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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 PC 上に常駐します。サーバと通信を行いな

がら、運用の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
が発生したときには警告を、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とき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
ジュールされた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機能を使用してリ
クエストされた更新を実行します。クライアントソフトウェアは、サー
バアプリケーションに対してメンテナンス処理のリクエストを発行す
る場合もあります。

ステータス設定および
運用設定

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か
ら運用のステータスや設定にアクセスできます。クライアントメ
ニューにアクセスする場合は、システムトレイにあるコダックスキャ
ナー運用管理ソフトウェアのアイコンをクリックします。

注： ソフトウェアのステータスに応じて、以下のアイコンが表示され
ます。

コダックスキャナー運用管理ソフトウェアが使用できます。

コダックスキャナー運用管理ソフトウェアは、定期更新、運
用更新、登録などを実行中です。

現在エラーがあります。 

メンテナンスの警告です。
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運用ステータスメ
ニュー

システムトレイにあるコダックスキャナー運用管理ソフトウェアのア
イコンを左クリックすると、現在のクライアントのステータスを表示
します。

注：

• ステータスインジケータは、一般的なエラーがある場合のみ、ステー
タスメニューの最上段に表示します。

• 複数の運用が登録されている場合、最後に登録された運用に関連す
るメンテナンス通知やエラー通知がステータスメニューに表示され
ます。他の運用のメンテナンス通知やエラー通知を表示する場合は、
ドロップダウンリストから運用を選択します。

メンテナンスのハイパーリンクは、［運用ステータス］ウィンドウにも
表示します。スキャナーのタイプに応じて、エラー通知のハイパーリ
ンクを表示する場合があります。メンテナンスのハイパーリンクをク
リックすると、［メンテナンスの設定］ウィンドウを表示します。エ
ラー通知のハイパーリンクをクリックすると、［エラー通知の設定］
ウィンドウを表示します。

警告やエラーが［メンテナンス］に表示されている場合は、必要なメ
ンテナンスを実行後に［メンテナンスの設定］ウィンドウで設定をリ
セットする必要があります。メンテナンスの手順については、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、問題がない状態です。

黄色の警告は、指定値に近付いたので、注意が必要です。

赤のエラーは、指定値に達したか値を超えたので、すぐに
対応が必要です。
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運用設定メニュー システムトレイにあるコダックスキャナー運用管理ソフトウェアのア
イコンを右クリックすると、［運用設定］メニューを表示します。 

メンテナンス設定 — 最後に選択した運用の［メンテナンス設定値］

ウィンドウを表示します。

注： 他の運用のメンテナンス設定値を表示する場合は、ドロップダウ
ンリストから運用を選択します。

必要なメンテナンスを実行後に［完了］ボタンクリックして値をリセッ
トし、［OK］をクリックします。

• 次回 — 次回のメンテナンスまでにスキャンできる書類の枚数を表示

します。メンテナンス期日を過ぎている場合は、マイナスの値になり
ます。
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• 頻度： メンテナンスまでに、スキャンできる書類の枚数を表示します。

• リマインダ：［次回］の値がこの値に達すると、黄色の警告を表示す
るので、もうすぐスキャナーのメンテナンスが必要になります。

• 完了：推奨のメンテナンスを実行後にクリックします。

エラー通知設定 — 現在のエラーステータスが確認できる［エラー通知

設定］ダイアログボックスを表示します。選択した運用のエラーステー
タスを確認後、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

注： このオプションは、登録したスキャナーが紙詰まりや重送などの
エラーを追跡できる場合のみ表示します。

注： 他の運用のエラー通知設定を表示する場合は、ドロップダウンリ
ストから運用を選択します。

• 残り：赤のエラーが表示されるまでの、エラーの許容回数を表示し
ます。エラーが発生すると［頻度］列の設定値からカウントダウン
します。

• 頻度：エラーメッセージが表示されるまでの、エラーの許容回数を
表示します。

• 期間：（紙詰まりや重送など）のエラー発生の許容日数を表示します。

注：［期間］が 0 になると、以降はエラー日数をカウントしません。
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スキャナーログ — スキャナーログをシステム管理者に送信する［ログ

設定］ウィンドウを表示します。

ログファイルを送信する場合は、以下の作業を実行します。

1. デバッグイメージを添付する場合は、［デバッグイメージを添付］を
クリックします。

2.［ログを有効にする］をクリックします。以下のメッセージを表示
します。

3.［今すぐ再起動］をクリックします。再起動後、問題の原因となっ
たスキャンジョブを再度実行します。

4.［運用設定］メニューで［スキャナーログ］を選択して、［ログ設定］
ウィンドウを表示します。デバッグイメージまたは PC 情報を添付

する場合は、該当のチェックボックスを選択します。

5. ファイルをデフォルトの場所に保存しない場合は、保存場所を指定
します。

6. エラーログを保存する場合は［保存のみ］をクリックし、エラーロ
グを保存して E メールを送信する場合は［保存と Eメール送信］を

クリックします。

運用をすべて更新 — クリックすると、すべての運用をすぐに更新し

ます。
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ステータスを表示 — 選択すると、［ステータス］メニューを表示します。

設定 — サーバ接続がテストできる［設定］ウィンドウを表示します。

バージョン情報 — バージョンと著作権情報を表示する［バージョン情

報］ウィンドウを表示します。

終了 — 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

ジュールを終了します。
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メッセージアラートへ
の対応

運用エラーの回数が最大値を超えてしまい、スキャナーのメンテナン
スが必要になった場合は、スキャン中に運用ステータスを示すメッ
セージリマインダを表示します。

メンテナンスイベント

メンテナンスイベントが発生すると、以下のようなメッセージを表示
します。

注：［メンテナンスイベント］ダイアログボックスで［後に再通知］を
選択すると、［メンテナンス設定］ウィンドウの［リマインダ］列
で設定したスキャン枚数に達した時点で再通知されます。

1.［設定］を選択します。選択した運用のメンテナンス情報を表示す
る［メンテナンス設定］ウィンドウを表示します。

2. 必要なメンテナンスを実行後、［完了］をクリックします。

3.［OK］をクリックします。
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運用エラー 

運用エラーが発生すると、以下のようなメッセージを表示します。

注：［運用エラー］ダイアログボックスで［OK］を選択すると、ダイ

アログボックスを閉じて、別のエラーが発生するまで再通知され
ません。

1.［設定］を選択します。運用のエラー情報を表示する［エラー通知
設定］ウィンドウを表示します。

2.［OK］をクリックします。

注：

• ［メンテナンス］ダイアログボックスと［運用イベント］ダイアログ
ボックスは、同時に表示できません。メンテナンスやエラーイベン
トが解決しても、他のイベントが残っている場合は、イベントごと
に 1 件ずつ表示します。

• ［頻度］と［期間］の値をリセットできるのは、管理者のみです。
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スキャナー運用管理
メッセージ

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、システ
ム標準のコメント欄を使用してユーザーに一般情報やエラーを通知し
ます。以下は表示される可能性があるメッセージのリストです。

メッセージ 内容

運用をサーバに追加しています。 このメッセージは、サポート対象のアセットを検出し、スキャナー運用
管理ソフトウェアサーバーにアセットを追加する時に表示します。

運用をサーバに追加できません。システ
ム管理者に連絡してください。

ライセンス以外の問題で運用の新規登録が失敗しました。

運用をサーバに追加できません。
xx:xx:xx に再試行します。

運用の新規登録が失敗しました。指定時刻に運用登録を再試行します。

運用はサーバに正常に追加され、この
PC に割り当てられました。

 運用を正常に新規登録しました。

システム更新を開始します。 このメッセージは、スケジュールされた更新の実行前に表示します（自
己更新は除く）。

システム更新を開始します。コダックス
キャナー運用管理ソフトウェアは自動
的に終了します。

このメッセージは、自己更新の開始前に表示します。

システム更新中にエラーが発生しまし
た。xx:xx:xx で更新を再試行します。更

新前にすべてのアプリケーションを終
了してください。

スケジュールされた更新が失敗しています。指定時刻に再試行します（失
敗したスキャナードライバの更新は除く）。

システム更新中にエラーが発生しまし
た。xx:xx:xx で更新を再試行します。更

新前にすべてのアプリケーションを終
了し、スキャナーの電源が入っているこ
とを確認してください。

スケジュールされたスキャナードライバの更新が失敗しています。指定
時刻に再試行します。

システム更新を実行できません。システ
ム管理者に連絡してください。

何回実行してもスケジュールされた更新が失敗しています。

システム更新を正常に実行しました。 スケジュールされた更新を正常に実行しました。

サーバから問題が報告されています。シ
ステム管理者に連絡してください。

クライアントと通信中に、サーバで予期しないエラーが発生しています。
システム管理者に連絡してください。
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