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1 はじめに
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コダック スキャナー運用管理ソフトウェアは、コダック スキャナーの管理に

役立つように設計されています。スキャナー運用管理ソフトウェアを使用し
て、スキャナーの使用状況、メンテナンス、エラーの監視や、スキャナードラ
イバの更新を行うことができます。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアは、コダック スキャナー運用管理

ソフトウェア サーバ モジュール（Webブラウザから起動される管理GUIを
含む）とコダック スキャナー運用管理ソフトウェア クライアント モジュール

で構成されます。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアサーバーモジュールには以下の機

能があります：

• スキャナーに関するアラート - 注意を要するスキャナーの状態を知らせる

Eメールメッセージを送信できます。たとえば、書類整理の不良が原因で紙

詰まりが多発している場合が挙げられます。

• リマインダ - スキャナーのクリーニングや消耗品の交換の時期を知らせま

す。交換のペースはスキャン要件によって異なるため、設定値を設定して
適なペースで消耗品を交換することで、効率を確保できます。リマイン

ダEメールは、メンテナンスが完了してリセットされるまで送信されます。

• 設定管理 - 更新パッケージを使用してクライアントソフトウェアをアップ

グレードする方法を提供します。ユーザ定義のスケジュールとグループに
基づいて、更新の導入を1台のスキャナーから複数台のスキャナーまで実行

できます。

• ログファイルへの容易なアクセス - ログファイルは、現在ほとんどのコダック

スキャナーで使用できます。各スキャナーからログファイルを容易に取得
し、コダックサービスまたは他の認定サポートスタッフへの送信用にログ
ファイルを準備できます。

• 運用のグループ化 - モデル、場所、地域など、ユーザが選択した基準に基づ

いて運用をグループ化します。

• レポート - 個別の運用または運用グループに基づいてレポートを実行します。

注：このマニュアルでは、「運用」はコダック スキャナーを指します。
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コダック スキャナー運用管理ソフトウェア クライアント モジュールは、ス

キャナーを接続したホストPCに常駐します。サーバと通信して、ステータスを

提供したり、サーバからの更新を検索します。クライアントソフトウェアは、
クライアントのホストPC上のスキャナードライバを介して運用を監視しま

す。また、重大なイベントの発生時には警告を発行し、事前定義されたメンテ
ナンスまたはエラーの設定値に達した時にはアラートを発行します。

クライアントソフトウェアは、サーバソフトウェアを使用してスケジュールさ
れている更新やリクエストを取得します。リクエストを受信すると、クライア
ントソフトウェアは事前定義された設定を使用してリクエストされた更新を
実行します。また、クライアントソフトウェアはメンテナンス完了の確認応答を
サーバに送信することもできます。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェア管理GUIでは、スキャナーの動作

が表示されます。これにより、稼働時間を 大化し、すべてのスキャナー稼働
の効率を維持できます。また、更新のスケジューリングや、レポート実行も提
供されます。

サポートするスキャナー
とサポート水準

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアは、以下のスキャナーをサポートし

ています。

スキャナー サポートするドライバのバージョン

コダック i920 ScanMate スキャナー 1.2.1 — 基本

2.0 以降 — 高度

コダック i940 ScanMate スキャナー 2.0 以降 — 高度

コダック i30/i40 スキャナー 2.22 — 登録のみ

コダック i1100 シリーズスキャナー 1.02 以降 — 基本

コダック i1150/i1180 スキャナー 1.1.0 以降 — 高度

コダック i1200 シリーズスキャナー 3.33 — 基本

4.4 以降 — 高度

コダック i2400/i2600 スキャナー 1.3 — 基本

1.17 以降 — 高度

コダック i1300 シリーズスキャナー 3.33 — 基本

コダック i405 スキャナー 2.33 — 基本

コダック i2800 スキャナー 1.3 — 基本

1.17 以降 — 高度

コダック i2900 スキャナー 高度

コダック i1410/i1420/i1440 スキャナー 2.33 — 基本

コダック i3200/i3400 スキャナー 高度

コダック i4200/i4600 スキャナー 1.56 — 基本

2.0 以降 — 高度

コダック i600 シリーズスキャナー 1.7 以降 — 基本

コダック i700 シリーズスキャナー 1.0 以降 — 基本

コダック i5200 スキャナー 1.2 — 基本

1.13 — 高度

コダック i1800 シリーズスキャナー 1.03 以降 — 基本

コダック i5600/i5800 スキャナー 1.3 — 基本

1.13 — 高度
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• 登録のみ — スキャナーを登録して、ドライバをアップロードすることがで

きます。

注： アセットが登録されると、コダックスキャナー運用管理ソフトウェア
サーバーモジュールにより認識されます。

• 基本 — コダックスキャナー運用管理ソフトウェアは、使用中のスキャナーに

アクセスできません。また、使用できない機能（紙詰まりや重送など）が
あります。

• 高度 — コダックスキャナー運用管理ソフトウェアは、使用中のスキャナーに

アクセスできます。また、すべての機能が使用できます。

注：今後、新たなスキャナーが追加される可能性があります。コダックにお
問い合わせください。
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システムのカスタマイズ コダック スキャナー運用管理ソフトウェアは、柔軟な使用ができるように設計

されています。組織の規模を問わず、ビジネス要件に合わせてシステムをカス
タマイズできます。スキャナーのグループを必要な数だけ作成し（グループ作
成無しも可能）、スキャナーを1～複数のグループに割り当てることができます。

ユーザには、役割に応じて表示権限または管理者権限が割り当てられます。

レポートの作成も可能です。スキャンされた合計ページ、保留中のメンテナン
ス、エラー、スケジュールされた更新状況など、収集したい情報に応じて様々
なタスクを含めることができます。

システム要件 コダック スキャナー運用管理ソフトウェアをインストールする前に、システ

ムが以下の要件を満たしていることを確認してください。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアモジュールサーバーモジュール

サポートするブラウザ • すべてのブラウザには Microsoft Silverlight プラグインが必要

• Microsoft Internet Explorer バージョン 8 以上

• Mozilla Firefox バージョン 9 以上

• Google Chrome、Silverlight はバージョン 12 以上をサポート

 サーバ：オペレーティングシステム

• Windows Server 2008 R2（64 ビット）Standard Edition
• Windows Server 2008 R2（64 ビット）Web Edition
• Windows Server 2012

サーバ：ハードウェア構成

プロセッサ 推奨：2.6 GHz 以上

メモリ 推奨：3 GB 以上

空きディスク容量 小：32 GB 以上（ソフトウェアおよびデータベース用）

注：運用の数、設定の頻度、保有する設定によっては、さらに多くのディスク容量が必要と
なります。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアモジュールクライアントモジュール

クライアント：オペレーティングシステム

Windows XP SP3（32/64 ビット）

Windows 7 SP1（32/64 ビット）

Windows 8（32/64 ビット）

Windows 8.1（32/64 ビット）

クライアントのハードウェア構成 - クライアントハードウェアは、接続されているスキャナーの推奨構成と同等またはそれ

以上である必要があります。製品仕様については、スキャナーのユーザーズガイドを参照するか、コダックの Web サイト

（www.kodakalaris.com/go/scanners）にアクセスしてください。
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2 ライセンスとインストール 

目次 ソフトウェアをインストールする前に ................................................ 2-1
IIS を有効にする ........................................................................... 2-1
詳細サービスを使用した SQL 
Express のダウンロードとインストール ........................................ 2-4
インストール後の SQL Express の設定 ......................................... 2-4

サーバソフトウェアのインストール.................................................... 2-8
クライアントソフトウェアのインストール........................................ 2-13

手動インストール........................................................................ 2-13
サイレントインストール.............................................................. 2-15

ソフトウェアを
インストールする前に

コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールをインストー

ルする前に、Windowsサーバを設定し、Microsoft SQL Server Expressま
たは別のバージョンのSQL Serverを（まだインストールされていない場合

は）インストールしてください。

IISを有効にする ［サーバーマネージャー］画面から次の操作を行います。

1. ［役割］を選択し、［役割の追加］をクリックします。 
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［サーバーの役割の選択］画面が表示されます。 

2. ［Webサーバー (IIS)］チェックボックスをオンにして、［次へ］をクリッ

クします。 ［Webサーバー (IIS)］画面が表示されます。

3. ［次へ］をクリックします。
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［役割サービスの選択］画面が表示されます。

［役割サービス］画面で、次のチェックボックスをオンにします。

ASP.NET
Windows認証

既定のドキュメント
.NET拡張性

静的なコンテンツ
要求のフィルタリング
ISAPIフィルタ

ISAPI拡張

［次へ］をクリックします。以下の画面が表示されます。

4. ［必要な役割サービスを追加］をクリックします。

5. ［インストール］をクリックします。インストールが完了したら、サーバー
マネージャーを終了します。
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詳細サービスを使用したSQL
Expressのダウンロードとイン

ストール

注：Microsoft SQL Serverがまだインストールされていない場合は、以下の

手順に従ってSQL Expressのダウンロードとインストールを行ってく

ださい。

1. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25174
からインストーラを取得します。

2. SQLEXPRADV_x64_ENU.exeを実行します。

3. インストール中は、すべてのデフォルト設定を選択します。

インストール後のSQL 
Expressの設定

SQL Management Studioの初回実行時は、Microsoft® SQL Server 2008
R2の画面が表示されます。

1. ［サーバー名］フィールドに「サーバー名¥sqlexpress」を入力します。

2. 認証フィールドに［Windows 認証］を入力し、［接続］をクリックします。

SQL Server Management Studio のメイン画面が表示されます。
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3. SQL ExpressでWindows認証モードを有効にします。

• SQL Server Management Studioの左側の枠にある 高レベルのノー
ドを右クリックして、［プロパティー］を選択し、［セキュリティー］を
クリックします。

• ［Windows認証モード］を選択して［OK］をクリックします。

4. FILESTREAM機能を有効にします。

• SQL Server Management Studio の左側の枠にある 高レベルの
ノードを右クリックして、［プロパティー］を選択し、［詳細設定］をク
リックします。

• ［FILESTREAMアクセスレベル］に対して［有効なフルアクセス］を
選択します。

• ［OK］をクリックしてSQL Server Management Studioを終了します。
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5. SQL Server構成マネージャーを実行し、［SQL Serverサービス］を右

クリックして［開く］をクリックします。

6. ［SQL Server（SQLEXPRESS）］を右クリックし、［プロパティー］を

選択して［SQL Server（SQLEXPRESS）のプロパティー］画面を表示

します。

7. ［FILESTREAM］タブを選択し、［Transact-SQL アクセスに対して

FILESTREAMを有効にする］チェックボックスと［ファイル I/Oスト

リームアクセスに対してFILESTREAMを有効にする］チェックボック

スをオンにします。

8. ［SQL Server（SQLEXPRESS）のプロパティー］画面で［OK］をクリッ

クします。
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9. 右側の枠で［SQL Server（SQLEXPRESS）］を右クリックして、［再

起動］を選択します。

10.再起動が完了したら、SQL Server構成マネージャーを終了します。
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サーバソフトウェアのイ
ンストール

1. コダックの Web サイト (www.kodakalaris.com/go/AssetManagement)
にアクセスし、［サポート］タブをクリックして、コダックスキャナー運
用管理ソフトウェアサーバモジュールをダウンロードし、実行します。

2. ［コダック スキャナー運用管理サーバ ソフトウェア］画面が表示された
ら、［次へ］をクリックします。

注：ソフトウェアの適切なインストールと実行に必要な前提条件があり
ます。［要件］画面が表示されたら、インストールを続行する前に必
要なコンポーネントをインストールしてください。

［使用許諾契約］画面が表示されます。

3. ソフトウェア使用許諾契約を読み、その条件を受諾したら、［はい］をク
リックします。
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［インストール先の選択］画面が表示されます。

4. Web サイトのサーバソフトウェアファイルをインストールするフォルダを

参照するか、デフォルト設定のままにして、［次へ］をクリックします。

注：デフォルト設定の選択を推奨します。

［インストール先の選択］画面が表示されます。

5. サーバソフトウェアアプリケーションファイルをインストールするフォ
ルダを参照するか、デフォルト設定のままにして、［次へ］をクリックし
ます。

注：デフォルト設定の選択を推奨します。
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［データベース証明書］ 画面が表示されます。

6. データベースサーバの場所を入力するか参照し、SQL Serverユーザイン

ターフェイスに接続する方法として以下のいずれかを選択します。

• ［Windows認証］または

• ［SQL Server認証］。この方法を選択すると、SQL Serverユーザイン

ターフェイスに接続する時に、ログイン IDとパスワードの使用が必要

になります。

［次へ］をクリックします。［インストール先の選択］画面が表示されます。

7. データベースファイルをインストールするフォルダを参照するか、デフォ
ルト設定のままにして、［次へ］をクリックします。

注：

• デフォルト設定の使用を推奨します。

• SQL データベースが別のサーバにある場合、このフォルダはリモート

サーバ上のフォルダである必要があります。
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［仮想 IISディレクトリ］画面が表示されます。

8. ［次へ］をクリックします。仮想ディレクトリは、コダック スキャナー運

用管理サーバ ソフトウェアに移動するためにブラウザに入力するURL文

字列で、ディレクトリ指定時に使用します。

たとえば、サーバ名がMy Serverであり、デフォルトの

KodakAssetManagementのままにしている場合は、ブラウザのロケー

ションバーに以下の様に入力します。
MyServer/KodakAssetManagement
TCP ポート番号とサイト名を入力します。

9. ［準備完了］画面から［インストール］をクリックします。
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インストールが始まり、進行状況が表示されます。

10.インストールが完了したら、［完了］をクリックしてインストーラを終了
します。
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クライアントソフト
ウェアのインストール

クライアントソフトウェアは、ホストPCに対して手動インストールまたは、

サイレントインストールが可能です。

手動インストール クライアントソフトウェアをホストPCに手動でインストールする場合：

1. コダックの Web サイト (www.kodakalaris.com/go/AssetManagement)
から、コダック スキャナー運用管理ソフトウェア クライアント モジュー

ルをダウンロードし、実行します。

以下の画面が表示されます。

2. ［次へ］をクリックします。［ソフトウェア使用許諾契約］画面が表示され
ます。

3. ソフトウェア使用許諾契約を読み、その条件を受諾したら、［はい］をク
リックします。
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［インストール先の選択］画面が表示されます。

4. コダック スキャナー運用管理ソフトウェア クライアント モジュールを

インストールするフォルダを参照するか、デフォルト設定のままにして、
［次へ］をクリックします。

注：デフォルト設定の選択を推奨します。

5. コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバのネットワークアドレ

ス (URL) を入力します。これは、コダック スキャナー運用管理サーバ ソ
フトウェアの参照に使用したものと同じアドレスと仮想ディレクトリ
(MyServer/KodakAssetManagement) です。
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6. ［次へ］をクリックします。

7. ［インストール］をクリックします。インストールが始まり、進行状況が
表示されます。

8. インストールが完了したら、［完了］をクリックします。

サイレントインストール クライアントインストーラ用のサイレントインストールを作成するには、まず
INSTALLSHIELD「応答」ファイル（別名「setup.iss」）を作成します。この

ファイルを作成するには、コマンドラインスイッチをいくつか追加して、クラ
イアントインストーラを手動で実行します。

AssetMgtClient.exe /r /f1"C:\temp\setup.iss"
/r により INSTALLSHIELD に応答ファイルを作成することを指定し、/f1 に

より INSTALLSHIELD に応答ファイルの名前を指定します。

注： /f1 とファイル名の間にスペースは不要です。ファイルのパスを引用符で

囲むことをお勧めします。

インストールを手動で進めながら各ダイアログボックスで行った応答
は、応答ファイルに記録されます。

応答ファイルがあれば、コマンドラインの /s スイッチで、サイレントインス

トールを行うことができます。

AssetMgtClient.exe /s /f1"C:\temp\setup.iss"
注：これは、ほとんどの INSTALLSHIELD インストーラで共通する手順です。

応答ファイルを編集する必要がある場合は、notepad.exe を使用してくだ

さい。

応答ファイルとインストーラを共有ネットワークドライブに配置することで、
複数のクライアントが容易に配備できるようになります。または、サイレント
インストールのコマンドを、クライアントマシンで実行できるバッチファイル
内に記載することも可能です。
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3 システムのセットアップ
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構成の計画 コダック スキャナー運用管理ソフトウェアを使用する前に、この章を確認し、

システムの構成方法を計画する必要があります。以下の点について検討します。

• メンテナンスとエラーの設定値に対してコダックのデフォルト設定を変更

する必要があるかどうか決定します。

• 作成するシステムユーザと、それらに付与する権限を決定します。

• 運用のグループをセットアップするかどうか決定します。

• グループをセットアップする場合：

- 各運用がどのグループに属するか決定します（モデル、場所、用途など）。

- 各グループに割り当てられるユーザと、付与する権限を決定します。
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• 生成するレポートを決定します。監視する運用を決定します。第1章の「サ

ポートしているスキャナー」を参照して、スキャナーがサポートされてい

ることを必ず確認してください。

作業前に 作業を始める前に、以下の点を検討してください。

• セキュリティが重要な場合は、HTTPSと HTTPの有効化について検討し

ます。 「付録A HTTPSの構成」を参照してください。

• コダックスキャナー運用管理ソフトウェアへのアクセスが必要なユーザご
とに、ユーザアカウントがサーバ上に存在する必要があります。サーバの
ユーザアカウントとコダックスキャナー運用管理ソフトウェア管理 GUI で
作成されたユーザとの間には一対一の関係が存在することに注意してくだ
さい。

• すでに SQL Server を使用している場合は、SQL Server の現在のコピー

内にコダックスキャナー運用管理ソフトウェアデータベースを置くか、
SQL Server のインスタンスをもう 1 つインストールし、それをスキャナー

運用管理ソフトウェアデータベース専用にするかを、コダックスキャナー運用
管理ソフトウェアをインストールする前に決定します。

• コダックスキャナー運用管理ソフトウェアをインストールする前に、コダッ
クスキャナー運用管理ソフトウェア管理 GUI に割り当てるURL、Webサイ

ト、ポート番号について検討します。デフォルトでは、ユーザがブラウザを
使用してこのソフトウェアにアクセスする際に、ブラウザのアドレスバー
に「http://YourServerName/KodakAssetManagement」と入力します。

KodakAssetManagementの部分は、業務内容をより具体的に表すように

変更することもできます。

• コダック スキャナー運用管理ソフトウェア管理GUIでは、運用をグループ

に割り当てることができます。このオプションを利用して運用を管理しや
すくする方法について検討します。詳細については、この章で後述の「グ
ループに運用を追加」を参照してください。

• E メールを使用して担当者にメンテナンスとエラーのアラートを通知する場

合は、SMTP サーバがどのように構成されているかを理解しておく必要があ

ります。

• システムに運用の追加を始める前に、コダック スキャナー運用管理ソフトウェ

ア管理 GUI の［システムデフォルト］画面についてよく理解しておきます。こ

の画面では、運用属性の自動割り当て、エラーとメンテナンスのアラートに使
用する E メールアドレス、HTTPSまたは HTTPの設定を定義します。詳細に

ついては、この章で後述の「システムデフォルトの設定」を参照してください。

•［システム保存］画面についてもよく理解しておく必要があります。システ
ム情報と運用情報が保存される量は、この画面のパラメータによって決定
されます。これらの設定は、サーバのリソースと使用可能なディスク容量
に直接影響します。詳細については、この章で後述の「保存設定の構成」を
参照してください。
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システムの概要 メインウィンドウから、グループ、運用、レポート、ソフトウェア更新、シス

テム設定（ユーザを含む）を管理できます。

システムのセットアップ方法に従って、ユーザのリストを作成することを推奨

します。ユーザをシステム管理者に割り当てたり（システム内のすべてを変更

できるようになります）、グループに現在含まれていない運用をユーザが表示

できるようにしたり、システムの読み取り専用（表示）権限だけをユーザに与

えたりできます。

• グループは、運用（スキャナー）を組織化する手段を提供します。不要の

場合は、運用をグループに割り当てる必要はありません。運用をグループ

に割り当てる場合は、組織に適合する任意の方法でグループをセットアッ

プできます。たとえば、場所、スキャナーモデル、部門などに基づいてグ

ループを編成できます。グループをセットアップした後、ユーザと運用を

それらのグループに割り当てることができます。グループの作成に関する

情報と手順については、この章で後述の「グループ」を参照してください。

• 運用は、コダック スキャナー運用管理ソフトウェアで監視されるスキャナー

です。クライアントPCに初めて接続された運用は、どのグループにも属し

ていないため、割り当てられていない運用としてサーバに自動登録されます。

ユーザは、各自の権限に応じて運用を表示、追加、修正、削除できます。運

用の管理に関する情報と手順については、この章で後述の「運用」を参照し

てください。

• レポートは、収集された運用データまたはグループデータに関する情報を
取得するために作成します。データは、特定の期間について表形式で出力
します。レポートには、合計ページ、保留中のメンテナンス、エラー、ス
ケジュールされた更新状況などの種類があります。ユーザは、各自の権限
に応じてレポートを表示、追加、修正、削除できます。レポートのセット
アップと実行に関する情報と手順については、第 5 章を参照してください。

• 更新では、ドライバ、クライアントソフトウェア、TWAIN 設定ショートカッ

ト、Smart Touch などの更新パッケージを作成でき、運用の更新をスケ

ジュールすることもできます。更新のセットアップとメンテナンスに関す

る情報と手順については、第5章を参照してください。

• システムでは、システムデフォルト設定、SMTP 設定、保存設定、ユーザ

設定をセットアップまたは変更できます。また、［システム］ウィンドウか
ら［ログ］ウィンドウと［バージョン情報］ウィンドウを開くこともでき
ます。［システムデフォルト］ウィンドウ上の各オプションの詳細について
は、この章で後述の「システムデフォルトの設定」を参照してください。
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スキャナー運用管理サー
バーコンソールへのアク
セス

重要：ユーザがコダック スキャナー運用管理ソフトウェア管理 GUI にログイ

ンするには、社内の IT システム管理者が各ユーザにサーバのアクセ

ス権を事前に与えておく必要があります。

コダックスキャナー運用管理ソフトウェア管理 GUI は、Web アプリケーショ

ンから起動します。

1. インターネットブラウザを起動します。

2. サーバの Web サイト上にあるサーバソフトウェアの仮想ディレクトリに

アクセスします（http://www.Myserver.com/KodakAssetManagement
など）。

3. 資格情報を入力して、サーバのアクセス権を取得します。

4. コダック スキャナー運用管理ソフトウェア管理GUIのロード中、システム

は、必要なバージョンの Microsoft® Silverlight プラグインが PC にイン

ストールされていることを確認します。インストールされていない場合、

ダウンロードしてインストールするように指示されます。

5. Silverlight プラグインが確認されるか、必要なバージョンがダウンロード

されると、メインウィンドウが表示されます。

注：ユーザが追加されるまで、サーバにログイン可能なユーザはすべてシス

テム管理者として扱われます。ユーザを作成し、ユーザの権限をできる

だけ早く決定することを推奨します。
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アイコン このマニュアルでは全体を通して以下のアイコンが使用されます。

換算表 分から時間、日数に換算する表を以下に示します。この表は、頻度の設定を行
う際に役立つ場合があります。

更新 - 画面に現在表示されている情報を更新できます。

詳細 - 運用、グループ、場所、サポート窓口などの詳細を表示、

編集できます。

新規 - 新規グループ、運用、場所、サポート窓口などを作成で

きます。

削除 - グループ、運用、場所、サポート窓口などを削除できます。

追加 - 運用をグループに追加できます。

削除 - 運用をグループから削除できます。

分 時間 日数

60 1
360 6
720 12

1440 24 1
2160 36 1.5
2880 48 2
4320 72 3
5760 96 4
7200 120 5
8640 144 6

10080 168 7
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管理の役割 システム管理者 - システム管理者は、コダック スキャナー運用管理ソフト

ウェアを完全に制御し、システムに対して任意の変更を行うことができます。

SMTPの設定を表示できるのはシステム管理者だけであり、このソフトウェ

アへのアクセスとその使用が可能なユーザのリストも管理します。

グループ管理者 - グループ管理者は、自分のグループを管理します。自分のグ

ループに属する運用を追加、削除、管理できます。

ユーザは誰でもグループを作成できますが、作成したグループに追加できるの

は自分がアクセス可能な運用だけです。通常、グループ管理者と割り当てられ

ていない運用の権限はシステム管理者が割り当てます。ユーザがグループを作

成すると、作成したユーザが自動的にそのグループのグループ管理者になりま

す。グループ管理者になると、他のユーザを自分のグループに追加したり、管

理者権限を与えたり、自分のグループの権限を表示できます。

運用管理者 - 運用管理者は、特定の運用を管理します。システム管理者は、シ

ステムの任意のユーザを運用管理者に指定できます。指定されたユーザは該当
する運用を管理でき、システムからそれらを削除することもできます。運用管
理者がシステムから運用を削除すると、その運用に関して保存されている情報
もすべて削除されることに注意してください。なお、この運用は、スケジュー
ルされた次回の更新時にクライアント PC によってシステムに再登録／認識さ

れます。

レポート管理者 - システムのユーザは誰でもレポートを作成できます。レポー

トを作成した人は、自動的にレポート管理者になります。

更新パッケージ管理者 - システムのユーザは誰でも更新パッケージを作成で

きます。更新パッケージを作成した人は、自動的に更新パッケージ管理者にな

ります。

更新スケジュール管理者 - システムのユーザは誰でも更新をスケジュールで

きます。更新をスケジュールした人は、自動的に更新スケジュール管理者にな

ります。

注：更新パッケージやスケジュールされた更新を 後に修正した人は、自動

的に更新パッケージ管理者や更新スケジュール管理者になります。たと

えば、ユーザが更新パッケージを作成し、それを午前1時（太平洋標準

時）に実行するようにスケジュールしたとします。しかし、システム管

理者はこの更新を午前 3 時（太平洋標準時）に実行したいと考えていま

す。システム管理者がこのスケジュールされた更新を修正すると、シス

テム管理者が自動的にその更新パッケージの更新スケジュール管理者に

なります。
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システムデフォルトの
設定

コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールのインストー

ル後、ユーザが作成されるまでは、コダック スキャナー運用管理ソフトウェ

ア管理GUIにログインした人はシステム管理者であるとみなされます。

ユーザとグループをセットアップする前に、システムデフォルトを設定してお

くと便利です。グループが作成されると、［システムデフォルト］ウィンドウ

に設定しておいた値が、対応するグループ設定に予め入力されます。たとえ

ば、新しいグループを作成する時、［システムデフォルト］ウィンドウに定義

されている場所の情報が使用されます。

［追加割当］オプションは、運用がシステムに追加される時、その運用に値を

自動的に割り当てる便利な方法を提供します。このオプションは、場所、サ
ポート窓口、更新頻度、メンテナンスとエラーの設定値に対して使用できま

す。グループを使用しない、あるいはすべての運用の設定を同じにする場合、

［システム］ウィンドウ上でこれらのオプションを使用します。運用をシステ

ムに追加した後にこれらの値の変更が必要になった場合は、［運用の詳細］

ウィンドウを使用します。あるいは、運用がグループに追加されてから［割

り当てる］ボタンをクリックして更新を割り当てます。

通常、メンテナンスとエラーの設定値は、スキャナーのモデルによって異なり

ます。コダック スキャナーがシステムに初めて接続した時、そのスキャナー

のデフォルトがサーバに送信されます。したがって、コダックのデフォルトを

変更する場合にのみ、値を指定する必要があります。 

1. メインウィンドウから、［システム］をクリックします。

2. ［デフォルト］をクリックします。［デフォルト］領域が表示されます。

3. ［メンテナンスEメール］フィールドに、運用のメンテナンスの設定値に到

達または超過した時に通知を行う相手の E メールアドレスを入力します。

注：

• 運用がグループに属し、そのグループに［メンテナンス E メール］の値が

設定されている場合、グループの E メールアドレスが使用されます。

• 複数の人がこの E メールを受信する必要がある場合は、グループ E メール

アドレスをセットアップする必要があります。 複数の E メールアドレスを、

コンマで区切って 64 文字まで指定することができます。
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4. ［エラー E メール］フィールドに、運用のエラーの設定値に到達するか超

過した時に通知を行う相手のEメールアドレスを入力します。

注

• 運用がグループに属し、そのグループに［エラー E メール］の値が設定さ

れている場合、グループのEメールアドレスが使用されます。

• 複数の人がこの E メールを受信する必要がある場合は、グループ E メール

アドレスをセットアップする必要があります。 複数のEメールアドレスを、

コンマで区切って64文字まで指定することができます。

5. 場所の［詳細］アイコンをクリックして、 ［保存先］ウィンドウを表示

します。このウィンドウでは、場所の各フィールドに情報を入力したり、

それらの情報を変更できます。

6. サポート窓口の［詳細］アイコンをクリックして、システム内の運用のサ

ポート窓口情報を追加します。
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7. ［更新頻度］ドロップダウンボックスから、クライアント PC が運用情報

（ページ数、メーター値、紙詰まり数、重送数など）をサーバに送信する

頻度（分単位）を選択します。

更新頻度により、更新に関する情報が運用に送信されるタイミングも決定

されます。したがって、変更が行われても、クライアントPCがサーバと

再び通信するまで、その変更は反映されません。

［更新頻度］に設定する値を決定する場合は、データベースのサイズ、情

報を維持する（保持）期間、レポートを実行する頻度を検討する必要があ

ります。デフォルトの頻度の設定は、1440分（1日）です。スキャン量

に応じて、この設定を増減させてください。クライアントPCがサーバと

通信する頻度を高く設定すると、データベースに書き込まれる情報量が増

加します。

注： 登録されたスキャナーがホスト PC から切断された場合でも、部分

的な更新は引き続き行われます。これにより、クライアントは運用
が削除されたかどうかを確認することができ、エラーへの対処やメ
ンテナンス作業も可能になります。運用が切断されている間では、
部分的な更新が行われても、［運用の詳細］ウィンドウの［ 終更新
時刻］フィールドは更新されません。

8. メンテナンスの設定値の［詳細］アイコンをクリックして、メンテナンス

の設定値の設定を変更します。

注：すべてのメンテナンスの設定値が表示されますが、スキャナーのモデ

ルによっては、サポートされているメンテナンスの設定値のみがサー

バにレポートされます。これらのフィールド内の値は、運用がシステ

ムに追加されていなければ0になります。
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［頻度］、［リマインダ］、［報告］の各値は、スキャナーモデル固有のデフォ

ルト値に設定されます。運用の使用状況を評価するまでは、デフォルト設

定を維持することを推奨します。1日のスキャン枚数、スキャンされる紙

の種類、環境条件などに基づいて、設定値を増減しなければならない場合

があります。

運用が接続されたPC 上で動作しているクライアントソフトウェアは、

メンテナンスの設定値のデフォルト値をサーバに送信します。スキャン

要件に応えるためにこれらのデフォルト値を変更する必要がある場合

は、［メンテナンス］ウィンドウで必要な変更を行うことができます。

［追加割当］をオンにすると、工場出荷時のデフォルト設定がこれらの

新しい設定で上書きされます。新しい設定は、クライアントPCが初め

てサーバと通信した時に有効になります。

メンテナンスの設定値の各値はサーバソフトウェアによって設定されま

すが、メンテナンスの実施後にこれらの値をリセットできるのは、クライ

アントソフトウェアだけです。たとえば、ユーザがフィードモジュールタ

イヤを交換した場合、この情報はクライアントソフトウェアを使用して入

力され、クライアントPCがサーバと次に通信する時に更新されます。

• ［頻度］、［リマインダ］、［報告］の値を必要に応じて変更し、［OK］を

クリックします。

- 頻度 - 以下のメンテナンスを実行するまでにスキャン可能なページ

数を表示します。0～999999の値を入力できます。 このフィールド

に表示される数は、スキャナーのユーザガイドで推奨されているデ

フォルトの値です。

- リマインダ - 頻度設定値に到達または超過してからユーザがメンテ

ナンスの実施を指示されるまでにスキャン可能なページ数（0 ～

999999）を入力します。［リマインダ］値は、メンテナンスステー

タスが緑色から黄色に変わるまでにスキャン可能なページ数の決定

にも使用されます。たとえば、頻度が1000に設定され、リマインダ

が100に設定されている場合、スキャンされたページの数が 901 に
なると、メンテナンスステータスが緑色から黄色になり、クライアン

トPC上でユーザにメッセージが表示されます。 このフィールドに表

示されるデフォルトの数は、（［頻度］÷10）の値です。

- 報告 - 0～999999の値を入力します。この数のページがスキャンさ

れた後、報告Eメールがユーザに送信されるようになります。一般に

この値は、［頻度］フィールドに指定されたページ数よりも大きくし

ます。たとえば、スキャナー清掃用メンテナンス設定値の頻度設定が

1000ページごとで、報告設定が200に設定されている場合、1200
ページがスキャンされた後もユーザがスキャナーを清掃しなければ、

クライアントPCがサーバと通信する度に報告Eメールが送信されま

す。 このフィールドに表示されるデフォルトの数は、（［リマイン

ダ］×5＋［頻度］）の値です。
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9. エラーの設定値の［詳細］アイコンをクリックして、エラーの設定値の設

定を変更します。

注：すべてのエラーの設定値が表示されますが、スキャナーのモデルに

よっては、ご使用のスキャナーでサポートされているエラーの設定値

のみがサーバにレポートされます。

運用が接続されたPC上で動作しているクライアントソフトウェアは、エ

ラーの設定値のデフォルト値をサーバに送信します。これらの値を変更す

る必要がある場合は、［エラー設定値］ウィンドウから変更できます。［追

加割当］をオンにすると、工場出荷時のデフォルト設定がこれらの新しい

設定で上書きされます。新しい設定は、クライアントPCが初めてサーバ

と通信した時に有効になります。

メンテナンス設定値の場合とは異なり、エラー設定値をリセットできるの

はサーバソフトウェアだけです。たとえば、紙詰まり数のエラー設定値に

到達または超過した場合、システム管理者、グループ管理者、運用管理者

のみがこの値をリセットできます。このリセットは、クライアントPCが

サーバと次に通信した時に適用されます。

• 必要に応じて、各イベントが問題であるとみなされるまでのイベント

の発生回数を指定する［頻度］フィールドの値を変更します。

• 必要に応じて、問題であるとみなされるまでの、この頻度内でエラーの
発生が許容できる日数を［期間］列に入力します。たとえば、［期間］を
1 日に設定し、紙詰まりの頻度を 5 回に設定する場合、スキャナーに 1
日に 3 回の紙詰まりがあっても、E メールは送信されません。紙詰まり

の回数は翌日にはリセットされます。

• 設定値の頻度に到達した時に E メールを［エラー E メール］フィール

ドのアドレスに送信する場合は、［報告］チェックボックスをクリック

します。 
• ［OK］をクリックします。

10.HTTPS を使用するようにデータベースをセットアップしてある場合は、

［HTTPS接続を使用］チェックボックスをクリックします。クライアント

PCとサーバの間に暗号化されたセキュアな通信が提供されます。 詳細に

ついては、「付録A HTTPSの構成」を参照してください。

11.［システムデフォルト］ウィンドウ上で変更作業が完了したら、［適用］を

クリックします。



3-12 A-61768_ja  2014年8月 

SMTP設定の構成 コダック スキャナー運用管理ソフトウェアからEメール受信者に情報を送信

するために、ソフトウェアがEメールサーバにアクセスする方法を定義する必

要があります。

［SMTP］画面は、システム管理者権限を持つユーザのみ使用できます。

1. メインウィンドウから、［システム］をクリックします。

2. ［SMTP］をクリックします。［SMTP］領域が表示されます。

3. Eメールの送信に使用するSMTPサーバのネットワークアドレス

（mailserver.mycompany.comなど）を［サーバのネットワークアドレス］

フィールドに入力します。

4. ほとんどの E メールサーバはポート 25 で通信します。使用する E メール

サーバが他のポートで通信する場合は、正しいポート番号を［サーバの
ポート］ドロップダウンボックスから選択します。

5. E メールの送信時にコダック スキャナー運用管理ソフトウェアがログイン

するEメールサーバアカウントの［ユーザドメイン］、［ユーザ名］、および

［ユーザパスワード］を入力します。

6. SMTPサーバから送信されるEメールに使用するアドレスを［Eメールの

送信元アドレス］フィールドに入力します。

7. 使用する接続セキュリティのタイプを選択します。［なし］、［SSL／TLS］、

［STARTTLS］が選択できます。

8. SMTP サーバと通信する時に使用する認証方法のタイプを選択します。

［自動］、［なし］、［ログイン］、［通常］、［CRAM-MD5］、［NTLM］が選

択できます。

9. Eメールの添付に対して許容できる 大サイズを入力します。1～1024 MB
の値を入力します。

注： 大サイズは、Eメールサーバでさらに小さい値に制限されている場

合があります。

10.［設定のテスト］をクリックして、SMTP設定を検証します。

11.［適用］をクリックします。
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保存設定の構成 ［保存］ウィンドウを使用して、運用に関する情報、システムログ、更新を保
存する期間をセットアップします。使用するデータベースのサイズにより、保
存するデータ量が決まります。

デフォルトでは、すべての保存設定が［すべて］に設定されます。これらの設
定を［エントリの数に依存］または［日数に依存］に変更することを推奨しま
す。設定をデフォルトの［すべて］のままにすると、データベースのストレー
ジ容量がすぐに満杯になります（特に、Microsoft SQL Server Expressの無

償バージョンで多数の運用が存在する場合）。データベースサイズ、保存設定、
クライアントPCがサーバと通信する頻度、システム内の運用数、レポートの

実行頻度の間でバランスをとることが重要です。

運用の数が多く、クライアントPCがサーバと頻繁に通信する場合は、

Microsoft SQLのフルバージョンを使用することを推奨します。

データベースに情報を保存する期間の長さは、履歴のレポートに影響を与える
可能性があることに注意してください。この情報は、システム内の各運用から
収集されます。たとえば、保存設定が1日に設定され、スキャナーが100台あ

る場合、5日間のレポートを実行しても、レポートには100台のスキャナーに

ついて1日分の情報しかありません。5日分の情報が必要な場合は、保存設定を

5日以上に設定しておく必要があります。

1. メインウィンドウから、［システム］をクリックします。

2. ［保存］をクリックします。［保存］領域が表示されます。

3. ［運用イベント］、［運用の履歴］、［スケジュールされた更新］、［システム
ログ］の各ドロップダウンボックスから、以下のいずれかを選択します。

• すべて - すべての情報を保持します。

• エントリの数に依存 - 一定量の情報のみを保持します。 も古い情報か

ら削除されます。

• 日数に依存 - フィールドに入力された日数だけ情報を保持します。

4. ［適用］をクリックします。
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ユーザリストの作成 ［ユーザ］領域では、ユーザ設定を追加、削除、修正できます。また、システ
ム管理者権限を特定ユーザに割り当てることもできます。システム管理者権
限をユーザに割り当てた場合、コダック スキャナー運用管理ソフトウェアの

すべての設定を変更できるようになります。どのグループにも含まれていな
い運用をユーザが表示できるようにするには、割り当てられていない運用の
権限をそのユーザに付与します。この権限は、運用をシステムに追加するユー
ザが、自分で作成したグループに運用を割り当てる場合に役立ちます。

ユーザの追加 1. メインウィンドウから、［システム］をクリックします。

2. ［ユーザ］をクリックします。［ユーザ］領域が表示されます。

3. ［新規］ アイコンをクリックします。［ユーザの詳細］ウィンドウが表

示されます。

4. サーバの Web ページへのアクセス権を取得するために使用するユーザの

ログイン名を入力します。このフィールドには、64文字まで入力できます。

5. このユーザのニックネームを［ニックネーム］フィールドに入力します。

ニックネームは、システム内のアクセス可能な多くのウィンドウ上でユー

ザログイン名よりも識別しやすいため、設定しておくことを推奨します。

重複するニックネームは使用できません。
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6. 必要に応じて、ユーザのEメールアドレスを［Eメール］フィールドに入

力します。入力した場合、このユーザがレポートや更新を作成する時に、

このEメールが自動的に使用されます。

7. このユーザにシステム管理者権限を与える場合は、［システム管理者］

チェックボックスをオンにします。システム管理者権限を持つユーザは、

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアのすべての設定を変更できる

ようになります。

8. このユーザがシステムに新しく追加された運用やグループに割り当てら

れていない運用を表示できるようにする場合は、［割当していない運用］

チェックボックスをオンにします。

9. ［OK］をクリックします。

ユーザ設定の変更 ユーザは自分のニックネームとEメールアドレスを変更できますが、ログインを

変更したり、システム管理者と割り当てられていない運用の権限をユーザに付与
するのは、システム管理者だけです。

1. ユーザリストから、設定を変更するユーザを選択します。

2. ［詳細］ アイコンをクリックします。［ユーザの詳細］ウィンドウが表

示されます。

3. 必要な変更を行います。

4. ［OK］をクリックします。

ユーザの削除 システムからユーザを削除できるのは、システム管理者だけです。ユーザは自
身をシステムから削除することはできません。

1. システムから削除するユーザを選択します。

2. ［削除］ アイコンをクリックします。「ユーザ「XXXX」を削除します

か？」 というメッセージが表示されます。

3. ［はい］をクリックします。
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［ログ］領域 ［ログ］領域には、コダック スキャナー運用管理ソフトウェアのログメッセー

ジが一覧表示されます。

［ログ］領域には、以下のメッセージが追加される場合があります。

運用が削除されました

システム：不明なエラー

システム：データベースの競合

システム：接続の失敗

グループ：作成済み

グループ：変更済み

グループ：運用が追加済み

グループ：運用が削除済み

グループ：運用の場所が変更済み

グループ：運用のサポート窓口が変更済み

グループ：運用の更新頻度が変更済み

グループ：運用のメンテナンス設定値が変更済み

グループ：運用のエラー設定値が変更済み

グループ：削除済み

運用：作成済み

運用：変更済み

運用：イベントが削除済み

運用：履歴が削除済み

運用：E メールの失敗

スケジュールされたレポート：作成済み

スケジュールされたレポート：変更済み

スケジュールされたレポート：削除済み

スケジュールされたレポート：実行に失敗

スケジュールされたレポート：失敗

スケジュールされたレポート：E メールに失敗

更新パッケージ：作成済み

更新パッケージ：変更済み

更新パッケージ：削除済み

スケジュールされた更新：作成済み

スケジュールされた更新：変更済み

スケジュールされた更新：削除済み

スケジュールされた更新：キャンセル済み

スケジュールされた更新：実行に失敗

スケジュールされた更新：失敗

スケジュールされた更新：E メールに失敗

システムデフォルト：変更済み

システム SMTP：変更済み

システム保存：変更済み

システム保存：完了済み

システム保存：失敗

ユーザ：作成済み

ユーザ：変更済み

ユーザ：削除済み

ユーザ：未承認
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［削除］アイコンをクリックすることで、選択した項目をこのリストから削除
できます。

［バージョン情報］領域 ［バージョン情報］領域には、コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サー

バ モジュールのバージョンと著作権の情報が表示されます。

コダックサービスへ問い合わせを行う際に、この画面の情報が必要になる場合
があります。
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グループ 運用のグループをセットアップすることは必須ではありませんが、グループを作

成すると、運用の管理に役立ちます（特に、多数のスキャナーを管理する場合）。

運用はグループに割り当てなくても問題ありませんが、グループに割り当てて
おくと、管理が容易になります。運用は、システムの構成方法に応じて、複数
のグループに割り当てることができます。

グループは、その管理方法に基づいてわかりやすい名前にすることができま
す。グループには必要な数だけ運用を割り当てることができます。たとえば、
コダック ScanMate i940スキャナーが80台ある場合は、i940 Scannerグ
ループを作成し、80台すべてのスキャナーをこのグループに割り当てること

ができます。あるいは、グループを2つ作成し、1つを自分が所属する経理グ

ループの i940スキャナー用に、もう1つを別の部門の i940スキャナー用にす

ることもできます。グループは、スキャナー機種、場所、業務機能などの基準
に基づいて作成できます。

グループを作成したユーザは、自動的にグループ管理者になります。グループ
管理者になると、他のユーザに対して、グループ管理者の権限を与えたり、表
示とレポート用にグループの読み取り専用アクセス権だけを付与できます。た
とえば、自分の上司に情報の表示のみを許可し、変更を禁止する場合は、読み
取り専用アクセス権を与えます。

［グループ］を選択すると、アクセス可能なすべてのグループと、それらのグ
ループに関連付けられている運用が表示されます。

注：

• コダック スキャナー運用管理ソフトウェアを初めて起動した場合、［グルー

プ］枠はグループが存在しない状態で表示され、［グループの運用］枠は運
用が存在しない状態で表示されます。

• 1つの運用が複数のグループに属している場合、その運用に変更が行われる

と、他のグループにその変更が伝達されます。運用に対して 後に行われ
た変更が、グループ全体の現在値になります。

グループは、グループ内で共通の変更が必要な場合に特に役立ちます。たとえ
ば、サポート窓口の電話番号が変更された場合、該当するグループに対して簡
単にこの変更を行うことができます。［グループの詳細］ウィンドウの［割り
当てる］オプションを使用して、このグループに属するすべての運用を新しい
情報で更新できます。
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グループの追加 1. メインウィンドウから、［グループ］をクリックします。［グループ］ウィン
ドウが表示されます。

注：コダック スキャナー運用管理ソフトウェアを初めて起動した場合、［グ

ループ］枠はグループが存在しない状態で表示され、［グループの運用］
枠は運用が存在しない状態で表示されます。

2. グループペインの［新規］  アイコンをクリックします。［グループの詳

細］ウィンドウが表示されます。
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注：グループの各値には、システムデフォルトが自動的に入力されます。
グループの各値は、必要に応じて変更できます。

3. グループ名を［名前］フィールドに入力します。 重複するグループ名は使

用できません。

4. グループの説明を［説明］フィールドに入力します。

5. ［メンテナンス E メール］フィールドに、グループ内の運用のメンテナン

スの設定値が指定の設定値に到達または超過した時に通知する相手のE
メールアドレスを入力します。

6. ［エラー E メール］フィールドに、エラーの設定値がグループ内のいずれ

かの運用に指定された値に到達または超過した時に通知する相手のEメー

ルアドレスを入力します。
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7. ユーザの［詳細］アイコンをクリックして、現在割り当てられているユー

ザのリストを表示します。

• ユーザを追加する場合は、［追加］アイコンをクリックします。［ユー
ザをグループに追加］ウィンドウが表示されます。

• グループに追加するユーザ名の隣にあるチェックボックスをオンにし
（複数可）、［OK］をクリックします。

• ユーザをグループ管理者にする場合は、［グループユーザ］ウィンドウ
の［管理者］チェックボックスをオンにし、［OK］をクリックします。

それ以外の場合は、表示権限のみがユーザに与えられます。

• グループからユーザを削除する場合は、［グループユーザ］ウィンドウ
上でユーザを選択し、［削除］アイコンをクリックします。

8. 場所の［詳細］アイコンをクリックして、選択したグループの場所情報を

変更し、［OK］をクリックします。
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9. サポート窓口の［詳細］アイコンをクリックして、このグループのサポー

ト窓口情報を変更し、［OK］をクリックします。

10.［更新頻度］フィールドに数値（分単位）を1～10080（1週間）の範囲で

入力して、クライアントPCがサーバと通信する頻度を指定します。

11.［メンテナンス］フィールドにあるメンテナンスの設定値の［詳細］アイ

コンをクリックして、消耗品を清掃または交換する頻度のデフォルト値を

変更します。

注：すべてのメンテナンスの設定値が表示されますが、スキャナーのモデ
ルによっては、ご使用のスキャナーでサポートされているメンテナン
スの設定値のみがサーバにレポートされます。
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• ［頻度］、［リマインダ］、および［報告］の値を必要に応じて変更し、
［OK］をクリックします。

- 頻度 - 以下のメンテナンスを実行するまでにスキャン可能なページ

数を表示します。0～999999の値を入力できます。

- リマインダ - 頻度設定値に到達または超過してからユーザがメンテ

ナンスの実施を指示されるまでにスキャン可能なページ数（0 ～

999999）を入力します。［リマインダ］値は、メンテナンスステー

タスが緑色から黄色に変わるまでにスキャン可能なページ数の決定
にも使用されます。たとえば、頻度が1000に設定され、リマインダ

が100に設定されている場合、スキャンされたページの数が901に

なると、メンテナンスステータスが緑色から黄色になり、クライアン
トPC上にメッセージが表示されます。

- 報告 - 0～999999の値を入力します。このページ数がスキャンされ

た後、報告Eメールが送信されます。一般にこの値は、［頻度］フィー

ルドに指定されたページ数よりも大きくします。たとえば、スキャ
ナーの清掃用のメンテナンスの設定値の頻度設定が1000ページごと

で、報告設定が200に設定されている場合、1200ページがスキャン

された後もユーザがスキャナーを清掃しなければ、クライアントPC
がサーバと通信する度に報告Eメールが送信されます。

12.［エラー設定値］をクリックして、エラー通知の送信が行われるまでに発

生可能なイベント数を設定または変更できます。

注：すべてのエラーの設定値が表示されますが、スキャナーのモデルに
よっては、ご使用のスキャナーでサポートされているエラーの設定値
のみがサーバにレポートされます。

• 各イベントが問題であるとみなされるまでのイベントの発生回数を
［頻度］フィールドに入力し、［OK］をクリックします。

- 必要に応じて、問題であるとみなされるまでの、この頻度内でエラー
の発生が許容できる日数を［期間］列に入力します。

- エラーの設定値に到達した時にE メール送信する場合は、［報告］を

オンにします。

注：［グループの詳細］ウィンドウで［場所］、［サポート窓口］、［更新頻度］、
［メンテナンス］、［エラー設定値］のいずれかのフィールドに対して［割
り当てる］をクリックすると、「グループのすべての運用にこの「XXXX」

が割り当てられます。続行しますか？」 というメッセージが表示されま

す。［はい］をクリックします。
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グループに運用を追加 グループに運用を追加するには、以下の手順を実行します。

1. メインウィンドウから、［グループ］をクリックします。

2. グループを選択してグループペインをアップデートし、グループ内のア

セットペインの［追加］アイコンをクリックします。［アセットをグループ

に追加］ウィンドウが表示されます。

3. リストに表示する運用を以下から選択します。

• 割り当てなし：どのグループにも割り当てられていない運用がすべて
表示されます。このオプションは、割り当てられていない運用権限を持
つユーザに対してのみ表示されます。

• すべて：ユーザが運用管理者権限を持つ運用がすべて表示されます。

• グループ内：表示するグループをドロップダウンボックスから選択し
ます。選択したグループ内の運用が表示されます。ユーザは、アクセス
可能なグループのみを選択できます。

4. グループに追加する運用のチェックボックスをオンにします。現在の条件

で表示されるすべての運用（現在のページに表示されていないものも含

む）を追加する場合は、テーブルヘッダーにあるチェックボックスをク

リックします。運用が複数ページに渡って存在すると、すべてのチェック

ボックスがオンになります（たとえば、運用が 5 ページにわたって存在す

ると、5 ページすべての運用がオンになります）。

注： 権限が異なる運用（読み取り専用など）をグループに追加すると、
その運用の権限はそのまま維持されます。

5. ［OK］をクリックします。

運用の選択
運用の未選択

権限が異なる運用の選択
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運用 クライアントソフトウェアがインストールされ、運用が認識されると、その運
用は割り当てられていない運用としてサーバ上で自動的に表示されます。

［運用］領域には、ユーザが表示権限を持つすべての運用のステータスが表示
されます。システム管理者、および割り当てられていない運用の権限を持つ
ユーザは、この運用の表示が可能になり、必要に応じてその運用をグループに
追加できます。

 

•［すべて］をクリックすると、表示権限のあるすべての運用がこのリストに
表示されます。これには、すでにグループに割り当てられている運用も含
まれます。

•［割り当てなし］をクリックすると、グループに属していない運用のみが表
示されます。

• 割り当てられていない運用の権限を持つユーザには、［すべて］／［割り当
てなし］メニューが表示されます。

• 運用を表示できるユーザは、運用管理者権限を他のユーザに割り当てるこ
とができます。運用管理者は、運用を表示、修正、および削除できます。

注：運用リストでの［時刻］列は、クライアントが接続／登録された運用か
ら新しいデータを 後に収集した時刻を示しています。
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運用の詳細の編集 ［運用の詳細］ウィンドウでは、運用の設定の表示や編集、運用管理者の割り
当てができます。また、選択した運用のイベントや履歴の情報を表示すること
もできます。

注：［運用の詳細］ウィンドウ上の各設定値は、グループやシステムデフォル
トの設定と一致していない場合があります。

1. メインウィンドウから、［運用］をクリックするか、［グループ］をクリッ
クしてグループを1つ選択します。

2. 編集する運用を選択します。

3. ［詳細］アイコンをクリックします。［運用の詳細］ウィンドウが表示され

ます。 

注：システムデフォルトを設定した場合、あるいは［グループ］ウィンド
ウで運用をグループに追加した場合に［追加割当］をオンにした場合
は、運用の各詳細値にシステムまたはグループのデフォルト値が自動
的に入力されます。運用の各値は、必要に応じて変更できます。

4. 場所の［詳細］アイコンをクリックして、この運用の場所情報を追加また

は変更します。

5. サポート窓口の［詳細］アイコンをクリックして、この運用のサポート窓

口情報を追加または変更します。
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6. ［更新頻度］フィールドに数値（分単位）を1～10080（1週間）の範囲で

入力して、運用がサーバに情報を送信する頻度を指定します。

7. メンテナンスの設定値の［詳細］アイコンをクリックして［メンテナンス］

ウィンドウを表示し、［頻度］、［リマインダ］、［報告］の設定を変更します。

8. エラーの設定値の［詳細］アイコンをクリックして［エラー設定値］ウィン

ドウを表示し、［頻度］や［報告］の設定を変更します。

9. この運用の運用管理者を割り当てる場合は、管理者の［詳細］アイコンを

クリックして［運用管理者］ウィンドウを表示します。

• ［追加］アイコンをクリックして、［管理者を運用に追加］ウィンドウを
表示します。

• 運用管理者にするユーザ名の隣にあるチェックボックスをクリックし
（複数可）、［OK］をクリックします。
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運用イベントの表示 ［アセットイベント］ウィンドウには、それぞれのイベントのステータスとと
もに発生するイベントに関する情報が表示されます。イベントのリストは、シ
ステムで選択された保持設定に基づいています。保持ウィンドウ

したがって、［運用イベント］を［日数に依存］に設定し、5日を選択した場

合、直近の5日間のイベントのみが表示されます。

運用イベントを表示するには、以下の手順を実行します。

1. ［運用の詳細］ウィンドウから、［イベント］をクリックします。［運用イ
ベント］ウィンドウが表示されます。

• 各イベントメッセージで 後に発生したもののみを表示する場合は、
［各イベントの 後を表示］をオンにします。オフにすると、すべての
イベントが表示されます。

• イベントを削除する場合は、削除するイベントを選択し、［削除］アイ
コンをクリックします。「選択したイベントを永久に削除しますか？」

というメッセージが表示されます。［はい］をクリックします。同時に
複数のイベントを削除することができます。

2. ［完了］をクリックして、［運用イベント］ウィンドウを閉じます。
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このウィンドウに表示されるイベント／ステータスメッセージのリストを以
下に示します。

搬送路とイメージングガイドを清掃してください：メンテナンス終了

フィードモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス終了

フィードモジュールを交換してください：メンテナンス終了

セパレーションモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス終了

セパレーションモジュールを交換してください：メンテナンス終了

プリセパレーションパッドを交換してください：メンテナンス終了

紙詰まり：カウントリセット

重送：カウントリセット

その他のエラー：カウントリセット

スケジュールされた更新：正常に終了

搬送路とイメージングガイドを清掃してください：ただちにメンテナンスが必要

フィードモジュールタイヤを交換してください：ただちにメンテナンスが必要

フィードモジュールを交換してください：ただちにメンテナンスが必要

セパレーションモジュールタイヤを交換してください：ただちにメンテナンス
が必要

セパレーションモジュールを交換してください：ただちにメンテナンスが必要

プリセパレーションパッドを交換してください：ただちにメンテナンスが必要

スケジュールされた更新：再試行中

スケジュールされた更新：キャンセル

搬送路とイメージングガイドを清掃してください：メンテナンス期限を経過

フィードモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス期限を経過

フィードモジュールを交換してください：メンテナンス期限を経過

セパレーションモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス期限を経過

セパレーションモジュールを交換してください：メンテナンス期限を経過

プリセパレーションパッドを交換してください：メンテナンス期限を経過

紙詰まり：イベント大量発生

重送：イベント大量発生

その他のエラー：イベント大量発生

スケジュールされた更新：失敗

搬送路とイメージングガイドを清掃してください：メンテナンス期限終了によ
る報告

フィードモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス期限終了による
報告

フィードモジュールを交換してください：メンテナンス期限終了による報告

セパレーションモジュールタイヤを交換してください：メンテナンス期限終了
による報告

セパレーションモジュールを交換してください：メンテナンス期限終了による
報告

プリセパレーションパッドを交換してください：メンテナンス期限終了による
報告

紙詰まり：イベント大量発生による報告

重送：イベント大量発生による報告

その他のエラー：イベント大量発生による報告

スケジュールされた更新：再試行回数が 大値に到達したことによる失敗
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運用の履歴の表示 ［運用の履歴］ウィンドウには、クライアントPCがサーバと通信を行った履

歴が表示されます。この情報には、紙詰まり、重送、エラーの発生回数、ス
キャンされたページ数、スキャナーの電源投入時間、表面ランプと裏面ランプ
の点灯時間などがあります。

スキャナーのモデルによっては、各スキャナーでサポートされる情報のみが表
示されます（たとえば、片面スキャナーの場合、裏面ランプの情報は表示され
ません）。

表示されるインスタンスのリストは、［システム：保存］ウィンドウの［運用
の履歴］設定に基づきます。

したがって、［運用の履歴］を［日数に依存］に設定し、1日を選択した場合、

1日分のインスタンスのみが表示されます。
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運用の履歴を表示する場合は、以下の手順を実行します。

1. ［運用の詳細］ウィンドウから、［履歴］をクリックします。［運用の履歴］
ウィンドウが表示されます。

• エントリを削除する場合は、削除するエントリを選択し、［削除］アイ
コンをクリックします。「選択したエントリを完全に削除しますか？」

というメッセージが表示されます。［はい］をクリックします。同時に
複数のエントリを削除できます。

注：［時刻］列は、運用がサーバと 後に通信を行った時刻を示しています。

2. ［完了］をクリックして、［運用の履歴］ウィンドウを閉じます。 
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運用の削除 サーバから運用の削除が必要になる場合があります。たとえば、ある運用が
サービスから永久に削除される場合などです。運用をシステムから削除できる
のは、システム管理者と運用管理者だけです。

運用を削除する前に、以下の点に注意してください。

• データベースのバックアップまたはスナップショットを作成することを推
奨します。

• 運用とサーバ間の通信がすべて完了していることを確認してください。

• スケジュールされた更新によって運用が使用中でないことを確認してくだ
さい。運用が使用中で、ステータスが［送信］または［再試行］の場合、そ
の運用を削除できません。ただし、後で削除することは可能です。

• スキャナーをサーバから削除する前に、そのスキャナーがホストPCから外

れていることを確認してください。接続中の場合は、スキャナーはクライ
アントソフトウェアによってサーバのデータベースに再び追加されます。

• 履歴のためにその運用の 後のレポートを実行し、保存してください。

詳細については、第5章「レポートの生成と更新のスケジューリング」を参照

してください。

1. メイン画面から、［運用］をクリックします。

2. 削除する運用を選択します。

3. ［削除］アイコンをクリックします。「運用がサーバから永久に削除されま
す。イベントや履歴を含むすべての情報も削除されます。運用XXXXを

サーバから永久に削除しますか？」 というメッセージが表示されます。

4. ［はい］をクリックします。運用と運用に関するすべての情報がサーバか

ら永久に削除されます。

運用が削除されると、サーバのシステムログにエントリが1つ追加されます。
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例 ここでは、システムの構成方法の例をいくつか示します。手順の詳細について
は、この章の前の説明を参照してください。

例 1：グループを使用しない

運用の管理

小規模の組織で10台のスキャナーを使用しています。スキャナーはすべて同

じモデルです。どのようにシステムをセットアップしますか？

すべてのスキャナーが同じモデルであり、組織が小規模であることから、グ
ループをセットアップする必要はありません。

1. システムデフォルトをセットアップします。詳細については、「システム
デフォルトの設定」を参照してください。

例 2：グループごとに複数の

運用が存在するシステムの
管理

小規模の組織で、20台のスキャナーをすべて同じ場所で使用しています。ス

キャナーには複数のモデルがあります。ScanMate i9XXスキャナーが 13台、

i2XXXスキャナーが7台存在し、それらを別々のグループに分けることを検

討します。どのようにシステムをセットアップしますか？

スキャナーのモデルが複数で、組織が小規模であることから、グループをセッ
トアップすると便利です。スキャナーのモデルごとにグループをセットアップ
することを推奨します。

1. メインウィンドウで［グループ］を選択し、［追加］アイコンをクリック
します。［グループの詳細］ウィンドウが表示されます。

2. 初のグループとして、i9XX Scannersを［名前］フィールドに入力し

ます。

3. 必要な情報を［グループの詳細］ウィンドウの他のフィールドにすべて入

力し、［OK］をクリックします。

4. 2つ目のグループのために、［グループ］メインウィンドウの［追加］アイ

コンをクリックします。［グループの詳細］ウィンドウが表示されます。

5. i2XXX Scannersを［名前］フィールドに入力します。

6. 必要な情報を［グループの詳細］ウィンドウの他のフィールドにすべて入

力し、［OK］をクリックします。

2つのグループが作成され、更新のスケジュール設定やレポートを簡単に実行

できるようになりました。
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例 3：ユーザ、グループ、

運用のセットアップ

システム管理者であるPaulは、以下のユーザのリストを作成します。

Joe Joe を自分の副管理者にします。したがって、彼にシス

テム管理者権限を割り当てます。

Mike、Rob、Kelly Mike、Rob、Kelly をシステムのユーザにして、割り当

てられていない運用を表示できるようにします。これに
より、グループを作成し、それらのグループに運用を割
り当て可能になります。

Bob、Sue BobとSueをシステムのユーザにして、一部のグループ

に対する読み取り専用アクセス権のみを与えます。

MikeとRobは、100台のスキャナーを管理しています。

Mikeはグループを2つ作成して、自分の管理対象の運用を各グループに割り

当てることにしました。

Mikeが 初に作成するグループの名前は、「i940 Accounting Department」
です。Mikeは、自分が管理するすべての i940スキャナーをこのグループに追

加します。KellyはMikeの副管理者なので、MikeはKellyをユーザとしてこ

のグループに追加し、［管理者］チェックボックスをオンにします。さらに
Mikeは、Sueも彼のグループのユーザにするために、Sueをそのグループに

割り当てます。Sueはグループの運用ステータスを見るだけなので、Mikeは

Sueに管理者権限を付与しません。

Mikeが2番目に作成するグループの名前は、「i2400 Scheduling Department」
です。彼は、自分が管理するすべての i2400スキャナーをこのグループに追加し

ます。1つ目と同様に、彼はKellyをグループに追加し、グループ管理者権限を

与えます。

KellyはMikeの両方のグループに対してグループ管理者権限を持つため、こ

れらのグループに対して変更を行うこともできます。

Robも、システムのユーザであり、割り当てられていない運用を表示できる

ため、グループをセットアップできます。Robは、自分のグループをセット

アップし、自分が管理する運用をそれらのグループに追加し、必要に応じて
ユーザをそれらのグループに割り当てます。KellyはRobの副管理者なので、

RobはKellyを自分のグループに追加し、グループ管理者権限を与えます。さ

らにRobは、Bobも彼のグループのユーザにするために、Bobをそのグルー

プに割り当てます。Bobはグループの運用ステータスを見るだけなので、Rob
はBobに管理者権限を与えません。

Rob はシステムのユーザですが、Mikeのグループのユーザではないため、

Mikeのグループ内の運用の確認や、表示はできません。逆もまた同様です。

BobとSueは、グループの純粋なユーザであり、グループ管理者ではないの

で、自分が所属する特定グループ内にある運用しか表示できません。

要約すると、Mike は、i940 Accounting Department グループと i2400
Scheduling Departmentグループの2つのグループを作成しました。

• KellyとSueはどちらもユーザですが、Kellyは各グループのグループ管理

者でもあります。

• Mike、Joe、Kelly、Sueの全員が、各グループの運用を見ることができま

す。運用を見ることができるので、レポートの作成、運用の更新、更新の
スケジュール設定をすべて実行できます。
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4 システムの監視

コダック スキャナー運用管理ソフトウェアを設定しておくと、このソフト

ウェアを使用してスキャナーの使用状況を監視し、運用をメンテナンスするこ
とができます。システムに問題が発生すると、コダック スキャナー運用管理

ソフトウェアのEメール通知機能によって通知が届くので、運用を自分で頻繁

に監視する必要がなくなります。

注：コダック スキャナー運用管理ソフトウェアは「リアルタイム」システ

ムではないので、運用の設定はただちに反映や更新されることはあり
ません。たとえば、設定に変更を加えた場合、その情報は、次回クラ
イアントPC がサーバとの通信時に各運用に送信されます。したがっ

て、1日に設定してある更新頻度を 12時間に変更しても、その変更は

クライアントPCが 1日のサイクルを完了するまで有効になりません。

［運用の履歴］ウィンドウには、ページ数と運用の使用状況を監視するメンテ
ナンスの設定値を表示できます。

運用のメインウィンドウに表示されるとおり、各メンテナンスの設定値にはス
テータスインジケータが付きます。

エラー処理 運用エラーの頻度に応じて、メンテナンスの設定値に達する前に特定のメンテ
ナンスが必要になる場合があります。たとえば、スキャナーの紙詰まりが頻繁
に発生する場合は、スキャナーの清掃回数を増やしたり、消耗品を早めに交換
したり、スキャン前に書類が適切に準備されていることをユーザが確認するこ
とが必要になります。

また、エラーの頻度に基づいて、頻度の設定やメンテナンスの設定値を変更す
ることも必要です。

スキャナーの清掃やメンテナンスについては、スキャナーのユーザーズガイ
ドを参照してください。

緑のステータスアイコンは、問題がないことを示します。

黄色の警告は、注意が必要であることを示す設定値に近いことを
示します。

赤のエラー記号は、ただちに対応が必要であることを示す設定
値に達したか、値を超過したことを示します。
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5 レポートの生成と更新のスケジューリング

目次 レポート ........................................................................................... 5-1
レポートの設定 ............................................................................. 5-2
レポートの編集 ............................................................................. 5-5
レポートの削除 ............................................................................. 5-5
例................................................................................................. 5-6

更新 ................................................................................................. 5-8
更新パッケージの作成 ................................................................... 5-8
更新パッケージの編集 ................................................................... 5-9
更新パッケージの削除 ................................................................... 5-9

更新のスケジューリング .................................................................. 5-10
スケジュールされた更新への運用の追加 ....................................... 5-12
スケジュールされた更新からの運用の削除 ................................... 5-12
スケジュールされた更新のキャンセル ......................................... 5-13
スケジュールされた更新のキャンセル要求を元に戻す ................... 5-14
スケジュールされた更新の編集 .................................................... 5-14
スケジュールされた更新の削除 .................................................... 5-14
例：更新パッケージのスケジューリング ....................................... 5-15

レポート レポートは、運用のアクティビティとメンテナンスステータスを追跡する手段

となります。

［レポート］領域には、スケジュールされたすべてのレポートの概要が示され

ます。いずれのユーザも新規のレポートを作成できます。ただし、一部の選択

肢はユーザの権限に基づいて制限されます。たとえば、ユーザは、自分が管理

するグループ、または所属しているグループだけを選択できます。

既存のレポートを変更できるのは、レポート管理者のみです。スケジュールさ

れたレポートが作成されると、レポートを作成したユーザは自動的に、そのレ

ポートの管理者として割り当てられます。

生成できるレポートは、以下の4種類です。

• 合計ページ

• 保留中のメンテナンス

• エラー

• スケジュールされた更新状況 
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レポートの設定 生成するレポートのタイプと、レポートをスケジュールする頻度を決定した

ら、［レポート］をクリックし、メインウィンドウで［スケジュール］をクリッ

クして［レポート］領域を表示します。

 

［レポート］領域には、以下の情報を含む各レポートの要約が表示されます。

• レポートの説明

• レポートの種類

• レポートに含まれる、対応するグループまたはスケジュールされた更新

• 日付、時刻、タイムゾーンなど、レポートを実行する頻度

• レポートに含まれるデータ量（日、週、月）

• レポートを受信するユーザのEメールアドレス

• レポートを 後に更新したユーザ名と日時
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レポートをスケジュールする場合は、以下の手順を実行します。

1. ［レポート］領域から、［新規］アイコンをクリックします。［スケジュー
ルレポートの新規作成］ウィンドウが表示されます。

2. ［説明］フィールドに、わかりやすいレポート名を入力します。

3. 使用可能なレポートのリストから、追加するレポートの種類を選択します。

• 特定のグループの合計ページ 
• 自分のグループの合計ページ

• すべての運用の合計ページ *
• 特定のグループの保留中のメンテナンス

• 自分のグループの保留中のメンテナンス

• すべての運用の保留中のメンテナンス *
• 特定のグループのエラー

• 自分のグループのエラー

• すべての運用のエラー *
• 特定の更新でのスケジュールされた更新状況

• 自分の更新でのスケジュールされた更新状況

 

* これらのレポートを実行できるのは、システム管理者のみです。
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4. ［対象］フィールドから、このレポートに入れるグループを選択します。

5. ［頻度］フィールドから、レポートを実行する頻度を選択します（一度、毎
日、毎週、毎月など）。

6. ［オン］フィールドから、レポートを実行する週または月の 初の曜日を
選択します。

7. ［期間］フィールドから、レポートに入れるデータの量を選択します。こ
れは、レポートを実行をスケジュールされた日よりも前の日／週／月に基
づきます。たとえば、12/25に実行をスケジュールされた日次レポートを

実行している場合に、期間が5であれば、レポートに入れる日は12/20、
12/21、12/22、12/23、12/24となります。これは、サーバがダウンした

ためにレポートの実行日が遅れた場合でも変わりません。

8. レポートを再実行するまでの時間を選択します。頻度が［一度］である場
合は、何も表示されません。［間隔］フィールドで選択する値は、［頻度］
フィールドの設定（［毎日］、［毎週］、［毎月］）に基づきます。

9. ［日付］フィールドと［時刻］フィールドから、レポートを実行する日時を
選択します。すべてのクライアントPCがサーバと通信するのに十分な時

間を選択してください。たとえば、クライアントPCが午後9時にサーバと

通信する場合は、この値を午後11時に設定します。この時刻は、選択され

たタイムゾーンに関連します。

10.正しいタイムゾーンを選択してください。デフォルトでは、現地のタイム
ゾーンに設定されます。タイムゾーンの変更は、たとえば、東部タイム
ゾーンにいる時にカリフォルニアにある運用に関するレポートを実行し
ている場合などです。タイムゾーンを［（UTC-08:00）太平洋標準時（米

国、カナダ）］に設定します。

11.［HTML］チェックボックスをオンにして、データを見やすいようにフォー

マットしたレポートを作成するか、［CSV］チェックボックスをオンにし

て、レポートデータを別のアプリケーションにインポートできるよう、生
データをカンマ区切りにするか、その両方を選択します。

12.［E メールアドレス］フィールドに、結果を受信するユーザの E メールア

ドレスを入力します。複数の E メールアドレスを入力する場合は、各 E
メールアドレスをコンマで区切ります。

13.管理者の［詳細］アイコンをクリックして、［スケジュールされたレポー
ト管理者］ウィンドウを表示します。
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14.［追加］アイコンをクリックして、［管理者をスケジュールされたレポート
に追加］ウィンドウを表示します。

15.レポート管理者にするユーザ名の横にあるチェックボックスをオンにし
て、［OK］をクリックします。ウィンドウ表示よりも多くのユーザが存在

する場合は、スクロール矢印を使用して追加ページを表示します。

レポートの編集 レポート管理者が既存のレポートを変更する場合は、以下の手順を実行します。

1. ［レポート］領域から編集するレポートを選択します。

2. ［詳細］アイコンをクリックして、［スケジュールされたレポートの詳細］
ウィンドウを表示します。

3. 必要な変更を追加して、［OK］をクリックします。

レポートの削除 レポート管理者で、既存のレポートを削除する場合は、以下の手順を実行します。

1. 削除するレポートを選択します。

2. ［削除］アイコンをクリックします。「スケジュールされたレポート
「XXXX」を削除しますか？」というメッセージが表示されます。

3. ［はい］をクリックします。
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例

例1：日次レポートの実行 自分の製造グループに対して毎日保留中のメンテナンスを確認するには、どう
したらよいですか。

1. ［レポート］領域から、［新規］アイコンをクリックします。［スケジュー
ルレポートの新規作成］ウィンドウが表示されます。

2. ［説明］フィールドに、わかりやすいレポート名（「グループの保留中メン
テナンス」など）を入力します。

3. 使用可能なレポートのリストから、［自分の製造グループの保留中のメン
テナンス］を選択します。

4. ［対象］フィールドから、［製造］を選択します。

5. 頻度値として［毎日］を選択します。

6. 期間日数として［1］を選択します。

7. 間隔日数として［1］を選択します。

8. レポートの実行を開始する日時を選択します。

9. HTML ファイルまたは CSV ファイル（あるいは両方）が必要な場合は、

各チェックボックスをオンにします。

10.ファイルを送信するEメールアドレスを入力します。

11.［OK］をクリックします。
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例2：異なるタイムゾーンで

のレポートの実行

サーバはジョージア州アトランタにありますが、オレゴン州ポートランドにあ
る経理グループの合計ページに対する四半期レポートを実行する必要があり
ます。午後11時にクライアントPCから更新が送られてきて、午前0時前に

は終了するので、レポートは午前0時に実行したいと思います。どのように設

定すればよいでしょうか。

1. ［レポート］領域から、［新規］アイコンをクリックします。［スケジュー
ルレポートの新規作成］ウィンドウが表示されます。

2. ［説明］フィールドに、わかりやすいレポート名（「オレゴン州ポートラン
ドの経理部四半期の合計ページ」など）を入力します。

3. 使用可能なレポートのリストから、［特定のグループの合計ページ］を選
択します。

4. ［対象］フィールドから、［経理］グループを選択します。

5. 頻度として［毎月］を選択します。

6. 期間として［3］を選択します。

7. 間隔として［3］を選択します。

8. レポートの実行を開始する日時を選択します。

9. タイムゾーンの設定として［（UTC-08:00）太平洋標準時（米国、カナ

ダ）］を選択します。

10.HTML ファイルまたは CSV ファイル（あるいは両方）が必要な場合は、

各チェックボックスをオンにします。

11. ファイルを送信するEメールアドレスを入力します。

12.［OK］をクリックします。

ポートランドの経理グループのレポートは3 か月に一度実行され、保持期間を

3 か月以上に設定している限り、レポートには3 か月分のデータが盛り込まれ

ます。



5-8 A-61768_ja  2014年8月 

更新 コダック スキャナー運用管理ソフトウェアでは、運用の更新をスケジュール

したり、更新パッケージを作成できます。更新は、運用ソフトウェアの効率的

なメンテナンスを可能にします。

注：

• スケジュールされた更新や更新パッケージを変更できるのは、そのパッ
ケージを作成したユーザかシステム管理者です。

• 更新パッケージは、スケジュールされた更新で使用中の場合は変更できま
せん。

• ユーザが運用を表示して更新をスケジュールする場合は、管理者権限が必
要です。

更新パッケージの作成 更新パッケージを作成する場合は、以下の手順を実行します。

1. メインウィンドウから［更新］を選択します。

2. ［パッケージ］を選択して、［新規］アイコンをクリックします。［新規更
新パッケージの作成］ウィンドウが表示されます。

3. ［説明］フィールドに、他の運用管理者にもわかりやすいパッケージ名を
入力します。
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4. ［種類］フィールドから、パッケージの種類を選択します。以下の種類が
あります。

• CDインストーラ（TWAIN、ISISなど）

• TWAIN 設定ショートカット

• スマートタッチインストーラー

• スマートタッチタスクショートカット

• スキャナー運用管理ソフトウェアクライアントモジュールインストーラ

5. モデルの［詳細］アイコンをクリックして、［更新パッケージモデル］
ウィンドウを表示します。

6. パッケージを有効にするスキャナーモデルの横にあるチェックボックスを
オンにして、［OK］をクリックします。

7. 更新パッケージファイルを参照します。たとえば、コダックの Web サイ

トから取得したファイルや、TWAINデータソースのエクスポート機能を

使用して作成した設定ショートカットから取得したファイルになります。

8. ［OK］をクリックします。

注：

• ファイルは、サーバの一時的な場所にアップロードされます。処理中
は、アップロード中を示すウィンドウが表示されます。エラーが発生し
た場合は、第6章「トラブルシューティング」を参照してください。

• アップロードしたファイルが、選択したスキャナーモデル専用である
ことを調べる監査はありません。

更新パッケージの編集 パッケージが使用されていない場合に変更を加えるには、以下の手順を実行し

ます。

1. ［パッケージ］ウィンドウから、変更する更新パッケージを選択します。

2. ［詳細］アイコンをクリックして、［更新パッケージの詳細］ウィンドウを
表示します。

3. 必要な変更を追加して、［OK］をクリックします。

更新パッケージの削除 パッケージ未使用時に削除する場合は、以下の手順を実行します。

1. ［パッケージ］ウィンドウから、削除する更新パッケージを選択します。

2. ［削除］アイコンをクリックします。「更新パッケージ「XXXX」を削除し

ますか？」というメッセージが表示されます。

3. ［はい］をクリックします。
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更新のスケジューリング 更新をスケジュールする場合は、以下の手順を実行します。

1. メインウィンドウで［更新］をクリックします。

2. ［スケジュール］をクリックします。 

3. ［新規］アイコンをクリックします。［スケジュールされた更新の新規作成］
ウィンドウが表示されます。

4. ［説明］フィールドに、他の管理者にもわかりやすいスケジュール名を入
力します。

5. 更新に使用するパッケージを選択します。

注：運用がスケジュールに追加されていると、パッケージを変更できま
せん。パッケージに変更を加える場合は、事前にすべての運用を削
除する必要があります。
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6. ［開始日］フィールドと［終了日］フィールドから、開始日と終了日を選
択します。開始日は、更新を実行できる 初の日です。また、終了日は、
更新を実行できる 後の日です。

7. ［開始時刻］フィールドと［終了時刻］フィールドから、開始時刻と終了
時刻を選択します。開始時刻は更新を実行する時刻であり、終了時刻は更
新を実行する 後の時刻です。

8. ［再試行回数］フィールドでは、 初の更新が失敗した場合にソフトウェ
アが更新を試みる回数（0～9）を選択します。

9. ［間隔］フィールドでは、更新を再試行するまでに待機する数値
(1～10080) を選択します。

注：3日に渡って更新を実行する場合に、再試行間隔を5分に設定してい

ると、更新は初日しか試行されません。たとえば、間隔を5分に設定

しており、再試行回数を4回に設定している場合、更新を3日間にス

ケジュールしていても、更新が失敗すると5分毎に4回再試行して終

了します。更新を毎日再試行する場合は、間隔を720分（12時間）

に増やします。再試行回数と時間間隔によって、更新を実行する期間
が決まります。

10.必要に応じて、［報告 E メール］フィールドに、更新が失敗した場合に通

知するユーザのEメールアドレスを入力します。

［スケジュールされた更新の新規作成］ウィンドウの下にあるリストには、更

新パッケージが適用される運用が表示されます。このリストには、運用のス

キャナーモデル、シリアル番号、場所、運用の更新のステータス、選択した運

用の更新をキャンセルする要求がオンであるかどうかが表示されます。

11.［追加］アイコンをクリックして更新パッケージに運用を追加するか、［削
除］アイコンをクリックしてリストから運用を削除します。オプションの
使用手順については、次項を参照してください。

12.［OK］をクリックします。
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スケジュールされた更新への
運用の追加

スケジュールのステータスが［スケジュール済み］であり、処理中でない場合

のみ、スケジュールされた更新に運用を追加できます。

スケジュールされた更新に運用を追加する場合は、以下の手順を実行します。

1. ［スケジュールされた更新］ウィンドウで、［追加］アイコンをクリックし
ます。［運用をスケジュールに追加］ウィンドウが表示されます。

2. ［すべて］をクリックしてすべての運用を表示するか、［グループ内］をク
リックして、表示する運用のグループを選択します。更新パッケージ内の
いずれかのモデルと一致する運用のみが表示されます。

注：

• リストには、自分が管理者権限を持つ運用のみが表示されます。

• テーブルヘッダーのチェックボックスをオンにすることで、グループ
内のすべての運用を迅速に選択できます。

3. スケジュールされた更新に追加する運用の横にあるチェックボックスを
オンにします。

4. ［OK］をクリックします。

スケジュールされた更新から
の運用の削除 

スケジュールのステータスが［スケジュール済み］である場合は、スケジュー

ルされた更新から運用を削除できます。

1. ［スケジュールされた更新］ウィンドウから、削除する運用を選択します。

2. ［削除］アイコンをクリックします。スケジュールされた更新から、運用
が削除されます。
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スケジュールされた更新の
キャンセル 

以下の場合には、運用に対してスケジュールされた更新のキャンセルを要求で

きます。

• ステータスが［送信済み］または［再試行］の場合（情報が運用に送信さ
れ、更新が完了していない状態）

• 保留中のキャンセル要求がない場合

• 現在のユーザがメインの［スケジュール］ウィンドウの［更新者］フィー
ルドと一致するか、システム管理者である場合

1. ［スケジュールされた更新の詳細］ウィンドウから、スケジュールされた
更新をキャンセルする対象の運用を選択します。

2. ［キャンセル］ アイコンをクリックします。

注： 

• このスケジュールされた更新は、次回クライアント PC がサーバと通信し、

キャンセル要求を確認するまでキャンセルされません。したがって、クラ
イアントPCがサーバと通信する前に、スケジュールされた更新が実行され

ると、更新はキャンセルされません。

•［保留］のステータスは、［スケジュールされた更新の新規作成］ウィンド
ウの［キャンセル］カラムに表示されます。
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スケジュールされた更新の
キャンセル要求を元に戻す

以下の場合には、スケジュールされた更新のキャンセル要求を元に戻すことが

できます。

• ステータスが［送信済み］または［再試行］の場合（情報が運用に送信さ
れ、更新が完了していない状態）

• 保留中のキャンセル要求が存在する場合

• 現在のユーザがメインの［スケジュール］ウィンドウの［更新者］フィー
ルドと一致するか、システム管理者である場合

1. ［スケジュールされた更新の詳細］ウィンドウから、スケジュールされた
更新のキャンセル要求を元に戻す対象の運用を選択します。

2. ［元に戻す］ アイコンをクリックします （［保留］ステータスが［キャン

セル］カラムから削除されます）。

スケジュールされた更新の
編集

スケジュールされた更新は、運用に送信されるまでは編集できます。

1. メインウィンドウで［更新］をクリックします。

2. ［スケジュール］をクリックして、スケジュールされた更新を選択します。

3. ［詳細］アイコンをクリックします。［スケジュールされた更新の詳細］画
面が表示されます。

4. 必要に応じて情報を変更し、［OK］をクリックします。

スケジュールされた更新の
削除

スケジュールされた更新は、ステータスが完了以外であれば削除できます。

1. メインウィンドウで［更新］をクリックします。

2. ［スケジュール］をクリックします。

3. 削除するスケジュールされた更新を選択します。

4. ［削除］アイコンをクリックします。「スケジュールされた更新「XXXX」を

削除しますか？」 というメッセージが表示されます。

5. ［はい］をクリックします。
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例：更新パッケージの
スケジューリング

コダック i2000シリーズスキャナーに、 新バージョンのソフトウェアドラ

イバがあります。所有する i2000シリーズスキャナーをすべて更新するには、

どうしたらよいですか。更新は、東部標準時の午前1時にスケジュールしたい

です。運用はすべて、サーバと同じタイムゾーンにセットされています。どの
ように設定したらよいでしょうか。

更新をスケジュールする前に、パッケージを作成し、 新ドライバをサーバに

アップロードする必要があります。

1. メインウィンドウから［更新］を選択します。

2. ［パッケージ］を選択して、［追加］アイコンをクリックします。［新規更
新パッケージの作成］ウィンドウが表示されます。

3. ［説明］フィールドにパッケージの名前（「i2000シリーズドライバの更新」

など）を入力します。

4. ［種類］ドロップダウンボックスから［CDインストーラ］を選択します。

5. ［モデル］の［詳細］アイコンをクリックします。［更新パッケージモデル］
ウィンドウが表示されます。すべての i2000シリーズスキャナー（i2400、
i2600、i2800など）を確認し、［OK］をクリックします。 

6. ［参照］をクリックしてアップロードするファイルを見つけ、［OK］をク

リックします。

更新のスケジュール時に使用する更新パッケージを作成しました。ここで、更

新をスケジュールします。

7. ［スケジュール］を選択します。
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8. ［新規］アイコンをクリックします。［スケジュールされた更新の新規作成］
ウィンドウが表示されます。

9. 新しい更新の説明を入力します。

10.［パッケージ］ドロップダウンボックスから、手順 3 で作成したパッケー

ジを選択します（「i2000シリーズドライバの更新」）。

11. 更新を実行する開始日と終了日を選択します。

12.［開始時刻］フィールドに、「1:00 AM」と入力します。

13.［終了時刻］フィールドに、必要な終了時刻を入力します。たとえば、更
新を午前5時までに実行する場合は、このフィールドに「5:00 AM」と入

力します。

14. 初の試みで更新が失敗した場合に、ソフトウェアが更新を試みる回数を
選択します。

15.［間隔］フィールドで、更新を再試行するまでに待機する分数を選択します。

注：3日に渡って更新を実行するようにスケジュールする場合でも、再試

行間隔を5分に設定していると、更新は初日しか試行されません。た

とえば、間隔を5分に設定しており、再試行回数を4回に設定してい

る場合、更新を3日間にスケジュールしていても、更新が失敗すると

5分毎に4回再試行して終了します。更新を毎日再試行する場合は、

間隔を720分（12時間）に増やします。再試行回数と時間間隔によっ

て、更新を実行する期間が決まります。

16.［報告 E メール］フィールドに、更新が失敗した場合に通知するユーザの

Eメールアドレスを入力します。

17.［OK］をクリックします。
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6 トラブルシューティング

問題の解決 以下の表を参照して、コダック スキャナー運用管理ソフトウェアの使用時に

発生する問題の理由と解決方法を確認してください。

説明 考えられる理由と解決方法

一般エラー

予期しないエラーです。データベースの接続
が切断されたか、操作を実行するためのメモ
リが不足している可能性があります。

• インターネット接続が切断されている可能性があります。
• サーバが十分な時間内に応答しませんでした。

予期しないエラーです。この画面が 後に開
かれた時から、データベースが変更されてい
る可能性があります。

データを 後に取得してから、データベースが変更された可能性があります。た
とえば、10 エントリ入った表を表示している場合に、エントリの 1 つが削除さ

れた後で、その表を表示しようとした場合などです。

更新パッケージウィンドウのアップロードエラー

サーバに一時ファイルを作成できません。
システム管理者に連絡してください。

コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールのインストール

先にあるサーバの AppData フォルダにファイルを作成できません。そのフォル

ダのファイルアクセス許可を確認してください。

ファイルを読み取ることができません。 サーバにアップロードされているファイルの読み取りに関して、アクセス権の問
題がある可能性があります。ユーザがファイルの読み取りアクセス権があり、
ファイルが引き続き使用可能で、別のアプリケーションから使用されていないこ
とを確認してください。

サーバの一時ファイルに書き込むことがで
きません。システム管理者に連絡してくだ
さい。

サーバにファイルを保存するために十分な容量があることを確認してください。

データベースにファイルを保存できません。
操作を実行するために必要なメモリがサー
バで不足している可能性があります。システ
ム管理者に連絡してください。

• データベースにファイルを保存するのに十分な容量があることを確認してく
ださい。

• SQL Server がファイルを読み取り、保存するのに十分なメモリがあることを

確認してください。

サーバの一時ファイルを削除できません。
システム管理者に連絡してください。

これは予期しないエラーですが、発生した場合は、システム管理者に、コダック

スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールのインストール先にある

サーバの AppData フォルダのクリーンアップを依頼してください。
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付録 A HTTPS の構成

システムのデフォルトを設定する際に（第3章を参照）、HTTPS接続を使用

するオプションがあります。これを行う場合は、次の手順に従ってHTTPSを

構成します。

1. HTTPSバインドをデフォルトのWebサイトに追加します。

• IISマネージャーで、デフォルトのWebサイトを右クリックして［バ

インドの編集］を選択し、［追加］をクリックします。

• プルダウンメニューから［HTTPS］を選択します。デフォルト設定

（ポート：443、未使用の IPアドレスすべて）が選択されている必要が

あります。

• サイトの証明書を選択します。これは認定された認証局（VeriSign など）

から以前に追加した証明書、またはドメインの認証局からの証明書です。
ドメインの認証局を選択した場合は、コダックスキャナー運用管理ソフ
トウェアクライアントモジュールが存在するすべての PC が同じドメイ

ンにある必要があります。また、サーバのアドレスは証明書にあるもの
と一致している必要があり、そうでない場合は検証が失敗します。

• ［OK］をクリックしてバインドを追加し、［バインドの編集］ダイアロ

グボックスの［閉じる］をクリックします。

2. コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールにアクセス

し、［システム］、［デフォルト］を選択します。［デフォルト］ウィンドウ
で、［HTTPS接続を使用］をオンにします。
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3. コダック スキャナー運用管理ソフトウェア サーバ モジュールにアクセス

し、［システム］、［バージョン情報］を選択して［バージョン情報］ウィン
ドウを表示します。 

4. バージョン番号が表示されていることを確認します。バージョン番号に疑問
符が表示されている場合は、証明書の検証が失敗した可能性があります。
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付録 B 列およびページの移動オプション

目次 列の並べ替え ..................................................................................B-1
列の再配置 ......................................................................................B-1
ページの移動 ..................................................................................B-2

列の並べ替えや再配置、ページ移動バーの使用については、以下のオ
プションを使用します。

列の並べ替え 一部の列は並べ替えることができます。並べ替える列の見出しをク
リックします。列が並べ替えられると、見出しの右側に小さい矢印が
表示されます。上向きの矢印は昇順、下向きの矢印は降順で並べ替え
られたことを示します。

複数列の並べ替えが可能な場合は、対象列すべてを並べ替えることが
できます。 優先して並べ替えたい列の見出しをクリックし、Shift キーを

押しながら次に並べ替えたい列の見出しをクリックします。他の列に
対してもこの操作を繰り返します。

注： 列の並べ替えは、画面を切り替えるまで有効です。画面を切り替
えると、列は元の順序に戻ります。

列の再配置 一部の列は再配置することができます。再配置する列の見出し / 列をク

リックしたまま、移動したい位置まで見出し / 列までドラッグします。

見出し / 列をドラッグしている間は、見出し / 列のイメージが薄く表示

されます。

注： 再配置された列は、画面を切り替えるまで有効です。画面を切り
替えると、元の位置に戻ります。
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ページの移動 一部のテーブルではページを移動することができます。

矢印を使用して、先頭、前、次、または 後のページに移動します。
［ページ］フィールドにページ番号を入力して、移動先ページを指定す
ることもできます。ページ数は、データベース内のアイテム数やテー
ブルに一度に読み込まれるアイテム数によって異なります。たとえば、
テーブルに一度に読み込まれるアイテム数が 100 で、アイテムが 460 あ

る場合、合計ページ数は 5 ページになります。

ページに表示しきれないアイテムがある場合は、垂直スクロールバー
が表示されます。

たとえば、ページ内のアイテム数が 10 で、画面に表示できるアイテム

が 6 の場合は、表示されるスクロールバーを使用してすべてのアイテ

ムを参照できます。
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