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コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、書類のスキャンを目的とした、インストー

ルが簡単で使いやすい業務用スキャンアプリケーションです。

このソフトウェアは画像処理、フォーム処理、ワークフローに 適なアプリケーション

であり、単独のアプリケーションとしても優れています。カラー、白黒、グレースケー

ルでの片面、両面スキャン、インデックス付け、バッチ処理を管理します。バッチは

多くの一般的なアプリケーションに簡単にエクスポートできます。キャプチャプロソ

フトウェアを使用すれば、ご利用のスキャナー製品の機能を十分に活用して、生産性を

大限に向上できます。このソフトウェアだけですべての機能をサポートしているの

で、特別なハードウェアを追加する必要はありません。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、スピード、正確性、そして使いやすさを

重視して設計されており、 スキャナー性能を引き出すことで 大限の生産性を実現し

ます。高速のマルチページ表示によって、イメージやオプションのインデックスデー

タをドキュメントのスキャン中に確認できます。スキャン操作をシンプルにするため、

アイコンで操作できるツールを揃えています。

管理者ガイド - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアを も効率よく使用するため

のジョブセットアップの作成方法についての詳細を提供します。その他、ページセッ

トアップ、バーコードおよびパッチコード、自動インポートなどに関する情報も含ま

れています。

スキャナーのサポート コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、ほとんどのコダックスキャナーと、認

定された ISISドライバを持つ、コダック以外のほぼすべてのスキャナーをサポートし

ます。キャプチャ プロ ソフトウェアがサポートするスキャナーの詳細リストについて

は、次を参照してください。www.kodakalaris.com/go/kcsscannersupport.

ご使用のKodak 以外のスキャナーがサポートされておらず、サポートリスト

にそのスキャナーの追加を希望する場合は、Kodak Alaris の認定代理店か

寄りの Kodak Alaris 販売代理店にご使用のスキャナーの情報をご提供くだ

さい。

• また、キャプチャ プロ ソフトウェアでは、VRS での使用が認定されているすべて

のスキャナーに関して、Kofax VRS Version 4.x もサポートされます。

• コダック以外のスキャナーのサポートは、Microsoft Windows XP、Microsoft
Windows 7、Microsoft Windows 8 で動作保証されています。詳細は、付録 B の
システム要件を参照してください。
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参考資料 この『管理者ガイド』以外に、以下の資料が用意されています。

• オンラインヘルプ - 製品の詳細なセットアップ、ユーザーインターフェイスの詳細、

その他多数の高度な機能などの情報を提供します。ヘルプファイル内で情報を検索

するには、目次、インデックス、検索機能を使用できます。

ヘルプにアクセスするには、F1 を押して、ダイアログボックスの［ヘルプ］ボタンを

押すか、？をクリックします。？アイコンは、すべてのウィンドウの右上にあります。

• オンラインチュートリアル - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのチュートリ

アルでは、製品概要に続いて、キャプチャ プロ ソフトウェアの機能に慣れ親しむた

めに詳細な製品セットアップ例を説明します。チュートリアルでは、ジョブのセッ

トアップ、スキャン、インデックス付け、スキャンイメージの出力などの作業を実

施するための基本手順を説明します。

チュートリアルはキャプチャ プロ ソフトウェアインストーラ内のオプション項目

にあります。インストールした場合は、［ヘルプ］>［チュートリアル］を選択する

と実行できます。インストールしていない場合は、キャプチャ プロ ソフトウェアの

インストールDVDを挿入してチュートリアルをインストールします。

各言語のチュートリアルは、www.kodakalaris.com/go/kcsdownloadsのキャプ

チャ プロ ソフトウェア Web サイトからもダウンロードできます。

• リファレンスガイド - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのインストールと起

動など、すぐに使い始めるための簡単な手順を説明します。予め設定されたジョブ

セットアップを使用したスキャン手順も紹介しています。このガイドの PDF は、

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのインストール DVD に収録されています。

• ユーザーズガイド - 新しいバッチの作成、原稿のスキャン、スキャンイメージの編

集、バッチの出力に関する基本手順を説明します。また、ウィンドウ、メニュー、

ツールについての説明も含まれています。

• リリースノート - 他の補足資料には掲載されていない情報が記載されています。リ

リースノートを参照するには、www.kodakalaris.com/go/kcsdownloadsにアクセ

スし、キャプチャ プロ ソフトウェア Upgrade for Version X.X のリンクを選択

してください。ダウンロードページには、 新のリリースノートが掲載されていま

す。
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ウイルススキャンアプリ

ケーション

ウイルススキャンアプリケーションを使用している場合は、ウイルススキャンアプリ

ケーションのアクセス対象から、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのワークグ

ループ、スキャンしたイメージとバッチ出力フォルダ、およびサブフォルダを除外す

ると、システムパフォーマンスが向上します。

デフォルトフォルダ名は以下のとおりです。

c:¥ScanPro

c:¥BatchesPro

c:¥Document and Settings¥All Users¥Shared Documents¥KCSPro
（Windows XPシステムの場合）

c:¥Users¥Public¥PublicDocuments¥KCSPro（Windows 7およびWindows 8シス

テムの場合）

c:¥Program Files¥Kodak¥Capture Pro（Windows XP OSの場合）

c:¥Program File (x86)¥Capture Pro （Windows 7およびWindows 8 OSの場合）

注：［詳細］インストールを選択して、デフォルトインストールフォルダを変更した場

合は、アンチウイルスソフトウェアの設定時に、これらのフォルダを除外してく

ださい。
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ソフトウェアのインス

トール

開始前に付録 B、「システム要件」を参照して、ご使用の PC がキャプチャ プロ ソフ

トウェアに適していることを確認してください。

インストールには以下の物が必要です。

• スキャナーを接続する場合は、スキャナー製造元が提供するスキャナードライバ CD。

• ライセンス通知 e メールに添付の PDF ファイル（シリアル番号が記載されてい

ます）。

• キャプチャ プロ ソフトウェア Web サイト 
(www.kodakalaris.com/go/CaptureProDownload)からアプリケーションをダウ

ンロードするか、オプションのコダック キャプチャ プロ ソフトウェアのインス

トール DVD を購入します。

• キャプチャ プロ ソフトウェアをインストールするコンピュータがインターネット

にアクセスできない場合は、ライセンスマネージャツールもダウンロードする必要

があります。キャプチャ プロ ソフトウェア Web サイトで入手できます。ライセン

スマネージャはインターネットにアクセスできるコンピュータにインストールして

ください。

• 購入済みの場合はオプションのハードウェアキー（USB ドングル）。

• ソフトウェアをインストールする PC の管理者権限。

1. スキャナードライバ CD を CD ドライブに挿入し、表示される指示に従って、スキャ

ナードライバをインストールします。

コダックスキャナードライバをインストールすると、Kodak Scan Validation Tool
も自動的にインストールされます。このツールは、スキャナーの接続確認と動作テ

ストに使用します。

注： Kodak Alaris 以外のメーカーのスキャナーに関しては、製造元の推奨に従って、

ご使用の PC にスキャナーをインストールしてテストしてください。

2. スキャナーを接続し、Kodak Scan Validation Toolを使用して接続をテストしま

す。詳細については、ご使用のスキャナーのユーザーズガイドを参照してください。

3. DVD ドライブにコダック キャプチャ プロのインストールソフトウェア DVD を
CD ドライブに挿入します。インストールを開始する前に、追加情報がないかリ

リースノートの内容を確認します。リリースノートは、インストール DVD の
ルートフォルダに格納されています。

www.kodakalaris.com/go/kcsdownloads にアクセスし、Capture Pro 
Software Upgrade for the Version X.X のリンクからも入手できます。
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注：インストールが自動的に始まらない場合は、DVD が挿入されているドライブを

参照し、Setup.exe をダブルクリックします。このプログラムは、コダック

キャプチャ プロ ソフトウェアのインストール DVD のルートに格納されて

います。

4. ［インストールメニュー］画面が表示されたら、希望する言語を選択し、［コダック

キャプチャ プロ ソフトウェアのインストール］オプションをクリックします。

5. 使用許諾契約の内容を読んでから［使用許諾契約の全条項に同意します］をクリッ

クし、［次へ］をクリックします。［ハードウェアライセンスキー］画面が表示され

ます。

6. ［USB ハードウェアキーを使用しません］を選択して［次へ］をクリックします。

注：オプションの USB ハードウェアキーを購入した場合は、［USB ハードウェ

アキーを使用します］を選択して［次へ］をクリックします。

［インストールタイプ］画面が表示されます。

7. ［次へ］をクリックします。［ソフトウェアのシリアル番号］画面が表示されます。

注：コダック キャプチャ プロ ネットワークエディションを購入し、クライアン

トをインストールする場合は、［コダック キャプチャ プロ ネットワークエ

ディション］をクリックしてください。

8. ソフトウェアのシリアル番号を入力して［次へ］をクリックします。［製品登録］

画面が表示されます。

9. 受信したライセンス通知 e メールに示されている登録 ID を入力します。登録 ID
がない場合は、［今すぐ登録］を選択して登録を完了します。［次へ］をクリックし

ます。コダックライセンスサーバからライセンスを取得中に［ライセンスの取得］

画面が表示されます。

注：ご使用のコンピュータがインターネットにアクセスできない場合は、付録 F の
ライセンスマネージャでライセンス取得の方法を確認してください。

10.［セットアップタイプ］画面から、［標準］を選択し、［次へ］をクリックします。

［インストール概要］画面が表示されます。

11.［次へ］をクリックします。［インストール準備の完了］画面が表示されます。

12.［インストール］をクリックして、インストールを開始します。［セットアップス

テータス］画面が表示されます。表示される指示に従ってください。

13.［完了］をクリックします。

14. 要求された場合、コンピュータを再起動するオプションを選択します。

コダック キャプチャ プ
ロ ソフトウェアの起動

インデックスワークステーションまたは自動インポートエディションを使用していな

い場合は、スキャナーが起動しており、PC に適切に接続されていることを確認しま

す。オプションのハードウェアキーを購入した場合は、キーがコンピュータの USB
ポートに挿入されていることを確認します。

注：

• ネットワークエディションのクライアントは、ライセンス取得中の警告があります。

• コダック キャプチャ プロ ソフトウェアネットワークエディションのクライアント

は、コダック キャプチャ プロ サーバソフトウェアとの初回同期を実行します。

• デスクトップ上のコダック キャプチャ プロ ソフトウェアのアイコンを

ダブルクリックします。または

•［スタート］ >［プログラム］ >［コダック］ > ［コダック キャプチャ プ
ロ ソフトウェア］を選択します。
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2   ジョブセットアップ
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出力先オプション：[ ファイル (1)] と [ ファイル (2)] ........................2-54

[ ファイル (1)] と [ ファイル (2)] のセットアップオプション..............2-55
[ ファイル (1)] と [ ファイル (2)] のインデックスオプション..............2-67
[ アウトプット先のセットアップ ] を使用した出力先とファイル名
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[ インデックス内容のセットアップ ] ダイアログボックスの使用.......2-74

[ システム (1)] と [ システム (2)] オプション ...........................................2-75
E メールオプションの設定..................................................................2-76
印刷オプションの設定.........................................................................2-78
SharePoint のインデックスセットアップウィザードの使用 ..............2-79
Info Input Express セットアップウィザードの使用 ............................2-84
コダック Info Activate 出力先のセットアップ ....................................2-89

詳細オプション ........................................................................................2-91
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イメージ回転 .......................................................................................2-98
イメージの結合 ...................................................................................2-99
分割 ...................................................................................................2-100

[ 他のプログラムの呼出し ] オプション.................................................2-101
リモート出力（ネットワークエディションのみ）..................................2-104
ジョブセットアップ：スキャナー固有の設定 .......................................2-105

スキャナオプション ..........................................................................2-105
コダック i5000/i1800 シリーズスキャナー .......................................2-107
コダック i4000/i3000 シリーズスキャナーおよびコダック i2900
スキャナー.........................................................................................2-108
コダック i600/i700/i1400/i200 シリーズスキャナー..........................2-109
Kodak i800 シリーズスキャナー ....................................................... 2-110
Kodak デジタル サイエンス 3520 スキャナー .................................. 2-118

［ジョブセットアップ］

機能

［ジョブセットアップ］機能では、ジョブのパラメータをセットアップできます。この

章では、［スキャン］、［インデックス］、［出力］タブの情報と、スキャン要件に合った

オプションの選択方法について説明します。ジョブのセットアップを実行しておけば、

バッチドキュメントに対するスキャン要件および出力要件を満たすジョブを選択でき

ます。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアで使用するジョブをセットアップするには、

［ジョブセットアップ］ダイアログボックスを開きます。［ジョブセットアップ］から、

すでに定義済みのジョブ名を選択し、テンプレートとして使用することで、ご使用の

環境で必要なジョブのカスタマイズができます。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、予め3つのジョブが定義されています。

標準スキャン - セットアップを行わなくても、デフォルト設定を使用してスキャンが

できます。このジョブには、インデックスが定義されておらず、スキャンされたイメー

ジはすべて、出力後に C:¥BatchesPro の下に保存されます。

スキャンイメージの PDF 化 -［標準スキャン］に似ていますが、このジョブではド

キュメントのスキャン時にイメージビューアに 初のページが表示され、インデック

スデータとしてファイル名の入力を指示するプロンプトが表示されます。インデック

スデータは、ドキュメントが出力されるときにファイル名として使用されます。

スキャンイメージの E メール送信 -［スキャンイメージの PDF 化］に似ていますが、

このジョブでは PDF ファイルが作成され、E メールに添付ファイルとして添付されま

す。スキャンが完了すると、ご使用の E メールアプリケーションが開き、スキャンイ

メージのファイルが添付された E メールを、ご自身の E メールアカウントからご希望

のアドレスへ送信する準備が整います。

目的の操作に応じて、いずれかのジョブセットアップを選択し、ジョブをカスタマイ

ズするための雛形として使用できます。
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ジョブセットアップを

開く

• ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］をクリックします。［ジョブセットアップ］ダ

イアログボックスが表示されます。

［ジョブセットアップ］

ダイアログボックス

以下の情報は、［ジョブセットアップ］ダイアログボックスのすべてのタブで共通して

表示されます。

ジョブ名 - 事前定義されたジョブとドロップダウンリストで定義されたジョブを一覧

表示します。

［ジョブセットアップ］ダイアログボックスには、［スキャン］、［インデックス］、［出

力］の 3 つのタブがあります。これらのタブの詳細な使用方法は、以降の項で説明し

ます。
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• [スキャン ] タブでは、[一般 ]、[バッチ ]、[バーコード ]、[OCR & マーク検知 ]、[セ
パレーション ]、[スキャナー ] の設定をします。この章で後述する「ジョブセット
アップ：[スキャン ] タブ」を参照してください。

- 一般設定 - スキャン後のイメージの保存方法を定義できます。

- バッチの設定 - このジョブセットアップのバッチ設定を選択し、バッチのド

キュメント数やドキュメントのページ数を制限できます。

- バーコード、OCR & マーク検知の設定— バーコードゾーン、OCR、マーク

検知のゾーンを作成、変更、各種設定ができます。

- セパレーション設定 - カウントコード、白紙ページ、バーコードゾーン、OCR
ゾーン、パッチコードなどを使ってセパレーションを設定できます。

- スキャナーの設定 - 印刷機能またはイメージアドレス機能（あるいは両方の

機能）があるスキャナーをお使いの場合、これらのオプションを設定するに

はスキャナーの設定を使います。イメージアドレス、プリンタ、パッチ設定

などのスキャン設定は、ページセットアップではなく、ジョブセットアップ

で行います。競合する設定は、デフォルトでジョブセットアップ設定になり

ます。

• ［インデックス］タブでは、バッチレベルやドキュメントレベルのインデックス

フィールドを定義できます。［データベースルックアップ］タブでは、データソース

の指定、検索の実行方法の定義、インデックスフィールドの投入に使用されるデー

タの定義、またはインデックスフィールドの内容の確認ができます。後述の「ジョ

ブセットアップ：［インデックス］タブ」を参照してください。

• ［出力］タブでは、ジョブセットアップの［出力先］と［詳細］のオプションを設定

できます。後述の「ジョブセットアップ：［出力］タブ」を参照してください。

アイコン

追加：新規ジョブセットアップを追加できます。

1. ［追加］アイコンをクリックします。

2. 新規ジョブセットアップの名前を入力して、［保存］をクリックします。

3. ［スキャン］、［インデックス］、［出力］タブを使用して、このジョブ

セットアップの条件を設定できます。各タブについての詳細は、以

降の項を参照してください。

4. 終了したら、［OK］をクリックします。

注： ジョブセットアップ名の 後にピリオド（.）は指定できません。

名前の変更：現在選択しているジョブセットアップの名前を変更でき

ます。開かれているジョブの名前は変更できません。

1. ［ジョブ名］ドロップダウンリストから、名前を変更するジョブを選

択します。

2. ［名前の変更］アイコンをクリックします。

3. 新しいジョブ名を入力し、［OK］をクリックします。

注： ジョブセットアップ名の 後にピリオド（.）は指定できません。

削除：選択したジョブを削除できます。開いているジョブは削除でき

ません。また、すべてのバッチが出力処理、または削除されるまでジョ

ブは削除できません。

1. ［ジョブ名］ドロップダウンリストから、削除するジョブセットアッ

プを選択します。

2. ［削除］アイコンをクリックします。確認ボックスが表示されます。

3. ［はい］をクリックして、削除を確認します。
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エクスポート：キャプチャ プロ ソフトウェアにセットアップの内容を

保持しながら、ジョブセットアップをエクスポートできます。

1. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し

ます。

2. ［エクスポート］アイコンをクリックします。［エクスポート］ダイ

アログボックスが表示されます。

3. ［フォルダの選択］をクリックして、ジョブセットアップのエクス

ポート先となるフォルダを選択します。

4. エクスポート名には、エクスポート元のジョブ名が入ります。この

名前を変更する場合は、［エクスポート名］フィールドに新しい名

前を入力します。

注： ここでエクスポートタイプとして利用できるのは、ディレクトリと

ファイルのみです。

5. ［OK］をクリックします。エクスポート完了のメッセージが表示さ

れます。

インポート：別の場所からジョブセットアップをコダック キャプチャ

プロ ソフトウェアにインポートできます。

1. ［インポート］アイコンをクリックします。［インポート］ダイアロ

グボックスが表示されます。

2. ［フォルダの選択］をクリックして、インポート対象のエクスポート

されたジョブ名のフォルダを選択します。

3. インポート名には、元のジョブ名が入ります。この名前を変更する

場合は、［インポート名］フィールドに新しい名前を入力します。

注：ここでインポートタイプとして利用できるのは、ディレクト

リとファイルのみです。

4. ［OK］をクリックします。インポート完了のメッセージが表示され

ます。

注： 使用するモデルとは異なるスキャナーモデルを使用したジョブを

インポートする場合、スキャナー特有の設定（プリンタ /カウンタの

設定など）はすべて再設定する必要があります。
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ジョブセットアップのすべての項目を設定したら、次のボタンをクリックします。

［他の出力先］ - このボタンは [ 出力 ] タブにのみ表示されます。クリックすると、比較

的使用頻度が低い、サードパーティシステムの出力先が表示されます。

SharePoint のインデックスセットアップウィザード - 既存の SharePoint サイトで

使用しているインデックスをキャプチャ プロ ソフトウェアのジョブセットアップに

素早く簡単に設定します。詳細については、後述の「SharePoint のインデックスセッ

トアップウィザードの使用」を参照してください。

OK - 入力内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル - 変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

適用 - 変更を保存しますが、ダイアログボックスを開いたままにします。

ジョブセットアップ：

［スキャン］タブ

[スキャン ] タブでは、[一般 ]、[バッチ ]、[バーコード ]、[OCR & マーク検知 ]、[セパレー

ション ]、[スキャナー ] の設定をします。

• 一般設定 - スキャン後のイメージ保存方法を定義できます。

• バッチ設定 - ジョブのバッチ名フォーマットを定義し、バッチのドキュメント数や

ドキュメントのページ数を制限できます。

• [バーコード、OCR & マーク検知 ] - バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知
ゾーンの作成、変更、各種設定ができます。

• セパレーション - カウントコード、白紙ページ、バーコードゾーン、OCR ゾーン、

パッチコードなどを使ってバッチおよびドキュメントのセパレーションを設定でき

ます。

• スキャナー - イメージアドレス機能や印字機能を持つスキャナーに対して、それら

の機能を設定します。イメージアドレス、プリンタ、パッチ設定などのスキャン設

定は、ページセットアップではなく、ジョブセットアップで行います。競合する設

定は、デフォルトでジョブセットアップ設定になります。
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全般設定 -［スキャン］タブ ［スキャン］タブの［一般］を選択して、以下の設定を変更できます。

スキャンイメージの場所 - 選択したジョブ用にスキャンイメージが保存される現在の

場所を表示します。別の場所にイメージをスキャンする場合は、［フォルダの選択］で

適切な場所を選択します。

出力イメージの保存場所 - 出力イメージの 終出力先を選択できます。別の場所にイ

メージを出力する場合は、［フォルダの選択］で場所を選択します。

説明 - このジョブセットアップの設定についての覚書きとして、重要な注意点などを

入力できます。

ページ設定 - 新しいバッチが開くときに、選択したデフォルトぺージのセット

アップを設定します。スキャン中にユーザーが使用できるページ設定のリスト
も選択される場合があります。[ 設定 ] を選択して、[ ページ設定の選択 ] ダイ

アログボックスを表示します。[ アイテムを追加 ] と [ アイテムを削除 ] ボタ

ンを使用して、[ 使用可能なページ設定 ] リストから [ 選択したページ設定 ] の
リストを作成します。終了したら [OK] をクリックします。

[ ページ設定 ] ドロップダウンリストから、新しいバッチを開く時に使用され

るデフォルトのページ設定を選択します。

• スキャン後に自動的にバッチを閉じる - 選択すると、スキャナーの搬送が停止した

ときに、バッチエクスプローラとイメージビューアでバッチが閉じます。

• バッチ終了時に自動的に出力 - 選択すると、バッチが閉じた直後にバッチが出力処

理されます。

• 出力後にバッチを保存 - 選択すると、スキャンイメージの場所にバッチが保存され、

出力バッチも作成されます。
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バッチの設定 -［スキャン］

タブ

［スキャン］タブで［バッチの設定］を選択すると、このジョブのバッチ名フォーマッ

トを定義し、バッチのドキュメント数やドキュメントのページ数を制限できます。た

とえば、100ドキュメントを1つのバッチとする場合、制限を設けることで、バッチ内

の予想ドキュメント数と合致しない場合に警告を出すことができます。

• バッチ名の命名 - 以下の選択を行います。

- バッチ名 - ドロップダウンリストからバッチ名を選択します。標準的なバッ
チ名は、「BatchXXX」です。バッチ名を固定文字「Invoices」と日付に
変更する場合は、［セットアップ］をクリックして、［標準セットアップ］
ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスから、以下の設
定を行うことができます。手順については、「バッチ名の設定変更」を参
照してください。

- 次のバッチ番号 - 次に作成するバッチ番号を入力します。実際のバッチ番
号は、バッチの作成時に決定します。［ジョブレベルバッチ番号設定を有
効にする］の選択が解除されている場合、値を入力できません。コダック
キャプチャ プロ ソフトウェアのユーザーズガイドの第2章「ワークステー
ションの設定」を参照してください。

• 上限 - バッチ内のドキュメント - 以下の項目を選択します。

- 数：バッチに格納できる 小および 大ドキュメント数を入力または選択
します。

- 警告：バッチが 大ドキュメント数に近くなった場合に警告するドキュ
メント数を入力します。スキャンがこの制限を超えると（1～2 以上のド
キュメントを超えると）、スキャンは停止します。

• 上限 - ドキュメント内のページ - 次の項目を設定します。

- 数：ドキュメント内の 小および 大ページ数を入力または選択します。

- 警告：ドキュメントが 大ページ数に近くなった場合に警告するページ
数を入力します。スキャンがこの制限を超えると（1～2 ページ以上超え
ると）、スキャンは停止します。

• ドキュメント ID のリセット：このボックスを選択すると、ドキュメントカウンタが

0 にリセットされます。
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バッチ名の設定変更 ［バッチの命名］ボックスで［標準］および［セットアップ］を選択すると、［標準の

セットアップ］ダイアログボックスが表示され、バッチ名に値を追加したり削除した

りできます。

プリセット値のリストには、現在使用しているテキストの書式に追加するために選択

できる値が用意されます。プリセット値のリストから項目を選択して、バッチ名に必

要な項目を追加できます。

たとえば、ユーザー名、日付、時刻を基にバッチ名を作成する場合は、以下のように

入力します。

User name, Date (dd), Date (yy), Time24 (HHmmss) 
結果は、John Smith0409115503になります。

項目を追加するには：

1. プリセット値のリストから、追加する項目を選択します。

2. ［項目の追加］をクリックします。項目が書式に追加されます。

注： パス名を指定する場合、上限は半角248文字です。

3. さらに値を追加する場合は、手順1と2を繰り返します。

注：［バッチカウンタ］値を選択すると、［ゼロ付き］と［桁数］フィールドが表

示されます。

4. 必要に応じて、［ゼロ付き］フィールドをクリックして、シーケンス番号の左側に

ゼロを追加します。

5. 必要に応じて、［桁数］フィールドに値を入力して、テキストの書式で指定可能な

定義済みの値の桁数を制限します。

6. 終了したら、［OK］をクリックします。

注：

• ［項目の削除］をクリックすると、テキストの書式の 後から項目が削除されます。

• ［書式を削除］をクリックすると、テキストの書式がすべて削除されます。



2-10 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

［バッチの命名］フィールドから［デイリーカウンタリセット］および［セットアッ

プ］を選択すると、［デイリーカウンタリセットの設定］ダイアログボックスが表示さ

れます。ここで、バッチ名の値を追加または削除したり、リセット値を選択したりす

ることができます。

プリセット値のリストには、現在使用しているテキストの書式に追加するために選択

できる値が用意されます。プリセット値のリストから項目を選択して、バッチ名に必

要な項目を追加できます。［デイリーカウンタリセット］を有効にするには、プリセッ

ト値［バッチカウンタ］を選択する必要があります。［バッチカウンタ］を選択すると、

バッチが新しくなるごとに、カウンタが上がります。［バッチ番号を毎日リセット］を

選択すると、一日の初めに、バッチカウンタが、指定されたリセット値にリセットさ

れます。

注：

• バッチ名の重複を避けるには、テキストの書式に少なくとも 1 つ、毎日変化する値

が含まれるようにします。たとえば、日付とインクリメント番号をバッチ名に使用

する場合は、以下のように入力します。

Date(yyyy), Date(MM), Date(dd), Batch counter

この結果、その日の 初のバッチの名前は 20120528001 となります。

2 つ目のバッチは、20120528002 になります。

その翌日の 初のバッチには 20120529001 という名前が付けられます。

• インプリンタ付きのコダックスキャナーを使用している場合、デイリーカウンタリ

セットにより、一日の初めに、スキャナーカウンタの値も 1 にリセットされます。
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項目を追加するには：

1. プリセット値のリストから、追加する項目を選択します。

2. ［項目の追加］をクリックします。項目が書式に追加されます。

注：パス名を指定する場合、上限は半角 248 文字です。

3. さらに値を追加する場合は、手順 1 と 2 を繰り返します。

注：［バッチカウンタ］値を選択すると、［ゼロ付き］と［バッチ番号を毎日リセッ

ト］フィールドが表示されます。

4. 必要に応じて、［ゼロ付き］フィールドをクリックして、シーケンス番号の左側に

ゼロを追加します。

5. 必要に応じて、［桁数］フィールドに値を入力して、テキストの書式で指定可能な

定義済みの値の桁数を制限します。

6. 必要に応じて、［バッチ番号を毎日リセット］をクリックし、一日の初めにシー

ケンス番号が特定の値にリセットされるようにします。

7. 必要に応じて、一日の初めに、シーケンス番号の開始値として使用する値を［リ

セット値］フィールドに入力します。

注：

• ［項目の削除］をクリックすると、テキストの書式の 後から項目が削除されます。

• ［書式を削除］をクリックすると、テキストの書式がすべて削除されます。

バーコード、OCR & 
マーク検知の設定—
[スキャン ] タブ

バーコード、OCR & マーク検知の設定については、第 4 章「バーコード、OCR & マーク検

知の設定」を参照してください。
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セパレーションの設定 -
［スキャン］タブ

［スキャン］タブの［セパレーション］オプションでは、このジョブでのバッチとド

キュメントの分割方法を指定できます。バッチにセパレータを追加する方法がいくつ

かあります。コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでセパレーションの設定用に使

用できるオプションを以下に示します。

• バーコードゾーンを使用する方法（第 4 章「バーコード、OCR & マーク検知の設

定」を参照）

• OCR ゾーンを使用する方法（第 4 章「バーコード、OCR & マーク検知の設定」を

参照）

• 2、3、Tパッチコードを使用する方法（第3章「パッチコードのセットアップ」を参照）

• バッチ内のドキュメントやページ数のカウントを使用する方法（［カウントを使用］

オプションを設定）

• 白紙ページを使用する方法（［白紙ページを使用］オプションを設定） 

• ［ドキュメント］ >［新規］または［バッチ］ >［次へ］を選択する方法

• スキャン中にEnterキーを押す

• バッチエクスプローラ内のページファイルを右クリックして、［分割］をクリック

する方法

以降では、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでページカウントによってドキュ

メントまたはバッチを自動的に分割する方法と白紙ページセパレーションの使用方

法を説明します。

カウントを使用 ［スキャン］タブの［カウントを使用］には、バッチ毎のドキュメント数と、ドキュ

メント毎のページ数を入力できます。

1. ［バッチレベル］または［ドキュメントレベル］を選択します。

2. バッチレベルの［各］をクリックし、新規バッチを自動作成する条件としてバッチ

内のドキュメント数の上限を入力します。

3. ドキュメントレベルの［各］をクリックし、新規ドキュメントを自動作成する条件

として、ドキュメント内のページ数の上限を入力します。
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白紙ページを使用 スキャン時のセパレータとして白紙ページを挿入できます。コダック キャプチャ プロ

ソフトウェアは、白紙ページを認識すると、新規バッチまたは新規ドキュメントを作

成するか、選択ドキュメントにページを添付できます。

この方法を使用するには、［白紙ページによる分割］オプションを有効にして、該当す

る設定を選択します。

白黒とカラー /グレーのイメージを同時にスキャンする場合、キャプチャ プロ ソフト

ウェアは白黒、またはカラーイメージを使用して白紙ページを認識できます。白紙ペー

ジを検知すると、ページの4つのイメージ（カラー表面、カラー裏面、白黒表面、白

黒裏面）がすべて削除されるか、新規 /現在のドキュメントに添付されます（設定によ

ります）。

ページの表面と裏面のイメージサイズ（バイト）が、設定した容量を下回っている場

合、そのページは白紙ページと認識されます。白紙ページと認識されなかった場合は、

セパレータとして機能しません。

注： ソフトウェアが白紙ページをセパレータとして検出出来るように、設定した値で

のテストを推奨します。手順については、次の「設定のテスト」を参照してくだ

さい。

白紙ページイメージセパレータ - 白紙ページセパレーションを有効にします。

• イメージのサイズ（バイト） - 白紙ページイメージの容量（バイト）に基づいて白紙

ページセパレーションを行います。ここに指定した値未満のイメージは白紙ページ

と認識されます。スキャンするイメージタイプ（白黒、カラー /グレー）ごとに、白

紙として認識させることができる 大容量（バイト）を指定します。

このイメージサイズは、スキャナーからの raw イメージに対して処理が実施される

前にチェックされます。

- 白黒：白黒イメージの 大イメージサイズをバイトで指定します。デフォ

ルトでは、白黒イメージには 3000 バイトを推奨します。

- カラー / グレー：カラー / グレーイメージの 大サイズをバイトで指定し

ます。1,000,000 バイト (1 MB) までの 大イメージサイズを指定して、

カラースキャン時に白紙セパレーションを行うことができます。100,000
バイトを推奨します。
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• イメージの内容（%） - 白紙ページイメージ内のイメージの内容の割合に基づいて白

紙ページセパレーションを行います。

注： スキャンするページのサイズが異なる場合、小さいページはデータを持ってい

ても、白紙イメージの容量基準に達しない場合があります。この場合は、バイ

トサイズではなく、内容の割合 (%) で白紙イメージを指定するとよいでしょう。

- 白黒：白黒イメージの制限値 (%) を入力します。

- カラー /グレー：カラー /グレーイメージの制限値 (%) を入力します。

テスト -［テストイメージ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、設定値と比較

して白紙をセパレータとして使用できるように、白紙ページのスキャンとテストを行

います。このオプションを使って、ソフトウェアがページを白紙と認識するかどうかを

検証してください。詳細については、次の「設定のテスト」を参照してください。

ページが白紙の場合 - ソフトウェアが白紙ページを認識した場合に実行する処理を選

択します。

• 新規バッチの作成 - 白紙ページを認識すると、新規バッチを作成します。

• 新規ドキュメントを作成する - 白紙ページを認識すると、新規バッチを作成します。

• 次のページは現在のドキュメントに入れる - 白紙ページを認識すると、現在のドキュ

メントにページを添付します。

• ページの削除 - 白紙ページを削除します。

設定のテスト 1. 白紙ページセパレーションをテストするドキュメントの一部をスキャナーに配置

します。

2. ［テスト］をクリックすると、［テストイメージ］ダイアログボックスが表示され

ます。

3. 緑色の［スキャン］ボタンをクリックします。結果が［テスト結果］ボックスに表

示されます。

• イメージが白紙なのか、または白紙ではないのかを示します。

• イメージサイズは - （バイト）です：テストイメージのサイズ（バイト）です。

• 内容量は - （%）です：テストイメージの内容の割合（パーセント）です。

4. ［イメージは -（バイト）です］、［コンテンツは -（%）です］または両方のテスト

結果に表示された値を確認して、［閉じる］をクリックします。

5. 結果に基づき、入力した値を再度調整し、［OK］をクリックします。
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ジョブセットアップ：

［インデックス］タブ

インデックスを利用すると、ドキュメントレベルとバッチレベルで、イメージのスキャン /
出力作業にデータ処理機能を追加できます。

OCR ゾーン、バーコードゾーン、マーク検知ゾーンのメタデータの精度を確
認するようにインデックス書式を設定できます。OCR、バーコード、マーク
検知で読み取りエラーが発生した場合は、インデックス書式によりエラーを認
識後、スキャンを停止します。

メタデータに基づいて、別の場所にイメージを出力するためにインデックス書式を

セットアップすることもできます。

• 入力フォーマットの作成については、後述の「入力フォーマット」を参照してくだ

さい。

• 出力フォーマットの作成については、後述の「出力フォーマット」を参照してくだ

さい。

• SharePoint 出力用にインデックスを設定する方法については、後述の「SharePoint
のインデックスセットアップウィザードを使用」を参照してください。

［ジョブセットアップ］ダイアログボックスの［インデックス］タブでは、バッチレベ

ルとドキュメントレベルでインデックスフィールドを定義できます。バッチレベルと

ドキュメントレベルのインデックスフィールドの設定方法は同じです。

インデックスタブのフィールドについて以下に説明します。 

インデックス監視中に異常があった場合 - インデックスエラーが発生した場合のス

キャナーのアクションを選択します。

• スキャン続行：不正なインデックス値が見つかった場合でも、スキャンを継続し

ます。

• スキャン停止：不正なインデックス値が見つかった場合、ただちにスキャンを中止

してインデックスの編集モードに移行します。

ナビゲーション中はインデックスの監視をしない - 選択すると、バッチエクスプロー

ラでドキュメントのナビゲーション中は監視機能を無効にします。ここで言う「監視」

は、すべてのインデックス値が入力 /出力フォーマットに適合していることを保証する

ための検証システムのことです。



2-16 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

インデックスフィールドは、名前、タイプ、デフォルト値、入力フォーマット、出力

フォーマット、読み込み専用、非表示を設定して、各インデックスに値を表示します。

以下のボタンを使用して、リスト内のフィールドの編集、削除、フィールドを上下に

移動、新規フィールドの追加ができます。

• 追加 - ドキュメントのインデックスフィールドを作成する［ドキュメントインデッ

クスフィールドの追加］ダイアログボックス、またはバッチにフィールドを作成す

る［バッチインデックスフィールドの追加］ダイアログボックスが表示されます。

• 編集 - ドキュメントのインデックスフィールドを変更する［ドキュメントインデッ

クスフィールドの編集］ダイアログボックス、またはバッチのインデックスフィー

ルドを変更する［バッチインデックスフィールドの編集］ダイアログボックスが表

示されます。

• 削除：クリックすると、選択したインデックスフィールドが削除されます。

• 上に移動：クリックすると、選択したインデックスフィールドがリスト内を 1 つ上

に移動します。

• 下に移動：クリックすると、選択したインデックスフィールドがリスト内を 1 つ下

に移動します。

ドキュメントインデックス

フィールドの追加

ドキュメントインデックスフィールドを追加するには：

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイア

ログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブを選択し、［インデックス］タブを表

示します。

3. ［ドキュメント］タブを表示します。

4. ［追加］をクリックします。［ドキュメントインデックスフィールドの追加］ダイア

ログボックスが表示されます。

5. ［ラベル］フィールドにインデックスフィールドの名前を入力します。

6. 注記やコメントを［説明］フィールドに入力します。
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7. ［タイプ］フィールドから、［シングル値］、［ドロップダウンリスト］、複数選択、

または［インデックス API］（使用可能な場合）を選択します。シングル値では、

任意の値を入力できます。ドロップダウンリストでは、選択可能な値のリスト（た

とえば国のリストを用意する場合など）をセットアップできます。ドロップダウン

リストまたは複数選択は、ドロップダウンリストと同様ですが、リストから複数の

値を選択できる点が異なります。

注：独自のインデックス API を作成した場合は、［タイプ］ドロップダウンリスト

に表示されます。インデックス API を選択すると、［セットアップ］ボタンが

追加されます。［セットアップ］ボタンをクリックして、設定を変更できます。

8. ［シングル値］を選択した場合、［読取り専用］を選択して、インデックスへの上書

きを禁止にできます。ユーザー操作により大切な情報が削除されることを回避し

ます。

9. ［必須］を選択すると、このインデックスが確認必須項目になります。

10.［ダブル入力］を選択すると、インデックスフィールドの追加データ入力が許可さ

れます。詳細については、後述の「ダブルデータ入力」の節を参照してください。

デフォルト値は、［ダブルデータ入力］の使用時には入力できません。フィールド

タイプは［シングル値］である必要があります。［読取り専用］または［非表示］

にはできません。

11.［シングル値］を選択すると、［非表示］を選択してこのインデックスをユーザーか

ら隠すことができます。重要な情報を保護できます。

12. インデックスフィールドの 小値を、［インデックスフィールドの 小値］フィー

ルドに入力します。

13. ページのスキャン時にインデックスフィールドをチェックする場合、［スキャン中

にフィールドをチェック］を選択します。

14.［デフォルト値］フィールドにプリセット値を入力するか、［セットアップ］をク

リックして［デフォルト値の設定］ダイアログボックスを表示して、独自の値を設

定します。

注：バーコード、OCR、マーク検知ゾーンを作成した場合は、プリセット値のリ

ストに表示されます（例：BC_[ゾーン名 ]、または OCR_[ゾーン名 ]）。イン

デックスフィールドでバーコードやOCR ゾーンを使用する場合は、インデッ

クスフィールドのデフォルト値として、適切な BC_[ゾーン名 ]やOCR_[ゾーン

名 ] を割り当てます。バーコード /OCR/マーク検知インデックスフィールドを

選択する場合は、プリセット値の一番下までスクロールします。
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［デフォルト値の設定］ダイアログボックスでは、インデックスフィールドのデフォ

ルト値の書式を作成、変更できます。

• ［プリセット値］リストから項目を選択します。ボックスの右側には、デフォル

ト値の書式が表示されます（ある場合）。

• ［項目の追加］をクリックします。

注：［項目の削除］はデフォルト値の書式に 後に追加された項目を削除しま

す。［書式を削除］は、デフォルト値の書式全体を削除します。

• 終了したら、［OK］をクリックします。変更された式は、［デフォルト値］テ

キストボックスに入力されます。

15. 入力フォーマットを入力します。詳細については、後述の「入力フォーマット」を

参照してください。

16. 出力フォーマットを入力します。詳細については、後述の「出力フォーマット」を

参照してください。

17. 文字置換を定義する場合は、［セットアップ］をクリックして、自動置換用に文

字の組み合わせを定義します。［文字置換の設定］ダイアログボックスが表示され

ます。

• オリジナル - 置換対象文字が表示されます。この列の下にあるドロップダウン

リストから、オリジナルの文字を 1 つ選択します。文字置換によって置換する

文字を選択します。<スペース>、<改行>、または<タブ>を選択できます。

［オリジナル］カラムには、特定のオリジナル文字は1つのみ指定できます。

• 置換 - 入力されるすべての新しい文字が一覧表示されます。列の 後にあるド

ロップダウンリストから置換文字を選択します。<スペース>、<改行>、<タ

ブ>、または<置換>を選択します。［置換］カラムには、特定の置換文字を複

数指定できます。

• 追加 - 指定したオリジナル文字と置換文字のペアをリストに追加する場合にク

リックします。オリジナル文字のみを選択した場合、コダック キャプチャ プロ

ソフトウェアは、置換文字としてデフォルトで<置換>を選択します。

• 削除 - オリジナルと置換文字の組み合わせを削除します。
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18. 選択したインデックスフィールドで値リストを定義する場合は、［リスト］ボック

スの隣の［セットアップ］をクリックします。［リスト設定］ダイアログボックス

が表示されます。 

リストの値を手動で入力するか、ODBC 準拠のデータソースまたは SharePoint
ライブラリから既存の値のリストをインポートするかを選択できます。

手動入力

• ［値］欄のテキストボックスに該当する値を入力します。

• ［説明］欄のテキストボックスに値の説明を入力します。

• ［追加］をクリックすると、2 つのテキストフィールドに入力した値と説明のペ

アが追加されます。説明を指定しなかった場合、［説明］欄は空白になります。

リストのインポート

• ［リストのインポート］をクリックします。

• SharePoint または ODBC の新規接続を作成するか、既存の接続を選択します。

• ［次へ］をクリックします。

• ［値］フィールド用に使用するカラムと［説明］フィールド用に使用するカラ

ムを選択します。
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• ［インポート］をクリックします。固有の値と関連する説明が指定されると、

すべてインポートされます。リスト内に一致する値がすでに存在する場合、そ

の値はインポートされた値に置換されません。インポートされた値はリストに

追加されます。

注： 値を削除する場合は［削除］をクリックし、リスト内のすべてのエントリを

削除するには、［すべて削除］をクリックします。

• ［すべての値を許可］を選択すると、インデックス値への制限がなくなります。

• ドロップダウンリストから、［インデックス作成時のアクション］を選択しま

す。［値のみ使用］、［説明のみ使用］、または［値と説明を使用］のいずれかを

選択できます。

• 選択を終了したら［OK］をクリックして、［ドキュメントインデックスフィー

ルドの追加］ダイアログボックスに戻ります。

19.［ドキュメントインデックスフィールドの追加］ダイアログボックスで［OK］を

クリックします。［ドキュメント］タブのリストに、新しいドキュメントインデッ

クスフィールドが表示されます。

注：テーブルを昇順または降順に並べ替えるには、適切なカラムヘッダをクリッ

クします。［値］カラムヘッダをクリックすると、テーブルが［値］カラム内

の値でソートされます。［説明］カラムヘッダをクリックすると、テーブルが

［説明］カラム内の値でソートされます。

20.［OK］をクリックして情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボックスを

閉じます。
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ドキュメントインデックス

フィールドの編集

ドキュメントインデックスフィールドを編集するには：

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブを選択し、［インデックス］タブを表

示します。

3. ［ドキュメント］タブを表示します。

4. インデックスフィールドを選択します。

5. ［編集］をクリックします。［ドキュメント - インデックスフィールドの編集］ダイ

アログボックスが表示されます。

6. 必要に応じてダイアログボックス内の設定を変更し、［OK］をクリックします。



2-22 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

バッチインデックス

フィールドの追加

バッチインデックスフィールドを追加するには：

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブを選択し、［インデックス］タブを表

示します。

3. ［バッチ］タブを表示します。

4. ［追加］をクリックします。［バッチ - インデックスフィールドの追加］ダイアログ

ボックスが表示されます。

5. ダイアログボックス内の設定を完了したら、［OK］をクリックします。各フィー

ルドの詳細については、前述の「ドキュメントインデックスフィールドの追加」を

参照してください。

6. ［OK］をクリックして情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボックスを

閉じます。
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PDF ブックマーク [PDF ブックマーク ] タブでは、各ドキュメントのブックマークの値を指定す

ることができます。

注：これを効率的に使用するには、[PDF 設定 ] ダイアログボックスで [ バッチ ]
単位の [ マルチページ ] を選択します。この章で後述する「ファイル (1)
とファイル (2) のセットアップオプション」を参照してください。

ブックマークを定義するには：

1. [設定 ] をクリックして [PDF ブックマーク値の設定 ] ダイアログボックスを

表示します。

2. リストから使用するプリセット値を選択し、[項目の追加] をクリックします。

3. 完了したら [OK] をクリックします。
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ダブルデータ入力 ダブル入力を使用すると、2 つのインデックス入力オペレータでドキュメントを個別
にインデックス操作できるため、インデックスデータの精度を向上させることがで
きます。

スキャンが完了したら、オペレータは［インデックス］メニューから［Index1］を選
択し、バッチの1番目のインデックス操作の準備が完了していることを示します。

初のインデックスオペレータは、バッチおよび各ドキュメントのインデックス値を
入力します。インデックス操作が完了したら、オペレータは［インデックス］メニュー
から［Index2］を選択し、バッチの2番目のインデックス操作の準備が完了している
ことを示します。

ダブル入力設定 ダブル入力を使用するには、1 つ以上のバッチまたはドキュメントインデックスフィー
ルドがダブル入力用に設定されている必要があります。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ
アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブを選択し、［インデックス］タブを表
示します。

3. ［バッチ］または［ドキュメント］タブを表示します。

4. 目的のダブル入力インデックスフィールドを選択し、［編集］をクリックします。
［バッチ／ドキュメント - インデックスフィールドの編集］ダイアログボックスが
表示されます。

5. ［ダブル入力］チェックボックスを選択します。

注：

• ［タイプ］は［シングル値］に設定する必要があります。

• インデックスフィールドは読み取り専用でない場合があるため、［読取り専用］は
無効になっています。

• インデックスフィールドは非表示でない場合があるため、［非表示］は無効になって
います。

• デフォルト値は未設定のままにしておく必要があるため、［デフォルト値の設定］は
無効になっています。

• 上記の設定のいずれかが正しくない場合、［ダブル入力］チェックボックスの選択は
解除され、無効になります。
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ダブル入力操作 ダブル入力が設定されている1 つ以上のバッチまたはドキュメントインデックス

フィールドが含まれるジョブは、他のジョブと同様にドキュメントのスキャンに使用

されます。

オペレータは、ドキュメントスキャンが完了してバッチのインデックスの準備が完了

してから、インデックス >インデックス 1 を選択します。これにより、バッチステー

タスが使用可能からインデックス 1 に変わります。これは、インデックス値の 初の

セットがバッチに入力できるようになっていることを示します。

初のインデックスオペレータがすべてのドキュメントのインデックス値を入力済み

である場合は、インデックス>インデックス 2 を選択します。これにより、バッチス

テータスがインデックス 1 からインデックス 2 に変わります。これは、インデックス

値の 2 番目のセットがバッチに入力できるようになっていることを示します。

2 番目のインデックスオペレータに対して、 初のインデックスオペレータが入力し

た値は表示されません。

2 番目のインデックスオペレータが入力した値と 初の値が一致する場合は、何も操

作しなくてもインデックスが続行されます。

初の値と 2 番目の値が一致しない場合は、［入力解像度］ダイアログボックスが表示

され、オペレータが正しい値を選択します。

注：

• スキャンオペレータがインデックス値の 初のセットも入力している場合は、ス

キャンと 初のインデックス操作の完了時に、インデックス>インデックス 1 に続

いて、インデックス>インデックス 2 を選択する必要があります。

• インデックス 1 とインデックス 2 の値を比較する際には、大文字と小文字が区別さ

れます。たとえば、「UPPER CASE」と「Upper Case」は一致しません。また、

先頭のゼロも重要です。たとえば、123 と 0123 の値は一致しません。

• ダブル入力インデックスフィールドでは、値が保存される前に、先頭と末尾の空白

がすべて削除されます。

たとえば「Shipment 」という値を入力すると、この値は「Shipment」として保存

されます。つまり、インデックス1に「Shipment」、インデックス 2 に「Shipment」
と入力すると、これらの値は一致することになります。
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入力解像度 2 番目のインデックス値が 初のインデックス値と一致すると、［入力解像度］ダイア

ログボックスが表示されます。

インデックスオペレータは、次の内容を選択できます。

• ［エントリ 1］を選択して、 初のオペレータの入力を選択する。

• ［エントリ 2］を選択して、自分の入力を選択する。

• いずれのエントリも正しくない場合は、［新規エントリ］フィールドに新しい値を入

力する。

• 選択しない場合は、［入力解像度］ダイアログボックスをキャンセルして閉じる。

1 つ以上の必須インデックスフィールドで一致しないインデックス値を解決しない

ようにした場合、バッチを出力しようとすると次のメッセージが表示されます：1 つ
以上のインデックスフィールドでダブル入力が必要です。この時点でバッチを出力

することはできません。インデックスモードに入りますか？ 

ダブル入力フィールドが不要の場合は、出力時に［入力解像度］ダイアログボック

スが表示されます。エントリが一致しないダブル入力インデックスフィールドにつ

いては、すべて出力前に解決する必要があります。

注：

• ダブル入力フィールドが必須フィールドでない場合は、一方または両方のインデッ

クス入力を空白にしておくことができ、［入力解像度］ダイアログボックスは表示さ

れません。出力時にエラーは発生しません。

• ダブル入力の値が両方入力されており、これらが一致しない場合、オペレータは出

力前に［入力解像度］ダイアログボックスで選択を行う必要があります。

• ダブル入力が有効なインデックスフィールドをデータベース検索の実行に使用した

り、データベースルックアップの検証／入力フィールドにしたりすることはできま

せん。
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入力フォーマット 入力フォーマットとは、特定のインデックスフィールドに対する、ユーザーの入力値

の監視に使用される書式です。これにより、インデックスフィールドに不正なデータ

が入力されるのを防ぎます。入力フォーマットの構文は、以下のフォーマットの 1 つ
か、複数を組み合わせて使用します。

• テキストフォーマット

• 数値フォーマット

• 時間フォーマット 

• 固定文字列フォーマット

テキスト入力フォー

マット

#
#<maxlength>
#<minlength, maxlength>

# - 特定タイプの 1 文字を表します。# は、以下のいずれかの文字タイプです。

9：「0」、「1」、...「9」などの入力文字が有効です。

Z：「A」、「B」、...「Z」などの入力文字が有効です。

z：「a」、「b」、...「z」などの入力文字が有効です。

A： Z タイプと z タイプの両方の文字セットが有効になります。

C： Z タイプと 9 タイプの両方の文字セットが有効になります。

c： z タイプと 9 タイプの両方の文字セットが有効になります。

X： Z タイプ、 z タイプ、9 タイプのすべての文字セットが有効になります。

?： 任意の文字セットが有効になります。

例

999999
説明 - 6 桁の数値です。

有効な入力例

123456
888888

無効な設定例

ABCDEF 文字タイプが違います。

1234567 長すぎます。

12345 短すぎます。

ZZZ999?
説明 - 7 文字（ 初の 3 文字は大文字のアルファベットで、次の 3 文字は数値で、

後の文字は任意の文字）。

有効な入力例

BAT001%
BOX123a

無効な設定例

BAT12b3 6 番目の文字は数値である必要があります。

Bat123a 2 文字目と 3 文字目は、大文字のアルファベット文字である必要があり

ます。

BAT12345 長すぎます。
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#<maxlength> - 小長は無く、 大長を設定する可変長のテキスト値を表す場合に

使用します。

• maxlengthが 0 の場合、入力値の長さは制限されません。

• maxlengthが 0 より大きい場合は、入力値の長さは maxlength 以下である必要が

あります。

maxlength を 0 よりも小さくすることはできません。

例

A<6>
説明 - 6 文字以下のアルファベットの文字列です。

有効な入力例

A
ABCDEF

無効な設定例

ABC123 後の 3 文字がアルファベット文字である必要があります。

ABCDEFG 長すぎます。

?<0>
説明 - 任意のテキスト値。

#<minlength, maxlength> - 小長と 大長を設定する固定または可変長の入力

値を表す場合に使用します。

• minlengthが 0 の場合、入力文字列が空の可能性があります。

• minlengthが 0 より大きい場合は、入力値の長さは minlength 以上である必要が

あります。

• minlengthを 0 よりも小さくすることはできません。

• minlength が maxlength と等しい場合、入力値は指定した文字数である必要があ

ります。

例

X<2,10>
説明 - 2～10 文字の大文字か小文字アルファベット、または数値を含む文字列です。

有効な入力例

Batch0001
1234abcABC
A1

無効な設定例

Batch-001 '-' 文字は有効な 'X' タイプの文字ではありません。

A 短すぎます。

1234abcdABCD 長すぎます。

AB Inc スペースは有効な 'X' タイプの文字ではありません。
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?<3,0>
説明 - 3 文字以上の任意の文字列です。

有効な入力例

ABC
+%=
ABC Company
smith@ABC.com

無効な設定例

A1 短すぎます。

A<4,4>
説明 - アルファベット 4 文字の文字列です。AAAA と同じフォーマットです。

9<0,3>
説明 - 3 文字以下の数値の文字列です。文字列が空の可能性があります。

A<3,2>
説明 - 入力フォーマットが無効です。maxlength が 0 より大きい場合、maxlength は
minlength 以上である必要があります。

数値入力フォーマット #
#(min, max)
#(min, max]
#[min, max}
#[min, max]

# - 以下の数値タイプを表す場合に使用します。

i：正または負の整数値で、小数点を含みません。

n：正または負の数値で、小数点を含めることができます。

値の範囲や数値の精度は、オペレーティングシステムによって制限されます。

有効な数値の範囲は以下のとおりです。

i：-2,147,483,648～2,147,483,647
n：1.7 E ±308 （15桁）

小値と 大値によって数値の範囲が定義されます。

小値と 大値は、数値タイプを一致させる必要があります。たとえば、数値タイプ

が「i」の場合は、 小値と 大値は共に有効な整数値である必要があります。

小値または 大値の代わりに *の文字を使用し、無限大の値または制限なしを表すこ

とができます。

大値は、 小値以上である必要があります。

(：入力値は、 小値を超過している必要があります。

)：入力値は、 大値未満である必要があります。

[：入力値は、 小値以上である必要があります。

]：入力値は、 大値以下である必要があります。
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例

i
説明 - 任意の整数値。

有効な入力例

123
-456

無効な設定例

123.456 整数である必要があります。小数値は使用できません

-123. 整数値に小数点は不要です。

n 
説明 - 任意の整数値または小数値

有効な入力例

123
123.456
-123.

#(min, max) - 小値を超過し、 大値未満の値を指定する場合に使用します。

例

i(-100, 100)
説明 - –100 を超過し、100 未満の任意の整数値。

有効な入力例

-99
0
99

無効な設定例

-100 小さすぎます。-100 よりも大きい必要があります。

-99.9 整数である必要があります（小数は使用できません）。

100 大きすぎます。100 よりも小さい必要があります。

#(min, max] - 小値を超過し、 大値以下である値を指定する場合に使用します。

例

i(-100, 100]
説明 - –100 を超過し、100 以下である任意の整数値。

有効な入力例

-99
0
100

無効な設定例

-100 小さすぎます。-100 よりも大きい必要があります。

-99.9 整数である必要があります（小数は使用できません）。

101 大きすぎます。100 以下である必要があります。
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#[min, max) - 小値以上で、 大値未満の値を指定する場合に使用されます。

例

n[-100, 100)
説明 - –100以上で、100未満の任意の数値。

有効な入力例

-100
-99.9
99.9999

無効な設定例

-100.1 小さすぎます。-100 よりも大きい必要があります。

100 大きすぎます。100 よりも小さい必要があります。

#[min, max] - 小値以上で、 大値以下の値を指定する場合に使用します。

例

n[-100, 100]
説明 - –100 以上で、100 以下である任意の数値

有効な入力例

-100
0
100

無効な設定例

-100.1 小さすぎます。-100 以上である必要があります。

100.001 大きすぎます。100 以下である必要があります。

i[100, *)
説明 - 100 以上の任意の整数値

有効な入力例

100
1000

無効な設定例

99 小さすぎます。100 以上である必要があります。

100.5 整数値には、小数点を含めません。

i(-1.0, +1.0)
説明 - これは、 小値と 大値が "i"が指定する整数値ではないので、無効な入力フォー

マットです。

n(+1.0, -1.0)
説明 - これは、 大値が 小値よりも小さいので無効な入力フォーマットです。
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時間入力フォーマット T<timeformat> 

timeformat とは、日付 /時刻の値を表す書式です。この構文は、以下の要素の 1 つか、

複数を組み合わせて使用します。

以下の日付 /時刻の要素は、timeformat の中で繰り返すことはできません。たとえば、

yyyy を年のフォーマットとして選択した場合、yy または別の yyyy を timeformat
内で使用できません。この制限は以下のとおりです。

yyyy と yy

dd と DDD

HH と hh

HH、TT、T、tt、t

例

T<yyyyMMdd>
説明 - 完全な日付です。

有効な入力例

20051025

19000101

無効な設定例

2005/10/25 /が予期しない文字です。

20051032 日付が無効です。

20050229 日付が無効です（年が閏年ではありません）。

00990101 年が 1000 以前になっています。

yyyy 年 (1000～9999)
yy 年（00～99、00～79は2000年～2079年を、80～99は1980年～

1999年を表す）

MM 月 (01～12)
dd 日（00～31、年と月がある場合日付を確認）

DDD その年の経過日数（001～366、年と月がある場合、日を確認）

HH 時間 (00～23)
hh 時間 (01～12)

ミリ 分 (00～59)
ss 秒 (00～59)
TT AM/PM

T 午前 /午後 (A/P)
tt 午前 /午後 (am/pm)
t 午前 /午後 (a/p)

"文字 " 文字は、固定テキスト文字列です。



A-61750_ja  2016 年 3 月 2-33

T<MMdd>
説明 - 年なしの日付が指定されます。

有効な入力例

1201

1231

0229 

無効な設定例

0001 月が無効です。

0230 閏年かどうかにかかわらず、2 月の日付が無効です。

ABCDEF テキストが無効です。

T<HH":"mm":"ss>
説明 -（コロン）を時刻の区切り文字として使用します。

有効な入力例

23:59:59

00:00:00

無効な設定例

99:59:00 時間が無効です。

120000 区切り文字がありません。

T<hhmmsst>
説明 - 時分秒、午前 /午後付きの時刻です。

有効な入力例

010000a

120000p

無効な設定例

010000A A は小文字である必要があります。

000000a i時間が無効です。

1355101 時間が無効です。00～12 にする必要があります。

T<HHmmssTT>
説明 - これは、HH が 00～23 時を表し、TT が 24 時間形式の時間文字列では無効な

AM/PMを表しているので、無効な入力フォーマットです。

T<yyyyMMyyyy>
説明 - これは、timeformat 内で複数回使用されているので、yyyy に関する無効な入

力フォーマットです。
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固定文字列入力フォー

マット

"文字 "
文字は、任意のテキスト文字列です。テキスト文字列の開始と終了は、"（ダブルコー

テーション）で定義されるので、テキスト文字列内ではダブルコーテーションは使用

できません。通常、テキスト文字列のフォーマットは、他の入力フォーマットと組み

合わせて使用します。

例

999"-"99"-"999
説明 - 固定文字列（米国の社会保障番号を定義）。

"ID"
説明 - 固定文字列。

有効な入力例

ID

無効な設定例

XX フォーマットのテキストと一致しません。正しい入力値：ID

"Text"ABC""
説明 - これは、フォーマット内に 2 つの余分な「"」文字が含まれているので無効な入

力フォーマットです。

組み合わせによる入力

フォーマット

入力フォーマットは、組み合わせて使用できる複数のフォーマットから構成されます。

入力フォーマットを定義するのに複数のフォーマットを使用する場合は、スペースを

使用して（使用しなくても可）フォーマット式を接続します。

フォーマット式は、可変長のフォーマットの後に続けることはできません。例：

A<1,0>"-Comment" は、A<1,0> の長さが不定なので、無効です。フォーマット：

"Comment-"A<1,0>は、入力フォーマットの組み合わせの 後に可変長のフォーマッ

トがあるので有効です。

有効 /無効な組み合わせフォーマットを以下に示します。

例

"ID"999999
説明 - "ID"と 999999 を組み合わせたフォーマット。

有効な入力例

ID123456

無効な設定例

IDabcdef abcdef の部分は数字である必要があります。

id123456 id の 2 文字がフォーマットの ID に一致しません。

"DATE"T<yyyyMMdd>
説明 - "DATE"およびT<yyyyMMdd>を組み合わせたフォーマット。

T<"DATE"yyyyMMdd> は、上記のフォーマットと同等のフォーマットです。

有効な入力例

DATE20051025
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無効な設定例

n?<0>
説明 - これは、指定された数字に対する無効な入力フォーマットです。n は可変長で

あり、その後にフォーマットを追加できません。

A<2,3>"XX"
説明 - これは、A<2,3>が可変長を指定しており、その後にフォーマットを追加できな

い無効な入力フォーマットです。

A<3,3>"XX"
説明 - A<3,3>と "XX"を組み合わせたフォーマット。

有効な入力例

XYZXX

無効な設定例

XXXXXX テキスト文字列の 後に予期しないXがあります。

20051025 DATE というテキストが日付の前にくる必要があります。

DATE20051032 10 月に 32 日はありません。

XXXXXXX 長すぎます。文字列の 後に余分なXがあります。
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インデックスデフォルト

値の仕様

デフォルト値は、特定のインデックスフィールドに対してデフォルト値を設定する書

式です。デフォルト値に 1 つ以上のプリセット値（システム、バーコード /OCR/ マー

ク検知の値など）や固定文字列を使用して定義します。また、OR キーワードを使用し

て、タグを結合することで、デフォルト値の複数のオプションを定義することもでき
ます。

タグ

<tagname>

<tagname:transformexpression> 

tagname は、プリセット値のシステム、OCR、マーク検知、バーコードゾーンのデー

タ式です。システムデータの式には、日付、時間、ステーション ID と名前、ジョブと

ユーザ名、バッチとワークグループパス、ドキュメントとページ ID、前回の値が使用

できます。

transformexpressionは、システムまたはバーコード /OCR 値のフォーマットを変

換する場合に使用します。たとえば、MMddyy のように表された日付が、式の変換に

よって、フォーマットが MM/dd/yyyy に変換されます。式の変換の詳細については、

次の項を参照してください。

固定文字列フォーマット "文字"
文字は、固定テキスト文字列です。文字列の区切り文字 "（ダブルコーテーション）は、

フォーマット内で使用できません。固定テキスト文字列のフォーマットは、通常、他

のフォーマットとの組み合わせで使用されます。

複数タグの使用 デフォルト値には、組み合わせて使用される複数のタグ式を含めることができます。

たとえば、デフォルト値に、日付、時刻、ステーション IDをダッシュで区切って含め

ることができます。これを行うには、すべての式を連結します。

例：
<sys.date:ddMMyy>"-"<sys.time:hhmmss> "-" <sys.stationid>

OR キーワードの使用 ORキーワードをデフォルト値の書式に含めることもできます。これは、値が常に存在

するわけではない場合に便利です。デフォルト値は、原稿上のバーコードの値を読み

取る場合などに設定すると良いでしょう。

例：
 <barcode.UPI ID Number>

原稿にバーコードが見つからない場合、インデックスフィールドは空になります。OR
キーワードを使用して、値を代入することができます。

例：
<barcode.UPI ID Number> OR "Barcode not found on document:" 
<app.documentid>

必要な分のデフォルト値をORで連結できます。

デフォルト値オプション #1 OR デフォルト値オプション #2 OR ...OR デフォルト値

オプション #n

デフォルト値オプションの番号が左から 1 つずつ右へチェックされ、インデックス

データの初期化に有効な 初の値が使用されます。
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利用可能なタグ - 利用可能なデフォルト値のタグが表示されます。

注： リストの下にバーコード /OCR/マーク検知ゾーンがあります。

LASTVALUE を使用し

たデフォルト値

lastvalue がデフォルト値として選択されると、キャプチャ プロ ソフトウェアでは、

新しいドキュメントまたはバッチが作成されるたびに、 後に割り当てられた値が前

のドキュメント（ドキュメントインデックス用）または前のバッチ（バッチインデッ

クス用）から自動的にインデックスフィールドに引き継ぎされます。たとえば、同じ

日付を持つ原稿のフォルダをスキャンする場合などのバックログアプリケーションで

役立ちます。新規バッチにスキャンを開始した際に、インデックス値がまだ割り当て

られていない場合は、一度日付を入力すると、それを変更するまで、それ以降の新規

ドキュメントはすべて同じ日付になります。

また、lastvalue は、バーコードによるインデックス作成の実行時も役立ちますが、ス

キャンされたすべてのドキュメントにバーコードが付いていない場合もあります。た

とえば、

<barcode.Patient ID> OR <app.lastvalue>

というデフォルト値の式は、新しいドキュメントがスキャンされると、バーコード

ゾーン "Patient ID" <barcode.Patient ID>の値にインデックスフィールドの値が割

り当てられることを意味します。ただし、ドキュメントにバーコードが付いていない

場合は、代わりにインデックスフィールドを前のドキュメントOR <app.lastvalue>
の値に割り当てます。
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変換式 変換式とは、特定のフィールドのデータやデフォルト値を出力値にフォーマット変換

するためのテキスト書式のことです。変換式は、インデックスフィールド用にデフォ

ルト値と出力フォーマットを定義する場合に使用します。

デフォルト値の仕様：新規バッチまたはドキュメントが作成されると、デフォルト値

の仕様に基づいてインデックスフィールドに値が入力されます。デフォルト値の仕様

は、［インデックス］タブに入力され、<tagname> または <tagname:transform
expression>の形式になります。変換式については、以下で説明します。

例： 
<sys.date:ddMMyy>

<sys.stationid:[1,5]>

出力フォーマット：バッチの出力時には、バッチとバッチ内の各ドキュメントのイン

デックスデータが出力フォーマットに基づいて再フォーマットされます。たとえば、

MMddyyの値を持つ日付インデックスは、次のように再フォーマットできます。
MM/dd/yyyy

出力フォーマットは、［インデックス］タブに入力され、以下の形式になります。

変換式

例：
ddMMyy

[1, 5]

この構文は、以下のフォーマットの1つか、複数を組み合わせて使用します。

• テキストフォーマット

• 数値フォーマット

• 時間フォーマット

• 固定文字列フォーマット

変換テキストフォー

マット

[start]

[start, end]

[index, 'delimiter']

[start; len]

これらのフォーマットは、元のインデックス値から文字列を抽出する場合に使用します。

[start] - start で指定された位置から元の値の 後の文字までを従属文字列として抽出

する場合に使用します。

• start が正の数の場合、開始位置は元の値の先頭からカウントされます。

• start が負の数の場合、開始位置は元の値の末尾からカウントされます。

• start が 0 または *の場合、開始位置は元の値の先頭になります。
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例

[5]
説明 - 元の値の5文字目から 後までの文字列を取得します。

"ABCDEFGHIJKL"  "EFGHIJKL"

"1234567890"  "567890"

"1234"  ""

[*]
説明 - すべての文字列を取得します。

"ABCEDFG"  "ABCDEFG"

"1234567"  "1234567"

[start, end] - 元の値の start で指定された位置から end で指定された位置までの文

字列を抽出する場合に使用します。

• end が正の数の場合、終了位置は元の値の先頭からカウントされます。

• end が負の数の場合、終了位置は元の値の末尾からカウントされます。

• end が 0 または *の場合、終了位置は元の値の末尾になります。

• 開始位置が終了位置より後にある場合、文字列は元の値の逆順になります。

例

[1, 2]
説明 - 元の値の 1 文字目から 2 文字目までを文字列として取得します。

"ABCDEFG"  "AB"

"123456"  "12"

[-4, -1]
説明 - 元の値の 後から数えて 4 文字目から、末尾の文字までを文字列として取得

します。

"ABCDEFGHIJK"  "HIJK"

"1234567890"  "7890"

[*, 5]
説明 - 元の値の 1 文字目から 5 文字目までを文字列として取得します。

"ABCDEFGHIJK"  "ABCDE"

[5,2]
説明 - 元の値の 5 文字目から 2 文字目までを文字列として逆順で取得します。

"ABCDEFGHIJK"  "EDCB"

"1234567890"  "5432"
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[2, -2]
説明 - 元の値の 2 文字目から始まり、 後から数えて2文字目までを文字列として取

得します。

"ABCDEFGHIJ"  "BCDEFGHI"

"1234567890"  "23456789"

"AB"  "BA"

"A"  "A"

[index, 'delimiter'] - インデックスで指定された位置の要素を抽出する場合に使用し

ます。インデックス内の各要素は、区切り文字によって区切られています。 初の要

素はインデックス1です。

注： この変換式は、PDF417 バーコード内のデータ要素を異なるインデックスフィー

ルドに割り当てる場合に特に役立ちます。また、マルチライン OCR 結果の異な

る行を別のインデックスフィールドに割り当てる場合にも役立ちます。マルチラ

イン OCR によって生成される区切り文字は、キャレット (^) 文字です。

例

[2, '^']
説明 - マルチラインOCRの2番目の要素を取得します。各要素は、「^」文字で区切ら

れています。

"John Smith^123 Main Street^Some City"  "123 Main Street"

[3, '*']
説明 - PDF417バーコードから3番目の要素を取得します。要素は、「*」文字で区切

られています。

"John Smith*123 Main Street*Some City"  "Some City"

[start; len] - startで指定された位置から lenで指定された文字数を文字列として抽出

する場合に使用します。

例

[2;3]
説明 - 2 文字目から 3 文字分を文字列として取得します。

"ABCDEFGHIJ"  "BCD"

"1234567890"  "234"

"AB"  "B"

"A"  ""
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変換数値フォーマット #<width, fracwidth>
#<width, fracwidth, padding>
#<textformats, width, fracwidth>
#<textformats, width, fracwidth, padding>
0width

#は、目的の数値タイプを定義します。以下の文字を使用できます。

n： 一般的な数字

N： 一般的な数字（符号付き）

p： 数字（パーセント）

P： 符号付き数字（パーセント）

c： 数字（通貨）

C： 符号付き数字（通貨）

値の範囲や数値の精度は、オペレーティングシステムによって制限されます。有効な

数値の範囲は、1.7E ±308（15 桁）です。

#<width, fracwidth> - 大で width の桁数および fracwidth の小数点以下の桁数を

持つ数をフォーマットするのに使用されます。

width は、出力文字列に含まれる桁数の合計を定義します。

• width が正の数の場合、出力テキストは暫定文字（ある場合）を左側に埋めることに

より右詰めされます。

• width が負の数の場合、出力テキストは暫定文字（ある場合）を右側に埋めることに

より左詰めされます。

fracwidth は、小数点の右側に表示される桁数を定義します。

小数点がないことを示す場合は、0 を使用します。

小数点の右側にデフォルトの 6 桁を表示するのに *という文字が使用されます。

例

n<20,2>
説明 - 大桁数が 20 文字で小数点以下が 2 桁の一般的な数です。文字列は右詰めさ

れます。
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例

 "324.5"  " 324.50"

"abcd"  " 0.00"

p<-20, 2>
説明 - 合計桁数が 20 文字で小数点以下が 2 桁の百分率で表された数です。文字列は

左詰めされます。

例

 "0.12abc"  "12.00% "

"-43" "-4300.00% "

c<20, 0>
説明 - 合計桁数が 20 文字で小数点なしの通貨として表された数です。文字列は右詰め

されます。

例

 "12345.6"  " 12,346"

"-12345.6"  " –12,346"

C<20, 2>
説明 - 合計の長さが 20 文字で小数点以下が 2 桁の符号付きの通貨として表された数

です。文字列は右詰めされます。

例

 "12345.6"  " +12,345.60"

"-12345.6"  " –12,345.60"

"abc"  " +0.00"

"-0.001"  " –0.00"

"-0.00"  " +0.00"

#<width, fracwidth, padding> - 小数点以下の fracwidth 文字を含む、指定された

長さまで暫定文字で埋められた数をフォーマットする場合に使用します。

暫定文字は、フォーマットされたテキストが定義された桁数よりも少ない場合にス

ペースを埋めるための文字を定義します。

例

P<20, 3, '#'>
説明 - 合計桁数が 20 文字で小数点以下が 3 桁の符号付き百分率で表され、「#」とい

う文字で埋められた数です。

例

 "0.12abc"  "############+12.0000%"

"-43"  "##########-4300.000%"

#<textformats, width, fracwidth> - textformats を使用して文字列から抽出された

数をフォーマットする場合に使用します。

textformatsは、元のインデックス文字列から数を抽出する方法を指定します。「出力

フォーマット」を参照してください。

例

N<[2], 20, 3>
説明 - 合計桁数が 20 文字で小数点以下が 3 桁の符号付きの数です。この数値は、元

の文字列の 2 番目の文字以降から抽出されます。
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例

"A12345.6"  " +12345.600"

"-12345.6"  " +12345.600"

"TT9000"  " +0.000"

"-9999"  " –9999.000"

N<[2, '^'], 20, 3>
説明 - 合計桁数が20文字で小数点以下が3桁の符号付きの数です。数値は、要素が

「^」文字で区切られている文字列の2番目の要素から抽出されます。

例

"12345.6^45678.9"  " +45678.900"

#<textformats, width, fracwidth, padding> - textformatsを使用して文字列から

抽出され、指定された文字で埋められた数をフォーマットするのに使用されます。

このフォーマットは、出力文字列が指定された文字で埋められるフォーマット

#<textformats, width, fracwidth>を拡張したものです。

0width - 数を指定された 小の桁数になるようにゼロで埋めるのに使用されます。

例

 010 
説明 - 合計の長さが10文字の、ゼロで埋められた数です。

例

"123"  "0000000123"

"0"  "0000000000"

03
説明 - 合計の長さが 3 文字の、ゼロで埋められた数です。

例

"1"  "001"

"1234"  "1234"
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変換時間フォーマット #

# - 以下のフォーマットの1つか、複数を組み合わせて使用します。

時間フォーマットを使用する場合は、出力用にフォーマットされる文字列の内容を定

義する入力時間フォーマットを指定する必要があります。

例

ddMMyyyy
説明 - 日、月、年のフォーマットで表した日付です。

例

入力フォーマット：T<yyyyMMdd>文字列 "20051026"  "26102005"

入力フォーマット：T<yyyyMM>文字列 "102005"  "102005"

yyyy 年 (1900～2099)
yy 年 (00～99)
y 年

MM 月 (01～12)
M 月 (1～12)
dd 日付 (01～31)
d 日付 (1～31)
D 曜日（1：日曜、2：月曜日、など）

DDD 年頭からの日数 (001～365)
HH 時間 (00～23)
H 時間 (0～23)
hh 時間 (01～12)
h 時間 (1～12)

ミリ 分 (00～59)
m 分 (0～59)
ss 秒 (00～59)
s 秒 (0～59)
TT AM/PM

T 午前 /午後 (A/P)
tt 午前 /午後 (am/pm)
t 午前 /午後 (a/p)
ww 年頭からの週数 (01～53)

w 年頭からの週数 (1～53)
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固定文字列フォーマット 文字 "

文字は、任意のテキスト文字列です。テキスト文字列の開始と終了は、"（ダブルコー

テーション）で定義されるので、テキスト文字列内ではダブルコーテーションは使用

できません。通常、テキスト文字列のフォーマットは、他の入力フォーマットと組み

合わせて使用します。

例

"ID-"[*]"-XX"
説明 - "ID"の出力用の固定テキスト文字列です。

例 

"20051026" ==> "ID-20051026-XX"

変換フォーマットの組

み合わせ

変換式は、組み合わせて使用される複数のフォーマットから構成されます。複数フォー

マット使用時に変換式を定義する場合は、スペースを使用して（使用しなくてもよい）

フォーマット書式を連結します。

例

"Revenue"c<20, 2>
説明 - "Revenue"およびc<20, 2>というフォーマットの組み合わせです。

例

"123456" ==> "Revenue 123,456.00"

yyyy"/"MM"/"dd"-"HH":"mm":"ss
説明 - yyyy、"/"、MM、"/"、dd、"-"、HH、":"、mm、":"、およびss というフォー

マットの組み合わせです。

例

"20051026080405PM" ==> "2005/10/26-20:04:05"

入力フォーマット：T<yyyyMMddhhmmssTT>

出力フォーマット 出力フォーマットとは、特定のインデックスフィールドのデータを出力値にフォー

マットするための書式です。変換式は、インデックスフィールド用に出力フォーマッ

トを定義する時に使用されます。

出力フォーマット：バッチの出力時には、バッチとバッチ内の各ドキュメントのイン

デックスデータが出力フォーマットに基づいて再フォーマットされます。たとえば、

MMddyyの値を持つ日付インデックスは、次のように再フォーマットできます。
MM/dd/yyyy

この構文は、以下のフォーマットの1つか、複数を組み合わせて使用します。

• テキストフォーマット - 「変換テキストフォーマット」を参照してください。

• 数値フォーマット - 「変換数値フォーマット」を参照してください。

• 時間フォーマット - 「変換時間フォーマット」を参照してください。

• 固定文字列フォーマット - 「固定文字列フォーマット」を参照してください。

• フォーマットの組み合わせ - 「変換フォーマットの組み合わせ」を参照してください。
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［インデックス］タブ - 
データベースルック

アップ

データベースルックアップを使用して、ODBC (Open Database Connectivity) に準

拠したデータソースからバッチやドキュメントインデックスフィールドにデータの投

入や検証ができます。設定ウィザードは、データソースの指定、ルックアップの実行

方法、インデックスフィールドのデータ定義、またはインデックスフィールドの内容

について設定します。1 つのジョブセットアップには、複数のルックアップを含める

ことができます。各ルックアップは、異なるデータソース用に使用したり、選択した

インデックスフィールドの投入や確認に使用できます。ルックアップに使用されるイ

ンデックス値がバーコードリーダ、OCR 結果として提供される場合、スキャン中に

ルックアップを実行できます。各ルックアップは、次の形式で指定されます。SELECT
<テーブルカラム1>, <テーブルカラム2>, ... <テーブルカラムn> FROM <データ

ソース> WHERE < テーブルカラムx> = < インデックスフィールドの値> または

select: WHERE <テーブルカラムx> = <インデックスフィールドの値> AND <テー

ブルカラムy> = <インデックスフィールドの値>。

データベース検索の設定 データベースルックアップの設定は、バッチやドキュメントインデックスのフィール

ドの定義から始まります。これらのフィールドはルックアップで使用されます。デー

タベースルックアップは、ジョブごとに設定します。

注：［ジョブセットアップ］内のインデックスフィールドの定義は、以前のバージョン

のコダック キャプチャ プロ ソフトウェアから変更していません。

新規ルックアップを追加または編集するには：

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］をクリックします。［ジョブセットアップ］

ダイアログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。ジョブ

セットアップの設定が表示されます。

3. ［インデックス］タブを選択します。

4. ［データベースルックアップ］タブを選択します。ルックアップテーブルには次の

フィールドが表示されます。ルックアップごとに、［名前］、［入力インデックス

フィールド］、［出力インデックスフィールド（バッチ）］、および［出力インデック

スフィールド（ドキュメント）］が用意されています。 
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5. ［追加］をクリックします。データベースルックアップウィザードが表示されます。

6. 使用するルックアップを［ルックアップ名］フィールドに入力します。

7. ［参照］をクリックして［データソースの選択］ダイアログボックスを開きます。

• 既存のファイルデータソースまたはマシンデータソースを選択するか、［新規］を

クリックして新しいデータソースを作成します。選択したデータソースの種類

に応じて、追加情報が要求されます。

• 必要な情報をすべて入力したら、［OK］をクリックします。

8. ［データベーステーブル］ドロップダウンリストからインデックスフィールドへの

投入、確認に使用するデータを含むテーブルやファイルを選択します。
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9. ［次へ］をクリックし、ルックアップの使用方法を定義します。

• 1 つ以上のインデックスフィールド値がデータソース内のデータと一致している

かどうかを検証する場合は、［ルックアップの結果からインデックスフィールドを

確認］ラジオボタンを選択します。

• ルックアップの結果から 1 つ以上のインデックスフィールドに入力する場合は、

［ルックアップの結果からインデックスフィールドに投入］を選択します。

10. 選択したデータベース内で一致する値を検索するためにルックアップで使用する

インデックスフィールドを、［ルックアップインデックスフィールド］ドロップダ

ウンリストから選択します。このリストには、ドキュメントやバッチインデックス

フィールドがすべて選択できます。ルックアップでインデックスフィールドを 1 つ
使用する場合は、「および」の左側の列を使用してください。インデックスデータ

入力時、ある値が不明な場合は、アスタリスク（*）文字で置き換えることができ

ます。詳細については、この章の「データベースルックアップの使用」を参照して

ください。

11. 選択したルックアップインデックスフィールドに一致する、検索対象のテーブルカ

ラムを、［ルックアップテーブル列］ドロップダウンリストから選択します。このリ

ストには、選択したデータベーステーブルのすべてのテーブル列を選択できます。

12. 投入または確認の対象となるバッチインデックスフィールドまたはドキュメント

インデックスフィールドごとに、目的のデータが入っているデータベース列を選択

します。インデックスフィールド名の右側にある列をクリックし、ドロップダウン

リストからデータベース列を選択します。
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13.［次へ］をクリックし、データベースルックアップオプションを選択します。

14. 任意のルックアップオプションを選択します。

• ルックアップを無効：選択すると、スキャン時にルックアップが実行されま

せん。これにより、大規模またはリモートのデータベースにおいてパフォー

マンスが向上する可能性があります。ルックアップは、インデックスの編集モー

ド時やバッチ出力時に、引き続き実行します。

• 結果が複数ある場合、複数のルックアップ結果を表示する：選択されていない

と、スキャン時に［複数ルックアップの結果］テーブルは表示されません。複

数ルックアップの結果は、インデックスの編集モードでは解決され、スキャン

は中断されずに続行します。

• 既存のインデックス値を上書き：選択すると、データベースのエントリに値が

ある限り（空白や Null ではない）、ルックアップにより常にインデックスフィー

ルドにデータベースのルックアップ値が投入されます。データベースルック

アップによって入力されるインデックスフィールドに、ユーザーが手動でデー

タ入力を可能にするには、このオプションを選択しないでおきます。

注： データベースルックアップがバッチ出力時にデータを上書きすることは

ありません。

• 出力時にルックアップを無効にする：選択すると、出力中にルックアップ（入

力 / 検証）を実行しません。選択を解除すると、空のフィールドに入力が行わ

れ、不明のレコードや複数のレコードは無視されます。一致するレコードが見

つからなかった場合は、ルックアップが失敗します。

• 表示する 大複数検索結果：複数ルックアップ結果が見つかると、結果テーブ

ルが表示され、正しい結果を選択することができます。入力値はテーブルの長

さに制限されます。
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15.［次へ］をクリックし、ルックアップをテストします。

16.［テストクエリ］をクリックします。［テストクエリ］ダイアログボックスが表示さ

れます。

17. ルックアップの実行に使用されるパラメータ用に有効な値を入力します。値を空

のままにすると、データテーブル内の 初の 25 レコードが表示されます。

18.［OK］をクリックします。
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データベース検索の使用 データベースルックアップ実行するようにジョブを設定したら、ルックアップがいつ

実行されるのかを理解することが重要です。一般的なシナリオを次に示します。

スキャン中 - インデック

ス フィールドへの入力

スキャン中のオプションから［ルックアップを無効］が選択されていない場合、スキャン

中にオンザフライでルックアップが実行されます。

ルックアップは、スキャン中に専用のインデックスフィールドに値が入力された場合
（バーコード、OCR、マーク検知のゾーン読取り結果など）にのみ実行します。

スキャン中 - インデック

スフィールドの確認

スキャン中のオプションから［ルックアップを無効］が選択されていない場合、イン

デックスフィールド確認用に設定されたルックアップもスキャン中にオンザフライで

実行されます。

ルックアップの確認は、スキャン中に専用のインデックスフィールドに値が入力され

た場合（バーコード、OCR、マーク検知のゾーン読取り結果など）に実行します。

注：［ルックアップを無効］が選択されていないと、スキャン中にデータベースルック

アップを常に実行します。［スキャン中にフィールドをチェック］設定オプション

の［チェック］フィールドが無効でも、データベースルックアップの確認を実行

します。

インデックスフィールド

の編集

スキャンが実行され、ユーザーがインデックスモード（［インデックス］ >［インデッ

クスフィールドの編集］）になると、インデックスモード中はドキュメントに移動する

たびに、そのドキュメントに対して常にルックアップが実行されます。

ルックアップ用のインデックスフィールドにすでに値が入力されている場合（バー
コード、OCR、マーク検知のゾーン読取り結果など）は、ドキュメントを移動する際
に、ドキュメントのルックアップを自動的に実行します。

インデックス フィールドに手動でデータ入力する場合は、ユーザーがインデックス

フィールドから移動するとルックアップを実行します。入力後のインデックスフィー

ルドからの移動に Tab キーを使用する場合、確認のため他のインデックスフィールド

への入力結果が表示されます。Enter キーまたはその他のインデックスモードの機能

キー（F9、F10、F11 など）の 1 つを使用して別のドキュメントに移動する場合、ルッ

クアップを実行して、その他のインデックスフィールドに投入されます。ただし、そ

のドキュメントはインデックスモードで表示されないので、ルックアップの結果は表

示されません。

ルックアップに割り当てたインデックス フィールドにドラッグアンドドロッ

プ OCR を使用して、またはOCRをクリックして入力した場合、ただちに

ルックアップを実行し、他のインデックス フィールドへの入力結果が確認の

ため表示されます。



2-52 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

ルックアップで使用する値が一部のみわかっている場合は、不明の文字をアスタリス
ク文字（*）を使用して置き換えることができます。アスタリスク文字は値の末尾にす

る必要があります。たとえば、ルックアップの値が電話番号であり、 初の 4 桁のみ

がわかっている場合、「557-3*」のように入力します。「557-3xx....」から始まるすべて

の電話番号がデータベースから取得され、その中から正しい値を選択できます。

ルックアップが 2 つの値に基づいており、その 1 つがわかっている場合、不明の値の

代わりにアスタリスク文字（*）を使用できます。たとえば、ルックアップが Last_Name
（姓）と First_Name（名）に基づいており、アドレスがルックアップされる場合があ

ります。姓のみがわかっている場合、インデックスフィールドの「姓」を入力し、イ
ンデックスフィールドの「名」にはアスタリスクを入力します。入力された姓に対し
て検出されたレコードが 1 つの場合、名とアドレスが表示されます。入力された姓に

対して複数のレコードが検出された場合、[ 複数の結果 ] ダイアログボックスが表示さ

れ、その中から正しい結果を選択できます。

バッチ出力 データベースルックアップは、［出力時にルックアップを無効にする］オプションを選

択していない場合は、出力時のみ実行します。［出力］ボタンをクリックすると、出力

処理用にバッチがキューに入る前に、インデックスフィールドへの入力と確認のため

にデータベースルックアップを実行します。データベースルックアップがインデック

スフィールドに入力中の場合、エラーは無視されます。レコードが見つからない場合、

または複数のレコードが見つかった場合は、インデックスフィールド内の現在の値が

変更されないか、空白のままになります。データベースルックアップがインデックス

フィールドを検証中の場合は、一致するレコードが見つからないとエラーが発生しま

す。バッチは出力処理されないので、バッチを正常に出力するには、エラーを修正す

る必要があります。

バッチが［バッチマネージャ］画面から出力されたり、［ジョブセットアップ］から自

動的に出力されたりすると、バックグラウンドのバッチ処理の一部としてデータベー

スルックアップを実行します。ルックアップが失敗すると、バッチはインデックスエ

ラーの状態になります。

エラー修正のためにバッチを開くと、ルックアップの失敗が存在するドキュメントが

自動的に表示されるので、インデックスモードでインデックスの問題を修正し、バッ

チを再出力して確定します。
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ジョブセットアップ：

［出力］タブ

［出力］タブでは、ジョブセットアップの出力オプションをセットアップできます。

• 出力先 - 出力のフォーマット、出力先、インデックスなどを設定します。［出力先］

オプションは以下のとおりです。

- 資格情報：出力先のネットワークファイル共有に対するユーザアクセス
資格情報を提供することができます。 

- ファイル (1)とファイル (2)：ファイルフォーマット（TIFF、JPEG、PDF な
ど）を選択します。また、出力タイプ（白黒、カラー /グレー）を選択できます。

- ［システム (1)］と［システム (2)］：ジョブセットアップにシステム出力先を選

択します。

- Eメール：出力を自動的に E メールで送信するように、セットアップします。

- 印刷：出力を自動的に印刷するように、ソフトウェアをセットアップできます。

• 詳細オプション - 出力にコダック キャプチャ プロ ソフトウェアの追加イメージ処

理を適用します。

• 他のプログラムの呼出し - 出力時に他のソフトウェアを起動します。

資格情報 キャプチャプロのオペレータがアクセスできない可能性があるネットワーク共有先が
出力先に指定されている場合は [ 資格情報 ] を選択します。

• 追加 — [ 資格情報の設定 ] ダイアログボックスを表示します。

• サーバ名と共有名を \\server _name\share_name のフォーマットで入力します。サー

バマシン名またはサーバ IP アドレスが入力できます。
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• 削除 — 選択した資格情報を削除します。

• プロパティ — 選択したプロパティを表示します。ユーザ名とパスワードの変更がで

きます。

資格情報はジョブセットアップ間で共有されません。2 つのジョブセットアップが同じ

ネットワーク共有先を使用する場合、両方のジョブセットアップに資格情報を追加す
る必要があります。これにより、異なる各ジョブセットアップが個別の資格情報を使
用して同じネットワーク共有先にアクセスが可能になります。

現在のユーザがネットワーク共有先にアクセス可能でも常に資格情報が使用されま
す。

資格情報は、[ ファイル (1)]、[ ファイル (2)]、[ システム (1)]、[ システム (2)] の出力に

対して使用できます。オプションの [ キャプチャプロネットワークエディション - リ
モート出力サーバ ] を使用する場合には資格情報の使用が特に便利です。リモート出力

サービスにはユーザが存在しないため、資格情報を使用して外部の共有先へのアクセ
スを提供します。

出力先オプション： 
［ファイル (1)］と

［ファイル (2)］ 

ファイル (1)オプション - 出力用のファイルフォーマット（TIFF、PDF、JPEG など）を

選択します。選択するフォーマットは、出力のタイプにより異なります。

• すべて（白黒、カラー /グレー）

• 白黒 

• カラー /グレースケール — これを選択すると、フィルターオプションが選
択され、グレースケールイメージまたはカラーイメージのみ出力されます。 

注： ファイルフォーマットのダイアログボックスの説明は、後述の「ファイル (1) と
ファイル (2) のセットアップオプション」を参照してください。
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• アウトプット先 - ファイル (1) の出力先を示します。設定を変更するには、［セット

アップ］をクリックして［アウトプット先のセットアップ］ダイアログボックスを

表示します。［アウトプット先のセットアップ］ダイアログボックスに関する詳細

は、この章に後述の「［アウトプット先のセットアップ］ダイアログボックスを使用

した場所とファイル名の書式」を参照してください。

• ファイル名 - ファイル (1) のファイル名書式を表示します。

［ファイル (2)］オプション -［ファイル (1)］と同じです。ファイル (2) は、ファイル

(1) と同じ設定でも、異なる設定でも構いません。

［ファイル (1)］または［ファイル (2)］オプションの下では、［インデックス］オプショ

ンを選択できます。以下のインデックスオプションが表示されます。

• バッチインデックスファイル

• ドキュメントインデックスファイル

• イメージインデックスファイル

［ファイル (1)］と［ファ

イル (2)］のセットアップ

オプション 

出力用のファイルフォーマット（TIFF、PDF、JPEGなど）を選択すると、選択した

ファイルフォーマットのセットアップ方法によって、異なるフォーマットで出力され

ます。

• 設定するファイルフォーマットの［オプション］をクリックします。

［オプション］ボタンを選択すると、そのファイルフォーマットのダイアログボックス

が表示されます。
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ABBYY OCR をファイル

フォーマットとして選択

実行中の ABBYY Recognition Server にアクセスすると、このファイル

フォーマットが ABBYY Recognition Server を使用し、バッチ内のドキュメ

ントを処理して OCRを行います。新しいファイルフォーマットではありません。

Capture Pro SoftwareでOCR処理用にドキュメントをABBYYに送信でき

る、ABBYY Recognition Server のインターフェースです。OCR 処理後に

ドキュメントは出力のため Capture Pro に戻されます。

ABBYY ワークフローを定義したすべてのユーザーが、処理前のドキュメント

用の入力フォルダと処理後のドキュメント用の出力フォルダを指定します。

Capture Pro SoftwareはどのドキュメントをABBYYワークフローで処理す

るかを定義する ABBYY XML チケットを作成します。Capture Pro Software を

実行している複数のワークステーションからバッチを分けておくには、各ワー
クステーションで該当する入力フォルダに別のサブフォルダを作成します。

ABBYY ファイルフォーマットを定義する前に：

• 各定義済みワークフロー用の ABBYY 入出力フォルダが、Capture Pro
Software で共有およびアクセス可能であることを確認します。

• ABBYY Recognition Server で共有される入出力フォルダにアクセスする

ために、Capture Pro Software で使用する認証情報を設定します。認証情

報の設定に関する詳細は、本章の前半にある「認証情報」の項を参照して
ください。

1. ABBYY OCR をドロップダウンリストから選択して、[ オプション ] を
クリックします。
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[ABBYY 出力設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

[ サーバー入力フォルダ ] と [ サーバー出力フォルダ ] フィールドに、

ABBYY ワークフローで定義されるように ABBYY Recognition Server
入出力フォルダのパスが表示されます。

2. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、 [シングルページ ]
または [ マルチページ ] のいずれかを選択します。スキャンイメージファ

イルが個別の出力ファイルになります。

• [ シングルページ ] を選択すると、スキャンイメージごとに出力時に個

別のイメージファイルになります。したがって、ページをスキャンする
と、表面と裏面それぞれ 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージファイル

ができます。デュアルストリームスキャンする場合は、出力時には 4 つ
のイメージファイルができます。

• [ マルチページ ] を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリ

ストが表示されます。

- ファイル単位：ページ - スキャンするページ単位で 1 ファイルにな

ります。ファイルを開くと、表面と裏面それぞれ 1 つずつ、合計 2
つのイメージがあります。デュアルストリームスキャンしている場
合は、4 つのイメージができます。

- ファイル単位：ドキュメント - 1 つのドキュメント単位で 1 ファイ

ルになります。1 つのファイルには複数の（または多数の）イメー

ジが含まれることがあります。

- ファイル単位：バッチ - バッチにスキャンされるすべてのイメージ

は、1 つの出力ファイルになります。出力ファイルには多数のイメー

ジが含まれることがあります。



2-58 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

3. OCR を実行して出力ファイルの特定のテキストを検索できます。スキャ

ンした原稿に含まれる OCR 言語を選択して、正確な文字認識が行われる

ようにします。複数の言語を含む複数の原稿を使用する場合は、複数の二
次言語を選択できます。

4. [バッチ処理の 大時間]とは分単位で、Capture Pro SoftwareがABBYY
のドキュメントのバッチ処理を待機する時間のことです。ABBYY が指定

時間内にドキュメントの OCR を完了しない場合は、バッチ出力できま

せん。

ファイルフォーマットとして

PDF を選択 
PDF を出力処理用のファイルフォーマットとして選択すると、［PDF のセットアッ

プ］ダイアログボックスが表示されます。

1. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、［シングルページ］または

［マルチページ］のいずれかを選択します。スキャンイメージファイルが個別の出

力ファイルになります。

• ［シングルページ］を選択した場合、スキャンイメージごとに出力時に個別のイ

メージファイルとなります。したがって、ページをスキャンすると、表面と裏

面ごとに 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージファイルができます。デュアルス

トリームスキャンの場合は、出力時には 4 つのイメージファイルができます。

• ［マルチページ］を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリストが表

示されます。

- ページ - スキャンするページ単位で1ファイルになります。ファイルを開く

と、表面と裏面ごとに1つずつ、合計2つのイメージがあります。デュアル

ストリームスキャンの場合は、4つのイメージができます。

- ドキュメント - 1つのドキュメント単位で、1ファイルを生成します。1つ

のファイルには複数のイメージが含まれる場合があります。

- バッチ - バッチでスキャンされるすべてのイメージは、1つの出力ファイル

になります。出力ファイルには多数のイメージが含まれる場合があります。

2. 1～複数の [PDF形式 ] を選択します。PDF/A、PDF-MRC、Fast Web View、

PDF ブックマーク、Long PDF。

• Web サイトからダウンロードしたサイズの大きいPDFを高速表示するように

設定する場合は、［Web 表示用に 適化］を選択します。
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• ドキュメント毎にPDFファイルでブックマークする場合、[PDFブック

マーク] を選択します。 [マルチページ] のファイル単位から[バッチ]を
選択します。[インデックス] タブにある [PDF ブックマーク] タブを使

用して各ドキュメントのブックマーク値を指定します。システムやイン
デックス値を使用してブックマーク値を生成できます。

• 500 cm を超える長さのイメージの場合は、［ロング PDF］を選択します。こ

の選択はパフォーマンスに影響します。［ロング PDF］は PDF/A および PDF-
MRC ファイル形式では選択できません。

• 追加 PDF フォーマットとして [PDF-MRC] を選択する場合、希望す

る次のイメージ品質を選択します。JBIG2/Group4、ドラフト、標準

または良

注：通常、JBIG2 は Group4 より低い品質で小さいファイルサイズを

作成します。JBIG2 - 良、Group4 - ドラフト、Group4 - 標準、

Group4 - 良 はロスレスです。

• 何も選択されなかった場合、PDF 形式は PDF になります。

3. PDFをAdobe Readerの特定バージョンに適合させる必要がある場合は、PDF互

換オプションを選択します。PDFをパスワードで暗号化している場合は、PDFの

新バージョンを選択すると、より強い暗号化アルゴリズムが提供されます。PDF/A
フォーマットはPDF 1.4互換を選択する場合のみ許可されます。

4. PDF ファイルを暗号化する場合、[パスワード ] フィールドに PDF ファイルを開

いて表示するのに必要なパスワードを入力します。

• ファイルを暗号化しない場合、［パスワード］フィールドには何も入力しないで

ください。

• ［PDF/A］を選択した場合、パスワードは入力できません。

5. 終了したら、［OK］をクリックします。

ファイルフォーマットとして
TIFF を選択 

TIFFを出力処理用のファイルフォーマットとして選択すると、［TIFFのセットアップ］

ダイアログボックスが表示されます。

1. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、［シングルページ］または

［マルチページ］のいずれかを選択します。スキャンイメージファイルが個別の出

力ファイルになります。
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• ［シングルページ］を選択した場合、スキャンイメージごとに出力時に個別のイ

メージファイルとなります。したがって、ページをスキャンすると、表面と裏

面ごとに 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージファイルができます。デュアルス

トリームスキャンの場合は、出力時には 4 つのイメージファイルができます。

• ［マルチページ］を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリストが表

示されます。

- ページ - スキャンするページ単位で 1 ファイルになります。ファイルを開

くと、表面と裏面ごとに 1 つずつ、合計 2 つのイメージがあります。デュ

アルストリームスキャンの場合は、4 つのイメージができます。

- ドキュメント - 1つのドキュメント単位で、1ファイルを生成します。1 つ
のファイルには複数のイメージが含まれる場合があります。

- バッチ - バッチでスキャンされるすべてのイメージは、1 つの出力ファイル

になります。出力ファイルには多数のイメージが含まれる場合があります。

2. 出力に白黒イメージが含まれる場合、［白黒圧縮］オプションが有効になります。

ドロップダウンリストから、［G4］または［（なし）］を選択してください。

3. 出力にカラーまたはグレーイメージが含まれる場合、［カラー /グレー圧縮］と［カ

ラー品質］オプションが有効になります。

• カラー / グレー圧縮：[JPEG]、[JAPED] (TIFF 6)、（なし）を選択します。

• カラー品質：ドロップダウンリストから、次のいずれかの設定を選択します。

［スキャンされたイメージと同じ］、［ドラフト］、［標準］、［高］、［ 高］、［高品

質］。［スキャンされたイメージと同じ］を推奨します。

4. Capture Pro Softwareによるイメージ出力が、キャプチャしたソースド

キュメントのイメージと変わらないままであることを確認するには、 [デ
ジタル署名の適用 ]をクリックします。

無料のイメージ認証ソフトウェアを使用して、いつでもデジタル署名され
たイメージが変更されていないことを確認できます。イメージ認証のメ
リットについて確認し、イメージ認証ソフトウェアをダウンロードするに
は、www.kodakalaris.com/go/CSImageVerify にアクセスしてください。

5. 終了したら [OK] をクリックします。
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サーチャブル PDF をファイル

フォーマットとして選択 
ファイルフォーマットとしてサーチャブルPDFを選択すると、［サーチャブルPDFの

セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

1. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、［シングルページ］または

［マルチページ］のいずれかを選択します。スキャンイメージファイルが個別の出

力ファイルになります。

• ［シングルページ］を選択した場合、スキャンイメージごとに出力時に個別のイ

メージファイルとなります。したがって、ページをスキャンすると、表面と裏

面ごとに 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージファイルができます。デュアルス

トリームスキャンの場合は、出力時には 4 つのイメージファイルができます。

• ［マルチページ］を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリストが表

示されます。

- ページ - スキャンするページ単位で 1 ファイルになります。ファイルを開

くと、表面と裏面ごとに 1 つずつ、合計 2 つのイメージがあります。デュ

アルストリームスキャンの場合は、4 つのイメージができます。

- ドキュメント - 1 つのドキュメント単位で、1 ファイルを生成します。1 つ
のファイルには複数のイメージが含まれる場合があります。

- バッチ - バッチでスキャンされるすべてのイメージは、1 つの出力ファイル

になります。出力ファイルには多数のイメージが含まれる場合があります。
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2. PDF/A、PDF-MRC、または Web 表示用に 適化から、PDF 形式を 1 つ以上選

択します。

• Web サイトからダウンロードしたサイズの大きい PDF を高速表示するよう

に設定する場合は、［Web 表示用に 適化］を選択します。

• ドキュメント毎にブックマークを付けた PDF ファイルを生成する場合、[PDF
ブックマーク] を選択します。[マルチページ]のファイル単位から[バッチ]を選

択します。[インデックス] タブにある [PDF ブックマーク] タブを使用して各ド

キュメントのブックマーク値を指定します。システムやインデックス値を使用
してブックマーク値を生成できます。

• 追加 PDF フォーマットとして [PDF-MRC] を選択する場合、希望す

る次のイメージ品質を選択します。JBIG2/Group4、ドラフト、標準

または良。

注： 通常、JBIG2 は Group4 より低い品質で小さいファイルサイズを

作成します。JBIG2 - 良、Group4 - ドラフト、Group4 - 標準、

Group4 - 良 はロスレスです。

• 何も選択されなかった場合、PDF 形式は PDF になります。

3. PDFをAdobe Readerの特定バージョンに適合させる必要がある場合は、

PDF互換オプションを選択します。PDFをパスワードで暗号化している

場合は、PDFの 新バージョンを選択すると、より強い暗号化アルゴリズ

ムが提供されます。PDF/A フォーマットはPDF 1.4互換を選択する場合

のみ許可されます。

4. PDF ファイルを暗号化する場合は、PDF ファイルを開いたり表示する場合に要求

されるパスワードを［パスワード］フィールドに入力します。

• ファイルを暗号化しない場合、［パスワード］フィールドには何も入力しないで

ください。

• ［PDF/A］を選択した場合、パスワードは入力できません。

5. ［OCR 設定］を選択して、速度と 精度のバランスを調整します。スライダーを右

に移動したり、言語辞書や複数の OCR エンジンなどの追加のツールを使用して、

精度を調整できます。

6. 可能であれば、OCR で出力ファイル内の特定のテキストを検索する機能を使用し

ます。スキャンした原稿の言語を OCR の言語に指定して、正確な文字認識が実行

できるようにします。複数の言語を含む複数の原稿を使用する場合は、複数の二次

言語を選択できます。

7. カスタム辞書を使用すると、ドキュメントに固有の用語や独自の用語を認識する精

度が向上します。［参照］をクリックして、カスタム辞書を選択します。詳細につ

いては、付録 D の「カスタム辞書の使用」を参照してください。

8. マルチページをグループ化する場合、［すべて］または［イメージ］のいずれかを

選択して、出力ファイルに含めるイメージを指定します。

• ［すべて］を選択すると、選択した［ページ］、［ドキュメント］、［バッチ］のグ

ループ内のすべてのイメージがファイルに出力されます。

• ［イメージ］を選択すると、［ページ］、［ドキュメント、［バッチ］のグループ内

の指定したイメージのみがファイルに出力されます。たとえば、選択した［マ

ルチページ］を［ドキュメント］でグループ化して、［出力範囲］に 1 と 10 を
指定すると、各ドキュメントの 1 番目と 10 番目のイメージのみがファイルに

出力されます。ドキュメントのイメージ数が 10 未満の場合、1 番目のイメー

ジのみがファイルに出力されます。

9. 終了したら [OK] をクリックします。
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ファイルフォーマットとして

JPEG または JEPG2000 を選

択（出力タイプがカラー / グレー

スケールの場合）

出力処理用のファイルフォーマットとして JPEG2000 を選択すると、［JPEG2000
のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

1. ［標準］、［高］、［ 高］のカラー品質を選択します。

注：出力処理用のファイルフォーマットとして JPEG を選択すると、次のような

追加のカラー品質オプションが提供されます。［スキャンされたイメージと同

じ］、［ドラフト］、［高品質］。［スキャンされたイメージと同じ］を推奨します。

2. 終了したら、［OK］をクリックします。

ファイル形式として PNG を選択 ファイル形式としてPNG を選択する際にセットアップは必要ありません。
PNGファイル形式は構成を必要としない無劣化のシングルページ形式です。

ファイルフォーマットとしてテ
キストを選択

出力処理用ファイルフォーマットとして［テキスト］を選択すると、［テキストのセッ

トアップ］ダイアログボックスが表示されます。

1. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、［シングルページ］または

［マルチページ］のいずれかを選択します。スキャンイメージファイルが個別の出

力ファイルになります。

• ［シングルページ］を選択した場合、スキャンイメージごとに出力時に個別のイ

メージファイルとなります。したがって、ページをスキャンすると、表面と裏

面ごとに 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージファイルができます。デュアルス

トリームスキャンの場合は、出力時には 4 つのイメージファイルができます。
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• ［マルチページ］を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリストが表

示されます。

- ページ単位 - スキャンするページ単位で 1 ファイルになります。ファイルを

開くと、表面と裏面ごとに 1 つずつ、合計 2 つのイメージがあります。デュ

アルストリームスキャンの場合は、4 つのイメージができます。

- ドキュメント単位：ドキュメント - 1 つのドキュメント単位で、1 ファイルを

生成します。1 つのファイルには複数のイメージが含まれる場合があります。

- バッチ単位 - バッチでスキャンされるすべてのイメージは、1 つの出力ファ

イルになります。出力ファイルには多数のイメージが含まれる場合があり

ます。

2. ドロップダウンリストから次のいずれか 1 つのフォーマットを選択します：テキ

ストのみ、フォーマット付きテキスト、テキストのみ (Unicode)、またはフォー

マット付きテキスト (Unicode)。

3. ［OCR 設定］を選択して、速度と精度のバランスを調整します。スライダーを右

に移動したり、言語辞書や複数の OCR エンジンなどの追加のツールを使用して、

精度を調整できます。

4. 可能であれば、OCR で出力ファイル内の特定のテキストを検索する機能を使用し

ます。スキャンしたドキュメントに含まれる OCR 言語を選択して、正確な文字認

識が行われるようにします。複数の言語を含む複数の原稿を使用する場合は、1 つ
または複数の二次言語を選択できます。

5. カスタム辞書を使用すると、ドキュメントに固有の用語や独自の用語を認識する精

度が向上します。［参照］をクリックして、カスタム辞書を選択します。詳細につ

いては、付録 D の「カスタム辞書の使用」を参照してください。

マルチページをグループ化する場合、［すべて］または［イメージ］のいずれかを選

択して、出力ファイルに含めるイメージを指定します。

• ［すべて］を選択すると、選択した［ページ］、［ドキュメント］、［バッチ］のグ

ループ内のすべてのイメージがファイルに出力されます。

• ［イメージ］を選択すると、［ページ］、［ドキュメント、［バッチ］のグループ内

の指定したイメージのみがファイルに出力されます。たとえば、選択した［マ

ルチページ］を［ドキュメント］でグループ化して、［出力範囲］に 1 と 10 を
指定すると、各ドキュメントの 1 番目と 10 番目のイメージのみがファイルに

出力されます。ドキュメントのイメージ数が 10 未満の場合、1 番目のイメー

ジのみがファイルに出力されます。

6. 終了したら、［OK］をクリックします。
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RTF（未フォーマット）をファ

イルフォーマットとして選択

ファイルフォーマットとして RTF（未フォーマット）を選択すると、［RTF（未フォー

マット）のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

1. 出力でイメージファイルをグループ化する方法として、［シングルページ］または

［マルチページ］のいずれかを選択します。スキャンイメージファイルが個別の出

力ファイルになります。

• ［シングルページ］を選択した場合、スキャンイメージごとに出力時に個別のイ

メージファイルとなります。したがって、ページをスキャンした場合、表面と

裏面ごとに 1 つずつ、合計 2 つの個別イメージができます。デュアルストリー

ムスキャンの場合は、出力時には 4 つのイメージファイルができます。

• ［マルチページ］を選択すると、それぞれに対して、ドロップダウンリストが表

示されます。

- ページ単位 - スキャンするページ単位で1ファイルになります。ファイルを

開くと、表面と裏面ごとに1つずつ、合計2つのイメージがあります。デュ

アルストリームスキャンの場合は、4つのイメージができます。

- ドキュメント単位：ドキュメント - 1つのドキュメント単位で、1ファイルを

生成します。1 つのファイルには複数のイメージが含まれる場合があります。

- バッチ単位 - バッチでスキャンされるすべてのイメージは、1つの出力ファ

イルになります。出力ファイルには多数のイメージが含まれる場合があり

ます。

2. ［OCR 設定］を選択して、速度と精度のバランスを調整します。セレクターを右

に移動したり、言語辞書や複数のOCRエンジンなどの追加のツールを使用して、

精度を調整できます。
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3. 可能であれば、OCRで出力ファイル内の特定のテキストを検索する機能を使用し

ます。スキャンしたドキュメントに含まれるOCR言語を選択して、正確な文字認

識が行われるようにします。複数の言語を含む複数の原稿を使用する場合は、1つ

または複数の二次言語を選択できます。

4. カスタム辞書を使用すると、ドキュメントに固有の用語や独自の用語を認識する

精度が向上します。［参照］をクリックして、カスタム辞書を選択します。詳細に

ついては、付録Dの「カスタム辞書の使用」を参照してください。

5. マルチページをグループ化する場合、［すべて］または［イメージ］のいずれかを

選択して、出力ファイルに含めるイメージを指定します。

• ［すべて］を選択すると、選択した［ページ］、［ドキュメント］、［バッチ］のグ

ループ内のすべてのイメージがファイルに出力されます。

• ［イメージ］を選択すると、［ページ］、［ドキュメント、［バッチ］のグループ内

の指定したイメージのみがファイルに出力されます。たとえば、選択した［マ

ルチページ］を［ドキュメント］でグループ化して、［出力範囲］に 1 と 10 を

指定すると、各ドキュメントの 1 番目と 10 番目のイメージのみがファイルに

出力されます。ドキュメントのイメージ数が 10 未満の場合、1 番目のイメージ

のみがファイルに出力されます。

6. 終了したら、［OK］をクリックします。
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［ファイル (1)］と［ファ

イル (2)］のインデック

スオプション

［ファイル (1)］と［ファイル (2)］の出力先のインデックスオプションは、［出力］タ

ブでセットアップします。

バッチインデックスファイル、ドキュメントインデックスファイル、イメージインデッ

クスファイルを作成できます。

注： イメージのないファイル出力でインデックスファイルを出力したい場合の
み、インデックスファイルタイプ（バッチ、ドキュメント、イメージ）を
選択して、出力先（ファイル (1)、ファイル (2)）を選択し、すべての出

力タイプ（すべて、白黒、カラー / グレースケール）のチェックを外し

ます。ファイル (1)/ ファイル (2) のラベルはイメージなしに変更され、

インデックスデータのみ出力されることを示します。

各インデックスファイル（バッチ、ドキュメント、イメージ）には［オプション］ボ

タン、［セットアップ］ボタン、［項目］ボタンがあります。

オプション - 使用可能なインデックスファイルタイプを表示します。

• キャプチャ ソフトウェア 6.x - プロパティのセットアップは不要です。

• Index to ODBC Database — 選択したバッチやドキュメントインデックスの統計情

報を ODBC 対応データベースに送信します。

- バッチインデックスファイル：バッチ統計情報を含んだ、バッチ毎のデータベース
レコード。

- ドキュメントインデックスファイル：ドキュメント統計情報を含んだ、ドキュメン
ト毎のデータベースレコード。

注：イメージインデックスはこのオプションが利用できません。

• HVCS 16bitフォーマット - このオプションは、バッチインデックスファイルには

提供されていません。［HVCS 16bitフォーマット］では、クライアント番号（1～

999）とアプリケーション番号（1～9）を定義できます。

• テキスト（区切り） - ASCII または Unicode テキストファイルフォーマットを選択

できます。

• XML - プロパティのセットアップは不要です。
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セットアップ - インデックスファイルの作成が可能な、［アウトプット先のセットアッ

プ］ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスに関する詳細は、後

述の「［アウトプット先のセットアップ］を使用した場所とファイル名の構築」を参照

してください。

項目 -［インデックス内容のセットアップ］を表示します。ここでは、インデックスを

定義できます。このダイアログボックスに関する詳細は、後述の「［インデックス内容

のセットアップ］ダイアログボックスの使用」を参照してください。

ODBC データベースへのイン

デックス

インデックスデータを SQL Server や Microsoft Access など、ODBC に準

拠したデータソースに保存する場合は、このシステム出力先を使用します。出
力時に、各ドキュメントの新しいレコードの作成に選択したバッチおよびド
キュメントインデックスフィールドが使用され、データベースに書き込まれます。

ドキュメントイメージの保存先パスを含む 3 つの追加ドキュメントインデッ

クスフィールドが提供されています。 単一の場所にすべてのイメージを保存

している場合、[ イメージの場所 – すべて ] フィールドに、各ドキュメントの

イメージのパスが含まれます。 白黒とカラー / グレースケールイメージを別の

場所に保存している場合は、[ イメージの場所 – 白黒 ] および [ イメージの場

所 – カラー/ グレースケール ] フィールドに該当するそれぞれのイメージタイ

プのパスが含まれます。これらのフィールドをユーザーのデータベースで使用
して、保存したイメージをドキュメントインデックスデータと関連付けること
ができます。

サポートしている出力ファイル / グループ化 ー マルチページ、ドキュメント

ごと、全イメージタイプ

サポートしているチャネル ー 全て、白黒、カラー / グレースケール

1. [ODBC データベース ] のシステム出力先にアクセスします。

• データソース名：既存のファイルを参照するか、新規ファイルまたはマ
シンデータソースを作成します。

• データベーステーブル：ドロップダウンコントロールを選択して、選択
したデータソースに使用可能なテーブルを表示します。インデックス
フィールドデータを保存するテーブルを選択します。

2. 追加するフィールドを選択してください。

データグリッドの左側のカラムには、現在のバッチとドキュメントフィー
ルド名があらかじめ入力されている点に注意してください。追加のドキュ
メントインデックスフィールドも 3 つあります。[ イメージの場所 – すべ

て ]、[ イメージの場所 – 白黒 ]、および [ イメージの場所 – カラー / グ
レースケール ]

3. インデックスフィールドと同じ行の右のカラムをクリックして、データ
ベースにマッピングするインデックスフィールドを選択します。

4. ドロップダウンで表示された矢印をクリックすると、使用可能なデータ
テーブルフィールドが表示され、フィールドを選択することができます。

• [ 出力 ]、[ システム (1)/(2)] タブで [ すべて ] のチェックボックスを選

択した場合、 [ イメージの場所 – すべて ] のフィールドには、ファイル

パスとイメージ名が含まれます。ファイルパスは [ 出力 ] ルートパスに

「\batch name」と「\All」を付加して作成できます。イメージ名はド

キュメントのシーケンス番号で、8 文字の長さになるよう、ゼロが埋め

込まれています。ファイルの拡張子は、出力用に選択したイメージタイ
プによって異なります（tif、pdf、txt など）。例：

“C:\BatchesPro\Batch001\All\00000001.tif”。
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• [ 白黒 ] を選択すると、ファイルパス内の「\All」が「\BW」と入れ替わ

ります。

• [ カラー / グレースケール ] を選択すると、ファイルパス内の「\All」が

「\CG」と入れ替わります。

ドキュメントあたりの複数
のレコード

ドキュメントには、データベースに別のレコードとしてそれぞれ保存される、
複数のアイテムが含まれます。例えば、次のドキュメントには 4 つのアイテ

ムが含まれています。

4 つのレコードを、各レコードに [ 説明 ]、[ 数量 ]、[ 価格 ] の 3 つのフィール

ドが含まれるデータベースに保存したい場合は：

1. 投入される各データベースフィールド用のインデックスフィールドを作
成します。例えば、説明、数量、価格です。そのインデックスフィールド
は、 初のアイテムセットのデータを維持するために使用されます。

2. 残りのアイテムセット用のインデックスフィールドを作成します。イン
デックスフィールド名は、番号を付け加えて 初のアイテムセットと同じ
にする必要があります。番号は 1 から順に始める必要があります。例：

製品アイテム 2：「説明 1」、「数量 1」、「価格 1」

製品アイテム 3：「説明 2」、「数量 2」、「価格 2」

製品アイテム 4：「説明 3」、「数量 3」、「価格 3」

3. データベース検索ウィザードを使用して、 初のアイテムセットのイン

デックスフィールド名をデータベースのフィールド名にマッピングしま
す。 初のアイテムセットのフィールド名のみデータベース検索ウィザー
ドで使用されます。

説明 数量 価格

製品アイテム 1 2 28.44

製品アイテム 2 1 43.12

製品アイテム 3 5 122.50

製品アイテム 4 2 12.80
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バッチインデックスファイル バッチインデックスファイルをセットアップするには： 

1. ［バッチインデックスファイル］を選択します。

2. リストから該当するインデックスファイルタイプを選択します。

• ［テキスト（区切り）］を選択した場合は、［オプション］をクリックして、

［ASCII］または［Unicode］を選択し、 後に［OK］をクリックします。

3. 必要に応じて、［セットアップ］をクリックして［アウトプット先のセットアッ

プ］を表示し、出力バッチインデックスファイルのパスを作成します。後述の「［ア

ウトプット先のセットアップ］を使用した場所とファイル名の構築」を参照してく

ださい。

4. 必要に応じて、［項目］をクリックして［インデックス内容のセットアップ］ダイ

アログボックスを表示し、インデックス内容を定義します。デフォルトでは、バッ

チインデックスファイルにはジョブ用に定義されたバッチインデックスの項目で

構築されています。［項目］ボタンを使用して、インデックス項目の追加や削除、

インデックス項目の順序を変更します。後述の「［インデックス内容のセットアッ

プ］ダイアログボックスの使用」を参照してください。

5. 終了したら、［OK］をクリックします。

ドキュメントインデックス

ファイル

ドキュメントインデックスファイルをセットアップするには： 

1. ［ドキュメントインデックスファイル］を選択します。

2. リストから該当するインデックスファイルタイプを選択します。

• ［テキスト（区切り）］を選択した場合は、［オプション］をクリックして、

［ASCII］または［Unicode］を選択し、 後に［OK］をクリックします。

• ［HVCS 16bit フォーマット］を選択した場合は、［オプション］をクリックし

て、クライアント番号（1 ～ 999）とアプリケーション番号（1 ～ 9）を入力

し、 後に［OK］をクリックします。

3. 必要に応じて、［セットアップ］をクリックして［アウトプット先のセットアップ］を

表示し、出力するドキュメントインデックスファイルのパスを作成します。後述の

「［アウトプット先のセットアップ］を使用した場所とファイル名の構築」を参照し

てください。

4. 必要に応じて、［項目］をクリックして［インデックス内容のセットアップ］ダイ

アログボックスを表示し、インデックス内容を定義します。デフォルトでは、ド

キュメントインデックスファイルには、ジョブ用に定義されたドキュメントイン

デックスの項目で構築されています。［項目］ボタンを使用して、インデックス項

目の追加や削除、インデックス項目の順序を変更します。後述の「［インデックス

内容のセットアップ］ダイアログボックスの使用」を参照してください。

5. 終了したら、［OK］をクリックします。
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イメージインデックス

ファイル

イメージインデックスファイルをセットアップするには： 

1. ［イメージインデックスファイル］を選択します。

2. リストから該当するインデックスファイルタイプを選択します。

• ［テキスト（区切り）］を選択した場合は、［オプション］をクリックして、

［ASCII］または［Unicode］を選択し、 後に［OK］をクリックします。

• ［HVCS 16bit フォーマット］を選択した場合は、［オプション］をクリックし

て、クライアント番号（1 ～ 999）とアプリケーション番号（1 ～ 9）を入力

し、 後に［OK］をクリックします。

3. 必要に応じて、［セットアップ］をクリックして［アウトプット先のセットアップ］を

表示し、出力するイメージインデックスのパスを作成します。後述の「［アウトプッ

ト先のセットアップ］を使用した場所とファイル名の構築」を参照してください。

4. 必要に応じて、［項目］をクリックして［インデックス内容のセットアップ］ダイ

アログボックスを表示し、インデックス内容を定義します。デフォルトでは、イ

メージインデックスファイルにはこのジョブ用に定義されたイメージインデック

スの項目で構築されています。［項目］ボタンを使用して、インデックス項目の追

加や削除、インデックス項目の順序を変更します。後述の「［インデックス内容の

セットアップ］ダイアログボックスの使用」を参照してください。

5. 終了したら、［OK］をクリックします。



2-72 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

［アウトプット先のセット

アップ］を使用した出力

先とファイル名の構築

［アウトプット先のセットアップ］ダイアログボックスにはプリセット値と過去にセッ

トアップしたインデックス項目のリストが表示されます。このリストを使用して、任

意のフォルダに出力ファイルを保存できます。

［出力］タブ - ファイル (1) またはファイル (2)で［セットアップ］をクリックすると、

［アウトプット先のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。このダイアロ

グボックスを使用して、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアから出力されるイン

デックスの出力先を構築します。

• 場所の書式を構築するには、［アウトプット先］タブを開きます。

• ファイル名の書式を構築するには、［ファイル名］タブを開きます（このダイアログ

ボックスにある場合）。

アウトプット先とファイル名書式の作成手順は同じです。

注： アウトプット先のオプション -［ファイル名］タブは、インデックスファイルの

タイプに応じて異なります（バッチ、ドキュメント、イメージなど）。すべてのタ

イプのインデックスファイルで、すべてのオプションを選択できるわけではあり

ません。

1. このダイアログボックスの左側にあるリストから、必要な項目を選択します。現

在使用している書式が、ダイアログボックスの右側の［ファイル名の書式］フィー

ルドに表示されます。

2. ［項目の追加］をクリックすると、書式の 後に項目が追加されます。パス名を指

定する場合、上限は半角 248文字です。

注：

• ［項目の削除］をクリックすると、書式の 後にある項目が削除されます。

• ［書式を削除］をクリックすると、書式が削除されます。

3. シーケンス番号の先頭にゼロを追加して桁数を設定する場合は、［ゼロ付き］を選

択します。このオプションは番号に適用できます。
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4. ［ゼロ付き］を選択した場合、［桁数］ボックスを使用して、（リーディングゼロ付

き）シーケンス番号の桁数を指定します。

5. ［ファイル名の書式］フィールドに<読取り用ラベル>を追加すると、［表面カラー /
グレー］、［表面白黒］、［裏面カラー /グレー］、［裏面白黒］が利用できるようにな

ります。必要に応じて、このフィールドにテキストラベルを入力してください。

6. ［重複ファイルの処理］には 2 つのオプションがあります。次のいずれかのオプ

ションを選択します。

• エラーを報告し、出力処理を中断する：エラーメッセージを生成してバッチの

出力を中断します。

• 名前にシーケンシャル番号を追加する：シーケンス番号（たとえば -001、-002
など）を追加し、バッチの出力を継続します。

• ファイルに上書き：二重の名前を持つ出力フォルダの既存のファイルに上

書きします。上書きされない出力フォルダの既存のファイルは残ります。

7. ［ページシーケンス番号］または［イメージシーケンス番号］を選択すると、［リ

セット機能］が選択できます。ページ /イメージ番号のシーケンス番号の仕様を設

定します。

• 各バッチに対して 1 から開始（ページシーケンス番号とイメージシーケンス番

号のみ利用可能）。

• 各ドキュメントに対して 1 から開始（イメージシーケンス番号のみ利用可能）。

• 次のイメージ番号から継続（イメージシーケンス番号のみ利用可能）。

8. ［OK］をクリックすると出力書式が保存されます。

注： マルチページの書式：TIFF、PDF、サーチャブル PDF のマルチページ出

力を選択した場合は、場所の書式またはファイル名書式に、ページシーケン

ス番号、イメージシーケンス番号、イメージ面のラベルを追加できません。

同様に、バッチレベルでマルチページ出力を選択した場合は、バッチレベル

より詳細な情報を出力ファイル名に使用できません。
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［インデックス内容のセッ

トアップ］ダイアログ

ボックスの使用

1. ［項目］をクリックして、出力インデックスファイルのインデックス内容を定義し

ます。［インデックス内容のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

テキスト（区切り）のインデックスを定義する場合は、以下のフィールドのエント

リを選択します。

テキスト（区切り）インデックス タイプには、次のオプションが使用できます。

2. ［フィールドの区切り文字］ドロップダウンリストから（タブ）または（スペース）を

選択します。区切り文字に使用する他の文字も手動で入力できます。

3. （なし）、コーテーション（'）、ダブルコーテーション（"）を［項目の区切り文字］

ドロップダウンリストから選択します。

4. 出力インデックスファイルにイメージファイルヘッダ情報を含む場合は、［ヘッダ

レコード記録を入れる］オプションを選択します。

テキスト（区切り）タイプか XML タイプを定義している場合は、以下のオプションを

適用できます。

5. ［使用可能なインデックス］リストから任意の項目を選択し、［追加］をクリックし

て［現在のインデックス］リストに追加します。

注： 

• 削除をクリックすると、［現在のインデックス］リストから、選択した項目が削除さ

れます。

• ［すべて追加］をクリックすると、［利用可能なインデックス］のすべての項目が［現

在のインデックス］リストに移動します。

• ［すべて削除］をクリックすると、［現在のインデックス］リストから、すべての項

目が削除されます。

• ［上に移動 /下に移動］をクリックすると、［現在のインデックス］リストで、選択し

たインデックス項目が1つ移動します。

6. 終了したら、［OK］をクリックします。
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［システム (1)］と

［システム (2)］オプ

ション

［システム (1)］と［システム (2)］オプションでは、必要なファイル構造でバッチを出

力するためのバッチ出力プラグインと、多くのエンタープライズコンテンツマネージ

メントシステム用のファイルフォーマットを選択できます。

［システム (1)］オプション -［出力先］チェックボックスを選択して、ドロップダウン

リストからシステム（システム出力先）を選択します。

システム設定を変更する場合は、［セットアップ］をクリックします。選択したシステ

ム出力先のダイアログボックスが表示されます。これらのダイアログボックスの詳細

については、『システム出力先ガイド (A-61638)』を参照してください。

出力ルートパスを変更する場合は、［セットアップ］をクリックしてください。［アウ

トプット先のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。詳細については、前

述の「［アウトプット先のセットアップ］を使用した場所とファイル名の構築」を参照

してください。

出力用のファイルフォーマット（TIFF、PDF、JPEGなど）を選択します。ファイル

フォーマットは、選択した出力フォーマットによって異なります。

注：［すべて］、［白&黒］、および［カラー /モノクロ］は、選択したシステム出力先

によっては使用できない場合があります。その場合は、［セットアップ］ボタンを

クリックして、オプションを選択します。

［システム (2)］オプション - システム (1) と同様に作業してください。

その他の出力フォーマット - コダックとサードパーティのシステム出力先のリスト

と、各出力先へのリンクがコダックの Web サイトに掲載されています。
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E メールオプションの

設定

［出力］タブの E メールオプションを使用して、インデックスデータの有無に関わら

ず、出力バッチを自動的に E メールで送信できます。

1. ［ジョブセットアップ］ダイアログボックスを開き、［出力］タブをクリックします。

2. ［E メール］オプションをクリックします。［出力先 E メール：］ダイアログボッ

クスが表示されます。

3. ［デフォルトのメールアプリケーション］ドロップダウンリストから、使用する Eメー

ルアプリケーションを選択します。

4. E メールの件名欄に表示する情報を、［デフォルトの件名］フィールドに入力しま

す。［セットアップ］をクリックして、件名欄にプリセット値（日付、名前など）を

選択できます。［デフォルトの件名：テキストフィールド値のセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。ここでは、メール件名に追加する追加項目を選択

できます。 

• 件名に追加する項目を、［プリセット値］リストから選択します。追加ごとに、

［項目の追加］をクリックします。

• 終了したら、［OK］をクリックします。

注： 後の項目を削除するには、［項目の削除］をクリックします。書式全

体を削除するには、［書式を削除］をクリックします。



A-61750_ja  2016 年 3 月 2-77

5. Eメール添付ファイルの 大サイズ (MB)を、［添付ファイルの 大容量］フィー

ルドに入力します。

6. E メールの送信前に確認する場合は、［インタラクティブ］を選択します。

注：Eメールクライアントに Outlook Expressの旧バージョンを使用してい

る場合は、必ずこのオプションを選択してください。選択しないと、Eメー

ルが送信されない可能性があります。

7. 必要に応じて、1 つ以上の E メールアドレスを［宛先］フィールド、［cc］フィー

ルド、［bcc］に入力します。E メールアドレスはダブルコーテーションで囲む必

要があります（例："John Smith@aol.com"）。

8. 必要に応じて、［セットアップ］をクリックして E メール送信先名にプリセット

値を追加します。

9. ファイルを添付する場合は、添付ファイル名を入力するか、［セットアップ］をク

リックしてプリセット値を選択するか、その両方ができます。添付ファイル名はダ

ブルコーテーションで囲む必要があります（例："Patient file"）。

10.［関連したドキュメントインデックスデータを入れる］を選択すると、［Eメールの

本文］フィールドにデータが自動的に表示されます。このデータを変更するには、

［セットアップ］をクリックします。［メール本文テキストフィールド値のセット

アップ］ダイアログボックスが表示されます。

• 任意のテキストを入力します。入力する情報は、ダブルコーテーション（"）で

囲んでください。［プリセット値］リストから項目を選択し、［項目の追加］を

クリックします。

• 終了したら、［OK］をクリックします。

11.［イメージをディスクに保存］を選択すると、E メール出力以外に、出力イメージ

ファイルがハードディスク上にも保存されます。

12. 終了したら、［OK］をクリックします。

注：［出力］タブの左側の［E メール］オプションの下の［イメージ］を選択すると、

出力先オプション（TIFF、PDF、JPEGなど）を出力タイプに応じて選択できます。
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印刷オプションの設定 印刷オプションを使用してバッチ出力を印刷できます。

1. ［ジョブセットアップ］ -［出力］タブの［印刷］をクリックします。

2. ［プリンタ名］ドロップダウンボックスから、使用するプリンタを選択します。

3. プリンタのプロパティを変更する場合は、［プロパティ］を選択します。選択した

プリンタのプロパティが表示されます。

4. プリンタのプロパティを必要に応じて変更して、［OK］をクリックします。

5. ［印刷部数］ドロップダウンリストから印刷部数を設定し、［OK］をクリックします。
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SharePointのインデッ

クスセットアップウィ

ザードの使用

SharePoint のインデックスセットアップは、既存の SharePoint サイトで使用してい

るインデックスをキャプチャプロソフトウェアのジョブセットアップに素早く簡単に

設定します。

セットアップウィザードで SharePoint サイトへの接続、SharePoint のインデックス

カラムからインデックスフィールドの作成、イメージの格納パスの定義に関する手順

が示されます。

このウィザードは、SharePoint のデータタイプを認識し、インデックスフィールドの

フォーマットが正しく設定され、入力データが「範囲内」であることを確認するよう

に勧めます。ウィザードは、カラムが「選択」タイプの場合、選択肢にあるデータ

値をドロップダウンリストに入力します。

SharePoint のインデックスセットアップウィザードは、以下の 4 つの手順で進めて

いきます。

手順1：SharePoint のセットアップ：SharePoint の接続の確立、編集、選択

1. バッチイメージとデータを格納する SharePoint サイトへの接続先を選択します。

この接続は、サイトへのアクセスに必要なホスト名、サイト名、資格情報を指定し

ます。以降の作業用に任意の名前を接続名に付けます。

接続が定義されていない場合、［新しい SharePoint 接続の作成］ダイアログボックス

が表示されます。

1. 接続する［ホスト名］を入力します。このホスト名を使用して、特定の SharePoint
サイトを参照します。

2. Windowsログイン IDとパスワードでSharePointサイトにアクセスする

場合は、[Windows ログインとパスワードを使用 ] を選択します。

3. [SharePoint アカウントを使用 ] を選択してユーザーログイン ID とパス

ワードを入力し、SharePoint アカウントを使用して SharePoint サイト

にアクセスします。

4. ［ホスト名］を入力します。例：https://my-SharePoint-host

5. ［サイト名］を入力します。ホスト名と資格情報が正しい場合、［参照］をクリック

して利用可能なサイトを選択できます。
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注：

• SharePoint サイトにアクセスする前に、すべてのサブサイトにアクセスす

る許可があることを確認してください。アクセスを確認するには、始めに 
//<server>/_vti_bin/Lists.asmx にアクセスします。エラーが繰り返される

場合は、SharePoint セットアップとサイト許可を確認してください。

• Office 365 SharePoint Online アカウントにアクセスするには、SharePoint
Online を確認します。

• Office 365 SharePoint Online アカウントにアクセスするには、まずSharePoint
Server 2013 Client components SDK と Windows Identity Foundation を

インストールする必要があります。どちらも Microsoft Download Center
で入手できます。

• ホスト名を決めるには、Web ブラウザを使用して O365 サイトを閲覧しま

す。ブラウザのアドレスバーに URL を入れます。ホスト名は通常 URL の

始めから /_layouts/... の前までです。

ステップ2： SharePoint 上のインデックスカラムに基づいたドキュメントインデッ

クスフィールドの作成

SharePoint サイト上にある使用可能な SharePoint リストのいずれかを選択し、［ド

キュメントタイプ］を選択すると、SharePoint カラムが表示されます。

［カラムタイプ］が表示され、SharePoint 上のリストで必須の場合は［必須］チェッ

クボックスが入ります。

自動的に作成 /設定されたインデックスフィールドは、入力可能なすべてのカラムタイ

プに対して［インデックスの作成］チェックボックスがデフォルトで選択されます。

特定カラムへの入力をしない、または新しいインデックスフィールドで特定のカラム

に入力する必要がない場合は、［インデックスの作成］チェックボックスの選択を解除

します。選択されていない SharePoint のカラム用にインデックスフィールドを作

成する場合は、［インデックスの作成］チェックボックスを選択し、［編集］をクリッ

クしてインデックスフィールドを設定します。後で、カラムに保存するデータを指定

できます。
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［インデックスの作成］チェックボックスの選択を解除すべき場合の一例として、

SharePoint のカラム［フルネーム］に人の名前を「姓、名」という形式で設定してい

る場合が考えられます。このカラムに入力するには、既存の 2 つのフィールドである

［姓］と［名］を使用します。これら 2 つのインデックスフィールドのマッピングは後

で行うとして、ここでは、［フルネーム］カラム用の［インデックスの作成］チェック

ボックスの選択を解除します。［フルネーム］のインデックスフィールドが必要ない為

です。

新規インデックスフィールド毎に、SharePoint のカラムのデータ要件に基づいた「入

力フォーマット」が推奨されます。データ範囲やデータタイプにさらに制限する必要

がない限り、推奨されたフォーマットを変更する必要があります。

SharePoint 内のカラムにデフォルト値が指定されている場合、デフォルト値が表示さ

れます。ドロップダウンリストから値が表示されない場合は、既存の値を変更したり、

デフォルト値を追加します。定義済みのバーコード、OCR、マーク検知ゾーンを含む、

デフォルト値のリストが表示されます。さらに複雑なデフォルト値が必要な場合、[編
集 ] を選択します。1つ以上の定義済みのタグや固定文字列を使用してデフォルト値を

定義できます。

インデックスフィールドを作成する際に問題があれば、［ステータス］カラムに表示さ

れます。エラーが表示された行を選択すると、［編集］ボタンの下の領域にステータス

メッセージが表示されます。このマークは、この SharePoint のカラムにインデック

スフィールドを作成しないことを示します。ほとんどの場合、アプリケーションがカ

ラムタイプを自動的に作成できないことが原因です。たとえば、計算済みのカラムタ

イプは、アプリケーションが認識していない他の SharePoint カラムを参照する必要

があります。［インデックスの作成］を選択して、このカラムにインデックスフィール

ドを作成できます。

エラーが表示された行を選択すると、［編集］ボタンの下の領域にステータスメッセー

ジ  が表示されます。ステータスメッセージには、問題および考えられる解決方法

が表示されます。このマークは、インデックスフィールドを作成する際、解決が必要

な問題があることを示します。インデックスフィールドが不要な場合、［インデックス

の作成］チェックボックスの選択を解除します。  

［出力フォーマット］、［置換文字］、［リスト］（ドロップダウンインデックスフィール

ド用）などのその他のインデックスフィールドを追加 /編集するには、適切なインデッ

クスフィールドの行を選択し、［編集］をクリックします。
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ステップ3： SharePointのセットアップ：値を選択してSharePointのカラムに入力

インデックスフィールドを作成したので、これらのインデックスフィールドをシステ

ム値（ジョブ名、バッチ名、日付、時刻など）OCR ゾーンの値、バーコードゾーンの

値、マーク検知ゾーンの値と一緒したり、これらの値を組み合わせてSharePoint カラ

ムに挿入できます。

値が必要な SharePoint のカラムが 上部に表示されます。デフォルトでは、手順2で

作成されたインデックスフィールドを使用して値がカラムに入力されます。異なる

値を選択する場合は、［SharePoint］カラムを選択し、変更管理のアイコンを選択し

ます。ダブルコーテーションで囲まれた固定文字列を含む、1 つ以上の項目をリスト

から選択できます。たとえば、"作成日："<DATE_DDMMYY>などです。

手順2に含まれていない（[インデックスの作成 ] チェックボックスが選択されていな

い） [SharePoint] カラムにはデフォルト値は表示されません。このカラムにインデッ

クスフィールドが作成されていないことが原因ですが、他のインデックスフィールド、

システム値、OCR/バーコード /マーク検知ゾーンの値や、これらの値の組み合わせを使

用して、このカラムの値を定義できます。

注：［SharePoint 名］カラムは、SharePoint に保存されているファイルの名前を定

義します。手順 4 は、イメージをグループ化する方法を示しています。

各「ドキュメント」に対して、［複数ページ］でグループ化する場合、ドキュメントごと

に固有の名前が必要です。たとえば、「名前」を<DOCUMENT_SEQUENCENUMBER>
などにします。

シングルページでグループ化する場合、各イメージに一意な名前を付ける必要があり

ます。したがって、［名前］カラムにはイメージごとに異なる名前が含まれる必要があ

ります。たとえば、「名前」を<IMAGE_SEQUENCENUMBER_DOCUMENT>な

どにします。
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ステップ 4： SharePointのセットアップ：保存オプションとパスの定義

後の手順では、イメージのフォーマットおよびイメージを保存する SharePoint の
場所を指定します。

「開始フォルダ」とは、現在の SharePoint サイトに含まれる既存のフォルダへのパス

です。「すべて」、「白黒」、「カラー /グレー」用に指定するイメージの保存パスはこの

フォルダを基にします。［セットアップ］を選択すると、使用可能なフォルダを表示し

ます。

白黒、カラー /グレーのイメージが存在する場合、すべてのイメージを同じフォーマッ

トで同じ場所に保存するには、［すべて］のチェックボックスを選択します。

出力用のファイルフォーマット（テキスト、TIFF、PDF など）を選択します。選択し

たファイルフォーマットを設定する場合は、［オプション］を選択します。ファイル

フォーマットのダイアログボックスの説明は、後述の「ジョブセットアップ：［出力］

タブ」にある「ファイル (1)とファイル (2) のセットアップオプション」を参照してく

ださい。

ファイルタイプの下にあるボックス内にイメージフォルダの場所を指定できます。利

用可能なシステムとフィールドインデックス値からフォルダの場所を作成する場合

は、［セットアップ］を選択します。

注：［セットアップ］ボタンを使用すると、イメージ（SharePoint ドキュメント）を

保存するパスとフォルダ名を指定できます。ドキュメント毎に独自のパス名が必

要です。そうでない場合は上書きされる可能性があります。バージョン管理を設定

している場合、ファイル名の重複エラーが発生する可能性があります。手順 3 で
選択した SharePoint の「名前」が、選択したパスとイメージのグループ化に互

換性があることを確認します。

白黒、カラー、グレーのいずれかのイメージが存在する場合、または白黒、カラー /グ
レーのイメージに異なるファイルタイプを使用する場合は、［白黒］と［カラー /グ
レー］のチェックボックスをそれぞれ選択します。

バージョン管理が有効になっている SharePoint ドキュメントライブラリにド

キュメントをチェックインする場合は、［アップロード後にチェックイン］チェック

ボックスを選択します。SharePoint リストのバージョン管理が有効になっていない場

合、警告が表示され、ボックスの選択が解除されます。メジャーバージョン番号 (1.0)
またはマイナーバージョン番号 (0.1) を持つドキュメントをチェックインできます。

SharePoint でマイナーバージョンの番号管理が設定されていない場合、警告が表示さ

れ、メジャーバージョン番号が選択されます。
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注： SharePoint のバージョン管理が有効になっている場合、SharePoint が「チェッ

クアウトを要求する」ように設定する必要があります。

チェックイン時に「チェックインコメント」を追加できます。コメントは、固定メッ

セージにするか、［セットアップ］をクリックし、システム値とインデックス値を使用

してコメントを作成できます。例：<STATION_NAME>" : " <USER_NAME>

「イメージシーケンス番号（バッチ）」のインデックスは、［次のイメージ番号から継続］

チェックを選択し、開始値を入力することで、特定の番号から開始できます。

注：

• ［次のイメージ番号から継続］チェックボックスを選択しても、「イメージシーケン

ス番号（ドキュメント）」の開始値は変更されません。

• ウィザードを開始する前に、SharePoint 用のバーコードゾーン /OCR ゾーン /マーク検
知ゾーンの作成を推奨します。

SharePoint のインデックスセットアップウィザードを以下の方法で起動します。

• ［ファイル］>［ジョブセットアップ］を選択し、［ジョブセットアップ］ダイアログ

ボックスの 下部にある［SharePoint インデックスセットアップウィザード］ボ

タンを選択します。

Info Input Express
セットアップウィザード

の使用

Kodak Info Input Express 出力先セットアップでは、Capture Pro ソフトウェ

アのジョブセットアップをすばやく簡単に設定でき、既存の Kodak Info Input 
Express サーバーと共に使用できるようになります。

セットアップウィザードでは Info Input Express サーバーとの接続、Info 
Input Express で必要なインデックスフィールドの作成、ドキュメント処理に

使用する Info Input Express Activity の選択へと導きます。

[ジョブのセットアップ ]画面で [出力 ]タブをクリックし、[Info Input Express
出力先 ] ボックスの [ 出力先 ] ボックスをチェックするか、ダイアログボック

スの右下隅の [Info Input セットアップウィザード ] ボタンをクリックします。
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ステップ 1Info Input Express 出力先のセットアップ：Info Input Express
の接続の確立、編集、選択

Info Input Express サーバーは Active Directory または認証プロバイダ

（Windows Live など）向けに設定される場合があります。

Active Directory 認証をセットアップする場合

1. 接続名を入力します。この接続の識別に使用する名前は任意のものでか
まいません。

2. Capture Proソフトウェアと接続する Info Input Expressサーバーのアドレ

スを入力します。例：http://my-server.my-domain.com

3. [OK] をクリックします。[Windows セキュリティ ] ダイアログボックスが

表示されます。 

4. Info Input Express サーバーに対応するユーザー名とパスワードを入力し

ます。これらの認証情報はジョブのセットアップおよび Info Input Express
サーバーへのドキュメント出力に使用します。 

5. [OK] をクリックします。

認証プロバイダ（Windows Live など）をセットアップする場合

1. 接続名を入力します。この接続の識別に使用する名前は任意のものでか
まいません。

2. Capture Proソフトウェアと接続する Info Input Expressサーバーのアドレ

スを入力します。例：http://my-server.my-domain.com

3. [OK] をクリックします。[Info Input Express ログイン ] 画面が表示されます。 

4. 認証プロバイダを選択し、対応する認証情報を入力します。ログインア
カウントは有効な Info Input Express アカウントである必要があります。

5. [OK] をクリックします。

6. [ 次へ ] をクリックします。

http://my-server.my-domain.com
http://my-server.my-domain.com
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ステップ 2 既存の Info Input Express インデックスフィールドに基づくド

キュメントインデックスフィールドの作成

アクティビティリスト — アクティビティリストには Info Input Express サー

バーで定義されたすべてのアクティビティ（ジョブ）が含まれます。Capture 
Pro ソフトウェアのドキュメントとインデックス値を受信するアクティビ

ティを選択します。

有効な Info Input Express のアクティビティの 1 つとドキュメントタイプを選

択すると、適切な場合、アクティビティのインデックスフィールドが表示さ
れます。 

ドキュメントタイプ — Info Input Express のアクティビティで複数のドキュ

メントタイプをサポートする場合、スキャンするドキュメントに対応するド
キュメントタイプを選択します。

アップロードモード — ドキュメントは Info Input Express へのアップロード

時、手動のインデキシング用インデックスキューに保持される、または Info 
Input Express サーバーから直接出力される場合があります。

ドキュメントタイプの Info Input Express インデックスフィールドを選択する

と、テーブルに表示されます。 

自動的に作成 / 設定されたインデックスフィールドは、入力可能なすべての

Info Input Express インデックスフィールドに対して [ 作成 ] チェックボック

スがデフォルトで選択されます。特定の Info Input Express インデックスフィー

ルドへの入力をしない、または新しいインデックスフィールドで特定の Info 
Input Express インデックスフィールドに入力する必要がない場合は、[ 作成 ] 
チェックボックスの選択を解除します。
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[ 作成 ] チェックボックスをオフにする場合の一例としては、Info Input 
Express インデックスフィールド「Full Name」に「last name, first name」
という形式で人名を含む場合が挙げられます。「First Name」および「Last 
Name」という 2 つの既存のインデックスフィールドを使用して、このカラ

ムに挿入します。これら 2 つのインデックスフィールドのマッピングは後で

行うとして、ここでは、[ フルネーム ] カラム用の [ 作成 ] チェックボックス

の選択を解除します。[ フルネーム ] のインデックスフィールドが必要ないた

めです。

新規インデックスフィールド毎に、Info Input Express インデックスフィール

ドのデータ要件に基づいた「入力フォーマット」が推奨されます。データ範
囲やデータタイプにさらに制限を加える必要がなければ、推奨されたフォー
マットを変更する必要があります。

ドロップダウンリストからデフォルト値を選択して追加できます。定義済み
のバーコード、OCR、またはマーク検知ゾーンを含む、デフォルト値のリス

トが表示されます。さらに複雑なデフォルト値が必要な場合、[ 編集 ] を選択

します。1 つ以上の定義済みのタグまたは固定文字列を使用してデフォルト

値を定義できます。

問題があれば、[ ステータス ] カラムに表示されます。ステータス表示 が

ある行を選択すると、[ 編集 ] ボタンの下の領域にメッセージが表示されま

す。ステータスメッセージには、問題と解決方法が表示されます。ステータ
スマークは、インデックスフィールドを作成する際、解決が必要な問題があ
ることを示します。インデックスフィールドが不要な場合、[ インデックス

の作成 ] チェックボックスの選択を解除します。

[ 出力フォーマット ]、[ 置換文字 ]、 [ リスト ] （ドロップダウンインデックス

フィールド用）などのその他のインデックスフィールドを追加 / 編集するに

は、適切なインデックスフィールドの行を選択し、[ 編集 ] をクリックしま

す。
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ステップ 3 値を選択して Info Input Express へアップロード

インデックスフィールドを作成したので、これらのインデックスフィールドを
システム値（ジョブ名、バッチ名、日付、時刻など）OCR ゾーン値、バー

コードゾーン値、マーク検知ゾーン値と一緒に、またはこれらの値を組み合
わせて使用し、Info Input Express インデックスフィールドに挿入することが

できます。

デフォルトでは、ステップ 2 で作成されたインデックスフィールドを使用し

て値が Info Input Express インデックスフィールドに入力されます。異なる値を

選択するには、インデックスフィールドを選択し、右端の [ さらに表示 ] アイ

コンをクリックします。ダブルコーテーションで囲まれた固定文字列を含む、
1 つ以上の項目をリストから選択できます。たとえば、" 作成日：

"<DATE_EEMMYY> のようになります。
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コダック Info Activate 
出力先のセットアップ

コダック Info Activate Solution 出力先のセットアップは、既存のコダック Info Activate
Solution ドキュメント管理システムで使用しているインデックスを利用してキャプ

チャプロソフトウェアのジョブセットアップを素早く簡単に設定します。

セットアップウィザードでは、Info Activate サイトへの接続、ドキュメント出力先とな

る Info Activate 用のジョブの選択、Info Activate で必要とされるインデックスフィール

ドの作成に関する手順が示されます。

Info Activate Solution セットアップウィザードは、以下の 3 つの手順で進めます。

手順1：Info Activate 出力先のセットアップ :Info Activateの接続の確立、編集、選択

コダック Info Activate Solution サイトの接続を選択します。この接続は、サイトへの

アクセスに必要なホスト名、サイト名、資格情報を指定します。将来使用するときの
ために、分かりやすい名前を付けてください。

接続が定義されていない場合、[SharePoint 接続の作成 ] ダイアログボックスが表示さ

れます。

1. 接続する名前を入力します。この名前を使用して、特定の Info Activate サイトを参

照します。

2. 必要に応じて、Info Activate サイトのアクセス用資格情報を入力します。

3. [ ホスト名 ] を入力します。例：https://my-InfoActivate-Host.

4. [ サイト名 ] を入力します。ホスト名と資格情報が正しい場合、[ 参照 ] を選択して

使用可能なサイトを選択できます。

手順2：Info Activate 出力先のセットアップ：インデックスフィールドの作成と設定

Info Activate サイト上にある使用可能な Info Activate ジョブを選択すると、そのジョブ

と関連付けられた Info Activate カラムが表示されます。

[カラムタイプ] が表示され、Info Activateジョブで必須項目にされている場合は [必須]
チェックボックスが入ります。

自動的に作成 / 設定されたインデックスフィールドは、入力可能なすべてのカラムタイ

プに対して [ インデックスの作成 ] チェックボックスがデフォルトで選択されます。特

定カラムへの入力をしない、または新しいインデックスフィールドで特定のカラムに
入力する必要がない場合は、[ インデックスの作成 ] チェックボックスの選択を解除し

ます。選択されていない Info Activate のカラム用にインデックスフィールドを作成する

場合は、[ インデックスの作成 ] チェックボックスを選択し、[ 編集 ] をクリックしてイ

ンデックスフィールドを設定します。カラムに保存するデータは、後で指定できます。

[ インデックス作成 ] チェックボックスを解除する場合の例として、Info Activate のカ

ラム「Full Name」に「last name, first name」というフォーマットで人名を含む場合が

あります。「First Name」および「Last Name」という 2 つの既存のインデックスフィー

ルドを使用して、このカラムに挿入します。これら 2 つのインデックスフィールドの

マッピングは後で行います。現時点ではインデックスフィールド「Full Name」が不要

なため、「Full Name」カラムに対する [ インデックスの作成 ] チェックボックスの選択を

解除します。

新規インデックスフィールド毎に、Info Activate のカラムのデータ要件に基づいた「入

力フォーマット」が推奨されます。データ範囲やデータタイプにさらに制限を加える
必要がなければ、推奨のフォーマットを変更する必要はありません。

Info Activate 内でカラムにデフォルト値が指定されている場合、「デフォルト値」が表

示されます。ドロップリストを使用して、既存の値の変更やデフォルト値の追加を行い
ます。定義済みのバーコード、OCR、マーク検知ゾーンなどを含む、デフォルト値の

リストが表示されます。より複雑なデフォルト値が必要な場合は、[ 編集 ] を選択して、

1 つ以上の定義済みのタグや固定文字列を使用してデフォルト値を定義できます。
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インデックスフィールドを作成する際に問題があれば、[ ステータス ] カラムに表示さ

れます。「!」が表示された行を選択すると、[ 編集 ] ボタンの下にステータスメッセー

ジが表示されます。このマークは、この Info Activate のカラムにインデックスフィー

ルドを作成しないことを示します。ほとんどの場合、アプリケーションがカラムタイ
プを自動的に作成できないことが原因です。たとえば、「計算済み」のカラムタイプは、
アプリケーションが認識していない他の Info Activate カラムを参照する必要がありま

す。[ インデックスの作成 ] チェックボックスを選択して、このカラムにインデックス

フィールドを作成できます。

「!」が表示されたカラムを選択すると、[ 編集 ] ボタンの下にステータスメッセージが

表示されます。ステータスメッセージには、問題と考えられる解決方法が表示されま
す。このマークは、インデックスフィールドを作成する際、解決が必要な問題がある
ことを示します。インデックスフィールドが不要な場合、[ インデックスの作成 ] チェッ

クボックスの選択を解除します。

[ 出力フォーマット ]、[ 置換文字 ]、 [ リスト ] （ドロップダウンインデックスフィール

ド用）などのその他のインデックスフィールドを追加 / 編集する場合は、インデックス

フィールドの行を選択し、[ 編集 ] を選択します。

手順 3. Info Activate 出力先の設定 :値を選択してSharePointに入力

インデックスフィールドを作成したので、これらのインデックスフィールドをシステ
ム値（ジョブ名、バッチ名、日付、時刻など）、バーコードゾーンの値、OCR ゾーンの

値、マーク検知ゾーンの値や、これらの値を組み合わせて使用し、Info Activate カラム

に入力できます。

値が必要な Info Activate のカラムが 上部に表示されます。デフォルトでは、手順 2
で作成されたインデックスフィールドを使用して値がカラムに入力されます。異なる
値を選択する場合は、[Info Activate] カラムを選択し、「...」変更アイコンを選択しま

す。リストから二重引用符で囲まれた固定テキスト文字列を含む、1 つ以上の項目を選

択できます。たとえば、" 作成日："<DATE_DDMMYY> などです。

手順 2 に含まれていない（[ インデックスの作成 ] チェックボックスを選択していない）

[Info Activate] カラムにはデフォルト値が表示されません。このカラムにインデックス

フィールドが作成されていないことが原因ですが、他のインデックスフィールド、シ
ステム値、OCR/ バーコード / マーク検知ゾーンの値や、これらの値の組み合わせを使

用して、このカラムの値を定義できます。

注：今後 Info Activate ドキュメントライブラリのコンテンツタイプに何らかの変更を

実施する場合は、再びセットアップウィザードを実行します。

ウィザードを開始する前に、Info Activate 用のバーコードゾーン /OCR ゾーンの作成を

推奨します。

Info Activate Solution 出力先セットアップウィザードを以下の方法で起動します。

1. [ ファイル ]> [ ジョブセットアップ ] を選択します。

2. [ 出力 ] タブを選択します。

3. Info Activate Solution の出力先を選択します。

4. ダイアログボックスの下の [Info Activate Solutionセットアップウィザード] ボタ

ンを選択します。

［詳細］オプション ［詳細オプション］を選択すると、以下のオプションが表示されます。

自動削除 - 表面または裏面のイメージサイズが［自動削除］ダイアログボックスで指

定された値よりも小さい場合に、そのイメージを削除します。

自動方向修正 - 原稿の内容を解析し、正像になるように画像を回転します。

背景色スムージング - 背景色のある原稿やフォームをスキャンする場合にこのオプ

ションを使用すると、より均一な背景色のイメージが生成されます。

Step_2._Info_Activate_Destination_setup__Create_and_Configure_index_fields.htm
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イメージ端埋め - イメージの端にある不要な部分を黒か白で埋めて、鮮明なイメージ

にします。

イメージのスタンプ - 各ページの表面と裏面にイメージ番号のスタンプを追加します。

回転 - 0、90、180、270度のいずれかを選択して、すべてのイメージを回転します。

イメージの結合 - ドキュメント内のすべてのイメージを単一のイメージに結合しま

す。イメージは同じ幅で、 後のイメージ以外は同じ長さでなければなりません。

分割 - 表面 /裏面イメージを複数のイメージに分割します。イメージは同じ種類（カ

ラー /グレーまたは白黒）でなければなりません。

イメージ処理オプションを使用するには：

1. ［出力］タブの［詳細オプション］の下の［画像処理］をクリックします。

2. 該当するイメージ処理オプションと設定を選択します。

注： 各オプションの詳細については以降で説明します。
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自動削除 自動削除オプションでは、内容のないイメージや、非常に込み入ったページ（多くの

説明文章を含むフォームの裏面など）を自動的に削除するオプションを設定できます。

自動削除設定は、表面と裏面がそれぞれ独立して指定されます。

カラー、グレースケールおよび /または白黒イメージタイプをスキャンする場
合、自動削除設定も独立して設定されます。そのため、選択したイメージタイ
プのみ削除するように選択できます。

自動削除を使用する場合は、［テスト］オプションを使用して、白紙またはほぼ白紙と

みなされるようなドキュメントをスキャンすることをお勧めします。［テスト］オプ

ションの結果によって、自動削除の設定に［イメージのサイズ（バイト）］オプション

または［イメージの内容 (%)］オプションのいずれを使用するか判断できます。

• イメージが次のサイズ以上（バイト） - 説明的で込み入った内容を多く含むページを

削除する場合は、このオプションを選択します。たとえば、表面 /裏面ページに似

たような内容（保険の書類など）の原稿で、表面の内容は保存する必要があり、裏

面の内容は要求の申立て方法が記載されている（保存の必要はない）ような原稿を

スキャンする場合、バイト数を指定し、イメージファイルがその値を超過する場合

は削除するように値を入力します。この値を超えるイメージは、すべて大き過ぎる

と判断され、削除されます。

• イメージが次のサイズ未満（バイト） - 内容がない、または内容が少ないページを削

除する場合は、このオプションを選択します。白紙と判断するイメージファイルの

容量を入力します。この値を下回るイメージは、すべて白紙と判断され、削除され

ます。

• イメージの内容が次のパーセント以上 (%) - イメージが大き過ぎると判断される

値をパーセントで指定する以外は、［イメージのサイズ（バイト）が大きい］オプ

ションと似ています。この値を超えるイメージは、すべて削除されます。
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• イメージの内容が次のパーセント未満（%） - イメージが白紙または小さ過ぎると判

断される値をパーセントで指定する以外は、［イメージのサイズ（バイト）が小さ

い］オプションと似ています。この値を下回るイメージは、すべて白紙と判断され、

削除されます。白紙ページがある場合は、この設定を使用します。

注：

• ［イメージのサイズ（バイト）］オプションを選択すると、解像度、圧縮率などの別

の要素がイメージのサイズに影響を与えます。

• ［イメージの内容 (%)］オプションでは、イメージに含まれる情報で判断されるの

で、イメージのサイズ、解像度、圧縮率などが変化する場合、より一貫性があり、

確度の高いオプションです。

削除しない - イメージを削除しない場合は、［削除しない］をクリックします。

自動方向修正 このオプションは、原稿の内容を解析し、イメージが正像になるように設定します。

自動方向修正は、すべての文字セットで機能するわけではありません。方向が正しく

修正されることを確認するために、テスト原稿をいくつかスキャンすることをお勧め

します。

• ［表面の自動方向修正を使用］または［裏面の自動方向修正を使用］を選択できます。

注： 自動方向修正は、バッチ出力処理中に実行されます。
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背景色のスムージング このオプションを使用すると、背景色のある原稿やフォームから均一な背景色のイ

メージが生成されます。

スムージングのオプションは、ページの表面と裏面（あるいはその両方）に適用でき

ます。

以下のスムージングの種類が選択できます。

なし - 背景のスムージングは実行されません。イメージは変更されません。

自動 - 背景色が自動的に選択され、スムージングされます。

白に変換 - 3 つまでの背景色を指定し、その各色を白にします。このオプションを選択

すると、［適用］ドロップダウンボックスが有効になり、以下を選択できます。

• 主色： も一般的な背景色が白色に変更されます。

• 中間色：中間の背景色が白色に変更されます。

• すべて：背景色が白に変更されます。

度数 - 背景色の中で修正が可能なばらつきの量を制御します。1 から 20 までの値を選

択します。

背景色のスムージング前 背景色のスムージング後
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プレビュー -［背景のスムージングプレビュー］ダイアログボックスを表示します。こ

のダイアログボックスでは、元のイメージと変更後のイメージを比較したり、設定を

変更したりすることができます。

イメージの端を埋める ［イメージの端を埋める］オプションを使用すると、黒または白（選択に応じて）でカ

バーすることで、スキャンしたイメージの不要な端を埋めてきれいにできます。この

オプションは、ページの表面、裏面、または両方に適用できます。

パンチ穴や不揃いなイメージを含むページがあり、それをクリーンアップする場合は、

このオプションを使用します。

• スキャンイメージの各辺から埋める範囲（1/100 インチ）を、［上］、［左］、［右］、

［下］から指定します。あるいは、すべての面を同じ範囲だけ埋める場合は、［すべ

ての面］を選択します。

注：［イメージの端を埋める］を使用する場合、大き過ぎる値を入力しないよう注意

してください。値が大きすぎると、イメージデータが塗りつぶされる場合があ

ります。

オリジナル：［イメージ端

埋め］を使用しない 3 穴式の

パンチ。

37/100 インチのイメージ：穴

は半分しか埋まりません。値が

小さすぎます。

62/100 インチのイメージ：穴

全体を埋め、テキスト全体を保

持します。値は十分です。

150 のイメージ：穴全体とテ

キストの一部が埋まります。値

が大きすぎます。
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イメージのスタンプ イメージのスタンプを使用すると、時刻、日付、各種シーケンス番号、ジョブやバッ

チ名などの情報をスキャンイメージに挿入できます。［イメージのスタンプ］ダイアロ

グボックスで、ページの表面、裏面のいずれか、または両方の様々な位置にこの種の

情報を付加できます。ページの表面と裏面を個別に設定できます。

表面 /裏面：スタンプ文字列 -［セットアップ］をクリックすると、［スタンプ文字列の

セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。リストの1つ以上の項目を組み

合わせて、スタンプ文字列の書式を作成できます。詳細については、この章の前半の

「ファイル (1) とファイル (2) のセットアップオプション」の「［場所のセットアップ］

ダイアログボックスを使用した場所とファイル名の書式の作成」を参照してください。

場所：上または下 - 選択に応じてイメージの上か下にスタンプを配置します。

場所：左、中央、右 - 選択に応じてイメージの左、中央、右にスタンプを配置します。

余白 - 1インチの1/100 の単位で余白サイズを選択し、上下左右からどの程度離れた

場所にスタンプをするのかを指定します。

サイズ - スタンプに使用するフォントサイズを 16 または 18 ポイントのいずれかか

ら選択します。

太字 - 太字で印刷する場合に、このチェックボックスを選択します。

表面から裏面へコピー - 表面の設定値と同じ値を裏面に設定する場合に、このチェッ

クボックスを選択します。
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スタンプ文字列の設定 イメージのスタンプ文字列を設定します：

1. ［表面］または［裏面］のセクションで［セットアップ］をクリックします。［ス

タンプ文字列のセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

2. 表示されたスタンプ文字列の書式のリストから、スタンプ文字列に含める項目を選

択します。項目の選択ごとに、［項目の追加］をクリックします。

注：

• 以下を選択すると、［ゼロ付き］と［桁数］フィールドが表示されます：

［ドキュメント ID］、［ページシーケンス番号］、［イメージシーケンス番号］、

［イメージアドレスレベル 1］、［イメージアドレスレベル 2］または［イメージ

アドレスレベル 3］。ページシーケンス番号またはイメージシーケンス番号を選

択すると、ページまたはイメージのシーケンス番号をリセットするタイミング

と値を指定するオプションも使用できます。

• スタンプ文字列の書式から項目を削除するには、［項目の削除］を選択します。

• スタンプ文字列の書式全体を削除するには、［書式を削除］を選択します。

3. スタンプ文字列の定義が完了したら、［OK］をクリックします。

4. スタンプ文字列の位置を定義するには、イメージのスタンプをページのどちら側に

配置するか指定します。［マージン］では、テキスト枠のサイズをページの端から

の距離（右または左の水平方向および上または下の垂直方向）で定義します。［中

間］を選択すると、垂直方向のマージンのみが適用されます。

5. 16 または 18 のいずれかをフォントサイズとして選択します。
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6. 太字にする場合は、［太字］を選択します。

7. 表面で指定したスタンプ文字列を両面で使用する場合は、［表面の設定を裏面にコ

ピー］を選択します。異なる場合は、裏面を別途設定します。

8. 終了したら、［OK］をクリックします。

注： コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、テキストはイメージスタンプの領

域に合わせて調整されません。イメージスタンプが割り当てられた領域より大き

い場合、余分なテキストは省略されます。イメージスタンプサイズは予想が難し

く、書式、フォントサイズ、割り当てられたマージン、文字列によって異なりま

す。テストスキャンを実行して、指定した文字列がスタンプの領域に収まるか確

認することをお勧めします。

回転 回転する角度を0、90、180、270 度から選択できます。回転角度は、バッチ内のす

べてのイメージに適用されます。
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イメージの結合 このオプションを選択すると、ドキュメント内のすべてのイメージが 1 つのイメージ

ファイルに結合されます。

注： このオプションを効率的に使用するには、すべてのイメージの幅と長さを統一す

る必要があります。ページセットアップを使用してイメージ幅を調整できます。

後のイメージを除き、すべてのイメージの長さを同じにする必要があります。

分割 このオプションを選択すると、表面 /裏面イメージが複数のイメージ（ 大6つ）に分

割されます。イメージは同じ種類（カラー /グレーまたは白黒）でなければなりません。 

ページまたはイメージを分割 - このチェックボックスを選択すると、［分割］オプション

が有効になります。

分割イメージ数 - ドロップダウンリストから、イメージの分割数として 2～6 の数を

選択します。
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幅が次の範囲内の場合にイメージ分割 - 2 つのドロップダウンリストを使って、ペー

ジ /イメージの幅を選択します。ページの幅が指定範囲内の場合、分割されます。表面

または裏面のどちらかが範囲外の場合は、両面とも分割されません。

表面、裏面 -［表面］、［裏面］のチェックボックスを選択すると、分割が有効になりま

す。選択内容を表す図が表示されます。両方のチェックボックスを選択した場合、赤

い「X」がある2つのブックアイコンが各面に表示されます。

注： 片面スキャナーを使用している場合、［表面］のみを選択します。［表面］と［裏

面］を選択するとイメージは分割されません。

出力順序 - このフィールドには、出力ページの順番が表示されます。イメージを出力

する順番に合わせて、各イメージセグメントをクリックします。イメージセグメントを

クリックしていくと、赤い「X」が消えます。

赤い「X」が残っているイメージセグメントは削除され、出力されません。このオプ

ションは、 後のページが常に白紙になるパンフレットなどの場合に有効です。

順番のリセット - 指定した順番が削除されます。再び順番を指定し直す場合に使用し

ます。
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［他のプログラムの呼出

し］オプション

［出力］タブにある［他のプログラムの呼出し］オプションを使って、出力の変更にコ

ダック キャプチャ プロ ソフトウェア以外のアプリケーションを利用できます。この

オプションを使用する場合は、チェックボックスを選択します。

プログラム名 - アプリケーション名を入力します。必要に応じて、［参照］をクリック

し、アプリケーションを検索します。

パラメータ - パラメータはリテラル文字列とバッチの出力時に定義された可変値の組

み合わせです。可変値を定義する場合は、［選択］をクリックします。

リテラル文字列を［パラメータ］テキストボックスまたは［パラメータの設定］ダイ

アログボックスの［パラメータ書式］ウィンドウに入力します。リテラル文字列はス

ペースを使用して区切る必要があります。スペースを含むリテラル文字列はダブル

コーテーションで囲みます。
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可変パラメータを追加する場合は：

1. ［選択］をクリックして、［パラメータセットアップ］ダイアログボックスを表示

し、可変パラメータを設定します。

2. ［使用可能なパラメータ］のリストから追加するパラメータを選択します。

3. ［項目の追加］をクリックします。

注：

• ［項目の削除］をクリックすると、［パラメータの書式］からパラメータが削除され

ます。パラメータの書式全体を削除するには、［書式を削除］をクリックします。

• ［パラメータの書式］ダイアログボックスにリテラル文字列の入力もできます。に囲

まれた可変パラメータが（<BATCH_NAME>など）、書式に追加されます。

バッチ出力時には、実際の値が代入され、値がパラメータとして渡されます。

たとえば、パラメータの書式が<BATCH_NAME> one two "three four"の場合、次

の4つのパラメータに置換されます：

/BATCH_NAME=Batch99999
one
two
three four

パラメータの「/tagname=」識別子の省略 - デフォルトでは、パラメータは、

/tagname= のフォーマットの文字列を前に置いて、呼び出したアプリケーション

に渡されます。このとき、tagname 識別子はパラメータタイプを表します

（ /BATCH_NAME=Batch001など）。このオプションを選択すると、この識別子が省

略されるため、プログラムでパラメータを正しく解釈するには、その番号とシーケン

スが必要になります。

た と え ば、［パ ラ メ ー タ の「/tagname=」識 別 子 の 省 略］を 選 択 す る と、

<BATCH_NAME> one two "three four"は以下のパラメータを生成します。

Batch99999
one
two
three four
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出力情報ファイルを作成し、パスをパラメータとして送信 - このオプションを選択す

ると、そのパラメータを含むXMLファイルが作成されます。このファイルへのパスが

唯一のパラメータとして、呼び出したプログラムに渡されます。

場所 -［セットアップ］をクリックして、出力ファイルのパスの書式とファイル名を指

定します。

XMLファイルでは、文字列リテラルはPARAM_LISTエレメントに含まれ、1つのリ

テラルに対して1つのPARAMエレメントが使用されます。

可変パラメータは、パラメータタイプを特定するエレメントに含まれます

（BATCH_NAMEなど）。

スキーマファイルのKCCustomApplication.xsd（付録D参照）は、作成されたXML
ファイルの検証とコード開発の参照に使用できます。

たとえば、場所とファイル名の書式が<EXPORT_PATH>"¥"<BATCH_NAME>"¥"
とParameters.XMLの場合、作成されるパラメータはC:¥BatchesPro¥
Batch001033841¥Parameters.XMLです。

Parameters.XMLファイルの内容は次のようになります：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 

<KCCustomApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="KCCustomApplication.xsd">

<PARAM_LIST>

  <PARAM>one</PARAM> 

  <PARAM>two</PARAM> 

  <PARAM>three four</PARAM> 

  </PARAM_LIST>

  <BATCH_NAME>Batch001033841</BATCH_NAME> 

</KCCustomApplication>
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リモート出力（ネット

ワークエディション

のみ）

リモート出力は、リモート出力サーバにバッチを転送して処理ができます。サーチャ

ブルPDFファイルを生成するジョブのように、スキャン処理を遅らせてしまう可能性

がある大量のジョブを処理する場合に大変有効です。リモート出力サーバの設定は、

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのインストール作業の一部であるサーバマップ

に含まれています（ネットワークエディションの管理者ガイドを参照してください）。

ネットワークエディションの構成には、リモート出力サーバが1つ以上のオプション

として確立できます。

常に特定の出力サーバにバッチを送信したり（手動選択）、「ラウンドロビン」方式で

出力サーバ間にジョブを分散させる（自動選択）ようにジョブセットアップを設定で

きます。

• ［自動選択］オプションを選択すると、バッチは使用可能な出力サーバに循環して割

り当てられます。負荷分散はされません。

• ［手動選択］オプションが選択された状態でサーバが「ダウン」すると、アプリケー

ションにエラーが返され、ユーザーはジョブセットアップを手動で別のサーバに変

更するか、［自動選択］に変更する必要があります。

リモート出力サーバを選択する際に重要なのは、送信されたあらゆるジョブを適切に

処理できるようにサーバを設定する必要があるということです。サーバの設定は、

ネットワークエディションのインストールでは実行されません。たとえば、ジョブが

［他のプログラムの呼出し］オプションを使用している場合、その呼び出されたプログ

ラムが出力サーバ上でインストールと設定が完了している必要があります。これは外

部データベースや他のシステム出力に依存するタイプも含め、すべての出力タイプに

該当します。
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ジョブセットアップ：
スキャナー固有の設定

すべてのスキャナーに固有の設定があるわけではありません。この項は、印
刷、イメージアドレス、バッチ、パッチ機能を備えたスキャナーにのみ適用さ
れます。スキャナー固有の設定が必要な場合、[KODAK Scanner：iXXX] オ
プションが [ キャプチャ ] タブに表示されます。

スキャナオプション コダック i5000/i1800/i4000 および i3000 シリーズスキャナー、およびコダック

i2900 スキャナーは、TWAIN データソースへのアクセス、メッセージ設定の

セットアップ、その他のオプション（印刷、イメージアドレス、パッチ、バッ
チ）を実行するスキャナーオプションボックスを提供します。

注：印刷、イメージアドレス、バッチ、パッチオプションの詳細については、
スキャナーのスキャンセットアップガイドを参照してください。スキャ
ンセットアップガイドをダウンロードするには、次にアクセスします：
www.kodakalaris.com/go/docimaging and select your scanner.

スキャナオプション

メッセージの設定 — [ メッセージの設定 ] ダイアログボックスを表示します。

このダイアログボックスでは、印字文字列に含めるカスタムテキストを指定で
きます。 大 20 文字まで指定できます。印字文字列につき、6 つの固有の

メッセージを設定できます。Kodak キャプチャ プロ ソフトウェアでカスタム

メッセージを設定する場合は、TWAIN データソースの [ プリンタ ] オプショ

ンを選択して設定する必要があります。印字文字列をカスタマイズする手順に
ついては、次のセクションを参照してください。

新規バッチは次のカウンタ値から開始 — 新規バッチ作成時に開始する番号を

入力します。

このアイコンをクリックすると、TWAIN データソースが表示され、

プリンタ、イメージアドレス、バッチ、パッチなどのオプションを
設定できます。TWAIN データソースの使用と手順については、

TWAIN データソースのオンラインヘルプを参照してください。
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印字文字列用にテキストをカス
タマイズ

注：キャプチャ プロ ソフトウェアで設定するプリンタ設定は、TWAIN デー

タソースで設定された内容すべてに優先します。

1. [ メッセージの設定 ] をクリックします。[ メッセージの設定 ] ダイアログ

ボックスが表示されます。

2. 設定するメッセージごとに、[ セットアップ ] をクリックします。[ メッ

セージのセットアップ ] ダイアログボックスが表示されます。

3. [ プリセット値 ] リストから値を選択し、[ 項目の追加 ] をクリックします。

4. 完了したら [OK] をクリックします。

注： [ 項目の削除 ] をクリックすると、書式内の 後の値を削除します。[ 書
式を削除 ] をクリックすると、書式全体を削除します。
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コダック i5000/i1800 シ

リーズスキャナー

前述で説明したスキャナーオプションに加えて、コダック i5000 シリーズス

キャナーとコダック i1800 シリーズスキャナーは、以下のオプションを提供

します。

イメージアドレスオプション

• レベル 3 のページを削除：このカウンタは、バッチ名のカウンタと関係し

ています。レベル 3 ページがスキャンされると、キャプチャ プロ ソフト

ウェアが自動的に新規バッチを作成し、レベル 3 ページを破棄します。

• レベル 2 のページを削除：このカウンタは、現在のバッチのドキュメント

番号とリンクしています。レベル 2 ページがスキャンされると、キャプチャ

プロ ソフトウェアが自動的に新規ドキュメントを作成します。

• 新規バッチ作成時にイメージアドレスを設定：キャプチャ プロ ソフトウェ

アにおいて手動でバッチが作成された場合に、イメージアドレスを設定し
ます。キャプチャ プロ ソフトウェアにおいてバッチが自動的に作成された

場合は、このオプションは無視されます。デフォルトでは、新規バッチの
イメージアドレス値は次のようになります。

- 固定フィールド :このダイアログボックスで定義されているデフォルト値。

- レベル 3：キャプチャ プロ ソフトウェアバッチ名のカウンタ部（例：

バッチ名が「Batch019」の場合「19」）。

- レベル 2：キャプチャ プロ ソフトウェアバッチの 初のドキュメント

番号。

- レベル 1：0 イメージアドレスフォーマットがレベル 2 またはレベル 3 の
場合。イメージアドレスフォーマットがレベル 1 の場合、1。
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• スキャン開始時にイメージアドレスを設定：スキャナーの開始時に毎回ス
キャナーのイメージアドレスと キャプチャ プロ ソフトウェアの現在の

バッチを同期化します。イメージアドレスの値は、次にスキャンされるペー
ジのイメージアドレスに設定されます。このオプションは、[ 新規バッチ作

成時にイメージアドレスを設定 ] が有効になっている場合にだけ利用でき

ます。

スキャナーのイメージアドレスが同期化されると、イメージアドレス
フィールドは次のように設定されます。

- 固定フィールド：現在のスキャナーの値から変更されません。

- レベル 3：Kodak キャプチャ プロ ソフトウェアのバッチ名のバッチ番

号部。

- レベル 2：現在の キャプチャ プロ ソフトウェアドキュメント番号。

- レベル 1：イメージアドレス形式がレベル 2 またはレベル 3 の場合の現

在のドキュメント内のページ数。イメージアドレス形式がレベル 1 の場

合、現在のドキュメント内のページ数 +1。

注：デュアルストリームスキャン時は、[ スキャン開始時にイメージアド

レスを設定 ] の使用は推奨しません。同時スキャン時は、キャプチャ

プロ ソフトウェアではページ数が正しく維持されません。その結

果、イメージアドレスのレベル 1 が不一致になります。

固定フィールド値 — スキャン時に変化しない、固定 ASCII 文字列で構成さ

れたフィールドです。フィールドにテキストを入力するか、[ セットアップ ] を
クリックして [ 固定フィールド値の設定 ] ダイアログボックスを表示します。

OK — 変更内容を保存して、[ ジョブセットアップ ] ダイアログボックスを閉

じます。

コダック i4000/i3000 シ
リーズスキャナーおよびコ
ダック i2900 スキャナー

スキャナーオプションボックスの詳細については、この章で前述の「スキャ
ナーオプション」を参照してください。このタブでは、スキャナーの追加オプ
ションはありません。

スキャナーの印刷オプション設定については、スキャナー対応のスキャンセッ
トアップガイドを参照してください。
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コダック i600/i700/
i1400/i200 シリーズス

キャナー

この項では、以下のスキャナー固有の情報を提供します。

• Kodak i600 シリーズスキャナー

• Kodak i700 シリーズスキャナー

• Kodak i1400 シリーズスキャナー

• Kodak i200 シリーズスキャナー

[ プリンタ ] タブには、以下のオプションがあります。

プリンタを有効にする — このボックスを選択すると、印字機能が有効になり

ます。

注：カウンタはスキャンセッションの枚数です。この値はスキャナーにより
順次増え、イメージヘッダに送られます。

カウンタの桁数 — カウンタの桁数を 1 ～ 9 の範囲で設定できます。ただし、

残りの印字文字列が 6 文字の場合は、フィールドも 6 文字に制限されます。

カウンタフォーマット — カウンタの値が印字可能な桁数以下の場合、カウン

タのフォーマットを設定できます。ドロップダウンリストから、いずれかの
フォーマットを選択します。

• 表示（例： "004"）

• スペースとして表示（例： "  4"）

• 表示しない（例： "4"）

日付区切り文字 — ドロップダウンリストから区切り文字設定を選択します。

[ なし ]、[ スラッシュ ] (2006/08/24)、[ ハイフン ] (2006-08-24)、[ ピリオ

ド ] (2006.08.24)、[ スペース ] (2006 08 24) を選択できます。
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フォント — ドロップダウンリストから、 [ フォント大 / 横書き ]、[ フォント

大 / 縦書き ]、[ フォント大 / 横書き /180 度回転 ]、[ フォント大 / 縦書き /180 度
回転 ]、[ フォント小 / 横書き ]、[ フォント小 / 縦書き ]、[ フォント小 / 横書

き /180 度回転 ]、[ フォント小 / 縦書き /180 度回転 ] を選択します。

位置 — 原稿の先端からの情報が印刷される距離を指定します。

メッセージの設定 — [ メッセージの設定 ] ダイアログボックスを表示します。

このダイアログボックスでは、印字文字列に含めるカスタムテキストを指定で
きます。 大 20 文字まで指定できます。印字文字列につき、1 つの固有の

メッセージを設定できます。

印字文字列 — 印字文字列を入力するか、[ セットアップ ] をクリックして [ 書
式の設定 ] ダイアログボックスを表示し、プリセット値を使って印字文字列を

設定します。

新規バッチは次のカウンタ値から開始 — 新規バッチ作成時に開始する番号を

入力します。

Kodak i800 シリーズス

キャナー

Kodak i810、i820、i830、i840 スキャナー固有の設定について説明します。

[ インプリンタ ] タブ インプリンタを有効にする — 印字機能を有効にします。

フォント — 「大」と「小」の 2 つの文字サイズが使用できます。情報は、コ

ミック（横書き）またはシネ（縦書き）のいずれかの方向で印字されます。コ
ミック（横書き）またはシネ（縦書き）。以下のいずれかが選択できます。

• 大きいフォント / コミック（横書き）

• 大きいフォント / シネ（縦書き）

• 小さいフォント / コミック（横書き）

• 小さいフォント / シネ（縦書き）

• 大きいフォント / コミック（横書き）/180 度回転

• 大きいフォント / シネ（縦書き）/180 度回転

• 小さいフォント / コミック（横書き）/180 度回転

• 小さいフォント / シネ（縦書き）/180 度回転



A-61750_ja  2016 年 3 月 2-111

カウンタフォーマット — カウンタの値が印字可能な桁数以下の場合、カウン

タのフォーマットを設定できます。ドロップダウンリストから、いずれかの
フォーマットを選択します。

• 表示（例： "004"）

• 表示しない（例： "4"）

• 空白として表示 ( 例： "  4")

日付区切り文字 — ドロップダウンリストから区切り文字設定を選択します。

[ なし ]、[ スラッシュ ] （2008/08/24）、[ ハイフン ] （2008-08-24）、[ ピリ

オド ] （2008.08.24）、[ スペース ] （2008 08 24）を選択できます。

位置 — 0.35 ～ 33.5 インチの間で値を設定し、原稿の先端からの情報が印字

される距離を指定します。

• 情報がすべて印字されていなくても、印字はドキュメントの後端のエッジ
から 6.3 mm（1/4 インチ）のところで自動的に停止します。

• 横方向の印字位置は、スキャナーで手動で設定されます。横方向の印字位
置の変更については、Kodak i800 シリーズスキャナーのユーザーガイドを

参照してください。

カウンタの桁数 — カウンタの桁数を 1 ～ 9 の範囲で設定できます。ただし、

残りの印字文字列が 6 文字の場合は、フィールドも 6 文字に制限されます。

日付フォーマット — 次のいずれかのフォーマットを選択します。

MMDDYYYY、DDMMYYYY 、 YYYYMMDD.

印字文字 — 印字文字を定義できます。印字文字列の 大文字数は 40 文字で

す（スペースを含む）。

特定の印字文字列を印字するレベルを選択します。レベル 1、レベル 2、また

はレベル 3 たとえば、3 つのレベルのイメージアドレスを使用する場合、レ

ベル 3 に日付を、レベル 2 には何も印刷せず、レベル 1 にドキュメントカウ

ントを印字できます。

メッセージの設定 — スキャナーの [ メッセージの設定 ] ダイアログボックスを

表示します。このダイアログボックスでは、印字文字列に含めるカスタムテキ
ストを指定できます。 大 20 文字まで指定できます。印字文字列につき 6 つ
の固有のメッセージを設定できます。

すべてのレベルが一致 — すべてのレベルで同じ文字列を印刷する場合はこ

れを選択します。

注： [ イメージアドレスオプション ] については、次の「[ イメージアドレス ]
タブ」を参照してください。
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[ イメージアドレス ] タブ イメージアドレスを利用して、バッチ、ドキュメント、ページのカウンタを
ジョブに作成することができます。これらのカウンタは、スキャンした各イ
メージに対する固有のイメージアドレスを作成します。イメージアドレスには
設定に応じて、バッチ / ドキュメント ID とバッチの固有番号、日付や場所な

どの固定値があります。

テンプレート — 大 4 テーブルまで定義できます。各イメージアドレス

フィールドの 大文字数は 9 桁です。また、全イメージアドレスフィールド

の合計文字数は 27 文字以下でなければなりません。そのため、イメージアド

レスの 大文字数は、30 文字になります（各フィールドはピリオド（.）で区

切られる）。値に 0 を入力すると、イメージアドレスフィールドが無効になり

ます。デフォルトではすべてのイメージアドレスフィールドの文字数が 0 に
設定されています。そのため、イメージアドレスは無効になっています。

i800 シリーズのスキャナーでは、イメージアドレスのスキームにより多くの

オプションが利用できます。次のガイドラインに従ってください。

• レベルに割り当てられるのは 1 つのフィールドのみです。レベル 1、レベ

ル 2、レベル 3 のフィールドに対して各 1 つになります。

• レベルフィールドは必須ではありません。

フィールド幅 - イメージアドレスのフォーマットを構成するイメージアドレ

スフィールドには、以下の 4 つがあります。

• 固定フィールド - スキャン時に変化しない、ASCII 文字列を含む固定フィー

ルドです。

• レベル 3 - キャプチャ プロ ソフトウェアのバッチ名のカウンタ部分にリン

クするカウンタです。レベル 3 ページがスキャンされると、キャプチャ プ
ロ ソフトウェアが自動的に新規バッチを作成し、レベル 3 ページを破棄し

ます。

• レベル 2 - キャプチャ プロ ソフトウェアのバッチの現在のドキュメント番

号にリンクするカウンタです。レベル 2 ページがスキャンされると、キャ

プチャ プロ ソフトウェアが自動的に新規ドキュメントを作成します。
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• レベル 1 - キャプチャ プロ ソフトウェアの現在のドキュメントのページ番

号にリンクするカウンタです。レベル 1 ページをスキャンすると、キャプ

チャ プロ ソフトウェアが現在のドキュメントにページのイメージを格納

します。

レベル 3 の後、レベル 2 の後、レベル 1 の後 - イメージアドレスレベルごと

に、スキャンされた次のページに割り当てられるイメージレベルを指定しま
す。[ レベル 1]、[ レベル 2]、[ レベル 3] を選択できます。レベル 1 がデフォ

ルトです。

例：

栄養機能表示処理で、各ページを固有のドキュメントとしてスキャンします。
ただし、一部のページには参考資料や補足資料が付属している場合があります。
このような場合は、レベル 2 イメージアドレスに次のルールを設定します。

• レベル 2 の次のレベル： レベル 2

• レベル 1 の次のレベル： レベル 1

こうすることにより、スキャンする各ページに対して効率的に新規ドキュメン
トを作成できます。例外のページをスキャンする場合、オペレータはそのペー
ジをスキャンした後、スキャナーコントロールパネルのレベルキーを押して、
イメージアドレスをレベル 1 に設定します。次に、対応する参考資料のペー

ジをスキャンします。作業を完了したら、もう一度レベルキーを押してイメー
ジアドレスレベルをレベル 2 に変更し、通常のスキャン作業に戻ります。

イメージアドレスフォーマット — イメージアドレスは、原稿が搬送される際

に、原稿の上に印字できます。イメージアドレスが印字されるフォーマットを
定義できます。次のいずれかの形式を選択します。

• ゼロ付き（例： 004.003.002.001）

• 先行ゼロを抑制する形式（例：004. 3. 2. 1）

• なし（例： 004.3.2.1）

イメージアドレスオプション イメージアドレスオプションは、すべてのタブに表示されます。以下のオプ
ションを利用できます。

• レベル 3 のページを削除 ：このカウンタは、バッチ名のカウンタと関係し

ています。レベル 3 ページがスキャンされると、キャプチャ プロ ソフト

ウェアが自動的に新規バッチを作成し、レベル 3 ページを破棄します。

• レベル 2 のページを削除 ：このカウンタは、現在のバッチのドキュメント

番号とリンクしています。レベル 2 ページがスキャンされると、キャプチャ

プロ ソフトウェアが自動的に新規ドキュメントを作成します。

• 新規バッチは次のカウンタ値から開始：キャプチャ プロ ソフトウェアで手

動でバッチを作成する場合に、スキャナー内部にシーケンシャルカウンタを
設定します。キャプチャ プロ ソフトウェアでバッチが自動的に作成された

場合は、このオプションは無視されます（例：白紙ページセパレーション、
バーコードセパレーション）。有効にした場合は、開始値を指定してください。
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• 新規バッチ作成時にイメージアドレスを設定：キャプチャ プロ ソフトウェ

アにおいて手動でバッチが作成された場合に、イメージアドレスを設定し
ます。キャプチャ プロ ソフトウェアにおいてバッチが自動的に作成された

場合は、このオプションは無視されます。デフォルトでは、新規バッチの
イメージアドレス値は次のようになります。

- 固定フィールド：このダイアログボックスで定義されているデフォルト値。

- レベル 3：キャプチャ プロ ソフトウェアバッチ名のカウンタ部（例：

バッチ名が「Batch019」の場合「19」）。

- レベル 2：キャプチャ プロ ソフトウェアバッチの 初のドキュメント

番号。

- レベル 1：0 イメージアドレスフォーマットがレベル 2 またはレベル 3 の
場合。イメージアドレスフォーマットがレベル 1 の場合、1。

十分な権限があるユーザーは、バッチ作成時にデフォルトのイメージアド
レス値を上書きできます。

• スキャン開始時にイメージアドレスを設定：スキャナーの開始時に毎回ス
キャナーのイメージアドレスと キャプチャ プロ ソフトウェアの現在の

バッチを同期化します。イメージアドレスの値は、次にスキャンされるペー
ジのイメージアドレスに設定されます。このオプションは、[ 新規バッチ作

成時にイメージアドレスを設定 ] が有効になっている場合にだけ利用でき

ます。

スキャナーのイメージアドレスが同期化されると、イメージアドレス
フィールドは次のように設定されます。

- 固定フィールド：現在のスキャナーの値から変更されません。

- レベル 3：Kodak キャプチャ プロ ソフトウェアのバッチ名のバッチ番

号部。

- レベル 2：現在の キャプチャ プロ ソフトウェアドキュメント番号。

- レベル 1：イメージアドレス形式がレベル 2 またはレベル 3 の場合の現

在のドキュメント内のページ数。イメージアドレス形式がレベル 1 の場

合、現在のドキュメント内のページ数 +1。

注：デュアルストリームスキャン時は、[ スキャン開始時にイメージアド

レスを設定 ] の使用は推奨しません。同時スキャン時は、キャプチャ

プロ ソフトウェアではページ数が正しく維持されません。その結果、

イメージアドレスのレベル 1 が不一致になります。
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固定フィールド値 — イメージアドレスフィールドの固定フィールド部分の

デフォルト値を設定します。固定フィールドの値は直接入力（ダブルコーテー
ション（“”）で囲む）するか、[ セットアップ ] を選択して [ 固定フィールド

値の設定 ] ダイアログボックスで設定できます。

このダイアログボックスの左側には、プリセット値があります。これを使っ
て、固定フィールドの書式を設定できます。固定フィールドの値は、書式に指
定された 1 ～複数のプリセット値で構成されます。書式の合計文字数が、定

義されている固定フィールド文字数を超えることはできません。

固定フィールドの書式を設定するには：

1. リストボックスからプリセット値を選択します。

2. [ 項目の追加 ] をクリックします。 

3. ステップ 1 と 2 を繰り返して、書式を完成させます。

注： 後に追加した値を削除するには、[ 項目の削除 ] を選択します。[ 書式を

削除 ] を選択すると、固定フィールドの書式全体が削除されます。また、

プリセット値の特定の部分を保持するために、角かっこで囲んだ構文を
使用することもできます（例：[1,4]）。
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[ バッチ ] タブ バッチは、ページ／ドキュメント数をカウントする作業です。このタブは、ス
キャナーがイメージアドレスモードになっている場合に使用できます。

バッチを有効にする — バッチと、このタブの他のオプションを有効にします。

レベル — カウントするレベルを設定します。[ レベル 1]、[ レベル 2] 、[ レ
ベル 3] を選択できます。カウントするレベルは、[ イメージアドレス ] タブで

定義されているイメージアドレステンプレート内になければなりません。

サイズ — 機能を動作させる上限の原稿カウント数を定義します。

スタート機能 — バッチの 初の原稿スキャン前に実行するアクションを定

義します。オプションは、[ レベル 1]、[ レベル 2]、[ レベル 3]、[ なし ] が
あります。

エンド機能 — バッチの 後にスキャナーに実行させたいオプションを選択

します。

• フィーダと搬送を停止する

• スキャンを続行して新規バッチを開始する

イメージアドレスオプション — これらのオプションはすべてのタブに表示

されます。これらのオプションに関する詳細情報は、この項の前半の「イメー
ジアドレスオプション」を参照してください。
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[ パッチ ] タブ [ パッチ ] タブで認識するパッチの種類を選択できます。複数のパッチを 1 度

に選択できます。認識できたパッチの種類は、イメージヘッダに送られます。
詳細については、Kodak の文書 A-61599_ja の「Kodak ドキュメントスキャ

ナー パッチコードの情報」を参照してください。

パッチを有効にする - パッチコードリーダーを有効にします。このタブ上の他

のオプションを有効にするには、このオプション選択します。

レベル 2 パッチ - 新規ドキュメントを作成します（パッチのある原稿または

レベル 2 パッチシートを読みます）。

レベル 3 パッチ - 新規バッチを作成します（パッチのある原稿またはレベル

3 パッチシートを読みます）。

トランスファーパッチ - 次のドキュメントにパッチレベルを割り当てます（ト

ランスファーパッチシートの後）。ドロップダウンリストから、いずれかのオ
プションを選択します。レベル 2 またはレベル 3。 トランスファーパッチは、

レベ 0 として処理されます。

機能パッチ - スキャン後のイメージ制御に、アプリケーションでパッチタイプ

1、4、6 を利用できます。たとえば、これらのパッチタイプを、白黒スキャ

ンとカラー/ グレースケールスキャンの切り替えやワークフロー制御のために

使用します。

カラーパッチ機能 - ドロップダウンリストから、使用するパッチヘッド / リー

ダを選択します。各パッチヘッド / リーダーは個別にオン / オフに設定できま

す。デフォルトでは、すべてのパッチヘッド／リーダがオンになります。この
オプションは、スキャナがイメージアドレスモードの場合にのみ利用できま
す。オプションは、無効、両面、表面が用意されています。

パッチ認識トーン - スキャナーがパッチを認識すると、認識トーンが鳴らされ

ます。デフォルトでは認識トーンはありません。

イメージアドレスオプション — これらのオプションはすべてのタブに表示

されます。これらのオプションに関する詳細情報は、この項の前半の「イメー
ジアドレスオプション」を参照してください。
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Kodak デジタル サイエ

ンス 3520 スキャナー

[ ジョブセットアップ ] ダイアログボックスの [ スキャン ] タブにある [Kodak
3520] オプションでプリンタに関する設定ができます。スキャナーに関する情

報については、スキャナーのユーザーズガイドを参照してください。
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3   パッチセットアップ

目次 パッチコードについて ................................................................................... 3-1

パッチコードの設定....................................................................................... 3-2

パッチ2、3、またはTコードセパレーション ............................................. 3-2

パッチコードによる添付ファイルの作成 ..................................................... 3-3

パッチコードによるバッチとドキュメントの分割 ........................................ 3-4

パッチコードについて コダック キャプチャ プロ ソフトウェアを利用すると、ページやドキュメントをパッ

チコードを含むページで分割することがスキャナー上でできます。また、ドキュメン

トに添付ファイルを追加することもできます。パッチコードセパレータを使用するに

あたっては、ジョブがパッチコードを認識するように設定しておく必要があります。

キャプチャプロソフトウェアは、3 種類のパッチコードをサポートしています。

各パッチコードの使用方法を定義できます。これは、Tパッチコードの代わりに 2 パッ

チコードをドキュメントセパレータページとして使用する既存のジョブで役立ちま

す。パッチコードを添付ファイル作成するように定義することもできます。新規ジョ

ブと互換上の理由から、パッチコードは目的に応じて使用することを推奨します。

• カラーまたはグレースケールスキャン時のパッチコード読み取りについての詳細

は、第4章の「カラースキャン時のセパレータの使用」を参照してください。

• コダック i800およびi1800シリーズスキャナーでのパッチコード使用についての詳

細は、第2章の「ジョブセットアップ：スキャナーに固有の設定」を参照してくだ

さい。コダック i800/i1800シリーズスキャナーで パッチコードの読み取りが有効

になっている場合、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでのソフトウェアによ

るパッチコードの読み取りはできません。逆に、コダック キャプチャ プロ ソフト

ウェアでパッチコードの読み取りが有効になっている場合は、コダック i800/i1800
シリーズスキャナーでのパッチコードの読み取りはできません。

パッチタイプ 機能 パッチの保持

パッチ2 ページをドキュメント単位で分割します あり

パッチ3 ドキュメントをバッチ単位で分割します なし

パッチT（プログラ
ム可能）

ページをドキュメント単位で分割します

ドキュメントをバッチ単位で分割します

添付ファイルを作成します 

なし
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パッチコードの設定

パッチ2、3、またはT
コードセパレーション 

［ジョブセットアップ］ダイアログボックスの［キャプチャ］タブからパッチ2、3、
またはTセパレーションの設定を利用すると、コダック キャプチャ プロ ソフトウェ

アを設定することにより、バッチ間やドキュメント間のセパレータとしてのパッチコー

ドをスキャナー上で認識できます。パッチごとに設定のウィンドウがあります。ど

のウィンドウでも利用できるコマンドは同じです。3 種類のパッチコードをすべて認

識するように設定することも、1つだけ認識するように設定することもできます。

注： 

• 3 つすべての［パッチコード］ウィンドウで［パッチを検出］チェックボックスを無効

にすると、パッチリーダーが無効になります。

• ［パッチコードごとにセパレーション］ダイアログボックスで、いずれかの［パッ

チを検出］を選択した場合、各ページで選択したパッチコードのタイプがチェック

されます。

パッチを検出 - 選択すると［パッチを検出］オプションが有効になります。

• 180 度回転したイメージも検索 - このオプションでは、パッチコードの読み取りに

失敗した場合に、イメージを回転してから再度パッチコードを探します。このオプ

ションを選択すると原稿の逆向きスキャンによるパッチコードの読み取り失敗の防

止に役立ちます。

注： このソフトウェアは、回転、自動傾き修正、クロッピング（該当する場合）後

は、イメージの上部10 cmのパッチコードを常に検出します。パッチが垂直の

場合は、［ページセットアップ］ダイアログボックスの［ソフトウェア回転］オ

プションでイメージを回転させる必要があります。

• 裏面も検索 - パッチコードの読み取りに失敗した場合、裏面イメージに対してもパッ

チコードを検索します。表面にパッチコードがあった場合は、裏面の検索はしま

せん。
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パッチコードが検出された場合 - 以下のオプションのいずれかを選択します。

• バッチの分割 - パッチコードで新しいバッチを作成します。

- 通常、パッチ3を使用して新しいバッチを作成します。

- 一般的に、バッチセパレーション用パッチコードのあるページには、他の内容を

入れないでください。パッチコードページは破棄され、その次にスキャンされる

ページがバッチ内の 初のドキュメントの先頭ページになります。

• ドキュメントの分割 - パッチコードで新しいドキュメントを作成します。

- 通常、2 パッチは新規ドキュメントを作成し、パッチコードのあるページのイメー

ジを保存します。

- 通常、T パッチは、新規ドキュメント作成と、パッチコード付きページのイメー

ジ削除に使用されます。

• 添付の作成 - パッチコードで添付を作成します。

• ページの削除 - 新規ドキュメントまたは添付ファイルを開始したパッチコードを含

むページを削除します。このオプションは、パッチページに文書情報がなく、純粋

にセパレーションに使用することが重要です。

• パッチの向きにイメージを回転 - パッチコードのあるイメージを、パッチコードが

ページの上部に水平に配置されるように回転します。ドキュメント内のすべてのイ

メージが回転します。このオプションは、［180度回転したイメージも検索］オプ

ションが有効になっている場合に機能します。

- パッチコードセパレータページを破棄する場合は、［パッチの向きにイメージを

回転］オプションは機能しません。

OK - 設定内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

パッチコードによる添付

ファイルの作成

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストから、パッチコードセパレーションを実行する

ジョブを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［パッチコード］と選択します。

4. 定義するパッチタイプを選択します：パッチ 2、パッチ 3、またはパッチT。［パッ

チコード］ウィンドウが表示されます。

5. ［パッチを検出］をクリックします。

6. ［パッチコードが検出された場合］から［添付の作成］を選択します。

7. ［パッチコード］ウィンドウ内でその他必要なオプションを選択します。

8. ［OK］をクリックします。
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パッチコードによるバッチ

とドキュメントの分割

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、バッチやドキュメント間を区切るセパ

レータとしてパッチコードを認識できます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストから、パッチコードセパレーションを実行する

ジョブを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［パッチコード］を選択します。

4. 定義するパッチタイプを選択します：パッチ 2、パッチ 3、またはパッチ T。パッ

チコードウィンドウが表示されます。必要に応じて他のパッチコードタイプも選択

できます。

5. ［パッチを検出］をクリックします。

6. 必要に応じて以下のいずれかのオプションを選択します：［180 度回転したイメー

ジも検索］または［裏面も検索］。

7. ［パッチコードが検出された場合］から、［バッチセパレーション］または［ドキュ

メントセパレーション］を選択します。

8. 必要に応じてその他のオプションを選択します。

9. ［OK］をクリックします。
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4   バーコード、OCR & マーク検知の設定

目次 概要.............................................................................................................. 4-2

バーコードの使用 .......................................................................................... 4-3
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概要 ジョブセットアップ内でインデックス用にバーコード /OCR/マーク検知ゾーンを使用

する場合は、以下の作業が必要です。

• このジョブでスキャン時に使用する［ページセットアップ］を選択します。

• ジョブセットアップを編集します。

• バーコード、OCR、マーク検知の定義用テンプレートとして使用する原稿をスキャン

します。

• テンプレートイメージ上で、バーコード /OCR/マーク検知ゾーンの場所を定義します。

• 正しくバーコード /OCR/ マーク検知ゾーン値を認識できる様に設定します。

• ゾーンを適用するページを決める。

ジョブセットアップでセパレーション用にバーコード /OCR/ マーク検知のゾーンを使

用する場合は、以下の作業が必要です。

• バーコード /OCR ゾーンに関連付けられたアクションを設定します（新規バッチの

作成、現在のバッチ内で新規ドキュメントを作成、1つ以上のインデックスフィー

ルドへ値を投入、など）。

この章では、インデックスフィールドへの値の投入以外の手順について説明します。

インデックスフィールドへの値の投入については、第2章「ジョブセットアップ」を

参照してください。
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バーコードの使用 バーコードは、コンピュータが読み取り可能なコードにデータを置き換える方法で、

白黒の線から成るパターンの明暗差を利用してデータを読み取ります。明るい要素は

「スペース」と呼ばれ、暗い要素は「バー」と呼ばれます。バーとスペースには、幅の

広いものと狭いものがあります。太さの異なるバーとスペースを組み合わせたものが

バーコードです。各バーコードは「スタート」文字から始まり、「ストップ」文字で終

了します。業界では、バーコードを使用して手動より正確で効率的なデータ入力を行っ

ています。

バーコードのセットアップによって以下を定義できます。

• バーコード名

• データマスクまたは構文

• バーコードを読み取る物理的な場所（ゾーン、またはイメージ上の任意の場所）

• バーコードタイプ（幅、高さ、品質、信頼レベル）

• バーコードの読み取り対象レベル（バッチ、ドキュメント、ページ）

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのパフォーマンスを 大限に発揮するには、以

下の項目を遵守してください。

• バーコードゾーンを定義する前に、スキャンに使用するページセットアップ名を選

択してください。

• スキャナー搬送路内のすべてのガラス面（ガラスガイドやカメラ部のガラス）が汚

れていないことを確認してください。ガラス面が汚れていると認識率が低下します。

• 高解像度でスキャンすると、認識率が向上します（200 dpi より 300 dpi など）。

• バーコード周囲のゾーンの配置を確認してください。配置によっては、バーコード

の確度レベルに影響してしまいます。バーコードが常にゾーン内にあるように、

バーコードの周囲には 低でも1/4インチのスペースを確保してください。確度レ

ベルが 高になるように、バーコード周囲のゾーンを配置してください。

• 指定できるバーコードの高さの 小値は40ピクセルです。200 dpiでは 40 ピクセ

ルは20/100インチ、300 dpi では 40 ピクセルは13/100インチです。高さが40 ピ
クセル未満のバーコードの場合は、［バーコードゾーンの設定］ダイアログボック

スでバーコードの高さを指定してください。

• ［バーコードゾーンの設定］ダイアログボックスで、バーコードタイプとバーコード

の方向が正しく設定されていることを確認してください。

• 背景がカラーの原稿にバーコードがある場合、［バーコードゾーンの設定］ダイアロ

グボックスのしきい値を下げると認識率が向上する場合があります。

• 可能であれば、中～低密度のバーコードを使用してください。高密度のバーコード

には、［バーコードゾーンのセットアップ］ダイアログボックスでしきい値を低く設

定する必要があります。

• 解読が難しいバーコードの読み取り率を向上させるには、［バーコードゾーンの

セットアップ］ダイアログボックスの［品質］レベルを下げます。

• ［任意］のバーコードゾーンを使用する場合は、2.8 GHz以上のプロセッサを搭載し

た PC を使用してください。スキャナーのスペック通りの速度でバーコードの読み

取りができます。
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［[ バーコード、OCR & 
マーク検知 ] ウィンドウ

[ バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウでは、イメージのスキャンと操

作、バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知ゾーンの作成が可能です。

[ バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウを開くには：

1. [ ジョブセットアップ ] ダイアログボックスを表示します。

2. [ スキャン ] タブの [ バーコード、OCR & マーク検知 ] をクリックします。

注：1 つのジョブに 8 ヶ所以上のバーコードゾーンを設定すると、スキャン速

度が低下します。

イメージ — 必要に応じて、ドロップダウンリストからイメージを選択します。

[ イメージ ] ドロップダウンリストには、バーコード設定用にスキャンされた

イメージがあります。バーコードや OCR ゾーン、マーク検知ゾーンを定義す

るには、このリストに 1 つ以上のイメージが必要です。

注：バーコードゾーンや OCR ゾーン、マーク検知ゾーンを使用する典型的な

ジョブの場合、1 つの画像で十分です。バーコードや OCR、マーク検知

情報を含むバッチと、ドキュメントヘッダシートがあるジョブの場合は、
それぞれイメージが必要です。

ゾーン — バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知ゾーンの名前が表示さ

れます。リスト内のいずれかのゾーンをクリックすると、表示領域が強調され
ます。定義したバーコードゾーンや OCR ゾーン、マーク検知ゾーンは、現在

のイメージに表示されます（別のイメージを使ってゾーンを定義した場合でも
表示は残ります）。



A-61750_ja  2016 年 3 月 4-5

アイコン

スタート / スキャン — [ イメージのスキャン ] ダイアログボック

スが表示されます。ここではイメージ名の入力と、バーコード、
OCR 文字列、マーク領域用のイメージのスキャンが可能です。

注意： [ スキャン ] を選択すると、キャプチャ プロ ソフトウェ

アは、現在選択しているページセットアップを使用します。

描画範囲 — スキャンしたイメージのバーコードや OCR 文字

列、またはマーク領域の周囲に四角形を描画して、[ バーコード

ゾーンの設定 ]、[OCR ゾーンの設定 ]、または [ マーク検知ゾー

ンの設定 ] ダイアログボックスを表示します。

拡大 — イメージの一部を拡大します。拡大ツールをクリックす

ると、その領域が拡大されます。

スクロール — イメージがバーコード、OCR、およびマーク検知

ウィンドウより大きい場合に、イメージを移動できます。

ズームイン — イメージをズームインします。

ズームアウト — イメージをズームアウトします。

ウィンドウに合わせる — ウィンドウに合わせてイメージを表

示します。

原寸大 — イメージを原寸大で表示します。スキャンされた 1 ピ

クセルと、ウィンドウの 1 ピクセルが等しくなります。

バーコード /OCR/ マーク検知ゾーンのテスト — [ バーコード /
OCR/ マーク検知の値 ] ダイアログボックスを表示します。ここ

では、1 つのバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンのテスト結果を

参照できます。

選択したバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを全てテスト — 
[ バーコード /OCR/ マーク検知の値 ] ダイアログボックスを表示

します。ここでは、選択したすべてのゾーンのテスト結果を表
示できます。

バーコードゾーンの作成 — [ バーコード、OCR & マーク検知 ]
ウィンドウに表示されたイメージから、バーコードゾーンを作
成できます。

OCR ゾーンの作成 — [ バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィン

ドウのイメージから、OCR ゾーンを作成できます。

マーク検知ゾーンの作成 — [ バーコード、OCR & マーク検知 ]
ウィンドウのイメージから、マーク検知ゾーンを作成できます。
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OK - 設定内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

[ バーコード、OCR & 
マーク検知 ] ウィンド

ウのコンテキストメ
ニュー

[バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウのイメージを右クリックすると、

コンテキストメニューが表示されます。バーコード /OCR/ マーク検知ゾーン

が選択されていない場合、表示されるメニュー項目は少なくなります。

切り取り — 選択したバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを切り取ります。必

要に応じて、該当のバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを同じイメージ内の

他の場所に切り取って貼り付けることができます。ゾーンを左クリックして、
目的の場所にドラッグしてください。

コピー — 選択したバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンをコピーします。同じ

プロパティを持つ複数のバーコード /OCR/ マーク検知ゾーン（位置を除く）が

必要な場合は、[ コピー ] が役立ちます。 初のゾーンを定義したら、[ 貼り付

け ] で貼り付けます。必要な数のゾーンを貼り付けたら、左クリックしてド

ラッグしながら目的の位置に移動します。

ゾーンのプロパティ  — [バーコードゾーンの設定 ]、[OCR ゾー

ンの設定 ] 、または [ マーク検知ゾーンの設定 ] ダイアログボッ

クスを表示します。ここから、選択したバーコードゾーン /OCR/
マーク検知ゾーンプロパティを参照できます。

すべてのゾーンが必要なページを選択 — [ ゾーンページの設定 ]
ダイアログボックスを表示します。ここから、定義済み OCR、

バーコード、マーク検知ゾーンを適用するページを選択できま
す。詳細については、本章に後述の「ゾーンページの設定ダイ
アログボックス」という項を参照してください。

選択したゾーンの削除 — バーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを

削除します。選択すると、削除を確認するメッセージが表示さ
れます。
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貼り付け — コピーまたは切り取ったバーコード /OCR/マーク検知ゾーンを現

在のイメージに貼り付けます。[ 貼り付け ] メニューは、イメージや文字列を

クリップボードにコピーした場合のみメニューに表示されます。バーコード /
OCR/ マーク検知ゾーンを貼り付ける場合、保存されたゾーンの座標を使って

ゾーンの位置が決められます。貼り付けたゾーンの位置を変更したい場合は、
ゾーンを左クリックして目的の場所に移動してください。

[ 貼り付け ] は [ コピー ] と一緒に使用して、ジョブ内のバーコード付きの他の

画像にバーコードゾーンのプロパティをコピーする場合に役立ちます。

ゾーンのテスト / すべてのゾーンをテスト — 選択したバーコード /OCR/ マー

ク検知ゾーン、またはすべてのゾーンから値の読み取りテストをします。[ バー

コード /OCR/ マーク検知の値 ] ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスには以下の情報が表示されます。

• ラベル は、[ バーコード（OCR/ マーク検知）ゾーン ] ダイアログボックス

のバーコード /OCR/マーク検知ゾーンに割り当てられている名前を示します。

• [ タイプ ] は、ゾーン内に見つかったバーコードの タイプを示します。ゾー

ンが OCR ゾーンの場合、 [ タイプ ] は OCR になります。ゾーンがマーク検

知の場合、[ タイプ ] はマーク検知になります。

• バーコード値の 確度レベル（パーセント）。

• バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知ゾーンの方向

0° は、水平でバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンの正しい方向を表す。

90° はバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンの左側が上を向いて垂直になっ

ている事を表します。
180° は水平で上下が逆になっている事を表します。

270° はバーコード /OCR/マーク検知ゾーンの右側が上を向いて垂直になっ

ている事を表します。

• バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知ゾーンの値。

• バーコードゾーン、OCR ゾーン、マーク検知ゾーンの左上の X 軸と Y 軸の

座標。単位は 1/100 インチで、イメージの左上角からの距離を表しています。

• バーコードゾーン/OCRゾーン/マーク検知ゾーンの幅と高さ（1/100 インチ）。

注：ゾーンのバーコード /OCR/ マーク検知の値が見つからない場合でも、値

リストにゾーンが表示されます。この場合、ラベルとゾーンの座標だけが
表示されます。

ゾーンのプロパティ — 現在選択しているバーコード /OCR/マーク検知ゾーン

プロパティを定義できます。[ バーコード（OCR/ マーク検知）ゾーン ] ダイ

アログボックスが表示されます。詳細については、この章で後述する「[ バー

コードゾーンのセットアップ ] ダイアログボックス」、「[OCR ゾーンのセット

アップ ] ダイアログボックス」、「[ マーク検知ゾーンのセットアップ ] ダイア

ログボックス」を参照してください。
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一般プロパティ — すべてのバーコード /OCR/マーク検知ゾーンに適用するプ

ロパティを定義できます。このオプションは、ドキュメントセパレーション用
バーコードヘッダシートの使用や残りの原稿よりも小さなサイズでスキャン
してインデックスを作成する場合などに役立ちます。このオプションを利用す
れば、バーコード / マーク検知 /OCR アプリケーションへのスキャンパフォー

マンスを向上できます。

このオプションを選択すると、[ 一般バーコードおよび OCR プロパティ ] ダ
イアログボックスが表示されます。

1. [～の間のイメージからバーコード/OCR を抽出] チェックボックスを選択

すると、このオプションが有効になります。

2. 小バイトフィールド（デフォルトは 1000 バイト）と 大バイトフィー

ルド（デフォルトは 100000 バイト）に値を入力します。値を入力するこ

とで、バーコード /OCR/ マーク検知を読み取りするイメージのサイズを限定

できます。

3. [OK] をクリックします。

イメージ名の変更 — 現在表示されているイメージ名を変更できます。イメー

ジに名前を付ける、または名前を変更する場合、固有のイメージ名を指定して
ください。ファイル拡張子は必要ありません。

注：「 "? * . < > \ /」などの特殊文字はイメージ名には使用できません。

イメージの削除 — ジョブから現在のイメージを削除します。イメージを削除

する場合、削除を確認するメッセージが表示されます。イメージリストに他の
イメージが残っている場合は、削除したイメージの場所に、その前のイメージ
が表示されます。

イメージリストに他のイメージがある限り、イメージを削除してもバーコード
/OCR/ マーク検知ゾーン定義には影響しません。ただし、イメージリスト中の

後のイメージを削除した場合は、次のメッセージが表示されます。 これは

後のイメージです。このイメージを削除すると、すべてのバーコード /OCR/
マーク検知ゾーンも削除されます。このイメージを削除しますか ?

このメッセージに対して [ はい ] をクリックすると、このジョブに定義されて

いるすべてのバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンが削除されます。バーコー

ド /OCR/ マーク検知ゾーンを定義するには、イメージリストに 1 つ以上のイ

メージが必要です。 後のイメージを削除すると、バーコード /OCR/ マーク

検知ゾーンもすべて削除されます。

ゾーンの削除 — 選択したバーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを削除します。

ゾーンを実際に削除する前に、確認のメッセージが表示されます。

すべてのゾーンを削除 — このジョブに定義されているすべてのバーコード /
OCR/ マーク検知ゾーンを削除します。ゾーンが削除される前に、確認のメッ

セージが表示されます。
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バーコード設定用のイ

メージのスキャン

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、ページやドキュメントをバーコードを

含むページで分割することができます。また、バーコードセパレータを使って、ドキュ

メントに添付ファイルを作成することもできます。

バーコードをセパレータとして使用する場合は、以下の作業を行ってください。

• バーコードのあるイメージをキャプチャプロソフトウェアにスキャンする。

• バーコードゾーンを描画、選択します。

• ジョブでバーコードゾーンセパレーションを設定します。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、［バーコード］ウィンドウから直接バー

コードイメージをスキャンして、表示、定義、編集できます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を

選択します。［バーコード］ウィンドウが表示されます。

4. 緑色の［スキャン開始］ボタンを選択します。［イメージのスキャン］ダイアログ

ボックスが表示されます。
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5. フィーダの原稿を正しく設定し、［スキャン開始］をクリックします。ダイアログ

ボックスにイメージが表示されます。イメージはまっすぐにスキャンしてくださ

い。現在のコダックキャプチャ プロ ソフトウェアページセットアップに設定され

ているパラメータが使用されます。

注： 

• スキャンされたイメージには、現在のテンプレートの自動回転、自動ク
ロッピング、傾き補正の設定が適用されてから表示されます。

• イメージが適切な場合は、［イメージ名］フィールドにイメージ名を入
力します。イメージ名に、次の特殊文字は使用できません：: " ?* .< > ¥ / 

• イメージを破棄する場合は、［キャンセル］をクリックします。

6. ［OK］をクリックすると設定内容が保存されます。

注：

• バーコードを定義する場合は、［イメージ］ドロップダウンリストに 1 つ以上のイ

メージを保存してください。

• イメージビューアから［バーコード］ウィンドウにイメージをコピーすることもで

きます。後述の「イメージを［バーコード］ウィンドウにコピーする」を参照して

ください。
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バーコードゾーンの作成と

選択

バーコードイメージを使ってドキュメント /バッチの分割や、インデックス作成をする

前に、 バーコードゾーンプロパティを使用して、適切な場所で読み取りできるように、

バーコードゾーンを作成してください。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を

選択します。［バーコード］ウィンドウが表示されます。

4. ［イメージ］ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージをスキャン

する場合は、［バーコード］ウィンドウの緑色の［スキャン開始］アイコンをクリッ

クします。

注：

• バーコードゾーンを定義する場所の左上にマウスカーソルを移動しま
す。

• バーコードゾーンは、ジョブ固有のもので、イメージ固有のものではあ
りません。そのため、新しいイメージを表示しても、前のイメージで使
用したゾーンが表示されます。

• バーコードゾーン位置の描画時には、バーコードの周囲に約 1/4 インチ

のスペースを残してください。バーコードを正しく読み取るには、この
スペースが必要です。バーコードゾーンの位置は重複しても問題ありま
せん。

5. マウスの左ボタンでカーソルをドラッグしながらバーコードゾーンを作成します。

［バーコードゾーンのセットアップ］ダイアログボックスで選択したゾーン位置に

定義されたバーコードは赤いボックスで囲まれ、［任意］で定義されたバーコード

は青いボックスになります。長方形を描画すると、［バーコードゾーンのセット

アップ］ダイアログボックスが表示されます。

6. ［ゾーン名］フィールドに、バーコードゾーンの名前を入力します。ゾーンを保存

するには、名前を指定する必要があります。

7. その他の項目を設定したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、

［バーコード］ウィンドウに戻ります。フィールドの詳細については、次の「［バー

コードゾーンのセットアップ］ダイアログボックス」を参照してください。

8. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。
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［バーコードゾーンのセッ

トアップ］ダイアログボッ

クス

このダイアログボックスを使用してバーコードゾーンに名前を付けて、このゾーンで

有効なバーを認識する方法を記述し、バーコードの分割を指定します。

ゾーン名 - バーコードゾーンの名前を入力します。この名前はバーコードを識別する

もので、インデックス設定のデフォルト値リストに「BC_［ゾーン名］」として表示さ

れます。バーコードラベル（［バーコード /OCR値］ダイアログボックスからの）は、

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのインデックスフィールドの定義や識別は行

いません。

読取り面：表面または戻る - バーコードがイメージの表面、裏面のいずれにあるのかを

選択します。

バーコードをマスクで保持 - 1つ以上の任意バーコードゾーンが定義されている場合

は、このオプションを使用します。［バーコードをマスクで保持］フィールドに指定さ

れているマスクがバーコードと適合する場合、バーコード値は定義されたゾーンに対

して保持されます。これにより、ページから読み取られたバーコード値が正しいバー

コードゾーンに割り当てられます。

このオプションは、複数のバーコードゾーンがページ内の同じ位置に存在しているけ

れども、値や意味がそれぞれ異なるような場合にも役立ちます（例：バッチヘッダシー

ト用に定義されたゾーンとドキュメントヘッダシート用に定義されたゾーン）。バー

コードの各文字が、マスクに指定された位置の構文と一致すると、バーコードがマス

クと適合したと判断されます。

たとえば、マスク「A<8>」を指定すると、 高8文字までのバーコード値が保持され

ます。

バーコード値は保持されるか?
SURGERY：保存される

ADMISSION：保存されない

必要に応じてマスク値を入力します。
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小桁数 - バーコード値の 小桁数を入力します。デフォルトでは、テスト対象バー

コード値の長さにこのオプションが設定されます。値が見つからないか値が6 文字以

上の場合、デフォルトでは「6」に設定されます。 小桁数パラメータを6 文字以下に

設定して、部分読み取りの場合にコダック キャプチャ プロ ソフトウェアがバーコー

ド値を保持できるようにすることをお勧めします。

［部分読み取り］オプションが不要な場合、または有効になっている場合は、マスクと

小の入力文字数を組み合わせて保持するバーコード値をさらに制限できます。

例：

マスク：9(10)
小バイト：6
この場合、6 桁から10 桁の間のバーコード値が保持されます。

マスク：9(10)
小桁数：10
この場合は、10桁のバーコードだけが保持されます。

バーコードの幅と高さ - バーコードの幅や高さが固定されている場合、値を1/100イン

チ単位で指定できます。設定すると、バーコード読み取りのパフォーマンスが向上し

ます。一方の長さが可変の場合は、「0」を入力します。デフォルト値は0です。

バーコードの長さは、傾きの角度によって変化します。そのため、これらの値はバー

コードの長さが確実に分かっている場合のみ入力をお勧めします。

注： 40ピクセル未満の高さのバーコードについては、バーコードの高さを指定する必

要があります（例：200 dpiの場合、40ピクセルは20/100インチです）。

バーコードの幅と高さを指定する場合、許容値は±10%です （たとえば20/100イン

チをバーコードの高さとして指定する場合、18/100インチ～22/100インチのバーコー

ドが検出されます）。

タイプ - また、このバーコードゾーンで有効とみなされる追加のバーコードタイプも

選択できます。ゾーン内に複数のバーコードタイプが見つかることは滅多にありま

せんが、複数の異なるバーコードタイプを選択できます。バーコードのタイプの詳細

については後述の「バーコードタイプ」を参照してください。

選択するバーコードタイプの数が多くなるほど、スキャンのパフォーマンスは低下し

ます。

バーコードのゾーンを描画すると、その場所ですべてのバーコードタイプが検索され

ます。検索に成功すると、見つかったバーコードタイプにタイプが設定されます。見

つからなかった場合は、バーコードタイプは選択されません。以下の2つの例外があ

ります。

• Code 39 ExtendedおよびCode 39 HIBCバーコードについては、キャプチャ プ
ロ ソフトウェアでバーコードタイプがCode 39に設定される場合があります。そ

の結果、Code 39 ExtendedおよびCode 39 HIBCは手動で選択する必要があり

ます。

• MSIPHバーコードの場合、バーコードタイプにMSIが設定されることがあります。

このような場合は、MSIPHを選択します。
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［バーコードゾーン］ダイアログボッ

クス（続き）

チェックサムを検証 - バーコードにチェックサムが含まれている場合、このチェック

ボックスを選択します。チェックサムにより、バーコード読み取りの精度が保証され

ます。チェックサムによる検証をサポートしていないバーコードタイプもあります。オ

プションでチェックサム検証をサポートしているバーコードタイプを次に示します。

コード3 / 9
CODABAR
Interleaved 2 of 5

PDF417、UPC、EANなど一部のバーコードタイプはチェックサムルーチンが実装さ

れており、無効にすることはできません。

チェックサム付きバーコードに対して［チェックサムを検証］を無効にすると、バー

コード値にチェックサムの値（通常はバーコードの 後の文字）が表示されます。有

効にしておけば、チェックサムの値は表示されません。

スキャン中にチェックサム検証に失敗した場合、バーコード値は生成されず、インデッ

クスフィールドの監視は失敗します。Code 128 など、いくつかのバーコードタイプ

には、必須のチェックサム文字が含まれています。コードが常に存在し、値を正しく

読み取る必要があります。Code 39 などの他のコードでは、チェックサムはオプション

で、ある場合は付加コードが追加されます。

無効なCode 128 記号を読み取る場合は、［ 小部分読み取り文字］オプションを選択

できます。これは、チェックサムが失敗したとしてもデータ文字を報告します。無効

なチェックサムは返されません。バーコードにオプションのチェックサムがある場合、

ソフトウェアはそれを確認しません。バーコードの仕様に従って処理します。

オプションのチェックサムがあるバーコードに対して［部分読み取りの 小桁数］を

選択すると、検出された物と結果の良し悪しが返されます。バーコードが正しい結

果を返しても、チェックサム自体が失敗する場合があります。チェックサムは黙示的

な物のため、結果は返されず、直接テストすることはできません。

小部分読み取り文字 - バーコードが不完全な時に、キャプチャ プロ ソフトウェア

にバーコード値を生成させる場合、このチェックボックスを選択します。このオプ

ションを選択した場合は、部分読み取りを許可する 小文字数を入力します。このオ

プションは、ドキュメントやバッチで絶対値がさほど重要ではないバーコードが使用

される場合に役立ちます。

インデックス作成には、フィールドマスクと 小入力文字数を設定することをお勧め

します。バーコードが不完全で［ 小部分読み取り文字］が無効の場合、バーコード

値は生成されません。

注：［ 小部分読み取り文字］は、［チェックサムを検証］を有効にしている場合は使

用しないでください。使用すると、チェックサム検証の失敗時にバーコード値が

生成される可能性があります。

フィルタ - ファックスマシン、または CCD ピクセルに抜けのあるその他のデバイス

からバーコードを読み取る場合は、フィルタを適用すると、バーに欠落がある際の読

み取り速度が向上する場合があります。フィルタ1 を選択すると、1 ピクセル文のバー

のギャップがカバーされます。フィルタ2 を選択すると、2 ピクセル分のギャップが

カバーされます。
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［バーコードゾーン］ダイアログボッ

クス（続き）

方向 - ドロップダウンリストから方向を選択します。すべてのバーコードが同じ方向

（すべて横向き、またはすべて縦向き）の場合、方向を指定することをお勧めします。

これにより、バーコードの読み取りとスキャンのパフォーマンスが向上します。

大部分のバーコードが同じ向き（例：横向き）で、一部のバーコードが別の向き（例：

縦向き）になっているような場合は、「水平と垂直」を使用することをお勧めします。

バーコードゾーンを初めて作成する時にバーコードが見つかった場合、コダック キャ

プチャ プロ ソフトウェアは自動的にそのバーコードの向きを設定します。水平がデ

フォルトです。

確度 - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアがバーコード読み取り成功と判断する

条件を制限する確度の割合を入力します。入力した値が大きいほど、バーコード誤読

の可能性が低くなります。

品質 -［ 低］から［ 高］の間で、品質を選択します。レーザープリンタやオフセッ

トプリンタで印刷された場合、バーコードの品質は高くなります。インクジェットプ

リンタやドットマトリックスプリンタで印刷された場合、バーコードの品質は低くな

ります。

スキャン対象バーコードの品質に応じて、［品質］レベルに適切な値を設定します。品

質の設定が高いほど、バーコードの読み取りが速くなります。

位置 -［任意］または［ゾーン］を選択します。

• 任意：バーコード用に任意のゾーンを作成する場合、ページ上のいずれかの位置で

1 つのバーコードの周りにゾーンを描画し、［任意］オプションを選択します。この

状況は、原稿上の予想外の場所にバーコードが存在する場合によく見られます。［任

意］バーコードを探す場合、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、イメージ

の上から下に向かって横向き /縦向きバーコードを検索します。ページまたはゾーン

内に複数の［任意］バーコードがある場合に、この検出順序が重要になります。

• ゾーン：バーコードの読み取りとスキャンのパフォーマンスが向上します。

- 180度回転したイメージも検索 -［ゾーン］オプションが有効の場合のみ使用で

きます。バーコードの読み取りに失敗した場合、イメージが180度回転された後

にゾーンが検索されます。この場合、バーコードの読み取りとスキャン速度は低

下しますが、ページが逆向きにスキャンされるため、バーコードの読み取り失

敗を回避できます。［バーコードを基準に回転］オプションを選択しないと、イ

メージは回転しません。

• 裏面のイメージも検索 - このオプションを有効にすると、スキャン時に誤ってペー

ジが裏向きになった場合でもドキュメント /バッチセパレーションとインデックス

作成の精度が向上します。

• バーコードを基準に回転 - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、バーコード

の向きが180 度と判断した場合にバーコードページを180 度回転して正像にしま

す。このオプションは、ドキュメントの分割に使用されます。ドキュメント内のす

べてのページがバーコードゾーンのある先頭ページと同じように回転されます。必

要に応じて、1 つのバーコードゾーンだけ［バーコードを基準に回転］オプションを

有効にします。

注： キャプチャ プロ ソフトウェアでは、バッチの回転はサポートされていません。
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すべてのバーコードを読み取る：このオプションを選択し、[ 位置 ] が [ 任意 ] の場合、

ページ内のすべてのバーコードが読み取られます。バーコード値は ^ 文字によって区切

られます。値の順番は、イメージの左上から右下に向かって検出されたバーコードの
順番になります。

セパレーション - 以下のオプションが用意されています。

• 新規バッチ作成 - セパレーション後のイメージはすべて新規バッチ内の新規ドキュ

メントに保存されます。

• 新規ドキュメントを作成する - セパレーション後のイメージはすべて現在のバッチ

内の新規ドキュメントに保存されます。

• 次のページは現在のドキュメントに入れる - セパレーション後のページを現在のド

キュメントに追加します。

• 値が変更された場合のみ分割 - 値が変更された場合のみ、ドキュメントまたはバッ

チが分割されます。

• 分割しない - バーコードゾーンのバッチレベルまたはドキュメントレベルを選択し

ます。

- バーコードの場所バッチレベル：バッチレベルにあるバーコード、またはバッチ

とドキュメントのインデックス作成で分割されたバッチが利用可能なバーコード

です。バッチレベルバーコードは、バッチヘッダページにある場合のみ読み取ら

れます。パッチコードやバーコードを使ってバッチセパレーションが定義されて

いる場合は、バッチヘッダページがあります（ジョブ内の 低1つのバーコード

ゾーンがバッチセパレーション用に設定されている）。

- バーコードの場所：ドキュメントレベル：ドキュメントレベルにあるバーコード、

またはドキュメントのインデックス作成で分割されたドキュメントが利用可能な

バーコードです。バッチインデックス作成には利用できません。

• ページの削除 - 新規ドキュメントを開始するバーコード付きページを削除する場合

は、このオプションを選択します。これはバーコードページがドキュメントセパ

レーションの目的で使用され、特に情報がない場合に有効です。バーコードの値は

ドキュメントレベルのインデックス作成に利用できます。
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[ ゾーンページの設定 ] 
ダイアログボックス

デフォルトでは、バーコード（OCR、マーク検知）ゾーンはドキュメントの

初のページにのみ適用されます。追加ページのバーコード（引用テキストま
たはマーク用チェック）を読み取るには、[ ゾーンページの設定 ] ダイアログ

ボックスを使用して特定のページまたはページ範囲を選択します。[ ゾーン

ページの設定 ] ダイアログボックスは、バーコードの右下隅にある [ すべての

ゾーンが必要なページを選択 ] アイコン、OCR、マーク検知ジョブ設定ダイ

アログボックスを選択すると表示されます。ゾーンページの設定 ダイアログ

ボックスで、定義済みのバーコード、OCR、マーク検知ゾーンを適用するペー

ジを別に選択できます。

OCR ゾーンの読み取りページ — すべての定義済み OCR ゾーンを適用する

ページの選択に使用します。コンマ（「、」）でページ番号を区切って複数のペー
ジを入力できます。例：「3-8」定義済みの OCR ゾーンごとに、指定したペー

ジの有効なテキストをチェックします。ゾーンに有効なテキストがある場合、
ゾーンには読み取ったテキストが割り当てられます。次のページのゾーン内の
有効なテキストは、読み取られた前のテキストに置き換わります。

ドキュメントに入力したページより少ないページしかない場合は、ゾーンの値
は空白のままになります。例えば、ドキュメントは 6 ページなのに、読み取

りページが「8、11-15」に設定されている場合は、 初の 6 ページのゾーン

内に有効なテキストが含まれていてもゾーンの値は空白のままになります。

ドキュメントの 後のページのゾーンの値を常に読み取る必要があり、ドキュ
メントにページ番号が含まれている場合は、アスタリスク（*）使用してドキュ

メントのすべてのページを読み取ることができます。 後のページの読み取り
値はゾーンに割り当てる 終値になります。

注： 後のページの値が読み取り不可能または無効の場合は、前のページの
有効な値がゾーンに割り当てられます。

バーコードの読み取りページが空白の場合は、OCR ゾーンからは何も読み取

られません。



4-18 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

バーコードの読み取りページーすべての定義済みバーコードゾーンを適用す
るページの選択に使用します。コンマ（「、」）でページ番号を区切って複数の
ページを入力できます。例：「1、2、5、6」 初のページ番号、ダッシュ (-)、

後のページ番号を入力して、ページの範囲を指定できます。例：「3-8」定

義済みのバーコードゾーンごとに、指定したページの有効なバーコードを
チェックします。ゾーンに有効なバーコードがある場合、ゾーンには読み取っ
たバーコードの値が割り当てられます。次のページのゾーン内の有効なバー
コードは、読み取られた前のバーコードの値に置き換わります。

ドキュメントに入力したページより少ないページしかない場合は、ゾーンの値
は空白のままになります。例えば、ドキュメントは 6 ページなのに、読み取

りページが「8、11-15」に設定されている場合は、 初の 6 ページに有効な

バーコードが 1 つ以上含まれていてもゾーンの値は空白のままになります。

ドキュメントの 後のページのゾーンの値を常に読み取る必要があり、ドキュ
メントにページ番号が含まれている場合は、アスタリスク (*) を使用してド

キュメントのすべてのページを読み取ることができます。 後のページの読み
取り値はゾーンに割り当てる 終値になります。

注： 後のページの値が読み取り不可能または無効の場合は、前のページの
有効な値がゾーンに割り当てられます。

バーコードの読み取りページフィールドが空白の場合は、バーコードゾーンか
らは何も読み取られません。

OMR（光学式マーク認識）ゾーンの読み取りページ — マーク検知ゾーンを

適用するための複数のページを指定することは、ほとんど実行されません。
マーク検知ゾーンが「フレームなし」と定義されている場合は、ページ範囲に
指定された 後のページでマーク検知ゾーンの値が決まります。マーク検知
ゾーンが「フレームあり」と定義されていても、好ましい結果にならない場合
があります。



A-61750_ja  2016 年 3 月 4-19

バーコードゾーンによるド

キュメントの分割

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、バッチ内のバーコードを使ってドキュ

メントを分割できます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択し、ジョブとバッチを選択します。

2. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を

選択します。［バーコードゾーンごとにセパレーション］ウィンドウが表示されます。

3. バーコードゾーンを選択するか、新しく定義します。

4. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、［ゾーンプロパ

ティ］をクリックします。［バーコードゾーンの設定］ダイアログボックスが表示

されます。

5. セパレーションで、［新規ドキュメントを作成する］をクリックします。

6. 新規ドキュメントを開始するバーコード付きのページを削除する場合は、［ページ

の削除］オプションを選択します。

7. ドキュメントセパレーションを特定のバーコード値またはマスクに制限する場合

は、［バーコードをマスクで保持］/［ 小桁数］フィールドを設定します。

8. ドキュメント内のすべてのページをドキュメントヘッダのバーコードと同じ向き

に回転する場合は、［バーコードを基準に回転］を選択します。バーコードのペー

ジを削除する場合は、バーコードを基準に回転できません。

例： 

マスク="ER"9(8)"-"999 小桁数=14：文字列「ER」で始まり、8 桁の数値、ハ

イフンおよび新規ドキュメントとなる3 桁の数値が続く、14 桁のバーコード値の

みとなります。

たとえば、フォルダの表紙にある患者番号バーコードに対して、新しいドキュメン

トを作成できます。この場合、患者番号をドキュメントインデックスとしても使用

できます。同じゾーン内のバーコードが特定の値を持つバッチと他の値を持つド

キュメントを作成する場合、上部に 2 つのゾーンをそれぞれ作成してください。

9. その他の項目を設定したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、

［バーコードゾーンごとにセパレーション］ウィンドウに戻ります。

10.［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。
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バーコードゾーンによる

バッチの分割

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を選択します。［バーコードゾーン

ごとにセパレーション］ウィンドウが表示されます。

4. バーコードゾーンを選択するか、新しく定義します。

5. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、［ゾーンプロパ

ティ］をクリックします。［バーコードゾーンの設定］ダイアログボックスが表示

されます。

6. ［セパレーション］で、［新規バッチ作成］を選択します。

7. ［OK］をクリックしてダイアログボックスを終了し、［バーコードゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウに戻ります。

8. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

注：

• バッチレベルのインデックスに使用されるバーコードゾーンは、バッチヘッダペー

ジにある場合のみ読み取られます。

• パッチコードやバーコード /OCR ゾーンを使ってバッチセパレーションが定義され

ている場合は、バッチヘッダページがあります（ジョブ内の 低 1 つのバーコード

ゾーンがバッチセパレーション用に設定されている）。

バーコードゾーンの編集 1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を

選択します。［バーコードゾーンごとにセパレーション］ウィンドウが表示されます。

4. 変更するバーコードゾーンをクリックするか、または［バーコードゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウの右側にあるゾーンのリストからバーコードゾーン名を

クリックします。

5. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、［ゾーンプロパ

ティ］をクリックします。［バーコードゾーンの設定］ダイアログボックスが表示

されます。

6. 設定内容を変更したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

7. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

8. バーコードゾーンを編集したら、スキャンテストをしてバーコードが読み取り可能

か検証してください。
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バーコードゾーンの削除 1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を

選択します。［バーコードゾーンごとにセパレーション］ウィンドウが表示されます。

4. 削除するバーコードゾーンをクリックします。［バーコード］ウィンドウの右側に

あるリストからバーコードゾーン名を選択することもできます。ゾーンが選択さ

れます。

5. ［削除］をクリックします。

6. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

［バーコード］ウィンド

ウにイメージをコピー

バーコードのあるイメージをイメージビューアから［バーコード］ウィンドウにコピー

して、バーコードゾーンを作成できます。

1. メインウィンドウで、バーコードのある原稿をスキャンします。

2. イメージビューアで、コピーするイメージを選択し、右クリックします。

3. ［ジョブセットアップにイメージをコピー］を選択します。［ジョブセットアップに

イメージをコピー］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［イメージに名前を付けて保存］フィールドに適切なイメージ名を入力します。

5. ［OK］をクリックします。これで［バーコード］ウィンドウにイメージを表示し

て、バーコードゾーンを作成できるようになりました。

［バーコード］ウィンドウでバーコードイメージをスキャンすることもできます。前述

の「バーコード設定用のイメージのスキャン」を参照してください。
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バーコードイメージサイ

ズの範囲の設定

バーコードゾーンを定義すると、スキャンするページごとにバーコードがないか

チェックされます。このチェックによって、スキャン速度が低下する場合があります。

バーコードのページがほとんど同じバイトサイズの場合で、スキャンする他のページ

とサイズが異なる場合は、特定のサイズ範囲内（バイトカウント）のイメージだけ、

バーコードをチェックさせることができます。この設定によって、スキャンのパフォー

マンスが向上する場合があります。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を選択します。［バーコードゾーン

ごとにセパレーション］ウィンドウが表示されます。

4. 任意のイメージを選択し、バーコードゾーンを右クリックし、［一般プロパティ］を

選択します。［一般的バーコードおよび OCR ゾーンプロパティ］ダイアログボッ

クスが表示されます。

注：バーコードゾーンが存在しない場合、バーコードゾーンが定義されるまで、

このオプションは利用できません。

5. ［～の間のイメージから OCR を抽出］チェックボックスを選択して、 小バイト

と 大バイトの範囲を設定します。

6. 項目を設定したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、［バーコー

ド］ウィンドウに戻ります。

7. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。新しいイメージサイズ範囲が保存されます。

8. バーコードゾーンを編集したら、バーコードゾーンをテストして、読み取り可能か

どうかを検証してください。

注：カラー /グレーイメージと白黒イメージの両方をスキャンする場合は、白黒イ

メージのサイズ範囲を指定します。
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バーコードゾーンによる

ページの添付

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択してジョブを選択し、［スキャン］タ

ブを表示します。

2. ［セパレーション］>［バーコードゾーンを使用］を選択します。［バーコード］

ウィンドウが表示されます。

3. バーコードゾーンを選択するか、新しく定義します。

4. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、［ゾーンプロパ

ティ］をクリックします。［バーコードゾーンの設定］ダイアログボックスが表示

されます。

5. ［セパレーション］で、［次のページは現在のドキュメントに入れる］を選択しま

す。このオプションは、1つの添付ページに対してのみ有効です。複数のページを

添付する場合、添付用バーコードをページごとに適用してください。添付ページの

バーコードは、インデックス作成には利用できません。

6. バーコードのあるページ（両面）を削除して、次のページを添付ファイルとして使

用する場合は、［ページの削除］オプションを選択します。このオプションは、次

のページが添付ファイルであるとヘッダを設定する場合に有効です。次のページに

は、イメージ回転が適用されます。

7. 添付ファイルを特定のバーコード値またはマスクに制限する場合は、［バーコー

ドをマスクで保持］/［ 小桁数］フィールドを設定します。

8. 添付ファイルをページのバーコードと同じ向きに回転する場合は、［バーコードを

基準に回転］チェックボックスを選択します。

9. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

バーコードゾーンの

テスト 
イメージから新しいバーコードゾーンを定義する場合、そのゾーンが読み取り可能か

自動的にチェックされます。ただし、その後にバーコードゾーンを編集したり、プロ

パティを変更した場合、そのゾーンが読み取り不可能になっている可能性もあります。

このような場合は、バーコードゾーンをテストして、読み取り可能かどうかを確認で

きます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］を選択します。［バーコード］ウィン

ドウが表示されます。

4. [バーコード /OCR/マーク検知ゾーンを全てテスト ] アイコンをクリックして全て

のバーコードをテストするか、[選択したバーコード /OCR/マーク検知ゾーンのテ

スト ] アイコンをクリックして個別にバーコードゾーンをテストします。[バーコー

ド /OCR/マーク検知の値 ] ダイアログボックスが表示されます。

5. このボックスの値を確認したら、［OK］をクリックして［バーコード］ウィンド

ウに戻ります。

6. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。バーコードゾーンがすべてテストされました。バーコード設定を

変更した場合は、再度テストを行ってください。
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バーコードタイプ コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、次のバーコードタイプをサポートしてい

ます。

• Airline 2 of 5

• Aztec

• Barcode 32

• CODABAR

• コード128

• Code 2 of 5 - Interleaved 2 of 5と同時には選択できません。

• コード3 / 9
• Code 39 (no stop start)

• Code 39 Extended

• コード93
• Data Matrix

• EAN 13

• EAN 8

• Intelligent Mail Barcode

• Interleaved of 2 of 5 - Code 2 of 5と同時には選択できません。

• PDF417 - 高密度二次元バーコードで、数平方インチの面積に1250バイトまでの

情報を含むことができます。この密度により、ドキュメントのすべてのインデック

スデータを1つのバーコードに入れることができます。

• Planet（米国郵便局コード）

• PostNet（郵便）：他のバーコードタイプと一緒には選択できません。

• QR Code

• UCC Code 128

• UPC-A

• UPC-E

二次元バーコードの特殊

構文

二次元バーコードを使用する場合、1つのバーコードからドキュメントまたはバッチイン

デックスにすべてのデータを記録できます。二次元バーコードを使用したインデック

ス作成を容易にするために、特殊な構文を追加しました。

barcode.zonename:［開始；長さ］

barcode.zonename:［開始；終了］

barcode.zonename:［データエレメント数、区切り文字（コーテーション (' ') で囲む）］

区切り文字は、実際の文字記号やそのASCII10進数の値（印刷や入力ができない記号

用）のいずれかに設定できます。区切り文字は、ダブルコーテーション (" ")で囲んで

ください。

たとえば、PDF417バーコードに12345678*NURSERY*11/19/1962というデータ

がある場合、データの3つのインデックスフィールドのデフォルト値として以下の値

が使用されます。 

デフォルト値 実際の値

<BC.PDF417:[1, '*']> 12345678

バーコード文字列中のアスタリスクで区切られた 1 番目のエレメントが返されます。

<BC.PDF417:[2, '42']> NURSERY

バーコード文字列中のアスタリスクで区切られた 2 番目のエレメントが返されます。

（42 はアスタリスクの ASCII10 進値）。

<BC.PDF417:[3, '*']> 11/19/1962

バーコード文字列中のアスタリスクで区切られた 3 番目のエレメントが返されます
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OCRゾーンの使用 OCR（Optical Character Recognition：光学文字認識）は、タイプライタや印刷さ

れたテキストを（通常はスキャナーで取り込んで）イメージ化して、マシンが解読可

能なテキストに機械的、電子的に変換するものです。

OCRセットアップでは以下を定義できます。

• OCRゾーン名

• テキストを読み取る物理的な場所（イメージ上のゾーン）

• テキストの読み取り対象レベル（バッチまたはドキュメント）

[ジョブセットアップ ] ダイアログボックスの [スキャン ] タブにあるバーコード /OCR/
マーク検知セットアップ機能を使用して、バーコード読み取りで 1 つ以上のバーコー

ドを読み取るか、1 つ以上の OCR ゾーンに OCR パラメータを設定します。

［ジョブセットアップ］ダイアログボックスの［スキャン］タブにあるOCRゾーンセ

パレーション設定では、イメージを［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウ

にスキャンしてゾーンを定義し、OCRゾーンプロパティを設定できます。

注： [ バーコードによるセパレーションおよび OCR ゾーンによるセパレーション ]

ウィンドウのコンポーネント、アイコン、コンテキストメニューの詳細について

は、この章の前半の「[バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウ」と「[バー

コード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウのコンテキストメニュー」を参照してく

ださい。

OCRインデックス作成はローカル言語対応辞書を使用して、英数字を高速に認識でき

ます（1000文字 /秒）。OCRはバーコード読み取りと同様にゾーン形式で行われ、ス

キャン中に処理されます。

キャプチャ プロ ソフトウェアでは、OCR用に以下のテキスト情報をサポートしてい

ます。

- リガチャー（結合文字）

- 破線文字 (Broken characters)
- 劣化文字 (Degraded characters)
- 200 dpi～600 dpi の解像度のテキスト

- 8～72 ポイントのテキスト

- 0～9 の数字

- A～Z および a～z の英字

- 記号 !" $ % & ( ) * + , - ./ :、; < = > ?@ [ ¥ ] { } £ • ß ´ ª

• 良の結果を得るためには、300 dpi の解像度と12 ポイントの Sans Serif フォン

ト（300 dpi 未満の解像度の場合はより大きいサイズのフォント）を使用してくだ

さい。傾いた文書は使用しないでください。
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• コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、様々な言語のOCRインデックス作成を

サポートしています。言語のリストを表示するには、以下の手順に従います。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダ

イアログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［ス

キャン］タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとに

セパレーション］ウィンドウが表示されます。

4. OCRゾーンをクリックした後、［ゾーンのプロパティ］をクリックします。［OCR
ゾーンの設定］ダイアログボックスが表示されます。

5. ［言語］ドロップダウンリストから、対象言語を選択します。
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OCR設定用のイメージの

スキャン

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、OCRゾーンに基づいてスキャンペー

ジをバッチやドキュメントに分割できます。OCRゾーンを利用して、ドキュメントに

追加ページを添付することもできます。

OCR文字列をセパレータとして使用するには、以下の作業を行ってください。

1. OCR文字列のあるイメージをキャプチャプロソフトウェアにスキャン。

2. OCRゾーンの作成。

3. OCRゾーンセパレーションのジョブを設定。

イメージを直接［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウにスキャンするには、

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. フィーダの原稿を正しく設定し、［スキャン開始］をクリックします。ダイアログ

ボックスにイメージが表示されます。イメージはまっすぐにスキャンしてくださ

い。現在のコダックキャプチャ プロ ソフトウェアページセットアップに設定され

ているパラメータが使用されます。 

注：

• スキャンされたイメージには、現在のジョブセットアップに設定されて
いる内容も適用されてから表示されます。

• イメージが適切な場合は、［イメージ名］フィールドにイメージ名を入
力します。イメージ名に、次の特殊文字は使用できません：: " ?* .< > ¥ / 

• イメージを破棄する場合は、［キャンセル］をクリックします。

• OCRゾーンを定義する場合は、［イメージ］ドロップダウンリストに 1 つ以上

のイメージが必要です。

• イメージビューアから［OCR ゾーンごとにセパレーション］ウィンド

ウにイメージをコピーすることもできます。詳細については、後述の
「［OCR］ウィンドウへイメージをコピー」を参照してください。

5. ［OK］をクリックします。
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OCRゾーンの作成と選択 OCR イメージを使ってドキュメント /バッチを分割する前に、OCR ゾーンを作成、選

択してください。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. ［イメージ］ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージをスキャン

する場合は、［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウの緑色の［スキャン

開始］アイコンをクリックします。

注： OCRゾーンを定義する場所の左上にマウスカーソルを移動します。可変長の

OCRインデックスを作成するには、すべてのインデックスデータを取得でき

るようにに十分な大きさのゾーンを作成してください。同時に、余計なデー

タ（例：フォームの罫線）を読み取らないように、データを区別するゾーンを

あまり大きくしないでください。

OCRゾーンはイメージ固有ではなく、ジョブ固有です。そのため、新しいイ

メージを表示しても、前のイメージで使用し同じゾーンが表示されます。

5. マウスの左ボタンをクリックしながらカーソルをドラッグして、テキストの周囲に

四角形のゾーンを作製します。マウスボタンを離すと、［OCRゾーンの設定］ダ

イアログボックスが表示されます。

6. ［ゾーン名］フィールドに、OCR ゾーンの名前を入力します。ゾーンを保存する

には、名前を指定する必要があります。

7. その他の項目を設定したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、

［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウに戻ります。

8. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。
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［OCRゾーンの設定］

ダイアログボックス

OCRゾーンは、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアにゾーンの寸法などの情報を

提供します。OCRゾーンを作成すると、ゾーン内の情報が読み取られ、［OCRゾーン

プロパティ］ウィンドウに認識されたテキストが表示されます。

注： OCR 機能は、斜体、アンダーラインが付いた文字、アジア系言語の読み取りを

苦手にしています。OCRの認識率を高めるためには、白黒イメージを使用する

ことを推奨します。

ゾーン名 - OCRゾーンの名前を入力します。OCRゾーンを保存するには、名前が必

要です。

読取り面：表面または裏面 - OCRゾーンがイメージの表面、裏面のいずれにあるのかを

選択します。

特定の値 - 有効な入力フォーマットのテキスト式を入力するか、このフィールドを空

白のままにします。入力フォーマットのテキスト式が入力された場合、このルールを

満たすOCR読み取り文字列のみが保持されます。たとえばA<10>という表現を入

力した場合、OCRは10文字以下のアルファベット文字が含まれた文字列だけを読み

込みます。詳細については、第2章の「入力フォーマット」を参照してください。

ゾーン内で特定の値を検索 -［保持する値の検索］が固定文字列形式の場合、保持する

値として必要なのは、固定文字列のみです。

たとえば、［特定の値］が［フォーム1099］に設定されると、次の読み取り文字列が有

効な文字列となり、（選択した場合は）バッチ /ドキュメントセパレーションが発生します。

「77644フォーム1099 - リビジョン1.2」

「81763フォーム1099 - リビジョン1.4」

「77644フォーム1099 - リビジョン2.2」

文字セットのルール - 現時点では使用できません。

一次言語 - 適切な第一次言語を選択すると、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアに

よって言語固有の特殊文字（例：çまたはü）が適切にOCR処理されます。ドロップ

ダウンリストから適切なOCR言語を選択します。

第二次言語 - ゾーンに複数の言語の文字が含まれる場合、1つ以上の第二次言語を選択

できます。

カスタム辞書 - カスタム辞書を使用すると、専門用語や独自の用語を認識する精度が

向上します。［参照］をクリックして、カスタム辞書を選択します。カスタム辞書を構

築するには、付録D「カスタム辞書の使用」を参照してください。
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分割 - 以下のオプションが用意されています。

• 新規バッチ作成：セパレーション後のイメージはすべて新規バッチ内の新規ドキュ

メントに保存されます。

• 新規ドキュメントを作成する：セパレーション後のイメージはすべて現在のバッチ

内の新規ドキュメントに保存されます。

• 次のページは現在のドキュメントに入れる：セパレーション後のページを現在のド

キュメントに追加します。

分割なし - 以下の1つを選択します。

• OCRの場所：ドキュメントレベル：ドキュメントレベルにあるOCRゾーンで、ド

キュメントのインデックス作成で分割ドキュメントを使用できます。バッチイン

デックス作成には利用できません。

• OCRの場所：バッチレベル：バッチレベルにあるOCRゾーンで、バッチとドキュ

メントのインデックス作成で分割バッチを使用できます。

値が変更された場合のみ分割 - 値が変更された場合のみ、ドキュメントまたはバッチ

が分割されます。

ページの削除 - 分割を設定した OCR 読み取りのページを削除します。

OK - ダイアログボックスを閉じ、［OCR ゾーンごとにセパレーション］ウィンドウに

戻ります。

特定ページへの OCR
ゾーンの適用

すべての OCR ゾーンを適用するページの選択方法に関する詳細は、本章の前

半にある「ゾーンぺージの設定」を参照してください。

OCRゾーンによる

ドキュメントの分割

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. ［イメージ］ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージをスキャン

する場合は、［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウの緑色の［スキャン

開始］アイコンをクリックします。

注：マウスを使用して、OCRゾーンを作成します。［OCRゾーンの設定］ダイア

ログボックスが表示されます。

5. ［セパレーション］で、［新規ドキュメントを作成する］をクリックします。

6. ［OK］をクリックしてダイアログボックスを終了し、［OCR ゾーンごとにセパレー

ション］ウィンドウに戻ります。

7. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

注：パッチコード、バーコード、OCRゾーン（ジョブに 低1つのゾーンをバッ

チセパレーションとして設定）を使用すると、バッチセパレータとして使用

できます。
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OCRゾーンによるバッチ

の分割

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. ［イメージ］ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージをスキャン

する場合は、［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウの緑色の［スキャン

開始］アイコンをクリックします。

5. マウスを使用して、OCRゾーンを作成します。［OCRゾーンの設定］ダイアログ

ボックスが表示されます。OCRバッチセパレーション用にイメージ上にゾーンを

定義する場合、バッチの他の原稿はその領域は空白でなければなりません。

6. ［セパレーション］で、［新規バッチを作成する］をクリックします。

7. ［OK］をクリックしてダイアログボックスを終了し、［OCR ゾーンごとにセパレー

ション］ウィンドウに戻ります。

8. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

注： バッチレベルの OCR ゾーンは、バッチヘッダページにある場合のみ読み取られ

ます。パッチコード、バーコード、OCRゾーン（ジョブに 低1つのゾーンを

バッチセパレーションとして設定）を使用すると、バッチセパレータとして使用

できます。

カラー /グレースキャンでのバッチセパレーションの詳細については、後述の「カラー

スキャン時にセパレータを使用」を参照してください。
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OCRゾーンプロパティ

の編集

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブ名を選択し、［スキャン］タブを表示

します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. 変更する OCR ゾーンをクリックするか、［OCR ゾーンごとにセパレーション］

ウィンドウの右側にあるゾーンリストからOCRゾーン名をクリックします。

5. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、［ゾーンプロパ

ティ］をクリックします。［OCRゾーンの設定］ダイアログボックスが表示され

ます。

6. 設定内容を変更したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、［OCR
ゾーンごとにセパレーション］ウィンドウに戻ります。

7. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ジョブセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。

OCRゾーンを編集したら、OCRゾーンをテストして、読み取り可能かどうかを検証

してください。

OCRゾーンの削除 1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. 削除する OCR ゾーンをクリックします。［OCR ゾーンごとにセパレーション］

ウィンドウの左側にあるリストからOCRゾーン名を選択することもできます。

ゾーンが選択されます。

5. ［削除］をクリックします。

6. ［OK］をクリックします。

［OCR］ウィンドウに

イメージをコピー

OCRテキストのあるイメージを直接イメージビューアから［OCRゾーンごとにセパ

レーション］ウィンドウにコピーしてOCRゾーンを作成できます。

1. OCR文字列のある原稿をスキャンします。

2. イメージビューアで目的のイメージを選択し、右クリックします。

3. ［ジョブセットアップにイメージをコピー］を選択します。［ジョブセットアップに

イメージをコピー］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［イメージに名前を付けて保存］フィールドに適切なイメージ名を入力します。

5. ［OK］をクリックします。
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OCRイメージサイズの

範囲の設定

OCRイメージが小さすぎて読み取れないこともあります。小さすぎるイメージを除外

するために、イメージサイズの範囲を設定できます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. イメージを選択し、OCR ゾーンを右クリックし、［一般プロパティ］を選択しま

す。［一般的バーコードおよびOCRゾーンプロパティ］ダイアログボックスが表

示されます。

注： OCR ゾーンが存在しない場合、OCR ゾーンが定義されるまで、このオプ

ションは利用できません。

5. ［～の間のイメージから OCR を抽出］チェックボックスを選択して、 小バイト

と 大バイトの範囲を設定します。

6. 項目を設定したら、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じ、［OCR
ゾーンごとにセパレーション］ウィンドウに戻ります。

7. OCR ゾーンの編集後、OCR ゾーンをテストして、読み取り可能かどうかを検証

してください。

OCRゾーンによる

ページの添付

ページの添付は、各ページが書類（例：小切手、航空券、請求書などの取引書類）で、

時々その書類にページ（関連するメモなど）を追加する必要があるようなジョブを設

定する場合に役立ちます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブ名を選択し、［スキャン］タブを表示

します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. ［イメージ］ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージをスキャン

する場合は、［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィンドウの緑色の［スキャン

開始］アイコンをクリックします。

5. カーソルを使って、イメージ上のOCRテキストがある場所にOCRゾーンを定義

します。OCR添付用に定義されたゾーンは、バッチ内の他のすべてのページで空

白でなければなりません。［OCRゾーンの設定］ダイアログボックスが表示され

ます。

6. ［セパレーション］で、［次のページは現在のドキュメントに入れる］を選択しま

す。このオプションは、1つの添付ページに対してのみ有効です。複数のページを

添付する場合、OCRゾーンを添付ページ毎に適用してください。添付ページ用の

OCRゾーンはインデックス作成に利用できません。

7. OCRゾーンのあるページ（両面）を削除して、次のページを添付ファイルとして

使用する場合は、［ページの削除］オプションを選択します。このオプションは、

次のページが添付ファイルであるとヘッダを設定する場合に有効です。

8. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、ダイアログボックスを閉じます。
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OCRゾーンのテスト イメージから新しいOCRゾーンを定義する場合、そのゾーンが読み取り可能か自動的

にチェックされます。ただし、その後にOCRゾーンを編集したり、プロパティを変更

した場合、そのゾーンが読み取り不可能になっている可能性もあります。OCRゾーンを

テストして、読み取りが可能であることを確認できます。

1. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］を選択します。［ジョブセットアップ］ダイ

アログボックスが表示されます。

2. ［ジョブ名］ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、［スキャン］

タブを表示します。

3. ［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。［OCRゾーンごとにセ

パレーション］ウィンドウが表示されます。

4. [ バーコード /OCR/ マーク検知ゾーンを全てテスト ] アイコンをクリックしてすべ

ての OCR ゾーンをテストするか、[選択したバーコード /OCR/マーク検知ゾーン

のテスト ]をクリックして OCR ゾーンを個別にテストします。[バーコード /OCR/
マーク検知の値 ] ダイアログボックスが表示されます。

5. 値を確認したら、［OK］をクリックして［OCRゾーンごとにセパレーション］ウィン

ドウに戻ります。

6. ［OK］をクリックします。OCRゾーン設定を変更した場合は、再度テストを行っ

てください。

カラースキャン時にセパ

レータを使用

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、セパレータ（バーコードゾーン、OCR
ゾーン、パッチコード）のあるカラー、グレー、白黒イメージをスキャンできます。イ

メージは分割や結合も可能です。カラー /グレーイメージを素早く、高精度に区別する

ために、キャプチャ プロ ソフトウェアはセパレータ読取り用に白黒イメージを作成、

使用します。

カラー /グレーイメージと白黒イメージの両方をスキャンする場合に、ソフトウェアが

バーコードゾーン、パッチコード、OCRゾーンを検知すると、ソフトウェアは 4 つの

ページイメージをすべて削除するか、新規 /現在のドキュメントやバッチに添付しま

す。この処理は、［バーコードゾーン設定］ダイアログボックス、［パッチコード設定］

ダイアログボックス、［OCRゾーン設定］ダイアログボックスでの設定内容に応じて

行います。

カラー /グレーイメージのみをスキャンする場合、ソフトウェアは白黒イメージを複製

して読み取りに使用します。この白黒イメージは表示、出力されません。バーコード

読み取り、パッチコード読み取り、OCRインデックス作成のために使用されます。
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バーコードゾーン /OCR
ゾーンスキャンのための

カラーイメージの設定 

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、バーコードデータやOCR文字列の取得

にカラーやグレースケールのイメージを使用できます。ただし、白黒のイメージを使

用した方が、キャプチャ プロ ソフトウェアの処理速度と信頼性が高まります。

1. ［スキャン］ >［ページセットアップリスト］を選択します。［ページセットアップ

リスト］ダイアログボックスが表示されます。

2. リストからデュアルストリームのページセットアップを選択します（例：カラーお

よび白黒 - 200 DPI - 白紙ページを削除）。

3. スキャナーにカラー /グレー原稿をセットして、緑色の［スキャン開始］アイコンを

クリックします。イメージビューアにイメージが表示されます。

4. バーコード /OCRゾーン対象の白黒イメージを選択し、マウスの右ボタンをクリッ

クしてイメージコンテキストメニューを表示します。

5. ［編集］ >［バーコード /OCRセットアップにイメージをコピー］を選択します。

［ジョブセットアップにイメージをコピー］ダイアログボックスが表示されます。

6. テキストボックスにイメージ名を入力して、［OK］をクリックします。

7. ［ファイル］ >［ジョブセットアップ］をクリックします。［ジョブセットアップ］

ダイアログボックスが表示されます。

8. ［スキャン］タブを表示して、［セパレーション］ >［バーコードゾーンを使用］、ま

たは［セパレーション］ >［OCRゾーンを使用］を選択します。選択内容によっ

て、［バーコードゾーンごとにセパレーション］/［OCRゾーンごとにセパレーション］

ウィンドウが表示されます。

9. ［イメージ］ドロップダウンボックスに新しいイメージ名が表示されます。前述の

バーコードゾーンとOCRゾーンの定義手順に従います。

10.［OK］をクリックします。
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バーコードおよびOCR
の免責条項

Copyright 2000-2011, AllMyPapers, All Rights Reserved.

この製品には、OmniPage/-E OCR software © 1995-2012 Nuance
Communications, Inc. All Rights Reserved が含まれます。

コダック キャプチャプロソフトウェアには、以下の OCR/ バーコード / マーク検知関

連の免責条項が適用されます。

本製品には 先端の OCR/ バーコード / マーク検知技術が採用されていますが、あらゆ

る環境における認識精度を保証するものではありません。すべてのソフトウェア / 文書

は、OCR/ バーコード / マーク検知の認識精度を明示的または黙示的に保証しない形で

提供されています。

Kodak Alaris Inc. および販売代理店は、 コダック キャプチャプロソフトウェアの OCR/
バーコード / マーク検知認識技術から得られる情報の改変、複製、コピー、変換により

生じた不法行為や権利侵害による直接的または間接的な誤用や損害について、いかな
る責任も負いません。
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マーク検知ゾーンの
使用

マーク検知は、意図した情報を伝達するインクマークが特定の領域内に存在し
ているか、存在していないかを検出する方法です。

高い精度を得るには優れた記入用紙の設計と明確な記入例が非常に重要です。
その記入例の中に良い例と悪い例を印刷することが推奨されます。回答者には
濃紺か黒のボールペンで記入用紙を埋めるように勧める必要があります。鉛筆
は避けるべきです。記入フォーム色をドロップアウトスキャンした場合、イン
クカラーを持つボールペンはドロップアウトカラーに近いためです。

マーク検知では以下を定義できます。

• マーク検知ゾーンの名前。

• マークを読み取る物理的な位置（イメージ上のゾーン）。

• マーク検知時の値。

• マーク非検知時の値。

• 四角や丸などのマーク記入フレームの有無。

• ランダムな汚れやスクラッチ「ノイズ」による、マークを判別する感度。

• 1 セットの値を返すマーク検知ゾーンのグループ。

[ジョブセットアップ ] ダイアログボックスの [スキャン ] タブにあるバーコー

ド /OCR/ マーク検知セットアップを使用して、1 つ以上のマーク検知ゾーン

にマーク検知パラメータを設定します。

注：

• マーク検知ゾーンに対してバッチやドキュメントセパレーション機能
はありません。

• 高の結果を得るには、解像度 300 dpi のイメージを使用してください。
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マーク検知設定用のイメー
ジのスキャン

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、マーク領域、またはマーク領域

グループのステータスをスキャンして保存できます。

マーク検知を使用するには：

• マーク領域のあるイメージをスキャンする。

• マーク検知ゾーンを指定する。

• オプションのマーク検出ゾーンのグループを設定する。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアでは、[ マーク検知 ] ウィンドウから

直接マーク検知イメージをスキャンして、表示、設定、編集ができます。

1. [ ファイル ]> [ ジョブセットアップ ] を選択します。[ ジョブセットアップ ]
ダイアログボックスが表示されます。

2. [ ジョブ名 ] ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. [ スキャン ] タブを開き、 [ バーコード、OCR & マーク検知 ] を選択します。

[ マーク検知 ] ウィンドウが表示されます。

4. 緑色の [ スキャン開始 ] ボタンを選択します。[ イメージのスキャン ] ダイ

アログボックスが表示されます。

5. 原稿をフィーダに正しくセットし、[ スキャン開始 ] をクリックします。ダ

イアログボックスにイメージが表示されます。イメージはまっすぐにス
キャンしてください。現在のページセットアップに設定されているパラ
メータが使用されます。

注：

• スキャンされたイメージには、現在の設定の自動回転、自動クロッピング、
傾き修正を適用されてから表示されます。

• イメージが適切な場合は、 [ イメージ名 ] フィールドにイメージ名を入力し

ます。イメージ名に次の文字は使用できません：: "  ?  .  <  >  \  /.

• イメージを破棄する場合は、[ キャンセル ] をクリックします。

• マーク検知ゾーンを定義するには、[ イメージ ] ドロップダウンリストに 1
つ以上のイメージを保存してください。

• イメージビューア から [マーク検知 ] ウィンドウにイメージをコピーするこ

ともできます。この章の後半の「イメージを [ マーク検知 ] ウィンドウにコ

ピーする」を参照してください。

6. [OK] をクリックすると設定内容が保存されます。
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マーク検知ゾーンの作成と
選択

インデックス作成用にマーク検知イメージを使用する前に、1 ～複数のマーク

検知ゾーンを作成し、選択する必要があります。マーク検知ゾーンは、マークを
探す位置を示すために作成します。複数のマーク検知ゾーンをグループ化し、
1 つのインデックスフィールドに値を入力できます。

1. [ ファイル ]> [ ジョブセットアップ ] を選択します。[ ジョブセットアップ ]
ダイアログボックスが表示されます。

2. [ ジョブ名 ] ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択し、[ ス
キャン ] タブを表示します。

3. [ バーコード、OCR & マーク検知 ] を選択します。[ バーコード、OCR &
マーク検知 ] ウィンドウが表示されます。

4. [ イメージ ] ドロップダウンリストからイメージを選択します。イメージを

スキャンする場合は、[ バーコード、OCR & マーク検知 ] ウィンドウの [ ス
キャン開始 ] アイコンをクリックします。

• マーク検知ゾーンを定義する位置の左上にマウスカーソルを移動しま
す。

• マークのフレーム（四角、丸、楕円など）を含むゾーンをマーク検知領
域の周囲に指定する場合、フレームの周囲の約 6 mm 以上の空きを残し

ておきます。

• フレームが無い（空白の領域またはマーク用の線など）ゾーンをマーク
検知領域の周囲に描画する場合、ゾーン内に文字や他の要素が存在しな
いことを確認してください。

5. マウスの左ボタンをクリックしながらカーソルをドラッグして、マーク領
域の周囲に四角形のゾーンを作製します。マウスボタンを離すと、 [ マーク

検知ゾーンの設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

6. [ ゾーン名 ] フィールドに、マーク検知ゾーンの名前を入力します。ゾーンを

保存するには、名前を指定する必要があります。

7. その他の項目を設定したら、[OK] をクリックしてダイアログボックスを

閉じ、[ マーク検知 ] ウィンドウに戻ります。フィールドの説明は、次の

「[ マーク検知ゾーンのセットアップ ] ダイアログボックス」を参照してく

ださい。

8. [OK] をクリックして設定情報を保存し、[ ジョブセットアップ ] ダイアロ

グボックスを閉じます。
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マーク検知ゾーンの
編集

1. [ ファイル ]> [ ジョブセットアップ ] を選択します。[ ジョブセットアップ ]
ダイアログボックスが表示されます。

2. [ ジョブ名 ] ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. [ スキャン ] タブを開き、 [ バーコード、OCR & マーク検知 ] を選択します。

[ バーコード、OCR & マーク検知ゾーン ] ウィンドウが表示されます。

4. 変更するマーク検知ゾーンをクリックします。

5. マウスのボタンを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、[ ゾー

ンプロパティ ] をクリックします。[ マーク検知ゾーンの設定 ] ダイアログ

ボックスが表示されます。

6. 設定内容を変更したら、 [OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じ

ます。

7. [OK] をクリックして設定情報を保存し、[ ジョブセットアップ ] ダイアロ

グボックスを閉じます。

8. マーク検知ゾーンの編集後、[ 選択したバーコード /OCR/ マーク検知ゾー

ンのテスト ] 機能を使用してマーク検知ゾーンをテストします。

マーク検知ゾーンの
削除

1. [ ファイル ]> [ ジョブセットアップ ] を選択します。[ ジョブセットアップ

] ダイアログボックスが表示されます。

2. [ ジョブ名 ] ドロップダウンリストからジョブセットアップを選択します。

3. [ スキャン ] タブを開き、 [ バーコード、OCR & マーク検知 ] を選択します。

[ バーコード、OCR & マーク検知ゾーン ] ウィンドウが表示されます。

4. 削除するマーク検知ゾーンをクリックします。

5. [ 削除 ] をクリックします。

6. [OK] をクリックして設定情報を保存し、[ ジョブセットアップ ] ダイアロ

グボックスを閉じます。



A-61750_ja  2016 年 3 月 4-41

[ マーク検知 ] ウィン

ドウへイメージをコ
ピー

マーク検知のあるイメージを イメージビューア から [ マーク検知 ] ウィンド

ウにコピーして、マーク検知ゾーンを作成できます。

1. メインウィンドウ で、マークのあるイメージをスキャンします。

2. イメージビューアで、コピーするイメージを選択し、右クリックします。

3. [ ジョブセットアップにイメージをコピー ] を選択します。[ ジョブセット

アップにイメージをコピー ] ダイアログボックス が表示されます。

4. [イメージに名前を付けて保存] フィールドに適切なイメージ名を入力します。

5. [OK] をクリックします。これで [ マーク検知 ] ウィンドウにイメージを表

示して、マーク検知ゾーンを作成できるようになりました。

[ マーク検知 ] ウィンドウでマーク検知イメージをスキャンすることもできま

す。この章の前半の「マーク検知設定用のイメージのスキャン」を参照してく
ださい。
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[マーク検知ゾーンの設定 ] 
ダイアログボックス

このダイアログボックスを使用して、マーク検知ゾーンの名前の指定、マーク
の検出方法の指定、グループ化した複数のゾーンから 1 つの結果の生成（オプ

ション）を行います。

ゾーン名 — マーク検知ゾーンの名前を入力します。この名前はマーク検知を

識別するもので、デフォルト値のリストのインデックス設定に「MD_[ ゾーン

名 ]」として表示されます。

埋め込み値 — マークが検出された場合、ゾーンは設定した値を返します。値

は、「1」や「このチェックボックスはマークされました」などの文字列を設定

可能です。値は空白のままにもできます。

ゾーンがマーク検知ゾーンのグループに追加されている場合、この値はゾーン
グループから返される値として使用されます。詳細については、後述する「マー
ク検知ゾーングループの設定」のセクションを参照してください。

非埋め込み値 — 「マークなし」として検出された場合、ゾーンは設定した値を

返します。値は、「0」や「このチェックボックスはマークされていません」な

どの文字列を設定可能です。値は空白のままにもできます。

ゾーンがマーク検知ゾーンのグループに追加されている場合、この値は使用さ
れません。ゾーンのグループから返される非埋め込み値は、グループ設定で定
義します。詳細については、後述する「マーク検知ゾーングループの設定」の
セクションを参照してください。

読取り面表面 / 裏面 — マーク検知がイメージの表面、裏面のいずれにあるの

かを選択します。

フレーム：フレームまたはフレームなし — フレームは、四角、丸、楕円などが

使用可能です。その中にマークが記入されることになります。フレームの寸法
は、縦横 低 50 ピクセルが必要で、300 dpi 解像度の場合は 4 mm（0.2 インチ）

となります。
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• [ フレーム ] が選択された場合、X、黒丸、丸印、縦線または横線などでマー

クされます。推奨のマーク形状は X または黒丸です。フレーム領域内の微

量の黒ピクセルは、結果としてマーク検知ゾーンの「マークあり」の値に
なります。

• [ フレームなし ] が選択された場合、近くの黒ピクセルは、結果としてマーク

検知ゾーンの「マークあり」の値になります。記入フォームにマークの枠が
あり、枠がカラードロップアウトされる場合、[ フレームなし ] オプションを

選択します。

マーク感度：低～高 — 高品質印刷の記入フォームをスキャンする場合は、感

度を [ 高 ] に設定します。[ 高 ] が選択された場合、マーク近くにある微量の

黒ピクセルは、結果として「マークあり」の値になります。低品質フォームの
場合、低い感度を設定することで染みや薄い紙の繊維が無視されることにな
り、結果として処理は成功します。

ゾーンのグループへの追加 — 該当のマーク検知ゾーンが他のマーク検知ゾー

ンと関連付けられており、関連付けられたゾーンのグループに対して 1 つの選

択結果が必要な場合、このオプションを選択します。たとえば、「好き」、「嫌
い」、「どちらでもない」という 3 つのチェックボックスがある記入フォームが

ある場合、3 つのマーク検知ゾーンが定義され、いずれか 1 つが選択されま

す。このオプションが選択された場合、これら 3 つのマーク検知ゾーンは同じ

グループに追加されることになります。

特定ページへのマーク検知
ゾーンの適用

すべてのマーク検知ゾーンを適用するページの選択方法に関する詳細は、本章
の前半にある「ゾーンぺージの設定」を参照してください。
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マーク検知ゾーングループ
の設定

「マーク検知ゾーンの設定」で説明した様に、記入フォーム上の各マークに対
してマーク検知ゾーンを作成、設定します。個々のマーク検知ゾーンは、マー
ク領域が「マークあり」か「マークなし」かに応じて値を返します。これは簡
単な「はい」、「いいえ」の質問に対して有効です。複数の回答が予想される
が、1 つの回答が望ましい質問の場合、マーク検知ゾーンを「グループ化」す

ることができます。

たとえば、「飛行機で旅行する場合、座席の位置はどれがよいですか？」とい
う質問の場合、予想される 3 つの回答として「通路側」、「窓側」、「気にしな

い」が挙げられます。3 つのマーク検知ゾーンが作成され、いずれか 1 つが選

択されることになります。これら 3 つのマーク検知ゾーンはすべて新規マーク

検知グループに追加されます。この質問に対して 1 つのインデックスフィール

ドを作成し、マーク検知グループはインデックスフィールドのデフォルト値と
して使用されます。第 2 章の「[ ジョブセットアップ - インデックス ] タブ」の

「ドキュメントインデックスフィールドの追加」を参照してください。

マーク検知ゾーンをグループに追加するには：

1. [ ゾーンのグループへの追加 ] を選択します。既存のマーク検知グループ

のリストが表示されます。該当のマーク検知ゾーンを追加するグループを
選択します。

• マーク検知グループが存在しない場合、[ 新しいゾーングループの作成

] ダイアログボックスが表示されます。

• 新規グループの名前を入力して、[OK] をクリックします。
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2. [ グループの追加 / 編集 ] を選択します。[ マーク検知ゾーングループ ] ダ
イアログボックスが表示されます。

• グループリスト — 現在のマーク検知グループの名前を表示します。他の

マーク検知グループを表示する場合はドロップダウンリストをクリッ
クします。

• 選択値なし — グループ内のどのマーク検知ゾーンでもマークが検知さ

れなかった場合、グループはこの値を返します。値は、「0」や「選択な

し」などの文字列が設定可能です。また、この値は空白にもできます。

• グループのプロパティ — -> ボタンを使用して、グループに追加する

マーク検知ゾーンを選択し、ゾーンを [ グループ外のゾーン ] リストから

[ グループ内のゾーン ] リストに移動します。

3. ボタンを使用して、グループに含めないマーク検知ゾーンを選択し、ゾー
ンを [ グループ内のゾーン ] リストから [ グループ外のゾーン ] リストに移

動します。

4. [OK] をクリックします。
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5  ページセットアップ 

目次 ［ページセットアップ］ダイアログボックス .................................................... 5-1

［イメージ］タブ ....................................................................................... 5-2
［自動削除］タブ ....................................................................................... 5-4

設定のテスト ......................................................................................... 5-5
複数イメージの分割 .................................................................................. 5-7

単一イメージの分割 .................................................................................. 5-8
［結合］タブ .............................................................................................. 5-9
インテリジェントQC.............................................................................. 5-10

［ページセットアップ］

ダイアログボックス

［ページセットアップ］ダイアログボックスでは、イメージの定義、イメージスキャン

パラメータの自動削除、イメージの分割、イメージの結合などの設定ができます。

［ページセットアップ］にアクセスするには、［ファイル］ >［ページセットアップ］と

クリックします。

ページセットアップ名 - ドロップダウンリストから、既存のページセットアップを選

択します。

アイコン

追加：新しいページセットアップを追加できます。

名前の変更：［名前の変更］ダイアログボックスを表示します。ここで
は、現在選択されているページセットアップの名前を変更できます。

削除：選択したページセットアップを削除します。



5-2 A-61750_ja  2016 年 3 月
 

イメージタブ - イメージ設定などを定義できます。

［自動削除］タブ - スキャンイメージが設定値に該当する場合、イメージを削除します。

［分割］タブ - スキャンイメージが設定値に該当する場合、イメージを分割します。

［イメージの結合］タブ - スキャンページの表面と裏面を結合して単一のイメージを生

成します。

［インテリジェントQC］タブ - 次のオプションを設定して、イメージの処理中に適用

できます：自動方向修正、2値化、パンチ穴除去。

OK - 設定内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル - 変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

適用 - ダイアログボックスを閉じないで、ダイアログボックスの変更内容を更新します。

［イメージ］タブ ［イメージ］タブでは、スキャナーのパラメータや、出力前のイメージ処理を設定でき

ます。

セットアップ -［セットアップ］をクリックすると、TWAINデータソースが表示され、

スキャンの設定が行えます。設定に関する詳細は、ご使用のスキャナーのユーザーズ

ガイドを参照してください。

スキャンする前に設定を表示する - このオプションを選択した場合、［スキャン開始］

アイコンのクリック時にTWAINデータソースが表示されます。

フラットベッドのスキャン間隔 - 次の原稿をフラットベッドにセットできるように、

スキャンの間に待機する時間を設定します。ドロップダウンリストから待機時間を選

択してください。
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ソフトウェアの回転 - スキャン後にイメージを自動回転します。［なし］、［90］、［180］、
［270］度を選択します。設定を選択すると、回転後のイメージの状態を示すアイコン

が表示されます。

注： TWAINデータソースでこの回転を設定すると、［イメージ］タブによる［ソフト

ウェア回転］を利用する場合と比較して、スキャンのパフォーマンスが向上する

ことがあります。

両面モード - ドロップダウンリストから［クラシック］または［カレンダ］モードを

選択します。選択内容に応じたアイコンが表示されます。オリジナルイメージとアイ

コンを比較して、クラシックレイアウトかカレンダレイアウトかを確認できます。

• クラシック - 一般的に複数ページのレポートに使用されます。両面モードは、裏面

イメージに対応した表面イメージの回転方法に影響します。ドキュメント全体の回

転（0、90、180、または270）は設定されません。

クラシック：両面モードを使用する場合、表面イメージと裏面イメージの対応は次

のようになります。

0回転した表面は、裏面では0回転。

180回転した表面は、裏面では180回転。

90回転した表面は、裏面では270回転。

270回転した表面は、裏面では90回転。

• カレンダ：一般的にチラシ、会計報告、壁用カレンダなどに利用されます。［両面

モード］オプションは、表面イメージが裏面イメージに対してどのように回転する

かにのみ影響します。ドキュメント全体の回転（0、90、180、または270）は

設定されません。

• カレンダ：両面モードを使用する場合、表面イメージと裏面イメージの対応は次の

ようになります。

0回転した表面は、裏面では180回転。

180回転した表面は、裏面では0回転。

90回転した表面は、裏面では90回転。

270回転した表面は、裏面では270回転。

イメージの順番 - イメージを選択し、［上に移動］または［下に移動］することでボッ

クスに表示するイメージの順序を変更します。

オーバークロップ - イメージのすべての端を、1/100インチ単位で切り取ります。

OK - 設定内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル - 変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

適用 - ダイアログボックスを閉じないで、ダイアログボックスの変更内容を更新します。
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［自動削除］タブ ［自動削除］タブでは、イメージを自動的に削除するオプションを設定できます。内容

のないイメージや、非常に込み入ったページ（申込用紙裏面の細かい約款など）を自

動的に削除できます。自動削除設定は、表面と裏面がそれぞれ独立して指定されます。

カラー、グレースケールおよび / または白黒のイメージタイプを同時にスキャ

ンする場合、自動削除設定も独立して設定されます。そのため、選択したイ
メージタイプのみ削除するように選択できます。

自動削除を使用する場合は、［テスト］オプションを使用して、削除の対象になる典型

的な原稿をスキャンすることを推奨します。［テスト］オプションの結果によって、自

動削除の設定に［イメージのサイズ（バイト）］オプションまたは［イメージの内容

（%）］オプションのいずれを使用するか判断できます。詳細は次の「設定のテスト」を

参照してください。

• イメージが次のサイズ以上（バイト） - 説明的で込み入った内容を多く含むページを

削除する場合は、このオプションを選択します。たとえば、表面 /裏面ページに

似たような内容（保険の書類など）の原稿で、表面の内容は保存する必要があり、

裏面の内容は要求の申立て方法が記載されている（保存の必要はない）ような原

稿をスキャンする場合、バイト数を指定し、イメージファイルがその値を超過す

る場合は削除するように値を入力します。この値を超えるイメージは、すべて大

き過ぎると判断され、削除されます。

• イメージが次のサイズ未満（バイト） - 内容がない、または内容が少ないページを

削除する場合は、このオプションを選択します。白紙と判断するイメージファイ

ルの容量を入力します。この値を下回るイメージは、すべて白紙と判断され、削

除されます。



A-61750_ja  2016 年 3 月 5-5

• イメージの内容が次のパーセント以上（%） - イメージが大き過ぎると判断される

値をパーセントで指定する以外は、［イメージのサイズ（バイト）が大きい］オプ

ションと似ています。この値を超えるイメージは、すべて削除されます。

• イメージの内容が次のパーセント未満（%） - イメージが白紙または小さ過ぎると

判断される値をパーセントで指定する以外は、［イメージのサイズ（バイト）が小

さい］オプションと似ています。この値を下回るイメージは、すべて白紙と判断

され、削除されます。白紙ページがある場合は、この設定を使用します。

注：

• ［イメージのサイズ（バイト）］オプションを選択すると、解像度、圧縮率など

の別の要素がイメージのサイズに影響を与えます。

• ［イメージの内容 (%)］オプションでは、イメージに含まれる情報で判断され

るので、イメージのサイズ、解像度、圧縮率などが変化する場合、より一貫性

があり、確度の高いオプションです。

無効 - ソフトウェアにイメージを自動削除されないようにする場合は、［無効］をク

リックします。

読取り面の白黒とカラーの白紙イメージを削除 - 白黒イメージとカラー/グレーイメー

ジの両方を削除します。

Intelligent QC 後にイメージを削除 — Intelligent QC イメージ処理機能を、

削除する前のイメージで実行したい場合に、このオプションを選択します。例
えば、カラーイメージを削除する前に、カラーイメージからグレースケールイ
メージを作成したい場合などです。

テスト -［テストイメージ］ダイアログボックスを表示します。このダイアログボック

スでは、サンプル画像をスキャンして、設定を確認できます。

OK - 設定内容を保存して、ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル - 変更を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

適用 - ダイアログボックスを閉じないで、ダイアログボックスの変更内容を更新します。

設定のテスト ［イメージのテスト］ダイアログボックスを使用して、削除設定にイメージが一致する

かどうかをテストします。削除対象のイメージが削除され、保存対象のイメージが保

存されることを確認するために、設定をテストすることを強く推奨します。
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1. ［自動削除］タブの［テスト］をクリックして、［イメージのテスト］ダイアログ

ボックスを表示します。
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2. 自動削除用にテストする原稿の一部をスキャナーにセットします。

3. 原稿をスキャンする前に、ドロップダウンリストから［白黒表面］、［白黒裏面］、

［カラー表面］、［カラー裏面］を選択します。

注：ドロップダウンリストに表示されるオプションは、ページセットアップの設

定に依存します。

4. ［スキャン開始］アイコンをクリックします。結果が［テスト結果］ボックスに表

示されます。

• イメージが白紙なのか、または白紙ではないのかを示します。

• イメージサイズは - （バイト）です：テストイメージのサイズ（バイト）です。

• 内容量は - （%）です：テストイメージの内容の割合（パーセント）です。

5. ［イメージサイズ（バイト）］、［コンテンツは - %］のテスト結果ボックスに表示さ

れた値を評価します。

注：［テスト結果］ボックスに表示された値に基づき、入力した値を再度調整しま

す。たとえば、白紙イメージの代表的なイメージバイトサイズが799バイト

で、一般的な白紙イメージが900バイトの場合、［自動削除］タブの［イメー

ジサイズ（バイト）］フィールドには850バイトの値を入力するとよいでしょう。

6. ［OK］をクリックします。

注： テストイメージスキャン中は、［分割］と［結合］のオプションは無視されます。

イメージの分割 イメージの分割は、フォームの画像処理に利用できます。折りたたまれたフォームを

スキャンする場合は、フォームの登録や確認の精度を向上させるために複数の小さな

イメージに分割します。コダック キャプチャ プロ ソフトウェアソフトウェアは、イ

メージの分割、イメージのソートを行って、イメージからのデータを正しい順番で抽

出します。

分割は、1/100インチ単位で 小～ 大幅の間に適合するページに実行します。分割処

理は垂直分割で、ページは左、中央、右に均等に分割されます（3分割の場合）。分割

はイメージ回転後に行われます。スキャナーの搬送部よりも幅が広いため横向きでは

スキャンできない大きなフォームの場合、回転が必要になります。

スキャン方法に応じて、［ページセットアップ］ダイアログボックスの［イメージ］タ

ブで［ソフトウェア回転］オプションを設定します。

分割後は、奇数のイメージが表面イメージ、偶数のイメージが裏面イメージとみなさ

れます。キャプチャ プロ ソフトウェアは結合 /分割処理後すぐに結果を表示するため、

ページ設定をテストして必要に応じて変更できます。

片面イメージをスキャンする場合（または、フラットベッドでスキャンする場合）は、

表面画像だけが分割されます。
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イメージの分割 スキャン時にイメージを分割するには：

1. ［ページまたはイメージを分割］チェックボックスをクリックします。

注：結合オプションと分割オプションの両方を同時に選択できません。［結合］オ

プションを無効にするには、［結合］タブを表示して［表面と裏面を単一イ

メージに結合］チェックボックスの選択を解除します。

2. ［分割イメージ数］ドロップダウンリストから、2～12個のイメージを選択します。

3. ［幅が次の範囲内の場合にイメージ分割］フィールドから、ページまたはイメージ

の幅の範囲を設定します。ページの幅が指定範囲内の場合、分割されます。表面ま

たは裏面のどちらかが範囲外の場合は、両面とも分割されません。

4. ［表面］または［裏面］（あるいはその両方）を選択し、分割を有効にします。選択

内容を表す図が表示されます。たとえば、両方のチェックボックスを選択した場

合、赤い「X」があるアイコンが各読み取り面に表示されます。

イメージを出力する順番に合わせて、各イメージセグメントをクリックします。イ

メージセグメントをクリックしていくと、赤い「X」が消えます。

赤い「X」が残っているイメージセグメントは削除され、出力されません。このオ

プションは、 後のページが常に白紙になるパンフレットなどの場合に有効です。

注：片面スキャナーを使用している場合、表面と裏面の両方を選択すると分割さ

れません。分割させるには、表面を選択します。

5. 必要に応じて、［順序のリセット］をクリックし、出力順を削除し、 初からやり

直します。

6. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ページセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。
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［結合］タブ スキャン時に両面イメージを結合するには：

1. ［表面と裏面を1イメージに結合］チェックボックスをクリックします。

注：結合オプションと分割オプションの両方を同時に選択できません。分割オプ

ションを無効にするには、［分割］タブを表示して［ページまたはイメージを

分割］チェックボックスの選択を解除します。

2. ［幅が次の範囲内の場合］または［高さが次の範囲内の場合］フィールドで、結合

される表面と裏面のイメージに対するイメージの幅と高さの 小値と 大値を

1/100インチ単位で設定します。これらのパラメータに適合するイメージだけが結

合されます。他のイメージは結合されません。

3. 結合するイメージの方向を［横］または［縦］で選択します。

4. ［表面、裏面］または［裏面、表面］をクリックし、結合する表面と裏面の順序を

選択します。

5. ［OK］をクリックして設定情報を保存し、［ページセットアップ］ダイアログボッ

クスを閉じます。
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［Intelligent QC］タブ ［ページセットアップ］ダイアログボックスの［インテリジェントQC］タブを使用す

ると、スキャン中に実行する以下のイメージ処理機能を設定できます。

• 自動方向修正

• 2値化

• カラーからグレースケールを作成

• パンチ穴除去

• 自動クロッピング

• 自動傾き修正

自動方向修正 自動方向検出は、原稿の内容を解析し、スキャンイメージが正像になるように回転し

ます。ページの表面の方向を修正する［表面の自動イメージ回転］を選択するか、ペー

ジの裏面の方向を修正する［裏面の自動イメージ回転］を選択できます。

2値化 2値化は、カラーイメージまたはグレーイメージを白黒イメージに変換します。スキャ

ナーが、カラーまたはグレーでスキャンするように設定する必要があります。ス

キャン中、イメージが黒白に変換され、ノイズがチェックされます。過度のノイズが

検出された場合、イメージにフラグが設定され、目的のイメージの画質をさらに向上

できます。

画像調整

• 2 値化 -［コントラスト］を調整するには、このオプションを選択します。

- コントラスト - 各イメージのコントラストを設定します。原稿のセットに、文字

のかすれや色の付いた背景／暗い背景を持つイメージが含まれている場合、コン

トラストを上げることをお勧めします。

原稿が薄紙で、裏面の内容が表面に透けて見える場合、コントラストを下げるこ

とでより良い結果が得られる可能性があります。多くの場合、コントラストを0に

設定すると 適な結果が得られます。
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イメージ維持オプション

• すべてのイメージを保持 - デフォルトでは、フラグが設定されたカラーイメージ

またはグレーイメージが白黒イメージを含むバッチに残り、これらのイメージが

スキャン後に修正できます。フラグが設定されているかどうかにかかわらず、ス

キャナーから送信されたすべてのイメージを修正できるようにカラーイメージや

グレーイメージをすべて保存するには、このボックスを選択します。

注：

• コダックスキャナーを［しきい値 - インテリジェントQC］を有効にして使用す

る場合、スキャナーがノイズが多すぎると判断したイメージに対してのみ、グ

レースケールイメージが提供されます。

•［すべてのイメージを保持］を選択して自動削除を使用すると、自動削除の処理が

優先されます。

• 出力後、カラーイメージまたはグレースケールイメージを保持しない場合は、ジョ

ブセットアップの［出力］タブで［白黒］チェックボックスのみを選択します。

カラーからグレースケールを
作成

[ カラーからグレースケールを作成 ] は、スキャナーから送信されるカラーイ

メージごとにグレースケールイメージを作成します。カラーとグレースケール
両方のイメージがバッチに追加されます。必要な設定はありません。

パンチ穴除去 パンチ穴除去は、原稿端の近くにある丸形や長方形の穴を埋めます。

スキャナーの背景は黒にする必要があります。ページの表面のパンチ穴を除去する［表

面のパンチ穴除去］、またはページの裏面のパンチ穴を除去する［裏面のパンチ穴除

去］を選択できます。

自動クロッピング 自動クロッピングはスキャンイメージをクロッピングして、イメージの端に表れるこ

とのある背景の境界線を削除します。スキャナーに自動クロッピング機能がある場合

は、そちらを使用することを推奨します。設定は必要ありません。

自動傾き修正 自動傾き修正はイメージのわずかな傾きや歪みを修正します。この機能が選択される

と、自動クロッピングも自動的に選択されます。設定は必要ありません。
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6   便利なショートカット機能

目次 ボタンマネージャ .......................................................................................... 6-1

［ショートカットセットアップ］ダイアログボックス ....................................... 6-2

ボタンマネージャ スキャンのショートカットを作成すると、各ショートカット名をスキャナーボタンの

特定の番号に割り当てることができます（スキャナーにボタンがある場合）。 大9個

のボタンを割り当てることができます。番号を割り当てると、スキャナーのコントロー

ルパネルのボタンで簡単にスキャンオプションを切り替えて使用できます。

［ボタンマネージャ］ダイアログボックスを開くには：

1. システムトレイ内のコダック キャプチャ プロ ソフトウェアのアイコンを右クリッ

クし、［ボタンのセットアップ］をクリックします。

［ボタンマネージャ］ダイアログボックスが表示されます。

2. ボタン 1 から 9 に対して、スキャナーに実行させるアクションをドロップダウン

リストから割り当てます。デフォルトは、アクションなしです。

3. ［ショートカットのセットアップ］をクリックすると、［ショートカットセットアッ

プ］ダイアログボックスが表示されます。ここでは、ジョブのショートカット名、

ページセットアップ、ジョブセットアップを割り当てることができます。

4. ［OK］をクリックします。

注： ボタンマネージャに問題が発生した場合、第 9章「トラブルシューティング」の

「よく受ける質問」を参照してください。
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［ショートカットセット

アップ］ダイアログボッ

クス

［ボタンマネージャ］ダイアログボックスから［ショートカットセットアップ］を選択

すると、［ショートカットセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。このダ

イアログボックスでは新しいジョブのショートカット作成や、現在選択しているジョ

ブショートカット名の変更や削除ができます。このダイアログボックスを使用して、関

連付けられているページやジョブセットアップを選択、変更ができます。

注： ボタンマネージャでは、コダック以外のスキャナーのボタンにショートカットを

割り当てることはサポートされていません。

1. ドロップダウンリストから該当するジョブショートカット名を選択します。アイ

コンを使用して、ジョブショートカットの追加、名前変更、削除ができます。

• ［追加］：［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示され、新しいジョブ

ショートカットを追加できます。

• ［名前変更］：［名前変更］ダイアログボックスが表示され、現在選択されてい

るジョブショートカットの名前を変更できます。

• ［削除］：確認ボックスが表示され、選択したジョブショートカットを削除でき

ます。

2. 必要に応じて、［ページセットアップ］ドロップダウンリストからページセット

アップを選択するか、［セットアップ］をクリックして［ページセットアップ］ダ

イアログボックスを表示し、新しいページセットアップを作成します。

3. 必要に応じて、［ジョブセットアップ］ドロップダウンリストからジョブセット

アップを選択するか、［セットアップ］をクリックして［ジョブセットアップ］

ダイアログボックスを表示し、新しいジョブセットアップを作成します。

4. ［OK］をクリックします。
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7   ユーザーとグループのセットアップ

目次 ［ユーザーセットアップ］ダイアログボックス ................................................. 7-1

［一般］タブ .................................................................................................. 7-1

Active Directoryを使用してユーザーとグループをセットアップ ...................... 7-2

［ユーザー］タブ............................................................................................ 7-3

ユーザーの追加 ......................................................................................... 7-3

グループへのユーザーの追加 ..................................................................... 7-4

ユーザーの削除 ......................................................................................... 7-4

パスワードのリセット................................................................................ 7-4

［グループ］タブ............................................................................................ 7-5

ユーザーグループの設定 ............................................................................ 7-6

グループの削除 ......................................................................................... 7-6

グループ名の変更...................................................................................... 7-6

［ユーザセットアップ］

ダイアログボックス

［ユーザセットアップ］ダイアログボックスでは、管理者がコダック キャプチャ プロ

ソフトウェアのユーザを設定、管理できます。ユーザーセットアップ機能は、キャプ

チャ プロ ソフトウェアの管理者権限を持つユーザーのみが設定できます。

［ユーザセットアップ］を開くには、［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し

ます。［ユーザセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

［ユーザセットアップ］ダイアログボックスには、［一般］、［ユーザー］、［グループ］の

3つのタブがあります。

［一般］タブ ［一般］タブでは、［Windowsユーザー IDログイン］チェックボックスを選択するこ

とで、ユーザのログイン機能を迂回できます。

Active Directoryサーバーでユーザー認証を行いたい場合は、Active Directory
チェックボックスをクリックしてください。
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Active Directory を

使用してユーザーとグ
ループをセットアップ

Active Directory にチェックを入れて新規ユーザーがログインすると、

Capture Pro Software はそのユーザーがメンバーになっている各 Active
Directory グループを確認して、一致する Capture Pro Software グループを

見つけます。新規ユーザーは、ユーザーの Active Directory グループに一致

する 初の Capture Pro Software グループに追加されます。

一致するグループが見つからない場合でも、新規ユーザーは Capture Pro
Software に追加され、ユーザーの Active Directory グループの 1 つを基にし

た新しいグループが Capture Pro Software に作成されます。デフォルトで

は、新しいグループには Capture Pro Software の許可またはジョブがありま

せん。ユーザー設定を変更することを許可されている Capture Pro Software
ユーザーが、ユーザー設定にアクセスして新しいグループの許可とジョブを割
り当てるか、または新規ユーザーを既存の Capture Pro Software グループに

割り当てる必要があります。

新規ユーザーが Active Directory グループのメンバーではない場合、ユーザー

は初めてログインするときに、少なくとも 1 つのグループのメンバーである

必要があることを伝える警告メッセージを受け取ります。

ユーザーが初めてログインする前に、Capture Pro Software システム管理者

（sysadmin）が、適切なグループを Capture Pro Software に追加することを

お勧めします。Capture Pro Software に入力されるグループ名は、Active
Directory で定義されたグループ名と一致する必要があります。

ユーザーが Capture Pro Software にログインしているときは、ユーザー名に

ドメインを含む必要があります。例：domain\UserID
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［ユーザ］タブ キャプチャ プロ ソフトウェアでユーザーとユーザーグループ設定して、特定のジョブ

や機能の使用を限定することができます。

新規ユーザーの追加 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択します。

2. ［ユーザ］タブを開きます。

3. ［新規］をクリックします。［新規ユーザ］ダイアログボックスが表示されます。

4. ユーザー名を［ユーザ名］フィールドに入力します。

5. このユーザーのパスワードを［パスワード］フィールドに入力します。

6. ［パスワードの確認］フィールドにパスワードを入力し、［作成］をクリックしま

す。このユーザーがリストに追加されます。

注：パスワードの変更は［ファイル］ >［パスワードの変更］と選択します。
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ユーザーのグループへの追加 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［ユーザ］タブを表示します。

［ユーザセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［ユーザ名］ドロップダウンリストからユーザー名を選択します。

3. ［グループに追加］ドロップダウンリストからグループ名を選択します。

4. キャプチャ プロ ソフトウェアが起動した際に、キャプチャ プロ ソフトウェアのロ

グイン機能を迂回して自動的にログインさせる場合は、［自動ログインを許可］を

選択します。

注：別のユーザーでログインする場合は、［ファイル］ >［ログアウト］を選択し、

新しいユーザーでログインします。

5. ［OK］をクリックします。

ユーザーの削除 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［ユーザ］タブを表示します。

［ユーザセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

2. 削除するユーザーを、［ユーザ名］ドロップダウンリストから選択します。

3. ［削除］をクリックします。確認ボックスが表示されます。

4. ［はい］をクリックすると削除が完了します。

5. ［OK］をクリックします。

パスワードのリセット 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［ユーザ］タブを表示します。

［ユーザセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

2. パスワードをリセットするユーザーを、ドロップダウンリストから選択します。

3. ［パスワードのリセット］をクリックします。［パスワードの変更 - sysadmin］ダ

イアログボックスが表示されます。

4. ［新しいパスワード］フィールドに新しいパスワードを入力します。

5. ［パスワードの確認］フィールドにパスワードを再度入力します。

6. ［OK］をクリックします。

注： パスワードの変更は［ファイル］ >［パスワードの変更］と選択します。
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［グループ］タブ ［グループ］タブを使用して、ユーザーグループの追加や削除、ジョブ権限の追加や削

除ができます。

ユーザーグループの設定 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［グループ］タブを表示します。

［ユーザーセットアップ］ダイアログボックスの［グループ］タブが表示されます。

2. ［追加］アイコンをクリックします。［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表

示されます。

3. 新しいグループ名を入力して、［OK］をクリックします。［グループ名］ドロップ

ダウンリストに新しいグループ名が表示されます。［説明］フィールドに注記を追

加することもできます。

注：新しいグループを作成する場合、まずグループを作成してから［ユーザ］タ

ブに移動して、グループのメンバーを追加してください。

4. ［メンバー］ボックス内の［追加］、［削除］、［すべてを追加］、［すべてを削除］ボ

タンを使用して、選択したグループのユーザーの移動を行います。［メンバー］ボッ

クスには、グループへの追加資格を持つすべてのユーザーが表示されています。新

しいグループの作成時は、［グループ外］フィールドと［グループ内］フィールド

は空白です。
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5. ［権限：機能］から、このグループのメンバーに利用を許すキャプチャ プロ ソフ

トウェアの機能、ツールバー、メニューを選択します。［すべて選択］や［すべて

選択解除］を使ってすべてをまとめて変更できます。デフォルトでは、すべてのソ

フトウェア機能とジョブが選択されています。

6. ［権限：ジョブ］から、このグループのメンバーに利用を許すジョブセットアップを

選択します。［すべて選択］や［すべて選択解除］を使ってすべてをまとめて変更

できます。

7. ［OK］をクリックします。

グループの削除 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［グループ］タブを表示します。

［ユーザーセットアップ］ダイアログボックスの［グループ］タブが表示されます。

2. 削除するユーザーを、［グループ名］ドロップダウンリストから選択します。

3. ［削除］アイコンをクリックします。確認ボックスが表示されます。［はい］をク

リックするとグループが削除されます。

注：グループを削除すると、そのグループ内のユーザーはグループから削除され

ますが、［グループ］リスト内ではなく、メンバーに戻ります。

グループ名の変更 1. ［ファイル］ >［ユーザーセットアップ］と選択し、［グループ］タブを表示します。

［ユーザーセットアップ］ダイアログボックスの［グループ］タブが表示されます。

2. 名前を変えたいグループを［グループ名］ドロップダウンリストから選びます。

3. ［名前の変更］アイコンをクリックします。［名前の変更］ダイアログボックスが表

示されます。

4. 新しいグループ名を入力して［OK］をクリックします。
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8   自動インポート

目次 概要.............................................................................................................. 8-1

自動インポートセットアップ.......................................................................... 8-2

自動インポートの使用 ................................................................................... 8-6

サーバ / サービス設定 ........................................................................................... 8-10

エラー処理 ............................................................................................................ 8-11

概要 自動インポートはスキャナーを使用したり、マニュアルでファイルを指定しなくても、

監視フォルダと呼ばれる指定ディレクトリを利用して、キャプチャ プロ ソフトウェア

にイメージをインポートすることができます。これは、「監視フォルダ」と呼ばれる特

別なディレクトリを監視することで実施されます。インポートされるファイルは、監

視フォルダ内のサブフォルダで、自動インポートまたはAIバッチフォルダと呼ばれる

サブフォルダにコピーされます。自動インポートを使用すると、まるでスキャナーを

接続したかのようにキャプチャ プロ ソフトウェアのワークステーションにイメージを

取り込むことが出来ます。

ファイルを自動インポートするには、監視フォルダ内にAIバッチフォルダを作成しま

す。AIバッチフォルダ（自動インポートバッチフォルダ）は、自動インポートの設定

時に指定された監視フォルダの中に自動的に作成されます。新規AIバッチが作成され

ると、カウントダウンタイマーが起動します。ユーザーはAIバッチフォルダにファイ

ル（退避させたサブフォルダのイメージの場合もあります）をコピーします。AIバッ

チフォルダに新規ファイルやフォルダがコピーされる毎にカウントダウンタイマーが

初期値にリセットされ、再度カウントダウンを開始します。タイマーの期限が過ぎる

と、AIバッチフォルダがロックされ、自動インポートのキャプチャキューの 後に追

加され、処理されます。詳細については、「自動インポートの使用」を参照してください。

AI バッチフォルダを作成できない MFP（マルチファンクションプリンタ）タイプのデ

バイスの場合、イメージファイルが監視フォルダに直接コピーされる場合があります。

自動インポート用にバッチ分割方法を設定すると、新規AIバッチ毎にキャプチャプロ

ソフトウェアの新規バッチを作成します。また、各ジョブセットアップとページセッ

トアップの設定に則って、インポート処理を実行します。各AIバッチは現在処理中の

バッチが確実に完了してから次の処理に進みます。

サポートされているイメージファイル形式：tiff、jpg、pdf、bmp、ioca、modca、gif、
cmp、png。
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自動インポートセット

アップ

1. ［スキャン］メニューから［自動インポートセットアップ］を選択します。［自動

インポートセットアップ］ダイアログボックスが表示されます。

注：このダイアログボックスにおける設定は、指定した自動インポートの場所（監

視フォルダ）に作成されたすべてのAIバッチに適用されます。

2. ［アプリケーションの起動時に自動インポートを自動的に開始］を選択すると、

キャプチャ プロの起動時に自動インポートの「ウォッチフォルダ」の監視が自動

的に開始されます。

3. 自動インポートの設定に名前を入力します。この名前は、ユーザーに分かりやすい

ような参照のためのもので、フォルダ名またはその他の特定の参照を指すものでは

ありません。

4. この自動インポートの設定に関連付けられた自動インポートのウォッチフォルダ

の場所を選択します。自動インポートは、新規AIバッチフォルダの作成と、タイ

ムアウト後に監視フォルダ内に格納されたイメージファイルのインポート処理を

実行するためにこのフォルダを監視します（詳細は「自動インポートの使用」を参

照してください）。
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監視フォルダにはいくつか条件が必要になります。

• 監視フォルダにはキャプチャ プロ ソフトウェアを使用する全ユーザーに対して

「Read/Write」の権限を付与してください。

• 監視フォルダは、対象となるすべてのイメージソースから書き込み可能にしてく

ださい。ネットワークから監視フォルダへイメージファイルを書き込む場合、各

ユーザーやネットワークスキャナー、その他デバイスから監視フォルダへ書き込

みアクセスができるように共有化されていることを確認してください。

• キャプチャ プロ ソフトウェアがファイル共有を設定したり、ウォッチフォルダ

に対するユーザーのアクセス権限を設定したりすることはありません。設定と

ファイル共有はユーザーの責任で行ってください。

• 監視フォルダはローカルまたはマップされたドライブに設定してください。

5. 自動インポートのタイムアウトを設定します。このインターバル設定は、イメージ

ファイルを監視フォルダへコピーする際に考えられる 長時間を元に設定すると

良いでしょう。設定は運用方法に依存します。例：

• ネットワークスキャナー - ユーザーがネットワーク経由でウォッチフォルダに

イメージを直接送信するためにScan Station 500をセットアップしました。こ

の操作には、紙の束をスキャンし、スキャナーからその束を取り除き、次の束を

セットし、スキャン処理を再開することが含まれます。この運用には60秒の遅

延が必要です。ウォッチフォルダには、タイムアウトおよびAIバッチを閉じる

ことなくユーザーが次の束をセットできるように120秒の遅延が設定されてい

ます。

• ネットワークフォルダからのイメージのコピー - ユーザーが別のスキャナー（ま

たは別の入力ソース）を使用してキャプチャされたファイルセットを持っていま

す。これらのファイルを自動インポート用にキャプチャ プロ ソフトウェアワー

クステーションに転送するには、「コピー」操作が必要です。ローカルネットワー

クでは、1秒間隔でイメージが送信されます。タイムアウトは10秒以上に設定す

ると良いでしょう。

詳細については、「自動インポートの使用」を参照してください。

6. 監視フォルダに関連したジョブを選択 /作成します。
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7. 監視フォルダに関連したページセットアップを選択 /作成します。ページセットアッ

プオプションは以下に限定されています。
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8. ［セパレーションオプション］を選択して、自動インポートフォルダと、サブフォ

ルダに対してバッチとドキュメントセパレーションオプションを選択します。ま

た、ファイルごとに新規ドキュメントの作成も選択できます。このオプションは、

ファイルに複数のイメージがある場合に便利です。

[ セパレーションオプション ] は、フォルダやサブフォルダが存在しないという理

由からファイルが監視フォルダに直接コピーされる場合に限定されます。使用でき
るオプションは、[1 ファイル毎に新規ドキュメントを作成 ] です。このオプションを

選択しない場合、監視フォルダにコピーされるすべてのファイルは 1 つのドキュメ

ントにまとめられます。このオプションを選択した場合、ファイルごとに 1 つのド

キュメントが作成されます。

9. 自動インポートの完了時にAIバッチの内容をバックアップする場合は、［ファイル

のバックアップ先］を選択し、バックアップの場所を指定します。

バックアップは、AIバッチの全体の内容を指定したバックアップ場所にコピーしま

す。バックアップは、指定したバックアップ先にAIバッチ全体の内容をオリジナ

ルの状態でコピーします。

• 複数の監視フォルダに対し、1つのバックアップ場所を使用します。

• 自動インポートの設定毎にバックアップフォルダを作成する必要はありません。

• 保存先はローカルまたはマップされたドライブに設定してください。

10. 自動インポート処理が中断されるまでカウントされるエラー数を指定します。

イメージファイルが正しく読み込めない場合にエラーが発生します。インデッ

クスエラーや、その他サポートイメージを開いたり読み込んだりする時のエラー

は、インポートエラーに適用されません。［インポートエラーの許容数］で指定さ

れた値を超えた場合、インポート処理は中断され、不正イメージのインポートを再

試行するか、スキップするか、自動インポートを中断するかを選択するエラーダイ

アログボックスが表示されます。エラー処理と復旧の詳細については、「エラー処

理」を参照してください。

11. 読み取りできないフィールドをコピーして保存する場所を［エラーファイルおよび

エラー情報のキャッシュ先］フィールドに指定します。自動インポート処理中、サ

ポート対象ファイルが開けない場合は、「プレースフォルダ」イメージに置き換え

られ、問題のあるイメージはエラーキャッシュにコピーされます。

注：エラーの保存先はローカルまたはマッピングされたドライブに設定してくだ

さい。

12. 終了したら、［OK］をクリックします。
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自動インポート処理 注： 次の例では、いくつかのフォルダに特別なアイコンを追加してわかりやすくして

いますが、 これらのアイコンは、実際の自動インポートのセットアップの実際の

フォルダに表示されません。

前に説明したAIDemo1自動インポートのセットアップでは、ディレクトリは以下のよ

うになります。

［自動インポート］を有効にするには、［ファイル］ >［ワークステーションのセット

アップ］を選択してから、［自動インポート］をソースとして選択します。これにより、

すべてのスキャナーとスキャナー特有のセットアップが無効になります。［アプリケー

ションの起動時に自動インポート開始］を選択していない場合、スキャナーの開始時

と同様に［開始］をクリックする必要があります。予め設定しておいた監視フォルダ

内にファイルが無いか監視します。［停止］ボタンがクリックされるまで、監視フォル

ダ内に格納された順に新規AI バッチのジョブでインポート処理します。通常のス

キャン作業に戻るには、［ファイル］ >［ワークステーションのセットアップ］を選択

してから使用するスキャナーを選択します。

注： 自動インポートが無効の場合は、エラーメッセージを避けるため、関連フォルダ

が手動で削除される前にセットアップを削除する必要があります。

新規のAIバッチを作成するには、監視フォルダ内に新規AIバッチフォルダを作成し

ます。
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タイマーがカウントダウンを開始します。5秒経過し、AIバッチフォルダ（06112009_
AIBatch）に新しいファイルが追加されないと、タイマーは5になります。

AIバッチフォルダやサブフォルダにファイルが追加されると、タイマーはリセットさ

れます。 
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AIバッチのサブフォルダは退避が可能で、 親のAIバッチフォルダにあるタイマーが、

リセットされます。06112009_AIBatch内のサブフォルダを退避させると、退避させ

たサブフォルダはタイマーがリセットされます。退避させたサブフォルダからタイ

マーが無くなり、 06112009_AIBatchフォルダ用のタイマーとなります。

注： 256文字を超えるパス名はWindows OSではサポートされません。サブフォル

ダやファイル名の長さは、この制限を超えないように注意してください。

新規AIバッチフォルダが監視フォルダに格納されると、新規AIバッチのタイマーが起

動し、 他のAIバッチから独立してインポート処理されます。
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タイマーが時間切れになると、AIバッチフォルダはロックされ、インポートキューの

処理に渡されます。

他のジョブもタイマーが時間切れになるとキュー処理に追加されます。

自動インポートの処理キューは、先入れ先出しの順序で処理されます。この例では、

06112009_AIBatchに続いて I06112009_AIBatch2 の内容がインポート処理されて

います。これらのAIバッチは同じジョブでインポート処理されます（同じ監視フォル

ダからインポートされます）。バッチセパレータが 2 つの AI バッチの間に割り込み、

AIDemo1のジョブの内容に従って処理されます。
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ファイルが格納されたAIバッチは、ファイルとサブフォルダをアルファベット順で、

繰返しインポート処理します。

ただし、すべてのAIバッチでは、同じ自動インポート処理キューを共有しているので、

個別の監視フォルダにあるAIバッチが処理されると、自動インポートのオプションと

関係なくバッチセパレータが挿入されます。

自動インポートの処理キューに含まれるAIバッチは、先入れ先出しの順序で処理され

ます。キューには、管理機能はありません。すべてのAIバッチは、エラーがない限り、

順々に処理されます（以下の「エラー処理」を参照してください）。

バッチ全体が処理されると、必要に応じて元のファイルがバックアップにコピーされ

ます。

サーバ / サービス設定 Windows サーバオペレーティングシステムに自動インポートをインストールした場

合、より堅牢な環境となり、オペレータの負担を 小限に抑えます。監視フォルダを
同じサーバ上にすることを推奨します。

1. 「自動インポートの設定」セクションで説明されている手順を使用してキャプチャ
プロ自動インポートをサーバにインストールします。

注： デフォルトでは Intel Standard Image Processing library は Windows 2008
サーバにインストールされません。システムエラー 
「The program can't start because STI.dll is missing from your
computer. Try reinstalling the program to fix this problem.」が表示され

た場合、以下の手順を実行します。

• [ スタート ]>[ プログラム ]>[ 管理ツール ] を選択します。

• [ サーバマネージャ ] を選択します。

• 左パネルから [ 機能 ] を選択し、次に [ 機能の追加 ] を選択します。

• [デスクトップエクスペリエンス ]を選択し、[インストール ] をクリッ

クします。

注意： Ink and Handwriting Services が必要になる場合がありますが、

これらは自動的にインストールされます。

• インストール完了後、サーバの再起動が要求されます。

2. キャプチャプロを起動し、自動インポートジョブを設定します。

次のオプションは必ず選択してください。[アプリケーションの起動時に自動インポー

ト開始 ]。

注： 監視フォルダがサーバに存在しない場合、キャプチャプロ自動インポート
サービスは監視フォルダへの読み取り /書き込みアクセスが必要になります。

サービスでは定義済みのユーザが存在しないため、これは非常に困難になり
ます。

3. 自動インポートが正しく動作していることを確認します。

4. キャプチャプロソフトウェアをシャットダウンします。

5. キャプチャプロソフトウェアの Web サイトからキャプチャプロ自動インポート

サービスをダウンロードします
(www.kodakalaris.com/go/CaptureProAIService)。

6. キャプチャプロ自動インポートがインストールされているサーバと同じサーバに
キャプチャプロ自動インポートサービスをインストールします。
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7. デフォルトではコダックキャプチャプロ自動インポートサービスは、自動スタート
アップに設定されており、初期ステータスは「停止状態」になっています。手動
で、サービスを開始するか、サーバを再起動します。

これでキャプチャプロ自動インポートはサーバで実行します。監視フォルダにコピー
されたすべてのイメージファイルがインポートされ、「自動インポートの設定」で選択
されたジョブで処理を実行します。

サーバの再起動ごとに自動インポートが自動起動します。

ジョブセットアップの変更または追加を行う場合は、コダックキャプチャプロ自動イ
ンポートサービスを停止し、キャプチャプロソフトウェアを手動で起動します。更新
が完了したら、キャプチャプロソフトウェアをシャットダウンし、コダックキャプチャ
プロ自動インポートサービスを手動で開始するか、サーバを再起動します。

注：共有のワークグループ環境でジョブセットアップを変更する場合、変更が反映さ
れるように自動インポートをいったん停止してから再起動する必要があります。

自動インポートサービスのプロパティ

ローカルの管理者グループに確実にユーザーを追加するには、自動インポート
サービスのログオンをデフォルトのローカルシステムアカウントからユー
ザーアカウントに変更する必要があります。

エラー処理 バッチ処理中にサポート対象のイメージファイルが開けない場合： 

• 問題のあるファイルはエラーファイルの格納先にコピーされ、 

• 一般的な「エラー」イメージに置き換えられ、 

• AIバッチのエラーカウントが加算されます。

バッチセットアップで定義されているエラーの上限に到達した場合は、バッチの出力

処理を停止し、 以下のオプションがあるダイアログボックスが表示されます。

- 無視：次のイメージに進みます。次に問題のあるイメージを発見するまで、バッ

チの出力処理を続行します。

- 中断：バッチ内の残りのファイルがエラーキャッシュフォルダにコピーされ、自

動インポート処理を停止します。中断した後に自動インポートを再スタートする

と、キューの次のバッチを処理します。エラーファイルの保存先に該当バッチが

コピーされても自動復旧処理はありません。エラーファイルを手動で移動、修正

し、バッチフォルダを監視フォルダに再挿入する必要があります。
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問題の解決 場合によっては、コダック キャプチャ プロ ソフトウェアに問題が発生することがあ

ります。以下のチャートを参照して、テクニカルサポートに問い合わせる前にご自分

で問題を解決できるか確認してください。

問題 解決方法

競合が見つかったため、OCR 機能と

PDF 出力が機能しません。

この競合は、コンピュータにインストールされていたOmniPage SDK Toolkit
（Nuance/ScanSoft製品）の旧バージョン、バージョン12またはそれ以前の

バージョンが原因と思われます。次のNuance DLLファイルがコンピュータの

Windows¥System32ディレクトリに存在する場合は、これが競合の原因にな

ります。

Formatter.dll

Lecsomgr.dll

Prerendering.dll

RecDiag.dll

Rnapi.dll

競合を解決するには、これらのDLLファイルをSystem32ディレクトリから削

除し、キャプチャ プロ ソフトウェアを再起動してください。

より新しいバージョンScanSoft/Nuance アプリケーション（PaperPort と
OmniPageなど）では、System32ディレクトリに専用のDLLファイルがイン

ストールされません。したがって、これらのファイルを削除しても、ご使用の

コンピュータで動作する他のアプリケーションに影響はありません。

バッチが開けない バッチを開こうとして、このメッセージが表示された場合は、スキャンイメージ
フォルダへの Read/Write の権限があることを確認してください。

システムの動作が遅すぎる 小システム要件の場合、スキャナーの解像度や機能によっては、スペック通り
の速度で稼動しない場合があるため、 プロセッサとメモリの拡張を推奨します。

適なパフォーマンスのためには、以下を推奨します。

• プロセッサ：Pentium IV、2.8 GHz以上

• メモリ：2 GB以上

• ハードディスク： 低40 GB（7200 rpm）
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エラーのクリア ［コダック キャプチャ プロ バッチ処理ステータス］ウィンドウには、コダック キャプ

チャ プロ ソフトウェアから出力するバッチに関する情報が表示されます。

［バッチ処理ステータス］ウィンドウを表示するには：

• ［バッチ］>［バッチ出力ステータスの表示］を選択します。

エラーをクリアするには：

• ［ジョブ名］をクリックし、［すべてのエラーを消去］または［選択したエラーを消

去］を選択します。

コマンドラインからのロ

グイン

キャプチャプロソフトウェアは、以下の形式のコマンドを使用したログインをサポー

トしています。

Capture.exe/username<username>/password<password>

たとえば、ユーザー名が「tester」でパスワードが「123465」であるユーザーの場合、

以下のコマンドでキャプチャプロソフトウェアを起動できます。

Capture.exe/username tester/password 123465

Windowsの現在のユーザー名でキャプチャプロソフトウェアにログインする場合は、

以下のコマンドで起動できます。

Capture.exe/username

問題 解決方法

競合が見つかりました。またはインストー
ルに問題があったため、パッチコード（ま
たはバーコード）が機能しない

PC に古いバージョンの AMP リリース、またはツールキット（All My Papers
に収録）がインストールされているために競合が発生した可能性があります。次
の AMP DLL ファイルのいずれかがコンピュータの Windows¥System32 ディ

レクトリに存在する場合は、これが競合の原因になります。

amplm.dll
amplib.dll
ampPX.dll
競合を解決するには、これらの DLL ファイルを System32 ディレクトリから削

除し、キャプチャ プロ ソフトウェアを再起動してください。

新しく開発されたシステム出力先が、［ジョ
ブセットアップ］ >［出力］ >［システム］［出

力先］ドロップダウンリストに表示されない

これは新しいシステム出力先の稼動に必要なMicrosoft Windowsコンポーネン

トが不足しているために発生した可能性があります。

問題を解決するには、以下の Microsoft リンクにアクセスし、指示に従ってダ

ウンロードとインストールを実施してください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=200B2FD9-
AE1A-4A14-984D-389C36F85647&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A5C84275-
3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2&displaylang=en
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一般的なメッセージ メッセージの一覧と、メッセージ表示された場合の対処方法を以下に挙げます。

よくある質問（FAQ） - 
ボタンマネージャ -

質問：複数の Kodak Alaris スキャンアプリケーションを使用している場合（たとえば

スマートタッチとデスクトップなど）、コダックスキャナーのボタンではどちらが使用

されるのでしょうか。

回答：お使いの Kodak Alaris のスキャナーのボタンに連携するコダックのスキャンア

プリケーションは、スキャナーを接続しているPCのオペレーティングシステム、アプ

リケーションを起動した順番およびユーザーの管理者権限の有無によって異なりま

す。PCを設定してスキャナーのボタンと連携させる方法については、次の質問を参照

してください。

質問：PCを設定して、特定のアプリケーションをスキャナーのボタンに連携させるこ

とはできますか。

回答：はい。スキャナーの［プロパティ］を使用して設定します。

1. 管理者としてログインします。

2. ［コントロールパネル］>［スキャナーとカメラ］を開きます。

3. PC に接続されたスキャナーを選択します。

4. ［イベント］タブを選択します。

5. スキャナーのボタンの番号に対して、連携させるプログラムを割り当てます。

6. 管理者アカウントからログオフします。

7. 管理者以外のアカウントでログインします。

この方法で個々のボタンの番号にアプリケーションを割り当てることができます。た

とえば、1 から 4 までのボタンにはキャプチャ デスクトップを割り当てて、5 から 9ま

でのボタンにはスマートタッチを割り当てます。

注： Windows 7とWindows 8の場合は、「スーパー」管理者としてログインする必

要があります。

メッセージ 考えられる原因 / 解決法

ライセンスコードの検証に失敗しまし
た。ハードウェアキーを検出できま
せんでした。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアが、ハードウェア (WIBU) キーを検出でき

ませんでした。

• PC の USB ポートにWIBUキーが正しく挿入されていることを確認してください。

別ユーザーが使用しているため、バッ
チを開くことができません。

複数スキャナーがある環境で、あるバッチが他のワークステーションですでに開か

れている場合、別ユーザーがバッチを閉じるまで、そのバッチを開くことはできま

せん。

バーコード、パッチコード、および
OCR の識別は、カラー（グレースケー

ル）イメージで可能です。ただし、ス
キャンの性能は、ページ設定がカラー
（グレースケール）と白黒の両方のイ
メージをスキャンして白黒イメージを
削除すると、向上するでしょう。

情報。バーコードにカラーまたはグレーのセットアップを使用することはできます

が、推奨しません。情報メッセージ上で［OK］をクリックし、すべてのウィンドウを

閉じて［白黒ページのセットアップ］を選択し、［バーコードセットアップ］に移動

して、イメージをスキャンします。
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質問：キャプチャ プロ ソフトウェアとスマートタッチの両方が PC にインストールさ

れている場合、スキャナーボタンを押した時にキャプチャ プロ ソフトウェアが起動す

るように設定するにはどうすればよいですか。

回答：次の手順を行ってください。

1. 管理者としてログインします。

2. スマートタッチを終了して、［Windows の起動時にアプリケーションを実行］の

チェックを外します。

3. キャプチャ プロ ソフトウェアを起動します。

4. 管理者アカウントからログオフします。

5. 管理者以外のアカウントでログインします。

注： キャプチャ プロ ソフトウェアの代わりにキャプチャ デスクトップがインストー

ルされている場合も、手順は同じです。

質問：キャプチャ プロ ソフトウェアとスマートタッチの両方がPCにインストールさ

れている場合は、スキャナーボタンを押した時にスマートタッチが起動するようにす

るにはどうすればよいですか。

回答：次の手順を行ってください。

1. 管理者としてログインします。

2. スマートタッチを起動します。

3. システムトレイのスキャナーアイコンを右クリックします。

4. ［アイコンの削除］を選択します。

5. ［Windows の起動時にアプリケーションを実行］のチェックボックスが選択され

ていることを確認します。外れている場合は選択してから、スマートタッチを終了

します。

6. スマートタッチを再起動します。

7. 管理者アカウントからログオフします。

8. 管理者以外のアカウントでログインします。

注： 通常、キャプチャ プロ ソフトウェアとスマートタッチの使用時に管理者として

ログオンしている場合は、スキャナーボタンを押したときに使用しているアプリ

ケーションが 後に起動されます。

質問：［プロパティ］ダイアログボックスからスキャナーのボタンを設定することと、

システムトレイから設定することでは、どのような違いがありますか。

回答：それぞれ目的が異なります。スキャナーの［プロパティ］ダイアログボックスを

使用する場合は、スキャナーボタンを押したときにどのアプリケーションを起動する

のかを PC に指示します。起動するアプリケーションは、スキャナーに表示される番

号によって異なります。

システムトレイを使用して（システムトレイに表示されたアプリケーションアイコンを

右クリックして）アプリケーションのボタン設定を行う場合は、ボタンを押した場合

にどの操作（Scan to PDF、Scan to Emailなど）を行うのかをアプリケーションに

指示します。実行する操作はスキャナーボタンの番号によって異なります。
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質問：スキャナーボタンを押すと、スキャナーの［プロパティイベント］ダイアログ

ボックスが表示されるのは何故ですか。

回答：Kodak Alaris アプリケーションが実行されていないときに、ボタンを押すと、

OSによってこのダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックス内にリスト

されたアプリケーションを選択して、スキャナーボタンをそのアプリケーションと関

連付けてください。

質問：コダック以外のスキャナーのボタンにショートカットを設定することはできま

すか。

回答：いいえ。ボタンマネージャのショートカットセットアップは、コダックのスキャ

ナーのみサポートします。

テクニカルサポート コダック キャプチャ プロ ソフトウェアのサポートについては、以下の Kodak Alaris
のWeb サイトを参照してください。www.kodakalaris.com/go/CaptureProSupport
サポートページには、製品アップグレードのダウンロード、ドライバ、アクセサリ、

FAQ（よくある質問）へのアクセス方法、お客様の地域で提供されているキャプチャ

プロ ソフトウェアサポートオプションなど、製品ごとの情報が掲載されています。
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付録A 用語集

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - カラー静止画を圧縮する一般的な業界

標準です。

OCR（光学式文字認識） - ソフトウェアによる印刷文字列の認識処理。

TIFF (Tagged Image File Format) - カラー、グレースケール、白黒イメージに利用

できる、ビットマップグラフィックのファイル形式です。

イメージ - スキャナーはページの各面をイメージに変換します。すべてのイメージは

固有の番号を持つドキュメントに属しています。キャプチャ プロ ソフトウェアは、ド

キュメント内のすべてのイメージに連番を付けます。1 つのドキュメントには 大

999999999個のイメージ（実質無制限）を格納できます。キャプチャ プロ ソフト

ウェアでは、同一ページの表面と裏面のイメージを区別します。これにより、キャプ

チャ プロ ソフトウェアは、必要に応じて面を特定した処理（例：裏面のみ白紙を削除）

が実行できます。

カラーイメージ、グレーイメージ、白黒イメージも区別されるため、それぞれに特定

の処理を実行できます。

例：250 番目のドキュメントに 2 つの両面ページがある場合、ドキュメント番号250に

は 4 つのイメージ (1～4) が格納されます。

インデックスファイルの監視 - すべてのインデックス値が入力／出力フォーマットと

適合していることを保証する検証システムです。

オープンデータベースコネクティビティ (ODBC) - SQL Accessグループにより開発

された標準的なデータベースアクセス方式です。この方式を使用すると、データを処

理するデータベース管理システム (DBMS) の種類にかかわらず、あらゆるアプリケー

ションからデータにアクセスできるようになります。

グレー - 白から黒への視認可能なスペクトルを表すグレー諧調の範囲です。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアには、予め設定された3つのジョブセットアッ

プが用意されています。

• 標準スキャン：キャプチャ プロ ソフトウェアの使い方にすぐ慣れることができる、

簡単なジョブセットアップです。

• スキャンイメージの PDF 化：［標準スキャン］に似ていますが、このジョブはス

キャンした 初のページを表示し、ユーザーにファイル名の入力を要求します。ファ

イル名はドキュメントの出力時に使用されます。

• スキャンイメージのEメール送信：［スキャンイメージの PDF 化］に似ています。

PDF ファイルが作成されると、PDF が添付された状態でEメールアカウントが自

動的に開き、すぐに送信できるように準備されます。

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアをインストールすると、予め定義されたペー

ジセットアップが用意されています。また、独自のプロファイルを簡単に作成するこ

ともできます。

システム出力先 - 出力処理するバッチのイメージフォーマット（TIFF、PDF、JPEG
など）と出力先を設定します。またイメージファイルとインデックスファイルの名前

や出力ディレクトリ構造も設定できます。
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ジョブ - コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、「ジョブ」ベースのソフトウェア

です。ジョブとは、書類に対するスキャン操作を定義したものです。たとえば、スキャ

ナーのフィーダ内のすべてのページをスキャン、PDFファイルの名前を入力するオプ

ションを使用、PDFファイルを1つ作成という設定で、ジョブを使用することができ

ます（これはキャプチャ プロ ソフトウェアに「スキャンイメージのPDF化」という

デフォルトジョブが用意されています）。

ジョブにはスキャンに関連する設定がすべて含まれており、ドキュメントの種類を問

わない設定と、特定の種類のドキュメント用に特化した設定（送状や個人記録など）が

あります。この種の設定には、バーコード設定、ドキュメントやバッチの区別、イン

デックス定義、OCR 設定、作成する出力ファイル（JPEG、TIFF、PDF、サーチャ

ブル PDF など）やドキュメント管理システム（Microsoft SharePoint、LaserFiche
など）への送信に関連する設定があります。

ジョブによる書類スキャンは、バッチを作成し、スキャンイメージやデータを格納し

たあと、出力処理を実行します。

スキャンキャッシュ - スキャン後にバッチ出力処理が行われる前にイメージが保管さ

れる場所です。デフォルトでは、スキャンキャッシュはスキャンを行うコンピュータ

のローカルハードディスク（C:¥など）上に置かれるように定義されています。

デュアルストリーム - 同時スキャニングと呼ばれることもあります。ホストコン

ピュータによる追加処理が無くても、カラーまたはグレーと、白黒イメージを同時に

生成できるスキャナーの機能です。

[ドキュメントインデックス ] — ドキュメント毎に検索フィールドをドキュメント番号

とリンクさせます。ドキュメント インデックスは、手動、バーコード、OCR の値、

マーク検知の値、デフォルト値を使用して自動的に作成できます。

ドキュメント - 紙ドキュメントとは、ページの集合のことです。電子ドキュメントと

は、1つ以上のイメージから構成されたページの集合のことです。複数のページのド

キュメントはマルチページドキュメントといいます（例：ファイルフォルダや記事

など）。

バーコードゾーン - バーコードゾーンは、バーコードが存在する場所として定義され

た、イメージ内の特定部分です。イメージには複数の場所や特性（バーコードタイプ

など）を設定できます。これらのゾーン内のバーコードをセパレーションやインデッ

クス付けに使用できます。

バッチ - ドキュメントの集合です。ジョブを基にして多くのバッチを作成できます（

大 999999999 ドキュメントまで、実質無制限）。バッチの処理とは、バッチを特定の出

力フォーマット（たとえば、1ページ TIFF、PDF、LaserFiche など）に変換して、そ

れをバッチの転送先フォルダやサブディレクトリに送ることです。バッチは、1 つず

つまたは一括で処理することができます。

ファイルフォーマット - カラー、グレー、白黒イメージに利用できる、ビットマップ

グラフィックのファイル形式です。

出力 - スキャンしたイメージとインデックスデータを処理し、ドキュメントライフサ

イクルの次の段階に進めます。他のソフトウェアではこれをリリース処理と呼ぶこと

もあり、その場合は、ドキュメントを次のステップに「リリース」します。

ページ - 紙のページは、紙ドキュメントの一部です。1 ページからは、スキャン後に

1 個のイメージ（片面ページ）、2 個のイメージ（両面ページ）、または4 個のイメー

ジ（カラーと白黒）を作成できます。電子ページはスキャン時に生成されたすべての

イメージに関連します。
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付録B システム要件

目次 推奨ハードウェア要件 ...................................................................................B-1

サポートOS .................................................................................................B-1

サポートスキャナー.......................................................................................B-1

コダック キャプチャ プロ ソフトウェアを正しくインストールするために、システム

が以下のハードウェア要件を満たしていることを確認してください。

推奨ハードウェア要件 小限のハードウェア要件：

• 2.8 GHz 以上のプロセッサと1 GB 以上のメモリ

注： 新規バッチスキャン中にサーチャブルPDF出力を生成する場合、デュアルコア

プロセッサが搭載されているPCを推奨します。

適なパフォーマンスを発揮するため、以下を推奨します。

• デュアルコアプロセッサ 

• メモリ：4 GB 以上

• ハードディスク： 低 40 GB (7200 rpm)

• モニタ解像度： 小1024 x 768 

• DVD-ROM ドライブ

注： 小システム要件の場合、スキャナーの解像度や機能によっては、スペック通り

の速度で稼動しない場合があるため、 プロセッサとメモリの拡張を推奨します。

動作確認済み OS Kodak Capture Pro Software は、以下の Microsoft Windows  OS での動

作が確認されています。

• Windows 7 Professional、Enterprise または Ultimate (x32)

• Windows 7 Professional、Enterprise または Ultimate (x64)

• Windows 8 Professional、Enterprise (x32)

• Windows 8 Professional、Enterprise (x64)

• Windows 10 Professional、Enterprise (x32)

• Windows 10 Professional、Enterprise (x64)

Windows 7、Windows 8、Windows 10 で Kodak Capture Pro Software を
使用するには、お使いのスキャナーに Windows 7、Windows 8、Windows 10 
認定ドライバが必要です。Windows 7、Windows 8、Windows 10 認定ド

ライバでのスキャナーの稼動については、メーカーにお問い合わせください。

サポートスキャナー コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、各メーカーの150 機種以上のスキャナーを

サポートしています。サポートスキャナー機種のリストについては、

www.kodakalaris.com/go/kcsscannersupportを参照してください。

http://www.kodak.com/go/kcsscannersupport
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付録C KCカスタムアプリケーション、xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="KCCustomApplication">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Used for validating the XML file created by 
KODAK Capture Pro.</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:complexType>

<xs:all>
<xs:element name="PARAM_LIST">

<xs:complexType>
<xs:choice>

<xs:element name="PARAM" type="xs:string" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:choice>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="BATCH_NAME" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_ALL_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_BW_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_CG_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_BATCH_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_DOC_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE1_IMAGE_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_ALL_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_BW_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_CG_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_BATCH_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_DOC_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="FILE2_IMAGE_INDEX_FILE" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="SYSTEM1_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 

minOccurs="0"/>
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<xs:element name="SYSTEM1_OUTPUT_ROOT_PATH" type="xs:string" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SYSTEM1_BATCH_INDEX_FILE" type="xs:string" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SYSTEM2_BATCH_LOCATION" type="xs:string" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SYSTEM2_OUTPUT_ROOT_PATH" type="xs:string" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SYSTEM2_BATCH_INDEX_FILE" type="xs:string" 
minOccurs="0"/>

</xs:all>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>
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付録D カスタム辞書の使用

カスタム辞書を定義してOCRを使用すると、原稿に使用された固有の用語や専門用語を

認識する精度が向上します。たとえば、ビジネス用語や医学用語など、一般的な辞書

にはない用語が記されている場合に使用します。

カスタム辞書を作成するには：

1. OCRゾーンセットアップのダイアログから［カスタム辞書］の［参照］ボタンを

選択します。［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。サンプルの

カスタム辞書は、<current Job>¥User Dictionaryのフォルダに作成されます。カ

スタム辞書には「custom.yyyyMMdd.sud」という名前を付けます。

2. 必要に応じて、異なるファイル名を入力してください。ファイル名には拡張子sudを

付けてください。

3. ［開く］をクリックします。

4. 作成したカスタム辞書のファイルを任意のテキストエディタで開きます。

注：ファイルを Unicode（ユニコード）で保存できるテキストエディタを使用し

てください。
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5. ファイルの表示に従って、必要な語句を各行に１つずつ入力します。例：

[Literal]

Count = 3

Item0 = Hello

Item1 = World

Item2 = 345

注：Count の値は、入力した項目数と同じにしてください。

6. 文字コードとしてUNICODEを選択してファイルを保存します。

注： カスタム辞書を複数の作業で共有する場合は、そのカスタム辞書のファイル（拡

張子 .sud）を任意の共有フォルダに配置します。例：¥KCS Pro¥Job Setup¥User
Dictionary このカスタム辞書を使用する必要があるジョブごとに、必ずこの辞書

ファイルを選択してください。
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付録E ネットワークエディション

目次 リモート管理.................................................................................................E-1

初回同期...................................................................................................E-2

セットアップの更新 ..................................................................................E-2

データ競合 ...............................................................................................E-3

集中型バッチカウンタ ...................................................................................E-3

リモート出力.................................................................................................E-3

出力サーバの設定......................................................................................E-4

ライセンスサーバ ..........................................................................................E-4

フェールオーバー......................................................................................E-5

コダック キャプチャ プロ ソフトウェア ネットワークエディションは、一連のネット

ワークサーバを使用してキャプチャ プロのワークステーションを以下のように相互運

用することができます。

• 接続したワークステーション間でセットアップを自動共有するリモート管理 

• クライアントをハードウェアキーなしで運用できる集中型ライセンスサーバ 

• 集中型バッチカウンタ

• コンピュータに高負荷をかける出力ジョブの負担を出力サーバに代行させるリモー

ト出力 

リモート管理（RA） コダック キャプチャ プロ ソフトウェアは、さまざまな「セットアップ」（ジョブ、ペー

ジ、ユーザーなど）をファイルで保存管理しています。コダック キャプチャ プロ ソ
フトウェア ネットワークエディションでは、ワークステーション間でセットアップの

ファイルを複製して、グローバルな共通セットアップを共有することができます。こ

れらのワークステーションがセットアップの変更やその他のリモート管理機能（バッ

チカウンタなど）にアクセスする必要がない場合、一部の操作はオフラインで実行す

ることができます。

ネットワークエディションのワークグループに含まれるすべてのワークステーション

は、同一のセットアップファイルを共有します。特定のワークステーション用の独自

のセットアップはサポートされていません。リモート管理は少数の管理者で簡単に運

用できるように設計されていますが、同じセットアップを並行して更新するユーザー

がそのセットアップを上書きして不慮にデータが破壊されないように防止するための

手段が組み込まれています。
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初回同期 キャプチャプロソフトウェアネットワークエディションのクライアントは、初めて起

動する際、RAサーバと同期します。同期には数分かかる場合があります。

同期中に実行される内容：

• クライアント上に存在しないセットアップがサーバ上に存在する場合、セットアッ

プがクライアントにコピーされます。

• サーバ上に存在しないセットアップがクライアント上に存在する場合、セットアッ

プがサーバにコピーされます。

• 重複するセットアップが存在する場合、サーバのセットアップがクライアントの

セットアップを上書きします。

この操作が成功すると、ワークステーション間で共通のセットアップが定期的な更新

によって維持されるので、アプリケーションの再起動時に同期する必要はありません。

同期中にエラーが発生した場合、クライアントが終了し、同期をやり直します。

セットアップの更新 一度同期すると、ネットワークエディションのクライアントが RA サーバに対して更

新がないか定期的にポーリングします。

個別のセットアップはバージョン管理され、すべての設定と現在のバージョンを示す

データベースがクライアントごとに保持されます。新しいセットアップまたは既存の

セットアップの新しいバージョンがサーバ上で検出された場合、それが自動的にクラ

イアントにダウンロードされます。

データの競合 セットアップの更新または作成中のデータの競合を防ぐ目的でもバージョン管理が使

用されます。ユーザーセットアップを作成するか変更した場合、以下の作業が発生し

ます。

1. ユーザーが［セットアップ］ダイアログボックスを開きます。

2. システムによって、現在のセットアップを変更しているユーザーがいないことが

確認されます。一部のファイルは、種類の異なるセットアップファイルで共有さ

れているので、一度に1つのワークステーションだけが更新を許可されます。いず

れかのセットアップを開いている場合、ユーザーは後でやり直すように要求され

ます。

注： 上書きオプションは利用できますが、推奨しません。これにより、ユーザー

はロックを横取りできますが、データの競合が発生する可能性があります。

3. ユーザーが新規または変更されたセットアップを保存します。

4. 更新サービスにより、ワークステーションにセットアップの 新バージョンがあ

るか確認されます（そのバージョンが以前から存在している場合）。

サーバ上に更に 新のバージョンがあることをサービスが検出した場合、アプリ

ケーションにデータの競合エラーが返されます。このようなエラーは滅多に発生

しませんが、発生した場合は、ユーザーがセットアップを横取りしたか、別の処

理の副作用として発生した別のバックグラウンドの更新が原因です。ユーザーは

以下のように対処できます。

• セットアップに別の名前を選択するか、変更内容を破棄する。または、

• ［セットアップ］ウィンドウを終了し、競合が解決するのを待ち、更新サイク

ルに続いて変更をやり直す。
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5. アップロードが進行中の場合、他のワークステーションがセットアップを変更し

ないように更新サービスからそのセットアップがロックされます。更新サービス

がロックを取得できない場合（別のユーザーがセットアップを更新中の場合）、

データの競合エラーが発生します。このエラーに対する解決策は、手順 2 で説明

した内容と同じです。

6. データの競合が発生しなかった場合、セットアップがサーバにアップロードされ、

特定のセットアップファイルのバージョンが上がります。

7. 他のワークステーションは、サーバにある 新のバージョンを検出し、それをダウン

ロードします。

変更は、変更が行われた場合にクライアントからサーバに送信されますが、サーバか

らクライアントへの新しいセットアップのダウンロードは定期的に実行するので、イ

ベント駆動型ではありません。したがって、新しいセットアップの作成から、それが

複製されて他のワークステーションで利用可能なるまでの間には、わずかながら遅延

が発生します。このプロセスが完了するまでに、少なくとも2分程度の時間を見てお

くことをお勧めします。この間、データの競合が解決しない場合もありますが、その

まま更新サイクルが行われるのを待つことでデータが同期された状態に戻り、更新操

作が続行されるはずです。データの競合が発生した場合、セットアップウィンドウを

すべて閉じ、データの更新が行われてから再度セットアップを開くことをお勧めし

ます。

セットアップの削除と変更 現時点では、ネットワークエディション (NE) 内の他のワークステーションがセット

アップを使用中かどうかを検出できないので、そのセットアップの削除や名前を変更

はできません。これらの機能は、キャプチャプロソフトウェアの将来のリリースでは

使用できるように変更される可能性があります。

集中型バッチカウンタ リモート管理サーバは、システムレベルとジョブレベルの両方で、一元的にバッチを

カウントする機能をサポートしています。

これらのカウンタは、NE のワークグループ全体で共有されます。バッチが作成され

る際にバッチ名の書式にバッチカウンタがある場合、NEクライアントは、RAサーバ

から次のカウンタを要求し、自動的にカウントアップします。

これに対応するために、NE クライアントにいくつかの変更を施しました。カウンタは

グローバルなので、ユーザーは新しいバッチの作成時にバッチカウンタを変更するこ

とができなくなりました。バッチ名のウィンドウは「グレー表示」になります。これ

はバッチ名の書式にバッチカウンタを含むジョブは、オフラインモードでは使用でき

ないことを意味します。

ネットワークエディションでは、システムレベルのバッチカウンタは誰も変更できま

せん。ジョブレベルのバッチカウンタはジョブセットアップでリセットができます。

これを行う場合、バッチ名が競合しないように注意してください。



E-4 A-61750_ja  2016 年 3 月 

リモート出力 オプションのリモート出力サーバは、出力処理のためにバッチ全体をリモートサーバ

に転送します。この機能は、プロセッサに高負荷をかける出力タスク（サーチャブル

PDFファイルの作成など）の負担を、クライアントワークステーションから解放しま

す。プロセッサに高負荷をかける出力ジョブの場合、ローカルでの処理や共有フォル

ダでの処理をするワークグループと比較して、リモート出力ではシステムの全体的な

処理能力が大幅に改善されることがベンチマークテストで分かりました。

リモート出力は、［セットアップ］メニューを使用してジョブごとに選択されます。特

定のサーバにジョブを割り当てるか、サーバをラウンドロビン方式でリストから選択

することができます。

リモート出力のバッチが出力される際には、以下の処理が実行されます。

• ローカル出力プロセッサがリモートバッチであることを検出し、リモート出力サー

バにそれを転送し、リモートサーバに信号を送り、自身のローカルステータスを「処

理済み」に設定します。

• リモート出力サーバがバッチを処理し、バッチ情報ファイルを更新します。

• リモート出力サーバが出力元のクライアントにおけるリモートバッチのステータス

の変化を検出し、ステータス情報を転送して、クライアントにログを記録します。

処理後にバッチが削除されると、出力元のワークステーション上でも削除されます。

ただし、バッチの履歴は、明示的に削除されるまでキャプチャプロソフトウェアサー

バに保存されます。

処理中にエラーが発生した場合は、出力元のワークステーション上で修正作業が必要

になります。修正後にバッチ全体が再送信されます。サーバ上では、キャプチャプロ

のクライアントユーザーインターフェイスを使用できません。

出力サーバの設定 リモート出力サーバでは自己設定は行われません。多くのジョブセットアップは、さ

まざまなプラグイン、特定のパスとディレクトリの存在、ユーザー辞書、その他オプ

ションで手動設定されるパラメータに依存します。システム管理者は、サーバで処理

させるジョブの組み合わせに必要なサポートソフトウェアやその他の設定の準備が整

うように、リモート出力サーバを設定する必要があります。

ライセンスサーバ ライセンスサーバは、NEのクライアントワークステーションにオンデマンドのライ

センスを提供します。これは、ネットワークエディションのオプション機能であり、標

準的なドングルベースのライセンスは、このセクションで説明した他の機能と組み合

わせて引き続き使用できます。

ライセンスサーバからライセンスを取得して、「ドングルフリー」モードで運用する場

合は、クライアントからドングルを抜き、キャプチャプロクライアントを再起動する

だけで済みます。起動時にドングルが検出されなかった場合、クライアントは自動的

にサーバにライセンスを要求します。

ライセンスが要求され、自動的に更新されます。障害が発生した場合のみユーザーに

通知されます。

ライセンスサーバは、ライセンスの要求を受信すると使用可能なライセンスを検索し

ます。ライセンスサーバは、さまざまなスキャナーレベルの一連のライセンスを管理

しています。ライセンスサーバは、ライセンスの要求を受信すると、要求されたスキャ

ナーレベルと一致するライセンスがあるかどうかライセンステーブルを検索します。

• 使用可能なライセンスがない場合、ライセンスサーバは、その次にレベルの高い使

用可能なライセンスを発行します。ライセンスは次のような順位で発行されます：

A、B、Indexing、C、D、DX、E、F、G。したがって、A のライセンスがすべて

発行されている場合、Aのライセンスの要求は、B のライセンス以上で満たされる

可能性があります。
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• 自動インポートのライセンスを要求した結果、自動インポート専用のライセンス（自

動インポートのみを許可する）が発行されたり、E以上のライセンスが発行される

可能性があります。

• いずれも使用できない場合、ライセンス要求は失敗します。

クライアント（または出力サーバ）がいったんライセンスを受信すると、このライ

センスは自動的に更新されます。管理者は、キャプチャプロダッシュボードを使用し

て、使用可能なライセンス、ライセンスが付与された時期、期限切れになる時期を監

視できます。ワークステーションが「スリープ」モードに入ると、ライセンスの更新

が失敗することがあります。その場合、ライセンスの更新が失敗したメッセージが表

示されますが、［OK］をクリックすると、新しいライセンスが自動的に取得されます。

通常、クライアントはバックグラウンドでライセンスを更新します。

各ライセンスは、一定期間付与されます。この期間内にライセンスが更新されなかっ

た場合、クライアントは動作できなくなります。この期間は、10 分に設定されていま

す。クライアントは、この期間中、ライセンスが期限切れになるという警告を発する

一方で稼動を続けます。

まれに発生する通信障害やその他の問題のためにライセンスの更新に失敗した場合

は、エラーメッセージを承諾する必要があるだけで、その後クライアントが新しいラ

イセンスを自動的に取得します。一部のエラーに関しては、アプリケーションをリセッ

トしなければならない場合があります。

フェールオーバー ネットワークエディションのクライアントは、ソフトウェアを再設定せずに「フェー

ルオーバー」する機能を備えています。サーバに障害が発生した場合、管理者は各ク

ライアントのサーバマップに事前設定されているバックアップサーバを有効にするこ

とができます。このマップによって、サーバが自動的に検出されます。

• ライセンスサーバのフェールオーバーは、大部分が透過的に行われます。ライセ

ンス更新の 初の失敗は監視されますが、ユーザーが［OK］をクリックすると、リ

ストにある次のライセンスサーバに要求が自動的にフェールオーバーされます。

ユーザーによる操作はそれ以上必要ありません。

• リモート管理サーバのフェールオーバーは、ライセンスサーバの場合ほどトランス

ペアレントには行われません。前述のように、NE ワークグループに含まれるすべ

てのワークステーションは、同一のセットアップを共有します。クライアントは、

別のサーバに移動する際、新しいサーバと同期するために再度初期同期の操作を実

行する必要があります。

したがって、新しいサーバが起動される際は、初期同期の実行に再起動が必要な全ク

ライアントを完全に把握した上で起動を行う必要があります。
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付録F ライセンスマネージャ

目次 ライセンスの要求 ..........................................................................................F-2

ライセンスのリリース ...................................................................................F-4

ライセンスの置換 ..........................................................................................F-8

ライセンスマネージャはインストール可能なユーティリティで、コダック キャプチャ

プロ ソフトウェアとは個別に実行されます。ライセンスマネージャはキャプチャ プロ

ソフトウェアと一緒にインストールされます。アクセスおよび実行するには、［ヘルプ］

メニューから［ライセンスマネージャ］を選択するか、［コダック］ >［コダック キャ

プチャ プロ ソフトウェア］のショートカットを選択します。コダック キャプチャ プ
ロ ソフトウェアがコンピュータにインストールされていない場合、ライセンスマネー

ジャは www.kodakalaris.com/go/CaptureProDownload からダウンロードするこ

とができます。このユーティリティは、キャプチャ プロ ソフトウェアのライセンスを取

得および管理するために使用できる機能のセットを提供します。

ライセンスマネージャはキャプチャ プロ ソフトウェアを実行しており、インターネッ

トにアクセスできないワークステーションのライセンスを取得するには も簡単な方

法です。

ソフトウェアのシリアル番号 - ライセンスの識別に使用するソフトウェアのシリアル

番号を表示します。

トライアル版のライセンスを取得 — ソフトウェアのシリアル番号がない場

合、トライアル版のライセンスを要求することができます。

ライセンスの場所 - ライセンスをインストールする場所を指定します。通常のインス

トール場合は、C:¥Program Files¥Kodak¥Capture Pro¥Systemです。
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ライセンスのステータス - ステータスは［ライセンス済み］、［一時ライセンス］、また

は［未ライセンス］です。一時ライセンスは、所定の日時で期限切れになります。

［ライセンスを要求］、［ライセンスをリリース］および［ライセンス交換］タブ - 詳細

と手順は、以降の項を参照してください。

登録 - キャプチャ プロ ソフトウェアを登録して、登録 IDを取得できます。この登録

ID は、このライセンスや所有している他のキャプチャ プロ ソフトウェア ライセンスを

後からインストールする場合に使用します。

ハードウェア ID の表示 - ライセンスされたワークステーションを識別するための

ハードウェア ID を表示します。

閉じる -［ライセンスマネージャ］ウィンドウを閉じます。

ライセンスの要求 ライセンスの要求機能は、コダックライセンスサーバからライセンスを要求するため

に使用します。 

ライセンスを取得 - ライセンスを使用するワークステーションでインターネットにア

クセスできる場合は、このオプションを使用します。

ライセンスを要求 - ライセンスを使用するワークステーションでインターネットにア

クセスできない場合は、この［ライセンスを要求］を選択し、インターネットにアク

セスできるコンピュータでライセンスを要求する際に利用するライセンス要求ファイ

ルを作成します。ライセンス要求ファイルの場所の入力を指示するプロンプトが表示

されます。

要求をアップロード - インターネットにアクセスできるコンピュータでこのオプ

ションを使用して、コダックライセンスサーバにライセンス要求ファイルを送信しま

す。ライセンス要求ファイルの場所の入力を指示するプロンプトが表示されます。ラ

イセンスの要求が正常に完了すると、ライセンスファイルはこの場所に返されます。
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ライセンスをインストール - インターネットにアクセスできないワークステーション

でこの機能を使用して、インターネットにアクセスできるコンピュータから取得した

ライセンスをインストールします。ライセンスファイルの場所の入力を指示するプ

ロンプトが表示されます。

以下は［ライセンスを要求］を使用する場合の例です。

例1

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアは、ワークステーションにインストールされ

ています。オプションの機能を購入したため、オプションの機能を有効にするために

ライセンスを更新する必要があります。ワークステーションはインターネットにアク

セスできます。

解決方法： 

1. メニューバーから［ヘルプ］ >［ライセンスマネージャ］を選択します。

2.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスを要求］タブを選択し、［ラ

イセンスを取得］を選択します。

新しいライセンスが取得され、インストールされます。

例2

シナリオ：インターネットにアクセスできないワークステーションにキャプチャ プロ

ソフトウェアをインストールします。インストール中に、インストーラがライセンス

要求ファイルを作成しました。どうすればよいですか？

解決方法： 

1. インターネットにアクセスできる別のコンピュータで、キャプチャ プロ ソフトウェ

アのダウンロードサイト (www.kodakalaris.com/go/CaptureProDownload) から

ライセンスマネージャツールをダウンロードします。

2. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

3.［ライセンスを要求］タブから［要求をアップロード］を選択します。

4. インターネットにアクセスできないワークステーションで作成されたライセンス

要求ファイルを参照して選択し、ファイルをアップロードします。

ライセンスが返され、ライセンス要求ファイルを選択するために参照した場所に格

納されます。

5. 返されたライセンスファイルをキャプチャ プロ ソフトウェアをインストールす

るワークステーションに移動し、インストールを続行します。

例3

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアは、ワークステーションにインストールされ

ています。オプションの機能を購入したため、オプションの機能を有効にするために

ライセンスを更新する必要があります。ワークステーションはインターネットにアク

セスできません。

解決方法： 

1. メニューバーから［ヘルプ］ >［ライセンスマネージャ］を選択します。

2.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスの要求］タブを選択し、［ラ

イセンスの要求］を選択します。

3. ライセンス要求ファイルの保存先のパスを入力します。［要求］を選択します。ラ

イセンス要求ファイルが作成されます。
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4. ライセンス要求ファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに移動

します。

5. インターネットにアクセスできるコンピュータで、キャプチャ プロ ソフトウェ

アのダウンロードサイト (www.kodakalaris.com/go/CaptureProDownload)
からライセンスマネージャツールをダウンロードします。

6. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

7.［ライセンスの要求］タブから［要求をアップロード］を選択します。

8. このコンピュータに移動したライセンス要求ファイルを参照して選択し、［アップ

ロード］を選択します。

ライセンスが返され、ライセンス要求ファイルを選択するために参照した場所に格

納されます。

9. 返されたライセンスファイルをキャプチャ プロ ソフトウェアを実行している

ワークステーションに移動し、［ライセンスを要求］タブで［ライセンスをインス

トール］を選択します。ワークステーションに移動したライセンスファイルのパ

スの入力を指示するプロンプトが表示されます。

ライセンスのリリース ライセンスのリリース機能は、現在割り当てられているワークステーションからライ

センスをリリースするために使用します。キャプチャ プロ ソフトウェアをアンインス

トールする場合、または別のワークステーションにライセンスを移動する場合は、事

前にライセンスをリリースする必要があります。 

ライセンスをリリース - ライセンスされたワークステーションでインターネットにア

クセスできる場合は、このオプションによってワークステーションからライセンスが

削除され、新しいワークステーションでライセンスが使用できるようになります。
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リリースを要求 - ライセンスされたワークステーションでインターネットにアクセス

できない場合は、このオプションを使用してリリース要求ファイルを作成します。作

成したファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに移動し、［要求を

アップロード］を使用してコダックライセンスサーバに送信できます。リリース要求

ファイルの場所の入力を指示するプロンプトが表示されます。

要求をアップロード - インターネットにアクセスできるコンピュータからコダックラ

イセンスサーバにリリース要求ファイルを送信してライセンスをリリースする場合

に、この機能を使用します。リリース要求ファイルの場所の入力を指示するプロンプ

トが表示されます。

以下は［ライセンスのリリース］を使用する場合の例です。

例1

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアは、ワークステーションにインストールされ

ています。キャプチャ プロ ソフトウェアを新しい高速のワークステーションに移動し

たいと考えています。ワークステーションはインターネットにアクセスできます。

解決方法： 

1. メニューバーから［ヘルプ］ >［ライセンスマネージャ］を選択します。

2.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスをリリース］タブを選択し、

［ライセンスをリリース］を選択します。

3. キャプチャ プロ ソフトウェアを終了します。ライセンスがこのワークステーショ

ンから削除され、新しいワークステーションにインストールできるようになりま

した。

例2

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアがインストールされているワークステー

ションを再設定する必要があります（メモリの追加 /削除、BIOSの更新、マシン名の

変更、マザーボードの交換など）。ワークステーションはインターネットにアクセスで

きます。

解決方法： 

1. メニューバーから［ヘルプ］ >［ライセンスマネージャ］を選択します。

2.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスをリリース］タブを選択し、

［ライセンスをリリース］を選択します。

3. キャプチャ プロ ソフトウェアを終了します。

4. ワークステーションを必要に応じて再設定します。

5. キャプチャ プロ アプリケーションのフォルダにあるライセンスマネージャツール

（通常は< ドライブ>:¥Program Files¥Kodak¥Capture Pro¥KCSPLM.exe）を

起動します。

6.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスを要求］タブを選択し、［ラ

イセンスを取得］を選択します。新しいライセンスが取得され、インストールさ

れます。

例3

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアがインストールされているワークステー

ションを再設定する必要があります（メモリの追加 /削除、BIOS の更新、マシン名の

変更、マザーボードの交換など）。ワークステーションはインターネットにアクセスで

きません。
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解決方法： 

1. メニューバーから［ヘルプ］ >［ライセンスマネージャ］を選択します。

2.［ライセンスマネージャ］ウィンドウで、［ライセンスをリリース］タブを選択し、

［リリースを要求］を選択します。リリース要求ファイルの保存先のパスを入力し

ます。［要求］を選択します。

3. キャプチャ プロ ソフトウェアを終了します。

4. リリース要求ファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに移動し

ます。

5. キャプチャ プロ ソフトウェアのダウンロードサイトからライセンスマネージャ

ツールをダウンロードします。

6. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

7.［ライセンスをリリース］タブから［要求をアップロード］を選択します。

8. このコンピュータに移動したライセンス要求ファイルを参照して選択し、［アップ

ロード］を選択します。

9. キャプチャ プロ ソフトウェアを実行しているワークステーションを再設定します。

10.設定が完了したら、キャプチャ プロ アプリケーションのフォルダにあるライセン

スマネージャツール（通常は、<ドライブ>:¥Program Files¥Kodak¥Capture
Pro¥KCSPLM.exe）を起動します。

11.［ライセンスを要求］タブを選択し、［ライセンスを要求］を選択します。ライセン

ス要求ファイルの保存先のパスを入力します。［要求］を選択します。ライセンス

要求ファイルが作成されます。

12.ライセンス要求ファイルを、ライセンスマネージャがインストールされていてイ

ンターネットにアクセスできるコンピュータに移動します。

13.［ライセンスを要求］タブで［要求をアップロード］を選択します。

14.このコンピュータに移動したライセンス要求ファイルを参照して選択し、［アップ

ロード］を選択します。

15.返されたライセンスファイルをインターネットにアクセスできないワークステー

ションに移動し、［ライセンスを要求］タブを選択してから［ライセンスをインス

トール］を選択します。このワークステーションに移動したライセンスファイル

のパスの入力を指示するプロンプトが表示されます。

例4

シナリオ：ワークステーションのハードウェア設定を変更して、キャプチャ プロ ソフ

トウェアを起動したら、「ライセンスコードが無効です」というメッセージが表示され

ました。どうすればよいですか？

解決方法1： 

1. ワークステーションのハードウェア設定を元の設定に戻します。元に戻せない場合

は、解決方法2を参照してください。

2. インターネットにアクセスできる場合は例 2、ワークステーションでインターネッ

トにアクセスできない場合は例 3を参照してください。
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解決方法2： 

• ワークステーションでインターネットにアクセスできる場合： 

1. キャプチャ プロのインストールフォルダ（通常はProgram Files¥Kodak¥
Capture Pro）で、ライセンスマネージャ (KCSPLM.exe) を起動します。

2.［ライセンス交換］タブから［失ったライセンスの置換］を選択します。新し

いライセンスが取得され、インストールされます。

• ワークステーションでインターネットにアクセスできない場合： 

1. キャプチャ プロのインストールフォルダ（通常はProgram Files¥Kodak¥
Capture Pro）で、ライセンスマネージャ（KCSPLM.exe）を起動します。

2.［ライセンス交換］タブから［置換の要求］を選択します。リリース要求ファ

イルの保存先パスを入力します。［要求］を選択します。ライセンス置換要求

ファイルが作成されます。

3. キャプチャ プロ ソフトウェアを終了します。

4. 置換要求ファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに移動し

ます。

5. インターネットにアクセスできるコンピュータで、キャプチャ プロ ソフト

ウェアのダウンロードサイトからライセンスマネージャツールをダウンロー

ドします。

6. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

7.［ライセンス交換］タブから［要求をアップロード］を選択します。

8. このコンピュータに移動した置換要求ファイルを参照して選択し、［アップ

ロード］を選択します。ライセンスが返され、置換要求ファイルを選択するた

めに参照した場所に格納されます。

9. 返されたライセンスファイルをインターネットにアクセスできないワークス

テーションに移動します。

10.インターネットにアクセスできないワークステーションで、［ライセンス交換］

タブに移動して、［ライセンスをインストール］を選択します。

11.このワークステーションに移動したライセンスファイルの場所を参照して選

択し、［インストール］を選択します。
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ライセンスの置換 ライセンスの置換機能は、機器の故障または損傷で失われた元のライセンスを置換す

るために使用します。失っていないライセンスを置換する行為はライセンス契約の違

反となり、ライセンス自体が無効になる可能性があります。

失効ライセンスを交換 - 置換するワークステーションでインターネットにアクセスで

きる場合は、このオプションによって新しいライセンスが取得され、そのワークステー

ションにライセンスがインストールされます。

交換を要求 - 置換するワークステーションでインターネットにアクセスできない場合

は、このオプションを使用してライセンス置換要求ファイルを作成します。作成した

ファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに移動し、［要求をアップ

ロード］を使用してコダックライセンスサーバに送信できます。

要求をアップロード - インターネットにアクセスできるコンピュータでこのオプ

ションを使用して、コダックライセンスサーバにライセンス置換要求ファイルを送信

します。

ライセンスをインストール - インターネットにアクセスできないワークステーション

でこの機能を使用して、インターネットにアクセスできるコンピュータから取得した

ライセンスをインストールします。
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以下は［ライセンス交換］を使用する場合の例です。

例1

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアワークステーションでハードドライブに障害

が発生し、ドライブ内のデータをリカバリできません。ワークステーションはインター

ネットにアクセスできます。どうすればよいですか？

解決方法： 

1. キャプチャ プロ ソフトウェアをインストールする前に、ライセンスマネージャ

ツールをキャプチャ プロ ソフトウェアのダウンロードサイトからダウンロードし

ます。

2. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

3.［ライセンス交換］タブから［失効ライセンスを交換］を選択します。新しいライ

センスが取得されますが、この時点では使用しません。

4. キャプチャ プロ ソフトウェアのダウンロードサイトからキャプチャ プロ ソフ

トウェアをダウンロードし、インストーラを起動します。インストール中に、新

しいキャプチャ プロ ソフトウェアのライセンスコピーがコダックのライセンス

サーバから取得されます。

例2

シナリオ：キャプチャ プロ ソフトウェアワークステーションでハードドライブに障害

が発生し、ドライブ内のデータをリカバリできません。ワークステーションはインター

ネットにアクセスできません。どうすればよいですか？

解決方法：

1. キャプチャ プロ ソフトウェアをインストールする前に、ライセンスマネージャ

ツールをキャプチャ プロ ソフトウェアのダウンロードサイトからダウンロードし

ます。

2. インターネットにアクセスできないワークステーションにライセンスマネージャを

インストールして、ライセンスマネージャを起動します。

3.［ライセンス交換］タブから［交換を要求］を選択します。置換ファイルの保存先

のパスを入力します。［要求］を選択します。ライセンス置換要求ファイルが作成

されます。

4. ライセンス置換要求ファイルをインターネットにアクセスできるコンピュータに

移動します。

5. インターネットにアクセスできるコンピュータで、キャプチャ プロ ソフトウェ

アのダウンロードサイトからライセンスマネージャツールをダウンロードします。

6. ライセンスマネージャをインストールして起動します。

7.［ライセンス交換］タブから［要求をアップロード］を選択します。

8. このコンピュータに移動したライセンス置換要求ファイルを参照して選択し、

［アップロード］を選択します。ライセンスが返され、ライセンス置換要求ファイ

ルを選択するために参照した場所に格納されます。

9. キャプチャ プロ ソフトウェアをインストールするワークステーションに戻り、

キャプチャ プロ ソフトウェアのインストーラを実行します。インストール中に、

インストーラがライセンス要求ファイルを作成しました。

注： 手順 8 で置換ライセンスを既に作成しているため、ライセンス要求ファイル

は必要ありません。

10.置換ライセンスファイルをキャプチャ プロ ソフトウェアをインストールする

ワークステーションに移動し、インストールを続行します。
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