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この冊子でご紹介する「スマートタッチ」は
Windows 専用のアプリケーションです。
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1. はじめに

スマートタッチとは

スマートタッチでは、すばやく簡単にスキャン作業を行うことができます。最高・9 つまでのスキャンタスクを割
り当て、実行することができます。インストール直後にはデフォルトのタスクが番号に割り当てられており、イン
ストール後にすぐに使用できます。各スキャンタスクは簡単に設定できますので、既存のタスクを使い易く変更
したり、新たなものに変更することも可能です。

オペレーターコントロールパネルの種類

スキャンデータの保存先を指定
番号ごとに部門や種別を割り振ることで、スキャンイメージファイルの保存先を分別できます。

クラウドサービスとの連携
Box、GoogleDrive、Evernote、Sharepoint・Online などを使用して、スキャンイメージをその
ままクラウドサービスへアップロードが可能です。各設定方法については（P14）を参照してくだ
さい。

サーチャブル PDF の生成
イメージのみの PDF の他に、OCR 処理と組み合わせて検索可能なサーチャブル PDFとして出力
することができます。

Word, Excel 書類として保存
OCR 処理と組み合わせて、Word,・Excel の書類として出力します。

両面画像の統合、白紙の除去
原稿の両面の画像をセットにして管理できます。また白紙は自動的に除去したり、白紙を原稿グルー

プの区切りとして使用できます。

スキャナー本体のスクロールボタンを使用して番号毎に設定されたスマートタッチ設定を選択できます。
Windows タスクバーにあるSmart・Touch のショートカットをクリックして、表示された設定リストから使用し
たいモードを選択するか、スキャナーのスクロールボタンを使用してリストの番号と同じ番号を選択後、スキャ
ンボタンを押すとスキャンを開始します。

スマートタッチでできること

番号、タスク名及びアイコン
を表示

番号のみ表示 番号とタスク名を表示 番号、タスク名及びアイコン
を表示
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2. スマーチタッチの基本

デフォルトのスマートタッチの設定内容

インストール直後のスマートタッチは以下の様なスキャンタスクが設定されています。内容を確認して使用するか、
スキャン用途に合せて設定を変更してください。

スキャンされたイメージファイルはデフォルトでは、「PC・>・Documents・>・Smart・Touch・>・( スキャナー型番）
>・Output」に保存されます。

ファイル名は「日付とシーケンス番号（スキャン日付+枝番）」になります。

出力フォーマットがサーチャブル PDF の場合は、スキャン完了後にイメージを OCR 処理し、結果をテキストレ
イヤーに格納した PDF ファイルを作成します。OCR 処理が不要の場合はファイルの種類からPDFか PDFシ
ングルページを選択してください。

「カラーPDF」、「白黒PDF」、「カスタムカラーPDF」ファイル選択時はスキャン後にPDFファイルを表示します（事
前に Acrobat・Reader などの PDF ファイル用ビューアーのインストールが必要です）。

「E-メール白黒 PDF」はスキャンが完了すると、予め PC で設定されているメールアプリケーションが起動し、
スキャンしたPDF ファイルが添付された状態で新規メールが作成されます。送信先メールアドレスや本文を入力
してメールを送信してください。

1. カラー PDF カラーの原稿をスキャンして・PDF・ファ
イルとして保存します。

2. 白黒 PDF 原稿をスキャンして白黒の・PDF・ファイ
ルとして保存します。

3. 白黒 RTF 白黒の原稿をスキャンして、ワードアプ
リケーションで開けるフォーマットで保
存します。スキャンデータは・RTF・ファ
イルとして保存されます。

4. カラー JPEG カラー写真をスキャンして・JPEG・ファ
イルとして保存します。

5. 白黒シングルページ TIFF 白黒スキャン後、画像を個別の・TIFF・
ファイルに保存します。

6. 白黒マルチページ TIFF 白黒スキャン後、すべての画像を複数
ページの・TIFF・ファイルに保存します。

7. 白黒 PDF を E メールで送信 スキャン後に白黒の・PDF・ファイルを・E・
メールで送信します。

8. カスタムカラー PDF 原稿をスキャンすると、スマートタッチ
編集ウィンドウが開きます。イメージ編
集完了後、［完了］をクリックすると、
PDF ファイルとして表示されます。

9. カスタムカラーファイル 原稿をスキャンする前にスキャナー設
定をセットアップできます。原稿はカ
ラー・JPEG・ファイルとして保存されま
す。

※・スキャン解像度のデフォルト値は共通に200dpi となります。
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スマートタッチ設定一覧を印刷

ファンクションウィンドウに表示される番号と設定内容の名称をリストにしたものを印刷することができます。印
刷されたリストをスキャナー本体に貼ると、番号の設定内容が分かり易くなります。スマートタッチの設定を変
更した場合は、設定が完了してから印刷を実行してください。

「印刷」のボタンをクリックすると、スマートタッチの設定リストを印刷します。

オプションにある一枚のシートに複数のラベルを印刷をチェックすると、1枚の用紙に指
定した行数と列数分同じリストを配置して印刷します。事前に印刷状態を確認する場合は、
プレビューボタンをクリックするとリストの印刷プレビューを表示します。

スマートタッチの設定変更

スマートタッチの設定を変更するときは、スキャナーのアイコンをクリックしてスマートタッチメニューを表示し
ます。スキャンタスクは1から9までの番号に割り当てられています。

※注意：・設定を変更したスマートタッチは、変更時に使用したWindowsユーザーで使用できます。別のユーザー
でWindowsログインした場合は、別のデフォルト設定になります。

「設定」を選択すると、1から9までのスキャンタスクの変更を行えます。

「オプション」では、スキャンタスクは最大 9 種類まで設定可能です。S2000シリーズは最大 20 種類まで設
定可能です。使用するスキャンタスクを制限したい場合 (例：2 種類にするなど )は、オプションウィンドウから
使用するボタンの数を選択する事ができます。選択した数は、スキャンタスクリストの1番目から順番の数にな
ります。たとえば、２を選択した場合、スキャンタスクリストの1番目と2 番目の設定が使用可能になります。
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3. スマートタッチのタスク設定

スキャンタスクの名称を変更する

「名前の変更」をクリックするとダイアログボックスが表示されます。

ここではタスクのショートカットの名前を入力・変更し、そしてグラフィックを変更／削除できます。ここに入力
されたテキスト／グラフィックは、スキャナーのオペレータコントロールパネルに表示されます。

※注意：グラフィック表示および複数行の名称は対応機種でのみ表示されます。

i940/i2420/i2620/i2820 などの場合

「名前」にスキャンタスクに当てはまるタスクのショートカット名を入
力します。LCD を搭載している機種ではこの名称が表示されます。
LCD のない機種では番号から選びます。

i1150/i1180/i1190E/S2050/S2070 などの場合

「テキスト」にスキャンタスクに当てはまるタスクのショートカット名
を入力します。タスクのショートカット名は最大 3 行の文字列を入
力できます。しかし、オペレータコントロールパネルのスペースが限
られているため、入力するタスク名は省略されて表示される場合が
あります。「テキスト」チェックボックスが選択されていない場合は、
文字列は表示されません。

※注意：・オペレータコントロールパネルで 2 行以上の文字列を表
示する場合は、Enter/Return キーで改行する場所を指
定します。

「画像」から必要に応じて、オペレータコントロールパネルで表示するグラフィックの追加ができます。「参照」
をクリックして、目的のイメージファイルの場所を確認します（JPG、BMP、GIF、PNG、ICOファイルが使用
できます）。

「画像の場所」からグラフィックを表示する場所を選択します。テキストの左側あるいはテキストの上部となります。
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スキャンイメージファイルの出力方法を変更

スキャンしたイメージファイルは様々な方法で出力できます。

ファイル
スキャンファイルを作成し、フォルダパスで指定された場所に保存します。

アプリケーション
スキャンファイルを作成し、対応するアプリケーションを起動します。たとえば、Adobe・Acrobat・Reader を使っ
てPDF ファイルを表示するように設定されている場合は、Adobe・Reader・が起動してファイルが表示されます。

プリンタ／ファックスプリンタ
原稿をスキャンして、プリンタや FAXプリンタに出力します。「プリンタ/ ファックスプリンタ」を選択した場合、
「スキャン後の出力」のオプションが変わります。・

ページの拡大縮小：以下のオプションが提供されます。

•・自動・-・イメージは印刷用に指定された用紙の印刷領域に合わせて縮小されます。
•・用紙サイズに合わせる・-・イメージは指定された用紙の印刷領域に合わせて拡大 / 縮小されます。
•・なし・-・イメージは原寸で印刷されます。
•・中央・-・・チェックした場合、出力イメージは用紙の中央に配置されます。チェックしていない場合、出力は用紙

の左上角に配置されます。

電子メール
スキャンファイルを作成し、デフォルトの E メールプログラムを起動して、添付ファイルとしてメールに添付しま
す。Eメールのログイン、パスワードが必要な際、このオプションを使用する前に Eメールプログラムへのログオ
ンが必要な場合があります。

Box
スキャンファイルを box.com の指定したフォルダに送信します。

Evernote
スキャンファイルを・Evernote・で指定したフォルダに送信します。

GoogleDrive
スキャンファイルを・GoogleDrive・で指定したフォルダに送信します。

SharePoint Online
スキャンファイルをSharePoint・Onlineサイトに送信することができます。SharePoint・Online・によってグルー
プで原稿を管理し、共同作業を行えます。

WebDAV
スキャンファイルをWebDAV サーバー上の指定したフォルダに送信します。
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出力方法オプション

SharePoint、Webメール、PCにインストールされているソフトウェアアプリケーションを出力方法に追加でき
ます。これらのアイコンを使用して出力先の作成、変更、削除を行います。

ファイルの種類を変更

スキャンしたイメージファイルの保存形式を以下から指定します。

PDF - サーチャブル
PDF ファイルと同じですが、OCR 処理されたテキスト情報を含み全文検索機能で検索することができます。

PDF
一般的な PDF ファイルとなります。テキスト情報を含みません。

Word 文書
OCR 処理されたテキストを含むMicrosoft・Word 文書を作成します。

Excel ワークブック
OCR 処理されたテキストを含む Excel・スプレッドシートを作成します。

RTF（書式付きテキスト）
汎用的なテキストファイルフォーマットで、OSにかかわらず利用することができます。

TIFF - マルチページ
スキャンしたすべてのページを単一のTIFF ファイルにまとめます。
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JPEG/TIFF シングルページ
複数ページの原稿や両面の原稿をスキャンする場合、ページまたは面ごとに個別の JPEG/TIFF ファイルとして
保存されます。JPEGファイルはJPEG圧縮方式が有効にされている場合にのみ作成されます。非圧縮の場合は、
TIFF 画像が作成されます。

PDF - シングルページ サーチャブル
「PDF・-・シングルページ」と同じですが、OCR 処理されたテキスト情報を含み全文検索機能で検索することが
できます。

PDF - シングルページ 
複数ページの原稿や両面の原稿をスキャンする場合、各ページまたは面ごとに個別の PDF ファイルとして保存
されます。

BMP
複数ページの原稿や両面の原稿をスキャンする場合、ページまたは面ごとに個別のビットマップファイルとして保
存されます。

「設定」ボタン
ファイルタイプとして、「PDF・-・サーチャブル」、「PDF・-・シングルページサーチャブル」、「Word 文書」、「Excel ワー
クブック」あるいは「RTF」を選択すると、「OCR のセットアップ」ダイアログボックスが表示され、スキャンす
る原稿の言語を選択することができます。

例えば、英語の原稿をスキャンしてOCR 処理する場合は、「英語」を選択し、「OK」をクリックします。

※注意：・長期間使用する必要があるPDF を生成するため電子ドキュメントをデジタルで保存する場合は、
「PDF/A」をチェックします。
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保存先を指定する

「フォルダ」を指定することで、保存先を変えることができます。

スキャンしたイメージを保存するフォルダ名を直接入力するか、「参照」をクリッ
クしてフォルダを選択します。「フォルダの参照」ダイアログボックスが表示され、
既存のフォルダを検索できます。または、「新規フォルダの作成」をクリックして
新規フォルダを作成します。

ファイル名を指定する

「ファイル名フォーマット」からいずれかを選択して、固有の出力ファイル名を自動的に生成します。

日付とシーケンス番号
ファイル名には出力ファイルが作成された日付とシーケンス番号が含まれます。たとえば、同日に最初に作成さ
れた PDF ファイルは、「2013-08-01(1)」で、2 番目に作成された PDF ファイルは、「2013-08-01(2)」と
なります。

日付とタイムスタンプ
ファイル名には出力ファイルが作成された日時が含まれます。例えば、「2013-08-03T085026.pdf」は、
2013 年 8月3日午前 8:50:26に作成されたことを示しています。

バーコードとシーケンス番号
バーコードを識別した場合、ファイル名にはバーコードの情報の次にシーケンス番号が含まれます。

バーコードとタイムスタンプ
バーコードを識別した場合、ファイル名にはバーコードの情報の次に時刻が含まれます。

ファイル名の固定文字
ファイル名に接頭辞を付加したい場合、各ファイル名の先頭に付けます。この接頭辞は、日付、連番、該当するファ
イル拡張子（.pdf、.tif など）とともに付加されます。例えば、各ファイル名の前に「請求書」と付けたい場合は、「ファ
イル名の固定文字」フィールドに「請求書」と入力します。するとファイルには「請求書 2013-08-27(1).pdf」「請
求書 2013-08-27(2).pdf」などのように名前が付けられます。
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スキャンオプション

スキャン作業や保存について以下のオプションを選択できます。

イメージを編集してから保存
スキャンしたイメージが編集ウィンドウに表示され、編集できるようになります。「スマートタッチ編集ウィンドウ」
のセクションを参照してください。

フィーダが空の場合、書類が追加されるまで待機
フィーダが空の場合はスキャナーを一旦停止し、原稿フィーダに原稿を追加するように促します。

イメージファイルにキーワードを追加
後でファイルを検索しやすいように、原稿にキーワードを追加できます。

※注意：キーワードはビットマップファイルには保存できません。

白紙ページの後に分割
複数の原稿グループの間に間に白紙をはさみ、白紙の位置でファイルを分割し、一連のスキャン画像のイメージ
ファイルを個別に作成します。

バーコードで分割
スキャン中にバーコードが印刷されている原稿があると、そのページから新しいスキャン原稿グループがあると
判断して、原稿グループを分けます。原稿グループの一枚目にバーコードがある原稿を配置すると、次のバーコー
ドが見つかるまでを一つのグループとして区分して保存します。以下のバーコードに対応しています。

•・・Interleaved・2・of・5
•・・Code・3・of・9・
•・・Code・128・
•・・Codabar・
•・・UPC-AUPC-E・
•・・EAN-13・
•・・EAN-8・
•・・PDF417

※注意：最適なバーコード検出には、300dpi 以上の解像度が必要です。
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4. スキャンイメージの印刷、電子メール、クラウド、アプリケーション連携

スキャンイメージの印刷

原稿をスキャンして、プリンタや FAXプリンタに出力します。「プリンタ/ファックスプリンタ」を選択した場合、「ス

キャン後の出力」のオプションが変わります。

「設定」をクリックすると、印刷ダイアログボックスを表示します。ここからプリンタを選択したり、設定を変更
することができます。設定内容は保存され、実行時にはデフォルト値として毎回使用されます。「印刷する前に設
定を表示する」を選択した場合、このオプションは利用できません。

「印刷する前に設定を表示する」オプションを選択すると、原稿のスキャン後にその都度印刷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から、プリンタの選択、印刷オプションを指定することができます。
実行時には、毎回印刷ダイアログボックスが表示されます。

電子メールで送信する

スキャンしたイメージをスキャン後すぐに電子メールで送りたい場合は、「出力方法」から「電子メール」を選択し
ます。

スキャン結果は既定の電子メールアプリケーションに自動的に添付されます。
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スキャンデータをクラウドサービスに保存する

出力方法から各種クラウドサービスを選択すると、スキャンしたファイルをそのままクラウドサービスにアップ
ロードすることができます。

•・・Evernote
•・・GoogleDrive
•・・Box
•・・SharePoint・Online

※注意：・本機能を利用するために対応したクラウドサービスにアカウントを開設し、保存先となるフォルダを
先に設定しておく必要があります。

いずれも各クラウドサービスを選択すると、該当サービスのログイン画面が表示されます。ログイン後に保存先
となるフォルダを指定してください。サービス内容はサービス提供元により変更となることがあります。

例：Evernote

「Smart Touch」アプリケーションを承認すると、確認のメールが
送信されます。

クラウドサービスと同じ手順でWebDAV サーバーに接続すること
もできます。ログインアカウントなどの詳細はシステム管理者にお
問い合わせください。

アプリケーションと連携

PDFビューアーなどの特定のアプリケーションとスマートタッチを連携したい場合は、タスクのショートカットの
リストから出力方法を変更したいスキャンタスクを選択し、出力方法リストの右横にある「＋」ボタンをクリック
して、「カスタムアプリケーション」を選択します。
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「カスタムアプリケーション」を選択すると、カスタマイズの設定ウィンドウが表示されます。「出力名」の欄に出
力方法となる名称を入力します。起動させるアプリケーションプログラムへのパスとパラメータ ( ある場合 )を入
力するか、参照ボタンでアプリケーションプログラムを指定してください。設定が完了したらOKボタンをクリッ
クします。

スマートタッチの設定ウィンドウに戻ると、カスタマイズの設定で名前を付けた出力方法のオプションが出力方
法のリストに追加されます。
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5. スキャンイメージの確認・編集・分割保存

イメージを編集してからスキャンイメージを出力

スキャンオプションの「イメージを編集してから保存」を有効にすると、スキャン開始時にサムネイルビューア付き
のスマートタッチウィンドウが表示されます。

このウィンドウではスキャンが終了してもすぐにファイル出力をしません。ウィンドウ右端にある「完了」ボタンを
クリックするまでスキャンイメージの確認、編集、削除、追加スキャンなどができるので、スキャン結果を確認、
編集してからファイルを出力したい場合に最適です。

※注意：・追加で書類をスキャンする場合は、用紙をセットしてからSmart・touchウィンドウの左上にあるス
タートボタンを押すとイメージを追加できます。（本体のスタートボタンでは追加スキャンできません）
スマートタッチ設定ウィンドウで「イメージを編集してから保存」・を選択すると、「フィーダが空の場合、
書類が追加されるまで待機」のオプションは使用できません。

スキャンアプリケーションのアイコンの説明

スタート 原稿を追加スキャンして、現在のイメージに追加することができます。

停止 原稿のスキャンを停止します。

完了
イメージの確認、編集を完了後、このアイコンをクリックすると、出力先に
イメージを保存します。

拡大
イメージの一部を拡大します。イメージ内で、マウスの左ボタンを押して、
拡大する場所を選択します。そして、左ボタンを押したまま、拡大するエリ
アを選択します。

スクロール
ウィンドウ内でイメージを自由に移動することができます。ズームイン時な
ど、ウィンドウにイメージの一部しか表示されないような場合に、このツー
ルを使用します。

90度回転
選択したイメージを右に90度回転します。イメージをクリックすると回転
します。

180度回転
選択したイメージを右に180度回転します。イメージをクリックすると回転
します。

270度回転
選択したイメージを右に 270 度回転します。イメージをクリックすると回
転します。



17

削除
イメージを削除します。該当のイメージをクリックして削除します。実行前
に確認のメッセージが表示されます。

範囲の選択
表示イメージの特定部分を選択します。このツールで範囲選択後は、切り取
りツールや白抜きツールを使用します。範囲の選択を解除するには、イメー
ジの左下にあるアイコンをクリックします。

切り取り
イメージが切り取られ、選択されている範囲内のイメージだけが残ります。
実行前に確認のメッセージが表示されます。

白抜き
選択範囲内のイメージが白に変わります。実行前に確認のメッセージが表
示されます。

その他の編集ツール

ズームインやズームアウトなど、イメージの表示変更ツールやショートカット
です。これらのツールを使用する場合、ショートカット（ホットキー）が使
用できます。たとえば、すべてのイメージに対して、ズームインやズームア
ウトするときに+キーや - キーが使用できます

多くの書類を分割してスキャンする

「イメージを編集してから保存」のオプションを使用しない場合、スマートタッチは原稿フィードが停止した時点で
スキャン作業を終了と判断してファイルを出力します。

一度にトレイにセットしきれない多くの書類を1つのマルチページファイルとしたい場合は、「フィーダが空の場合、
書類が追加されるまで待機」のオプションを選択します。セットされた書類がすべてスキャンされてもスキャン作
業を一時停止するだけで、追加スキャンを行うかどうかを選択できます。選択したら「適用」をクリックします。

スキャン中にフィーダが空になると、以下のウィンドウが表示されます。続けてスキャンをする場合は、追加の原
稿をセットしてから「はい」をクリックします。すべての書類のスキャンを終了する場合は、「いいえ」をクリック
します。

「いいえ」をクリックすると、それまでスキャンしたデータを一つのファイルとして保存します。
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イメージファイルにキーワードをつける

スキャン後のイメージファイル（JPEG、TIFF など）のプロパティにキーワードを追加することができます。ファ
イルのプロパティにキーワードを設定しておくと、後でファイルの検索や整理を簡単にできるようになります。ス
マートタッチでイメージファイルにキーワードを追加する場合は、スキャンバッチごとにキーワードを入力します。
あらかじめ特定のキーワードをスキャンタスクに設定することはできません。

スキャンタスクでキーワード追加するには「イメージファイルにキーワードを追加」を有効にします。

スキャンが完了するとキーワードウィンドウが表示されるので、イメージファイルに付与したいキーワードを入力
して「OK」ボタンをクリックします。スキャンイメージファイルがフォルダに保存されます。

保存されたファイルを右クリックしてプロパティを選択すると、「タグ」の項目に入力したキーワードが追加され
ます。
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白紙ごとにファイルを分割する

いくつもの書類のグループをグループ単位でスキャンして、それぞれをマルチページの PDFに作成するのは時間
がかかります。複数の書類グループを一度のスキャン作業で処理するには、2件目以降のグループの先頭に白紙
を区切りとして挿入してスキャンすると、白紙ごとにPDF ファイルにすることができます。スマートタッチで認
識された白紙はイメージ化されないので、必要な文書だけをイメージ化します。

白紙ごとにスキャンイメージを1件ずつのファイルに分割したい場合は、「白紙ページの後に分割」のオプション
を有効にします。有効にすると、右横の設定ボタンが使用可能になります。

「設定」ボタンをクリックすると、「白紙イメージサイズ」の設定ウィンドウが表示されます。スライダーを左右に
動かして、白紙として認識されるサイズの基準値を設定し、「OK」ボタンをクリックします。

書類グループごとに白紙を挿入した原稿をセットしてスキャンします。

白紙を検出するとグループごとに分割して保存するメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、
スキャンイメージを保存します。「キャンセル」ボタンをクリックすると破棄されます。

白紙が認識されなかったり、書類が白紙と誤認識される場合は、識別基準値を少しずつ調整してください。

グループA

グループ B

グループ C

グループAの PDF ファイル

グループ Bの PDF ファイル

グループ C の PDF ファイル

白紙

白紙

スキャン
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スキャンごとに名前をつけて保存する

スキャン毎に任意のファイル名を付ける場合は、「名前をつけてファイルに保存」オプションを選択します。

このオプションを有効にしてスキャンすると、スキャン完了後に名前を付けて保存のウィンドウが表示されます。
ファイル名入力欄には、スマートタッチ設定ウィンドウで予め選択された「ファイル名フォーマット」と「ファイル
名の固定文字列」の設定で構成されたファイル名が入っているので、そのファイル名の上から任意の名前を入力
します。

ファイルフォーマットが JPEG/TIFF- シングルページ、PDF- シングルページサーチャブル、PDF- シングルペー
ジ、BMP の場合で、複数のイメージがある場合は、入力したファイル名の後ろに4 桁の連番が付与されます。

例：Name0001.pdf、Name0002.pdf、Name0003.pdf…
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6. スマートタッチでOCR処理

スキャン結果をサーチャブル PDF で出力する

「1. カラー PDF」は初期設定で日本語 OCR 処理が設定されています。他のものに変更されている場合は「ファ
イルの種類」から「PDF - サーチャブル」を選択して、「適用」をクリックします。

PDF の中にOCR 処理でのテキスト情報が含まれるため、PDF の内部を検索することができます。写真などの
図版とテキストを含むカタログや雑誌の記事などをそのままのイメージで利用できます。

スキャン結果を Word データで出力する

スマートタッチでは、OCR 処理してテキスト化した結果をオフィスソフトのデータとして保存することができます。
「ファイルの種類」から「Word 文書」を選択して「適用」をクリックします。これにより、スキャンした原稿の画
像およびテキスト部分を含むWord 形式のデータで保存されます。契約書などのテキストや雑誌や新聞の記事
本文を再利用したいときなどに便利です。

スキャン結果を Excel ワークシートで出力する

表形式のものはOCR 結果を Excel 形式で保存することができます。「ファイルの種類」から「Excel ワークブッ
ク」を選択して「適用」をクリックします。これにより、スキャンした原稿のテキスト部分を含む Excel 形式のデー
タで保存されます。各種計算書類、表形式のデータ記事を再利用したいときなどに便利です。
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小さいフォントでも読み取り結果の OCR 処理を改善するには

スマートタッチのデフォルト設定では、「1. カラー PDF」と「2. 白黒 PDF」のタスクがサーチャブル PDFになっ
ています。これらのスキャン方法はそれぞれ200dpiに設定されているので、小さなフォントで構成された原稿は、
スキャン方法の解像度を変更することで読み取り結果が改善する場合があります。デフォルトの設定で結果が思
わしくない場合は、スキャン方法の解像度設定を変更してみてください。

※注意：スキャン方法の解像度を高くすると、出力結果の PDF ファイルの容量が大きくなります。

ここでは「2. 白黒 PDF」を例に変更方法をご説明します。スキャン方法のメニューにある「設定」をクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウが表示されます。「白黒パーフェクトページ」を選択して、「設定」をクリッ
クします。

TWAIN のスキャン設定メニューが表示されます。一般タブにある解像度リストから「300」を選択して、解像
度を300dpi に変更します。解像度の変更が完了したら、「ホーム」をクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウに戻ります。解像度の設定を変更したので、設定のショートカットの右横に
〈変更済み〉の表示が追加されます。変更した設定に対して新規でスキャン設定のショートカットを追加する場合
は、「名前を付けて保存」をクリックします。ショートカット名として分かりやすい名称を入力し、「保存」をクリッ
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クします。必要に応じてグラフィックのリストから新規保存するショートカットのアイコンを選択してください。

新規で保存したスキャナーのショートカットがショートカットリストに追加されます。「OK」をクリックします。

スマートタッチの設定メニューに戻ります。スキャン方法の設定のショートカットが新規作成したショートカット
名になっている事を確認後、「適用」をクリックします。

これで次回のスキャンから300dpi の解像度でスキャンされ、OCR の認識精度が改善されます。

OCR 処理の言語切り替え方法

ファイルタイプとして、「PDF・-・サーチャブル」、「PDF・- シングルページサーチャブル」、「Word 文書」、「Excel ワー
クブック」あるいは「RTF」を選択すると、「OCR のセットアップ」ダイアログボックスが表示され、スキャンす
る原稿の言語を選択することができます。たとえば、英語の原稿をスキャンする場合は「英語」を選択し、[OK]
をクリックします。

※注意：・長期間保存する必要がある電子ドキュメントの場合は、「PDF/A]」をチェックします。PDF/A は、
PDF1.4 仕様に基づく電子文書の長期保存用の形式です。PDF/Aを選択すると最新の PDF の機能
の一部は対応できない場合があります。
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7. 写真をスキャンしてJPEGファイルで保存する

写真をキレイにスキャンするには

写真をスキャンするときは、「4. カラー JPEG」を使用します。写真をより高画質でスキャンしたいときは、読み
込みの解像度を大きくします。

※注意：解像度を大きくするとファイル容量も大きくなります。

「スキャン方法」にある「設定」をクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウが表示されます。「カラー写真」を選択して、「設定」をクリックします。

TWAIN のスキャン設定メニューが表示されます。一般タブにある解像度リストから「400」を選択して、解像度
を400dpi に変更します。解像度の変更が完了したら、「ホーム」をクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウに戻ります。解像度の設定を変更したので、設定のショートカットの右横に
〈変更済み〉の表示が追加されます。変更した設定に対して新規でスキャン設定のショートカットを追加する場合
は、「名前を付けて保存」をクリックします。ショートカット名として分かりやすい名称を入力し、「保存」をクリッ
クします。必要に応じてグラフィックのリストから新規保存するショートカットのアイコンを選択してください。・
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新規で保存したスキャナーのショートカットがショートカットリストに追加されます。「OK」をクリックします。

スマートタッチの設定メニューに戻ります。スキャン方法の設定のショートカットが新規作成したショートカット
名になっている事を確認後、「適用」をクリックします。

これで次回のスキャンから 400dpi の解像度でスキャンされます。
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8. 名刺をスキャンする

名刺をグレースケールの検索可能な PDF にして管理

名刺をスキャンするときは、「1. カラー PDF」または「2. 白黒 PDF」を使用します。名刺の氏名、会社名、住
所などはOCR 処理での検索可能となります。

名刺をスキャンすると、名刺の上下の向きは自動的に識別されるので、複数の名刺を一度にまとめてスキャンで
きます。名刺をセットするときは、名刺の幅に原稿ガイドを合わせてください。

スマートタッチのデフォルト設定では、これらのスキャン方法は 200dpi に設定されているので、小さなフォン
トで構成された名刺はスキャン方法の設定のスキャン解像度を変更することで読み取り結果が改善する場合があ
ります。デフォルトの設定で結果が思わしくない場合は、スキャン方法の解像度設定を変更してみてください。

※注意：スキャン方法の解像度を高くすると、出力結果の PDF ファイルの容量が大きくなります。

また、片面の名刺と両面の名刺を混ぜて連続スキャンする場合は、白紙除去機能を有効にすると、片面の名刺
は裏面の白紙イメージを自動的に削除することができます。名刺用にサーチャブル PDF の読み取り結果を改善
し、白紙イメージを自動削除に設定する場合は、以下のように設定します。

ここでは、「2. 白黒 PDF」を例に説明します。

スキャン方法のメニューにある「設定」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウが表示されます。「白黒パーフェクトページ」を選択し、「設定」をクリック
します。

TWAIN のスキャン設定メニューが表示されます。以下のように設定を変更します。
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「スキャン形式」から「グレースケール（8 ビット）」を選択します。カラーの名刺でも容量を抑えたグレースケール
に変換します。

「解像度」を「300dpi」に変更し、小さな文字でもOCR の識別を向上します。

「品質」を「高（Better）」に変更し、画像品質を上げます。

名刺の裏面が白紙のときにデータ化しないように、拡張機能のタブを開き、「白紙イメージ検出」から「文字量基
準」を選択します。文字量の設定として10 〜20％程度の数値を設定します。

設定が完了したら、「ホーム」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウに戻ります。解像度の設定を変更したので、設定のショートカットの右横に
〈変更済み〉の表示が追加されます。変更した設定に対して新規でスキャン設定のショートカットを追加する場合
は、「名前を付けて保存」をクリックします。

ショートカット名として分かりやすい名称を入力し、保存ボタンをクリックします。必要に応じてグラフィックの
リストから新規保存するショートカットのアイコンを選択してください。
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「保存」をクリックします。新規で保存したスキャナーのショートカットがショートカットリストに追加されます。
「OK」をクリックします。

スマートタッチの設定メニューに戻ります。スキャン方法の設定のショートカットが新規作成したショートカット
名になっている事を確認後、適用ボタンをクリックします。

これで名刺をスキャンすると、グレースケールで OCR 処理されたサーチャブル PDFとして保存されます。
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9. 表裏両面の画像イメージを統合して一つのデータにする

カタログや年賀ハガキの両面を一つのデータにまとめて管理

年賀ハガキなどの両面 ( 宛名と文面 ) や、カタログの表裏のイメージを一つのイメージになる様につないだり、
A3 の原稿を半分に折って両面スキャンし、A3 のイメージとして保存することができます。通常の両面スキャン
の場合は表面と裏面の各イメージが別ページ、別ファイルとして保存されますが、TWAIN 設定にある「表面 /
裏面画像の結合」の設定を使用することで一つのイメージにまとめます。

※注意：・原稿が薄かったり、柔らかい材質の場合は、スキャン時に原稿を破損したり、紙詰まりになる場合が
ありますので、予めご注意ください。

ここでは、「1. カラー PDF」を例に説明します。

スキャン方法のメニューにある「設定」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウが表示されます。「カラーパーフェクトページ」を選択し、「設定」をクリッ
クします。

TWAIN のスキャン設定メニューの上部にある「・・・ ・・・・」をクリックします。
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両面スキャンの場合の設定画面が表示されますので、次のように設定します。

「入力ドキュメントのタイプ」は「両面」を選択します。

両面の画像をつなぎ合わせたときに、表面となる画像をどの方向に配置するかを「表面を上」「表面を下」「表面
を左」「表面を右」から選択します。選択したら「完了」をクリックします。

「ホーム」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウに戻ります。解像度の設定を変更したので、設定のショートカットの右横に
〈変更済み〉の表示が追加されます。変更した設定に対して新規でスキャン設定のショートカットを追加する場合
は、「名前を付けて保存」をクリックします。

ショートカット名として分かりやすい名称を入力し、保存ボタンをクリックします。必要に応じてグラフィックの
リストから新規保存するショートカットのアイコンを選択してください。

「保存」をクリックします。新規で保存したスキャナーのショートカットがショートカットリストに追加されます。
「OK」をクリックします。
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スマートタッチの設定メニューに戻ります。スキャン方法の設定のショートカットが新規作成したショートカット
名になっている事を確認後、「適用」ボタンをクリックします。

これでスキャンすると表裏の両面が一つのデータとして保存されるようになります。
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10. A3原稿をスキャンする

A3 原稿を二つ折りにしてスキャンする

「9. 表裏両面の画像イメージを統合して一つのデータにする」の設定を利用して、A3 サイズの原稿をスキャンす
ることができます。

A3原稿の状態に合わせて、表面の画像を配置する位置を「表面を上」「表面を下」「表面を左」「表面を右」か
ら設定しておきます。

A3原稿を 2つ折りにしてスキャナーのトレイにセットしますが、このときスキャナーの機種に応じて、リリース
レバーを開きます。

i1150/i1180/i1190E の場合、リリースレバーを引いてロックします。

i2420/i2620/i2820 の場合、スキャン中はリリースレバーを手で引きます。

S2050/S2070 の場合、リリースレバーを引いてロックします。

リリースレバーを開いたら二つ折りにした原稿をセットして、スキャンを実行してください。

スキャンが終わったら、リリースレバーを戻します。

※注意：・リリースレバーを戻さないまま単独の原稿をスキャンすると紙詰まりの原因となりますのでご注意くだ
さい。
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11. 白紙除去

スキャンデータから白紙を自動で削除

片面しか印刷されていない原稿や両面、片面が混在した原稿の場合、デフォルトでは余分な白紙が含まれます。
白紙を自動的に削除してデータに含まないためには、TWAIN で設定を行います。

※注意：・原稿の状態と設定をした白紙検出の条件によっては、白紙が除去されないことがあります。その場合
は、白紙の検出条件を変えてお試しください。

ここでは、「1. カラー PDF」を例に説明します。

スキャン方法のメニューにある「設定」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウが表示されます。「カラーパーフェクトページ」を選択し、「設定」をクリッ
クします。

「検知」タブをクリックします。「白紙イメージの削除」から基準を選択します。
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文字量基準：文字量をもとに白紙ページを判別します。

ファイル容量基準：画像のファイル容量を基準とします。

いずれかの設定を行ったら「ホーム」ボタンをクリックします。

スキャナーのTWAIN 設定ウィンドウに戻ります。解像度の設定を変更したので、設定のショートカットの右横に
〈変更済み〉の表示が追加されます。変更した設定に対して新規でスキャン設定のショートカットを追加する場合
は、「名前を付けて保存」をクリックします。追加せずに現在の設定を変更するときは「OK」をクリックします。

スマートタッチの設定メニューに戻ります。変更を適用するために「適用」ボタンをクリックします。これで白紙
を含まないスキャン結果を得ることができます。
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12. スマートタッチの終了と開始

スマートタッチを終了

スマートタッチを使用しないで別のアプリケーションからスキャンする場合は、スマートタッチをタスクバーから
削除して、スマートタッチを無効にしてもかまいません。スマートタッチをタスクバーから削除する場合は、以下
の様に作業してください。

スキャナーの電源を切り、タスクバーにあるスキャナーアイコンが使用不可になっていることを確認します。

タスクバーにあるスキャナーアイコンを右クリックして終了を選択します。

スマートタッチを終了メニューが表示されます。今後スマートタッチを起動しない場合は、　「Windows 起動時に
アプリケーションを実行する」のチェックボックスからチェックを外してから「はい」ボタンをクリックします。

スマートタッチを開始

スマートタッチスマートタッチを無効にしてから、再度タスクバーに常駐させる場合は、以下の様に作業してくだ
さい。

Windows の・スタート・＞・プログラム＞・Kodak・＞・Document・Imaging・＞・（ご利用の機種シリーズ）・＞・Smart・
Touch・を選択します。

タスクバーにスマートタッチのアイコンが表示されます。

タスクバーにあるスキャナーアイコンを右クリックして終了を選択します。

スマートタッチを終了メニューが表示されます。「Windows起動時にアプリケーションを実行する」のチェックボッ
クスにチェックを入れてから「はい」ボタンをクリックします。

再度 Windows の・スタート・＞・プログラム・＞・Kodak・＞・Document・Imaging・＞・（ご利用の機種シリーズ）＞・
Smart・Touch・を選択し、スマートタッチを起動します。これ以降はWindows を起動するとスマートタッチの
プログラムも自動起動してタスクバーにアイコンが表示されます。
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