１１０３による印刷制御処理の流れについて説明する。図１４は、印
刷制御部１１０３による印刷制御処理の流れを示すフローチャートである。
【０１２１】
　ステップＳ１４０１において、印刷制御部１１０３は、印刷対象として原稿データのフ
ァイル名が指定された印刷要求を、画像処理装置１４０より受信したか否かを判定する。
ステップＳ１４０１において、印刷要求を受信していないと判定した場合には、受信する
まで待機する。一方、ステップＳ１４０１において印刷要求を受信したと判定した場合に
は、ステップＳ１４０２に進む。
【０１２２】
　ステップＳ１４０２において、印刷制御部１１０３は、印刷要求より、印刷対象として
指定された原稿データのファイル名を抽出する。また、印刷制御部１１０３は、抽出した
ファイル名に対応付けて管理情報９００の"タイトル"、"編集者／校正者"に記録されてい
るタイトル名、編集者または校正者の名前を読み出す。
【０１２３】
　ステップＳ１４０３において、印刷制御部１１０３は、ステップＳ１４０２において読
み出したタイトル名、編集者または校正者の名前を用いて、校正用原稿データの表紙を生
成する。
【０１２４】
　ステップＳ１４０４において、印刷制御部１１０３は、抽出したファイル名に対応付け
て管理情報９００の"校正紙ＩＤ"に記録されている校正紙ＩＤに基づいて、校正紙フォー
マット６００を読み出す。
【０１２５】
　ステップＳ１４０５において、印刷制御部１１０３は、抽出したファイル名の原稿デー
タを原稿ＤＢ１２２より読み出し、読み出した原稿データの各ページを、ステップＳ１４
０４において読み出した校正紙フォーマット６００に挿入し、各シートを生成する。また
、印刷制御部１１０３は、校正紙フォーマットに原稿データの各ページを挿入する際、シ
ート数をカウントする。
【０１２６】
　ステップＳ１４０６において、印刷制御部１１０３は、校正用原稿データの各シートの
ノンブル６４０に、ステップＳ１４０５においてカウントしたシート数及び総シート数を
記入する。
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【０１２７】
　ステップＳ１４０７において、印刷制御部１１０３は、抽出したファイル名に対応付け
て管理情報９００の"工程"に記録された工程名と、"タイトル"に記録されたタイトル名を
読み出す。また、読み出した工程名とタイトル名とを、管理情報表示領域６１０の原稿特
定欄６１１及びタイトル記入欄６１２に記入する。また、印刷制御部１１０３は、挿入し
た原稿データの各ページが割り当てられた書籍内のページ範囲を、割り当てページ記入欄
６１３に記入する。
【０１２８】
　ステップＳ１４０８において、印刷制御部１１０３は、抽出したファイル名に対応付け
て管理情報９００の"本コード"、"工程コード"に記録された本コードと工程コードとを読
み出す。また、読み出した本コード及び工程コードと、シート数及び総シート数とに基づ
いて二次元コードを生成し、各シートに記入する。
【０１２９】
　ステップＳ１４０９において、印刷制御部１１０３は、ステップＳ１４０３において生
成された表紙と、ステップＳ１４０４からＳ１４０８までの処理により生成された各シー
トとを、校正用原稿データとして画像処理装置１４０に出力する。また、校正用原稿デー
タを管理サーバ１１０内の所定の格納場所に格納する。
【０１３０】
　ステップＳ１４１０において、印刷制御部１１０３は、印刷情報（校正用原稿データの
格納場所及びファイル名）を登録部１１０１に通知する。
【０１３１】
　なお、上記説明では、印刷制御処理時に（つまり校正用原稿データを生成するタイミン
グで）、原稿データの各ページを校正紙フォーマット６００に挿入することとしたが、挿
入のタイミングは、校正用原稿データの生成のタイミングと異なっていてもよい。つまり
、原稿データの各ページの校正紙フォーマット６００への挿入は、原稿データが生成され
てから、印刷制御処理が実行されるまでの任意のタイミングで行われてもよい。
【０１３２】
　（４）スキャン制御部によるスキャン制御処理の流れ
　次に、校正済み原稿に対するスキャン処理が実行されることで生成されたスキャンデー
タに対する、スキャン制御部１１０４によるスキャン制御処理の流れについて説明する。
図１５は、スキャン制御部１１０４によるスキャン制御処理の流れを示すフローチャート
である。
【０１３３】
　ステップＳ１５０１において、スキャン制御部１１０４は、校正済み原稿に対するスキ
ャン処理により生成されたスキャンデータを受信したか否かを判定する。ステップＳ１５
０１において、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデータを受
信していないと判定した場合には、受信するまで待機する。一方、ステップＳ１５０１に
おいて受信したと判定された場合には、ステップＳ１５０２に進む。
【０１３４】
　ステップＳ１５０２において、スキャン制御部１１０４は、シートカウンタｎに初期値
（＝"１"）を代入する。ステップＳ１５０３において、スキャン制御部１１０４は、受信
したスキャンデータの中から、ｎシート目のスキャンデータを読み出す。
【０１３５】
　ステップＳ１５０４において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデー
タに対して、シートの正否を判定するスキャンデータチェック処理を実行する。なお、ス
キャンデータチェック処理の詳細は、図１６及び図１７を用いて後述する。
【０１３６】
　ステップＳ１５０５において、スキャン制御部１１０４は、受信したスキャンデータの
すべてのシートに対して、スキャンデータチェック処理を実行したか否かを判定する。ス
テップＳ１５０５において、スキャンデータチェック処理を実行していないシートがある
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と判定した場合には、ステップＳ１５０６に進み、シートカウンタｎをインクリメントし
た後、ステップＳ１５０３に戻る。
【０１３７】
　一方、ステップＳ１５０５において、受信したスキャンデータのすべてのシートに対し
て、スキャンデータチェック処理を実行したと判定した場合には、ステップＳ１５０７に
進む。
【０１３８】
　ステップＳ１５０７において、スキャン制御部１１０４は、受信したスキャンデータの
中に、エラーと判定されたシートが含まれていたか否かを判定する。ステップＳ１５０７
において、エラーと判定されたシートが含まれていると判定した場合には、ステップＳ１
５０８に進む。
【０１３９】
　ステップＳ１５０８において、スキャン制御部１１０４は、エラーと判定したシートに
おけるエラー情報を通知部１１０５に通知する。
【０１４０】
　一方、ステップＳ１５０７において、エラーと判定されたシートが含まれていないと判
定した場合には、ステップＳ１５０９に進む。ステップＳ１５０９において、スキャン制
御部１１０４は、受信したスキャンデータを、スキャン原稿ＤＢ１２３に格納する。また
、スキャン原稿情報１０１０に、スキャンデータのファイル名、スキャン処理が実行され
た日時、スキャン作業を行った作業者の名前またはＩＤを記録する。
【０１４１】
　（５）スキャン制御部によるスキャンデータチェック処理の流れ
　次に、スキャン制御部１１０４によるスキャンデータチェック処理（ステップＳ１５０
４）の流れについて図１６及び図１７を用いて説明する。図１６は、スキャン制御部１１
０４によるスキャンデータチェック処理の流れを示すフローチャートである。また、図１
７は、二次元コードの内容及びスキャンデータチェック処理の具体例を示す図である。
【０１４２】
　図１６に示すように、スキャンデータチェック処理が開始されると、ステップＳ１６０
１において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデータに二次元コードが
含まれているか否かを判定する。ステップＳ１６０１において、二次元コードが含まれて
いると判定した場合には、ステップＳ１６０３に進む。一方、二次元コードが含まれてい
ないと判定した場合には、ステップＳ１６０２に進む。
【０１４３】
　ステップＳ１６０２において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデー
タにおいて二次元コードの読み取りエラーが発生したと判定する。
【０１４４】
　ステップＳ１６０３において、スキャン制御部１１０４は、二次元コードを識別する。
図１７（ａ）は、二次元コードの一例を示す図である。図１７（ａ）に示すように、校正
用原稿データの各シートに付された二次元コードには、本コードと、工程コードと、シー
ト数／総シート数とが含まれる。
【０１４５】
　本コードは、１２ケタの数字または英字から構成される。また、工程コードは、１８ケ
タの数字または英字から構成される。更に、シート数及び総シート数は３ケタの数字から
構成され、"／"を挟んで配置される。したがって、スキャン制御部１１０４は、二次元コ
ードを識別することで、ｎシート目のスキャンデータがいずれの書籍のスキャンデータで
あるのか、いずれの工程のスキャンデータであるのか、何シート目のスキャンデータであ
るのかを判断することができる。
【０１４６】
　図１６に戻る。ステップＳ１６０４において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目
のスキャンデータに付された二次元コードにより識別された本コードが、正しい本コード
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であるか否かを判定する。なお、正しい本コードであるか否かは、他のシートに付された
二次元コードにより識別された本コードと同じであるか否かに基づいて判定するものとす
る。例えば、全てのシートに付された二次元コードにより識別された本コードのうち、大
多数（例えば、９０％以上）の本コードと同じであった場合、ｎシート目のスキャンデー
タに付された二次元コードにより識別された本コードは正しいと判定する。一方、識別さ
れた本コードが、当該大多数の本コードと異なっていれば正しくないと判定する。
【０１４７】
　図１７（ｂ）は、総シート数＝２９９のスキャンデータのそれぞれのシートに付された
二次元コードを識別した識別内容を示す図である。図１７（ｂ）に示すように、識別した
二次元コードのうち、本コードは、大多数のシートにおいて、"１２３４５６７８９０Ａ
Ｂ"となっている。これに対して、１００シート目の本コードは、"１２３４５６７７７９
ＡＡ"となっている。したがって、図１７（ｂ）の例では、ｎ＝１００のスキャンデータ
について本コードの正否を判定した場合、スキャン制御部１１０４は、本コードが正しく
ないと判定する。
【０１４８】
　ステップＳ１６０４において、本コードが正しいと判定した場合には、ステップＳ１６
０６に進む。一方、本コードが正しくないと判定した場合には、ステップＳ１６０５に進
む。ステップＳ１６０５において、スキャン制御部１１０４は、異なる書籍の校正済み原
稿が混入するエラーが発生したと判定する。
【０１４９】
　ステップＳ１６０６において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデー
タに付された二次元コードにより識別された工程コードが、正しい工程コードであるか否
かを判定する。なお、正しい工程コードであるか否かは、他のシートに付された二次元コ
ードにより識別された工程コードと同じであるか否かに基づいて判定するものとする。例
えば、全てのシートに付された二次元コードにより識別された工程コードのうち、大多数
（例えば、９０％以上）の工程コードと同じであった場合、ｎシート目のスキャンデータ
に付された二次元コードにより識別された工程コードは正しいと判定する。一方、識別さ
れた工程コードが、当該大多数の工程コードと異なっていれば正しくないと判定する。
【０１５０】
　図１７（ｂ）に示すように、識別した二次元コードのうち、工程コードは、大多数のシ
ートにおいて、"１２３４５６７８９０ＡＢＣＤＥＦＧＨ"となっている。これに対して、
１８０シート目の工程コードは、"１２３４５６７８９０ＡＢＣ９９９９９"となっている
。したがって、図１７（ｂ）の例では、ｎ＝１８０のスキャンデータについて工程コード
の正否を判定した場合、スキャン制御部１１０４は、工程コードが正しくないと判定する
。
【０１５１】
　ステップＳ１６０６において、工程コードが正しいと判定した場合には、ステップＳ１
６０８に進む。一方、工程コードが正しくないと判定した場合には、ステップＳ１６０７
に進む。ステップＳ１６０７において、スキャン制御部１１０４は、異なる工程の校正済
み原稿が混入するエラーが発生したと判定する。
【０１５２】
　ステップＳ１６０８において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデー
タに付された二次元コードにより識別されたシート数を識別する。ステップＳ１６０９に
おいて、スキャン制御部１１０４は、識別したシート数と、（ｎ－１）シート目のスキャ
ンデータに付された二次元コードにより識別されたシート数との差が１であるか否かを判
定する。
【０１５３】
　ステップＳ１６０９において、差が１であると判定された場合には、ステップＳ１６１
１に進み、差が１ではないと判定された場合には、ステップＳ１６１０に進む。
【０１５４】
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　ステップＳ１６１０において、スキャン制御部１１０４は、（ｎ－１）シート目とｎシ
ート目との間に、シート抜けのエラーが発生したと判定する。
【０１５５】
　ステップＳ１６１１において、スキャン制御部１１０４は、ｎシート目のスキャンデー
タに付されたチェックマーク記入領域６２０に、校正を行ったことを示すマークが記入さ
れているか否かを判定する。
【０１５６】
　ステップＳ１６１１において、マークが記入されていると判定した場合には、ステップ
Ｓ１６１２において、ｎシート目のスキャンデータに、しおりを挿入する。これにより、
ｎシート目のスキャンデータにおいて校正が行われたことを、オペレータ１３１は容易に
把握することができる。なお、しおりとは、リンクの一種で、目次の役割を果たす機能を
いう。
【０１５７】
　なお、上記説明では、シート抜けのエラーが発生したか否かを判定するにあたり、シー
ト数の差を算出することとしたが、シート抜けのエラーが発生したか否かの判定は、これ
に限定されない。例えば、シート数をカウントしていき、原稿データの総ページ数に相当
するシート数が揃っているか否かを判定することで、シート抜けのエラーが発生したか否
かを判定するようにしてもよい。
【０１５８】
　（６）通知部による通知処理の流れ
　次に、通知部１１０５による通知処理の流れについて説明する。図１８は、通知部１１
０５による通知処理の流れを示すフローチャートである。
【０１５９】
　ステップＳ１８０１において、通知部１１０５は、管理情報９００が更新されたか否か
（登録部１１０１より更新内容が通知されたか否か）を監視する。ステップＳ１８０１に
おいて更新されたと判定された場合には、ステップＳ１８０３に進む。
【０１６０】
　ステップＳ１８０３において、通知部１１０５は、管理情報９００の"通知対象者"に記
録された通知対象者に、更新内容を通知する。なお、通知部１１０５では、例えば以下の
更新内容を通知する。
・初稿工程において、"本コード"、"タイトル"、"編集者／校正者"、"通知対象者"、"工
程"、"日付"、"スキャンデータ"、"校正紙ＩＤ"が更新された場合には（図２のステップ
Ｓ２０６）、新しい管理情報が記録されたことを通知する。また、新しい管理情報に記録
された記録内容を通知する。
・初稿工程において、"原稿データ"が更新された場合には（図２のステップＳ２１０）、
原稿データが新たに生成されたことを、ファイル名とともに通知する。
・校正工程（１回目、２回目）、終了工程において、"工程"、"日付"、"工程コード"が更
新された場合には（図２のステップＳ２１１、図３のステップＳ３０１、Ｓ３１６）、次
の工程に進んだことを、工程名、日付、工程コードとともに通知する。
・校正工程（１回目、２回目）において、"スキャンデータ"が更新された場合には（図２
のステップＳ２２１、図３のステップＳ３１１）、スキャンデータが新たに格納されたこ
とを、ファイル名とともに通知する。
・校正工程（１回目、２回目）において、"原稿データ"が更新された場合には（図２のス
テップＳ２２５、図３のステップＳ３１５）、原稿データが修正されたことを、ファイル
名とともに通知する。
・終了工程において、"校了"が更新された場合には（図３のステップＳ３２３）、校了し
たことを通知する。
【０１６１】
　図１８に戻る。ステップＳ１８０１において管理情報９００が更新されていないと判定
された場合には、ステップＳ１８０２に進む。ステップＳ１８０２において、通知部１１
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０５は、スキャン制御部１１０４よりエラー情報を受信したか否かを判定する。ステップ
Ｓ１８０２において、エラー情報を受信したと判定した場合にはステップＳ１８０３に進
む。
【０１６２】
　ステップＳ１８０３において、通知部１１０５は、管理情報９００の"通知対象者"に記
録された通知対象者に、エラー情報を通知する。なお、通知部１１０５では、校正工程（
１回目、２回目）においてスキャンデータを受信した場合（図２のステップＳ２２０、図
３のステップＳ３１０）、例えば以下のいずれかのエラー情報を通知する。
・二次元コードの読み取りエラー
・異なる書籍の校正済み原稿が混入するエラー
・異なる工程の校正済み原稿が混入するエラー
・シート抜けエラー
　ステップＳ１８０４において、通知部１１０５は、校了したことを通知したか否かを判
定し、通知していないと判定した場合には、ステップＳ１８０１に戻る。一方、校了した
ことを通知したと判定した場合には、管理情報９００についての通知処理を終了する。
【０１６３】
　＜７．まとめ＞
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る画像処理システム１００では、
・管理情報ＤＢを配し、書籍を出版するまでの各工程において原稿を管理する構成とした
。
・原稿データの印刷処理に際しては、校正紙フォーマットの各シートに原稿データの各ペ
ージを挿入するとともに、書籍固有の情報、工程固有の情報及びシートを特定するための
情報を含む二次元コードを記入する構成とした。
【０１６４】
　これにより、印刷処理された原稿データについて、シートごとに正否を判定することが
可能となる。この結果、印刷処理された原稿データがスキャン処理されるまでの間に発生
しうる作業ミス（異なる書籍や異なる工程のシートの混入、シートの抜け等）を抑止また
は低減させることが可能となる。
【０１６５】
　また、本実施形態に係る画像処理システム１００では、
・校正紙フォーマットの各シートに、校正を行ったことを示すマークを記入するための欄
を設けた。
【０１６６】
　これにより、校正されたシートを容易に確認することが可能となる。この結果、スキャ
ン処理された原稿に基づいて、原稿データを生成するまでの間に発生しうる作業ミス（校
正されたシートに基づいて原稿データを修正する際の修正もれ）を抑止または低減させる
ことが可能となる。
【０１６７】
　更に、本実施形態に係る画像処理システム１００では、
・原稿のスキャン処理に際して二次元コードを識別し、異なる書籍または異なる工程のシ
ートの混入と、シートの抜けとを自動的に判定する構成とした。
・原稿のスキャン処理に際して、シートごとに、校正を行ったことを示すマークの有無を
自動的に判定し、マークがあると判定したシートにしおりを挿入する構成とした。
【０１６８】
　これにより、印刷処理された原稿データについて、シートごとに正否を判定する作業及
び校正されたシートを確認する作業を容易かつ正確に行うことが可能となる。
【０１６９】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、スキャンデータチェック処理において、本コードの正否、工
程コードの正否、シート数の正否を判定するにあたり、他のシートの本コード、工程コー
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ド、及び前シートのシート数と対比する構成とした。しかしながら、本コードの正否、工
程コードの正否、シート数の正否の判定方法はこれに限定されず、例えば、生成した校正
用原稿データの各シートと対比することで、本コードの正否、工程コードの正否、シート
数の正否を判定する構成としてもよい。以下、第２の実施形態に係る管理サーバ１１０に
よるスキャン制御処理及びスキャンデータチェック処理について説明する。
【０１７０】
　図１９は、スキャン制御処理の流れを示すフローチャートである。なお、図１９に示す
各ステップのうち、図１５で説明したスキャン制御処理と同様のステップについては、同
じ参照番号を付すこととし、ここでは説明を省略する。
【０１７１】
　図１５との相違点は、ステップＳ１８０１及びステップＳ１８０２である。ステップＳ
１５０１において、校正済み原稿に対するスキャン処理により生成されたスキャンデータ
を受信したと判定した場合、ステップＳ１８０１では、スキャン制御部１１０４が、受信
したスキャンデータに対応する校正用原稿データを取得する。具体的には、スキャン制御
部１１０４は、管理情報９００の"校正用原稿データ"に記録されている校正用原稿データ
のうち、最新の校正用原稿データを読み出す。
【０１７２】
　また、ステップＳ１８０２において、スキャン制御部１１０４は、スキャンデータ及び
校正用原稿データのｎシート目を読み出す。これにより、ステップＳ１５０４において、
スキャンデータチェック処理を行うにあたり、スキャンデータのｎシート目の二次元コー
ドと、校正用原稿データのｎシート目の二次元コードとを対比することが可能となる。こ
の結果、スキャンデータのｎシート目の二次元コードと校正用原稿データのｎシート目の
二次元コードとが同じであれば、本コード、工程コード、シート数が正しいと判定するこ
とができる。一方、スキャンデータの二次元コードに基づいて識別した本コード、工程コ
ード、シート数のいずれかが、校正用原稿データの二次元コードに基づいて識別した本コ
ード、工程コード、シート数と異なっていれば、エラーが発生したと判定することができ
る。
【０１７３】
　なお、本実施形態の判定方法によれば、例えば、校正用原稿データの一部のシートのみ
を印刷して校正を行った場合においても有効である。例えば、校正用原稿データの５０シ
ート目から６５シート目までを印刷して校正を行った場合、ステップＳ１８０１において
、スキャン制御部１１０４が校正用原稿データを取得するにあたり、印刷処理が行われた
シートのみを読み出すようにすればよい。これにより、ステップＳ１５０４においてスキ
ャンデータチェック処理を行うにあたり、スキャンデータのシートに対応する校正用原稿
データのシートと対比することが可能となる。
【０１７４】
　このように、本実施形態によれば、スキャンデータチェック処理における本コードの正
否、工程コードの正否、シート数の正否を、より精度よく行うことが可能となる。
【０１７５】
　［第３の実施形態］
　第３の実施形態では、管理サーバ１１０利用時の課金について説明する。図２０は、第
３の実施形態に係る管理サーバ１１０の機能構成を示す図である。なお、図２０に示す機
能構成のうち、図１１の機能構成と同様の構成要素については同じ参照番号を付すことと
し、ここでは説明を省略する。
【０１７６】
　図１１の機能構成との相違点は課金部２００１を有する点である。課金部２００１は、
情報端末１３０、画像処理装置１４０、情報端末１５０と管理サーバ１１０との間の通信
に応じて課金する機能を有する。なお、課金部２００１による課金方法としては以下に示
すように、種々の方法が挙げられる。
・管理サーバ１１０へのアクセス数に応じて課金する方法



(24) JP 6191581 B2 2017.9.6

10

20

30

40

50

・管理サーバ１１０の利用時間に応じて課金する方法
・管理サーバ１１０に格納されているデータのダウンロード回数（出力回数）に応じて課
金する方法
・管理サーバ１１０に格納されているデータをダウンロードした際のデータ量に応じて課
金する方法
　図２１は、書籍を出版するまでの各工程の作業の流れを示した図２において、上記課金
方法を適用して課金した場合の課金機会を示した図である。図２１において、点線２１０
１及び点線２１０２が課金機会を示している。
【０１７７】
　このうち、丸印は、管理サーバ１１０に格納されているデータのダウンロード回数また
はデータ量に応じて課金する場合の課金機会を示している。また、三角印は、それ以外の
課金機会を示している。すなわち、管理サーバ１１０に格納されているデータのダウンロ
ード回数またはデータ量に応じて課金する方法の場合、丸印で示したタイミングで課金が
行われる。また、管理サーバ１１０へのアクセス数または利用時間に応じて課金する方法
の場合、丸印及び三角印で示したタイミングで課金が行われることとなる。
【０１７８】
　なお、図２１では、書籍を出版するまでの各工程の作業の流れを示した図２についての
み課金機会について示したが、図３についても同様である。また、図２１では、通知対象
者への通知について明示しなかったが、通知対象者への通知についても課金を行う構成と
してもよい。
【０１７９】
　このように、本実施形態によれば、管理サーバ１１０の利用に対して課金することが可
能となる。
【０１８０】
　［第４の実施形態］
　上記各実施形態では、管理情報ＤＢ１２１の管理情報への登録情報の記録を、情報端末
１３０または情報端末１５０が実行することとしたが、本発明はこれに限定されない。例
えば、ステップＳ２１０及びＳ２２５において原稿データのファイル名や格納場所を管理
情報９００に記録する処理は、原稿データが新たに格納された際、原稿ＤＢ１２２から登
録部１１０１に登録情報を通知することで実行する構成としてもよい。また、ステップＳ
２２１及びＳ３１１においてスキャンデータのファイル名や格納場所を管理情報９００に
記録する処理は、スキャンデータが新たに格納された際、スキャン原稿ＤＢ１２３から登
録部１１０１に登録情報を通知することで実行する構成としてもよい。
【０１８１】
　なお、上記実施形態に挙げた構成等に、その他の要素との組み合わせなど、ここで示し
た構成に本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲で変更することが可能であり、その応用形態に応じて適切に定めることができ
る。
【符号の説明】
【０１８２】
１００　　　　　　：画像処理システム
１１０　　　　　　：管理サーバ
１２０　　　　　　：管理プログラム
１２１　　　　　　：管理情報ＤＢ
１２２　　　　　　：原稿ＤＢ
１２３　　　　　　：スキャン原稿ＤＢ
１３０　　　　　　：情報端末
１４０　　　　　　：画像処理装置
１５０～１７０　　：情報端末
５００　　　　　　：初期原稿
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５１０　　　　　　：原稿データ
６００　　　　　　：校正紙フォーマット
７００　　　　　　：校正用原稿データ
８００　　　　　　：校正済み原稿
９００　　　　　　：管理情報
１０１０　　　　　：スキャン原稿情報
１０２０　　　　　：原稿情報
１１０１　　　　　：登録部
１１０２　　　　　：印刷一覧生成部
１１０３　　　　　：印刷制御部
１１０４　　　　　：スキャン制御部
１１０５　　　　　：通知部
２００１　　　　　：課金部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１８３】
【特許文献１】特開２００６－９２１００号公報

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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